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第 1部 全体の概要



研究課題 : サ トウキビの栄養状態の階層的光センシングとその利用技術の開発

研究種目名 : 基盤研究(B)

課題番号 : 16380176

研究期間 : 平成 16年度～平成 17年度

研究代表者 : 上野 正実

機関 ･部局 ･職 :琉球大学 ･農学部 ･教授

研究組織 : 4名

代表者 上野 正実 (琉球大学 ･農学部 ･教授)

分担者 川蒲 芳信 (琉球大学 ･農学部 ･助教授)

分担者 菊地 香 (琉球大学 ･農学部 ･助手)

分担者 岡安 崇史 (九州大学大学院 ･農学研究院 ･助教授)

研究経費 :

平成 16年度 11,500,000 円

平成 17年度 3,500,000 円

合 計 15,000,000 円

キーワー ド:

サ トウキビ,階層的光センシング,無人ヘ リ画像,高解像度衛星画像,

栄養診断,近赤外分光法,分光反射特性,地理情報システム

1.研究目的

作物の増収や高品質化に加え,環境保全や営農改善にも配慮した精密栽培システムを確立

するには作物の栄養状態の把握が重要であるが,従来法は時間やコストに加え専門的技術を

要し,営農レベルではほとんど利用されていない｡これを解決するために,本研究では可視

域から近赤外域までの "光センシング'を活用して,次の内容を検討した｡

(1)サトウキビを主対象に,栄養診断に必要な葉内の N,C,P,a,Mg,Ca,水分などの成分を

分光反射 ･吸光度特性によって迅速に計測する光センシング技術を開発する｡この場

合,センサと測定対象とは接触もしくはそれに近い状態とする｡

多くの成分より構成される作物の栄養状態を,分光特性を用いて統一した方法で非

破壊計測する技術を開発する｡これによって単一センサで複数の成分を効率的かつ簡

便に測定でき,適期 ･適量施肥による精密栽培システムの検討が可能になる｡光セン

シングの利用は,クロロフィルの吸収波長を利用した窒素 (N)含量の測定 (SPAD)

やリモー トセンシングで多用される植生指数 (NDVI)への利用に限定されていたが,

多成分同時計測によって飛躍的に適用範囲が拡大する｡

栄養診断では主として窒素 (N)の測定などに重点が置かれてきたが,本システム

では P,Kなどミネラル成分の計測を行う点に特色があり,高品質化への利用が期待

できる｡
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(2)その結果に基づいて測定対象物と光センサとの距離をどこまで伸ばせるか,距離と測

定可能な成分および測定精度との関係を検討する.距離の延長は葉片の一部から固体,

群落,圃場へと空間スケールの広がりに対応するので,スケールと測定可能な成分お

よび測定精度との関係を検討する｡光センサとしてハイパースペクトルカメラを用い

て面的情報を得て,ピクセル単位で栄養成分の計測を行う｡計測範囲となるピクセル

数を変化させることによって効率的なセンシング技術を検討する0

｢精密農業｣あるいは ｢IT農業｣に関連する研究では,①効率的な情報収集,②デ

ータベースの構築,③空間解析,④効果的な情報伝達が重要な基本技術である｡本研

究では光センシングによる効率的な情報収集技術の開発を中心課題とする｡従来のリ

モー トセンシングでは,数波長帯のセンサを用い,植生指数を指標としたバイオマス

量の推定などが中心であった｡最近ではより多くの情報を含むマルチスペクトルやハ

イパースペクトルへの移行が検討されつつある｡本研究では,NIR計測におけるケモ

メ トリックスを分光スペクトルおよびハイパースペクトルに適用して栄養成分の測

定技術を確立する｡さらに,センシング距離とスケールの階層的関係を検討するもの

で,内外の関連研究では先端技術として位置付けられる｡リモー トセンシングの農業

-の応用研究は,高解像度衛星画像の出現によってようやく本格的になり始めたが,

｢雲｣が実用化における制限因子となっている｡無人ヘリはこの欠点を克服できると

期待される｡

(3)上記の情報に基づく栄養診断結果と GIS(地理情報システム)をリンクし,精密農業お

よび地域営農の高度化に活用するための空間解析技術を開発する｡

2.研究方法

(1)個菜の栄養成分計測に必要な基本検量線の作成

波長 350-2500mmの分光計および NIRを用いて,サ トウキビのサンプル集片に接触

もしくは極近接から葉内の栄養成分 (N,C,P凡 Mg,Caなど),水分を計測する基本検量線

を作成する｡栄養成分測定の基本分光スペクトルの取得はまず室内で行い,高精度で高

速計測が可能な広波長域分光分析計 (350-2500nm)を用いる｡スベクトルデータを取

得後,サンプル葉片のN,C,P,K,Mg,Caなどの成分計測を行う.スベクトルデータと分析

値にケモメトリックスを適用 して基本検量線を作成した｡

(2)センシング距離 ･スケールによる測定可能成分および測定精度の検討

波長 400nm～1100nmのモバイル分光計 (所有)および購入予定の広波長域分光計 (350

-2800nm)を用いて,圃場内サトウキビの個葉および群落に対して同様の計測方法を適

用する｡室内試験で得られた検量線をベースに測定可能な成分を検討し,検量線を作成し

た｡

生育状態 ･品種などを変えて栽培 したサ トウキビに対して,センサからの距離および視

野角を変化させてスペクトルを取得 し,その変化を調べる.スベクトルデータの取得に盆

金を要する｡なお,栄養成分の分析は 1と連動して行う｡
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(3)ハイパースペクトル画像の解析技術の検討

上記2の測定において,ハイパースペクトルカメラを用いて同時に画像を取得する｡

この画像を解析 し,1および2で作成 した検量線に基づいてピクセル単位で成分の測定

が可能かどうかを検討する｡また,1ピクセルのスケールをベースに,ピクセル数を増

加 (スケールを拡大)させ,反射特性の違いよりスケールと栄養成分の測定可能性の関

係を検討する｡

(4)無人ヘリによる画像取得技術の開発

無人ヘ リを用いてセンサから測定対象群落までの距離を変化させて画像を取得する

方法,および,ハイパースペクトルカメラの装着 ･画像転送方法を検討する｡さらに多

くの画像を連結して演算を行い,作物部分のみを抽出して解析する方法を開発する｡同

時に群落情報取得のための観測サイ トにおいて生育調査を実施するとともに,サ トウキ

ビの栄養診断,スベクトルデータの取得を行う｡

(5)リモー トセンシングによる予測技術の検討

高解像度衛星画像および無人へ リ画像から栄養状態,水分などを予測する画像解

析技術を検討する｡衛星画像 (高解像度画像,ハイパースペク トル画像を使用)は

新規撮影する｡

(6)GISとのリンクおよび空間解析

これらの情報をGISに効率的にリンクし,精密農業および地域営農管理への活用する

ための基本的項目の検討を行う｡

3.結果の概要

1)平成 16年度

(1)無人ヘリによる画像取得技術の検討

階層的センシングの一方法として期待される低空からの観測の可能性について検討す

るために,千葉大学 リモー トセンシング研究センターと共同で,南大東島のサ トウキビ

圃場の生育状況の画像を取得 した｡同時に,サ トウキビの生育状況などの地上データの

測定を行った｡この画像によってサ トウキビの生育状況および雑草などの繁茂状態を詳

細に分析できることが明らかになった｡

(2)高解像度衛星画像による圃場地図の作成と個別圃場単位の植生指数の評価

高解像度画像の一種であるQuickBird衛星画像を平成 16年 9月および平成 17年 1月

に撮影した｡これらに加え,手持ちの IKONOS衛星画像を併せて,北大東島 ･南大東島の

圃場地図の作成,NDVI(植生指数)の解析,かんがい施設の配置状況の解析を行った｡

あわせて,サ トウキビの収穫時などに地上データ (収量,糖度)および煮汁中のカリウ

ム,リン,マグネシウムなどの成分を近赤外分光法 (NIR)で近接計測している｡これら

の結果は圃場地図に地理情報システム (GIS)を用いてマッピングを行った｡
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(3)リモー トセンシングのためのサトウキビ葉身の分光反射特性

野外観測用可視 ･近赤外分光装置 (購入)を用いてサトウキビ葉身の分光反射特性を

350mm-2500皿の範囲で測定を行い,水ストレスや窒素養分による分光反射特性の違いを

検討した｡

(4)近赤外分光法 (NIR)によるサトウキビ葉身の栄養診断

上記 (3)との関連で,サトウキビ葉身を近赤外光 (NIR)で近接計測し,葉身中のN,

K成分などを測定できることを示した｡

(5)気象観測ロボットによる北大東島気象のモニタリング

気象観測ロボット3基からのデータを用いて圃場の蒸発散量の推定を行った｡

(6)欧米の農業センシングに関する調査

オランダ ･ベルギー,合来国,グアテマラにおいて,作物情報システムに関する資料

収集を行った｡

2)平成 17年度

サトウキビの増収や高品質化に加え,環境保全や営農改善にも配慮した精密栽培システ

ムを確立するには作物の栄養状態の把握が重要であるので,本研究では可視域から近赤外

域までの "光センシング'を活用して,次の内容に関して検討を行った｡

(1)光センシングによるサ トウキビの栄養診断に関する研究

葉内の N,C,P,K,Mg,Ca,水分などの成分を分光反射 ･吸光度特性によって迅速に計測

する光センシング技術,特にNIR解析技術を開発した｡生育段階の個葉について継続的

に栄養成分計測し,検量線の精度が十分にあることを確認した｡さらに,茎の細裂試料

および搾汁液についても同様の分析を行い,測定可能な栄養構成成分を明らかにした｡

(2)測定対象物と光センサとの距離と測定可能な成分および測定精度との関係

･分光計による分析 :0-3m程度の距離において分光計を用いて分光反射スペクトルを

取得して,測定可能成分の確認を行った｡あわせてデジタルカメラを用いて可視光の

利用可能性を検討した｡

･衛星リモー トセンシング技術の検討 :高解像度衛星画像 (Quickbird)を用いて南北

大東島の圃場内群落の生育状態を明らかにし,栄養状態,水分状態の予測技術を検討

した｡

･栄養成分測定における距離,スケールの影響に関する考察 :センシングの距離および

スケールと測定可能成分や精度との関係を整理した｡

･GISによる空間解析技術の検討 :南北大東島について生育情報を GISとリンクして空

間解析を行い,精密農業への活用方法を検討した｡

･ハイパースペクトル画像解析の利用 :ハイパースペクトル画像を取得し,ピクセル単

位で栄養成分を求める手順を自動化し,実用的なスケールを模索する手順をまとめた｡
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