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は　じ　め　に

グローバル化の進展による物資や輸入資材等の増加に
ともない，日本国内では外来雑草が多く侵入し，農耕地
では様々な種類の外来雑草が農業生産に影響を与えてい
る。例えば北米原産のアレチウリ（Sicyos angulatus）は
北米農耕地の主要雑草で，日本国内では 2000年代から
飼料畑などで問題となり，各地に広まっている（黒川，
2012；2013）。大豆畑では帰化アサガオ類のマルバルコ
ウ（Ipomoea coccinea）やマルバアサガオ（I. purpurea）
がまん延し（遠藤ら，2010；池尻ら，2015），これに加
えて長野県ではアレチウリや猛毒のヨウシュチョウセン
アサガオ（Datura stramonium）の侵入も確認されている
（青木，2014）。この中で帰化アサガオ類やアレチウリは
蔓を伸ばし，大豆の生育を大きく抑制することに加え，
肥培管理や機械作業効率を大きく阻害するため，収穫物
への異物混入による品質低下や生産意欲低下を招いてい
る。これらの外来雑草の特徴として，現場で選択できる
有効な薬剤が少ないこと，初期の侵入が見逃され被害が
顕在化してから防除対策を行っていること，発生が長期
間続き初期防除では対応しきれないこと等がある。
理想的には，難防除雑草がまん延する前に対策を打つ

のが，低コストで最も効果が高いため，できる限り早期
に発見することが重要である。一方，生産圃場における
雑草や病害虫の発生調査は，農家や地域営農担当者が畦
や農道から圃場を達観することで行われており，この部
分での効率化がほとんど進んでいない。面積が大きい圃

場では，収穫時になってようやく雑草被害に気がつくこ
ともあり，栽培期間を通じて雑草発生を面的に把握する
ことは容易ではない。
圃場全体や複数の圃場を含む地域を対象にした圃場観

測を面的にかつ効率的に行うとき，これまでは衛星や航
空機の空撮画像等が利用されてきた。衛星は広域観測，
多波長観測による植生判別，土地利用区分図の作成等に
大きな成果を上げてきたが（秋山，2012），例えば圃場
内で作物と雑草を判別し，雑草の発生状態を把握するこ
とや，病変や虫害による葉色変化などの検出には，衛星
画像では解像度や観測頻度の点で限界がある。また，航
空機によるリモートセンシングは解像度や多波長解析に
おいて有用性が高いが，運用コストや観測頻度の点で生
産現場では普及が進んでいない。
近年，急速に普及しつつあるドローンは，高性能化，
低価格化が進み，撮影時期の自由度が高いこと，高解像
度画像を利用できることから，人が容易に見ることので
きない場所や，短時間で空間情報を収集するツールとし
て高度に活用できる（渡邉，2016）。ドローンを利用す
ることでハトやカラスが飛ぶ高度から，超高解像度画像
を取得できるため，圃場の状態や雑草の発生等を効率的
に把握できる可能性を持つ。ここではドローンを利用し
た空撮画像解析技術を圃場観測の新たなツールとして活
用し，生産阻害要因となる雑草や病害虫発生を早期に発
見するための技術の紹介と問題点を整理する。

I　ドローンの機体と飛行スキル

ドローンの農業分野での利用を行うとき，多くの人は
ドローンによる農薬散布の技術的側面に興味を持つが，
農薬散布などに関する紹介は別に譲り，ここではドロー
ンに搭載したカメラによる観測事例を紹介する。ドロー
ン（マルチコプター）として一般に普及しているものは，
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バッテリー駆動の 4枚ローターを持つクアッドコプター
である。ローター対角軸のサイズは，DJI製の Phan-

tom2で 35 cm，Inspire1で 60 cmであり，これより大
きいサイズになると現場への機体の持ち運びに大きな労
力がかかる。ドローン本体の開発は年々加速し，最近で
は折りたたみ可能な機体もあり，1年前の機体が時代遅
れというケースもよくある。市販のクアッドコプターの
飛行可能時間は，カメラ本体および姿勢制御のジンバル
重量，バッテリーサイズ，標高（空気密度），風速，気
温等気象条件によって異なるが，約 10～ 15分前後であ
る。冬季の気温が低い時期はバッテリーの電圧が下が
り，カタログの時間を確保できないことがある。飛行時
間が 15分以内では撮影のための時間が短いと感じるこ
ともあるが，操縦者の集中力やローターの負荷を考慮す
ると，1回のフライトで 10～ 15分程度は妥当である。
また，広域エリアを撮影するには複数のバッテリーを交
換しながら範囲を指定して撮影する。
ドローンは加速度センサーとジャイロによる機体姿勢
制御，GPSと高度計による位置制御が行われ，初心者
でも簡易にホバリングさせることができる。一定高度で
ホバリングできれば，カメラ撮影に集中でき，ドローン
初心者でも目的の地点や高度で撮影を行うことが可能で
ある。しかし，機体の性能を過信しすぎるとアクシデン
トが生じることもある。実際の飛行で生じるアクシデン
トは，バッテリーの電圧低下と突風による制御不能，コ
ンパスキャリブレーションのエラーによる制御姿勢の不
安定化，GPS衛星のロスト，2.4 GHz帯で生じる無線
LANなどの混線による誤動作などである。突風で制御
不能になった例は非常に多く，実際に飛ばすときには風
速 3 m/sまでが無難である。また，バッテリーの電圧
が低下すると，飛行プログラムによっては強制的にホー
ムポイント（最初に GPSを測位して飛行させた地点）
に戻るため，着陸操作が不能になることもある。バッテ
リー品質，電圧残量，気温低下による急激な電圧低下等
を常にケアし，日中の目視可能な範囲で，住宅密集地な
どを避けて運用しなければならない（表―1）。

II　ドローンを利用した圃場の撮影

ドローンを利用した圃場撮影は小型カメラを利用する
が，カメラの種類や性能は多岐にわたるため，ここでは
DJI製の一般的な機体に搭載されているカメラと画像に
ついて紹介する。Inspire1（静止画 12.4 Mpixel，image 

size＝4,000×3,000）を使用し高度50 mから撮影すると，
撮影範囲は画像 1枚で約 54.4 a，解像度は約 2.1 cm/pixel

である（図―1）。国内の平均的農地（約 30 a）を 1筆撮影
するには，高度 50 mから撮影した画像 1枚でカバーで
きるが，複数の圃場を撮影するにはドローンを一定高度
で移動させながら画像を取得する必要がある。このとき
事前に地図画像上でフライトコースを設定し，空撮を行
うポイント数と撮影高度，撮影範囲を設定する（図―2）。
画像解像度（地上分解能：pixel size）は飛行高度（alti-

tude）によって直線的に変化し，今回使用した 12.4 Mpixel

のカメラでは，yをpixel size（cm），xを高度altitude（m）
とすると，y＝0.04078＊x＋0.059で解像度を推定できる。

III　  空撮画像のオルソ化と画像分類による機械学習
による雑草群落検出

GPSコンパスを搭載し，機体制御とカメラ制御が一
体化したシステムで撮影された画像は，撮影時の緯度経
度座標と高度が自動で記録される。この情報は画像ファ
イルの EXIF（Exchangeable image file format）に記録
されているため，位置情報を扱うアプリで利用可能であ
る。撮影した複数の空撮画像を手作業で貼り合わせ幾何
補正するのは容易でないため，オーバーラップした画像
のマッチングを自動で行う専用ソフトで空撮画像の合成
を行う（図―3）。このような画像処理に適したソフトと
して，自動オルソモザイクの機能を持つ PhotoScanや
Pix4DMapper等がある。オルソモザイク処理の特徴と
して，画像上の特徴的な点からポイントクラウドを作成
し，道路や水路等特徴的な点の緯度経度を外部評定とし
て追加することでオルソ化とモザイク処理を行うことが
できる。一般的には画像のオーバーラップが多いほど合

表－1　現地圃場でドローンを利用するときの注意事項

本体・通信機 環境条件 関連法

□バッテリー品質・電圧
□ローター方向，機体装着
□本体と通信機の距離
　　目視 500 m以内
□ GPSコンパスキャリブレー
ション

□風速（0～ 5 m/s程度）
□突風・降雨・低温
□圃場周辺の障害物
　（特に電線）
□無線 LAN（出来る限り
少ない環境）

□改正航空法（国土交通省 2015）
　地表から 150 m以上，住宅密集地，空港周辺の空域（国交大臣
の許可事項）
□その他の事項（国交大臣の許可事項）
　夜間飛行，目視外飛行，人や車からの距離が 30 m以内，危険物
運搬など（農薬を含む），物件の投下（農薬・肥料・種子等）
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図－1 高度約 50 mから撮影した圃場（A）．画像サイズは 4,000×3,000 pixel．
一枚の撮影範囲は約 54.4 aで,解像度（B）は約 2.1 cm/pixelである
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図－3 PhotoScanによるドローン空撮画像のオルソモザイク処理．複数の空撮画像を
自動で貼り合わせ出力する
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図－2　飛行制御アプリによるルートおよび高度設定（左）と自動飛行プログラム制御による撮影（右）
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成画像の品質が高くなる。ソフトの使用方法や特性につ
いては，内山ら（2014）の地形図作成法に詳しいためこ
こでは割愛するが，膨大な数の画像処理を行うには専用
ソフトの活用は不可欠である。
雑草群落の観測事例として，2015年 7月に長野県内

の大豆転作圃場で，マルバルコウとアレチウリが発生し
ている圃場を対象に，高度 30 mから RGB画像の取得
を行った。現地では大豆播種 2週間程度で，大豆 1～ 2

葉期，各雑草の本葉が展開している時期である。空撮画
像で雑草の発生場所を見ると，大豆条間に植えた覚えの
ない植物が広がって見える（図―4―1）。画像処理によっ
て作物と雑草を区分するとき，葉の色調が明らかに異な
っていれば，RGB値の統計量から ISODATA法による
クラスター分類によって，ピクセルベースの分類が可能
であるが，幼植物の色調は大豆も雑草も大きな違いはな
い。健全に作物が育っている場所（図―4―1右上）では
土壌と作物がきれいに分離してライン状に見えるが，作

物と雑草が入り混じった場所（図―4―1中央）では，条
間に作物以外の植物（雑草）が存在している。このとき
植生指数の一つであるExG（緑色強調指数）を使い（渡
邉ら，2016），緑色の反射が低い部分（ExG＜＝0.10）
である土壌，石，群落の影，トラクタのタイヤ痕等をマ
スクし植生部分のみを抽出した（図―4―2）。このような
画像処理によって土壌などのノイズを除去し，植生情報
のみを抽出することで，圃場内における雑草の存在を知
ることができる。

IV　病害などによる植物葉色の検出と可視化

作物の病害，湿害，薬害，害虫による障害で健全な作
物の葉色と明らかに異なった色調を示す場合には，空撮
による検出は容易である。RGB値の違いに加え，RGB

値から算出される彩度（saturation）や色相（HUE）が
異なると期待される。そこで画像のパターン認識を可能
にする機械学習アルゴリズムを利用し，「薬害あり」「薬

図－4　高度 30 mから撮影した大豆圃場（1）と土壌部分をマスクして植生を二値化した画像（2）

1 2

図－5 高度 30 mから撮影した大豆圃場で確認された薬害による葉色の変化（1）と機械学習アルゴリズムによる
画像の分節化（2）．画像処理演算はWekaを利用した

トレーニングエリア
1 2
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害なし」「土壌」のトレーニングを設置し（図―5―1），対
象画像の分類を行った。ここでは入力画像から複数の識
別器を組合せ，結果を多数決で出力するアンサンブル学
習の RandomForest法を利用した（荒木，2014）。アル
ゴリズムの計算はニュージランドのワイカト大が開発し
た Weka（Waikato Environment for Knowledge Analy-

sis：http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/）で行った。
ここで示した画像（図―5―2）は，作物の薬害程度を知る
ことはできないが，薬害が存在する可能性の高い場所を
示す。画像の分節化（特定のオブジェクトの抽出）を行
うことで，対象とする分類項目のピクセル数のカウント
から発生面積の推定が可能となる。ここで機械に覚えさ
せたトレーニングデータは，トレーニングエリアを増や
すことや分類アルゴリズムを検討することで強化でき，
強化学習モデルを未知の画像へ適用することで，より広
域に解析範囲を広めることができる。このような機械学
習の強化は，観測事例を増やすことでより分類精度が高
くなることが期待される。

ま　 と 　め

ドローン導入の敷居が下がり，小規模な組織でも運用

が可能になってきたため，野外で飛ばすだけなら誰でも
できる時代に突入したと言えるが，得られた画像を農業
分野でどのように活用するか，国内では検討が始まった
ばかりである。画像は単にデジタルデータの集合体であ
るが，機械学習の手法を高度に活用することで膨大なデ
ータから農業上意味のある情報を抽出することが可能と
なり，農業に役立てる技術開発につながるであろう。雑草
や病害虫による作物への影響は，早期に発見して早期に
対策を打つことで生産コストを下げることにつながるた
め，画像処理を高度に活用してフィールドから有用な情
報収集を進める技術開発はこれからさらに進むであろう。
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農林水産省プレスリリース（28.10.16～ 11.15）
農林水産省プレスリリースから，病害虫関連の情報を紹介します。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouanの後にそれぞれ該当のアドレスを追加してご覧下さい。
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◆「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した病害虫防除マニ
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