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農業分野における先進リモートセンシングの高度利用 

 

生態系計測研究領域 石塚直樹 

 

１．農環研におけるリモートセンシング研究 

リモートセンシングと言う言葉は、まだまだ一般的に馴染みのある言葉ではないと思わ

れる。日本語では「遠隔探査」と訳されている。この訳だと一部の方には、逆にわからな

いと言われそうであるが、要は、「離れて（触らずに、壊さずに）」「何かを知る（探る、情

報を得る）」ということである。リモートセンシングという言葉は知らなくても、気象衛星

「ひまわり」による雲画像や、自動車に搭載されたアシスト機能、レンジやクーラーの温

度センサなど、実は知らないうちに日常で利用している技術である。 

農環研では、このリモートセンシング技術を農業分野で利用するための研究を、研究所

が発足した 1983 年以来、継続して行ってきている。ここで、農環研の研究成果情報とし

て刊行された報告書からリモートセンシングに関係する研究成果を列挙してみた(表１)。 

このリストは題名だけから判断して抜き出したため、多少の抜けがあると思われるが、

農環研でリモートセンシングに関する研究が継続して行われてきたことは理解して頂ける

はずである。また、これは主要成果として採択されたものだけであるため、ここに挙がっ

ていない成果や論文もまだまだ数多くある。この 30 年の農環研のリモートセンシングを

用いた農業情報計測手法の開発歴史について、現在の生態系計測研究領域長である鳥谷が

「農業環境技術研究所の３０年 （７）生態系計測研究の系譜」の中で「農業環境技術研究

所設立からの３０年間は、まさに技術革新の時代のまっただなかであった。これに伴って

起きた IC 技術の発展により、センサーからコンピュータまで、あらゆる研究機材が高機

能化、高精度化、小型化、低廉化した。この結果、取り扱うデータも多種・多様化・大量

となった。（中略）そして、この間の研究機材の発達に伴って、モニタリング手法や分析方

法の開発とその精緻化を行い、農業環境に関する多くの知見を得ることに貢献した。」（鳥

谷，2014）と紹介している。 

 

２．リモートセンシング技術の応用 

これらの研究の成果のうち、先ほどの自動車やレンジのように、社会の中で、さらに絞

って農業分野で直接的に使われているものは何かと問われると、これと具体的に答えるの

は難しい。確かに研究としては先進技術を取り入れ、新たな知見や手法の開発を行ってき

た。農環研が公表した先導的な知見や手法は非常に多く引用・参照され、農業場面での応

用に貢献してきている。しかしながら、農業分野の中で日常的に使われている技術に、直

接的に適用されている例は限定的である。 

そもそも、農業分野において社会実装されているリモートセンシング技術は、食品セン

サなど近接（あるいは接触）のものはあるものの、衛星リモートセンシングとなると少な

いのが現状である。例えば、農林水産省の HP には、「IT 関連情報（農山漁村における IT
活用事例等）」（農水省，2014）というページがあるが、そこに衛星リモートセンシングに

関する例は 2 件しかない。もちろん、応用しようとした事例は数多くあり、現在、社会実 
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表１ 農環研におけるリモートセンシングに関係する主要成果リスト 

S59 リモートセンシングによる景域調査法の開発－セラード地域の解析例－
S60 群落内葉層構造推定のための超音波作物レーダの開発
S62 ランドサットＴＭデータによる水稲の洪水被害推定法

ランドサット情報による土壌腐植区分図の作製手法
航空写真による干ばつ被害解析法

S63 ランドサットデータによる水田表土腐植含量の評価
H01 熱赤外画像による作物生理ストレスの隔測モニタリング手法
H02 ランドサットＴＭデータによる畑表土の土壌水分特性の評価

ＮＯＡＡデータを用いたファジィクラスタリングによる水田・森林面積の推定
ランドサットＴＭによるキャベツ根こぶ病発生圃場の検出手法

H03 コスモス衛星写真による畑土壌特性の識別と根こぶ病発生危険地帯の推定法
多時期衛星データによる乾期・雨期のある地帯での土地利用判別手法の開発
ランドサットＴＭデータによる沖縄北部サンゴ礁の赤土砂の堆積分布の評価

H04 リモートセンシングデータによる地表被覆分類へのニューラルネットワークの利用
衛星データを用いた釧路湿原の植生・水環境及び周辺の土地利用の解析

H05 リモートセンシングを利用した畑地における炭素収支の推定手法
ランドサットデータを用いた中国東部における砂漠化域の抽出方法
ノアデータによる日本植生指数データセットの作成
画像テクスチャ解析による水稲倒伏程度の判定手法
ランドサット情報利用による土壌特性区分図の作成手法

H06 衛星データを利用した草地更新年次マップの作成
気球からの低空スペクトル画像計測による作物生育情報の画的評価

H07 反射スペクトル計測による水稲生育量のモニタ手法
H08 リモートセンシングに基づいた水稲生育収量のシミュレーション手法

偏光度計測による草型の異なる牧草の混生率の推定
H09 衛星データを利用した草地利用形態および牧草収穫時期の把握

飛行船型低層巡航リモートセンシングシステム
H10 衛星ＳＡＲデ－タによる水稲作付け面積の推定手法
H11 野外計測用高速ハイパースペクトル画像計測システム
H12 衛星データの組み合わせによる農地の土地利用変化の抽出法

時系列衛星画像による水稲の広域的な作付け分布及び作付け時期の解明
H13 航空機搭載多目的デジタル分光画像計測システム

短波長赤外反射特性に基づいた作物収穫残渣の土壌被覆率計測手法
H15 多周波マイクロ波は全天候下で作物群落特性のリモートセンシングを可能にする

熱赤外リモートセンシングによる表面温度は土壌面CO2フラックスの広域評価に有効であ
る

H16 リモートセンシングと生態プロセスモデルの協働によるCO2フラックスの動的評価手法
水稲作付地を衛星搭載レーダと地理情報を用いて確実に精度良く検出する技術

H17 反射光の偏光特性を利用した作物個体群情報の計測方法

H18
高頻度観測衛星センサー（ＭＯＤＩＳ／Ｔｅｒｒａ）を活用してメコンデルタの洪水と稲作を動的
に捉える

H19 空間情報技術による山岳アジア焼畑生態系の 土地利用履歴と炭素ストックの広域評価
群落光吸収率・光利用効率の遠隔評価 のための新反射スペクトル指数

H20
東アジアの土地被覆・土地利用の時間的変化を広範囲で捉えるための植生指数データ
セット

H23 高頻度観測衛星データ（MODIS）を用いて作物生育の時空間変化を評価する
H24 デジタルカメラを活用した作物生育モニタリング

ハイパースペクトルリモートセンシングによる作物特性評価法とその水稲生育診断・収穫
管理への応用

H25 リモートセンシングによる植物群落クロロフィル量の高精度汎用評価モデル
衛星画像による “世界の農業環境” 閲覧システム
衛星リモートセンシング技術を用いて米国トウモロコシ単位収量を広域把握する
衛星搭載合成開口レーダによる水稲生育・収量特性の広域評価手法  



（独）農業環境技術研究所 成果発表会 2014 

- 21 - 
 

装に向け走り出している事例もある。しかし、費用対効果的に経済性が成り立ち、定常的

に利用が継続していく本当の意味で「社会実装された事例」は非常に限られている。そう

した中、近年は基礎的な研究も行いつつ、応用技術として貢献できる成果を出そうと努力

をしており、その例について、いくつか紹介する。 

 

（1）空間情報技術による山岳アジア焼畑生態系の土地利用履歴と炭素ストックの広域評価 

近年の地球温暖化に関係し、土壌中の炭素貯留量の定量的把握は重要な課題の一つとな

っている。農環研でも、日本全国の炭素貯留量を正確に把握し、将来予測を行うことを行

っている。衛星リモートセンシングによる成果をそこで活用する研究も行われているが、

現時点ではまだ取組中であるため、海外での事例を紹介する。 

焼畑はアジア山岳地帯の広範な地域で重要な食糧生産システムである。しかし、面積の

拡大と休閑期間の短縮が急速に進み、土地生産性・労働生産性の低下だけでなく、森林資

源の劣化と CO2 の放出、土壌浸食、生物多様性の損耗等が懸念されている。食糧生産、地

域植生資源の涵養と生態系炭素ストックの増強を総合的に考慮した新しい生態系管理指針

を導くため、空間情報技術に基づいた広域的な土地利用・生態系炭素ストックの定量的解

明が不可欠である。 

井上（2008）では、ラオスの山岳地帯において、30 年以上の期間にわたる Landsat 衛

星および 新の高解像度衛星（QuickBird/IKONOS）の多波長データを用いて焼畑パッチ

を高精度で検出し、経年的に重ねあわせることで、焼畑面積の詳細な年々変動を把握した。

過去 10 年の年増加率は 3～5 %で、いまだ減少する傾向は認められなかった。焼畑利用地

の約 77％が 1 年利用後放棄され、約 94％程度が 2 年以下の利用で放棄されており、また、

短期休閑地が顕著に増加して、休閑 10 年以内が約 60％を占めることがわかった。 

さらに、群落齢の面積分布から焼畑-休閑利用パターンごとの面積比率（図１左）を求め、

現地調査に基づいた土壌炭素・休閑群落炭素の評価モデルと統合して、生態系炭素ストッ

クのシナリオ間比較を可能にした（図１右）。現状の短期休閑主体の生態系管理を続行する

シナリオの場合、生態系炭素ストックは作付開始直前レベルに対して 5.9 tCha-1 程度と低

く、2 年作付+10 年休閑のシナリオに移行することで、生態系炭素ストックは約 1.67 
tCha-1yr-1（20 年間平均値）増加すると算定された。これらの結果は類似焼畑生態系で進

行しつつある資源劣化問題に対する現地対策、および国際的な炭素固定対応策等を支援す

るための基礎情報として役立つ。 

図１ 休閑年数別の面積比率と焼畑-休閑サイクルの違いによる炭素貯留量の長期変化 

（井上（H19 成果情報より）） 
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（2）衛星リモートセンシング技術を用いて米国トウモロコシ単位収量を広域把握する 

2012 年に米国コーンベルトで発生した干ばつは、記録的なトウモロコシの不作(生産量 

前年比 12.8%減)を引き起こした。日本は、加工食品原料・家畜飼料用のトウモロコシの

大半を米国から輸入しており、我が国の食料安全保障を強化する上で、米国産トウモロコ

シの作況を独自に監視・評価するための衛星情報分析技術の重要性が高まっている。 

坂本（2014）では、高頻度観測衛星センサ(MODIS)から得られた時系列植生指数

(WDRVI)とトウモロコシ子実収量を比較し、栄養生長末期（絹糸抽出期 7～10 日前, 収

穫の約 3 か月前）の値と単位収量の間に も高い線形相関関係があることを見出した。こ

れから、この時点の衛星観測データを用いてトウモロコシ単位収量を予測可能であること

明らかにした。 

トウモロコシ作付地の判定にはアメリカ農務省統計局公開の作物分類図を利用し、アメ

リカ農務省統計データを用いて郡別収量推定モデル式を作成することにより、トウモロコ

シ単位収量の州レベル年次変動や画素～郡レベルの空間分布特性を評価することができる

ようになった(図２)。なお、絹糸抽出期は、同じ MODIS から得られた WDRVI に「Shape 
model fitting 法」を用いることで求めた。 

コーンベルトを含む主要トウモロコシ生産州(18 州)については、MODIS の低い地上分

解能(250m)に起因するバイアス誤差が少ないことから、高い精度（二乗平均平方誤差：

0.81t/ha)で推定することができた。また、干ばつによる不作となった 2002 年と 2012 年

においても、統計値と良く一致していた。 

この手法に基づいた、米国産トウモロコシの作況状況把握の結果は、農林水産省大臣官

房食料安全保障課に参考データとして提供されているものの、残念ながら現時点で定常的

に解析結果を提供するという仕組みまでは構築できていない。 

 

図２ トウモロコシ単収の広域推定結果と統計値との比較（坂本（H25 成果情報より）） 
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（3）衛星画像を用いた水稲作付面積の把握 

衛星リモートセンシングで水稲の作付面積を把握する技術の開発に、農林水産省大臣官

房統計部からの要望に応じて農環研では継続的に取り組んできた。当初は Landsat 画像な

どを用いた手法の開発を行ってきたものの、雲があると観測できないため、毎年確実に値

を出さなければならない統計に使う手法として到達することが困難であった。そこで雲を

透過するマイクロ波センサ（合成開口レーダ（SAR））を利用する手法の開発が試みられ、

一定の目処がついた（石塚ら，2003）。しかしながら安定的で客観的な閾値決定方法がな

く、また、レーダ画像の敷居が高いため、実際に導入されるまでには至らなかった。 

一方、GIS（地理情報システム）を初めとした電子的な地理情報の整備が進み、全国的

に農地一筆一筆単位のデジタル情報が整備されることとなった。そこで、この GIS データ

と SAR 技術を組み合わせることで、いよいよ実利用化への目処が立ったと判断し、統計

部が平成 21 年度に「水稲作付面積調査における衛星活用事業」を立ち上げた。ここでは、

農環研が開発した手法をベースとして、官民一体となって手法開発を行った。その結果、

毎年確実に結果を出すことができ、また、自動閾値決定方法の採用により誰が解析しても

同じ結果が出る非常に客観性の高い、さらに、複数年の試験によって手法的な頑強性も確

認された手法が完成した。しかしながら、費用対効果

などの問題もあり、統計調査への導入は進んでいない。

手法開発の際に費用対効果の評価も行いつつ開発をし

たものの、海外の高価な衛星を利用する以上、価格は

技術だけでは如何ともし難い外因的障壁であり、国産

の高分解能衛星が打ち上がるのを期待して待つ以外な

い状況であった。 

一方、東日本大震災への対応において、農環研では

開発したシステムを借り受け、2011 年の湛水地マップ

を広域で作成し（図３）、東京電力福島第１原発事故に

ともなう農地の放射性物質による汚染の広域評価・

マップ作りに応用した。また、統計部では、「東日本 図３ 2011 年広域湛水地マップ 

RADARSAT-2 Data and Products (c)MacDONALD, 
DETTWILER AND ASSOCIATES LTD. 2011- All 
Rights Reserved

RADARSAT-2 Data and Products (c)MacDONALD, 
DETTWILER AND ASSOCIATES LTD. 2011- All 
Rights Reserved 

© 2012 DLR, Distribution Airbus DS / Infoterra 
GmbH, Sub-Distribution [PASCO] Cosmo-SkyMed Product © ASI 2013 

図４ 津波被災地における水稲作付け復旧モニタリングの例 
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大震災に伴う被災地域の農作物復興状況の把握」業務に開発したシステムを応用すること

を決め、活用を図っている（図４）。今年、高空間分解能国産 SAR 衛星（ALOS-2）が無

事に打ち上がったため、今後、これによる水稲作付地の検出能力の検証を行う予定である。 

また、本手法については、JAXA が窓口となり 2011 年の G20 農業大臣会合で採択され

た Geo-GLAM（Group on Earth Observations - Global Agricultural Monitoring）への技

術的な貢献として、稲作を行っている東南アジアへの適用・技術移転が進行中である。 

 

（4）UA（Unmanned Aircraft：無人航空機）を用いた放射線量詳細調査の試行 

農業環境技術研究所において、東京電力福島第１原発事故による農地の放射性物質汚染

の広域評価・マップ作りを行った際に、一部リモートセンシング技術を応用したことを上

記で紹介した。一方、圃場一つ一つの中のムラなど詳細な分布を把握する方法が求められ

ていた。そこで、近年、非常に開発が活発となっていた UA に市販の線量計を取り付け、

空中より面的に農地の放射性物質の汚染状況を把握する技術を日本大学と共同で開発した

（Oyama et al. 2013）。 

結果として、水田、普通畑、牧草畑などについては、空間線量の分布を面的に把握する

手法の開発に成功した。福島県の農業試験場の協力により、2011 年末には 初の実験を行

うなど、先駆けて研究を始めたものの、墜落事故の発生などもあり研究が停滞した時期が

あったが、農地に関しては農環研の研究蓄積を活かすことで為しえることができた。また、

低コスト作成可能なシステム開発に心がけた。 

   

低 高 

図５ 試験に利用したドイツ製 UA および計測装置（左）、計測結果の一例（右） 

 

３．農業分野で実利用されているリモートセンシング技術 

ここまで、農環研のリモートセンシング研究において、成果が直接的に比較的実利用に

近いところまで到達した事例を紹介した。これで全てというわけではなく、また、国内外

の実用化を目指した他の事例において知見としては活用されているというような例もある。

しかしながら、今回紹介した事例においては、あと一歩というところで実利用に到達した

とは言い難い。では、実際に社会実装に到達しているリモートセンシング技術にはどのよ

うなものがあるか、紹介する。 
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（1）衛星リモートセンシングを用いた小麦収穫支援システムの構築【北海道】 

背景として、従来は麦作組合の役員がほ場の共同収穫作業の順番や毎日の収穫面積を決

定していたが、それらは客観的なものではなく、多くが過去の経験に基づいた主観的な判

断で行われており、観察作業の労力や精度への疑問が生じるほか、順番を決定するという

精神的な負担も掛かっていた｡また共同収穫作業における責任者～コンバイン～輸送トラ

ック～乾燥施設間の情報伝達方法として、従来は紙媒体（地図・伝票）や無線、携帯電話

などを利用していたが伝達ミスが起きやすく、大きな課題となっていた。 

そこで、衛星リモートセンシング技術を使い客観的な小麦の生育早晩マップを作成し、

共同利用の収穫機械および乾燥調整施設の有効利用を図るシステムが、JA めむろと北海

道農業研究センター畑作研究部の共同研究で 2005 年確立した（奥野，2007）。この成果に

より乾燥費が 3 割程度削減できたという。この成功を受け、現在では周辺市町村での導入

が進んでいる。 

JA 士幌町では、平成 17～18 年度に基礎試験として、衛星写真の NDVI 解析画像による

小麦成熟早晩マップが作成された。平成 18 年度に農業情報管理システムを導入し、GIS
を活用した農地情報の統合管理を開始され、平成 19 年度に麦価関連対策事業として、作

成対象を麦連協に加盟する町内全 11 集団に拡大し、実用化された。平成 21 年度からは十

勝農協連が広域写真の共同購入を開始し、平成 24 年度から「農作業管理システム」を新

規導入して実証を開始した。システムの概要としては、衛星リモートセンシング技術によ

る成熟予測マップの作成及び配付を行い、GPS・携帯データ通信技術によるコンバイン運

行状況の集中管理、メールによる作業指示、現在位置の小麦成熟度表示、輸送伝票印刷な

どを行っているという（農水省，2014）。 

衛星リモートセンシングによる成熟早晩マップの精度は実用可能なレベルに達してお

り、品質低下の原因である「高水分での収穫」を低減することが可能と評価されている。

これにより､乾燥にかかる燃料のコストを大幅に削減することができ、費用対効果が十分に

得られている。一方、衛星写真の撮影時期や範囲が天候に左右、撮影時期が早いほど予測

精度が低下するという課題もある。 

 

（2）衛星画像から選抜した優良園地の高品質茶をブランド化【佐賀】 

佐賀県嬉野市嬉野町は、盆地で霧が深く昼夜の温度差もあり、古くからお茶の栽培適地

として知られている。しかし、園地は急勾配で機械化は難しく、生産者の高齢化が進むに

つれお茶生産者は徐々に減少している。そのため、付加価値（ブランド化）をつけて茶の

価格を安定させることが必要だった。 

そこで、茶葉の収穫後整枝を終えた 11 月から 3 月に、人工衛星に搭載した近赤外セン

サを使って嬉野町の園地を撮影し（ラジコンヘリでも撮影）、近赤外線の反射率から窒素含

有量を調べ、定点調査園地を基準として樹勢が良いと思われる地帯を推定（3 年間の調査

で衛星撮影時点（成葉）と摘採期（新芽）の窒素含有量の相関を検証）している。GIS を

用いて衛星画像を地図上に表示し、樹勢診断時点で優良園地を特定し、園地に①パンチル

トズームカメラを設置し、インターネットで茶葉の窒素含有量等を随時計測して、②気象

モニターシステムを設置し、気温や土壌・茶葉の水分を把握する（新井，2012）。①及び

②により生産者は、園地のカメラで詳しい状態を把握し、適期に高品質な茶葉の収穫が可
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能となっている。優良園地で収穫した茶葉は、大型製茶工場で他とは別に製茶され、さら

に専用の機械で窒素含有量等を検証した上、｢衛星の恵み・うれしの茶｣としてインターネ

ットで販売されている（農水省，2014）。 

効果として、高品質なお茶の生産が可能となりブランド茶となることで生産者の生産意

欲が向上した。また、生産者に対して樹勢診断の結果を基に栽培管理方法を指導すること

により、高品質の茶葉の生産が可能な優良園地が増加した。現在、ブランド茶を生産する

優良園地は全体の 5 分の 1 となっているが、今後その比率を上げることが課題となってい

る。 

一方で、お茶以外にも、もち米（ヒヨクモチ）の品質を上げブランド化するために、佐

賀県試験研究センターにおいて、カメラを搭載したラジコンヘリで取得したデータと化学

分析結果（葉の窒素含有率と玄米のタンパク含有率を計測）を解析し、栽培管理方法の試

験を行っているそうである。 

 

（3）衛星画像を活用した損害評価【全国】 

コメを対象とした水稲共済については、平成 23 年産の加入戸数が約 160 万戸、加入面

積が約 150 万 ha となっており、農業経営の再建、地域経済の安定に寄与している。水稲

共済における損害査定（損害評価）については、現在、農家から被害の申告があった全圃

場について、損害評価員（農家の代表）が目視の方法（検見）等により収量把握を行い、

更にそのうちの一部圃場について農業共済組合等及び連合会が坪刈りによりサンプル調査

（実測調査） を行って、検見調査の結果を修正するという手法が一般的である。このうち、

検見調査については、目視を中心に圃場毎の単収を推測することから、十分な経験や知識

等が必要になる。しかし、農家数の減少や高齢化が進む中で、それらの評価技術を有した

損害評価員の確保が難しくなりつつある。 

現行の損害評価方法の代替手法あるいは新たな損害評価手法の確立が必要であり、その

1 つとして、衛星画像の損害評価への活用が始められた。平成 17 年度に JAXA オープン

ラボ共同研究事業に採択され、3 年間の検討・研究を経て、20 年度から 5 年間は農林水産

省補助事業「衛星画像を活用した損害評価方法の確立事業」により一部実用化を図るとと

もに（伊東ら，2008）、平成 25 年度からは農業共済団体独自の事業として実用化の拡大に

向けて取り組んでいる。なお、「衛星画像を活用した水稲推計収穫量の利用要領」が平成

25 年 6 月 12 日付で農林水産省経営局長より通知されている。 

衛星画像を活用した収量推計手法の概略は、圃場ごとの収量（単収）推計を行うことを

基本に、そのための収量推計式の策定し、策定した収量推計式を利用して圃場ごとの収量

（単収）を推計する。特定の地域で、「冷害」の場合には、安定して一定の推計精度が得ら

れることが確認され、一部実用化を開始している。今後の課題としては、「冷害」の推計精

度の向上と実用化対象地域の拡大に加えて、現在、安定的に一定の推計精度を得られてい

るケースでは災害の種類、地域や圃場規模などの条件に制約があるため、損害評価の活用

条件範囲の拡大があげられる。また、適期に有効な衛星画像を取得することが現状では難

しく、撮影機会の向上も将来に向けては大きな課題とされている。 
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（4）コメの高品質化【青森】 

コメは、タンパク質の含有量が多いと、粘りが少なく硬いご飯になり食味が低下するこ

とから、タンパク含有量の把握が重要である。これを圃場毎に衛星リモートセンシングで

把握する技術が、平成 12 年頃に国内で初めて北海道で開発された。その後、全国のコメ

産地が導入を試み、「衛星によるコメの食味マップ」が注目された。しかしながら、精度が

十分に得られない、ある程度傾向が分かった時点で止めるなどの事例が多く見られた。 

そのような状況の中、青森県では精力的な取組みが進み、精度低下の原因究明・解決を

農環研と共同で行った結果（境谷ら，2013）、平成 19 年から「おいしさキャッチ米」とい

うネーミングで付加価値をつけることに成功している。当初は補助金によって衛星画像を

購入していたが、現在は付加価値米（平成 24 年産の小売り価格で 100 円/10kg 上乗せ）

の販売収益で衛星画像代金を賄える状況になっている。 

さらに、タンパクマップによる食味評価にとどまらず、胴割米の比率を低くするための

収穫適期マップの作成にも取り組み、平成 25 年産米より全国に先駆けて導入している。 

 

 

４．農業分野での先進リモートセンシングの高度利用にむけて 

ここまで、農環研におけるリモートセンシング研究の歴史、実利用にむけての動向、そ

して他機関を含めての成功事例を紹介してきた。今後の農環研におけるリモートセンシン

グ研究には、従来同様の基礎的な研究成果とともに、より実際に役立つための研究開発も

求められていくことになると思われる。 

図６ 航空機による水稲窒素含有量マップ 

（井上（H24 成果情報より）） 
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農業を取り巻く環境は大きく変わろうとしている。高齢化・後継者不足による農業人口

の減少は、喫緊の課題である。このような状況の中、攻めの農林水産業を実現するため、

大規模経営での省力・低コスト生産体系の確立、民間の技術力や ICT・ロボット技術等異

分野の先端技術の活用などにより、従来の限界を打破する生産体系への転換を進めること

が急務とされている。一方、総合科学技術会議が司令塔機能を発揮して、科学技術イノベ

ーションを実現するために新たに創設するプログラム、「戦略的イノベーション創造プログ

ラム（SIP：エスアイピー）」が平成 26 年度からスタートすることとなり、農業分野もこ

の SIP の 1 課題として取り上げられ、「次世代農林水産業創造技術（アグリイノベーショ

ン創出）」の研究開発計画が平成 26 年 5 月 23 日に策定された（内閣府，2014）。 

この課題では、従来技術では成し得なかった、①農業のスマート化、②画期的な商品の

提供、③新たな機能・価値の創造の 3 つの技術革新を実現することを目指す。ここでの新

技術や成果を、政策と一体的に現場や市場に展開することにより、新規就農者の増大、農

業・農村全体の所得増大を図るとともに、農山漁村の維持・発展に貢献する。また、食生

活等を通じた国民生活の質の向上を図る。さらに、企業との連携により、関連産業の海外

展開を含めた事業拡大を図るとともに、世界の食料問題解決に寄与することも目標とされ

ている。 

リモートセンシングは、この「①農業のスマート化」に資する先進技術として位置付け

られている。さらに農業のスマート化における具体的な技術的目標として、「強い農業の実

現を技術で支えるため、これまで実現できなかった省力・低コスト化、高品質化、環境負

荷軽減を同時に達成する世界に類を見ない栽培技術体系を構築（生産コスト 2 割減、水管

理に係る労働時間の 50％削減、肥量の 30％削減、気象被害の 5%削減）。」が掲げられてい

る。この目標は、リモートセンシング技術のみで達成することではなく、農業機械や他の

開発技術と組み合わせることで達成を目指すことになる。 

数百筆からなる分散圃場の大規模経営においては、高温障害等による品質劣化や適期の

追肥・病害防除ができないことによる減収などの様々な要因を左右する生産環境情報を把

握することは容易ではないため、適期・適量かつ省力的な圃場管理を広域的に実現する技

術の開発が必要である。また、一区画 1ha を超える大規模圃場の経営においては、1 つの

圃場内でも生育状況や病害の発生状況に大きなムラが生じることに加え、ごく初期の各種

生産環境変化を把握して、限られた範囲に先手を打つような施肥・防除などができる技術

の開発が必要である。そこで、適時・適量かつ省力的な圃場管理を産地スケールで広域的

に実現するために、各種の光学センサ搭載衛星等を用いた作物情報及び各種生産環境情報

のリモートセンシング技術を開発するとともに、それらのデータを施肥・防除等の作物管

理及び水管理等の農地管理に活用するための技術を開発する。 

農環研は今までもリモートセンシング研究をリードしてきており、基礎的な研究知見の

蓄積を多く有している。さらに、ここにおける 終目標となる内容は、ここまで紹介して

きたリモートセンシング技術の実利用における内容の延長線上にあり、先に紹介したとお

り農環研も青森県と共同で行ってきた実績がある。そこで、この SIP 課題「農業のスマー

ト化を実現する革新的な生産システム」のうち「高品質・省力化を同時に達成するシステ

ム」に対して、農環研を中心に、（地独）青森県産業技術センター農林総合研究所、山形県、

福井県農業試験場、茨城県農業総合センター農業研究所の農業試験場、農水省所管の独法
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として（独）農研機構 中央農業総合研究センター、（独）農研機構 九州沖縄農業研究セン

ター、衛星画像等を取り扱う民間企業として（一財）リモート・センシング技術センター、

宇宙技術開発（株）、農機具メーカとして（株）クボタおよびみのる産業（株）、大学とし

て（国）千葉大学と研究チーム（コンソーシアム）を組んで、社会実装を目指した研究開

発を進める予定である。 

 
シャルトルのベルナールやニュートンの言葉として「私がより遠くまで見渡せたとすれ

ば、それは巨人の肩の上に乗ることによってである。」というフレーズがよく知られている。

SIP では、コンソーシアムの皆で巨人の肩に乗り、さらにラジコンヘリを飛ばし、宇宙か

らも科学の目で見る。これだけ高く、多くの目を有して研究開発を行うのであるから、し

っかりと未来の農業を見据え、日本の農業に役立つものを確実に創出したい。 
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