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ドローン実証研究概要

• 農業委員から「ドローンを活用した中山間地の農地調査の効率化」の提案を
受け，耕作放棄地調査の時間短縮と精度向上を図り、最適化推進委員の負
担を軽減することで，耕作放棄地の有効活用に向けた，貸し手と借り手のマッ
チングの充実につなげていくことを目的として実施

○実証研究の目的

○期待する効果
• 中山間地で１日当たり約４～５時間／人／１箇所かかる農地調査の効率化

(時間短縮・推進委員の負担軽減・調査の効率化 等)
• ドローン調査データに基づく耕作放棄地の発生防止などの副次的効果

○検証ポイント
① 農地調査の時間短縮，推進委員の負担軽減につながるか
② 効率的な農地調査，Ａ・Ｂ分類判定に活用できるか
③ 副次的な効果として，どのようなものが得られるか
④ 時間短縮，負担軽減，効率，副次的に得られる効果を総合的に検討し，
ドローン調査を本格実施すべきか １



実証研究条件
○使用機材

• 本格導入の場合でも確保しやすいよう，市販されているドローンの中で最も汎
用的に利用されているDJI社製 Phantom4 PROを使用
使用機体 Phantom 4 Pro

重量 1388g

大きさ 35.0cm×35.0cm

飛行可能時間 約30分（バッテリー個数による）

バッテリー 5870mAh

最高速度 時速72km

自動飛行範囲 水平:半径1,000m，高さ:300m未満

耐風性 約10m/s

動作環境温度 0 ～ 40℃

レンズ 8.8mm/24mm (35mm判換算)
カメラ画素数 2,000万画素
画像サイズ 4096×2160

機体及び操縦用プロポ

機体下部に取り
付けられている
専用カメラ

○フライト調査箇所
• ドローン調査地については，中山間地域を対象に，農地調査に尽力している農業
委員・農地利用最適化推進委員からの提案に基づき，西区北崎２箇所，早良
区内野３カ所，脇山１箇所の計６箇所で実施

• なお，民家が近い場所・車通りのある道路が多い場所などの平野部ついては，
民家上空飛行の承諾，道路上空飛行に警察の許可が必要なことなどから対象外
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フライト調査箇所
８月２１日（火）,２２日（水）に下記地点の調査を実施
• 西区北崎 ２箇所 (約１１ha)
• 早良区内野 ３箇所 (約１７．２ha)
• 早良区脇山 １箇所 (約１１ha) 合計 約３９．２ha
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フライト調査結果
○各調査地区の撮影及びデータ処理時間
＜気象条件，撮影，オルソ画像作成に要した作業時間等＞

調査地区 実施日 天候 気温 風向・風速 撮影高度
（計画値）

撮影面積
（実測値）

撮影
枚数

撮影に係る
時間

データ処理
時間 合計時間

北崎1 2018/8/21 晴れ 34° 南東3m 50m 4.5ha 247枚 29分 113分 148分

北崎2 2018/8/21 曇り 30° 北北西2m 50m 6.5ha 450枚 49分 88分 137分

脇山１ 2018/8/22 晴れ 33° 東5m 70m 11.0ha 259枚 35分 100分 135分

内野１ 2018/8/22 晴れ 36° 東南東7m 50m 7.8ha 358枚 41分 142分 183分

内野２ 2018/8/22 晴れ 36° 東南東7m 70m 4.8ha 122枚 29分 49分 78分

内野３ 2018/8/22 晴れ 36° 東南東7m 50m 4.6ha 215枚 30分 89分 119分

１箇所当たりの平均 6.5ha 275枚 36分 97分 133分

【各時間の考え方】
①撮影に係る時間：（現地にてドローンの準備及び撮影計画時間:15分）＋（実際の撮影時間）＋（撤収時間:5分）
②データ処理に係る時間：（データコピー及びソフトウェア設定:10分）＋（実際のデータ処理時間）

※北崎2、脇山１、内野１は、複数回または複数個所の撮影とデータ処理を実施した時間を合算している
※データ処理時間の長短は、撮影時に記録されたGPS情報精度や地形、日照、風速の影響を受ける ４



○各調査地区のドローン調査時間と最適化推進委員調査との比較

調査地区
ドローン撮影
面積

（実測値）

ドローン
撮影に係る時間
(現地にいる時間)

データ処理
時間

(屋内作業時間)

ドローン調査
合計時間

最適化推進委員
調査時間
徒歩や車両で
現地にいる時間

参考
農委事務局再確認
に要する時間

(現地にいる時間)

北崎1 4.5ha 29分 113分 148分 約60分～120分 約90分

北崎2 6.5ha 49分 88分 137分 約30分 約60分

脇山１ 11.0ha 35分 100分 135分 約20分 約30分

内野１ 7.8ha 41分 142分 183分 約240分～300分 約90分

内野２ 4.8ha 29分 49分 78分 約240分～300分 約90分

内野３ 4.6ha 30分 89分 119分 約240分～300分 約90分

１箇所あたり
の平均 ‐ 36分 97分 133分 約138分～178分 約75分

→ ◎現地調査時間は，約４分の１となり時間短縮
△データ処理も含めた合計時間で比較すると，微減

検証ポイント①
時間短縮，推進委員負担軽減
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→ ◎猛暑中での現地調査時間短縮により，推進委員の負担軽減

→猛暑の屋外（最高気温36°Ｃ，午前中でも30°Ｃを超える）
＜通行に難がある調査地までの行程＞

＜急傾斜地や筆ごとのワイヤーメッシュ設置等で徒歩では体力・時間のかかる調査地＞

○現地調査 ○データ処理
→屋内作業

検証ポイント①
時間短縮，推進委員負担軽減
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→ ○オルソ画像と動画の組み合わせにより，効率的な農地調査，生育状況の
確認(Ａ・Ｂ分類判定)が概ね可能
△画像処理・中山間地でのドローン操作に技術が必要

○ドローン調査結果（オルソ画像，動画）からの農地調査の考察

オルソ画像 動画

○自動撮影により，広範囲を一度に把握可能 ○視認の範囲内で自由に動かせるため，急傾斜地
移動の負担軽減

△生育状況の確認が困難な箇所あり ○ズームすることで生育状況の確認が可能
△画像処理に技術が必要 △中山間地でのドローン操作には操縦技術が必要

検証ポイント②
効率的な農地調査，Ａ・Ｂ分類判定
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○毎年度のドローン調査（オルソ画像）

H30年度
（2018年度）

→ ○中山間農地の各年度ごとの現況把握及び比較が可能となり
農地状況の推移がわかる

○耕作放棄地発生可能箇所の早期発見，是正に活用可能

H31年度
（2019年度） 2020年度

検証ポイント③ 副次的な効果１
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○低高度調査による農地周辺状況把握

→ ○農道やハウスの状況（位置，防風森，損傷状態等）把握が
可能，また，ハウスの新規設置等に有効活用可能

実際の歩行ルート

抵高度調査で把握した農道

ハウス

防風の役割を果たす木々

検証ポイント③ 副次的な効果２
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良い点 工夫が必要な点

①

調査時間
短縮

◎現地調査時間は，従来の約４分の１
の大幅減

△データ処理も含めた総合計時間と
比較すると従来時間から微減

推進委員
負担軽減

◎猛暑の中の現地調査時間が減ることから，
推進委員の負担軽減効果大
（推進委員平均年齢：68.2歳）

‐

② 効率的な
農地調査

○自動撮影により，広範囲を一度に撮影
可能
○オルソ画像と動画の組み合わせで生育状
況の確認が可能(Ａ・Ｂ分類の概ねの判
定が可能)

△オルソ画像のみだと，生育状況の確認
（A・B分類判定）に難ありの箇所あり
△画像処理・ドローン操作に技術が必要

③ 副次的効果
○毎年度調査することで農地の状況推移が
把握可能
○周辺農道やハウスの状況把握等が可能

‐

○検証ポイント①～③のまとめ

• 猛暑の中での現地調査，副次的に得られる効果などを考えると，
ドローンを活用した耕作放棄地調査をすべき

• ただし，生育状況の確認(Ａ・Ｂ分類判定)等のため，活用方法に工夫が必要

検証ポイント④ 総合的検討（まとめ）
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○ピンポイント調査（内野３での例）

→ 一見して，稲に見えるが，実際は雑草地(動画では確認可能)
オルソ画像で，調査地域全体を把握したうえで，上記のような箇所のみをピンポ
イントで現地確認を実施

ドローンを活用した耕作放棄地調査方法（案）

11



○ドローンを活用した耕作放棄地調査の提案
ドローンを活用した耕作放棄地調査方法（案）

①いつ ８月～の利用状況調査の前に
②誰が 業者委託で専門業者が

③どこを調査 北崎・内野・脇山などの急傾斜地のある
中山間地域をドローン調査

④どのように活用
オルソ画像や動画で，
現地調査が必要な場所を事前に把握し，
推進委員はピンポイントで現地調査

ドローンを活用した耕作放棄地調査方法（案）

貸し手と借り手のマッチングの充実

農地調査にドローンを効果的に活用

的確な農地判定，農地調査の効率化，推進委員の負担軽減
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