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１．業務概要 

１．１ 業務の目的 

現在、農林水産省では、中山間地域等直接支払交付金などの日本型直接支払制度等の運
用にあたっては、農用地区画ごとの土地利用状況の現地確認作業に多大な労力を要してお
り、これら農林業分野の生産基盤の現況を迅速かつ効率的に把握する手法の開発が急務と
なっている。 

一方で、近年、地球観測衛星の高性能化、人工知能（AI）で活用されている機械学習を
利用した画像解析技術などの新技術は急速に進んでおり、これらを効果的に活用すること
により効率的な現地確認作業の実現が見込まれている。 

本業務は、レーダ衛星及び光学衛星により撮影した衛星画像データを解析し、農用地区
画ごとの土地利用状況を高い精度で把握し、中山間地域等直接支払制度における現地確認
作業の効率化手法の開発（以下、「中山間地域等直接支払制度における現地確認作業の効率
化手法の開発」という。）を目的として実施するものである。 

なお、中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、
集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め（協定）を締結し、それにし
たがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みである。協
定が締結された農用地（協定農用地）について、市町村が活動の実施状況を確認すること
になっており、農用地毎に耕作又は維持管理の適否を現地確認により判定している。 

１．２ 業務の期間 

自 2019（令和元）年 10 月 18 日 至 2020（令和 2 年）年 3 月 19 日 

１．３ 業務の内容 

（１）作業計画 

（２）研究会の設置・運営 

（３）衛星画像解析による中山間地域等直接支払制度における現地確認作業の効率化手法
の開発・調査 

ア 衛星画像解析手法の調査・検討等 
イ 衛星画像データの取得等 
ウ 農用地区画ごとの土地利用状況判別手法の開発・検証 
エ 検討課題、対応方法等の整理 
オ 業務実施報告 
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（４）担当部署との打ち合わせ会議の開催 
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２．「中山間地域等直接支払制度における現地確認作業の効率化手法の開発」業務 

２．１ 作業計画 

作業の実施に当たっては、契約締結後 5 日（行政機関の休日を含まない。）以内に、実施
スケジュール（図 2.1）および実施体制表（表 2.1）について作業計画書を提出し、農村振
興局農村政策部地域振興課及び大臣官房政策課食料安全保障室（以下「担当部署」という。）
の承認を得た。 

実施体制表には、本業務の実施を総括する業務責任者及び業務担当者を配置した。業務
責任者は、業務担当者を総括し、業務の適切な実施を管理するとともに、担当部署との連
絡・調整を行った。業務担当者は、業務の進行に必要な各業務の担当者とした。 
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図 2.1 実施スケジュール 

 
表 2.1 実施体制 

管理責任者 研究開発部 部⻑ 山本彩 
業務責任者 研究開発部 利用技術グループ 

グループリーダー 石井景子 
業務担当者 研究開発部 利用技術グループ 

主任研究員 小田川信哉 
主任研究員 稲永麻子 
研究員   瀬口大介 
ソリューション事業第一部 事業戦略室 
参事    奥村俊夫 

業務副担当者 研究開発部 利用技術グループ 
研究員   出原真理子 
研究員   渡部帆南 

  

2019年 2020年
10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）作業計画
10/18契約

（２）研究会の設置・運営

  ア 研究会設置

イ 研究委員選定

ウ 研究会開催 ▲
11/26

▲
2/3

▲
3/3

（３）衛星画像解析による中山間地域等直接支払制度における現地確認作業の効率化手法の開発・調査

ア 衛星画像解析手法の調査・検討等

イ 衛星画像データの取得

ウ 農用地区画ごとの土地利用状況判別手法の開発・検証

エ 検討課題、対応方法等の整理

オ 業務実施報告 3/19納品

（４）打ち合わせ会議 ▲
11/5

▲
12/26

▲
1/30

▲
2/28
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２．２ 研究会の設置・運営 

本業務の実施に当たり、専門的見地から衛星画像解析による中山間地域等直接支払制度
における現地確認作業の効率化手法の検討・評価を行うための研究会（以下「研究会」と
いう。）を設置した。 

研究会の研究委員は、担当部署と相談の上、農林水産業分野における衛星リモートセン
シング活用、機械学習技術などを活用した画像解析に関する分野の学識経験者２名を選出
した（表 2.2）。 

研究会は、農林水産省内会議室で開催し、以下の内容で 3 回実施した。開催時期、内容
等については、担当部署と相談の上、決定した（表 2.3）。 

研究会の議事録を作成し、研究会終了後、5 日以内に提出し、担当部署の承認を受けた。 

表 2.2 研究委員 
名前 所属 専門分野 
小川茂男 農研機構 

本部 
事業開発室 
上級研究員 

農業水産業分野におけるリモートセンシング
技術の研究 

石塚直樹 農研機構 
農業環境変動研究センター 
農業空間情報解析ユニット 
上級研究員 

農業水産業分野におけるリモートセンシング
技術、特に衛星データを用いた農地解析（機
械学習）の研究 

 

表 2.3 研究会 
 開催日 内容 
第 1 回研究会 2019 年 11 月 26 日 運営方針・年間計画の決定、取得する衛星画像や教

師データの作成方法、適用する機械学習分析手法
等、具体的な事業の実施方針の検討 

第 2 回研究会 2020 年 2 月 3 日 判別手法の検証結果の検討（一次評価） 
第 3 回研究会 2020 年 3 月 3 日 判別手法の検証結果の検討（二次評価）及び費用対

効果を考慮した実務への実装化の検討 
本事業における成果及び課題の整理、課題への対応
方法等の検討 
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２．３ 衛星画像解析による中山間地域等直接支払制度における現地確認作業の効率化手
法の開発・調査 

２．３．１ 衛星画像解析手法の調査・検討等 

様々な分野における衛星画像データの機械学習を含む解析事例を調査し、本事業におい
て適用可能と思われる手法の効果を検討し、最適と思われる手法を提案した。 

解析手法を調査するにあたり、衛星データに AI 機械学習を適用した事例を記載した論文
検索を実施した。適用分野は農業分野だけでなく、資源・エネルギー、林業、水産、環境
分野も対象とした。ただし、AI 機械学習を主体とした論文は非常に多くあるため、衛星デ
ータの利用に関連した論文に注力した。このことから、検索した国内学術誌はリモートセ
ンシングを扱う学術雑誌「日本写真測量学会誌（写真測量とリモートセンシング）」「日本
リモートセンシング学会誌」「システム農学会誌」、海外学術誌は影響力がある「International 
Journal of Remote Sensing」「Remote Sensing of Environment」とした。なお、本調査にお
いては、解析手法のみならず、前処理についても整理した。整理した結果を添付資料 1 に
示す。 

検索結果の整理項目は、論文の識別に用いる「題名・著者・発行年・巻・号・ページ数・
雑誌名」のほか、「前処理方法」「解析手法」「使用ソフト」「使用センサ」「対象（作）物」
「対象地域」とした。検索期間は最新号（2019 年度）から 2009 年までの約 10 年間とした。
これは、AI 機械学習が衛星データに多用され始めたのが 2010 年以降であり、日進月歩の
AI 機械学習の適用事例について最新の動向を把握する必要があるためである。検索に用い
た単語は、「圃場（field, farm, till,cultivate）」のほか、「水稲（rice、paddy）」「⼩⻨（wheat）」
「大豆（soybean）」「トウモロコシ（corn、maize）」のような農作物とし、解析手法として
「機械学習（machine learning）」「時系列解析（time series analysis ほか）」「人工知能（AI）」
「ディープラーニング（Deep Learning）」「ニューラルネットワーク（Neural Network）」「ラ
ンダムフォレスト（Random Forest）」「サポートベクターマシーン（Support Vector 
Machine）」などとした。 

検索した結果を絞り込むにあたり、使用されたセンサの種類はマルチスペクトルセンサ
のみとした。これは本事業で用いることができる高空間分解能、高撮影頻度の衛星センサ
がマルチスペクトルセンサだからである。このため、同じ光学センサであるハイパースペ
クトルセンサや熱赤外センサは含めなかった。たとえマルチスペクトルセンサの成果であ
っても、ドローンや車載カメラによる成果も含めなかった。また、本事業は分類が目的で
あることから、解析手法の一つである相関関係を求める成果（例えば衛星データからバイ
オマスを相関モデルによって推定する等）も含めなかった。 

文献調査の結果、日本の学術誌に全項目が該当する論文はなかった。ただし、一部が該
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当する論文はあったため、納品物にはそれらは削除せずに残した。海外の学術誌では、
Remote Sensing of Environment に 39 編、International Journal of Remote Sensing に 20 編
存在した。衛星センサは Landsat シリーズや MODIS が多かった。この理由として、無料
で利用できることに加え、継続的な観測により、複数時期にわたる時系列解析が可能であ
るためと考えられる。一部の論文では WorldView シリーズが利用されているが、時系列解
析にはほとんど用いられていない。 

衛星画像の前処理ではオブジェクト分類や同時生起行列があったが、本事業で対象とな
る協定農用地のような不規則な形状のポリゴンには適用できない。時系列解析における前
処理としてフーリエ解析があるが、適用事例は少なかった。 

AI 機械学習ではランダムフォレストの適用事例が非常に多かった。次にサポートベクタ
ー分類があり、大量の参照データが必要となるディープラーニング（ニューラルネットワ
ーク）の適用事例は少なかった。ランダムフォレストは、衛星データと対象物の関連性が
たとえ弱くとも、弱い関連性を多数寄せ集めることによって、推定モデルを構築する手法
である。そのため、どのような対象物でも解析可能となることから、適用事例が多いと考
えられる。本事業においても PlanetScope のバンド数は 4 つしかないが、半年間にわたる大
量の観測データを用いることから、多数のデータがあることになり、ランダムフォレスト
が適用できる。また、ランダムフォレストでは推定モデル構築に重要なパラメータ（この
場合、衛星バンドや観測時期）が算出できるため、このことも適用事例が多い理由と考え
られる。以上より、解析手法はランダムフォレストを中心に考慮することとした。 
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２．３．２ 衛星画像データの取得等 

協議の結果、対象とする自治体は、主な協定農用地が草地である北海道別海町と、水稲
である山梨県北杜市とした。なお、北杜市は、⼩淵沢町、⽩州町、⻑坂町、高根町、大泉
村、武川村、須玉町、明野村の 8 町村が合併した市であり、協定農用地も旧 8 町村を管轄
する支所ごとに管理されている。 

本業務で使用する衛星データは、光学衛星とレーダ衛星である。光学衛星の仕様は、地
上分解能 4 メートル以上、観測頻度が少なくとも 3 日に 1 回以上のデータとされているこ
とから、超⼩型衛星群 PlanetScope を用いることとした。なお、PlanetScope データの解析
範囲は概ね合計 1,000 km2、最⻑ 6 か月程度の期間とされている。 

PlanetScope の解析範囲は全部で 1,000km2 以下であるが、別海町の協定農用地の範囲は
それ以上であった。一方、北杜市から提供を受けたのは旧⼩淵沢町と旧⽩州町の協定農用
地のみであり、その範囲は約 56km2 であった。このことから、別海町と協議の上、別海町
の解析範囲は約 930km2、北杜市は 56km2 とした。 

レーダ衛星は JAXA の衛星データと規定されていることから、ALOS-2 に搭載された
PALSAR-2 を用いることとした。 

解析年度は自治体において既に中山間地域等直接支払制度における現地確認調査が終了
している最新年度である 2018 年度とし、解析期間は年度初めの 4 月から現地確認調査が終
了する 9 月末までの半年間とした。 

（１）別海町 

別海町農政課からは、中山間地域等直接支払制度における協定農用地に関する資料とし
て、地番図のポリゴンデータおよび地番と現地確認結果が記載された協定農用地の確認野
帳（マイクロソフトアクセス形式）および低解像度版航空写真等を貸与して頂いた。協定
農用地確認野帳のひな形を添付資料 2 に示す。これらの資料から、解析範囲に含まれる協
定農用地のポリゴンを作成した。別海町の解析範囲と協定農用地を図 2.2 に示す。別海町の
解析範囲に含まれる協定農用地の地番（ポリゴン）数は 14,261 であった。目視確認の結果、
衛星画像の位置精度は良好であったが、道路など輝度が高い地物の影響を受けている協定
農用地もあった。このため、全ポリゴンに 5m の緩衝帯（バッファ）を設け、実際に解析に
用いられる画素に周辺の地物が極力影響しないようにした（図 2.3）。また、協定農用地の
中には非常に狭⼩なポリゴンもあり、PlanetScope の高い空間解像度でも十分に解析できな
いものも含まれていた。このため、緩衝帯処理後に 500m2 以下の面積となったポリゴンは
解析対象外とした。その結果、567 ポリゴン（全体の約４％）を対象外とし、解析対象ポリ
ゴン数は 13,694 となった。また、雲や雲影が極力少ない観測日の衛星画像を選択したもの
の、一部の地域には雲や雲影が入り込んでいたため、目視確認により、雲と雲影を除去し
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た（図 2.4）。本業務では、その日の観測データに雲や雲影を含む協定農用地は解析対象外
とした。なお、全期間にわたり雲や雲影に覆われ続けたポリゴンはなかったため、すべて
の解析対象ポリゴンを解析した。 

別海町から提供された確認野帳では、協定農用地の地目はすべて牧草を栽培している「草
地」であり、管理状況は「耕作の適」であった。 

2020 年 2 月 13 日に、別海町町役場にて、衛星画像データによる土地利用状況判別の一
次解析の結果により、協定農用地の利用状況に関する聞き取り調査を実施した。その結果、
牧草は毎年必ず刈り取りしているとのことであった。刈取時期は一番草が 7 月頃、二番草
が 9 月頃とのことであった。また、別海町ではデントコーンなど牧草以外の飼料作物も作
付されているが、解析範囲には含まれていなかった。 

（２）北杜市 

北杜市農政課からは、協定農用地に関する資料として、旧⼩淵沢町と旧⽩州町の地番図
（紙資料）および地番と現地確認結果が記載された協定農用地の確認野帳（マイクロソフ
トエクセル形式）を貸与して頂いた。北杜市では外部に提供可能なデジタル化された協定
農用地のポリゴンデータはなかったため、農林水産省がオープンデータとして公開してい
る筆ポリゴンを活用した。旧⼩淵沢町においては、筆ポリゴンへの地番及び確認野帳の情
報の関連づけはポリゴン単位に手作業で行った。旧⼩淵沢町において開発した解析手法は
旧⽩州町の地番及び確認野帳の情報の関連づけを行わない筆ポリゴン上で検証することと
した。北杜市（旧⼩淵沢町と旧⽩州町）の解析範囲と協定農用地を図 2.5 に示す。北杜市の
解析範囲に含まれる協定農用地の地番（ポリゴン）数は、旧⼩淵沢町では 1,602、旧⽩州町
では 2,286 であった。目視確認の結果、衛星画像の位置精度は、傾斜地である北杜市におい
ても良好であったが、道路など輝度が高い地物の影響を受けている協定農用地もあった。
このため、全ポリゴンに 5m の緩衝帯を設け、実際に解析に用いられる画素に周辺の地物が
極力影響しないようにした（図 2.6）。また、協定農用地の中には非常に狭⼩なポリゴンも
あり、PlanetScope の高い空間解像度でも十分に解析できないものも含まれていたことから、
緩衝帯処理後に 100m2 以下の面積となったポリゴンは解析対象外とした。その結果、157
ポリゴン（全体の約 10％）を対象外とし、旧⼩淵沢町の解析対象ポリゴン数は 1,445 とな
った。なお、北杜市では、雲・雲影の影響を受けていない衛星データで解析することがで
きた。 

北杜市から提供された観測野帳では、旧⼩淵沢町と旧⽩州町の協定農用地の地目はすべ
て「田」であり、管理状況は「耕作の適」もしくは「維持管理の適」であった。旧⼩淵沢
町の協定農用地の内訳は、「耕作の適」が 1,272、「維持管理の適」が 330、計 1,602 であり、
旧⽩州町は、「耕作の適」が 2,157、「維持管理の適」が 129、計 2,286 であった。 
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2020 年 2 月 7 日に、北杜市役所にて、衛星画像データによる土地利用状況判別の一次解
析の結果により、協定農用地の利用状況に関する聞き取り調査を実施した。その結果、協
定農用地の主な作目は水稲であるが、早生品種や酒米、飼料用米、古代米など、様々な水
稲を作付しているとのことであった。また、水稲の他にも⻨や牧草などが作付けられてい
るとのことであった。 

別海町と北杜市における解析に用いた PlanetScope の観測日を表 2.4(1)〜(2)に示す。
PlanetScope はほぼ毎日データ取得可能であるが、撮影範囲のほとんどが雲に覆われている
など、明らかに解析に使用できないデータは除外した。各自治体ともに、月単位では必ず
観測できるものの、旬単位では観測できなかったこともあった。 
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図 2.2 解析範囲と協定農用地（別海町） 

 

図 2.3 緩衝帯（バッファ）処理（別海町） 

 
  

出典：別海町提供航空写真 
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図 2.4 雲・雲影の除去（別海町） 

 

図 2.5 解析範囲と協定農用地（北杜市（旧小淵沢町および旧白州町）） 

 
  

出典：国土地理院 
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図 2.6 緩衝帯（バッファ）処理（北杜市） 

 

表 2.4(1) PlanetScope 観測日（別海町） 

 
括弧は入手したものの品質管理の結果未使用であることを示す。 

表 2.4(2) PlanetScope 観測日（北杜市） 

 
括弧は入手したものの品質管理の結果未使用であることを示す。 

  

2018年
4月 5月 6月 7月 8月 9月

上旬 10 3, (4) 2, 4 6

中旬 19, 20 12, 13, 
(15)

16, 17 20 12, 15, 18, 
19, 20

下旬 23, 28, 
(29),30

21, 28, 29 23, 28, 30 21

2018年
4月 5月 6月 7月 8月 9月

上旬 2, 3, 4, 10 5, (6) 2, 3, 4
(7), (8)

2 2, 3, (4)

中旬 13, 19, 20 (14), 16
(19), 20

19 (15)
18, (19)

(17), 18 19

下旬 26, 28, 29, 
30

21, 22, 24, 
27

25 (21), (22) 
(23), 24, 
(27), 30, 
(31)

26, 27


