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自己紹介（出身）

• 中国、漢中（2006年来日）

定軍山

定軍山
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自己紹介（専門）

• 農学×情報学
• 植物フェノミクス
• 画像解析
• 機械学習

• 漫画アニメ大好き

情報制御工学

↓
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異文化交流
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AI とは

• 人工知能（Artificial Intelligence）
• 人工知能（AI）について特定の定義を置かず、「知的な機械、特に、知的なコ

ンピュータプログラムを作る科学と技術」として

出典：「平成 28 年版情報通信白書」（総務省）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc142110.html



AI と深層学習

出典：「令和元年版情報通信白書」（総務省）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd113210.html



農業におけるAI（米国）

Credit: NSF
https://www.nsf.gov/news/news_images.jsp?cntn_id=303176&org=NSF



農業におけるAI（日本）
• スマート農業とは，ロボット技術やICT（情報通信技術），AI（人工知能）やIoT（モ
ノのインターネット）等の先端技術を活用し，超省力化や生産物の品質向上を可能にす
る新しい農業

• データ駆動型農業
目や手で観察
• 手間，主観的
• 観察頻度が低い

センサーで収集
• 自動，客観的
• 高頻度，高精度

データからAIで判断
• 科学的
• 技術伝達が容易

経験や勘で判断
• 主観的
• 技術の継承困難

経験や勘で作業
• 非効率・重労働
• 技術の継承困難

従来の農業 スマート農業

ロボット利用
• 効率化・軽労化
• 自動化・高精度化

農作業日誌に記録
• 紙に記録／無し
• 蓄積活用は困難

自動データベース蓄積
• ビッグデータ化
• 繰り返し分析活用

圃場状態に基づき必要な農
作業を判断

データ蓄積整理

必要な農作業を実施

圃場の状態を知る
• 作物の生育状態
• 気象・土壌・水・病害虫
• 過去，現在，将来

Credit: 
Prof. Seishi Ninomiya, University of Tokyo 



植物フェノミクス

• 植物フェノミクス（Plant Phenomics）： 植物の
成長、働き、形態、構造、生理的性質、成分など
の表現型に関する研究である。

• 表現型（ phenotype ）： 植物のもつ
遺伝子型（genotype）と環境（Environment）に
よって影響を受ける。

• フェノタイピング（Phenotyping）： 植物の表
現型を計測する。

Furbank, R. T., & Tester, M. 
Trends in Plant Science, 2011 

表現型＝f (遺伝型＋環境条件+栽培条件) ・・実際の畑での状態
表現型：生育状況(出穂,葉面積,草丈, 穂数, 病徴, ストレスetc.),収量，品質(形状,色,糖度,etc.)
環 境：気温，日射量，土壌水分，etc. 栽培条件：施肥，灌漑，etc.



植物フェノタイピング（現在と将来）



Nature volume 544, S21–S23 (2017) 

植物フェノタイピング（現在と将来）

Nature 541, 445–446 (26 January 2017) 

表現型計測ロボットが植物科学を変える



植物フェノミクスに関する研究

• データ取得 （フィールドセンシング）
• フィルードサーバー （定点）

• フィルード画像データ
• 環境データ
• など

• フィルードロボット/ドローン（移動）
• フィルード画像データ
• サンプリングデータ
• など

• データ解釈（画像解析）
• 成長モニタリング、生育診断
• 器官、病害の検出、定量化
• 三次元再構築と解析
• など



本日の内容

• 研究事例 （育種、生産）
• ムギ
• 雑草

• その他応用例
• テンサイ
• ダイズ
• 果樹・果実
• ムシ



育種（生産力検定）
試験プロット画像を用いた麦類の穂数計測



穂数計測を効率化

• 穂数は収量に影響を与える重要な調査項目
• 育種調査では人手による計測を行っている
• 穂揃いから収穫までの短期間に調査する必要がある

六条大麦 二条大麦 小麦 小麦



穂数を自動計測するために

• センサーで工夫
• RGB
• Lidar
• Thermal 

• 撮影方法で工夫
• 真下向き
• 斜め下向き

• アルゴリズムで工夫
• 色+閾値+機械学習
• テクスチャ+閾値+機械学習
• 深層学習

16

アルゴリズムが複雑

高い、扱いにくい、目視ではない

高い、解像度低い、目視ではない

時期によって色が違う、光環境不均一の場合、オー
クルジョンのあるときに色、テクスチャとも変化する
ため、計算コスト高い



RGB画像より計数のチャレンジ

17

色、オークルジョン、模様、など



結果

18NARO、石川吾郎、長澤幸一博士との共同研究



AIはやはり楽！？

• 正しい教師データがあれば！

EN: Artificial intelligence

JP : 人工 知能

CN: 人工 智能



正しい教師データを得るために

20

546 回操作10% of an image

労働集約型



正しい教師データ収集の効率化

• アクティブラーニングの効率化

Desai, et al., Plant Methods, 2019



でも、モデルの作成も大変！
データ増強、ネットワーク構造選択、などなどが職人の技



国際コンペティションによる技術開発

• データ増強、ネットワーク構造選択、などなどが職人の技

http://www.global-wheat.com/David, et al., Plant Phenomics, 2020 & 2021



現場実装へ！



現場への実装：リアルタイム出穂認識

Chandra el al., CVPPP 2020



現場への実装：生育調査ロボット

Kuroki et al., Breeding Science, 2022

オープンソースで野外植物フェノタイピング用ローバーを開発
～狭い場所でもスイスイ計測～



ドローン空撮による出穂調査

• さらに効率化

京都大学那須田周平博士との共同研究



農業生産（雑草管理）
警戒雑草種の実生画像識別よる除草作業自動化



雑草管理の課題

VS



その他応用例



ドローン空撮によるムギ出穂期判別の簡易化

Zhao et al., 2021 Remote Sensing



ダイズ多収系統選抜

37
加賀ら、2021、育種学会



４D解析によるテンサイ収量予測

NARO田口和憲博士との共同研究



ソルガム収量構成要素

39
Guo et al., frontiers in plant science,  2018
https://github.com/UTokyo-FieldPhenomics-Lab/sorghum-head



ドローン空撮画像から植物1個体ごとの形質を自動推定

Guo, et al., Ecology and Evolution, 2020



ドローン空撮と融合した圃場試験法(GAUSS)を開発
し、輪作に適したダイズ品種を推定

Fukano et al., frontiers in plant science,  2021



果樹の樹勢判定と整枝剪定サポートツールの開発

Mu et al., Horticulture research. 2018 



果実の認識とトラッキングによる計数

Wang et al., CVPPP2020
Zhang et al., frontiers in plant science, 2022






若いトマト果実を緑葉の中から自動認識

Mu et al., sensors, 2021



雑草と共生するブドウの生育評価

ドローン・ジャパン株式会社
ドローンワイン・プロジェクト2022 (Maison Fezas)



これから更別村での研究は？



食糧生産性と持続性の両立

• Farm to Fork 戦略(2020年5月)
• 2030年までに農薬の使⽤量とリスクを50%削減
• 2030年までに化学肥料の使⽤量を20%削減
• 家畜・養殖に使⽤される抗菌剤の売上高を50％削減
• 有機農業に使⽤する農地を全農地の25％に到達させるなど

• 農業技術革新のためのアジェンダ(2020年2月)
• 2050年までに農業生産量を40％増加させる
• 2050年までに環境フットプリントを50％削減

• みどりの⾷料システム戦略( 2021年5月)
• 2050年までに農薬使⽤によるリスクを50%削減
• 2050年までに化学肥料の使⽤量を30％削減
• 2050年までに全農地の25%を有機農業に使⽤
• アジアモンスーン農業のための生産的で持続可能な農業におけるリーダーシップ

Credit: 
Prof. Seishi Ninomiya, University of Tokyo 



農業は食料を生産する重要な産業である

毎日新聞2018年10/31
https://mainichi.jp/articles/20181031/ddm/013/040/024000c年金積立金管理運用独立行政法人HPより

投資を受けられESGを考慮しない企業活動はなくなってきている。



これから

• 食糧生産性と持続性の両立ができる村へ
• 最先端農業技術を活用する村へ

• データ収取（machine-friendly）
• データの解釈（domain-friendly）
• データの利用とアクションの自動化（human-friendly）

• 最強の農学教育現場として活躍できる村へ
• 日本/（世界？）一XXXの村へ



ご清聴ありがとうございました
guowei@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
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