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１．事業の背景・目的及び内容 

（１）事業の背景と目的 

由仁町の農家戸数及び農業就業人口は年々減少を続け、農業従事者の高齢化が進行す

るともに、後継者のいない農家の割合も高い水準となっており、産地の生産基盤が脆弱

化している。 

それに加え、新型コロナウィルスの感染拡大による大幅な需要減と、価格下落などの

深刻な経済的問題が発生した。 

このような状況の下、農村での農業経営を持続的に維持・発展させていくためには、ド

ローン等の先端技術を活用した「スマート農業」の現実的な実践導入により、省力化や生

産性の向上、高品質の農産物生産を図っていくことが必要である。 

本事業では、スマート農業の本格的な現場実装に向けた取組を進めるため、自動操舵 

小型無人機航空機「ドローン」を活用した安全性確保とその効果的な使用等の実証実験

を行った。 

本実証実験の成果によって、由仁町に適したスマート農業の現場実装の推進、拡大を

進めるとともに、検証実績のない由仁町と同じ農業生産体系及び課題を持つ北海道の他

自治体などにおいて本実証実験内容を活用した取組を還元させることにより、北海道の

水田地帯におけるスマート農業の推進を図ることを目的として実施した。 

 

（２）事業の内容  

表１に実施概要を示す。由仁町内において、北海道の水田地帯において検証実績のな

い自動操舵小型無人機航空機「ドローン」による農薬散布の安全性の確保策及びドロー

ンセンシングを用いた効率化と生産性の高位安定について検証した。 

 

表１ 実施概要 

実施時期 令和２年６月～令和４年２月 

実施場所 由仁町内農地（中山間地及び平坦地） 

【具体的な調査実施項目】 

① 自動操舵ドローン使用時の作業時間効率（現行設備との比較） 

② 実証調査対象圃場での自動操舵の安全性と作業効率 

③ 
センシングによる抽出ＮＤＶＩデータ検証（将来のポイント追肥などの対

処処置につながるものとして） 
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２．研究会議の開催 

 実証事業の実施にあたっては、スマート農業等の先端技術の活用を加速される取組の推

進を図ることを目的に、由仁町産業振興課、町内農業者、農業関係機関及び農業関係機械業

者で構成・設立した「由仁町スマート農業加速化調査研究会」を調査研究組織として実施し

た。 

 実証事業の実施に関する協議を行うことを目的に、研究会会議を開催した（表２）。 

 

表２ 研究会議開催日及び協議事項 
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３．想定効果及び課題 

（１）想定効果 

①作業工数低減 

今回の実証調査は、現在、国内で販売されている最新の自動操舵ドローンを用いるも

のである。従来は、スプレーヤー（トラクター牽引型散布機）やラジコンヘリコプターを

利用していた。 

前者は時速 2km 未満の走行に加え、数千リットルの水を補給することから全作業時間

が大きくなる。 

後者は通常３名体制での作業となり、スプレーヤーに比べ、作業時間は短縮されるも

のの人員数が増加する。 

これに対し、自動操舵ドローンは１名での作業が可能であり、ラジコンヘリコプター

と同等の作業速度が実現可能なものである。 

そのため、同ドローンによる農薬散布は、従来の散布作業と比較して大幅に作業量を

低減できるものと考えられる。 

 

②コスト低減 

①の工数由来のコスト低減の他に、トラクターを利用しないことによる燃料費、スプ

レーヤーを利用しないことによる水道費の低減が考えられる。 

 

（２）導入に当たっての想定課題 

①イニシャル（準備・調整）作業工数増加 

町内における実例がなく、初の自動操舵ドローンを使用しての活動であるため、設定

及び作業方法など不慣れな作業から生ずる工数増加が考えられる。 

 

②使用薬剤の制限による選択肢限定によるリスク 

無人航空機での農薬散布可能な薬剤が登録法で限定されているため、既に実績効果の

ある薬剤が使用できないなどのデメリットが考えられ、収量や工数に影響する事が考え

られる。 
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４．現地実証 

４．１．使用機材及びソフトウェア 

（１）令和２年度利用 

令和２年度実証調査に（作業の安全性と工数低減・モニタリングによる収量相関）で使

用した機材及びソフトウェアは表３のとおりである。 

 

表３ 令和 2 年度使用機材及びソフトウェア 

 

  

 下記に各項目の内容を示す。 

①AGRAS MG-1S Advance 諸元及び外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

No . 項目 区分 メーカー 品名品番 参照URL

① 農薬散布 ハードウェア DJI Japan AGRAS　MG-1S Advance https://www.dji.com/jp/mg-1s-advanced

② ハードウェア DJI Japan Phantom4 PRO V2　+　RTK https://www.dji.com/jp/phantom-4-pro-v2

③ DJI Japan Fields・Mapper　+　RTK

https://www.pix4d.com/jp/product/pix4dfields

https://www.pix4d.com/jp/product/pix4dmapper-

photogrammetry-software

④ DJI Japan Terra https://www.dji.com/jp/dji-terra

モニタリング
ソフトウェア

項目 内容

総重量 9.8 kg (バッテリー含めず)

標準離陸重量 23.8 kg

最大離陸重量 24.9 kg（海抜）

最大推力重量比 1.70（離陸重量23.8 kg時）

電源バッテリー 指定のDJIバッテリー（MG-12000P）

最大消費電力 6400 W

ホバリング消費電力 3800 W（離陸重量23.8 kg時）

22分 (@12000 mAh & 離陸重量13.8 kg時)

9 分 (@12000 mAh & 離陸重量23.8 kg時)

最大動作速度 7 m/s

最大飛行速度 12 m/s (P & F モード、GPSあり)、15 m/s (Aモード)

運用限界高度 (海抜） 2000 m

推奨動作温度 0～40°C

ホバリング時間*

* ホバリング時間は、風速 3m/s未満、海抜約0mで測定。
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②Phantom4 PRO V2 + RTK 諸元及び外観 

 

③Fields・Mapper + RTK 

 ドローンで取得された複数枚の画像を 1 枚にまとめ（オルソ化）、これを NDVI 画像に変

換を行うソフトウェアである。 

 

図１ ソフトウェア解析画面例 

 

項目 内容

離陸重量 1391 g

対角寸法 350 mm

運用限界高度（海抜） 6000 m

最大上昇速度 6 m/s（自動飛行）、5 m/s（手動制御）

最大下降速度 3 m/s

50 km/h（P-モード）

58 km/h（A-モード）

最大飛行時間 約30分

動作環境温度 0° ～ 40℃

2.400 GHz ～ 2.483 GHz（欧州、日本、韓国）

5.725 GHz ～ 5.850 GHz（米国、中国）

2.4 GHz

CE （欧州）/ MIC（日本）/ KCC（韓国）：< 20 dBm

5.8 GHz

SRRC（中国）/ FCC（米国）/ NCC（台湾、中国）：< 26 dBm

RTK有効時で正常に動作中：

垂直方向：±0.1 ｍ、水平方向：±0.1 m 

RTK無効時

垂直方向：±0.1 mビジョンポジショニングあり）、

±0.5 m（GNSS測位あり）

水平方向：±0.3 m（ビジョンポジショニングあり）、

±1.5 m（GNSS測位あり）

最大飛行速度

動作周波数

伝送電力（EIRP）

ホバリング精度範囲
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④Terra 

 ドローンの飛行計画を作成するために利用するソフトウェアである。 

 

図２ 飛行経路画面例 

 

（２）令和３年度利用 

令和３年度実証調査に（作業の安全性と工数低減・モニタリングによる収量相関）で使

用した機材及びソフトウェアは表４のとおりである。 

令和２年度に用いた機材・ソフトウェアに追加を行っている。 

機 材 と し て 、 農 薬 散 布 に Advance AGRAS T20 、 モ ニ タ リ ン グ に Phantom4 

Multispectral+ RTK、ソフトウェアとして、GS Pro の追加を行っている。 

  機材追加の理由としては、表 4②AGRAS T20 については、表３①の AGRAS MG-1S 

Advanced に比べ、散布幅および積載可能量が増加しており、更なる作業効率化向上を狙

い更新したものである。 

表 4④Phantom4 Multispectral+ RTK は、農業用画像収集のために開発された機体で、

RGB カメラ 1 台と、ブルー／グリーン／レッド／レッドエッジ／近赤外線の帯域の 5 台

のマルチスペクトル カメラアレイで情報収集します。またドローン上部に統合されてい

るスペクトル日照センサーが太陽放射照度を捉えることにより、日照条件による画像デ

ータの差異を最小限にすることが可能になっており、撮影条件における均一化を目的と

したものである。 

ソフト追加の理由としては、表４⑤Terra は OS が windows あるいは Mac であったた

ため、ノート PC で使用せざるを得ず、連続撮影も 2～３時間程度であったのに比べ、表

４⑥GSPro は iOS や Android に対応しているため、タブレット使用が可能であり、電源

供給が車両やモバイルバッテリーから可能になるため、飛行計画ソフトが原因での飛行

時間制限が発生しないための目的での追加である。 
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表４ 令和３年度使用機材及びソフトウェア 

 

 

 下記に令和３年度で追加を行った機材とソフトウェアの内容を示す。 

 

②Advance AGRAS T20 諸元及び外観 

 

③Phantom4 Multispectral+ RTK 諸元及び外観 

 

 

項目 内容

離陸重量 1487 g

対角寸法（プロペラを含まず） 350 mm

運用限界高度（海抜ゼロ地点） 6000 m

最大上昇速度 6 m/s（自動飛行）、5 m/s（手動制御）

最大下降速度 3 m/s

最大飛行速度 50 km/h（Pモード）、58 km/h（Aモード）

最大飛行時間 約27分

動作環境温度 0℃ ～ 40℃

動作周波数 2.400 GHz ～ 2.483 GHz（欧州、日本、韓国）

5.725 GHz ～ 5.850 GHz（その他の国／地域）[1]

伝送電力（EIRP） 2.4 GHz：< 20 dBm (CE / MIC（日本）/ KCC)

5.8 GHz：< 26 dBm (FCC / SRRC / NCC)

ホバリング精度範囲 RTK有効時、正常に機能している場合：

垂直方向：±0.1 m、水平方向：±0.1 m

RTK無効時：

垂直方向：± 0.1 m（ビジョンポジショニング使用時）、±0.5 m (GNSSポジショニング使用時)

水平方向：± 0.3 m（ビジョンポジショニング使用時）、± 1.5 m (GNSSポジショニング使用時)

画像位置補正
カメラ6台のCMOSの中心と、オンボードD-RTKアンテナの位相中心の相対位置がキャリブレーショ

ンされ、各映像のEXIFデータに記録されます。

単一周波数 高感度GNSS GPS + BeiDou + Galileo[2]（アジア）、GPS + GLONASS + Galileo[2]（その他の地域）

マルチ周波数マルチシステム高精度RTK GNSS 使用される周波数

GPS：L1/L2、GLONASS：L1/L2、BeiDou：B1/B2、Galileo[2]：E1/E5

第一固定時間：< 50 s

測位精度：垂直 1.5 cm + 1 ppm (RMS)、水平 1 cm + 1 ppm (RMS)

1 ppmは、1 kmの移動で1 mmの増加を伴う誤差のことです。

速度精度：0.03 m/s

項目 内容

総重量（バッテリーを除く） 23.1 kg

標準離陸重量 44.6 kg

最大離陸重量 45.5 kg（海抜ゼロ地点）

最大推力重量比 1.78（離陸重量45.5 kg時）

ホバリング精度（強GNSS信号） D-RTK有効時：

水平方向：±10 cm、垂直方向：±10 cm

D-RTK無効時：

水平方向：±0.6 m、垂直方向：±0.3 m (レーダーモジュール有効時：±0.1 m)

RTK/GNSS 動作周波数 RTK：GPS L1/L2、GLONASS F1/F2、BeiDou B1/B2、Galileo E1/E5[1]

GNSS：GPS L1、GLONASS F1、Galileo E1[1]

最大消費電力 8000 W

ホバリング消費電力 6000 W（離陸重量45.5 kg時）

ホバリング時間[2] 15分（18000 mAhバッテリーで離陸重量29.5 kg）

10分（18000 mAhバッテリーで離陸重量45.5 kg）

最大傾斜角度 15°

最大動作速度 7 m/s

最大飛行速度 10 m/s（強GNSS信号）

最大風圧抵抗 8 m/s

運用限界高度（海抜ゼロ地点） 2000 m

推奨動作温度 0～40°C
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⑥GS Pro 

 ドローンの飛行経路作成に用いるソフトウェアである。 

 
図３ 飛行経路作成画面例 
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４．２．農薬散布及び散布作業調査 

（１）導入前後の工数の作業調査方法 

農薬散布に関する工数及びコストの比較検証として、以下の手順で行った。 

 

①比較項目の決定 

使用機材、薬品、水など、散布に必要な道具・準備品の内容、工数の比較には必要と定

めた。これに基づき表５に示す調査書に具体的データの記録を行った。  

 

表５ 調査書 

作業時間比較調査書【液剤】 

区分 作業内容 

ドローン導入前  ドローン散布  
工数の差 

(効果時間) 
時間 人数 工数  時間 人数 工数  

農薬散布事前

準備 

機体メンテナ

ンス 
         

薬剤積込・貯水          

バッテリー充

電 
         

移動 
機体積込・トラ

ック移動 
         

農薬散布 

ha          

ha          

ha          

移動 
機体積込・トラ

ック移動 
         

農薬散布事後

作業(片付け

段取りなど) 

撤収(清掃込)          

 合計          

 

【ドローン散布で感じた課題】 

 

 

②昨年までの散布方法の整理 

  使用機材による効果を把握するため、①の項目について従来手法でどの程度の工数を

要しているかの状況を把握するために情報を取得した。 

 

③実証時のデータ取得 

  ①の項目について、新たな機材を利用した場合の工数を取得した。 

 

④効果の把握 

  ②、③の情報を比較検討し、効果を把握した。 
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（２）農薬散布 

（２） １ 令和２年度実績 

  令和 2 年度の農薬散布については、下記に示す日時で実施した。また、利用機材は、

AGRAS MG-1S となる。 

 

表６ 令和 2 年度農薬散布飛行実績（古山地区） 
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図４ ドローン農薬散布飛行経路（古山地区） 
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表７ 令和２年度農薬散布飛行実績（中三川地区） 
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図５ ドローン農薬散布飛行経路（中三川地区） 
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（２） ２ 令和３年度実績 

  下記に令和３年度の飛行実績を示す。本年度は散布ドローンについては、Advance 

AGRAS T20（T20）を用いている。 

 

表８ 令和３年度農薬散布飛行実績（古山地区） 
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図６ ドローン農薬散布飛行経路（古山地区） 

 

  



16 

表９ 令和３年度農薬散布飛行実績（中三川地区） 

 

 

図７ ドローン農薬散布飛行経路（中三川地区） 
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表 10 令和３年度農薬散布飛行実績（岩内地区） 

 

 

図８ ドローン農薬散布飛行経路（岩内地区） 
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表 11 令和３年度農薬散布飛行実績（川端地区） 

 

図９ ドローン農薬散布飛行経路（川端地区） 
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（３）導入効果の検証 

（３） １ 令和２年度における検証 

（３） １ １ 作業における変化 

①作業工数の変化 

調査票における作業項目別に対象農家（２名）の作業時間総計（各人員の作業時間の

総計）での比較を行うことで地域平均の値とした（表 12）。 

ドローン導入前は、スプレーヤー（トラクター牽引）若しくはハンドスプレー機により

作業を行っていた。また、農薬散布前準備と農薬散布には、複数名（２～３名）で対応し

ていた。 

ドローン導入後では、移動、農薬散布において人員の削減がなされている。また、作業

時間においては、いずれの区分でも削減がなされている。そのため、人員削減が行われ、

かつ、作業時間が減じた区分については、大きな工数削減効果（工数＝時間×のべ人数）

となった（移動、農薬散布）。 

農薬散布作業全体において、ドローン導入後は導入前と比較して、工数が 375.7 時間

となり、減少率では 63.0％となることから、大幅な作業工数低減となった。 

 

ア．農薬散布事前準備 

ドローン導入前は、タンクへの水の補給や車両の燃料補給に多くの時間が必要であっ

たが、導入後はこれらの時間が減少した。これは、空中散布の場合には、希釈率が高くな

るため必要とする水量が少なくなるためである。 

一方、導入後は、バッテリーの充電が新たな作業として必要となった。ただし、充電に

作業者が立ち会う必要がないことから大きな影響は与えないと考えられる。 

 

イ．圃場までの移動（往復） 

ドローン導入前は、散布車両（トラクター類）で圃場まで移動するか、運搬車両にハン

ドスプレー機を積み込み移動していた。 

散布車両の移動時の走行速度は時速20km以下であり、導入後は、運搬車両に積み込み、

移動可能となったため、移動時間の削減が達成された。 

 

ウ．農薬散布 

ドローン導入前は、散布車両若しくは人による農薬散布であった。散布車両では作業

幅を大きく取れるものの作業速度は時速2km以下である。また、人による場合にも時速

4km以下となり、作業面積が小さいものとなる。 

導入後は、プロポへの圃場登録作業を含めても、ドローンの飛行速度が最大時速40km

程度まであることから、導入前の手法に比べ、散布作業の時間が大幅に減少した。 
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エ．農薬散布事後作業(片付け段取りなど) 

片付けに関しても、準備同様に大きな薬剤タンクの洗浄や車両の洗浄などの作業が不

要である。ドローンにおいても洗浄は必要であるが、洗浄面積が小さいことから作業時

間の短縮となった。 

 

表 12 ドローン導入前後作業時間比較（令和２年度）
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②工数削減による人件費の変化 

  ①の結果を受け、人件費（マンレート）を乗じて換算したものが表 13 となる。 

マンレートについては、農林水産省スマート農業加速化実証事業で用いられている農

業者の時給 1,500 円を用いて試算した。 

 

表 13 ドローン導入前後工数変化による人件費比較（令和２年度）

 

  農薬散布においては、工数の削減により大きな金額の削減が可能であることが明らか

になった。作業全体して、従来の 41 万円程度から約 26 万円の人件費削減効果があるこ

とが明らかとなった。 

 

③定性的効果 

これまでの農薬散布では、移動を除くすべての工程で人体に薬剤がかかるなどの危険

性やその対応への負担があった。また、重量物の運搬もなくなったため、この点において

も作業者への心身への負担は軽減された。 

ドローン導入前は、車両や人の手による散布作業では直線走行や、ノズル詰まりの確

認など、オペレーターが目視で確認し、操作していく必要があり、農薬散布エリアもむら

が発生する場合もあった。 

ドローンの自動航行による農薬散布においても、オペレーター自身での目視は必要で

はあるが、薬剤切れ、作業進捗のアラートなどが設定されていることから、オペレーター

の負担軽減にも効果があった。 
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また、農薬散布記録（日時・場所・散布ルート・薬剤・衛星受信状態など）も自動的に

プロポ及びクラウド上に保存されるため、農薬散布実績報告書作成においても、負担軽

減と散布管理にも役立てることができた。 

 

（３） １ ２ 機械経費の変化 

①ドローン導入費用 

ドローンの導入には、ドローン機材の費用に加え、操縦を行う者に対して、講習費用

（オペレーティングライセンス費）が必要となる。 

表 14 に農業用設備に係る耐用年数を示す。農薬散布に用いるドローンは防除用機具に

該当するため耐用年数は 7 年となる。 

 

表 14  農業用設備に係る耐用年数

 

 上記のことから、本実証で用いたドローン機材費の減価償却費を試算すると下記となる。 

 2,149,583 円÷７年＝307,083 円／年 
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②ドローン導入による経費変化 

ドローン導入による経費低減には、以下の４項目で削減が見込まれた（表 15）。 

 

表 15 ドローン導入前後経費比較（単位：円）

 

ア．水道料 

薬剤の希釈用とタンク洗浄などに関わる水道の利用が減り、金額にして13,514円の削

減となった。 

ドローンの清掃にも水道を利用するものとなるがバケツ１杯程度でのものとなりカウ

ントが困難となることから水道料金は不要として試算した。 

 

イ．燃料費と電気代 

スプレーヤーの動力燃料は軽油で、導入後は、農薬散布で使用する軽油燃料の使用は

無くなった。このため、効果金額はマイナス238,120円の大幅な削減となった。 

また、ドローン散布で使用する燃料は、ガソリン（バッテリー充電用の発電機の燃料）、

圃場までの移動で使用する軽トラックなどのガソリン代となる。 

これらについても、従来に比べ、238,120円の経費削減となっている。一方、発電機以

外での電気利用も含めると電気料料金が720円の増加となる。 

 

上記、経費削減効果を包含すると経費全体で、250,914円の削減となった。 

 



24 

（３） ２ 令和３年度における検証 

（３） ２ １ 作業における変化 

①作業工数の変化 

  令和２年度と同様に工数の比較検証を行った。 

ただし、令和３年度については、農薬散布において性能向上が見込まれる新たな機材

（AGRAS T20）を用いている。 

AGRAS MG-1S Advanced は、最大離陸容量が 24.9kg に対し、AGRAS T20 は 45.5kg

となり、2 倍近くの容量となる。 

これにより、一度のフライトでの作業面積を拡大することが可能となると考えられる。

また、対象農家を２名加え検証を行った。 

前年度と比較し、減少率は 63.0%→59.３%と低い結果となった。 

これの大きな要因として、農薬散布事前準備の減少率が前年度より低いこと、農薬散

布事後作業（片付け段取りなど）の時間が増加したことが挙げられる。 

これについては、追加した対象農家がドローン利用の初心者であり、これらの作業に

時間を要したためであると考えられる。 

一方、機体性能の向上により、農薬散布については、減少率が 63.8%→70.4%と増加し

ている。 

  これらのことから、利用農家が習熟した場合には、前年度よりも工数減少が大きなもの

となることが予測される。 

 

表 16 ドローン導入前後作業時間比較（令和３年度）
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【再掲】表 12 ドローン導入前後作業時間比較（令和２年度）

 

ア．農薬散布事前準備 

前年度に比べ減少率が低い結果となった。これは、新たに加わった農業者において、ド

ローン作業が初めてのため、準備に時間を要したためである。 

 

イ．圃場までの移動（往復） 

移動時間については、往路は令和２年度と同様であるが、復路について削減率が減少

している。これは、新たに加わった農業者において、導入前の作業人数の違いにより、減

少率が少なくなったものと考えられる。 

 

ウ．農薬散布 

農薬散布については、前年度に比べ減少率が大きくなっている。これは、積載容量が増

えたため、一度の充電で飛行可能となる面積が増大したためと考えられる。 

 

エ．農薬散布事後作業(片付け段取りなど) 

片付けに関しても、アと同様新たに加わった農業者において、ドローン作業が初めて

のため、準備に時間を要したためである。 
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②工数削減による人件費の変化 

  前年度同様に①の結果を受け、人件費の変化について、下記に整理を行う。 

前年度に比べ、工数減少率が低くなったため、人件費削減効果は下回るものの、削減効

果としては約 60％の削減となった。 

前述のように農薬散布の減少率が高まっていることから、利用農家の習熟が高まるこ

とで、効果は前年度と同等以上の成果が見込まれる。 

 

表 17 ドローン導入前後工数変化による人件費比較（令和３年度）

 

【再掲】表 13 ドローン導入前後工数変化による人件費比較（令和２年度）
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（３） ２ ２ 機械経費の変化（ドローン導入費用） 

ドローンの導入には、ドローン機材の費用に加え、操縦を行う者に対して、講習費用

（オペレーティングライセンス費）が必要となる。令和３年度においては、新たな機材を

導入したことから、これに係る経費を算出する。 

表 14 に示した防除用機具として、耐用年数を 7 年として試算した。 

 

【再掲】表 14  農業用設備に係る耐用年数 

７ 

 

 上記のことから、本実証で用いたドローン機材費の減価償却費を試算すると下記となる。 

3,180,000 円÷７年＝454,286 円/年 
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４．３．標準化 
 ドローンによる農薬散布の有効性を確認できた。 

しかし、ドローンスクールでは学習できない圃場毎での実散布において、初めて遭遇する

事象も数多く遭遇した。 

例えば、効率や安全性を考え、メーカーやスクールでは、手動で行うように指導される変

形地での枕地のみの農薬散布を、自動航行で行うことができる圃場設定や、薬剤の粒の大き

さ毎に最適な粒剤散布の各設定などがある。 

これらのある意味特殊な設定は、通常のメーカーマニュアルや、スクールの教本には記載

がない。 

今回、これらを由仁町スマート農業加速化調査研究会の標準マニュアルとして作成し、会

員にて供給していくこととし、次年度以降も随時更新していくこととする。 

 

  

目次 

１ 圃場登録 

・頂点登録 

・障害物 

・ルート 

２ 散布設定【粒剤】 

３ 散布設定【液剤】 

４ 散布実施 

   散布時の標準設定 

   粒剤設定条件 
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５．モニタリング 

 モニタリングにおいては、近年リモートセンシングによる植生活況化指数（NDVI）画像

を基に作物の生育状態を判別し、収量予測や、さらには生育不良箇所に追肥を行う際の指標

とすることが行われている。 

 リモートセンシングには、人工衛星を用いるもの、ドローンのような空中写真を利用する

ものといった手法がある。 

前者は広域情報を得ることができるものの、曇天時には情報を得ることができないこと、

解像度が数 m 程度となり、初期生育時には作物よりも土壌の情報に左右されるといった課

題がある。 

 一方ドローンでは、撮影範囲が人工衛星に比べ小さくなるが、曇天時でも計測可能であ

り、かつ解像度が高いため、土壌の影響を受けにくい解析が可能であるといったメリットが

ある。  

 本実証では、ドローンを用いたセンシングから得られる NDVI 画像の有効性について検

証を行った。 

 

５．１ 令和２年度検証 

（１）対象経営体 

モニタリング（ドローンによる圃場の情報収集及び解析）対象経営体は、以下の３経営

体とした。経営体Ａと経営体Ｂは、既に農薬散布ドローンを令和２年から導入済みであ

り、経営体Ｃは令和３年に導入が決定している。 

 

表 18 対象経営体概要 

経営体Ａ（法人） 
・耕作面積：約 40ha 

・生産作物：水稲、小麦、大豆、馬鈴薯など 

経営体Ｂ 
・耕作面積：約 30ha 

・生産作物：水稲、小麦、キャベツ、玉ねぎ 

経営体Ｃ（法人） 
・耕作面積：約 25ha 

・生産作物：水稲、小麦、大豆など 

 

（２）対象作物と圃場 

モニタリングを実施する対象の圃場と作物は、表 19 の合計 1,030a とした。なお、経

営体Ｃについては、令和３年度に農薬散布ドローンを導入する事が決定しているため、

導入前後の比較が可能と考え、対象経営体として選定しているものである。 

対象作物は「ゆめぴりか」の水稲圃場とした。 
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表 19 モニタリング対象圃場及び作物名 

経営体名 地区 面積（a） 作物 

経営体Ａ 
由仁町古山① 30   水稲(ゆめぴりか) 

由仁町古山② 280   水稲(ゆめぴりか) 

経営体Ｂ 
由仁町山桝 225   水稲(ゆめぴりか) 

由仁町中三川 250   水稲(ゆめぴりか) 

経営体Ｃ 由仁町岩内 245   水稲(ゆめぴりか) 

合計 1,030   

 

（３）モニタリング・サンプリング実施計画 

モニタリング、現地サンプリングの実施期間と実施項目については、表 20 のとおりと

して実施した。 

 

表 20 モニタリング・現地サンプリング実施計画表 
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（４）モニタリングの手順 

  モニタリングについては、以下の手順で実施した。 

 

① 同一日程に対象圃場で撮影を実施する。 

 

② 撮影条件（TERRA・RTK）設定は変更せず、同一条件で撮影する。 

 

③ 撮影時には、以下の項目をエビデンスとして記録する。 

 ・時刻 

 ・天候（天気、気温、風速） 

 ・圃場の状態（露の有無など） 

 

④ 解析（Pix4D などの解析ソフト）条件は変更せず、同一条件で解析する。 

 

また、対象圃場の撮影には、「DJI Phantom4 PROV2・Phantom4 Multispectral」を RTK

接続（高精度位置情報を取得可能なモード）の上、自動操舵システムである「DJI TERRA」

にて飛行させた。 

各圃場の撮影を同ルート、同設定（高度 20ｍ、飛行速度 1.9ｍ/ｓ、オーバーラップ率

75％）にて実施した。 

 

 

図 10 飛行経路設定画面 

 

収集したデータについては、オルソ画像を作成し、ＮＤＶＩデータに変換の上、解析し

た。解析ソフトについては Pix4D 社の「Fields」を使用した。 
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収集したデータをオルソ画像・ＮＤＶＩデータ解析する。これには、解析ソフトである

Ｐｉｘ４Ｄ社の「Fields」を使用する。 

図 11 対象圃場オルソ画像 

図 12 対象圃場 N D V I 画像 

 

（５）サンプリング（円形刈り）及び収量の算出 

  撮影された画像と現地情報との相関解析を行うため、計測に合わせ、サンプリングを行

った。サンプリング手法については、円形刈りにて行った。これは、円形に回転する器具

を使い、アームにかかった稲株を刈取った上で、刈り取った稲穂を脱穀機で脱穀し、生籾

重量を図るものである。円形器具の半径は 0.515ｍであり、刈取面積は 0.83280365 ㎡

（0.515ｍ×0.515ｍ×3.14）となる。 

円形刈りサンプリングにおける収量の算出は、円形刈りにおける収量に、以下算式を

算出した。単位面積として10a当たりの収量とした。ここで用いる歩留率は、地域におけ

る格付調査を行う際に用いる数値である。 

  

円形刈りにより得られた収量×1,200×59.0%（歩留率）≒1,000㎡（10a） 
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  サンプリング箇所については、ドローンでモニタリングされた画像から緯度経度を取

得し、これに基づき、現地でスマートフォンのアプリケーションを用いて位置を特定した。 

 

図 13 画像上での位置とスマートフォンアプリケーション上での位置表示画面 

 

（６）取得モニタリング画像 

６月・７月・８月各々の解析画像（図11）と気象条件（表21）を以下に示す。 

 

   

６月21日 ７月21日 ８月18日 

図14 NDVI画像 
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表 21 計測時の気象条件 

月日 撮影時間 天候 気温 日照時間 風力(風向) 

6/21(日) 13:00～16:00 晴 20℃ 50分/時間 ２ｍ(南) 

7/20(月) 10:00～13:00 晴 25℃ 60分/時間 １ｍ(北東) 

8/18(火) 13:00～15:30 晴 29℃ 60分/時間 １ｍ(南東) 

9/15(火) 10:00～13:00 晴/曇り 20℃ 30分/時間 ３ｍ(南) 

 

６月から８月にかけて、徐々に赤みがかった箇所が増えてきていることが確認された。 

また、同一区画内において色合いのばらつきがあることから、生育のばらつきが発生

していると考えられる。このことから、現地でも生育進度とＮＤＶＩ画像に一定の相関

が存在する事が推測される。 

 

（７）サンプリング結果 

ア．経営体 A 

サンプリング箇所については、（６）で得られた画像から位置を決定の上実施した。 

 

オルソ NDVI ソネーション 
図 15 モニタリングデータ（古山 A） 

 

オルソ NDVI ソネーション 
図 16 モニタリングデータ（古山Ｂ） 
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①42.9807706 * 141.7921718 

②42.9805300 * 141.7921739 
③42.9814578 * 141.7920563 ①42.9760107 * 141.777647 

②42.9755023 * 141.777672 
古山Ａ 古山Ａ 古山Ｂ 

図 17 サンプリング箇所（古山） 

  

表 22 NDVI 画像解析（古山 A） 

 

表 23 NDVI 画像解析（古山 A） 

 

表 24 サンプリング結果（古山Ａ） 

 

表 25 サンプリング結果（古山Ｂ） 
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 上記の結果から、NDVI 画像とサンプリング結果の相関を見た。 

 

古山Ａにおいて①③は、ほぼＮＤＶＩ画像解析の予測とほぼ同じ相関結果であった。 

しかし、②については、他よりは低いと推測していたが、予想以上に他の２点と差がでた。 

古山Ｂは、全体的に他の水田と比べ、ＮＤＶＩ解析予測や他の条件においても元々良くは

なかった。 

しかし、その差は大きく、特に①の相関が他に比べ、乖離していることが見える。ここ

は、日照時間も短く水温も低いと言った悪条件の影響も考えられる。 

次年度は、部分施肥などの対策が必要と考えられる。 

 

イ．経営体 B 

サンプリング箇所については、（６）で得られた画像から位置を決定の上実施した。 

 

オルソ NDVI ソネーション 
図 18 モニタリングデータ（山桝） 

 

オルソ NDVI ソネーション 
図 19 モニタリングデータ（中三川） 
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①42.9597826、141.8180252 

②42.9591516、141.8170370 
③42.9400956、141.8417191 

④42.9388189、141.8406707 

山桝 中三川 

図 20 サンプリング箇所（山桝・中三川） 

 

表 26 NDVI 画像解析（山桝） 

 

表 27 NDVI 画像解析（中三川） 

 

表 28 サンプリング結果（山桝） 

 

表 29 サンプリング結果（中三川） 

 

上記の結果から、NDVI 画像とサンプリング結果の相関を見た。 
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山桝については、①のＮＤＶＩ画像解析の予測でとは、高いと見込まれていたが、予想

より低いものとなった。 

中三川については、概ね予測どおりの結果として現れている。 

ここでもＮＤＶＩ画像の予測（同じ予測評価（高の中でも差がある等）内での差の相関

を実数字として得たいところである。 

 

ウ．経営体 C 

  サンプリング箇所については、（６）で得られた画像から位置を決定の上実施した。 

 

オルソ NDVI ソネーション 

図 21 モニタリング結果（経営体 C） 

 

   
①42.9852507 * 141.8584202 ②42.9839907 * 141.8571939 ③42.9810218 * 141.8542092 

岩内① 岩内② 岩内③ 

図 22 経営体Ｃ サンプリング箇所 

 

表 30 NDVI 画像解析（岩内） 
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表 31 サンプリング結果（岩内） 

 

上記の結果から、NDVI 画像とサンプリング結果の相関を見た。 

 

地点②③については、ＮＤＶＩ画像解析の予測どおりの結果であった。 

しかし、①については、ＮＤＶＩにおける予測（②よりやや多い）とは若干異なる結果と

なった。 

樹木林の影響で風は柔くなるが、日照時間が方位の関係上②に比べ短いことが影響して

いるのか、何れにしてもＮＤＶＩ解析による予測とは若干であるが異なる。 

 

（８）次年度以降の課題 

５か所の対象地区を設定の上、NDVI 画像と現地収量の相関関係について検討を行っ

た。 

ＮＤＶＩ画像解析での結果を見ると、予測結果と相関が得られた地点もあれば、逆の

相関地点もあった 

また、同程度の画像評価ができる地点でもその収量に大きな差があることがわかった。 

このことから次年度以降、下記の４項目を課題とした。 

 

①飛行撮影における天候などを解析時に反映させる。 

NDVI は、植物による光の反射の特徴を生かし、可視域と近赤外域の波⾧帯のデータ

を基に算出される。このため、太陽光の反射などの位置関係の影響を受けるため、同じ圃

場、同じ観測日であっても観測時間や天候によってその数値には差が生じてしまう。 

差を小さくする方法（撮影カメラレンズの変更・撮影時間帯の限定など）を検討し、採

用する。 

 

②解析の客観度を上げるために、複数の解析ソフトを使う方策を採用する。 

  解析ソフトによる差異により、坪刈りなどの位置が変更になることも考えられること

から、複数の解析ソフトでの検証を行う。植生値の分布に差がなければ従来通りの

Pix4DFields の解析結果により収量調査を行い相関検証する。 
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③生産者の推測による判断（風の強弱、水温の高低など）を対象期間に客観的な数値で測

定する。 

従来の活動では、「あの圃場は川側手前林が最も風が弱く、取水口からも離れているた

め水温が他所より高い」という、生産者のいわゆる「勘」によって収量との相関を予測し

ていたが水温計・風速計など設置し、取得したデータにより解析判断することで、相関・

非相関結果要因の解析に用いる。 

 

④本年度採用した育成環境項目以外に収量に影響があると思われる項目を追加し、予測

する。 

具体的には「圃場の高低差」「（同一）圃場内における日照時間」である。 

 

以上４項目について、次年度は検証し、明確にできる相関関係条件を確定する必要が

ある。 
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５．２ 令和３年度検証 

 令和３年度では、前年度課題となった相関解析及び現地データの取得について、有識者を

招聘し、これの指導を受けて実施した。 

特に現地サンプリング箇所位置の設定方法とＮＤＶＩと収量の相関解析手法の高精度化

である。 

 

【外部有識者】 

酪農学園大学環境共生学類 小川健太 准教授 

株式会社スマートリンク北海道 小林伸行 常務取締役 

 

 外部有識者からは、前年度の成果を受け、下記の指摘を受けた。 

 

①空撮時の天候による画像の相違 

 これは、早朝、日中、夕方と大きく分けた場合、太陽光の入射角度が大きく異なる。背丈

の高い作物によっては、早朝、夕方のような太陽高度が低い場合には圃場群落内で影が発生

することも考えられ、画像自体の品質が良いとは言えないと考えられる。そのため、全体比

較においては、太陽高度が同じ画像を取得することが必要である。 

 

②解析ソフトウェアによる精度解析誤差 

 画像解析ソフトウェアについては、内部計算ロジックがメーカー毎に異なる場合が多い。

一般的に無償で提供される画像解析ソフトウェアよりも、ライセンス費用を支払って用い

るソフトウェアの方が、複数のパラメーターを設定しての解析が可能となり、精度が高まる

ことが考えられる。 

 

③サンプリングポイントの位置精度 

 前年度のサンプリングについては、NDVI 画像から位置を決定し、この地点でサンプリン

グを行っていた。スマートフォンで利用するアプリケーションの測位精度は単独測位とい

う最も安価なものであり、最大で数 m の水平誤差が発生する。RTK 測位は 10cm 以内の精

度である。そのため、画像上で取得した位置情報をスマートフォンアプリケーションにより

現地特定する場合には、数 m ずれることも予測される。よって、現地の位置ずれを想定し

て、画像解析の際には、現地サンプリング箇所の水平方向ずれを考慮した画像ピクセルの利

用を検討する必要がある。 

 

④モニタリングタイミング 

 前年度は 6 月、7 月、8 月のデータで相関関係を検討していた。外部有識者からは、穂が

出て、収穫直前となる出穂期以降（7 月後半から 8 月上旬以降）の情報が収量との相関関係
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を得るには最適であるとの意見を得た。 

  上記を受けた大きな変更点として、前年度は一区画圃場内に 1 点のサンプリングであ

ったのに対し、複数のサンプリングを行うことで、教師データを増やすことにより、解析

精度を高めるものである。 

  前年度の相関解析は、現地のサンプリング箇所とその地点の NDVI 画像の値との相関

関係を見たものであり、圃場区画全体との評価を行ったものではなかった。 

  そのため、外部有識者の指導の下、一区画内で複数のサンプリングを行い、これを教師

データとした相関解析を行うこととなった。 

さらに、ドローンが一度のフライトで撮影できる範囲も限られることから、図 20 に示

すように区画を隣接、もしくは近傍にあるものとし、一画像内で複数の教師データを利

用できるものとした。これにより、解析精度を高めることに加え、複数回のモニタンリン

グによる太陽光度による反射率の地点毎の変化が少なくなるといった利点もある。 

 

 
図 23 ドローン計測範囲とサンプリングポイント例 

 

  上記以外の手法については、前年度と同様となり、本年度は前年度の三農家にさらに一

農家を加えた。 
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（１）サンプリング結果と NDVI 画像との相関 

ア．経営体 A 

  経営体 A は、図 24 に示す箇所でサンプリング（表 32）を行い、NDVI 画像との相関

性を解析した。 

 

オルソ NDVI ソネーション 
図 24 現地サンプリング箇所（経営体 A） 

 

表 32 サンプリング結果（経営体 A） 

 

 図 25 に相関性を示す。重相関決定係数は低いものの、傾きが正となり、一定の相関関係

があることが明らかとなった。 

 

図 25 サンプリング結果（予測収量）と NDVI 値の関係（経営体 A） 
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イ．経営体 B 

  経営体 B は、図 26 に示す箇所でサンプリング（表 33）を行い、NDVI 画像との相関 

性を解析した。 

 

オルソ NDVI ソネーション 
図 26 現地サンプリング箇所（経営体 B） 

 

表 33 サンプリング結果（経営体 B） 

 

図 27 に相関性を示す。重相関決定係数は低いものの、傾きが正となり、一定の相関関係

があることが明らかとなった。 

 
図 27 サンプリング結果（予測収量）と NDVI 値の関係（経営体 B） 
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ウ．経営体 C 

経営体 C は、図 28 に示す箇所でサンプリング（表 34）を行い、NDVI 画像との相関性

を解析した。 

 

オルソ NDVI ソネーション 
図 28 現地サンプリング箇所（経営体 C） 

 

表 34 サンプリング結果（経営体 C） 

 

図 29 に相関性を示す。重相関決定係数が非常に低い。これはサンプリングデータの③、

④が乖離しているためであると考えられる。 

 

 
図 29 サンプリング結果（予測収量）と NDVI 値の関係（経営体 C） 
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エ．経営体 D 

経営体 D は、図 30 に示す箇所でサンプリング（表 35）を行い、NDVI 画像との相関性

を解析した。 

 

オルソ NDVI ソネーション 
図 30 現地サンプリング箇所（経営体 D） 

 

表 35 サンプリング結果（経営体 D） 

 

 

図 31 に相関性を示す。重相関決定係数が最も高く、明確に NDVI 値と収量の相関関係が

あることが示されている。 

 

 
図 31 サンプリング結果（予測収量）と NDVI 値の関係（経営体 D） 
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（２）モニタリングの検討 

４件の対象農家において、ＮＤＶＩ値とサンプリング結果との相関性を検討した結果、

経営体 D を除いては高い相関性を得ることはできなかった。 

しかし、ほぼ正の相関であることから、さらに精査を行うことで改善することが可能

であると考えられる。 

本年度については、前年度の結果を受けた外部有識者の指摘に対応し、精度を高める

ことができたと考える。 

外部有識者から、本年度の結果を受け、以下の指摘を受けた。 

 

【外部有識者からの指摘】 

本年度は記録的な旱魃であったことから、農地土壌内に水分が少なく、肥料供給が十

分になされていないケースがあり、このため、収量・品質が例年よりも低下する農家もあ

った。 

一方で、土壌構造が発達し、保水性が有効な土壌の農家は例年よりも収量・品質が向上

した。 

また、高温状態が続いたため、平年よりも 10 日以上生育ステージが早くなっていた。 

これらのことを鑑み、年間を通じた定期的なモニタリングを実施することで、異常気

象への対応も可能となるとともに、時系列データの拡大がなされることから、解析精度

を高めることが可能となる。 

 

 上記を受け、次年度以降の検討事項として、下記を実施することを予定している。 

 

①計測時期の特定 

 作物別及び技術体系別に生育ステージは異なる。 

例えば、同じ水稲であっても移植水稲、直播水稲では収穫時期も２週間程度差がある

ことから、それぞれの生育ステージにも同様の差が発生する。 

そのため、それぞれの作物の生育ステー毎に情報を取得することが解析精度を高める

ことにもつながると考える。 

 

②解析データの拡大 

①にも付随するものであるが、各作物の生育ステージ毎に計測を行う場合にはモニタ

リング回数が大幅に増加することが予測される。 

現状のマルチコプター（回転翼）型ドローンでは、１度の計測では 5ha～10ha が限界

である。 

しかし、VTOL 型（垂直離着陸型固定翼）ドローンでは、１度の計測で 100ha 以上が

可能である。このような広域計測が可能となった場合には、モニタリングに係る負担も
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軽減する。 

よって、次年度以降の早期導入に取り組むこととする。 

 

③サンプリングデータの内容 

外部有識者から、収量の相関にはサンプリングデータの内容についても精査を行うべ

きであるとの意見が出た。 

現在のサンプリングは脱穀し、歩留率を掛け合わせた数値である。 

玄米出荷を行っている農業者の歩留率は 80％程度である。 

このことから、今回用いた歩留率 59％は籾状態で製品となる見込みの数値の経験値で

あり、今後も現地サンプリング時の設定値として利用することは問題ないと考えられる。 

重量に影響を与える要素として、製品の含水率があげられた。サンプリングした籾の

水分が高い場合には、全体重量が高いものとなる。農業者の出荷時の水分量は、籾出荷の

場合で 17％、玄米出荷の場合で 15％程度である。 

よって、サンプリング時の籾水分を計測する、もしくは乾燥を行ってからの計測とす

るといった手順を組み込むことで相関の精度を高めることが可能となると考えられる。 

現状の保有機材では、水分率を判定することが難しいため、現在販売されている収量

（籾重量、玄米重量予測）、タンパク値、水分率のリアルタイム計測し、最小 10m メッシ

ュ分布マップで保存可能な収量コンバインの導入についても、次年度以降の検討課題と

したい。  
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６．モニタリングデータの有効活用に向けた検討 

６．１ 標高データの利用 

 ドローンでの取得画像をオルソ化する際には DTM（デジタル地形モデル：標高データ）

を得ることが可能となる。 

ソフトウェア上でポイントでの縦横断図面を作成でき、さらにはピンポイントの標高情

報も確認できる（図 32）。 

 

 
図 32 標高データ確認画面 

 

（１）農業者からのニーズ 

  播種を行う作物においては、均平化作業（レベラー作業）を行い、降雨の湛水が発生し

ないようにしている。 

湛水した場合には、種子が発芽せず、収量が低下するものとなる。 

しかし、圃場内全体での確認ができないため、このような情報を得ることができれば

非常に有効であるとのことである。 

 

（２）データ作成時情報 

5 月の直播水稲播種前後のレベラー作業が終わった段階の圃場を RTK 機で空撮し、高

低差の解析を実施した。 

また、収量の変化も確認するためサンプリングを実施した。 
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表 36 計測日（サンプリングも含む）及び地区概要 

経営体名 地区 面積(a) 作物 調査(撮影日) サンプリング日 

経営体Ｂ 中三川 200 
さんさんまる 

（乾田直播） 
R3年4月15日 R3年10月10日 

経営体Ｄ 川端 350 
ななつぼし 

（乾田直播） 
R3年4月28日 R3年10月12日 

 

 

（３）検証結果 

  経営体 B、C いずれも、凹凸地形の凸地形の方が収量の高い結果となった。 

詳細を下記に示す。 

  

ア．経営体 B 

図 33 中の「A」は凹地形箇所、「B」は凸地形箇所となる。 

 

 
図33 現地計測位置図（経営体 B） 

  

「A」、「B」地点でのサンプリング結果を表 37 に示す。これを見ると凹地形である「A」

よりも凸地形の「B」では収量が高い結果となった。 

 

表 37 地点別サンプリング結果（経営体 B） 
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イ．経営体 D 

図 34 中の「A」は凹地形箇所、「B」は凸地形箇所となる。 

 

 

図34 現地計測位置図（経営体 D） 

  

「A」、「B」地点でのサンプリング結果を表 38 に示す。これを見ると凹地形である「A」

よりも凸地形の「B」では収量が高い結果となった。 

 

表 38 地点別サンプリング結果（経営体 D） 

 

（４）次年度以降の課題 

  標高データを利用することで地形条件によって収量の差が発生することが明らかとな

った。 

次年度以降については、作業実施後に情報提供を行うこととする。 

  外部有識者からは、このような結果をうけ、均平作業終了後に再度、圃場内でレベラー

作業を行うことが難しいため、対策として、排水改善の工程を入れることが可能になると

考えられるとの意見があった。 

  これは、例えば、砕土作業である溝切り作業を施すことで、凹地形に流下する水を排 

水促進するものである。 
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  また、NDVI 画像のみではなく、近赤外データも取得できているようであれば、近赤外

波⾧は水分との相関が非常に高いことから、農地土壌の高水分箇所をマップ化すること

が可能で、標高差による湛水箇所以外に農地土壌中の不具合箇所も判別可能になるとの

意見を得た。 

 

６．２ NDVI 画像の追肥への利用 

 ドローンによる追肥を行い、圃場内の生育不均一性の改善、これによる収量の増加が可能

になるとの事例が多く報告されている。 

 令和 3 年度では新規に導入した AGRAS T20 では、粒剤散布装置を装着し、ノズル調整

も設定で可能であるため、可変散布が可能な機体である。 

この有効活用も含め、ドローンによる追肥を実施し、生産性の向上、高品質な農産物生産

について検討した。 

当初は、可変施肥を予定していたが、本年度は旱魃のため、作業時期が非常に短く、農業

者の作業優先のため、散布量及び追肥の有無による差を検証することとした。 

 

（１）取得データ 

 

 
図 35 現地取得データ（経営体 A） 
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図 36 現地取得データ（経営体 B） 

（２）実施内容 

対象肥料の可変施肥に対し、どの程度の NDVI 値に対して、どの程度散布を行うのが

良いのかの基準設定が本年度はできなかったため、可変施肥の代わりに圃場をいくつか

のエリア分けをし、エリアごとに追肥量を定めたエリアスポット追肥（令和３年７月８

日実施）を行った。 

基準設定が困難だった理由として、農業者が判断が可能であると考えていたが、本年

度は記録的な高温が続いたことから農業者も判断が難しいとのことであった。 

 

 
図 37 追肥箇所（経営体 A） 
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図 38 追肥箇所（経営体 B） 

 

表 39 対象地区内容 

経営体名 地区 作物 追肥日 

経営体Ａ 古山 きらら 397（移植）  ７月８日 

経営体Ｂ 熊本 ゆきごぜん（移植）  ７月８日 

 

（３）検証結果 

  本年度については、設定通りに追肥ポイントに移動し、設定量の散布ができたのかとい

う検証のみとなった。 

これについては、指定通りの作業を行うことができた。 

検討において、次年度以降の資料とするとするため、外部有識者に実績紹介の依頼を

行った。 

外部有識者が実施した結果から、ドローンによる計測画像から作成した可変施肥マ 

ップを用いて、ブロードキャスターで散布を行ったところ、最大で 14.6％の肥料削減効

果を得ることができたとの報告を得ている（図 39）。 
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図 39 外部有識者提供資料（R１年度スマート農業加速化実証（大規模水田作：北海道岩見

沢市）成果公表資料より） 

 

令和３年度に岩見沢市においても。ドローンによる空中散布を実施したが、旱魃のため、

慣行と大きな差が発生しなかったとのことである。 

加えて、可変散布にあたって、ＮＤＶＩ値による段階分類を行った際、各段階と対応した

施肥量決定を誤ってしまうと過剰施肥由縁の倒伏による収量低下、タンパク値の増加によ

る品質低下、過小の場合には、肥料不足による収量の低下といった事例が発生するため、農

業者との協議が必要とのアドバイスも得た。  

（令和２年度成果③）可変散布による資材投入

⽣産者 型式 容量(L) 実証導⼊

新⽥農場 ZA-V3200 3200
濱本農場 ZA-V2600 2600 ○
倉⽥農場 ZA-M1501 1500
道下農場 ZA-V3200 3200 ○

取組概要

表 使用機械

新田農場使用作業機 濱本農場使用作業機 倉田農場使用作業機 道下農場使用作業機

水稲直播基肥使用マップ

水稲直播追肥使用マップ

水稲移植基肥使用マップ 水稲移植基肥 水稲直播追肥

水稲移植基肥使用マップ

新田農場可変散布マップ

倉田農場可変散布マップ

道下農場可変散布マップ

濱本農場可変散布マップ

新田農場 ○水稲(5月6日、7月6日)に加え、豆、麦についても実施

倉田農場 ○水稲(5月6日)に加え、麦についても実施

濱本農場 ○水稲(5月13日、6月20日）に加え、豆、麦についても実施

道下農場 ○水稲(5月15日)に加え、豆、麦についても実施

各農場取組内容

実証結果

表 実測値及び次年度以降の予定量

○参画機関の推奨で、施肥量の多・中・小に対して、「多＝標準施肥量」を提案したが、農業者からは収量減少になった場合の
不安があるため、「中＝標準施肥量」での散布となったため、資材削減効果が低いものとなった。
○年間での生育状況を判断し、農業者からは、次年度以降は推奨の設定で行っても問題ないと考えられるとの回答を得た。これ
は道下農場が参画機関の推奨値を基に散布し、その状況を判断したためである。

○歩留り率向上、増収効果において、各農家の圃場で坪刈調査を実施し、収量及び品質(タンパク含有率)について調査した。
○最も植生活性度が高い時期におけるNDVI値の分散を調べ、生育の不均一性の調査を行った。

【目標に対する達成状況】
○本実証において、目標とする収量・品質向上10％を達成できたのは、道下農場だけであったが、他の3農場においても可変施

肥による不均一性の改善及び品質維持を確認することが出来た。
○このことから次年度からは道下農場と同様の手法で実施することで収量向上効果も得ることができるものとの認識である。
○参画機関であるスマートリンク北海道では、可変散布機を保有していない農家向けに資材散布用UAVを用いたスポット散布に

よる可変散布の実施を中小企業庁予算で進めることとしている。

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
収量平均

タンパク平均NDVI分散平均

水稲・移植 施工区 水稲・移植 慣行区

道下農場 収量・品質（タンパク）

・不均一性（NDVI値分散）比較

散布実績量(kg) 資材削減割合(%) 平均 散布量(kg) 資材削減割合(%) 平均

4 123 369.0 364.1 1.3 305.1 17.3

8 100 300.0 302.5 △ 0.8 251.2 16.3

4 123 123.0 130.0 △ 5.7 96.8 21.3

8 100 100.0 76.0 24.0 57.8 42.2

倉田農場 水稲移植 5月6日 30 57 基肥 有機入り化成肥料14-14-14 30 171.0 161.5 5.6 5.6 145.5 14.9 14.9

水稲移植 5月13日 7 71 基肥 BB050 40 284.0 285.0 △ 0.4 266.8 6.1

水稲直播 6月20日 6 70 追肥 硫安 20 140.0 140.6 △ 0.4 122.8 12.3

水稲移植 5月15日 6 37 基肥 BBー343 40 148.0 124.2 16.1 124.2 16.1

水稲移植 5月15日 7 41 基肥 BBー343 40 164.0 130.4 20.5 130.4 20.5

△ 0.4 9.2

18.318.3

標準施肥量

(kg)

標準施肥量

基準

(kg/10a)

使用資材農場名 作物名 実施日 圃場No. 面積(a) 工程

実績値

4.7

次年度以降散布予定量

24.3

基肥

追肥

BB008LPS

尿素

30

10

濱本農場

道下農場

5月6日

7月6日

水稲直播新田農場

※各数値を各項目

における最大値で
割った指数で作成

大A02 4
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７．安全性向上対応 

散布ドローンの安全性の検証と、飛行時の安全に関する事例集を作成し、配布するこ

とにより安全散布に役立てることとする。 

事例１ 

アームスリーブの締め忘れによる自損事故 

日 時 ７月 29 日 9:00 

内 容 飛行前マニュアル操作確認時に６番アームの閉め忘れにより、ＲＣアンテナ及

びノズルアームを損傷した。 

原 因 複数人（今回は２名）でアーム展開作業を行った際、「そっちは相方が展開し

ていたから大丈夫だろう」という思い込み確認業務を怠ったため。 

対 策 自分ひとりでのアーム展開ではもちろん、複数人での展開作業を行う場合は代

表で必ず 1 名がすべてのアームスリーブ閉め忘れが無いかを「指差呼称」にて

確認する。 

標準化 飛行前点検のチェックリストを作成したので、毎回必ずこれを見ながら飛行前

確認を行うこととした。 
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事例２ 

障害物センサー作動時の障害物回避行操作によるヒヤリハット 

日 時 ７月 12 日 13:30 

内 容 圃場にて自動散布航行の事前確認を行うため、起動をさせ離陸させようとした際、

上昇しないためステータスを確認したところ「モード１」であるところのスティッ

クモードが「モード２」になっていた。 

オペレーターはスティックモードを変更した記憶がないとのことだった。 

原 因 同機を午前中に散布をしていた同社の社員が昼休憩に入る際、「新しいバージョンに

更新情報があります」というアラートを見つけ、アップデートを実施したことがそ

の後の聞き取りで判明した。 

FW（ファームウェア）の更新内容・項目によってはステータスの一部が、デフォル

トに戻る更新がある。今回の原因はオペレーターによるこの FW 更新作業が原因で

あった。 

対 策 本来、講習時に教官より「FW の更新はユーザーサイドで絶対にやらない事」とい

う指導をしている。 

そこで DJI ユーザー全員に再度の確認注意事項として、貼付のような注意喚起を書

面にて発送することとした。 

標準化 

 



59 

８．実証事業終了後の活動について 

本実証事業終了に伴い、次年度以降の由仁町におけるドローンを柱に活用したスマー

ト農業推進について、その活動体と目的を決定し、本事業を契機にさらに推進するもの

とする。 

 

（１）モニタリングデータのさらなる有効活用 

①収量との相関について 

モニタリングにより得られる NDVI 画像とサンプリング結果には一定の相関が見られ

るものの、さらなる改善が必要であることが示唆された。 

次年度以降については、課題となったサンプリングデータの水分を含めたデータの見

直しも含めて対応を継続する。 

 

②標高データの有効活用 

  本実証で標高データと収量の関係性が見られ、また、外部有識者からはそれを元とした

土壌水分マップの作成についての示唆も受けた。 

  次年度以降については、継続して情報提供に取り組むとともに近赤外波⾧を利用した

土壌水分マップについての検討を進めることとする。 

 

③可変施肥への対応 

  本年度は未実施となった可変施肥については、外部有識者の意見も参考に散布基準に

ついて農業者と協議し、現地実装に向けた取り組みを継続することとする。 

 

（２）研究会運営及び活動の継続 

町内の農薬散布ドローン導入者及び購入予定者に向けての周知を行い、研究会参加者

の拡大を行うこととする。 

対象作物については、基幹作物である水稲に加え、今後の減反対応も鑑みた他の品目

も加え、多くの農業者が利益を享受可能なものとする。 

農業の担い手の減少・高齢化に伴う人手不足の深刻化、これに伴う産地の生産基盤の

脆弱化への対策として、本研究会活動を継続するものである。 

活動の基本理念としては、「身の丈スマート農業（既存システムを最大限有効活用＆標

準）」を目指すものとする。 

学術レベルの高度な内容については、現場での普及実装には地域人材のレベルを向上

させることが必須である。 

しかしながら、現在の地域内のレベルでは一足飛びとはならない。 

そのため、現状はすでに商品化されているスマート農機及びアプリケーションを活用

し、「誰でも、同レベルの成果」を得ることから活動を進めるものとする。 
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この成果を「由仁町オリジナルのスマート農業標準書」、「由仁町オリジナル農業デー

タベース」とし、都度の更新を継続的に行うことで、他地域においても、参考・活用が可

能となるよう活動を継続する。 

由仁町には、耕作農業者だけでなく、酪農業者も存在する。何れも後継者問題が大きな

課題である。 

「由仁町スマート農業」については、町内農業者全てがその恩恵を受けることが必須

である。そのため、前述したように作目の拡大に加え、酪農業者固有の作業体系も含めた

内容の追加も行っていく。 

上記の活動を継続することで「由仁町スマート農業加速推進研究会」による「身の丈ス

マート農業」実現による農家収益向上はもとより、地域課題へ対応についても取り組ん

でいく。 
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＜資料＞ 

由仁町スマート農業加速化調査研究会規約 

 

（名称） 

第１条 この研究会は、「由仁町スマート農業加速化調査研究会」(以下、「研究会」という。) 

と称する。 

（目的） 

第２条 研究会は、農業者、農業関係機械等のメーカー、研究機関、関係団体等が交流・連

携し、由仁町の強い農業づくりの実現に向け、生産性の向上や省力化等が図られるスマー

ト農業の普及の機運を高め、農業者によるＩＣＴ等の先端技術の活用を加速させる取組

の推進を図ることを目的とする。 

 （事業） 

第３条 研究会は、前条の掲げる目的を達成するため以下の活動を展開する。 

(１) 会員間の交流、情報交換の場の提供 

(２) 新技術の開発・導入による省力化・低コスト化等の推進 

(３) 革新的技術に関する情報提供 

(４) その他、目的の達成に資する事業 

（会員） 

第４条 研究会は、別表に掲げる会員をもって構成する。 

２ 座⾧は、研究会を総括する。 

３ 座⾧が必要と認めるときは、研究会の承認を得て、会員を追加することができる。 

（会議） 

第５条 研究会の会議は、必要に応じ座⾧が招集する。 

２ 座⾧が必要と認めるときは、研究会の承認を得て、会員以外の者を出席させることがで

きる。 

（事務局） 

第６条 研究会の事務局は、由仁町産業振興課に置く。 

（補則） 

第７条 この規約に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、座⾧が別に定め

る。 

 

附 則 

この規約は、令和２年６月17日から施行する。  
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別表 

由仁町スマート農業加速化調査研究会 会員構成 

 

会員区分 所属・役職 備考 

座⾧ 由仁町 産業振興課⾧ 
町 

会員 

由仁町 産業振興課農政担当主査 

北海道農業士 

北海道農業士 

前 そらち南農業協同組合 青年部⾧ 

農業者 

株式会社チュプチニカ 新事業推進室⾧ 
事業者 

そらち南農業協同組合 由仁支所 営農課⾧ 

 
酪農学園大学 環境共生学類 准教授 

外部有識者 
株式会社スマートリンク北海道 常務取締役 
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