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１． はじめに
わが国では食育基本法，食育推進法が定めら
れ 1)，小中学校では食育の一環として農業体験学
習が行われている 2)．我々はこれまで農地に設置
した Web カメラで撮影された画像を教室で閲覧
し，観察日記を記録できる農作物観察支援シス
テムを開発し，岩手県内の小学校で運用してき
た 3)．運用の結果，システムを利用することで農
業への興味が喚起されることが示唆された．一
方，農作物の成長過程だけでなく，農家の日々
の作業も重要な学習要素であることから，農作
業の様子も記録するニーズがあることがわかっ
た．そこで，我々は人手をかけずに農作業画像
を取得することを目的とし，人感センサも併用
した農作業画像自動記録システムの開発を目指
している．
２．農作業画像抽出手法の概要
本研究では，農作業画像を自動記録するため，
Web カメラと人感センサを組み合わせた以下の農
作業画像記録手法を提案する．
(1) 農場に設置したセンサが検知した時に写真
（以下，検知画像）を撮影し，検知画像をサー
バに送る．
(2)サーバに保存された検知画像から誤検知画像
を取り除く（フィルタリング機能）．
(3)フィルタリングされた画像に適切な農作業情
報を付加し，画像を作業内容ごとに分類する．
本手法の実現には(1)人感センサの選定，(2)
ご検知画像のフィルタリング手法，(3)画像の分
類方法を明らかにする必要がある．本稿では，
人感センサの選定結果と，開発した農作業画像
閲覧システムの概要を述べる．
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３．システムの構成
本システム全体の構成を図 1 に示す．農地に
は Web カメラ(Panasonic 製 BB-SW174W)と人感セ
ン サ ， ポ ー タ ブ ル Wi-Fi （ バ ッ フ ァ ロ ー 社 製
DWR-PG)を設置する．そして，人感センサの検知
信 号 を Web カ メ ラ が 受 け 取 っ た 時 点 か ら
1fps(frame per second)のタイミングで 100 回
連続撮影することで，農作業の様子を撮影する．
Web カメラによって撮影された画像はポータブル
Wi-Fi（バッファロー社製 DWR-PG)を利用し携帯
電話の 3G 回線を経由してインターネット上のサ
ーバにリアルタイムにアップロードする．

図 1. システム構成
４．人感センサの選定
人感センサは主に動体検知として利用されて
いるイメージセンサ(Web カメラ BB-SW174W に内
蔵)と赤外線センサ(竹内エンジニアリング社製
MS-12FA)の二つを候補とした．それぞれのセン
サの検知精度を計るため，農地でセンサ検知実
験を行った．表１に実験結果を示す．表１の数
値はセンサが反応した時点で撮影された画像枚
数（撮影画像），撮影画像の中で農作業者が映
っていた画像枚数（農作業画像），農作業者が
写っていなかった画像枚数（誤検知画像），農
作業画像の割合（検知精度）を表す．
表 1. 実験結果
撮影画像

A
B

4-591

1790
375

農作業画像

誤検知画像

328
1462
358
17
A：イメージセンサ

検知精度

18.3％
95.5％
B：赤外線センサ
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この結果，赤外線センサの検知精度は 95％を
超えたが，イメージセンサの検知精度は 20％に
も満たなかった．この原因を分析したところ，
イメージセンサは，外乱光による背景色の変化
や，風などによる葉や枝の揺れ等による影響が
大きいことがわかった．以上の結果より，本研
究では赤外線センサを用いることとした．

の紫波町立赤沢小学校で運用を開始している．

６．今後の課題
これまで開発したシステムには，以下の課題
がある．
(1) 農家の１か月間の作業日時とおおまかな作業
量を見ることができるが，ある特定の農作業画
像を検索することができない．このため，児童
５．農作業画像閲覧システムの開発
が閲覧したい農作業画像や児童に閲覧させたい
著者らは先行研究で開発したシステム 3)に機能
農作業画像を見つけることが困難となっている．
拡張を行って提案システムを実現することとし， (2) 農作業画像閲覧によって表示される画像は人
これまで以下の機能を開発した．
感センサが検知した時から Web カメラによって
(1)人感センサの検知回数表示機能
1fps で 100 枚連続撮影するが，後半の画像には農
人感センサの検知回数を日付ごとにグラフ表
家が映っていない画像（誤検知画像）が多くみ
示する（図 2）．本機能により，農作業を行って
られる．
いる日と作業量の概要を把握できる．
(3)赤外線センサが誤検知した画像が撮影される．

図 2. 人感センサの検知回数表示画面例
(2)農作業画像閲覧機能
人感センサの検知回数表示画面から日付を選
択すると，選択した日付の農作業画像を閲覧で
きる（図 3）．また，１日の農作業を連続再生と
して閲覧することもできる．

図 3.

農作業画像閲覧画面例

本システムによって，児童はインターネット
に接続された PC 等を利用し，遠隔地で撮影され
た農作業の画像を教室からいつでも確認でき，
日々の農家の苦労などを知ることができる．本
システムは平成 24 年 10 月から，岩手県紫波郡

７．まとめ
本稿では，Web カメラと人感センサを活用し
た農作業画像抽出手法の提案と人感センサの検
知精度実験，開発したシステムの概要について
報告した．実験の結果，農作業画像を撮影する
ためにはイメージセンサよりも赤外線センサが
適していることがわかった．今後は，誤検知画
像のフィルタリング機能や作業ごとの画像分類
について検討する．フィルタリング手法には画
像処理を用いた誤検知画像の除去・分類方法に
ついて検討する．また，画像分類手法について
は，時期による作業内容の絞込みや，教員や児
童によるタグ付け機能などによる分類方法につ
いて検討を行っていく．
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