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Web-API」の開発について
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背景・目的

気候変動によって適期の栽培管理の難易度が上昇。また、大規模化（圃場面積・数の増
大）に伴い、作期分散（水稲直播含む）、畑作（輪作）の拡大や作業効率化が必要。営農管
理システム等を通じた利用しやすい形での栽培管理支援情報提供に対する生産現場からの高
い要望があるが、精度や汎用性（多品種や大規模化対応）などの点で課題。

↓
・気象データの利便性を高める気象データ取得APIの開発（本日は説明なし）
・水稲・小麦・大豆の栽培管理支援APIの拡充と新機能の追加

↓
農業の気候変動対応と生産性向上に貢献することを目的とする

技術開発課題名：水稲・小麦・大豆の栽培管理支援システム Ver.3とメッシュ農業気象データ取得ツールの
開発
・研究内容
①発育ステージ予測・生育診断の品種対応と直播対応、精度向上法開発とWeb-API化
②「メッシュ農業気象データ」を任意の領域、期間について取得するWAGRI用APIの開発と利用者ドキュ
メントの整備

③気象データと改良版・新規開発の栽培管理支援APIから配信される情報を現地圃場で検証。研究協力機関
3社によるAPIのテストとビジネス評価

・達成目標
 対応品種29品種増、新規API開発4件
 気象データ取得API開発とマニュアル作成
 過去の予測値を含む気象データ配信体制構

築

・期待される効果
 適期管理による生産性向上
 天候を先取りした農業の実現
 過去の予測データ活用によって、気象予測

に基づく営農のリスク分析が可能に
 WAGRIを通じた生育予測アプリ等の普及
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農研機構の内部課題で核となる作物生育予測モデルや気象条件に対応した栽培
技術を開発

SIP第I期「次世代農林水産業創造技術（2014-2018）」において、気象会社、
ICT企業、大学、7道県の公設試との共同研究によって、システムver.1.1を開発

現在、利用登録者は1,000名を超え、一部の情報コンテンツについては、すで
にAPI化し、WAGRIに実装

「スマート農業加速化実証プロジェクト（2019-2020）」では、「茨城南部ス
マート農業実証コンソーシアム」に参加し、情報コンテンツの実証を行うととも
に、API化した情報をWAGRI経由で配信し、企業の営農管理システム上で利用可
能とする配信実験を実施

農研機構独自で、Web-APIの開発（ver.2.0）を進め、「国際競争力強化技術開
発プロジェクト（2021-2022）」では、新規APIの開発と既存APIの改良により、
システムver.3.0の構築をめざす

参考 「栽培管理支援システム」開発の経緯
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農研機構メッシュ農業気象データ

参考 「栽培管理支援システム」Ver1.1の概要（GUI付きウェブシステム）
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物理名 論理名 型 必須

lat 圃場緯度 number ○

lon 圃場経度 number ○

riceid イネパラメータ連番 number ▲

cropid 作物ID number －

varid 品種ID number －

model 発育計算式区分 number ▲

cultivar 品種名 string －

date_st 移植日 string ○

dvs_st 移植時DVS値 number －

age_tp 移植時葉齢 number －

nae_shurui 苗姿 number －

age_a dvs初期値用係数・傾き number ▲

age_b dvs初期値用係数・切片 number ▲

gv パラメータ - Gv number ▲

av パラメータ - A number ▲

thv パラメータ - Th number ▲

bv パラメータ - B number ▲

lcv パラメータ - Lc number ▲

dvs_star パラメータ - DVSstar number ▲

gr パラメータ - Gr number ▲

kr パラメータ - Kr number ▲

tcr パラメータ - Tcr number ▲

入力（リクエスト） 出力（レスポンス）
物理名 論理名 型
hd 出穂期予測値 string
md 成熟期予測値 string
hd_cli 気温平年値を用いた出穂期予測値 string

md_cli 気温平年値を用いた成熟期予測値 string

dvs_days 計算初日からの日々のDVS値 2次元配列

計算初日からの日数 number
日付 string
DVS値 number

dvs_after_st
_cli

気温平年値を用いた計算初日から
の日々のDVS値

2次元配列

計算初日からの日数 number
日付 string
DVS値 number

dvr DVR値（発育速度）
配列
(number)

adj_coef_gv_
current

出穂期の発育補正係数 float

adj_coef_gr_
current

成熟期の発育補正係数 float

adj_coef_gv2
_
current

出穂期の発育補正係数 float

参考 APIの入力・出力の例（水稲：発育予測の場合）
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参考 栽培管理支援APIの利用イメージ

アクセストークン
認証局

WAGRI
API

WAGRI
アプリ利用者

WAGRI会員

インターネット

栽培管理支援Web-APIサーバー

営農管理アプリ
(利用契約済み) インターネット

API利用契約
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 平行実施する農研機構内部プロでは、使い勝手のよいAPI群となるよう、APIの仕様統一を図
るとともに、水稲、小麦、大豆以外の作目に横展開するための共通ツール作成、API開発
ツールなどについて検討

 成果は、可能な限りシステム構築に反映させる

WAGRI会員

協力機関（WAGRI会
員、非会員）
・自社のシステムでの
試用により実用性評価

農業者

運用
イメージ・栽培管理支援

APIの開発、改良
（農研機構）
・メッシュ農業気
象データ開発、提
供（民間企業、農
研機構）

内部プロ ・API試用統一、共通ツール作成、共通開発基盤の整備

・栽培圃場での検証
（茨城県）

水稲・麦類・大
豆の栽培管理支
援システム

Ver.3

メッシュ
農業気象データ

WAGRI

入力データ
・作付圃場の緯度
・作目、品種
・播種、移植日等
・作物生育情報（移植
時葉齢、SPAD値な
ど）

出力データ
・発育ステージ、推奨
追肥量、輪作作期策
定

・気象データ

各社の
営農管理
システム

参考 研究開発の概要とシステム構築後の運用イメージ

研究開発



7移植 幼穂形成 出穂

成熟

圃場

品種

参考 発育ステージ予測：現行システムの利用例
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移植水稲

愛国 あいちのかおり 赤毛 あかね空 あきさかり あきたこまち

あきだわら アキヒカリ アケボノ 朝の光 朝日 旭

あさひの夢 いただき 一番星 栄光 笑みの絆 おいでまい

奥羽197号 大場 おきにいり オトメモチ おぼろづき 雄町

亀治 亀の尾4号 亀の尾 関東209号 きたあおば キヌヒカリ

きぬむすめ 喜峰 きらら397 金南風 銀坊主 クサノホシ

クサホナミ 恋の予感 黄金晴 コガネマサリ こがねもち 越路早生

コシヒカリ 五百万石 ゴロピカリ ササシグレ ササニシキ さつま雪もち

さとじまん 白千本 神力 十石 上州 関取

撰一 台中65号 タカナリ 竹成 タチアオバ たちあやか

たちじょうぶ たちすずか たちはるか 大地の風 大地の星 中部32号

チヨニシキ チヨホナミ つがるロマン 月の光 つや姫 トドロキワセ

トヨニシキ とりで1号 どまんなか どんとこい 中生新千本 ナツヒカリ

ななつぼし 南国そだち にこまる ニシホマレ にじのきらめき 日本晴

ニホンマサリ 農林18号 農林1号 農林22号 農林29号 農林48号

農林6号 農林8号 能登ひかり はいごころ はえぬき 初雫

ハツシモ ハツニシキ 初星 ハナエチゼン はやまさり 晴るる

ひとめぼれ ヒノヒカリ 姫ごのみ ヒメノモチ ひゃくまん穀 ヒヨクモチ

五十音順

研究内容 発育ステージ予測：対応品種の拡充

移植栽培水稲9品種の追加とパラメータ改良
・雪ごぜん (北海道) ・ちほみのり (東北) ・ゆみあずさ (東北)
・つきあかり (北陸) ・にじのきらめき (北陸) ・とよめき (関東)
・恋初めし (西日本) ・たちはるか (九州)
・ふくまるSL

直播栽培水稲対応APIの開発
・萌えみのり (東北・湛水直播) ・キヌヒカリ (温暖地・湛水直播)
・コシヒカリ (温暖地・湛水直播+乾田直播)
・ふさこがね (関東・乾田直播) ・あきだわら (温暖地・乾田直播)
・あきたこまち (東北・乾田直播) ・ひとめぼれ (東北・乾田直播)
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移植水稲 つづき

ふくひびき ふ系175号 ふさおとめ ふさこがね 藤坂5号 フジヒカリ

双葉 ふっくりんこ ベニセンゴク ホウネンワセ ホウヨク 北陸193号

ホシアオバ ほしのゆめ ほしまる ほほほの穂 坊主 まいひかり

祭り晴れ まなむすめ ミズホチカラ みずほの輝き ミネアサヒ みねはるか

ミルキークイーン ミレニシキ むつほまれ めんこいな 萌えみのり モミロマン

森田早生 ヤマセニシキ 山田錦 やまだわら ヤマビコ ユーカラ

ゆきの精 ゆきひかり ゆきまる 夢あおば ゆめあかり 夢つくし

ユメヒカリ ゆめひたち ゆめぴりか ゆめみずほ 陸羽132号 陸羽20号

レイホウ レイメイ

小麦

チクゴイズミ 農林61号 シロガネコムギ ミナミノカオリ ニシノカオリ ふくさやか

さとのそら イワイノダイチ キヌヒメ ゆめかおり あやひかり きたほなみ

ゆめちから

大豆

エンレイ フクユタカ リュウホウ ユキホマレ シュウリュウ 里のほほえみ

サチユタカA1号

五十音順

研究内容 発育ステージ予測：対応品種の拡充

小麦7品種のパラメータ改良
・チクゴイズミ ・農林61号 ・シロガネコムギ
・さとのそら ・イワイノダイチ ・あやひかり
・ゆめちから ・キヌヒメ（特殊なモデル）

小麦5品種の追加
・せときらら ・セトデュール ・ちくごまる
・さちかおり ・タマイズミ

大麦の発育予測モデルの作成

大豆7品種のパラメータ改良
・ユキホマレ (北海道) ・シュウリュウ (東北)
・リュウホウ (東北) ・エンレイ (北陸)
・里のほほえみ (関東・北陸) ・サチユタカA1 (中国)
・フクユタカ (東海・九州)

有望な品種の追加
・納豆小粒 ・フクユタカA1 (難裂莢性導入)
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生育診断に必要な
生育データの入力
窓

作物研が作成した「あきだわら
栽培マニュアル」を、発育予測
情報と組み合わせてシステムに
搭載

研究内容 追肥診断機能：対応品種の拡充

「にじのきらめき」、「つきあかり」への対応

現在搭載されている品種
・あきだわら (温暖地向け)

取り組む内容
・施肥試験および既存データの整理
・あきだわら用モデルを活用したパラメータ決定とAPI作成
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栽培可能な時期の
生育情報

各作目切替え期間の作業可能日数が同数となる体系を提示する
アルゴリズムを開発する

＋降霜等

１年目 ２年目 ３年目

研究内容 輪作体系提示API：新規開発

登熟限界温度
を下回るので
栽培不可

活着限界温度を
下回るので栽培

不可

降水頻度を
考慮
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Floral 
Stage 
(FS)

幼穂発育ステージ
幼穂長
(mm)

0 第一苞原基分化期
0.09 –
0.15

0.5 苞増加期
0.15 –
0.23

1 一次枝梗原基分化前期
0.20 –
0.35

1.5 一次枝梗原基分化後期
0.30 –
0.42

2 二次枝梗原基分化前期
0.37 –
0.63

2.5 二次枝梗原基分化後期
0.65 –
0.95

3 穎花原基分化初期
0.89 –
1.71

4 穎花原基分化中期 1.5 – 3

5 穎花原基分化後期 3 – 15

6 生殖細胞形成期 15 – 50

7 減数分裂前期 50 – 100

8 減数分裂後期
100 –
全長

9 花粉外殻形成・充実期 全長

10 出穂・開花期 全長

F
S
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F
S
 0

.5
F
S
 1

F
S
 1

.5
F
S
 2

F
S
 2

.5
F
S
 3

-2
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2

4

6

8

10

12

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

FS

DVS

Koshihikari

Mizuho

農研機構メッシュ農業気象データ

気温 日長

DVS

FS

発育予測モデル

DVSとFSの関係
のモデル化：この
部分については、
多品種対応に課題
が残されている。

・施肥、水管理など
の栽培管理を適期に
行うためのより詳細
な発育ステージの情
報提供が可能に！
・幼穂発育ステージ
の観察値がある場合
のリアルタイム高精
度化のベース

水稲幼穂発育
ステージ予測

API

研究内容 水稲幼穂発育ステージ予測API：新規開発
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現在の幼穂発育
ステージ（FS、幼穂長）

過去の幼穂発育ステージ、
出穂期、成熟期などの観
察値

精度向上API

当該作期の観察後の精度
向上

次回作付け以降の精度向
上；または、近隣他圃場
の過去データを使用した
精度向上

リアルタイム
補正

過去値による
補正

予測誤差3日以内
が目標！

1mm

研究内容 データ駆動型水稲発育ステージ予測精度向上API：新規開発

利用者の入力データ



14

研究内容 新規開発・改良版APIの現地における検証（茨城県担当）

各種APIの新規開発・改良に必要な基礎データ収集

・気象条件の異なる研究所内で、「にじのきらめき」の基肥量を４水準設定し、目標収量の確
保に必要な追肥量を検討する。
・上記研究所内で、水稲・小麦・大豆品種の発育ステージ予測精度を検証

・「ふくまるSL」の発育予測パラメータ作成に必要な出穂期等のデータを収集

現地圃場における栽培管理支援情報の検証

・「にじのきらめき」追肥診断暫定パラメータを、現地圃場で検証
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 農研機構本部事業開発部と連携し、関心を寄せる企業やベンチャー、大規模農家

等への情報発信に努める
事業開発部の支援のもとに、栽培管理支援Web-API（Ver.2）のビジネス展開について、民間企業数

社と協議中；Ver.2の試用が先行する予定であり、そのルートに乗せて、Ver.3のAPIへの差し替え（改良

の場合）・追加（新規APIの場合）を図る

 研究協力機関より、APIの機能と動作についての試験評価とビジネス性評価を受ける

 共同研究機関の茨城県ほか、都道府県との連携を図り、品種や作型など、地域で

の適用性を高める

社会実装
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 栽培管理支援システムVer1.1のレガシーを活かす
SIP第I期で開発した栽培管理支援システムVer.1.1は、宣伝媒体として今年度末まで無償でサービス運

用予定。現在、1000名弱の利用登録者があるため、それらの利用者をVer.2および本研究課題で開発さ

れるVer.3のビジネス利用につなげる方策を事業開発部と協議中

また、Ver1.1については、SIP第I期終了後に、民間企業が農研機構と利用契約を結び、自社システムに

搭載しているほか、API連携による農機メーカーウェブサイトAmoniからの情報提供などの形でビジネス化

 普及誌への総説掲載

多数の依頼原稿でメッシュ農業気象データ、栽培管理支援システム・Web-APIについて紹介

 講演会での紹介

例年、5-10件程度の講演会での講演、メッシュ農業気象データの講習会を開催；今年度は新型コロ

ナ禍の影響で招待数が少ないが、状況が改善すれば積極的に対応

 中農研技術適用研究チームによるアウトリーチ活動

今年度に入ってから、栽培管理支援システムVer.1.1の新規申し込み者が再び増加、利用登録者が

1,000名を突破

社会実装
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活用事例 現行システムによる作型配置シミュレーション

・品種・作型別に、作付面積と移植・収穫作業能率から、所要日数を試算

・システムに登録した複数の圃場に、移植期間の開始・終了日をそれぞれ登録

・ 次年度の日付で登録すると、平年気象で成熟期を予測できるので、その早限・
晩限を取得；過去の高温・低温年次の日付指定も可能

・成熟期の範囲より、収穫期間の方が長くなることもあるので、注意する

・主力品種から順に配置して、収穫期間が重複しないかどうか確認→重複がある
場合は、移植期間の設定に戻って調整する
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ご静聴ありがとうございました


