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要旨：近年，無人航空機（UAV）を用いたリモートセンシング技術を放牧地の管理へ活用する期待が高まりつつある．
一方で，運用の安全性やデータ管理，画像データの解析方法など解決すべき課題が多く残されている．本稿では，放牧
地における UAVの活用に向けて，（1）UAVの応用場面と必要なカメラ（センサ）の要件を整理し，（2）UAV技術の発展
と放牧地での研究事例を紹介した後，（3）今後の課題について考察した．
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1.　はじめに

近年，無人航空機（UAV [unmanned aerial vehicle], 

もしくはドローンと呼ばれる）を活用した UAVリモー
トセンシング技術は，様々な分野でその応用への期待
が高まりつつある（Floreano and Wood, 2015）．特に
農業分野では，必要な時期に超高解像度画像（～数
cm）が取得可能で，低コストで運用が可能な UAVリ
モートセンシング技術の利用が急激に広まりつつある
（Zhang and Kovacs, 2012）．
農業生態系の中でも，草地（grassland）は他の作物
と異なり，地上の植物体（バイオマス）がそのまま家
畜の飼料となるため，リモートセンシングによる地上
部の草量や栄養価の診断が有効な対象である．さらに，
家畜のえさ場となる草地（放牧地）では，家畜の存在
によって植生の空間的なばらつき（不均一性）が大き
くなるため，時々刻々と変化する草資源量と牧草の栄
養価（飼料成分）を広域的かつ高頻度で把握する草地
診断技術が求められる．
これまでにも航空機や人工衛星から草地の種類の
判読・分類（Everitt et al., 2004; Li et al., 2011）や，雑
草の進入エリアの検出（Yang and Everitt, 2010），地
上部バイオマス（草量）や収量の推定（Moreau et al., 

2003; Kawamura et al., 2005）に関する試みが行われて
きた．しかし，空間分解能の低い衛星画像では複数草
種の判別は困難であり，また光学センサを利用した衛
星画像は雲の影響を含むため，必要な時期に画像を取
得できない等の問題を抱えていた．また航空機では，
気象の影響を避けて高解像度画像を取得することが可
能であるが，観測にかかる費用が高額なため，高頻度
に観測が必要な放牧地の管理への実利用は困難であっ
た．UAVの登場により，これまで困難であった草地
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の診断が可能となりつつある．
以上のように，UAVリモートセンシング技術を放
牧地の管理へ活用する期待が高まりつつある一方で，
運用の安全性やデータ管理，画像データの解析方法な
ど解決すべき課題も残されている．また UAVの利点
を放牧管理へ最大限活用するためには，その応用場面
とカメラ（センサ）の必要要件を正しく理解する必要
がある（川村ら，2018）．本稿では，まず放牧地の管
理に向けたドローンの応用場面と必要なカメラ（セン
サ）の要件を整理し，UAV技術の発展と応用事例を
紹介した後，今後の実利用に向けた課題と展望につい
て考察する．

2.　放牧管理におけるドローンの活用場面

2.1.　放牧管理とリモートセンシング

放牧管理とは，植物，動物，土地，そして経済効果
を基本単位として，最適な生産量を得るための放牧家
畜の操作技術のことであり，その本質的な目的は，家畜
の栄養要求量を満たす草量と栄養価の持続的な供給で
ある（大久保ら，1990）．この目的に対して，リモート
センシングによる草地診断は，草資源量を広域かつ定
量的に評価する技術として重要な位置を占める（図 1）．
他方，放牧行動が牧草の生産性に与える影響のよう
に，直接リモートセンシング情報から定量化が困難な
対象については，家畜に取り付けた各種センサ情報を
組み合わせたモデルにより間接的に推定が可能である
（Kawamura et al., 2005; Shiyomi et al., 2011）．放牧管理
では，図 1に示したように（1）リモートセンシング
による草地診断と（2）放牧家畜の行動情報を，（3）
気象等の環境情報も含んだ空間情報として統合・解析
し，農場の現況をリアルタイムで農家に情報を発信す
る包括的なシステムの開発が求められる．
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2.2.　応用場面とカメラ（センサ）の必要要件

草地診断に利用されるリモートセンシングのプラッ
トフォーム（人工衛星，航空機，UAV）とカメラ（セ
ンサ）は，対象のスケールと目的に必要な条件を満た

すための空間解像度やスペクトル分解能など様々な制
約をうける．表 1は，日本リモートセンシング学会
の問題生態系計測研究会（https://pers-rssj.jimdo.com/）
の活動の中で，各生態系における応用場面と，それら

図 1.　リモートセンシング（RS）と放牧家畜の空間情報を統合した放牧地の管理

表 1.　草地生態系におけるリモートセンシングの応用場面と必要条件，利用可能なセンサ，解析手法（川村・秋山 2012; 山野ら 
2011）．

応用場面
必要条件

利用可能なセンサー 解析手法
モニター範囲* 精細度** モニター周期*** 伝達時間****

草地間の収量評価 生態系－景観 1－3 週～季節 1日－1週 可視近赤外，ハイパースペクトル，熱赤外，SAR 反射，逆推定
草地間のタイプ判別・抽出 生態系－地域 1－2 月～季節 3日－1週 可視近赤外，SAR 反射，分類，判読
草地間の湿潤性評価 生態系－景観 1－3 月 1日 可視近赤外，熱赤外，SAR 反射，分類，判読
管理区画情報の更新 群落－生態系 1－2 月 1日 可視近赤外，SAR 反射，分類，判読
放牧草地内の草種判別 群落 0－2 月～年 3日 可視近赤外，ハイパースペクトル 反射，分類，判読
牧草生育ステージ判別 群落－生態系 0－3 日～週 1日 可視近赤外，ハイパースペクトル 反射，分類，判読
圃場内の牧草収量マッピング 群落 0－2 日～週 1日－1週 可視近赤外，ハイパースペクトル 反射，逆推定
圃場内の牧草栄養価マッピング 群落 0－2 日～週 1日－1週 可視近赤外，ハイパースペクトル 反射，逆推定
混播草地内のマメ科率推定 群落 0－2 日～週 1日－1週 可視近赤外，ハイパースペクトル，偏光 反射，分類，判読
牧草越冬状態 群落 0－1 春 1日 可視近赤外，ハイパースペクトル 反射，分類，判読
土壌水分 群落－生態系 1－3 日 1日 熱赤外，SAR 分類，判読
雑草の抽出 群落 0－1 週 0.5-1日 可視近赤外，ハイパースペクトル 分類，判読，閾値処理
草原火災 生態系－景観 1－3 時～日 即時－0.5日 熱赤外 判読，閾値処理
昆虫発生 生態系－景観 0－1 日 即時－1日 可視近赤外，ハイパースペクトル，熱赤外 判読，閾値処理
病気発生 群落－生態系 0－1 日 即時－1日 可視近赤外，ハイパースペクトル，熱赤外 判読，閾値処理
放牧家畜の行動マッピング 群落－生態系 1－3 日～週 1日 可視近赤外，熱赤外 判読，分類
　　*観測の空間的広がりに相当．群落，生態系（5–50 km2），景観（50–500 km2），地域（500–5000 km2）から選択．
　**空間解像度に相当．10の n乗（m）から選択．
　***データ取得周期，回帰日数に相当．
****データ取得から処理・加工・情報化を経て提供にかかる時間に相当．観測時点からのちどれぐらいの時間内にユーザの手元に届ける必
　　要があるか．
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図 2.　イタリアンライグラス採草地における葉面積指数（LAI）と草量（BM）の空間分布と対象圃場の標

高（DEM：Digital Elevation Model）：追肥直後（DOY105）と 1 週間後（DOY112）（Fan et al., 2018）

のモニター範囲（観測の空間的広がり），精細度（空
間解像度），モニター周期（データ取得周期，回帰日数）
をとりまとめた資料（山野ら，2011）から，草地生態
系について情報を抽出したものである（川村・秋山，
2013; 川村ら，2018）．UAVを利用することで，これ
まで衛星画像では困難であった群落スケールを対象と
した草地診断が可能になりつつある．

2.3.　草地における UAV 活用の事例

図 2は，UAVの超高解像度画像情報を活かして，広
島大学附属農場（以下，広大農場）の傾斜地に立地す
るイタリアンライグラス（Lolium Multiflorum Lam.）
採草地の葉面積指数（LAI）と地上部草量（BM）の
分布を示したものである（Fan et al., 2018）．イタリア
ンライグラスは，冬季の家畜飼料用に国内外で広く利
用されている冬作の飼料作物である．日本国内の草地
は，傾斜地に立地していることが多く，その栽培管理
の問題点として肥料流出等による圃場内の生育のばら
つきが挙げられる．広大農場の例でも， 2016年 4月
15日の施肥直後（Days of year（DOY）105）の草量は
均一に分布しているが，1週間後（DOY112）には傾
斜下部で草量が大きくなっていることがわかる．これ

は，施肥後の降雨の影響で，図 2（d）の標高（DEM）
で示した斜面に沿って肥料が流れてしまったことによ
るものと推察される．特に当該地域の土壌は，肥料が
流れやすいマサ土であることから，その影響が大きい．
また，前述のように，放牧地の管理には，草量な
どの植物体情報に加えて，放牧家畜の行動情報の観
測も必要である．これまでにも放牧期間中の家畜に
GPS首輪や加速度計などのセンシング機器を取り付
け，その空間的な分布や移動距離（Ganskopp, 2001; 

Kawamura et al., 2005; 渡辺・須藤，2017），採食行動
や排泄行動などの活動情報（渡辺ら，2013; Betteridge 
et al., 2010; Watanabe et al., 2008; Yoshitoshi et al., 2013）
を連続的に観測する小型の機器が開発されている．図

3は，広大農場の放牧地（面積 1.4 ha）に黒毛和種牛
4～9頭を 2015年 4月 27日～7月 9日に放牧し，その
前後で UAV空撮した画像から推定した草量とその差
分の分布を示したものである（Kawamura et al., 2017）
放牧期間中の牛の空間分布との関係を比較するため，
渡辺・須藤（2017）が開発した GPS首輪を取り付け
た牛 3頭の位置情報の分布も示した．放牧期間中の牛
の空間分布は，水のみ場が設置されている場所を中心
として，圃場の南側部分を多く利用していた．これに
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対応して，草量の差分も南側で負の値を示すエリアが
多く分布し，北側のエリアでは草量が増加している傾
向が示された．これらの情報を活用して，牛が圃場内
を全面的に利用するためには，水のみ場の位置やフェ
ンスの配置を移動して強制的に実利用エリアを拡大す
るように操作することも考えられる．以上のように，
UAV画像から得た草量情報に家畜の行動情報を組み
合わせることで，放牧管理において有用な情報を提供
することが可能である．

3.　UAV を活用した放牧管理の課題と展望

3.2.　UAV 技術の発展

上述のように，近年，安価で小型の UAV機器が登
場したことで，容易に圃場の超高解像度画像データを
取得することが可能になった（田中・近藤，2016）．
これらの機体には，GNSS（Global Navigation Satellite 

System），ジャイロ・加速度センサなどのMEMS（Micro 

Electro Mechanical Systems）デバイスを搭載すること
で安定した飛行が可能である．特に近年，小型 UAV

市場において，2012年に安価でパッケージ化された
DJI社の Phantomシリーズが登場したことで，これま
で研究利用に限られていた UAV空撮技術は，一般農
家圃場での応用も可能になりつつある．
これら UAVリモートセンシング技術の発展の背景に
は，Structure from Mortion（SfM）やMulti-View Stereo- 

photography（MVS）を含む三次元モデリングソフト
ウェアの貢献も大きい（Sona et al., 2014）．UAV空撮
では，圃場サイズ（面積）によっては，数百枚から千
枚を越える画像を用いることになるが，これらのソフ
トウェアを用いることで，容易に画像のカメラ位置を
推定し，3次元点群とオルソ合成画像の作成が可能で
ある．代表的なソフトウェアとしては，Agisoft社の
Photoscan（http://www.agisoft.com/）や Pix4D（https://

pix4d.com/）があげられる．

3.2.　放牧管理への活用に向けた課題

以上のような技術の発展と安価な小型 UAV機体の
登場により，放牧地の管理においても圃場の空撮画像
を容易に取得できるようになった．しかし，大型機に
比べて連続飛行時間や積載重量の制限が大きく，搭載
可能なマルチスペクトル及びハイパースペクトルカメ
ラは高額なため，その利用は限られる．代表的なマ
ルチスペクトルカメラとしては，Parrot社のセコイア
（Sequoia）やMicaSense社のレッドエッジ（RedEdge）
があげられるが，これらの価格は 3500USドルと
4900USドルで，小型 UAVの機体よりも高額である（価
格は原稿執筆時：2018年 4月）．さらに，UAV空撮画
像データを解析するためには，上述の 3次元モデリ
ングソフトウェアと，データの保存と解析に十分なス
ペックを要したハイパフォーマンスコンピュータが必
要になる．これらの解析環境の初期投資には 100万円
前後が必要であることから，大規模農家を除く多くの
場合は，市町村もしくは農協などの行政単位もしくは
企業単位での運用が現実的であると考える．
実際の UAVの運用にあたっては，まず事故の危険

性を回避することが最も重要な課題である．そのため
には，UAVの関連法規に従った安全な運用に加えて，
操縦者側の UAVに関する知識と技術の向上に対する
理解と努力が求められる．また，実利用にあたっては，
草地診断を行うための飛行条件や解析方法などの標準
化も必要である．これまでに，様々な作物を対象にし
て，異なる UAV機体とカメラ（センサ），飛行方法，
解析手法を用いた研究成果が報告されている．その一
方で，Mesas-Carrascosa et al.（2015）は，精密な圃場
管理に向けて最適な UAV観測方法（飛行高度，飛行
経路など）を抽出しようとする試みも行われている．
一般農家の放牧地への実利用には，応用場面ごとに必
要要件を満たした統一的な機材と解析方法による標準
法の確立が望まれる．

図 3.　UAV 空撮画像から推定した放牧地の草量と GPS 首輪を取り付けた牛の空間分布：（a）放牧前，（b）放牧後，（c）放牧前

後の差分，（d）牛の GPS 位置情報（Kawaramura et al., 2017 改図）
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4.　まとめ

放牧地の管理において，UAVリモートセンシング
技術の需要は，今後もますます大きくなることが予想
されるが，その利点を最大限活用するためには，まず
対象とする応用場面とカメラ（センサ）の必要要件の
正しい理解が必要である．小型 UAVが得意とするの
は，小規模な草地（～数 ha）であり，大規模（>数
km2）な草地生態系の観測には向かない．対象の空間
スケールに適した航空機もしくは人工衛星の使用を検
討すべきである．UAVの運用にあたっては，安全性
に最大限配慮し，行政単位もしくは企業単位での運用
が現実的である．そのためには，統一された機材と解
析を用いた標準法の確立が課題である．
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Pasture management using unmanned aerial vehicles and challenges  

for their application

 Kensuke Kawamura*1), Jihyun Lim
2), Rena Yoshitoshi

2) and Nariyasu Watanabe
2)

Abstract : Currently, unmanned aerial vehicles (UAVs) based remote sensing technology is receiving huge attentions for 
their utilization in pasture management. However, there are still some challenges to consider, such as operation safety, data 
management, and analytical method of image data. In this study, in order to explore the potential usefulness of UAV in pasture 
management, the following subjects were discussed: (1) the usage situation in pasture management and the camera (sensor) 
requirements, (2) the current advances in UAV technologies and examples of research in pasture, and (3) the issue to be solved 
in future.
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