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１．近接リモートセンシングの意義と効用 

１）圃場作物診断の支援技術として 

農業者または，普及技術者が携帯し，圃場現場で作物の生育状況に関する情報を計測

する機器を提供する．これまで葉色板，葉緑素計，草量計など実用化された機器もある

が，非接触式の装置は開発途上である．草丈，茎数，葉色などに替わる（あるいは併用

する）指標を提供し，大規模な経営でも迅速な技術判断を可能にする支援ツールになる． 

２）調査・研究の省力化 

試験場研究者や専門技術者が，作物生育状況を把握する際，刈り取り等の作業を伴わ

ずに，ある程度の精度で必要なパラメータを測定できる機器があれば有効である．熟練

者の「目」には及ばなくとも，補助手段となり得る．客観的指標による状況記録と技術

の伝達がはかれる． 

３）広域リモートセンシングの基礎研究とグランドトルース 

衛星，航空機を利用するいわゆる広域リモートセンシングの農業利用を図る際，基礎

的な知見を蓄積し，可能性を事前に評価検討するために使う．特に量的な情報を求める

場合，実用段階においても一定のグランドトルースの取得が継続的に必要となる場合が

ある．衛星や航空機は，天候により常に希望する時期に同じ観測条件と機材でデータ取

得できるとは限らない．地上における反射特性を上空観測と同時にサンプル地点で測定

すれば，大気補正および機器特性等の補正に役立つ． 

４）測定対象 

作物体，果実，穀実（生物），枯死体および土壌，河川水（無生物）など広範な対象が

考えられるとともに，それらのどのようなパラメータ（現存量，成分濃度，ステージ，

栄養・ストレス状態）を目的とするかなどにより，さらに応用範囲が広がる． 

 

２．近接リモートセンシングの各種原理 
１）反射光（分光光学的方法） 

太陽光を照明源として可視（400-700nm），近赤外（700-1300nm），短波長赤外域

（1300-2500nm）で対象の反射特性（反射係数―後述）を測定する．次に波長別の反射特

性およびそれらを組み合わせて指標化した値と各種の作物情報との関係を利用して作物

情報を推定する．たとえば緑色植物体の葉緑素による可視光の吸収と近赤外光の透過・

反射率の高さ，短波長赤外域光の水分による吸収などがよく利用される（図１）．衛星画

像解析の原理に通じる一般に普及した方法である．測定には一定の視野範囲の反射光強

度平均値を測定する分光放射計が用いられるが，近年，可視，近赤外に感度をもつ多波

長のカメラによる分光画像の測定も可能になった．また超多波長（ハイパースペクトル）

計測による細かな特徴の抽出が可能性を広げている．



 

２）透過光 

太陽光（天空光）の群落透過光を群落内部で測定することにより，葉面積などを非破

壊測定する（たとえば LAI-2000 など）．リモート計測とは言い難いが，非破壊で計測で

きる利点がある．測定時の天候上の制約は比較的緩い． 

３）熱赤外線放射 

赤外線の放射を測定することにより，作物体の表面温度を計測する．蒸発散が抑制さ

れると体温が上昇することを利用して水分状態の検出に使える．安価な簡易放射温度計

が普及しつつある．衛星センサにも搭載されているが一般に地上分解能が粗い． 

４）偏光 
作物体の表皮で反射した光が，入反射光と反射面との特定の角度関係において偏光す

ることを利用し，葉の着生角度などをマクロに把握する手段としての可能性がある． 
５）超音波・レーザ測距 
超音波やレーザ光を植物体で反射させることにより，レーダ原理で発信器と反射部位

との距離を測定することができる．草高のみならず，群落の構造についての情報も得ら

れる．遠距離向きのレーザ光の利用では樹高計測が実用化されつつある． 
６）画像処理 
２次元の画像（写真，デジカメ，ビデオなど）を真上から，または真横から撮影し，

画像処理により，作物形態の特徴や植被率，色彩情報を抽出する．樹木ではステレオ視

による立体再現の可能性がある．原理的に葉の相互遮蔽の問題が難しい． 

７）三次元計測 

完全なリモート計測とは言えないが，複雑な植物体の形態を直接計測することの可能

な技術として磁力線や超音波，機械式などの三次元デジタイザがある．他の手法の検証，

形態形成モデルの作成に利用できる． 

 
３．分光反射計測の基礎 

図１ イネ個体群、裸地土壌、

湛水土壌の反射係数スペク

トルの一例 
(Shibayama and Akiyama 
1989)8) 



１）反射率と反射係数 

実験室における分光光学的な化学定量分析の原理からの類推で，作物体などの波長別

の反射・吸収特性を野外で測定できれば，あらかじめ適当に較正しておくことにより，

バイオマスや特定の成分量を非破壊的に推定することの可能性が期待できる．現に穀物

サンプルの特定の成分含有量を高い精度で計測する近赤外分光法では，人工光源と積分

球などの特殊な装置を駆使して，波長別の反射率を安定に測定することにより，これを

実現している． 

反射率（Reflectance）は，ある面から反射したすべての光の放射量とその面に入射し

たすべての光の放射量との比である．しかし，一般に屋外では，放射計の視野が限られ

る上，太陽の高度および方位は選ぶことができない．そこで，測定対象をある放射計で

測定したときの出力（反射放射束に比例）と，これと同一条件で照明され，同一方向，

同一視野で観測した完全拡散反射体の反射出力との比を反射係数（Reflectance factor）

といい，野外での分光反射測定では通常，この反射係数を測定している１）．しかし，作

物個体群など一般の測定対象物は完全拡散反射体ではないために，照明方向と反射方向

にとより，反射係数は変動する（二方向性反射分布）．さらに野外での測定では，太陽に

よる照明の強さと方向が常に変動している．通常は快晴時の地方時午前９時から午後２

時ころまでに測定する．このように野外分光測定では，原理的に実験室内での反射率測

定よりも誤差が大きくなることは否めない． 
２）標準拡散板 
反射係数を測定するためには完全拡散反射体に近い標準拡散板を用意する必要がある．

硫酸バリウムを主成分とする特殊塗料を吹き付けて自作した時代もあったが，近頃は，

市販品（Labsphere, Inc.）を用いることが多い．やや高価だが水洗いできることが特徴

である． 

標準拡散板の測定を省略するため，照明光である天空光を直接同時観測するシステム

が実用化されている．また以下に述べる波長間の演算を行う前提で，放射計を光の強さ

の絶対値（分光放射輝度）で較正しておくことにより，標準拡散板測定を省略すること

も可能である．そのためには放射計自体の精度と安定性が優れていなければならない．

標準拡散板測定は，分光放射計の機構やその感度の維持・較正にコストや労力をかけず

に一定の測定再現性を確保する上で，有効な手法である． 

３）波長別反射係数間の演算 

波長別反射特性（スペクトル）は，上記の測定方法により，対象の性質を表現するデ

ータとして扱うことができる．しかし，野外測定の特性上，照明光の強度や方向による

変動を完全には補正しきれない．そのため，反射係数スペクトルをそのまま解析するよ

りも，２つ以上の特定の波長で測定された反射係数を選択し，それらの「差」，「比」，「差

と和の比」などを計算することにより新たに加工された指標値を用いて，目的とする対

象の特性の推定に供することがよく行われる．特に有名なのは，「植生指数（Normalized 

Difference Vegetation Index, NDVI）で，近赤外と赤色域反射係数の「差と和の比」で

定義される．これは緑色植物による赤色光の吸収と新鮮植物組織による近赤外光の高反

射・低吸収特性を利用した指数で，現存量，葉面積，光合成能などと密接な関係を示す

ことが知られている．研究段階では，回帰分析などを適用して，測定対象と目的・精度

に応じた波長とそれらの演算方法の比較・評価・選択がまず行われる． 



連続波長スペクトルまたはそれに近い多波長スペクトルが測定可能な場合，その多く

の波長から２，３の波長をバンドとして取り出すこともできるが，他の波長におけるデ

ータが無駄になる．そこで，連続波長スペクトルを分析する場合に，波長で微分した「微

分スペクトル」を使う方法がある（図２）．「Red edge shift」は赤吸収域から近赤外域

反射帯への移行波長点における変化率ピークとなる波長の移動量と葉緑素量などとの関

係を利用する．また反射係数 大値や全波長における反射係数の積算値ですべてのデー

タを除すことによるスペクトルパターンの標準化などが提案されている． 

隣接する波長における反射係数間の相関関係は一般に高く，微分スペクトルはそれを

回避する手段の一つでもある．さらにスペクトル特性という多変量データを解析するた

め重回帰法を適用する際に結果を不安定にする要因である多重共線性の問題を回避する

新たな統計手法の適用が提案されている 2)．  

 

４．分光反射計測の方法と実際 
１）分光方式と市販測器 
波長範囲 400nm～1100nm では，光検出器に高性能で安価な素子が使えるため，市販

機器にはこの波長範囲を計測するものが多い（表１）．分光方式としてはフィルタによっ

てバンドごとの光強度を出力する方式と，回折格子により波長連続で計測できる方式と

があるが，いずれもフィルタ盤や回折格子を手動または動力で回転させることにより波

長選択する．近年は，光検出器を多数並べたアレイセンサの出現により，回転機構がな

くても分光放射計が構成できるようになり，測定時間と波長分解能が飛躍的に向上した

機器が現れた．価格は，100 万円前後からとなっているが，上記の波長範囲に加えてさ

らに 1600nm あるいは 2500nm 程度までの短波長赤外域を含む機種は，種類も少なくか

なり高価である．波長範囲と分解能の高い機器により基礎知見を得たのちに，既存の機

図２ イネ個体群の反射スペクト

ルの微分（差分）処理の一例 
(Shibayama and Akiyama 1991)9) 



器のフィルタを交換するか，少数の選択した波長でのみ測定できる簡易型の装置を特注

製作する方法もある（図３）． 
視野範囲（視野角）は，2°から 15°程度まで，機器によりまた目的や対象の種類な

どによって異なっている．測定距離が小さく，また作物等，ばらつきが大きい対象を測

定する場合は，視野範囲はより広い方が，データの変動は小さくなる．視野範囲が狭く，

測定距離が小さいと，対象の空間的な構造，日向と日陰，地面被覆度のムラなどが原因

して，測定場所のわずかな移動が結果に大きく影響する．ただし斜めに観測する場合に

対象以外の物体や空などが視野に入らないように注意すべきである．視野範囲は通常「半

値幅」で表示されるため，視野範囲外の影響も無視できない．測定距離は可能な限り大

きくとりたいが，対象の広がりおよび放射計の保持方法により制約を受ける．衛星リモ

ートセンシングのためのグランドトゥルースか，地上生育診断か，その目的と実際上の

利便性とを勘案して判断することになる． 
２）野外分光測定の方法 
標準拡散板を使う場合は，対象の測定の直前，直後，あるいはその両方で較正データ

を取得する．ただし 近の放射計は測定時間がきわめて短くなってきているため，上空

に太陽を遮る雲やもやがなく，光量が安定していて太陽位置も大きく変化しないと仮定

できる，数分ないし 15 分間程度なら，連続して対象を測定することができる．標準拡散

板と対象との測定では，なるべく互いにその方向が異ならないことが定義のうえからの

要件である．また観測の方向は，鉛直下向きとする場合が，もっとも二方向性反射分布

の影響を受けにくく，また実験の再現性も高くなる．しかし真上からの鉛直下向き観測

は，実際には困難を伴うことが多く，後述するような機器や工夫を要する． 

 

 

 

 

表 1 市販野外用分光反射測定機器の例（＊特注試作品） 

販売元 機種・型式名 波長範囲 分光方式 波長分解能 特徴 

英弘精機 携帯型分光放射計 MS-720 350-1050nm 回折格子  入射筒

ビジョン

テック 

農業用マルチスペクトラルカ

メラ ADC2 

580-1100nm フィルタ R/G/NIR デジカ

メ式 

イメージ

ワン 

FieldSpec Pro 350-2500nm 回折格子 3nm/30nm 光ファ

イバ 

オプトリ

サーチ 

フィールドポータブル分光放

射計 GER 1500 

350-1050nm 回折格子 1.5nm 軽 量

2kg 

ドナレッ

ク 

群 落 偏 光 度 測 定 装 置

DMS-601＊ 

480-2200nm 

(8 バンド) 

フィルタ  偏光 

木村応用

工芸 

野外用中間赤外分光放射計測

装置＊ 

632,830,3450,

3845nm 

フィルタ 10nm/300nm  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 群落偏光度測定装置（左）と野外用中間赤外分光放射計測装置（右）

によるそれぞれコムギとイネ個体群の測定の様子 

図３ 群落偏光度測定装置（左）と野外用

中間赤外分光放射計測装置（右） 



諸般の事情から斜め観測を余儀なくされる場合には，観測伏角と太陽に対する相対方

位角，ならびに作条方向（もしあれば）などを記録するとともに，一連の実験でこれら

をなるべく統一するようにしたい（図４）．たとえば太陽に向かった方向で測定したデー

タと太陽を背にして測定した結果とでは，反射係数にかなり大きな差違を生じることが

ある（図５）． 

 

５．分光反射計測で得られる作物情報 
これまでに葉面積，バイオマス（生育部・枯死部），葉緑素量・葉緑素濃度，収量，品

質，水分，ストレス，生育ステージなどが，実験・研究の対象とされてきた（図６～１

０）．単位葉面積あたり葉緑素濃度をはじめとして品質に関わる形質では，「濃度」が問

題となる場合が多い．しかし，反射特性を測定する場合は，原理的に視野範囲内の物質

密度，すなわち土地面積あたりの現存量を反映している．したがってバイオマスや葉面

積は比較的推定が容易であるが，栽培管理上重要な成分濃度は測定がやや難しくなるこ

とに留意すべきである． 
作物の種類や品種，生育段階ごとに細かくモデルを分けることは精度を向上させるだ

ろう．目的の異なる複数の波長反射係数やその演算値を同時に利用して，それぞれの形

質をお互いに補正しながら推定するような手法の開発が求められる．一方，量的・濃度

的な情報以外に，反射係数やその演算値の時系列測定による生育パターンの分析に基づ

く出穂期や収穫適期など特定重要生育ステージの把握法の検討も行われている．曇雨天

が続くと時系列データの測定間隔が不規則に離散してしまうことがある．作物生育モデ

ルと組み合わせることによる相互補完や，全天候型放射計による常時連続測定などが考

えられる解決法である．実用場面では，適用作物・時期と地域などを限定することによ

り，必要な精度と再現性を確保することが考えられる． 

図５ コムギの近赤外反射係数の

観測方位と測定時期による変動 
（Shibayama and Wiegand 
1985）10) 



 

 
 

図６イネ個体群の生育段階と

各波長バンド反射係数の推移 
Sage 1: 高分けつ期 
Stage 5: 出穂期 
Stage 9: 黄熟期 
(Shibayama and Akiyama 
1989)8) 

図７イネ個体群の葉面積指数

LAI(a)および緑色地上部乾物

重 GDM(b)と 840nm/560nm
のバンド反射係数比との関係 
（Shibayama and Akiyama 
1989）8) 



 

 

図８イネ葉身窒素量の

対数を 620nm・760nm
の 2 バンドの反射係数

を説明変数とする重回

帰式による推定値と実

測値 
(Shibayama and 
Akiyama 1986)11) 

図９登熟期のイネ反射スペクトルの微分処理と重回帰モデルによる収量推定。 
(Shibayama and Akiyama 1991)9) 



 
６．当研究所で研究中の新規手法 
１）光合成活性 
可視域の二波長の反射係数をナローバンドで測定することで，個体群の光合成活性を

測定する技術を開発している．これまでの「量」および「濃度」の情報に留まらず「機

能」情報を直接取得できる点が特徴である 3)． 
２）個体群構造 
入射光と反射光がその反射面に対して特定の角度関係になった場合，反射光に偏光成

分が多く含まれる．この現象を利用して作物個体群の葉面傾斜角や草種の混生率を推定

する手法を研究している 4)．「形態」情報のセンシングである（図１１）． 
３）未利用波長域の開発と穀実収量の推定 
成熟期の穀物の収量を収穫前に推定する技術を目的として，これまでに野外での測定

例の少ない中間赤外域（波長 3000~4000nm）に感度をもつ機器の開発と測定方法の開

発を行っている 5)．測定には技術的な問題が残されているが，成熟したイネ穂の密度と

当該波長反射特性との間に一定の関係が見いだされつつある（図１２）． 
４）河川水質 
河川の懸濁物質濃度を簡易に測定する方法として，多波長の反射特性と偏光フィルタ

による水面反射の除去をポイントとする手法を開発した６）．測定の方向などに影響され

にくい水質計測法として有望である． 

図１０ 落水処理後のイネ個体

群の反射スペクトル(a) とその

微分スペクトル(b) 
（Shibayama et al. 1993）12) 



 

 
７．プラットフォームについて 

分光放射計などの測定装置を保持し，対象からの物理信号を受け取るための装置・シ

ステムを衛星リモートセンシングなどの分野で「プラットフォーム」と呼ぶ．人工衛星

や航測用飛行機，ヘリコプタなどはプラットフォームである．ここでは地上あるいは低

空から，作物個体群の反射光を測定するための各種工夫を紹介する．作物など栽培管理

されているとはいえわずかな場所の違いでその現存量や成分濃度には大きなばらつきが

あるのが普通である．したがってある圃場の反射特性の代表値を求める場合には，その

全体から複数のサンプル地点を選び測定する必要が生じる．しかし製品がベルトコンベ

アで運ばれてくる工場内での計測とは異なり，測定装置を対象のところまで移動させな

ければならない． 
もっとも簡易かつ利便性の高いのは，手持ち式である．電子技術の進展により，装置

と電源用電池および制御用のコンピュータなどが小型化された．したがって以前には，

商用電源と２～３人の人手を要した計測が一人で容易にできるようになった．また電源

図１１観測天頂角に対する赤バンド反射率と偏光反射率—水平葉型牧草と垂

直葉型牧草（左）、牧草混生率と偏光反射率および反射率（右）(Shibayama 
2003)13) 

図１２ イネの穂残存率と

NDVI および中間赤外反射係

数の指標（NDMIR） 
（芝山・木村 2006）14) 



の制約が小さくなったために測定可能な場所が飛躍的に広がった．ただし，分光放射計

を手持ちで操作するということは，測定対象との距離と視野範囲をきわめて限定する上，

草高の低い草地や裸地土壌などの場合を除いて鉛直下向きの測定は困難なケースが多い．

そこで，分光放射計に光ファイバを付加し，軽量でフレキシブルなファイバの特徴を活

かした測定方法が考えられた．放射計本体は畑の外に置いたままで，光ファイバをステ

ィックやクレーンの先端に取り付けて上空から集光するのはその一例である．また装置

一式を背負い子に搭載し，背負い子に延長縦フレームと横バーを取り付けて，横バー先

端に放射計または光ファイバを取り付けることにより，測定者が畑内を歩きながら鉛直

下向きに測定する方法もある．トラクタのような作業機にこれら一式を装備することも

一案である． 
より高度を必要とする場合には，大小のクレーン車や高所作業車の利用が一般的であ

り，5~30m 程度の高度に装置本体を搭載して測定ができる．ただしコストや操作資格，

現場へのアクセスと乗り入れの可否に注意が必要である．移動に便利な方法としては伸

縮ポールの利用がある．人力での操作では 5 ないし 10ｍ以下の測定高度が限度だろう．

さらに数十ないし数百ｍ程度まで高度を上げたい場合には，係留バルーン７）や無線操縦

ヘリコプタの利用が考えられる．視野確認のためのモニタカメラの搭載や，ビデオ画像

伝送によるリアルタイムの観測位置修正などの工夫が施されることが多い． 
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