
 

 

農林水産省 

平成２６年度発生予察の手法検討委託事業 

【６】土壌病害虫総合的防除技術確立事業に関する資料 

 

要求定義書 
 

 

 

 

 

 

 

平成２７年０３月１６日 

イーサポートリンク株式会社 

 
  



 
  



目次 

１． はじめに ............................................................................................................... - 1 - 
１．１． 本要求定義書の目的 .................................................................................. - 1 - 
１．２． システム化の目的 ..................................................................................... - 1 - 
１．３． システム化する狙いと効果 ....................................................................... - 1 - 
１．４． 用語の説明 ................................................................................................ - 2 - 

２． システム概要........................................................................................................ - 3 - 
２．１． システム利用者、ユースケース ............................................................... - 3 - 
２．２． 要求機能一覧 ............................................................................................. - 5 - 
２．３． 各機能に共通する要求事項 ....................................................................... - 6 - 
２．３．１． 共通画面仕様 ..................................................................................... - 6 - 
２．３．２． ログイン情報 ..................................................................................... - 6 - 
２．３．３． ユーザー権限 ..................................................................................... - 6 - 
２．３．４． マスター情報管理 .............................................................................. - 6 - 

２．４． 輪作体系、防除体系など生産技術提案に関する機能要求 ....................... - 8 - 
２．４．１． 作物病害、輪作事例照会機能 ............................................................ - 8 - 
２．４．２． 輪作事例詳細情報照会 ..................................................................... - 10 - 
２．４．３． 病害詳細情報照会 ............................................................................ - 12 - 

２．５． データの精査、知識の蓄積に関する機能 ............................................... - 14 - 
２．５．１． 輪作事例管理機能 ............................................................................ - 14 - 
２．５．２． 病害詳細情報管理機能 ..................................................................... - 17 - 

２．６． データ承認と共有 に関する機能 .......................................................... - 19 - 
２．６．１． 輪作事例承認機能 ............................................................................ - 19 - 
２．６．２． 病害詳細情報の変更内容承認 .......................................................... - 20 - 

２．７． リンク集 .................................................................................................. - 21 - 
３． 非機能要求 ......................................................................................................... - 22 - 
４． 提案依頼事項...................................................................................................... - 23 - 

４．１． 提案にあたって ....................................................................................... - 23 - 
４．２． 見積りの範囲 ........................................................................................... - 23 - 

 
 
 
 
 
 



 

  



- 1 - 
 

１．はじめに 
 
１．１． 本要求定義書の目的 

 
この要求定義書は、土壌病害虫総合的防除技術確立事業に基づくシステム（以

下システムという）の要求事項を取りまとめたものである。 
本システムの開発を依頼するものが、システムを製作するものに対し、要求事

項を的確に伝えることを目的としている。 
 
 

１．２． システム化の目的 

 
土壌病害虫の総合的防除に必要と思われる情報等は、一般に公開されている。 
その公開情報を、総合的防除技術確立という視点で取りまとめることで、利用

者がより簡単・便利に活用できることを目指している。 
 
 

１．３． システム化する狙いと効果 

 
（１）土壌病害虫の発生事例や、各研究機関で公開されている研究成果を、利

用者が、調査などに要する時間を短縮することが可能となる。 
 
（２）土壌病害虫に関する問い合わせをした生産者に対して、適切な情報提供

ができる。 
 

 
  



- 2 - 
 

１．４． 用語の説明 

システム開発者が要件を正確に理解できるよう、本定義書で使用する用語を下記に

説明する。 
 
用語 説明 

作型 季節や地域に応じて異なる自然環境条件において、作物の経済的栽培

を行なうための栽培体系を作型という。 

宿主 寄生体の寄生される生物個体（作物）を宿主という。 

土壌病害 土壌に生存する病原体が植物の根、地下茎、茎など土壌と接する部分

から侵入、増殖して生じる病気のこと。 

発生予察 農作物に病害虫に対して適時で経済的な防除を行なうためには、病害

虫の発生状況を把握し、将来の発生程度やそれによる被害を的確に予

測する情報が有用である。その情報を病害虫発生予察情報、その情報

を得て公表する活動を病害虫発生予察（発生予察）という。 

病害 病原微生物による作物の被害をいう。 

病害虫 作物に被害をもたらす病原微生物あるいは害虫をいう。 

病原（体） 動植物に感染し、病気を引き起こす微生物、ウイルスなどをいう。 

本定義書の土壌病害においてはセンチュウを指す。 

（植物）防除 植物に被害を与える、国外から侵入する病原菌や害虫、国内にすでに

生息する病原菌や害虫の移動や伝搬を防止し、病害虫の発生を予防す

るのが植物防疫である。 

輪作 地力維持を目的に異なる種類の作物を同一の耕地に一定の順序で繰

り返して栽培すること。 

連作 同一の耕地に同じ種類の作物が連続して栽培されるような作付順序

を連作と呼ぶ。 

連作障害 同じ作物を同じ場所で連作すると、多くの場合作物に病気や生育不良

などの障害が発生することをさす。 

 
引用： 
・ルーラル電子図書館 農業技術事典 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 
（URL：http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/ より） 

 
・農薬科学用語辞典 

 （社）日本植物防疫協会 平成６年６月１５日発行 
 

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/
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２．システム概要 
２．１． システム利用者、ユースケース 

ここでは、本システムが、誰がどのようにシステムを使うかについて概要を記述する。 

 
    
 
 

利用者１ ： システム管理者
（システムを設置する部門のシステム管理者）

利用者３ ： メインユーザー
（生産者に対して輪作・防除の指導を行う立場の者）

生産者

利用者２ ： 管理ユーザー
（メインユーザーの部門責任者）

　　　　　凡例

輪作体系に

ついての相談

・輪作事例、連作障害、

症例情報など、照会機

能

・データベースから輪作事

例や、病害の症例、対策な

どの情報を照会、

必要に応じて照会データを

プリントアウトする。

回答

（TEL、ﾒｰﾙ、FAX
で回答）

輪作の参考と

して取得した

情報を活用す

る

障害や防除

体系に関する

相談

輪作体系に関する新たな知見の取得

（生産者経験や、その他調査などから）

・登録済みの輪作体系に対するコメン

トや、評価の登録

・連作障害に関する症例の登録

・あたらな輪作体系の登録

・ユーザー情報の管理

・その他基本情報の管理（病

害虫情報、作物情報など）

マスタメンテ機能

FAX

TEL

FAX

TEL

（３）データ精査、知識の蓄積

（２） 輪作体系、防除体系など生産技術提案（１）マスター管理

システム化する処理、業務

システム化する業務

システム利用のトリガーと

なる行動

問合受付

（TEL、ﾒｰﾙ、

FAXで受付）

・申請情報を検索

・申請情報の内容を照会

・精査し、問題なければ承認

（４）データ承認と共有

日々定時、または申請者

からの要請

農業指導者や管理者から

新規ユーザー追加要請や、

マスタ情報の追加要請

・輪作事例登録、コメン

ト登録、連作症例登録

など、登録機能

・新規輪作体系など申

請された情報を正当と

認め、承認する機能

即時照会

データに反映

承認後、即時

照会データに

反映

承認が必要なもの

は管理者による承

認が必要

承認不要な情

報は即時照会

データに反映

業務の流れ

業務間のデータ連携の

イメージ
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システム化する業務範囲の概要 
（１）マスター管理 

システムの各機能で使われる基本マスターの管理。 
      ＜具体例・留意事項＞ 

・各システムユーザーからの要請にしたがって、システムにユーザー登録や権

限の付与を行う。 
・その他、システムの各機能で使われる、マスターデータの管理（追加・更新・

削除）を行う。 
 

（２）輪作体系、防除体系など生産技術提案 
ユーザーが生産者に対して、システムを参照しながら、輪作事例やその他病害の

防除方法を指導する。 
＜具体例、留意事項＞ 
・生産者へ作付け計画の指導などを行う際に、現在栽培中の作物の連作可否や、

連作した場合のリスク（発生する病害）とその対策を、本システムで参照する。 
・栽培中の作物から、後作として適切な作物や長期的な輪作事例をシステムで参

照し、病害の発生リスクの少ない作付け計画を生産者に提案する。 
・作物に問題が発生した、などの生産者からの問合せの際に、その症状から原因

となった病害などを特定するのに用いる。 
・生産者の圃場へ行き、システムを参照しながら病害の分析をし、防除方法の提

案をする。 
（３）データの精査、知識の蓄積 

輪作事例や土壌病害に関する情報に関して、ユーザーが生産者の生の声やその他

研究により、新しく得た情報や知識を蓄積・共有し、データベースの利用価値を

高める。 
＜具体例、留意事項＞ 

   ・写真撮影した障害の発生実例をシステム内に保存する。 
・既知の輪作事例に関して、輪作を実施した結果のコメントや、生産者の声をシ

ステムに反映する。 
・書籍、研究結果、生産者からの問合、ユーザーの実体験、などから得た、病害

に関する付加情報を、システムに保存する。ただし情報源によりその確かさが

異なるため、所定の承認手続きにより認められたもののみを、全てのユーザー

への公開情報とする。 
・作物の相性や作型を見ながら、輪作の計画を立てられる。その結果作成した輪

作体系案を保持することができる。この情報も、所定の承認手続き後に公開情

報となる。 
（４）データ承認と共有 

ユーザーの監督・指導的立場の人間が行う。ユーザー個人が新たに登録した情報

の確かさを確認して、全体へ公開する情報とする。 
＜具体例、留意事項＞ 
・各ユーザーが登録した情報を定期的に参照し、情報の詳細（登録者、内容、

出典など）を確認して、承認または差し戻しをする。 
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２．２． 要求機能一覧 

本情報システムを構成する機能は、利用者が直接利用する機能とデータベース管理や認証等の

共用する部分から構成される。本システムが提供する機能構成は以下のとおりである。 
機能 細目 説明 

２．４．１． 
輪作事例、作物病害
照会機能 

①輪作事例、病害検索・表示機能 作物を検索条件として、指定した作物に発生する
輪作事例、病害情報を検索し、概要を一覧として
画面表示する。 

②後作候補検索・表示機能 作物を検索条件として、当該作物の後作として推
奨される作物と後作に向かない作物を検索し、表
示する。 

③後々作候補検索・表示機能 ②で表示された後作候補の作物を選択して、②を
再実施する。 

④画面印刷機能 画面表示の内容の印刷レイアウトを表示する。 

⑤病害詳細画面遷移 病害詳細情報表示画面に遷移する。 

⑥輪作情報詳細画面遷移 輪作情報詳細画面に遷移する。 

⑦その他補助機能 事例一覧の並び替え、など。 

２．４．２． 
輪作事例詳細情報照
会 

①輪作事例詳細情報照会 前画面で選択された輪作事例に関する詳細情報
を表示する。 

②評価コメント登録 輪作体系の推奨度と、コメントを登録する。 

③評価コメント削除 自分が登録した評価コメントを削除する。 

④輪作事例詳細印刷 画面イメージの印刷レイアウトを表示する。 

２．４．３． 
病害詳細情報照会 

①病害詳細情報検索、表示 前画面で選択された病害に関する詳細情報を検
索して画面に表示する。 

②病害詳細情報印刷 病害詳細情報の内容の印刷レイアウトを表示す
る。 

２．５．１． 
輪作事例管理機能 

①輪作事例検索、一覧表示 様々な条件で登録済みの輪作事例を一覧で表示
する。 

②輪作事例詳細表示 ①の一覧から選択して、輪作事例の詳細情報を表
示する。 

③輪作事例詳細情報更新 輪作事例詳細情報を変更する。 

④新規輪作事例登録 新しい輪作事例に関する情報を入力して保存す
る。 

⑤栽培カレンダー作成 ④で入力した輪作体系を元に、特定の記号を用い
て時系列で表示する。 

⑥輪作体系印刷 画面表示内容の印刷レイアウトを表示する。 

２．５．２． 
病害詳細情報管理機
能 

①病害情報検索、一覧表示 様々な条件で病害詳細情報を検索して一覧で表
示する。 

②病害情報詳細表示 ①の一覧から選択して、病害情報の詳細情報を表
示する。 

③病害写真、写真メモ登録 症例写真を登録する 

④その他詳細情報編集 その他、詳細情報を編集する。 

２．６ １． 
輪作事例承認機能 

①輪作事例検索、一覧表示 様々な条件で登録済みの輪作事例を一覧で表示
する。 

②輪作事例詳細表示 輪作事例詳細情報を表示する。 

③輪作事例承認 2.5.1.輪作事例管理機能で登録された情報を承
認する。 

④輪作事例差し戻し 2.5.1.輪作事例管理機能で登録された情報を差
し戻しする。 

２．６．２． 
病害詳細情報の変更
内容承認 

①病害情報検索、一覧表示 様々な条件で病害詳細情報を検索して一覧で表
示する。 

②病害情報変更前データ表示 変更される前の病害虫詳細情報を表示する。 

③病害情報変更後データ表示 変更された後の病害虫詳細情報を表示する。 

④病害情報変更内容承認 2.5.2.病害詳細情報管理機能で登録された情報
を承認する。 

⑤病害情報変更内容差し戻し 2.5.2.病害詳細情報管理機能で登録された情報
を差し戻しする。 

２．７．１ 
リンク集 

①参考情報先登録 参考情報先名称とＵＲＬを登録する。 

②参考情報先画面表示 参考情報先を選択し、画面に表示する。 

共用部分． 
マスター管理機能 
ユーザー認証管理 

 各マスタメンテ画面、ユーザー権限による機能制
御 
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２．３． 各機能に共通する要求事項 

 
２．３．１． 共通画面仕様 

・画面内でマスターや区分を入力させる場合には、ユーザーがコードを記憶してい

なくても入力できるように、サブ画面、リストボックス、凡例表示などを配置す

ること。 
・操作方法が見た目にわかりやすく、利用者が使いやすい構成であること。 
・データ更新を行う画面では、その実行前に確認メッセージを表示すること。 
 

２．３．２． ログイン情報 

・システムを利用する際には最初に必ず、ユーザーID とパスワードを入力する画面

を表示する。 
・ユーザーが最初にログインするときに、パスワード設定画面を表示して利用者が

パスワードを設定する。 
・このとき容易に想像できるパスワード設定を許可しないようなチェック機能を有

する。チェック機能に関する仕様は、各都道府県のポリシーにより異なるため、

システム開発を行う段階で詳細を決定する。 
・画面終了後に再度システムを使用する場合や、画面遷移がなく一定時間経過され

た場合には、ログイン情報を破棄して再度ログイン画面を表示する。 
 

２．３．３． ユーザー権限 

・ログイン時に登録されたユーザーコードとパスワードで権限を判定して、ユーザ

ーマスターで定義する権限によって、各機能の利用可否を制限できる。 
・「２．５．データの精査、知識の蓄積」で登録する情報は、管理ユーザーによる承

認が必要となる。この承認が得られる前の情報は、他のユーザーが参照すること

はできない（以下、個人用情報と記述する）。承認を得たものは全ユーザーが参照

することができる（以下、共有情報と記述する）。 
 

２．３．４． マスター情報管理 

    
・各マスターは、「２．４．輪作体系、防除体系など生産技術提案」以降に記述する

機能を満たすように、適切に構成すること。 
・できる限り正規化して構成すること。 
・項目名については、上記機能で必要な項目のほか、一般的に含むべき項目を加える

こと。追加したい項目がある場合は、別途システム会社との間で十分な打合せを行

って必要な項目を定めること。 
・その他、システム開発者の観点から、必要と思われる項目（登録日時、登録者、登

録プログラムなど）を加えること。 
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※必要と思われるマスターと、項目を検討する上での留意事項は以下。 

      
マスター、区分 項目例や留意事項 

＜病害虫系＞  

病害虫情報マスター 病害虫情報の詳細情報を指定する。同じ病害虫でも宿主（作物）に

よって情報は異なる。 

病害虫名称マスター 病害虫名称 

住所マスター 都道府県、地域名称を指定する。 

病害詳細フッター情報 病害詳細情報に表示する注意事項を指定する。 

病害詳細見出し項目 病害虫情報詳細の項目名称を指定する。 

＜作物系＞  

作物マスター 作物の基本情報（作物名、科名、休耕期間など）を管理する。 

作物相性マスター 作物同士の相性を管理する。 

作物栽培型マスター 作物の栽培型（播種時期、定植時期、収穫時期）を管理する。輪作

事例作成の際はこの時期を参考に登録するが、変更することもでき

る。作物、作型、栽培方法に決まる。 

作型 春まき、夏まき、秋まき、冬まき 

栽培方法 普通栽培、早熟栽培、半促成栽培、促成栽培、抑制栽培 

気候区分 栽培型を指定するために必要な気候区分（冷涼地、中間地、暖地）

を定義する区分。気候は住所マスターに対して一意に決まる。 

＜輪作事例関連＞  

輪作事例基本マスター 輪作名、地域、情報取得元の情報（出典、著者など） 

輪作栽培型マスター 輪作事例に含まれる各作物の栽培型を管理する。 

＜ユーザー系＞  

ユーザーマスター ログイン情報、ユーザー名、住所、所属部署、管轄地域などを管理

する。パスワードは暗号化して保存。 

ユーザー権限マスター ユーザー権限を管理する。  
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２．４． 輪作体系、防除体系など生産技術提案に関する機能要求 

２．４．１． 作物病害、輪作事例照会機能 

（１） 要求仕様 
①作物を指定して、その作物に関係する情報の全貌を知ることができること。 
②各情報は一覧形式で表示するなどして、一度に多くの情報を見られること。 
③含まれる情報は、作物名、作物の科名、連作可否、推奨休耕期間、後作として

相性の良い作物の一覧、相性の悪い作物、対象地域の輪作事例、全国の輪作事

例一覧、発生する病害一覧、など 
④画面イメージの印刷ができること。 

 
   （２）機能 
      ①輪作事例、病害検索・表示機能 
       ・作物を検索条件として、指定した作物に発生する病害情報、輪作事例を検索

し、概要を一覧として画面表示する。表示内容詳細は（３）を参照。 
（補足）：輪作管理機能（機能２．５．１）で保持された輪作案は、元々登

録されている輪作事例と明確に区別できるような表示とする。またこの輪作

案は、管理ユーザーによる承認が下りない間は、登録したユーザーにだけ表

示される。 
 

      ②後作候補検索・表示機能 
       ・作物を検索条件として、当該作物の後作として推奨される作物と後作に向か

ない作物を検索し、表示する。 
       ・マスターに登録する、作物同士の相性を元に検索する。 

 
      ③後々作候補検索・表示機能 
       ・②で表示された後作候補の作物を選択して、①を再実施する。 
 
      ④画面印刷機能 
       ・画面表示の内容の印刷レイアウトを表示する。 
 
      ⑤病害詳細画面遷移 
       ・病害詳細情報表示画面に遷移する。 
 
      ⑥輪作情報詳細画面遷移 
       ・輪作情報詳細画面に遷移する。 
 
      ⑦その他補助機能 
       ・輪作事例を、都道府県と地域に限定して絞り込んで再表示する。 
       ・輪作事例を各表示項目で並び替える。 
       ・病害一覧を、病気、害虫、生理障害のいずれかに絞り込んで再表示する。 
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（３）画面イメージと表示内容 
※以下は、要求事項をシステム開発者がイメージしやすくするために記載する

ものであり、表示項目や表示位置など詳細は、システム開発時点で再度、都道

府県担当者と開発者で詳細を決定する。 

 
＜表示内容＞ 

   ①基本情報 
・作物名、植物区分（野菜、果物、・・・）、作物の科名、連作可否、推奨休

耕期間など 
      ②輪作事例 

・登録されている輪作事例（例：キャベツ⇒カンショ⇒ダイコン、など）、

都道府県、地域、露地栽培か施設栽培か、出典情報、輪作推奨度、評価コ

メント数など 
③後作候補 

・後作推奨作物の作物名、科、栽培型、定植時期、など概要情報の一覧 
・後作に向かない作物の作物名 

④病害一覧 
・病害名、病害の種類（土壌病害、害虫、生理障害）、症例の概要、症例画

像、など病害を特定するために必要な概要情報の一覧 
 

  

１．基本情報

キャベツ　　－　アブラナ科 連作の可否 ： 否
休耕推奨期間： ３年

２．輪作事例一覧

露/施 体系名 都道府県地域 体系 出典 推奨度コメント数
露地 XXXXXX 千葉県南部 キャベツ 現代農業別冊

⇒キュウリ ・・・ 4 2
⇒ホウレンソウ
･･･

露地 XXXXXX 茨城県南部 ・・・・・・・
0

露地 XXXXXXX 茨城県南部 ・・・・・・・
0

３．後作推奨

作物　　 科 栽培型 後作定植時期
エダマメ 　 マメ科 普通栽培 　 ６月上～７月上
ホウレンソウ ヒユ科 夏まき栽培 ７月上～７月下
・・・

後作に向かない作物：　　ジャカイモ、サツマイモ

４．病害一覧

病気・害虫名 症状概要 病気・害虫名 症状概要

キャベツ黒腐病 症例概要 キャベツ黒斑 写真 症例概要
細菌病

（土壌病害） （土壌病害）

・・・・病 症例概要 ・・・・病 写真 症例概要

（土壌病害） （土壌病害）

全国

春まき栽培　（　収穫時期　６月上～下旬 ）

写真 写真

写真 写真
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２．４．２． 輪作事例詳細情報照会 

    （１）要求仕様  
①輪作事例に関する登録情報の詳細や、各ユーザーが登録した評価コメントを閲

覧することができる。 
②各ユーザーが、研究・調査・聞き取りなどによって得た情報を元に、既に登録

されている輪作事例について評価やコメントを追加することができる。 
③輪作事例を行ったことによる農業経営への影響を明らかにするため、かかった

コストや収益などの農業経営指標を登録できるようにする。（具体的な項目は

開発時に決める。） 
④情報はすぐに反映され、全ユーザーが閲覧できるものとする。 
⑤画面イメージを印刷することができる。 
 

    （２）機能 
      ①輪作事例詳細情報照会 

・前画面で選択された輪作事例に関する詳細情報を表示する。 
表示内容詳細は（３）を参照。 

②評価コメント登録 
・輪作体系の推奨度と、コメントを登録する。 
（補足）：コメントには、さらに詳しい情報へ誘導するため、情報参照先を

表す URL を記載することができる。 
③評価コメント削除 

・自分が登録した評価コメントを削除する。 
④輪作事例詳細印刷 
  ・画面イメージの印刷レイアウトを表示する。 
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（２）画面イメージと表示内容 

※作物病害、輪作事例照会機能で表示された輪作事例一覧から、輪作事例を選

択することで詳細画面が開く。表示項目や表示位置など詳細は、システム開発

時点で再度、都道府県担当者と開発者で詳細を決定する。 

 
＜表示内容＞ 

①輪作事例基本情報 
・輪作体系名称、地域、出典、著者、登録者、年月日、備考情報、など 

②作物別栽培型 
・作物名、科、播種時期、定植時期、収穫時期 

（補足）：播種・定植・収穫時期は、月＋旬（上旬，中旬，下旬）で表示

する。この時期は気候などに伴って多少の前後があることと、

作業自体が長期にわたることがあるため、範囲で登録すること

を想定している。 
③体系図 
・②の情報を特定の表記方法で図にしたもの。 

④評価コメント 
・利用者による評価、同コメント など 

 

輪作事例詳細

（１）輪作名称等

輪作事例番号　：　XXXXXX-XXX 出典：現代農業別冊「農家がよみがえる混植・混作・輪作の知恵」
体系名　：　水稲裏作 著者：XXXXXXXX
露地施設　：露地
地域　：　千葉県　南部 コメントXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
推奨度合：　３ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

登録者：XXXXXX　　　登録年月日：XXXXXXX

（２）作物別栽培型
No. 作物名 科 播種始 終 定植始 終 収穫始 終

1 イネ イネ科 6月上 6月中 6月下 7月上 11月上 11月上
2 タマネギ ユリ科 11月上 11月下 11月中 11月下 6月上 6月下

・・・

（３）栽培カレンダー
○…播種時期　　×…定植時期　　□収穫時期　　----- …栽培時期

年月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月
上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下

1年目 1 ○○××----------------------□
2 ○××------

2年目 ------------------------------□□□

評価コメント

登録日：2014/1/12 推奨度：4
登録者：鈴木（千葉県XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXコメントXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------
登録日：2014/3/12 推奨度：4
登録者：鈴木（千葉県XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXコメントXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------
推奨度

コメント

５ ４ １２３

コメント登録

印刷

削除

削除
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   ２．４．３． 病害詳細情報照会 

    （１）要求仕様  
①病害に関する基本情報のほか、症例（複数事例）、防除方法、そのほか防除に

参考となるような詳細項目を閲覧することができる。 
②基本情報は、宿主植物名、病名、病原種類（ウィルス、細菌類、ファイトプ

ラズマ etc）など。これらは全国共通の名称を用いること。 
③症例に関する詳細は、自前でデータを登録するという方法のほか、外部の公

開サイトへのリンクを貼るという方法もある。外部サイトの情報精度や粒度

と鑑みて、検討すること。 
④画面イメージを印刷することができること。 

 
    （２）機能 
       ①病害詳細情報検索、表示 
         前画面で選択された病害に関する詳細情報を検索して画面に表示する。 

表示内容詳細は（３）を参照 
       ②病害詳細情報印刷 
         病害詳細情報の内容の印刷レイアウトを表示する。 
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（３）画面イメージと表示内容 

※以下は、要求事項をシステム開発者がイメージしやすくするために記載する

ものであり、表示項目や表示位置など詳細は、システム開発時点で再度、都道

府県担当者と開発者で詳細を決定する。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ＜表示内容説明＞ 

  ①病害虫基本情報 
・病名、病原種類（ウィルス、細菌類、ファイトプラズマ、など）など 

  ②症例写真 
        ・症例の写真、その説明のメモ 
       ③症例、診断の詳細 
        ・症例や診断方法の詳細情報 

   （補足）：既存の公開サイトの URL を貼って、リンクするケースも考えられ

る。同項目内の文字列で検索する機能を新たに追加するようなケー

スでは自前のデータとして保有する必要があるが、そうでない場合

は外部リンクをなるべく活用することを推奨する。 
       ④その他詳細情報 
        ・③以外の付加情報。耕種的防除方法、化学的防除方法、などを想定。 

（補足）：この項目は、マスタメンテナンスにて追加可能とする。 
       ⑤共通情報 
        ・各ページに共通する情報。 

 （補足）：この項目は、病害虫詳細データごとに、表示・非表示を選択でき

るものとする。 
 
  

病害虫情報詳細

基本情報
病害名：　斑点細菌病（キャベツ）
学名：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
病原：モザイクウィルス
文献：XXXXXXXXXXXX

・・・

メモ メモ メモ

症例、診断　の詳細
黒褐色小斑点の病斑が形成されXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

耕種的防除
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

物理的防除
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

※特定農薬による防除は、必ず　こちら　を参照して使用方法

　　（使用時期、使用回数、希釈倍数、処理量など）をご確認ください。

　　上記に農薬名の記載がある場合も、最新の情報を必ず確認してください。

写真
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２．５． データの精査、知識の蓄積に関する機能 

２．５．１． 輪作事例管理機能 

    （１）要求仕様 
①輪作事例の内容の検索・新規追加・編集を行うことができる。 
②新規追加の際には、適切な輪作体系となるように、作物の相性や、栽培型、今

作で発生した障害、休耕期間、などを考慮したチェック機能を有するものとす

る。 
③一般ユーザーが使う場合には、管理ユーザーが承認した公開情報と、自分自身

が登録した情報、以外は検索・表示することができないものとする。 
④一般ユーザーは、自分自身が登録したもので未だ承認されていないもののみを

編集することができるものとする。 
⑤画面を印刷することができる。 
 

    （２）機能 
①輪作事例検索、一覧表示 
・作物、栽培型、登録者、登録日、情報ソース（書籍、研究、など）、都道府

県、地域、など様々な検索条件を指定して、登録済みの輪作事例を一覧で表

示する。 
・一般ユーザーが本機能を利用する場合は、承認済みの公開情報か、自分自身

が登録して未承認の情報のみ表示する。 
      ②輪作事例詳細表示 

・①の一覧から選択して、輪作事例の詳細情報を表示する。 
表示内容詳細は（３）を参照 

③輪作事例詳細情報更新 
 ・輪作事例詳細情報を変更する。 
④新規輪作事例登録 
・新しい輪作事例に関する情報を入力して保存する。 
・作物の入力の際には、前後の作物同士の相性や栽培型により、適切な体系と

なっているかのチェック機能を有する。 
  （補足）：チェックイメージ 
   i)都道府県、地域を入力 
   ii)１番目の作物と栽培型を入力 
   iii)２番目の作物と栽培型を入力 
      このとき、下記条件を満たす作物を選択する必要があることに留意

した、ユーザー補助機能（例：条件を満たさないものを選択したと

きに警告を出す、など）が働く。３番目以降も同様。 
    （条件） 

・前作と相性の良い作物であること 
・現在の作物として入力した栽培型とマッチすること（前作の収穫

期間と、後作の定植期間が重複しないもの） 
・前回以前に同じ作物がある場合は、休耕期間を経過していること 
・除外する病害を指定することができることとし、指定された場合

はその病害が発生しない作物であること 
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 ⑤栽培カレンダー作成 
  ・④で入力した輪作体系を元に、特定の記号を用いて時系列で表示する。 
 ⑥輪作体系印刷 
  ・画面表示内容の印刷レイアウトを表示する。 
 

（３）画面イメージと表示内容 
※以下は、要求事項をシステム開発者がイメージしやすくするために記載する

ものであり、表示項目や表示位置など詳細は、システム開発時点で再度、都道

府県担当者と開発者で詳細を決定する。 

 

 
＜表示内容＞ 

       ①検索条件指定 
  ・作物、登録者、登録日、情報ソース（書籍、研究、など）、地域、承認ス

テータス（申請中・承認済・差戻しなど）などの検索条件 

輪作事例検索

作物 承認ステータス
登録者 都道府県
登録日 ～ 地域
情報ソース

No.体系名 都道府県地域 体系 情報ソース ・・・
1 XXXXXX 千葉県南部 キャベツ⇒キュウリ⇒・・・
2 XXXXXX 千葉県南部 ・・・・
3
4
5
6
7

輪作事例管理

１．基本情報
輪作事例番号　：　XXXXXX　 出典　：　XXXXXXXXXXXXXXXXXX ステータス　：　承認済
輪作名称　：　XXXXXXXXXXXXXXX 著者　：　XXXXXXXXXXXXXXXXXX

都道府県 地域

露地／施設　：　XXXXXXXXXXXXX

備考　　　　　：　 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

２．作型

（　付加情報：除外する病害 ）

No. 作物名 作型、栽培方法 播種始 終 定植始 終 収穫始 終

今作 キャベツ（アブラナ科） 秋まき、 　 月 旬 　 月 旬 　 月 旬 　 月 旬 　 月 旬 　 月 旬

2 ホウレンソウ（ヒユ科） 　 月 旬 　 月 旬 　 月 旬 　 月 旬 　 月 旬 　 月 旬

・・・

３．栽培カレンダー

○…播種時期　　×…定植時期　　□収穫時期　　----- …栽培時期
年月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
1年目 キャベツ × × × -- -- -- -- -- -- -- -- --

2年目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- □ □ □
ホウレンソウ ○ ○ ○ × × × -- -- -- -- -- -- □ □ □

9 上

5 上

9 下

5 下

9 上

6 上

9 下

6 下

4 上

9 上

4 下

9 下春まき

栽培カレンダー作成

印刷

保存

作型追加 一行削除

未承認

新規

編集

検索

福島県 XX地区
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②検索結果一覧 
 ・①で検索した結果の一覧 

 ③輪作事例基本情報 
  ・輪作名称、都道府県、地域、情報ソース、出典、著者、備考情報、承認ス

テータスなど 
       ④作型 
        ・作物名、作型、栽培方法、栽培型（播種、定植、収穫時期） 
       ⑤栽培カレンダー 
        ・作物名、播種、定植、収穫時期（それぞれ記号で表示） 
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２．５．２． 病害詳細情報管理機能 

（１）要求仕様  
  ①病害虫の詳細情報のうち、ユーザーが得た新たな知見を、簡単に追加・編集す

ることができること。 
②編集した情報は、管理ユーザーの承認を以って公開情報とすること。 

  ②病害名や学名などの不変的な情報は、情報の一貫性を保つよう、ここでの編集

はできないものとする。 
 

    （２）機能 
      ①病害情報検索、一覧表示 

・病害虫名、宿主、病原、症例文字列の一部、など様々な検索条件を指定して、

登録済みの病害虫情報を検索して一覧で表示する。 
      ②病害情報詳細表示 

・①の一覧から選択して、病害情報の詳細情報を表示する。 
表示内容詳細は（３）を参照 

      ③病害写真、写真メモ登録 
       ・②で表示された病害の写真とその説明を登録する。 
      ④その他詳細情報編集 
       ・防除方法の説明など詳細情報を編集する。 

補足：その他詳細情報は、あらかじめ決められた分類ごとに登録する。この

分類はマスターで設定できるものとする。全ての分類の入力は必要なく、登

録された分類の情報だけが照会画面に表示される。 
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（３）画面イメージと表示内容 

※以下は、要求事項をシステム開発者がイメージしやすくするために記載する

ものであり、表示項目や表示位置など詳細は、システム開発時点で再度、都道

府県担当者と開発者で詳細を決定する。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ＜表示内容＞ 

①病害情報検索 
  ・病害虫詳細情報の基本情報や、宿主（作物）、承認ステータス（申請中・

承認済・差戻しなど）、などの検索条件 
  ・検索結果の一覧 
 ②病害虫情報詳細 
  ・「２．４．３．病害詳細情報照会」と同様 
  （写真、写真メモと、その他情報は、別画面などで編集できる機能を持つ） 

 

病害虫情報検索

病害虫名 承認ステータス
宿主作物
病原
詳細情報テキスト

No.病害名 学名 病原 症例、診断の詳細
1
2
3
4
5
6
7

病害虫情報詳細

基本情報
病害名：　斑点細菌病（キャベツ）
学名：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
病原：モザイクウィルス
文献：XXXXXXXXXXXX

・・・

メモ メモ メモ

症例、診断　の詳細
黒褐色小斑点の病斑が形成されXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

耕種的防除
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

物理的防除
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

※特定農薬による防除は、必ず　こちら　を参照して使用方法

　　（使用時期、使用回数、希釈倍数、処理量など）をご確認ください。

　　上記に農薬名の記載がある場合も、最新の情報を必ず確認してください。

写真 写真 写真
写真登録

編集

新規検索
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２．６． データ承認と共有 に関する機能 

 
   ２．６．１． 輪作事例承認機能 

    （１）要求仕様 
①登録された輪作事例の承認、差戻しをすることができる。 
②この機能は、管理ユーザーのみが使えるものとする。 

 
    （２）機能 
   ①輪作事例検索、一覧表示 
       ・「２．５．１ 輪作事例管理機能」と同様 
      ②輪作事例詳細表示 

・「２．５．１ 輪作事例管理機能」と同様 
      ③輪作事例承認 

・表示されている輪作事例を承認して、公開情報に格上げする。 
      ④輪作事例差し戻し 

 ・表示されている輪作事例を差し戻す。差し戻しの際はコメントを登録するこ

とができるものとする。 
 
（３）画面イメージと表示内容 

・「２．５．１ 輪作事例管理機能」と同様 
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  ２．６．２． 病害詳細情報の変更内容承認 

 
    （１）要求仕様  

①病害詳細情報について変更された内容を確認、承認して、公開情報に格上げす 

ることができる。ユーザーが変更内容を確認できるよう、変更前後の内容がわ

かるように表示するものとする。 
②この機能は、管理ユーザーのみが使えるものとする。 

 
    （２）機能 
   ①病害情報検索、一覧表示 
     ・「２．５．２．病害詳細情報管理機能」と同様 
      ②病害情報変更前データ表示 
        ・変更される前の病害虫詳細情報を表示する。 
      ③病害情報変更後データ表示 
        ・変更された後の病害虫詳細情報を表示する。 
      ④病害情報変更内容承認 
        ・表示された病害情報変更内容を承認して、公開情報に格上げする。 
      ⑤病害情報変更内容差し戻し 
        ・表示されている病害情報変更内容を差し戻す。差し戻しの際はコメントを

登録することができるものとする。 
 
    （３）画面イメージと表示内容 

・「２．５．１ 輪作事例管理機能」と同様 
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２．７． リンク集 

（１）要求仕様 
①各種参考情報の参照先 URL の登録が、簡単に行えること。 
②登録された参照先閲覧は全ユーザーが行えるが、登録は管理ユーザーのみが行える

ものとする。 
 

（２）機能 
①参考情報先登録 
 ・参考情報先名称とＵＲＬを登録する。 
②参考情報先画面表示 
 ・参考情報先を選択し、画面に表示する。 
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３．非機能要求 

※以下については、導入先によって既存の資産（業務使用に認められたもの、以下同じ）

や運用ポリシーが異なるため、それらに応じて適切に修正を行うこと。 
 

（１）インフラ   
   圃場でも使うことを想定しつつ、導入先の資産状況にもマッチした構成であるこ

と。 
（例） 
・ハードウェア･･･クライアント端末は利用団体が管理する既存の PC やタブ

レットを使う。 
・ネットワーク･･･利用団体の既存のネットワーク（インターネット接続も含

む）を用いる。圃場など屋外で使用することに留意すること。基本的に利用

団体内のみで使用する外部非公開システムだが、将来的には他の利用団体な

どとのデータ連携の可能性があることに留意すること。 
 

（２）レスポンス 
・ユーザーが求める速度以内でのレスポンスがあること 
（例） 
・実行要求から結果表示までの表示は原則３秒以内とする。 
・ただし、マスター管理の画面のように機能利用頻度が低い画面で、かつ複数

データを一括して登録する機能の場合は、最大１０秒まで許容する。 
 

（３）キャパシティ 
・ユーザーが想定する運用方法から、最大のシステムユーザーを指定すること。 
・トランザクション系データはないため、データ量についてはさほど意識する必

要はない。 
 

（４）セキュリティ 
・保有する情報には個人情報（名前、メール）と一部機密情報を含むことを意識

した、最適なセキュリティ構成とすること。 
 

（５）システム運用 
・障害、不正アクセスが発生した場合に、速やかにシステム管理者に通知される

こと。 
・ウィルス対策やセキュリティホール対策として必要なシステムアップロードに

ついては、自動で行われるか、または適切なサポートがあること。 
・バックアップは日々自動で行われること。 
・データ復旧は専門の知識がなくとも行えるか、または適切なサポートがあるこ

と。 
・障害時連絡先があること。また、営業日の９：００～１８：００の時間帯には、

必ず担当者と連絡が取れること。 
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 （６）初期データ 
      ・初期データ作成の際に使用するデータが、導入先が作成したものとするか、そ

うでないか。後者の場合は、そのデータを使う上での制限事項がないかについ

て注意すること。 
 
 
４．提案依頼事項 
４．１． 提案にあたって 

（１） システム機能を実現する上での前提条件がある場合は明記すること。 
（２） 当要件を満たさない提案内容、もしくはより良い提案がある場合は、その差異

を明記すること。 
（３） 提案書には以下内容を記載すること 

① 提案システムの機能概要 
② 画面遷移図（概要） 
③ システム構成（ハードウェア構成、ミドルウエア、PC、利用サービス） 
④ 全体開発スケジュール 
⑤ 開発体制（開発時における、各利用団体側の役割も明確に記載すること） 
⑥ 運用体制 
⑦ 見積り金額（範囲は「４．２．見積りの範囲」を参照） 

 
４．２． 見積りの範囲 

（１） システム開発（要件定義、設計、開発、テスト） 
（２） 教育、導入支援 
（３） インフラ設計 
（４） ハードウェアまたはサービスの調達支援、代行 
（５） 運用業務設計 
（６） 運用保守 

 
以 上 
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