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1. はじめに

国内外においてドローンの農業利用が急速に拡大して

いる。その理由のひとつが初心者にも扱いやすい操作性

にあると言われている。近年のコンピュータやセンサ技

術の目覚ましい発展を背景に，GPSや各種センサの低価

格化 ・高精度化が実現し，飛行制御技術が飛躍的に向上

した点が大きいと思われる。加えて， ドローンに搭載す

るバッテリの小型化 ・大容量化，カメラの高解像度化や

高機能化などもそれを後押ししている。今後も農業分野

のみならず，様々な分野における利用拡大が期待されて

いる。

本稿では，水稲や畑地作物へのドローンの利活用方法

に焦点を絞り国内外における研究事例の紹介や筆者ら

が行っている研究の一端も紹介させていただく 。

2. 国内外における農業へのドローンの活用事例

国内外でのドロ ーンの活用研究やサービスの中で，こ

れまで人工衛星や航空機を用いて行われていた リモート

センシング分野への応用が期待されており，実際に種々

のサービスが始まっている。さらに，農業分野では， ド

0.9 X 0.9 X 0.3m 
重呈：1.6kg 
稜載荷重：1.5kg 
飛行時間 ：20分 画像から病害の発生を検出

ローンを用いて収集された作物生育の情報を精密農業

や，農薬散布などの管理作業などへ応用（本誌次号の特

集記事で紹介予定）する研究やサービスが行われている。

以下では国内外の事例を紹介する。

国内においては北海道農業研究センタ ーの杉浦ら

(2013a, 2013b)が畑地で栽培される作物へのドローンの

応用を研究している。図 lに杉浦ら (2013b) の研究成

果の一例を示す。バレイショ疫病抵抗性検定圃場を対象

に， 自動飛行制御機能を有するドローンを用いて高度約

80mから数日毎に空撮 （空間分解能 3cm)を行い，得ら

れた時系列画像から病気の発生を推定し，その進行度合

いを評価できることを確認している。さらに，バイレ

ショ，甜菜，大豆が植えられた 4ha050mX270m)の

栽培試験圃場における経時的な空撮画像から，圃場の 3

次元空間情報を再構成し，植被率や草丈などの時系列変

化を情報化できることを示している。その他に も，田

中・近藤 (2015) は水稲の生育診断へのドローンの応用

に関する研究を行っている。

他方， ドローンの精密農業への利用と安全な操作環境

3次元立体を再構成．生育呈（草商）を推定

図 l ドロ ーンを用いたバレイショの疫病抵抗性の検定（杉浦ら， 2013b)
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図 2 固定翼型ドローンの精密農業への利用 (Airinov社， フランス）
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ドローン本体とカメラ 熱画像自動撮影装置

図 3 水稲の生育調査に使用したドローン

を目的に， 2015年 6月に民間 6社が「セキュアドローン

協議会」を設立し，北海道と沖縄でドロ ーン活用のため

の実証実験を開始している。また， 2015年 8月には，佐

賀大学農学部，佐賀県生産振興部，オプテイム社が IT

農業における三者連携協定を締結している。現在，佐賀

県や佐賀大学が所管する圃場において， ドロー ンを利用

した病害虫の早期発見や生育管理の支援に よる人手不足

の解消効率的な農作業支援実現（施肥，雑草 ・害虫 ・

鳥獣害防除， 収穫）などの研究が行われている。

国外においては，ニュ ーハンプシャ大学院において，

ドローンを用いた果樹の生育評価への応用が研究されて

いる (Rohr,2013)。上空から撮影された作物画像から病

気発生が疑わしい箇所を直ちに抽出し，低空飛行や近接

飛行を組み合わることで詳細な解析が実施されている。

さらに，農園全体の果樹画像から，作物の栄養状態，水

スト レスを把握することにより，栽培管理計画の立案に

も役立てられてい る。フランスの Airinov社 (Airinov,

2016)では，全長 lm,質量 630gで約 50分飛行可能な

固定猿型ドロー ン (Parrot社製 eBee)と， 同社で開発さ

れた 7つのビュ ーポイン トを持つセンサを用いて， lm

Xlmの正確なデータを素早く取得する方法が開発され

ている （図2参照）。 広角レンズを採用することにより ，

一度に広範囲の画像を取得し，圃場マップを高速に作成

することも可能となっている。また，センサには照度計

が内蔵されており ，太陽の角度や光の強さを測定し，

GPSによって撮影場所の経度緯度も記録されるため，太

陽光の入射角を自動補正する機能も有している。同社は

画像情報から推定される NDVI, バイオマス量，葉緑素

比率，葉面積指数，水分ス トレス等の情報を解析するこ

とによって，収量を最大化させる栽培管理技術の開発を

目指している。同社はフランス国内だけでも 3,000社

(2015年）の顧客を抱えており，農家は提供されたデー

タを利用して，最適な施肥設計を行っている。

3. 水稲の生育評価へのドローンの利用

図3および表 1に水稲の生育評価に用いたドローンと

その諸元を示す。実験に使用したドローンは， DJI社製

オク トコプタ SlOOOで， 3軸回転制御ジンバルに可視光

カメラを， Arduinoと小型サーボで作製した自動撮影装

置に熱画像カメラをそれぞれ搭載した。熱画像カメラは

4秒間隔で撮影されるようにプログラムした。このよう
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にドローンの魅力のひとつは，懸架質量以内であれば

新たな計測機器を自由に搭載できることである。最近で

は， Arduinoや RaspberryPiなどの小型のマイコンボー

ドが多数販売されており気象環境計測用センサ， HD

品質小型カメラ等を搭載した新たな計測装置を自作する

こともできる。アイデア次第では，これまで高価であっ

た計測機器を低コストで製作し，新たなセンサとして搭

載することも 十分可能である。

図4に高度 80mおよび 15mにおける水稲圃場の撮

影画像を示す。高度が低すぎる場合には， ドローンの

ロータ回転によって発生するダウンウォッシュ（ロータ

の回転で生じる下向きの風）の影響により作物が揺れ

動いてしまうため，この影響が無くなるように裔度を適

度に調整した。本固から明らかなように，高度 80mに

おいては，水稲の様子を広範囲で撮影できており，葉色

の診断，温度分布 （熱画像計測の場合），病害虫による被

表 1 水稲の生育調査に使用したドローンの諸元

項目 仕様

ドローン本体 DJISlOOO (オクトコプタ，最大積載掻6kg)

機体制御装置 DJI A2 Flight Controllers 

バッテリー Lipo 6 s (10,000 mA X 2) 

可視光画像カメラ Panasomc LUMIX DMC-GH4 4K (本体）
OLYMPUS M ZUIKO DIGIT AL ED 12 mm 
F2.0 (レンズ）

可視光画像撮影用 DJI Zemmuse Zl5-GH4 (HD) 
ジンバル

画像伝送装置 DJI Lightbridge 24G Full HD Digital Video 
Downlink 

熱画像カメラ 日本アビオニクスサーモショット (F30S),
熱画像 ,320X240ビクセル

熱画像自動撮影装置 Ardumoと簡易サーボにより制作

操縦用プロポ FUTABA 14SG 

タプレット Google Nexus7 (Andrmd OS) 

高度80m

害状況（葉色の変化として現出する場合）などの推定に

利用できる。また，可視光カメラに加えて，近赤外線力

メラを用いて画像撮影を行うことにより， NDVI分布を

得ることも可能である。一方，高度 15mでは，撮影範

囲はかなり小さくなるものの，作物の状態を把握するこ

とが可能になるので，欠株や倒伏の有無などの計測にも

有用である。

ドローンによる撮影画像の利用例として，水稲圃場に

おける欠株数推定の可能性について検討を行った。ここ

で，水稲圃場の画像は高度 15mから撮影されたものを

用いた。 目視による欠株数の計測は，水稲圃場の画像を

印刷し，欠株と推定される部分を塗りつぶし，その数を

数えることで行った。 目視による計測は計 5回行った。

これに対して，画像処理による計測では，まず，画像の

色情報を RGB色空間 (R:赤， G:緑 B:青）から HSL

色空間 (H:色相， s:彩度，L:輝度）に変換し，その画

像を用いて正常株と欠株をそれぞれ 20株ずつ無作為に

採取し，各株の色情報を調べた。その結果を表 2に示す。

項目

最大値
最小値
平均値

標準偏差

項目

最大値
最小値
平均値

標準偏差

表 2 正常株と欠株に対する色の比較

正常株

色相： H 彩度 s 輝度 ・1

圃場 1 圃場 2 圃場 1 圃場 2 圃場 l 圃場 2

56.7 67.1 75.2 97 9 151.2 180.3 
44.8 52 9 52.0 46 7 110 2 64.9 
49.7 59 7 65.7 68 9 128 4 126.2 
3.6 3 8 7.1 15 6 26 5 77.3 

欠株

色相： H 彩度 ・s 輝度 ・1

圃場 l 圃場 2 圃場 1 圃場 2 圃場 1 圃場 2

55.2 71.3 100.0 100 0 44.9 41.2 
26.1 40 0 58.8 31 8 13 7 8 8 
38.6 55.0 90.2 77 6 29.0 25.3 
8 0 9.7 11. 7 17 7 9.7 8 8 

高度15m

図 4 高度と撮影範囲
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図 5 欠株と判断された株の画素数の分布

表 3 目視でカウントした欠株数

計測回数 圃場 l 圃場2

1 99 243 
2 103 258 
3 112 251 
4 108 247 
5 101 243 

平均 104.6 248.4 

標準偏差 5.3 6.3 

本表から，正常株と欠株の L値の平均値の差は H値お

よびS値のそれに比べて大きくなることがわかったた

め， L値によって正常株と欠株を識別することとし，そ

の閾値を欠株部の L値の最大値近傍に設定した。しか

しながら，このままでは株間など欠株と同じ色情報をも

つ画素は欠株と判定されてしまうため，面積フィルタを

導入して特定のサイズ以上の画素のかたまりを欠株と判

定するようにした。図 5は欠株と判断された株の画素数

をヒストグラム表示したものである。本結果から画素数

が 10から 15の範囲で大きく度数が変化することがわ

かった。そこで，画素数 15よりも小さい部分について

調べたところ，株間や局所的に色が暗い部分であること

がわかった。本結果より，画素数 15以上を面積フィル

タとして採用することとした。

表 3に目視による欠株の計測結果を示す。目視による

計測においても，毎回欠株の見落とし，重複カウント等

が発生し， 5回平均で士5本程度の差異が確認された。

表4に画像処理による欠株数の推定結果を示す。両者の

欠株数はほぽ一致しており，高い精度で欠株数を推定で

きていることがわかる。しかしながら，本方法では欠株

が複数連続して発生している場合にも 1株と認識されて

しまうため， より正確な欠株検出を行うには，面積フィ

表4 画像処理で検出された欠株数

項目

欠株数（株）

欠株部／圃場全体(%)

圃場 1

102 
0.12 

圃場2

260 
0.37 

ルタに改良を加える必要があることがわかった。

今後は，共著者の深見らとともに水稲直播技術（深見

ら， 2011, 2012, 2014)の有効性評価の一環として， ド

ローンを用いた播種後の発芽不良や欠株比率の評価，生

長過程における葉色や倒伏耐性の診断等への応用を検討

していく予定である。

4. 植物フェノタイピングヘの展開

地球温暖化，エルニーニョ現象等に起因する異常気象

の発生，世界各地で深刻化する水資源不足等の問題に対

応するため，持続的な食料生産を実現する栽培技術や新

品種開発への期待が高まっている。その背景には，急激

な気候の変動によって今後 10年， 20年の間に今栽培で

きている作物が栽培できなくなる可能性が危惧されてい

るためである。

そこで作物ゲノムの詳細な解析により，気候変動，干

ばつ，病気等に強い耐性を有する遺伝子情報を選別し，

自然交配や遺伝子組み換えによって，これらの特徴を

持った革新的な作物品種を開発しようとする研究が国内

外で精力的に行われている。これは作物の遺伝子型が作

物の形態，構造，生理的性質等の形質すなわち，表現

型 (Phenotype)を決定しているためである。しかし，作

物の表現型は気象，土，水等の環境因子に強く影響され

ることから，遺伝子型と表現型の関係を見出すのは容易

なことではない。そこで，作物の表現型と環境因子との

関係を調べる植物フェノタイピング (PlantPhenotyping) 

の研究が現在盛んに行われている。
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図 6 ドローンの高処理植物フェノタイピング研究への利用 （左上図より ，使用されたドローン，各種搭載カメラ，

飛行経路，計測結果の一例，http://www.rothamsted.ac.uk/news/ aerial-eyes-crops) 

これまでの作物の表現型計測は，人手によって行われ

ている場合が多く，計測の際は作物を刈り取って行う破

壊計測が一般的であった。つまり，この方法では環境の

変化に伴って時々刻々変化 していく作物の表現型を精度

よく追跡することができないことを意味する。そこで，

欧米を中心に ICT(情報通信技術）やコンピュータビ

ジョンを積極的に導入した高処理植物フェノタイピング

(High-throughput Plant Phenotyping)に関する研究が

進められている (Fritsche-Netoand Borem, 2015)。高処

理植物フェノタイピングの研究では作物の表現型の高精

度計測はもとより ，表現型の時空間変動の計測も注目さ

れている。

図6に植物フェノタイピング研究へのドローンの応用

事例を示す。Hawkesfordら (2013)は小麦の収量増大

を目的に様々な栽培条件下での小麦の生長特性の変化を

ドローンによって精密計測し，遺伝子型との比較・ 照査

から収量増大に寄与し得る品種の開発を試みている。ま

た，前述した杉浦ら (2014)もドロ ーンを利用した植物

フェノタイピングの研究を始めている。

5. 利用者ニーズに合致したドローンの設計・開発

現在， 市販されている ドローンには画像や映像の撮影

のみが行えるものや，数キログラムの懸架能力を有する

ものなど様々な種類が存在している。また，近年のマイ

クロコンピュ ータや各種センサの小型化 ・低コスト 化，

3次元プリンタによる立体構造物造形の汎用化等を背景

に，利用者のニーズに合わせた機能や特徴をもったド

ローンをホビー感覚で開発できる環境が整い始めてい

る。このような動きは，クラウドファンデイングのよう

な開発資金の新たな調達方法の登場によって急拡大して

いる。ここでは著者らが開発を進めている農業分野向け

ドロ ーンについて紹介する。

共著者の長谷川 らは低コストで高い懸架能力および安

定性を有するドロ ーンの開発を進めている （長谷川・ 川

崎 2014)。図 7に開発中のドロ ーンの全景を示す。本

機は溶接された金属フレームに，ロータと機体制御用コ

ンピュータを搭載した簡易構造を採用することにより，

開発コス トの削減に成功している。また，農業分野にお

いては，作物の生育を時空間計測する性能が要求される

ため，自律飛行制御システムには準天頂衛星を用いた
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図 7 開発中の農業用ドローン

GPSの導入も検討中である。なお，本機の性能評価の結

果については紙面を改めて紹介させていただきたい。

6. おわりに

本稿では，水稲や畑地作物栽培におけるドローンの利

用事例について紹介させていただいた。 ドローンの運用

に関しては世界的にも規制強化の方向に向かっている

が，既に農業分野をはじめ様々な分野における実用技術

となっており，今後も運用マニュアルや実用的な規制の

整備を行うことによって，健全に発展していくものと期

待される。
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