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ビジョンテックの紹介

衛星データ販売
衛星データ解析業務
衛星データ利用技術の開発（主に研究機関の委託）
地理情報システム（GIS）を含む画像データ解析システムの構築
情報ネットワークシステムの構築

衛星データとメッシュ気象データを使った
農業情報配信システムを自社開発

1997年衛星リモートセンシングビジネス専門会社として設立

つくば本社

鳥取出張所

農業データ連携基盤グループに参画

10年前

2014年～

2017年～

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）で
栽培管理支援システムを農研機構と共同開発
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本日の内容

 栽培管理支援システムと生育予測情報WebAPI

 WAGRI 生育予測情報APIについて
・WAGRI APIの利用イメージ
・WAGRI 生育予測情報APIの種類
・WAGRI 生育予測情報APIの利用イメージ
・水稲発育ステージ予測WebAPI使用時の送信パラメータ

・栽培管理支援システムと生育予測情報WebAPI
・栽培管理支援システムに搭載されたコンテンツ
・WebAPI利用のメリット
・WAGRI APIに追加するまでのフロー

 WAGRI 生育予測情報WebAPIの利用手続き
・WAGRI 生育予測情報WebAPIの利用手続き
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栽培管理支援システム
と

生育予測情報WebAPI
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企業が提供する
サービス画面上の操作

WebAPIによる
情報取得

https://magis.jp

https://〇〇.co.jp

栽培管理支援
システム

企業システム

栽培管理支援システムと生育予測情報WebAPI
Webブラウザ画面上の
操作

取得した情報の
蓄積・提供

「生育予測情報」は「栽培管理支援システム」と同じモデルで情報が作
られている。 5

農研機構が運用

生育予測情報
WebAPIサーバ

同じモデル



水稲
発育予測
高温登熟障害対策追肥診断

移植適期診断

収穫適期診断
稲こうじ病発生予測

小麦
発育予測
子実水分・穂発芽危険
度予測

大豆
発育予測
灌水支援

冷害リスクと追肥可否
判定（寒冷地向け）

基肥窒素量の調整判断
支援（寒冷地向け）

作付計画支援

異常高温・低温注意情
報

あきだわら栽培管理支
援

紋枯病発生予測
フェーン注意情報

早期警戒情報

異常高温・低温
過去7日間

移植日決定支援
施肥設計支援

栽培管理支援システムに搭載されたコンテンツ

全国を対象
予測は毎日更新

移植適期 収穫適期・品質予測気象災害対策病害対策

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構と
SIP次世代農林水産業創造技術「生産システム」の研究成果を活用

SIP生産システム「情報・通信・制御の連携機能（気象情報）」グループ参画機関：農
研機構、海洋研究開発機構、東北大学、筑波大学、東京大学、神戸大学、鹿児島大学、
北海道立総合研究機構、宮城県古川農業試験場、新潟県農業総合研究所、千葉県農林総
合研究センター、兵庫県立農林水産技術総合センター、福岡県農林業総合試験場、宮崎
県総合農業試験場、株式会社ビジョンテック、株式会社ライフビジネスウェザー
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WebAPI利用のメリット
• プログラムによる情報取得が可能。
＝＞多地点の情報取得を自動化できる。

• システムの開発が容易。
＝＞情報生成の代わりに情報を取得/表示。

• 気象データなど情報生成に必要な
データ購入が不要。

• 栽培管理支援システムに追加したコンテンツのうち、
WebAPIで提供できるものは可能な限り追加する方針。

• 栽培管理支援システムの情報の殆どは気象データの更新
に伴って毎日更新。
別のシステムに栽培管理支援情報を
取り入れる場合に重要な機能。
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栽培管理支援システムに追加

現地実証

WAGRI APIに追加

アルゴリズムの開発・改良

WAGRI APIに追加するまでのフロー

良好
アルゴリズム提供者が承認

不十分
全国の研究者・普及指導員等の登録
450名以上
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WAGRI 生育予測情報API
について
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Webブラウザ画面上の
操作

https://〇〇.co.jp

生育予測情報
WebAPIサーバ

企業システム

WAGRI APIの利用イメージ

取得した情報の
蓄積・提供

農業データ連携基盤
（WAGRI）

Cシステム

Bシステム

WAGRIの役割：
・多種多様な情報を一元的にWeb APIにより提供・利用可能にする。
・ID＆パスワードの発行。
・サービスに役立つ技術の提供 etc.
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WAGRI 生育予測情報APIの種類
https://wagri.net/wagriapi/apis

 水稲発育予測
 水稲最適窒素追肥量診断
 水稲収穫適期診断
 大豆発育予測
 小麦発育予測
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WAGRI

情報
サービス
企業

生産者等

サービス利用者へ提供する

WebAPIサーバ

必要な部分を取り出して
情報化する

URLに情報取得に必要なパラ
メータ（緯度、経度、品種な
ど）を加えてサーバに送る Result : {

ResultStatus : {
ErrCode : 0,
ErrMsg : ,
ServerTime : 2018-03-05 11:18:37.1949,

},
ForeCastDates : {

Panicle : 2017-07-13,
EarEmergence : 2017-08-02,
Maturation : 2017-09-08,

},
TransitionDvis : {

[
{ TransitionDate : 2017-05-10, 

TransitionDvi : 0.21 },
{ TransitionDate : 2017-05-11, 

TransitionDvi : 0.22 },
・・・

WebAPIの実行結果サンプル

処理結果をテキストで送り返
す

WAGRI 生育予測情報APIの利用イメージ
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水稲発育予測WebAPI使用時の
送信パラメータ

ID、パスワード、圃場の緯度経度、品種等の情報を入力 13
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WAGRI 生育予測情報WebAPI
の利用手続き



WAGRI 生育予測情報WebAPIの利用手続き
１）WAGRI会員（データ利用者）になる。

２）WAGRI管理画面にログインし、WAGRI技術サポートにクライアントIDの
発行申請。

３）WAGRI技術サポートから設定完了の連絡後、
管理画面にてクライアントIDを確認、
クライアントシークレット（パスワード）を設定。

４）ビジョンテックに生育予測情報WebAPIの利用申請。
＝＞生育予測WebAPI用のユーザーID、パスワードを発行

５）クライアントID、クライアントシークレット、
生育予測WebAPI用のID、パスワードを使用してAPIを利用。
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利用料：従量制 100円/コンテンツ/地点/月を予定

お問い合わせ先
株式会社ビジョンテック
茨城県つくば市梅園２－１－１６
TEL：０２９－８６０－６１００



ご清聴ありがとうございました
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