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水稲作付面積計測への合成開口レーダ（SAR）の利用

石 塚 直 樹 ＊

（平成18年２月17日受理）

日本の水稲作付面積は統計的手法により求められており、省力化が求められている。本研究では雲があ

ると観測できない光学センサを利用せず、全天候型のSARデータのみで水稲作付面積を求める手法の開発

を目指した。数値地図25000を用いた非水田マスクを作る手法を考案し、2時期のRADARSATデータを組

み合わせることによって、水稲作付面積を精度良く求める手法を確立した。

さらに、将来利用可能となるであろう多重波長・多重偏波SARデータを用いる手法の開発を目指した。

ここでは、LバンドSARで水田を観測した場合に発生するブラッグ散乱の問題を、偏波情報を使うことに

より解決することによって、1回の多重波長・多重偏波SAR観測による水稲作付面積計測アルゴリズムを

開発した。そして、航空機SARデータを用いて検証をした結果、水稲作付地を精度良く抽出できることを

確認した。
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LACIEの成果はTMセンサを利用したAgRISTARS

（Agriculture and Resources Inventory Survey Through

Aerospace Remote Sensing）計画に引き継がれ（Bauer,

1984）、より実用性の高い収量予測技術の開発が試みら

れた。ヨーロッパにおいてもM A R S（M o n i t o r i n g

Agriculture with Remote Sensing）計画が行われるなど

（Gallegoら, 1993）、農業分野におけるリモートセンシン

グの有効性が示された。また、世界各国でも衛星データ

を使った穀物収量や生産高の推定・予測結果が発表され

ている。TMセンサが利用されるようになり日本におい

ても農業リモートセンシングは急速に進歩したが、狭く

て地形が複雑な日本の風土に適した手法が確立されたと

はいまだ言い難い（秋山ら編, 1996）。

世界の３大穀物は小麦・トウモロコシ・米であり、米

は小麦やトウモロコシとほぼ同じ量が生産されている。

しかし、その生産は偏在性が高く、89％は東・南アジ

ア地域で占めており（FAO, 1998）、アジアにおいて米は

最も重要な農作物である。

しかしながら、近年のアジア各国の経済発展は、優良

農地の工商および住居用地への転換をすすめ、一方、山

間地等では管理労働負担の高さ、生産性の低さから耕作

放棄を招き、水田が減少している。さらに、稲は元来熱

帯作物であるため、時に冷害の危機にさらされ、また、

水を湛えて栽培する必要があるため、干魃と洪水に隣り

合っている。米はアジアの生活を支えているにもかかわ

らず、状況は厳しい方向へ向かっており、今後の人口問
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Ⅰ はじめに

1 研究の背景

1972年のLandsat 1号打ち上げより、地表を観測する

衛星リモートセンシングが本格的にスタートして30余

年になる。衛星リモートセンシング技術の特長は、一度

に広い範囲を観測でき、同じ場所を時系列的にデータを

反復取得し、さらにデータがデジタル化されて収録され

ているため、少ないデータで予測・評価できることであ

る。衛星リモートセンシングは、広大な面的広がりを持

つ農地・農作物の観測に適用するメリットが大きいとし

て期待されてきた。

当初はLandsat/MSS（Multi-Spectral Scanner）データを

主体に欧米の広大な耕地を中心に研究が行われてきた。

1970年代後半のアメリカ LACIE（Large Area Crop

Inventory Experiment）プロジェクトは、世界の小麦の生

産高を予測しようという画期的なもので、アメリカ農務

省（USDA）、アメリカ海洋大気局（NOAA）、アメリカ

航空宇宙局（NASA）と各地の大学が協力して行われた

（MacDonaldら, 1980）。国内においては耕地面積の大き

い北海道が主な対象となっていた（高畑ら, 1978；斉藤

ら, 1980など）。

1984年に打ち上げられたLandsat 4号に積まれたTM

（Thematic Mapper）センサは空間分解能が約30ｍであり、

また、バンド数が増えたことにより欧米での研究はさら

に活発となった。
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題などを鑑みても米生産の監視・把握は重要な課題と言

える。そのため、水稲がどこで、どれだけ作付され、生

産されているかをできるだけ正確に計測、把握すること

が求められている。

我が国では、農林水産省統計部生産流通消費統計課に

よって農地面積調査（以下、統計調査という）が実施さ

れおり、水田を含めた耕地面積および作物収穫量統計に

必要な作付面積が把握されている。この統計調査は1880

年（明治13年）より始まり、昭和20年代（1945～1954）

の４年を除き、現在まで継続して実施されている（全国

農林統計協会連合会, 1996）。

現在の調査方法は、階層抽出法と呼ばれる統計方法を

根拠とした現地調査である。この調査では約 230万の

「単位区」と呼ばれる母集団を整備し、この中から抽出

した約４万カ所の標本圃場について、８月15日を基準

日とした現地調査を実施して集計している。この統計調

査により把握された水稲作付面積（以下、統計値という）

は都道府県単位での精度を保証したデータとして公表さ

れ、国および国際機関の施策に供されている。

この統計値は米の生産調整、いわゆる減反政策の基と

なる重要なデータでもある。減反政策は、1960年代に恒

常的供給過剰がみられるようになった米の、生産量を調

整するために1971年より始められた。その後も食生活

の変化に伴い米の需要は減り続け、現在では総面積の約

4割にあたる 100万 haを超える面積が減反されている

（農水省, 2002）。しかしながら、減反面積を割り当てて

ゆくという行政指導の減反政策も、いわゆる田湧き現象

（減反の割り当て面積が増えるにつれ、割り当ての基準

となる水田の総面積が増える現象）によって実質的な作

付面積が減らないなど、問題を抱えていた。そこで2003

年末に「コメ政策大綱」がまとめられ、今までの減反政

策は2008年までに廃止することが決定され、農業者や

生産者団体が自ら米の生産量を決め調整してゆくことに

なった。

前述のような背景からも、各市町村より、水田の水稲

作付面積の把握、水稲作以外の作物栽培奨励施策の実施

状況や地域振興政策への利用のために、この統計値を利

用したいという要望が強い。しかしながら、統計部のデ

ータは都道府県レベルでの精度を保証しているが、市町

村レベルでの精度を保証していないという問題がある。

統計調査は、先に述べたように全国約４万カ所の標本

圃場を実測により調査しているために、多くの労力を必

要としているのが実態である。それゆえ、調査労力軽減

と効率的な調査体系の改善が求められており、リモート

センシング技術を活用した面積調査の開発研究が進めら

れている。さらに、農業情報センターが設置されるなど、

国・都道府県・市町村での農業行政のGIS化が進みつつ

あり、集計表としての数値だけでは無く、水稲作付分布

図としての公表要望も増え始めている。面的な広がりを

もつ農地を対象として現況図を作成するためには、リモ

ートセンシング技術は最も有効な手段であるといえ、さ

らに、統計値のような数値でなく、面的にくまなく調査

が可能であることによる精度の向上も期待されている。

それゆえ、リモートセンシングによる水稲作付面積の計

測に関する研究が長年にわたり行われてきている。わが

国では特に農林水産省において研究が実施されており、

筆者も一連の研究に参加してきた。

例えば、山形ら（1988）は宮城県の北上川流域を対象

として、Landsat/TMデータを用いて土地被覆分類を行

い、水田面積を推定している。このとき、３×３のウィ

ンドウ・フィルタを用いて水田として抽出されたピクセ

ルの８近傍画素を水田として組み入れることにより、ミ

クセル（１つのピクセルに複数の要素が混ざっているこ

と。混合画素。Mixed pixelの略）による過小評価を補正

している。また、統計的にミクセルによる過小評価を補

正する方法として、ミクセルが含む農道・用排水路など

の面積を圃場に対する面積割合から差し引き作付面積を

求める研究（小川ら, 1990）が北海道においてなされた。

Okamotoら（1996）は、Landsat/TM画像を用いた水田面

積把握方法の研究開発を北海道で行い、中間赤外領域の

バンド５（TM5）に於いて、水を満たした水田の水面と

通常の陸地表面との差が大きいことを利用したミクセル

分解法を確立して、水田面積を精度良く決定した。対象

の石狩平野８市町における統計値に対する誤差は-2.6％

～5.2％であり、圃場レベルでほぼ６%以内の推定誤差

であった。この推定結果は市町村単位とそれ以下の規模

の面積が、同精度の高精度で推定された唯一のものであ

り、しかも農林水産業統計の推計誤差と同程度の誤差で

推定されている（秋山ら編, 1996）。

しかしながら、 1 6日に１回しか観測できない

Landsat/TM画像では、雨天および曇天で地上のデータ

がとれない場合が多く、毎年の統計値を算出することは

困難である。そこで、村上ら（2001）、Murakamiら

（2001）は、土地利用の複雑な佐賀平野について、特定

地域では斜方視機能により観測頻度が２日に１回と大き

い光学センサのSPOT/HRVデータによる水田面積算出方

法を検討した。７月のSPOT/HRVデータについて可視－

近赤外の２次元平面上で植生・土壌・水（VSW）指数
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2000；Shaoら, 2001；Liら, 2003）。しかし、光学センサ

は雲によって観測に支障をきたし、多時期SARデータ

の利用は調査結果の公表期限に間に合わない等の問題が

生じる。

そこで、本研究において光学センサを併用せずに、か

つ、できるだけ早期に水稲作付面積を把握するために、

２時期のRADARSATデータによる計測方法を考案する。

その際に、従来の研究において問題となっていた閾値の

決定方法として、客観的な方法の適用を試み、あわせて、

GISデータを組み合わせることにより精度の向上を図

る。

さらに、多重波長・多重偏波SARセンサによる水田

観測を行うことにより、水田におけるマイクロ波の散乱

特性を把握し、最終的には、１回のSAR観測データで

統計的手法と同等の精度で水稲作付面積を求める方法を

検討する。

スペースシャトルや航空機によるSAR観測において

は、一度の観測で違った波長のデータを取得する多重波

長観測も行われており、SARはマイクロ波の偏波面の縦

と横を組み合わせることによる多重偏波観測が可能とな

ってきている。日本においても全偏波（フルポラリメト

リ）観測可能なALOS/PALSARの打ち上げが2005年に計

画されるなど、将来的には衛星でも多重波長・多重偏波

観測が可能になると予想されている。多重波長・多重偏

波SARセンサを用いれば今までより情報量が格段に増

えることから、水稲作付面積計測においても精緻化が図

れると考える。

3 本論文の構成

本論文は６章で構成されている。

第Ⅰ章において本研究の背景及び目的について述べ

る。また本論文の構成について記述する。

第Ⅱ章において、本研究で中心的な扱いとなるSAR

について、その歴史や基本的原理、特徴などについて説

明し、SARが農業分野においてどのように扱われ、研究

されてきたか、それらの長所や問題点について述べる。

そして、本研究の目的である水稲の作付面積について、

既存の研究の問題点に対し、本研究においてどのような

アプローチで解決を図ろうとしたのか示す。

第Ⅲ章においては現在利用できる S A R 衛星

RADARSATの２時期データを用いて、光学センサを用

いることなく、SARセンサのみで水稲の作付面積を求め

る方法の精度について述べる。特に、従来より問題とな

っている閾値の決定方法とその効果について検討を行

（山形ら, 1997）を計算し、さらに、V（植生）とW（水）

の２次元平面上で水田が1直線上に存在することを見い

だし、精度良く水田を算出する方法を開発した。

この様に、特定地域では衛星データにより毎年水稲作

付面積を算出する方法が開発されたが、日本全国ですべ

ての水田面積調査を実施する場合には、①必要な観測時

期のデータ入手が容易なこと、②作業量が少ないこと、

③コストができるだけ小さいこと、が必要である。村上

ら（2001）が佐賀で用いたSPOT/HRVデータは特定地域

の観測頻度は高いが、日本全国のデータを７月に収集す

ることは困難である。

光学センサを用いた観測は、観測適期に良好なデータ

を得ることができれば精度の良い結果が得られる。しか

し、光学センサは雲があると観測できないという問題が

あるため、最近では雲を透過して観測できる合成開口レ

ーダ（Synthetic Aperture Radar；以下SARとする）を利

用する研究がなされるようになった。SARは可視光より

も波長の長いマイクロ波を用いるので、雲の影響を受け

ずに地表面の観測が可能である。しかしながら、SARデ

ータは従来の光学センサと比べると特有の現象が多く、

再生処理を施さないと画像にならない等扱いが複雑であ

る。また、SARによる水田観測はまだ知見が少ないため、

未だ実用となっていない。したがって、SARを用いた水

稲作付面積の計測手法が開発されれば、日本だけでなく、

アジアあるいは世界的に水稲面積の計測に貢献すること

ができる。

2 研究の目的

本研究は、雲の影響によりデータの適期取得の困難な

光学センサの問題点を克服し、統計調査による推定と同

等の精度を保ったまま、SARデータを用いて水稲作付面

積を精度良く、安定して計測できる方法の開発をするこ

とを目的とする。

まず、現在、唯一定常観測が行われている単波長・単

偏波SAR衛星のRADARSATを用いて、現在適用可能な

方法を検討する。

SAR衛星のほとんどが単波長・単偏波の観測しかでき

ず、得られる画像はモノクロであり情報量が少ないため、

従来の研究においては、SARデータと光学センサデータ

を併用するか（小川, 1998；Ogawaら, 1998；Okamotoら,

1999；Okamotoら, 2001）、または、多時期のSARデータ

の解析で水稲作付面積を算出している（Kurosuら ,

1995；Kurosu ら, 1997；Le Toanら, 1997；Chakraborty

ら, 1997；Panigrahyら, 1997；F. Ribbesら, 1999；竹内ら,
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う。

第Ⅳ章においては、２時期のRADARSATデータを利

用した水稲作付面積の算出方法の精度を高めるため、

GISデータを利用する方法について検討する。ここでは

GISデータとして「数値地図25,000（地図画像）」を利用

し、非水田部分をマスクする新たな方法を考案し適用す

る。そして、２時期のRADARSATデータとGISデータ

を併用した方法を提案する。

第Ⅴ章は、多重波長・多重偏波SARデータを用いた

水稲作付面積の計測アルゴリズムとその検証について論

じる。まず、水稲作付面積計測へLバンドSARセンサを

利用する効果について確認する。さらに、既存の研究に

おいて指摘されている、LバンドSARセンサでの水田観

測時に起こるブラッグ散乱の問題への対処方法を探るべ

く、多重波長・多重偏波SARデータを用いて水田の散

乱特性の把握を行い、ブラッグ散乱圃場の抽出を試みる。

さらに、多重波長・多重偏波データを用いた 1時期の

SARデータによる水稲作付面積の算出方法を考案し、そ

の精度を検証する。

第Ⅵ章において、本論文のまとめをする。

Ⅱ SARの特性と農業研究への応用

１　SARの歴史

当初レーダは、偵察、ナビゲーション、射程距離測定

用機器として第２時世界大戦以前に開発が始まった（飯

坂監修・日本写真測量学会編, 1998）。その後、実開口レ

ーダによる映像型レーダが夜間爆撃支援のため開発さ

れ、1950年代後半に航空機搭載型のSARが開発された。

1960年代に軍事機密から解除となり地形解析や天然資源

調査などに利用されはじめた。

アポロ17号のALSE（Apollo Lunar Sounder Experiment）

/CSAR（Coherent SAR）が史上最初の衛星搭載型SARセ

ンサであり、1972年 12月に、月の観測を行っている

（資源・環境観測解析センター編, 1992）。その後も惑星

観測分野にSARは利用され、1991年にはMagellan-SAR

（SバンドHH偏波）によって金星の観測が行われ、厚い

雲に覆われた地形データを120mという高分解能で得る

ことに成功している（大内, 2004）。2004年に土星の周回

軌道に投入が成功したカッシーニもKuバンドのSARセ

ンサを搭載しており、今後のデータ取得が期待されてい

る。

民生用に用いられた地球観測SAR衛星としては1978

年に打ち上げられた SEASATが最初となる（図 １）。

SEASATは４ルック処理（４回圧縮）で25m×25m解像

度という海洋観測を目的としたものであったが、98日

という短い寿命の間に膨大なデータを収集し、これによ

り陸域、特に地質・資源探査に関する貴重な情報も得ら

れることがわかった（Ford, 1980）。

1981年には、SIR-A（Shuttle Imaging Radar-A）と呼ば

れるSARセンサがスペースシャトルに積まれ、多くの

SAR画像が収集された。その後、SIR-B観測が1984年に

行われた。SIR-Bでは、それ以前の光学方式と違い、初

めてデジタルのSARデータが取得され、さらに、入射

角が15°～60°と可変になった。SIR-CはCバンドとL

バンドの多重偏波観測可能なセンサで、より多様なデー

タ取得が期待されたが、スペースシャトル・チャレンジ

ャー号の事故で打ち上げが遅れ、実現は1994年となっ

た。このころから干渉を利用した InSARの技術が取り上

げられるようになった。

その間に、ALMAZ-1A（1991；旧ソ連）、ERS-1

（European Remote-Sensing Satellite；1991；Europeian

Space Agency（ESA））、JERS-1（Japanese Earth Resources

Satellite -1；ふよう1号；1992；日本）と各国でSARセ

ンサ搭載衛星が打ち上げられた。その後も、カナダが

RADARSAT-1を、ESAがERS-2を 1995年に打ち上げ、

ERS-1とERS-2によるタンデムフライト観測実験が行わ

図 1 主要な地球観測SARの歴史
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TRMM（熱帯降雨観測衛星）による降雨分布図などに利

用されている。

マイクロ波は電磁波の一種であるため、周波数以外に、

伝播方向、振幅、偏波面という４つの要素があり、それ

らを観測することにより対象物の形や性質などの情報を

得ることができる。通常、SAR画像と呼ばれるものは、

後方散乱して戻ってきたマイクロ波の強度をもとに画像

を再生したものである。

後方散乱の表現としてよくdB（デシベル）値が用い

られる。これはレーダの受信電力のダイナミックレンジ

が非常に広く106にもおよぶため、電力比を対数表現で

表したものである。SARの観測対象は様々であるが、点

れた。

2002年にはENVISAT（ENVIronment SATellite）が

ESAによって打ち上げられ、現在も観測が行われている。

ENVISATに搭載されたASARは衛星初の多重偏波観測

可能な S A R センサである。また、 2 0 0 5 年には

RADARSAT-2（カナダ）、ALOS/PALSAR（日本）の打

ち上げが予定されている。

2 SARの基本原理

SARは、衛星、航空機などの高速で移動するプラット

フォームに積まれたセンサから偏波面と位相をそろえた

マイクロ波パルスを照射し、対象に当たって散乱したも

ののうち、センサ方向に戻ったマイクロ波（後方散乱波）

を観測している。マイクロ波の送受信を行うアンテナは

横向きに取り付けられ、プラットフォームの進行方向を

アジマス方向、マイクロ波の照射方向をレンジ方向と呼

ぶ。画像SAR観測の基本的概念と用語を図２に示した。

SARは合成開口レーダと呼ばれるように、プラットフォ

ームの移動によって起こるドップラー効果を利用し、ア

ンテナを並べたような大きな仮想的アンテナで観測した

場合と同等の結果を得ることができ、高分解能を可能に

している（図３）。

マイクロ波の定義は使う人によって異なっているが、

概ね波長１mm～１m（周波数300GHz～0.3GHz）の電

磁波を指す。また、マイクロ波は波長帯によってWバ

ンドからPバンドまでの特殊な名称を用いることが多い

（表 1）。数 cm以上の波長のマイクロ波を利用すると、

降雨による散乱も小さく、大気の透過率はほぼ100％で

あるので、雲を透過し地表を観測することができる。こ

の雲の影響を受けずに地表面が観測できるという特長が

農業分野におけるSAR利用の最大の利点である。逆に

短い波長を用いて雨滴を観測することも可能であり、

送信器�

受信器�

表示�

T/Rスイッチ�

ニアレンジ
near-range

観測幅�

照射領域�

ファーレンジ�
far-range

アジマス方向�
azimuth direction

スラントレンジ方向�
slant-range direction

プラットフォーム�
進行方向�プラット�

フォーム�

グランド�
レンジ方向�
grand-range
direction

図 2 SAR観測の基本的概念と用語
（大内, 200444)より転載）

図 3 ドップラー効果を利用したSARの観測原理
（日本リモートセンシング研究会編, 2004より転載）

表 1 リモートセンシングの利用波長帯

周波数�
300～1,000MHz
230～1,000MHz

1,000～2,000MHz
2,000～4,000MHz
4,000～8,000MHz
8,000～12,500MHz

12.5～18GHz
18～26.5GHz
26.5～40GHz

>40GHz

波長�
1m～30cm

1.3m～30cm
30～15cm
15～7.5cm

7.5～3.75cm
3.75～2.4cm
2.4～1.67cm
1.67～1.13cm
1.13～0.75cm

<0.75cm

バンド名�
UHF

P
L
S
C
X

Ku
K
Ka
ミリ波�

（資源・環境観測解析センター編, 1992より転載）�
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を対象とした孤立ターゲットの観測よりは、面を対象と

した分布ターゲットの観測が多い（飯坂監修・日本写真

測量学会編, 1998）。農地もまた分布ターゲットである。

孤立ターゲットの場合、固有の後方散乱断面積を持つ

が、分布ターゲットの後方散乱断面積はターゲットの面

積に比例する。そこで分布ターゲットについては単位面

積あたりの後方散乱断面積を用い、この断面積を後方散

乱係数（σ 0）と呼ぶ。後方散乱断面積（σ）は次式に

て求められる。

（1）

ここで、Pt：送信電力、Pr：受信電力，λ：波長，R：

アンテナと対象物の距離（スラントレンジ），Ｇ：アン

テナ利得である。式（1）は、レーダ方程式より導かれ

る。

（2）

ここでＡ：アンテナの有効面積であり、次式の関係があ

る。

（3）

図４にレーダ方程式におけるレーダと散乱体の関係を

示した。

SARにおいて、照射したマイクロ波が散乱を起こすの

は誘電体の境界面である。マイクロ波に対して大気中は

ほぼ真空と同じと考えてよいため、大気と地表面または

農作物を含めた地被覆物との境界が最も大きな境界面と

なる。境界面が理想的な平面である場合は鏡面とよび、

そこではフレネル反射（フレネルが求めた光の反射；理

2

4
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G =
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想的な平面における平面波の反射）とほぼ同じ反射をし、

鏡面反射と呼ばれる。

地表面が完全導体の場合は反射率が 100％となるが、

一部の人工構造物を除き、通常は誘電体であり反射以外

に透過が起こる。誘電率は一般に複素数になっており、

誘電率をε、実数部をε′、虚数部をε″とすると、

ε＝ε′－ iε″ （4）

で表される（飯坂監修・日本写真測量学会編, 1998）。

ε′もε″とのいずれもマイクロ波の波長のほか、誘電体

の種類や組成の影響を受ける。誘電率は一般的に真空中

（自由空間）での値の比として、つまり比誘電率ε rとし

て表される（大内, 2004）。

ε r＝ε/ε 0
ε 0：真空中の誘電率

＝ε r′－ iε r″
（5）

表２にいくつかの比誘電率の例を示した。また、誘電

率はマイクロ波のエネルギーをその物体がどれほど、反

射、透過、吸収するかに関係するので、結局散乱される

エネルギーに影響を与える。一般に誘電率の大きい物質

では反射の割合が大きくなり、透過や吸収の割合は小さ

くなる。

誘電体の中をマイクロ波が透過してゆく際に減衰が生

じる。均質な媒質を透過する際の電磁波のパワー（強度）

Pは

P=P0 exp (－2αA x） （6）

（7）

tanδAε″/ε′＝ε r″/ε r′ （8）

k0＝2π/λ0 （9）

αA：減衰係数（attenuation coefficient），

tanδA：タンジェント損失（loss tangent）

k0：真空中の波数

となる。このパワーが P0  exp (－ 1）に減衰する距離

Δ x A＝ 1 /（ 2αA）を侵入深度と呼ぶ。真空では

ε r′＝ 1,ε r″＝ 0であるのでαA＝ 0となり、侵入深度

は∞となり、電磁波は減衰することなくどこまでも伝播

( ) 2/1
2

0 1tan1
2

−+
′

= A
r

A k δεα

図 4 レーダ方程式におけるレーダと散乱体の関係
（飯坂監修・日本写真測量学会編, 1998より転載）

表２　いろいろな比誘電率の例

（飯坂監修・日本写真測量学会編，1998より転載）
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にエネルギーを与え、電子は垂直に運動する。この電子

の振動運動によって新たな垂直偏波のマイクロ波E'が再

放射される。再放射されたマイクロ波の位相は入射波の

位相とπだけ異なるため、金属中で入射方向に再放射さ

れたマイクロ波は入射波と打ち消し合い減衰する。反射

方向に再放射されたマイクロ波が反射波となる。水平偏

波のマイクロ波が格子に入射すると、金属線が垂直に張

られていることにより自由電子が水平方向に運動できな

する。それに対し、完全導体はε r″→∞,αA→∞である

ので侵入深度が０となり、完全導体の中に電磁波は進入

せず（大内, 2004）、100％反射する。

同じ物質でも含水率によって比誘電率が大きく変わ

り、特に植生の場合、植物体の中の水分が大きく誘電率

に寄与する。さらに植生の場合、茎・葉・枝・幹などの

部分や組織により誘電率が変わるため、誘電率の不連続

性が高く、透過波は体積散乱を起こす。それゆえ、一般

にSARにより観測された植生からの後方散乱は、大気

と植生との境界面における表面散乱に加え、植物体の中

での体積散乱の寄与がある（飯坂, 1998）。また、植物が

小さく、透過率の大きい長い波長のマイクロ波を使った

場合、植生の下にある土壌の散乱も加わる。植生の下に

ある土壌も含水分量、構成により誘電率は大きく変わる

ため、それぞれを分離することは難しい。

強度以外に、戻ってきたマイクロ波の位相情報を用い

て、より高度な情報を抽出するのがインターフェロメト

リックSAR（InSAR）やポラリメトリックSARである。

InSARは位相情報を用いてSARを干渉計として用いる

技術である。同じ地域を隣接した２つのアンテナでそれ

ぞれ観測して別々の2つの画像を生成し、この２つの画

像を干渉させ、地形の標高などの情報を抽出する（飯

坂, 1998）。この技術は特に、火山・地震の分野において

利用が活発であり、阪神淡路大震災の際の地形変動を面

的にとらえた干渉縞（フリンジ）図は有名である。

一方、ポラリメトリックSARは、散乱波の散乱時の

変化位相を扱う。先に述べたように、SARは通常偏波面

をそろえた直線偏波のマイクロ波を使用する。照射する

マイクロ波の偏波を、水平偏波（H）と垂直偏波（V）

（図５）で送信および受信すると、H送信・ H受信

（HH；通常このように[送信偏波] [受信偏波]の順で表記

する），VV，VH，HVの組み合わせができる。マイクロ

波の偏波方向を変えることにより、対象とするターゲッ

トの形状による散乱に差が生じることになる。

なぜ偏波観測によりターゲットの形状の違いがわかる

かを説明するために、図６に垂直に張られた格子状の金

属線による入射マイクロ波の偏波特性の変化を示した。

図に示したプロセスの厳密な記述には量子力学の知識を

必要とするため、このようなニュートン力学に乗っ取っ

た説明がなされる。大内の著書「リモートセンシングの

ための合成開口レーダの基礎」（大内, 2004）より抜粋し

て以下引用する。なお、金属格子の間隔はマイクロ波の

波長に対し十分に短いものとする。

『垂直偏波の電場Ｅが入射すると、金属柱の自由電子

図５　偏波の概念図
（大内, 200444)より転載）

照射するマイクロ波の偏波を、水平偏波（H）と垂直偏波（V）

で送信および受信すると、HH，VV，VH，HVの組み合わせ

ができる。

図６　偏波観測による偏波特性の変化の概念
（大内, 200444)より転載）
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いため、入射エネルギーを失うことはない。つまり、水

平偏波のマイクロ波にとっては垂直に張られた金属格子

はほとんど透明となるわけで、入射マイクロ波の大部分

は透過される。このように、垂直偏波のマイクロ波が垂

直に張られた格子状の導線に入射すると強い後方散乱が

あり、水平偏波のマイクロ波が入射すると後方散乱はほ

とんど生じない。』

また、この４種類の後方散乱強度と相対位相を測定す

ることにより、完全な散乱行列を求めることができ、各

ピクセルの完全な偏波特性を計算することができる。そ

のため、この４偏波がそろっている状態を全偏波（フル

ポラリメトリ）とも呼ぶ。

このようにSARは雲に左右されず高分解能で地表の

観測ができるという利点を有しているが、いくつかの問

題もある。

まず、SAR画像の大きな特徴の１つはスペックルと呼

ばれるノイズが非常に大きいことがあげられる。このス

ペックルノイズは、コヒーレントな（位相のそろった）

電磁波には不可避な性質で、具体的には散乱波同士の干

渉により同じ状態の地表面でも受信強度が変動し、隣り

合うピクセル間でも強度が大きく揺らぐ現象である。

さらに、SARは地表面にマイクロ波を斜めに照射して

いるため、地表に起伏があると画像が歪んだり、撮影さ

れない部分が生じたりする。この現象をフォアショート

ニングといい、さらに進んで斜面頂部が麓部を覆ってし

まうとレイオーバと呼ばれる（図７）。一方、起伏のあ

る地形を撮影した時の、斜面の背後にできる電波の届か

ない影の部分が生じる現象をレーダシャドウという（図

８）。

3 SARによる農業調査

（1）SARの導入による雲影響の除去

農業分野におけるリモートセンシング利用の最も大き

な問題は、雲があると光学センサで観測できないことで

ある。毎日観測しても光学センサを用いる限り雲の影響

からは逃れられず、農地観測に十分といえる観測頻度が

得られることは少ない。雲の影響を受けずに地表を観測

するために、光ではなく、マイクロ波を用いたSARの

利用が考えだされた。

SARは光よりも波長の長いマイクロ波を用いることに

より、雲の影響を受けずに地表面の観測が可能である。

さらに、自らマイクロ波を観測対象に向け照射し、その

後方散乱を観測するアクティブセンサであるため、夜間

の観測も可能である。しかしながら、マイクロ波を用い

るこの観測方法はスペックルノイズやフォアショートニ

ング等の特有な現象のため、扱いを難しくしている。さ

らに、現在の衛星搭載型SARは、光学センサのような

多バンドの観測が不可能であることも利用の妨げとなっ

ている。しかし、全天候型であるという利点は、扱いの

煩雑さを十分に補うものである。特に、比較的短時間に

変化する農地の観測に対し、光学センサではなし得なか

った観測が可能になる。

SARの単波長・単偏波の弱点を補いつつ、季節によっ

て多様に変化する農地を対象とするために、多時期や異

なった衛星のSAR画像を使った研究がある。

Dobsonら（1995）はSARに関するモデルや観測結果

を踏まえて土地利用分類を行った結果、ERS-1と JERS-1

を組み合わせることにより94%程度の精度で分類（５

項目）が可能であるとしており、波長の異なるSARデ

ータを組み合わせることが有効であるとしている。

Mirandaら（1996）は JERS-1のデータを用いてブラジ

ル北西部を、水域、無植生域、高植生域、湛水した植生

域の４つにsemivariogram textual分類法で分類をしてい

る。この研究ではSARデータは雲の多い熱帯雨林での

環境モニタリングに有効であることを示している。

Tsoら（1999）は７時期のERS-1データを用いてイギ

リスのNorfolkで農作物の分類を行っている。彼らは多

時期データによる最尤法とSOM（自己組織化マップ）

図７　フォアショートニングおよびレイオーバ
（日本リモートセンシング研究会編, 2004より転載）

図８　レーダシャドウ
（日本リモートセンシング研究会編, 2004より転載）



農業環境技術研究所報告　第24号（2006）104

究は、多重波長・多重偏波データにおける分類手法開発

に主眼をおいたものであり、土地被覆分類を行う際に農

地も含んでいるという扱いである。

多重波長データを利用し、波長の違いによる植物のバ

イオマスの違いを分類に使った例としては、Ferrazzoli

ら（1997）があげられる。JPLの航空機SARであるAIR-

SARとSIR-CのP, L, C（波長　P:68cm，L:24cm，C:６cm）

バンドのデータを用いて、森林、農地、オリーブ園を観

測している。PバンドとLバンドを組み合わせて使った

場合、農地とそれ以外を分けることができ、Lバンドと

Cバンドを組み合わせて使った場合、その農地の作物区

分ができるとしている。また、バイオマス推定について

は、Pバンドが森林およびオリーブ園には最も適してお

り、農作物に対してはLバンドとCバンドの組み合わせ

が有効であると報告している。

Barontiら（1995）はFerrazzoliら（1997）と同じデー

タを使い、それぞれの波長・偏波に対して地上観測値と

の比較を行い、森林、農地等でのマイクロ波の散乱メカ

ニズムの違いを検討している。この研究は多重波長を組

み合わせた農地分類の有効性は示しているが、対象は森

林と畑地であり、水稲水田に対する検討は行われていな

い。さらに、Pバンドは日本においては電波管理法の問

題で使用することができない。

Dongら（1996）は多重偏波観測をした場合、作物の

後方散乱分布を３次元に展開する方法について解析して

例示している。これが後述（第Ⅴ章）の偏波シグネチャ

であるが、彼らは多重偏波情報の効率的視覚化に主眼を

おいた一連の研究をしており、特に都市域に焦点を当て

たものが多く、農作物に関しては例を示す程度にとどま

っている。

Leeら（2001）は、航空機の多重偏波データを使い、

バレイショ、小麦、アルファルファなどの作物について、

教師付最尤法分類を行い比較している。Lバンドにおい

て、全偏波および２偏波のポラリメトリ情報を利用した

場合、正解率が８割を超えるのに対し、ポラリメトリ情

報を用いない場合は５割程度にとどまっている。さらに、

P, L, Cバンドで、全偏波データのすべてを組み合わせた

分類も行っており、９割以上の正解率が得られている。

農地分類において偏波情報が有効であることを示してい

る。

このほか、全偏波データの位相情報を利用した解析で

は、Cloudeら（1997）のα角とポラリメトリック・エン

トロピーを用いた分類手法や、Freemanら（1998）の

Decomposition解析など、新たな分類アルゴリズム開発

手法を組み合わせて分類を行い、ピクセルベースでの正

解率は60%付近であるのに対し、圃場ベースでSOM手

法を組み合わせた場合は75%以上の正解率を得ること

ができたとしている。この結果はSARデータはスペッ

クルノイズがあるため、ピクセルベースで従来の手法を

そのまま用いると高い精度が得られないことを示してい

る。

さらに、複数のSARセンサを用いる以外にも、SAR

の弱点を光学センサデータで補ったり、光学センサの補

助としてSARを使うといった方法がとられている。

斎藤ら（1995）は多時期の JERS-1とERS-1データおよ

びLandsat/TMデータを使い北海道を対象として解析を

行っている。ここで、JERS-1のLバンドでは草地の観測

は難しいこと、ERS-1のCバンドデータにおいては水稲、

大豆、麦のバイオマスと後方散乱係数に正の相関が確認

されたとしている。また観測されたデータには農作物以

外にも圃場の畝や段丘など地表面・土壌状態や地形の影

響が強いという問題点も述べている。

M c N a i r nら（2 0 0 2）は、カナダ西部の農業地帯

（Manitoba州）を対象に、多時期の RADARSATと

SPOT/HRVおよび IRS-1C/PANデータを組み合わせて作

物分類を試みた。その結果、葉面積指数（LAI）と草丈

について情報が得られ、小麦とジャガイモ、トウモロコ

シ、キャノーラの分類への適用可能性を示唆している。

同様に、光学センサは用いないものの、地上観測のデー

タと対応させ定量的解析を試みた例として、Moranら

（2002）は、アメリカArizona州中部のArizona大学

Maricopa農業センター圃場で、ERS-2データを用いて、

作物の栽培期間における植生密度、植物リターの変動を

調べた。

Vyasら（2003）では、テンサイを対象にERSデータ

とSPOTデータを組み合わせて、LAIやOSAVIなどの指

標とモデルの関係からその被覆率を求めている。これら

の研究はSARによるバイオマスや植被率といった定量

的数値を得ようとするものだが、データがそろっている

場所のみでの適用できる汎用性の低いものであり、可能

性や有効性を示したものである。

（2）多重波長・多重偏波SARデータの利用

現在の単波長・単偏波のSARにかわり、多重波長・

多重偏波観測といった新しいSARの観測技術の開発・

研究が進められてきており、航空機SARやスペースシ

ャトルSIR観測による、多重波長・多重偏波SARデータ

による農業情報の解析も行われている。しかし多くの研
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研究で、農地を扱っている例がある。

山口ら（1999）は新潟西部のPi-SARデータをSphere,

Diplane, Helix成分の３つに分解し、土地被覆分類を行い、

水域・農地・植生・住宅のカテゴリーに分けている。こ

こで、Sphere成分は海・農地など平坦な地表ターゲット

で大きいと述べている。また、ピクセル解像度を故意に

落としても偏波画像であればあまり影響を受けないとし

ている。

木村ら（2002）は、同じく新潟西部のPi-SARおよび

AIRSARデータを用いて、分解能および入射角による散

乱特性の変化について相関係数、ポラリメトリック・エ

ントロピー、３成分分解による検討を行っており、水田

や畑地のような均一なターゲットにおいては分類した場

合の精度が解像度や入射角に依存しないという結論に達

している。

村上ら（2001）は、岩手山南部のPi-SARデータの解

析を行い、果樹園についての偏波シグネチャを描き、対

象物の散乱特性について述べている。これらの研究は位

相情報を加味した分類手法の開発・検討を主眼とした研

究であり、農地や水田について細かな検討は行われてい

ない。

Picardら（2003）は多時期のERSデータを用い、イン

ターフェロメトリで用いる干渉処理を行い、そのコヒー

レント情報を利用し、HH偏波、VV偏波の散乱モデルを

組み合わせて小麦のキャノピー部分の散乱機構について

検討を行っている。

（3）SARによる水稲作付面積に関する研究

SARを用いた水稲作付面積計測に関する既存の研究の

詳細を述べる。傾向としては大きく２つに分けることが

でき、一方は多時期データを用いて、従来の分類手法を

適用したものであり、もう一方は閾値で湛水地を抽出し

て作付面積を求める方法である。なお、これら面積を求

める研究において、精度検証の対象とするものの多くは

統計値であり、「精度」という言葉は統計値に対する推

定率を指す。したがって、統計値を 1 0 0％として、

100％未満は過小評価、100％以上は過大評価となる。

農地を対象としたSARによる研究のうち、Kurosuら

（1995）が水田観測を中心においた研究の先駆けであり、

Kurosuら（1997）では５時期に観測されたERS-1データ

を用い、ローパスフィルタ処理をすることによって、秋

田県大潟村の水田地帯を対象に 95%を越える精度で分

類を行っている（水田、畑、草地、市街地、家屋敷、森

林、河川、海の８項目）。この研究はスペックルを減少

させるフィルタリングに主眼を置かれた研究であり、水

田検出のテストアプローチとしているが、その後の水田

を対象としたSAR観測研究に多く引用されている。

Le Toanら（1997）はERS-1データを使用し、インド

ネシアにおける水稲作付面積を推定している。水稲の作

付形態や期間の違いの影響があるため、後方散乱係数と

バイオマスの関係を用いて修正を行うことで90％の精

度で推定している。

Chakrabortyら（1997）、Panigrahyら（1997）は、イン

ドの西ベンガルの水田地帯を対象に、ERS-1データを用

いて分類した結果を報告している。比較的単純な分類法

で分類し（水田、畑、水域、市街地、家屋敷の５項目）、

水田と誤分類された反射の低い水域部分を除くことによ

って水田の面積が統計値と比較的良く一致し、91%程度

の精度であったとしている。ここで、精度の高い推定を

行うためには、田植え直後の水が張っている時期のデー

タを使用することが大切であるとしている。また、湖沼、

河川といった開放水面が誤差を大きくすることも指摘し

ている。

Ribbesら（1999）はインドネシアを対象に多時期の

RADARSATデータを使って水田を抽出し、地図と比較

した正解率が87％であったとしている。また、この研

究の中で入射角の大きいFineモードの方がStandardモー

ドより後方散乱値が飽和に達するのが早いとしている。

また、竹内ら（2000）は、RADARSATやERS-1を使い、

早期に水稲作付面積を把握する能力の違いを比較し、教

師あり最尤法分類による作付面積の推定をしている。田

植え前と田植え後の２時期のRADARSATデータを用い

て7×7の多数決フィルタを適用したときに最も良い結

果が得られ、97.3%という推定値を得ている。この研究

は２時期のデータのみで作付面積を求めている興味深い

例であるが、減反による実際の作付形態を考慮していな

いという難点がある。

Shaoら（2001）は３年という長期にわたる多時期の

RADARSATデータを用いて中国の水稲のモニタリング

と収量予測を行っている。11シーンのSARデータを使

用し、ニューラルネットワークを用いた教師付き分類の

結果、最終的に97％という推定結果を得ている。

Liら（2003）は、RADARSATのScanSARデータを用

いて、実利用に向けたシステムを目指し、中国南部の水

田面積を求めている。ScanSARモードは解像度を下げる

（50mまたは 100m）ことにより広範囲（300kmまたは

500km）を観測するモードである。ここで、分類精度を

上げるため標高データやGISデータといった補助データ
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うことが経験的にいわれてきた。それゆえ、自動的に閾

値を決定することが困難であり、判読により決定された

り、ある値からある範囲をとるといったような方法がと

られてきた。

以上、SARによる従来の研究における問題点をまとめ

ると、SARデータと光学センサを併用するか、または、

多時期のSARデータをマルチバンドデータのように扱

い、従来の分類方法を用いて水稲作付面積を算出してい

る。しかし、光学センサは雲によって観測に支障をきた

し、多時期SARデータの利用は調査結果の公表期限に

間に合わない等の問題が生じる可能性がある。それゆえ、

光学センサを併用しない、かつ公表時期に間に合うよう

に結果が得られる方法が必要である。また、閾値を用い

て湛水地を抽出する方法においては閾値の決定方法が確

立していないという問題もあり、解決する必要がある。

4 多重波長・多重偏波データを用いる可能性

SARではなく、実開口レーダ（RAR）を使った地上観

測については井上ら（2004）等があるが、水稲作付面積

計測を目的とした多重波長・多重偏波SARデータを用

いた研究はほとんどない。梅原ら（1999）は、日本の航

空機SARであるPi-SAR（後述）のXおよびLバンドの全

偏波データを用いて、大潟村において農地の分類を行い、

水稲の検出に関しては良い結果が得られたが、大豆と大

麦の分類は困難であったと報告している。この研究にお

いて水田の抽出への適用可能なことは示されているが、

この研究はXおよびLバンドを同列に扱っており、バン

ド毎の水田における反射特性や、ブラッグ散乱に対する

検討などは行われていない。

宇宙航空研究開発機構（JAXA）は 2005年にALOS

（Advanced Land Observing Satellite）と呼ばれる高度陸域

探査衛星の打ち上げを予定しており、ALOSには JERS-

1／SARの後継センサのPALSARと呼ばれるLバンドの

センサが搭載される予定である。閾値を使った方法で水

稲作付面積を求めようとした場合、 C バンドの

RADARSATでは湛水検知可能期間が短く、2毛作地帯な

どに対処できないという問題がある。しかし、Lバンド

を使用した場合、RADARSATより長い湛水検知期間を

与えてくれ、この問題は解決すると思われる。

しかし、LバンドSARデータを水田観測に利用しよう

とした場合、ブラッグ散乱の問題が生じる。ブラッグ散

乱とはブラッグ共鳴条件を満たす対象からの後方散乱が

大きくなる現象であり、マイクロ波の波長と稲の株間が

共鳴を起こすことによって発生する。このブラッグ散乱

の利用を提案している。また、山間部において、起伏に

よるレーダシャドウが起こるため分類精度が落ちること

を指摘している。

このように、多時期のデータを利用することにより高

い精度で水田面積を求めた研究例はある。しかしながら、

統計調査に代わる方法を考案しようとした場合、作付面

積は８月には結果を公表しなければならず、日本全国の

多時期データを揃えるのが間に合わなくなる可能性があ

る。

次に閾値を用いる方法の例について述べる。

小川（1998）、Ogawaら（1998）は北海道石狩平野に

おいて、全天候型センサであるSARを使用することに

より、毎年、確実に水稲作付面積の値を得る方法を開発

するための研究を行った。この時、SAR画像として

RADARSATが使用されたが、この画像データは1バン

ドであるため、水面と水面以外の表面とは良く区別でき

るが、この画像１シーンだけで水田を抽出することは困

難であった。このため、過去のLandsat/TM画像より、

水稲作付可能圃場マップを作成しておき、RADARSAT

画像により８月にその圃場に水が入り水面として認めら

れたところを水田とするアルゴリズムを開発し、精度の

良い水田面積を算出した。水田単作地帯の18市町村で

統計値に対して97.7%の精度で水稲作付面積を推定して

いる。この時の水田抽出はある閾値をもって行われてい

るが、閾値の決定は後方散乱強度の水平プロファイルを

基に目視にて行われている。

Okamotoら（1999）は光学センサデータを用いて農地

の候補地を抽出し、田植時期のSARデータで作付され

た場所を検出するという方法を用いてインドネシアで月

別の水稲移植面積を推定した。同様の方法でOkamotoら

（2001）は朝鮮半島南部で多年時の水稲作付面積を推定

した。彼らの方法は移植強度に正規分布を仮定しており、

SARデータが湛水面積ピーク時のものでなくても推定で

きるとしている。ただし、彼らの方法は正規分布に当て

はまらないような地域には適用ができないという難点が

ある。こちらでは閾値を水田圃場の後方散乱値の平均か

ら3σにした場合が最も良い結果であったとしている。

従来のSARを用いて湛水地を閾値で抽出し、水稲作

付面積を求める方法における問題点は、このように閾値

の決定方法が問題であった。従来の研究において閾値は、

画像におけるプロファイルから目視判読によって決定さ

れるなど、客観的かつ汎用性の高い決定方法がなく、深

く検討されることがなかった。また、閾値の決定には若

干大きめの値に設定しないとよい結果が得られないとい
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への対処方法としては、偏波と呼ばれるマイクロ波の縦

波と横波の組み合わせによってブラッグ散乱を分離する

ことが考えられる。偏波観測を行うことにより、対象の

形状を反映した情報を得ることができるため、水稲のよ

うな特徴的な形状のものを抽出することが可能である。

ブラッグ散乱が起きた場合、VV偏波とHH偏波の間に後

方散乱強度の違いが発生するため、これをブラッグ散乱

の抽出に応用することが可能と考えられる。

本研究の目標は、統計的手法における水稲作付面積の

把握をリモートセンシング技術によって省力化し、確実

に、精度良く求める方法の開発である。LバンドSARを

用いた場合、湛水検知可能期間は長くなるが、その透過

性ゆえに８月の公表時期までに稲の生長による後方散乱

の増大が起こらない可能性が出てくる。また、作業労力

の軽減やより迅速な対応・公表という視点から見ると、

究極的には１回の観測で把握できることが望ましい。

先に挙げた梅原ら（1999）の用いたPi-SARはLバンド

とXバンドの全偏波観測が可能という高性能のものであ

る。このように、Lバンドと同時に透過性が違う、つま

り波長の違うマイクロ波で観測ができれば、水稲を透過

するデータと透過しない状態のデータを得ることがで

き、１回の観測で水稲作付面積が把握できる可能性があ

る。

Ⅲ RADARSATを用いた水稲作付面積計測

1 まえがき

雨天・曇天でも一定の精度で作付面積を算出するため

に、現在唯一利用可能なSARであるRADARSATデータ

のみを利用した水稲作付面積調査方法について検討し

た。

水稲の作付面積を求めるために、SARデータを利用し

た研究の多くは、光学センサを併用することにより誤分

類となる要因を取り除いている。しかし、誤分類要因を

十分に取り除けるだけの作付時期の光学センサをそろえ

ることは雲量からみて日本では困難である（秋山ら ,

2003）。

一方、光学センサを併用しない多時期SARデータの

利用も、多時期データセット取得の問題、さらに、調査

結果の公表期限に間に合わない等の問題が生じる。

そこで、本研究では光学センサを併用せずに、田植え後

と生長後の２時期のSARデータのみで湛水地を判別し

て水稲の作付面積を求める方法を提案する。

この方法では湛水地判別のために閾値の決定方法が必

要である。従来は目視判読によって決定されたり、ある

幅を持った閾値に設定するということが行われてきたが

客観的でない。そこで、閾値決定方法にP-tile法を応用

し、さらに隣接する強い散乱体の影響を考慮した客観的

な閾値決定方法を示した。

2 理論

（1）閾値決定方法

田植え時に水田は湛水されるので、この湛水状態を

SARデータで抽出することで、他の農地と区別できる。

図９左上図のように、湛水域では水面が平らなことによ

り、衛星からのマイクロ波は前方に反射し（鏡面反射）、

後方散乱が小さくなる。そのためSAR画像において湛

水域は暗く見える。つまり、図９左下図の中の暗くなっ

ている部分が湛水域である。強度画像の値を参考に湛水

域とそれ以外を分ける閾値を決め、湛水域のみを抽出す

る（右下図；赤い部分）。

従来のSARを用いて湛水地を閾値で抽出し、水稲作

付面積を求める方法は閾値の決定方法が問題であった。

従来の研究において閾値は、画像におけるプロファイル

から目視判読によって決定されるなど、客観的かつ汎用

性の高い決定方法がなく、深く検討されることがなかっ

た。また、閾値の決定には、若干大きめの値に設定しな

図９　水面と非水面における散乱機構と後方散乱値の違
い

左上図のように、湛水域では衛星に戻るマイクロ波（後方散乱）

が鏡面反射により小さくなるため、左下SAR画像において暗

く見える。一方、それ以外の植生や地表面では、右上図のよう

に表面散乱や体積散乱が発生して後方散乱が大きくなる。湛水

域とそれ以外を分ける閾値を決め、湛水域のみを抽出する（右

下図；赤い部分）。
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るのがみえる。これはSARが複数の仮超的アンテナを

合成して画像化処理を行っているために発生する現象

で、特に点ターゲットにおいて見られるためPSF（Point

Spread Function;点拡張関数）と呼ばれている（図12）。

振幅データの場合、値はプラスとマイナスが交互となる

が、SARの強度画像においてはすべてプラスに変換され

るため、水面など低い後方散乱の部分が大きな値に引き

上げられることになる（図13）。これと同様に、水田の

中にある畦畔・用水路・家屋などが、それらの本来の面

積より大きな面積分のピクセルを占め、さらに周囲の水

田の後方散乱値を高くしてしまっている（図14）。

したがって、先のP-tile法で求められた閾値を使うと、

抽出される湛水地が本来の湛水地面積より減ってしま

う。そこで、減った部分を補い、強い散乱体に引っ張ら

れ後方散乱値が大きくなったピクセルまで抽出するため

いとよい結果が得られないということが経験的にいわれ

てきた。それゆえ、自動的に閾値を決定することが困難

であり、判読により決定されたり、ある値からある範囲

をとるといったような方法がとられてきた。

閾値を客観的に決定している論文として、Okamotoら

（1999）、Okamotoら（2001）があげられる。この論文で

は、閾値を水田圃場の後方散乱値の平均から３σにした

場合が最も良い結果であったとしている。彼らの決定方

法は田植えが一時期に行われ、その時系列ヒストグラム

が正規分布になるという仮定に基づき適用されている。

しかしながら、日本においては水稲単作地帯のみだけ

でなく、２毛作地帯など田植え時期の異なる地域がある。

したがって、必ずしも正規分布の形をしていない地域も

存在しており、全国に適用できる方法ではない。

日本全国に適用できる水稲作付面積の計測方法を提案

するためには、客観的かつ汎用性の高い閾値決定方法が

必要であり、本研究においては、P-tile法を応用した閾

値決定方法を考案した。

P-tile法とは、１としたい対象の画像内でのおよその

面積比率pが既知の場合、２値画像中の１の画素の割合

がpとなるように閾値Tを定める方法である。この方法

はもっとも単純な閾値自動決定法であり、OCRによる文

字の自動抽出などによく使われている（高木・下田監

修, 1991）。

本研究は水稲作付面積を測ることが目的であるため、

画像全体におけるこのpの値は不明ということになる。

そこで次のような方法を考案した。

湛水地と非湛水地を画像からまんべんなく同じ数だけ

サンプリングした場合、pの比率は50％ということにな

り、サンプル画素のヒストグラムの比率が半々になる値

が閾値になると考えた（図10）。

水域と非水域を同数とり、比率が 50%となるところ

を閾値としたのであるから、閾値通りの時に最も良い結

果が得られるはずであるが、必ずしもその閾値が真の閾

値ではない。SARはその原理上、水域のような低い後方

散乱の中に突起のようなものがあった場合、その突起部

分による高い後方散乱に周囲のピクセルが引っ張られ高

い値になるという現象が見られる。例えば、後方散乱の

小さな場所にコーナーリフレクタ（マイクロ波をすべて

照射方向へ反射する装置；CR）を置いた場合、画像上

でCRは実際の大きさよりずっと大きく写り、隣接する

周囲のピクセルの後方散乱値は大きな値となる。

図11に示した例は極端なものであるが、強い散乱体

が周囲数百ｍにわたり周囲のピクセルに影響を与えてい

図 11 SAR画像において強い散乱体が周囲に影響を与
えている例（強度PSF）

約５kmにわたり線が伸びているが、実際には中心部分に小さ

な物があるだけであり、このような巨大な物があるわけでない。

図 10 湛水地と非湛水地を同数サンプリングした場合
のP-tile法による閾値の決定

湛水域と非湛水域を同じ面積で抽出したため、面積比50％の

ところが湛水域と非湛水域を分ける閾値となる。
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に、閾値の補正が必要となる。

補正の最適値を求めるため、圃場の面積をほぼ正確に

求めることができる1/2,500国土基本図と比較する。画

像の一部と1/2,500国土基本図において面積比率の既知

の部分における閾値をP-tile法にて求める。そして、同

数をサンプリングして求めた閾値を基準として、既知の

面積比のわかる部分における閾値との差を閾値の修正値

とする（図15）。このようにして修正値を求めて適用す

ることにより、今まで経験的に決定してきた目減りによ

る過小評価対策になると考えた。

（2）２時期RADARSATによる水稲作付地の抽出

日本の水稲栽培は、ほぼ５月から６月の間に田植えを

行い、夏に開花し、８月から10月に収穫する。

第Ⅰ章で述べたように、日本では減反政策が行われて

いる。減反の形態のうち、管理水田や調整水田を呼ばれ

るものは、夏期の雑草対策として作付水田同様に湛水を

行う。減反における調整水田の割合は地域によってばら

つきがあるが、不測時や不作時において容易に水田に復

旧可能な調整水田は近年増加傾向にあり、平成12年の

データでは減反面積全体の12%という数字が発表され

ている（農水省, 2002）。

水稲作付面積を求めるには、調整水田のような作付さ

れていない水田を除外する必要がある。従来の1時期の

SARデータを用いた研究においては、作付面積は田植え

期に湛水したがかどうかで判断されてきた。しかし、そ

の場合、田植え期に調整水田も湛水状態であるため、光

学センサでマスクされている必要がある。

では、SARデータで調整水田を抽出するにはどのよう

にすれば良いかと考えると、他の作付水田の稲が生長し

ている時期に、湛水状態である水田を抽出すればよい。

図 13 振幅（波線）と強度（実線）の関係
（大内, 200444)より転載）

振幅はプラスとマイナスに振れるが、強度はプラス方向にのみ

振れる。強度画像から後方散乱の小さな領域を抽出しようとし

た場合、強い散乱の周辺の値は大きくなる。

図 12 合成開口処理によるPSF
（大内, 200444)より転載）

図 15 PSFを考慮した閾値を求める場合の概念図
面積比が既知の部分を使いP-tile法により求められた閾値と、

図 10で求めた閾値との差から閾値の修正値を求める。

図 14 畦畔における例と模式図
（右図は大内, 200444)の図を引用・加工した）

楕円で囲んだ道路は、ほぼ同じ幅の道路であるが、左の方が太

く・大きく見える。これは左の道路の方が高い位置にあり、水

田との高低差が大きいためである。高低差（法面）が大きいた

めに散乱断面積が大きくなり後方散乱値が大きくなっている。

このように強い散乱ほど周囲のピクセル値を引っ張る。
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3 実験方法

（1）対象地域

佐賀平野および筑後平野の一部を対象地域とした（図

17）。対象地域は有明海の北部に位置し、筑後川と背振

山系を擁する。気温は温暖で、年平均気温は16℃、降

水量も春から秋にかけて豊富で年平均1,836mmとなって

いる。佐賀平野はわが国有数の穀倉地帯で、米作を中心

に小麦、野菜等に高い生産をあげている（福原ら, 1993）。

耕地利用率が高く、イネ－ムギの二毛作が行われている。

減反政策による転換地ではレンコン、タマネギ、ダイズ

などが栽培されている。また、福岡県柳川市、大川市を

中心としてイグサの栽培も盛んである。

対象地域においては図18に示したように、品種によ

る多少の違いはあるが、６月中旬から下旬にかけてほぼ

同時期に田植えが行われ、ほとんどの品種は７月下旬に

中干しが行われ、10月中旬に刈り入れが行われる。早

稲の「夢つくし」は７月中旬に中干しが行われ、９月上

旬には刈り入れが行われる。餅米の「ヒヨクモチ」は栽

培期間が長いため中干しは８月上旬に行われ、刈り入れ

は10月下旬となる。

（2）使用したデータ

取得した衛星データは、RADARSAT画像の1999年５

シーン、2000年２シーン、2001年２シーン（表３）およ

び1997年のSPOT6シーン（表４）である。RADARSAT

画像はスタンダードモードで４ルック処理され空間分解

能が12.5m、入射角は38.38度のStandard2（S2）モード

を用いた。また、Descendingは衛星の移動方向が北から

南で午前、Ascendingは南から北むきに午後の観測のこ

生長期に湛水地を抽出し、田植え期に抽出された湛水地

から差し引けば作付された水田ということになる。した

がって、水稲作付地を抽出するには多数の多時期データ

を用いる必要はなく、田植え後の湛水がわかる時期と、

稲が生長し、作付地の湛水がわからない時期の２時期の

データがあればよいといえる。

この２時期の差を利用すると、調整水田のみならず、

湖沼や河川といった水域を除外することもできる。この

ことは、Chakrabortyら（1997）、Panigrahyら（1997）で

指摘された、水田と開放水面の誤分類を減らすことにつ

ながると考えられる。さらに、滑走路や広いグラウンド

といった、水面でないが平坦であるため鏡面反射を起こ

すような地物も除外することが可能である。

この解析処理の概念図を図16に示す。まず田植え後

の１シーン目のSARデータより、マイクロ波の鏡面反

射による後方散乱の低下を利用し、閾値をもって湛水地

を抽出する。この抽出された湛水地は湛水された水田及

び水域を含んでいることになる。次に、水稲生長後の

SARデータより同じく閾値を用いて湛水地を抽出する。

この２シーン目において抽出された湛水地は、調整水田

のような作付されていない水田及び水域を含んでいるこ

とになる。したがって、１シーン目において抽出された

湛水地から、２シーン目によって抽出された湛水地を差

し引けば、水稲の作付地を抽出することができる。

RADARSAT
(生長期）�

Rice planted 
Area

Water Area

RADARSAT
(田植え期）�

Water+Paddy
Area

Subtraction

図 16 ２時期RADARSAT利用方法の概念図

図 17 対象地域
左下の黒い部分が有明海で、右中央より有明海に注ぐのが筑後

川である。筑後川を挟み、左側が佐賀、右側が福岡県の市町村

である。中央左よりに白く見えるのが佐賀市街である。
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とである。RADARSATデータはリモートセンシング技

術センター（RESTEC）経由でRAWデータを入手した

が、2000年と2001年のデータは同じ観測条件ながらも

受信局およびデータ処理が RESTECと RADARSAT

International（RSI）で異なっていた。

本章においてはこの内、 1 9 9 9 年と 2 0 0 0 年の

RADARSAT画像、1997年のSPOT画像を使用した。

地図情報には、国土地理院「数値地図25,000」のラス

ター型の「（地図画像）福岡・熊本」と同「数値地図

25,000」のベクター型である「数値地図 25,000（行政

界・海岸線）」を用いた。また、Digital Elevation Model

（DEM）データとして、「国土数値情報 50mメッシュ

（標高）」を使用した。

（3）解析の流れ

受信局の違いによる影響をなくすために、前処理とし

て、RADARSATの画像再生処理前（RAW）データを、

カナダAtlantis社のSARプロセッサEarthView Advanced

Precision Processor (APP）version.1.6により再生処理した。

再生処理は、通常のレベル1フォーマットで４ルック、

12.5ｍ×12.5mの解像度で画像再生するパスイメージ処

理を行い、dB値に変換した。

まず、1999年の多時期RADARSATデータを用いて、

2000年と2001年の観測要求時期を検討した。

次に閾値の決定方法にP-tile法を応用し、さらに、湛

水域に対する畦畔のような隣接する強い散乱体の影響を

考慮し、閾値に修正を加える。SAR画像と光学センサを

併用する方法により、閾値に修正を加えた場合と加えな

い場合を比較することにより効果を確認した。

最後に 2000年の２時期のRADARSATデータを利用

し、SARデータのみで水稲作付面積を計測し、統計情報

と比較することにより精度の検証を行った。

前処理－dB変換－

dB値は、次の方法により強度画像から後方散乱係数

をもとめた。

β 0：（BETA_0）；Radar Brightness

σ 0：（SIGMA_0）；Radar Backscatter Coefficient（後方

散乱係数）

この２つの間には以下の関係がある。

σ 0 [dB]=β0 [dB]+10＊ log10（sinθ） （10）

θ：入射角（incidence angle）[地表基準面に対する入射角]

これをリニアスケールに変換すると、

σ 0=β0＊sinθ （11）

β0は以下の式で求める。

β0 =10＊ log10[(DN2+A3)/A2] （12）

DN：強度画像のピクセル値

A3：オフセット値であり、ヘッダーファイルの

Field531に書かれているが、これは常に0

A2：Scaling gain value

このA2の値をAPPではCalibration Factorとしている。よ

って、APPが使っているリニアな式にして、置き換える

と、

β0 =DN2/CalibrationFactor （13）

Calibration Factor：較正係数

較正係数はAPP再生処理時のPost_Processorのレポート

ファイルに書いてある。（または、CEOSフォーマットの

Leader fileの16-527レコードのLook_Up_Table（LUT）に

（農水省統計情報部より入手）

図 18 対象地域における稲作のカレンダー

表３　取得したRADARSATデータ

Year Date Mode Angle Direction
6/15 Descending
7/ 1 Ascending
8/ 2 Descending
8/18 Ascending
10/13 Descending
7/ 3 Descending
7/27 Descending
6/28 Descending
7/22 Descending

1999

Standard 38.38°�

2001

2000

スタンダードモードは通常のパスイメージ処理で解像度12.5m

となり、S2モードは入射角が38.38°となる。Descendingは下降

軌道、Ascendingは上昇軌道のこと。

表 4 使用したSPOTデータ

Date Julian Day

1997/11/17
1997/14/26

1997/17/23 204
1997/19/13 256
1997/10/25 298
1997/12/15 339

17

116
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その領域の中から、SAR画像において湛水域とそれ以外

を分ける閾値を用いて湛水地を抽出し、水稲作付地とし

た。

1）光学センサによる水稲作付可能性領域の作成

水稲作付可能性領域の作成方法について述べる。表４

に示す６時期のSPOT/HRVデータからそれぞれの正規化

植生指数（NDVI）を求め、多時期NDVIデータを作成し

た。

NDVIは以下の式で求められる指標で、光合成に関す

るクロロフィルの特性を利用した植物のバイオマスや活

性度に関係ある指標である。

（15）

ここで、NIRは近赤外波長域のデータ値、Rは可視赤色

波長域のデータ値である。

まず、多くの農地においてNDVIの大きく変化する春

から秋収穫前にかけての３シーンと、植生のほとんど無

い秋の収穫後および冬の３シーンそれぞれの最大値画像

を作成し、雲の影響のない水稲生育期・非生育期の

NDVI画像を作成した。そして、農地に植生のある夏中

心の画像から、農地に植生のない冬中心のシーンを差し

引いた。一年中NDVIの変化の小さな水域、都市域、森

林と比べ、農地は農作物の作付、生長、収穫に応じて変

化が大きいことを利用し、NDVIの変化量が0.2以上あっ

た部分を農地として抽出して水稲作付可能性領域とし

た。

（5）２時期RADARSAT利用方法

２時期のRADRASATデータを用いて水稲作付地を抽

出する方法（以下、２時期RADARSAT利用方法）につ

いて、図20に示した。全ての水田で田植えが終わった

状態の2000年７月３日のシーン、および、稲が生長し

て後方散乱が大きくなっている2000年７月27日の２シ

ーンを使用した。2000年７月３日の後方散乱係数は水面

と同等に小さく、2000年７月27日では大きい場所を水

稲作付地とした。

その際の閾値の決定方法であるが、２時期

RADARSAT利用方法においては、１シーン目は水田に

水が入り、湛水域と非湛水域の境界線が多くなり、湛水

域は周囲の影響を大きく受けているため修正が必要であ

る。それに対し、２シーン目においても低い後方散乱強

度を示している場所は水域のみであり、１シーン目ほど

高い後方散乱の非湛水域との境界部分が多くない。した

がって目減り分は無視でき、ほぼヒストグラムから求め

RNIR
RNIR

NDVI
+
-

=

ある）

最後に、リニアのσ 0の、単位をdBに変換するため次式

を使う。

σ 0 [dB]＝10＊ log10（σ 0） （14）

地形補正は同じくEathViewを用いて行い、衛星デー

タのヘッダ情報を元に、国土数値情報 50ｍメッシュ

（標高）からシミュレーション画像を発生させ、対応点

をもとに正射投影画像の作成と地図座標付加を行った。

その他の処理は、主に米国MicroImage社のTNTmipsを

使用し、一部は米国ERDAS社のERDAS/IMAGINEを利

用した。

（4）閾値決定方法の検討

閾値決定方法の妥当性を確認するために、従来の研究

において多くの成果が報告されているSARと光学セン

サを併用する方法（以下、光学センサ併用方法）を用い

て水稲作付面積を求めた。閾値を修正した場合としない

場合とを比較し、その精度向上の効果を確認した。

光学センサ併用方法として、北海道石狩平野で実証さ

れた光学センサから農地以外をマスクし、SARで湛水域

を抽出して作付面積を求める方法を適用することを考え

た。しかし、佐賀平野では土地利用が入り組んでいるこ

と、および、梅雨期があることを考慮して、Landsatよ

り空間分解能が高く、斜方視により観測頻度の高い

SPOTデータを利用することとした。

図19に解析処理の流れを示した。まず、SPOTデータ

により、水稲作付可能性領域としての農地を抽出した。

RADARSAT
Digital
Map

Rice planted 
Area

Water Area

Geometric Correction and Georeference

SPOT

Agricultural Land 
Map

Paddy Possibility 
Area

図 19 光学センサ併用方法のフローチャート
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た平均値で良いと考えた。そこで、１シーン目の閾値に

光学センサ併用方法によって求めた修正を加えた閾値

を、２シーン目にはヒストグラムより求めた閾値をその

まま適用して水稲作付地を求めることとした。

4 結果と考察

（1）RADARSAT観測時期の決定

1999年のRADARSAT画像を用いて作成した、水域、

水田、都市域の後方散乱係数の時系列プロファイルを図

21に示した。

都市域と水域の後方散乱係数は、都市域は高く、水域

は低く、期間を通して変化が小さいと言える。なお、こ

こには示さなかったが、森林も都市域とほぼ同様な値を

示す。水田に関してみると、この地域の田植えは６月中

旬から下旬にかけて行われ、その時期は後方散乱係数が

水域と同様に低い。その後、稲の生長にともない後方散

乱係数も高くなってゆき、1999年８月２日以降は高い値

でほぼ一定となる。1999年８月２日以降、ほぼ一定の値

を示すのは散乱が飽和状態になるからである。このこと

から、水田を鏡面反射によって都市域や森林と区別でき

るのは1999年６月15日と1999年７月１日の２シーンの

みであることがわかる。したがって、Cバンドの

RADARSATにおいては、田植えから１ヶ月ぐらいまで

が水田を抽出することができる限界であり、１ヶ月半経

つと他の非湛水面と区別することが困難であると言え

る。

（2）閾値の検討

2000年７月３日、2000年７月27日から対象地にまん

べんなく散らばるように湛水地と非湛水地のサンプルを

それぞれ240ピクセルずつ、計480ピクセルを抽出しP-

tile法に基づき面積比が50%となる部分を閾値とした結

果、2000年７月３日における閾値は0.00dB、2000年７月

27日は0.45dBとなった。それぞれの画像におけるヒスト

グラムを図22，図23に示した。

2000年７月３日画像において閾値として求められた値

である0.00dBを使用すると、抽出される湛水地が本来の

湛水地面積より減ってしまうため、閾値の補正が必要と

なる。補正の最適値を求めるため、圃場の面積をほぼ正

確に求めることができる1/2,500国土基本図と比較を行

った。衛星画像と1/2,500国土基本図を重ね、その面積

比がほぼ同じになる値を求めた。その結果、求められた

閾値の補正値は＋0.5dBとなり、水面と非水面の分離閾

RADARSAT Digital
Map

Rice planted 
Area

Water Area

Geometric Correction and Georeference

RADARSAT

Water+Paddy
Area

Subtraction

(生長期）�(田植え期）�

図 20 ２時期RADARSAT利用方法フローチャート
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図 21 後方散乱係数の時系列変化（1999年）

図22 2000年７月３日画像より湛水域と非湛水域をサン
プリングしたヒストグラム

図23 2000年7月27日画像より湛水域と非湛水域をサン
プリングしたヒストグラム
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トグラムより求められた閾値に修正を加えた閾値0.5dB

を用いた閾値修正後の結果を図26に示した。結果とし

ては佐賀県が 101.7％、福岡県が 104.3％で、全体で

102.6％という良好な数値が得られた。

従来の光学センサとSARセンサを組み合わせた研究

で得られた３%程度の誤差を目安とすると、閾値を修

正した結果は十分な精度を得ることができ、有効なこと

が認められた。

しかしながら、修正前と修正後の値の変化をみてみる

と、佐賀県は約６%の変化があったのに対し、福岡県

は約８%も変化をしている。つまり、佐賀県側よりも

福岡県側で誤差が大きいということになる。佐賀県と福

岡県において、差がみとめられた理由として、佐賀県と

福岡県における圃場規模の違いで説明することができ

る。佐賀県は比較的圃場が大きく、形も整えられたもの

が多く、クリークが発達していることで有名である。ま

た、比較的、市街地と農地がはっきりと別れている。そ

れに対し福岡県は圃場が小さく、市街地が水田と入り組

んでおり、そのため市街地に引っ張られて後方散乱が大

きくなったピクセルが多くなる。さらに、人工構造物に

よるレーダシャドウや2回反射が多くなっている。

今まで周囲の散乱体の影響による面積の目減りを考慮

した求積方法はない。SARを用いた湛水面の面積計測を

行う場合、周囲の散乱体における面積の目減りを考慮す

る必要があることを本研究によって明らかとした。

多重時期SARデータをマルチチャンネルとして扱い、

ISODATA法などを使いクラスタリングする方法では、

対象となる水稲作付地以外にも分類項目を設定する必要

があり、さらに、分類項目は対象地によって異なること

になる。分類法を使った場合は、全体の分類精度を上げ

ていくことで水稲作付地というクラスの精度を上げてい

くことに繋がる。それに対し、閾値を使う本方法は、水

稲作付地の抽出に特化した方法であり、それ以外の精度

値は0.5dBとなった。

その精度向上の効果を確認するために、光学センサ併

用方法を用いて水稲作付面積を求め、閾値の修正をした

場合としない場合を比較した。

多時期SPOTデータより作成されたマスクを使用し、

RADARSAT画像より湛水域を抽出した水稲作付地の分

布は図24のようになった。水稲作付地と推定された赤

い部分が平野部に分布している。光学センサによる非作

付地へのマスクを利用したことにより、山地、水域にお

ける誤分類が少なくなっていることがわかる。

次に、統計情報部による既存統計値と算出値を市町村

別に比較を行った結果を図25に示した。図における各

点は各市町村の水田面積を表しており、1:1の線より上

側が過大評価、下側が過小評価となる。閾値に修正を加

える前の結果は、佐賀県が94.8%、福岡県が95.6%、全

体で95.1%という過小評価となった。それに対し、ヒス
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図 25 閾値修正前の結果と統計値との比較（2000年）

図 24 光学センサ併用方法による水稲作付地の抽出結
果（2000年）

赤色領域部分が抽出された水稲作付地
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図 26 閾値修正後の結果と統計値との比較（2000年）
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は問題でない。小川ら（1990）も、面積推定の場合、作

物判読や農地分類と異なり、対象の作物のみ正確に抽出

すればよいとしている。

また、湛水地か非湛水地かの２つだけのシンプルな分

類項目を、同じフローで全国に適用できるという利点を

持っている。ただし、閾値を使う方法であっても修正率

はその地域における値であり、他の地域に適用すること

はできないという難点もある。

（3）２時期RADARSAT利用方法

７月３日と７月27日のRADARSATデータを用いて水

稲作付面積を求めた結果について図27に示した。抽出

された作付地の分布は赤色で示しているが、山地、およ

び海などの水域では、たくさんの小さなノイズがあるこ

とがわかる。統計値と比較すると（図28）、この時の佐

賀県における精度は111.6％、福岡県が107.2％であり、

全体の誤差は110.0％という結果になった。佐賀県にお

けるA町、B村、C町の突出した過大評価が目に付く。

また福岡県においてはD町、E市において他の市町村よ

り大きな面積を水稲作付地として抽出しているのがわか

る。

これらの市町村の位置関係をみるために、市町村毎の

対比誤差に基づいたコロプレスマップ（階級区分図）を

図 29に示した。この図で、突出して過大評価をしたA

町、B村、C町、D町および、E市は山地部分である。こ

のことは、Liら（2003）が指摘していた、山間部におい

てレーダシャドウによって分類精度が落ちることと一致

している。しかし、本研究における２時期のSAR画像

を利用する方法であれば、調整水田などと同じように２

シーンとも後方散乱が弱ければ除外されるはずである。

図30に例として面積を過大評価したD町の画像を示し

た。

褐色部分が水稲作付地とされた部分であり、青い部分

が２シーン目により稲の生長が認められず差し引かれた

部分である。つまり、１シーン目において抽出されたの

は褐色＋青色の部分である。右側の山地部分において、

誤分類となるレーダシャドウにより起こっている後方散

乱の低い場所を、２シーン目により除去している。

しかしながら、完全に除去しきっているわけでなく、

所々に褐色の点が点在している。谷沿いに分布している

ように見えないことから、谷津田のような水田ではなく、

位置ズレによる消し残しであるといえる。このように、

2シーンの演算によるノイズ状の消し残しが山地部分で

多く発生していることから、山地を有する面積の大きな

図 27 RADARSATの２時期利用方法による水稲作付地
の抽出結果（2000年）
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値との比較（2000年）

図 29 統計値との乖離コロプレスマップ
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市町村A，B，C，D，Eを除いた場合の精度について

調べてみた結果、佐賀県が 104.4%、福岡県が 102.5%、

全体で103.9%と大きく改善され、光学センサを用いた

場合に近い数値が得られた。したがって、このような山

地部分における非水田地域をマスクしてしまえば良好な

結果が得られることが明らかとなった。光学センサによ

るマスクはこのような山地部分において効果が高かった

ともいえる。しかしながら、先に秋山ら（2003）を引用

して述べたように、非作付域をマスクするための光学セ

ンサを日本全国にわたり揃えることは困難である。した

がって、本手法を日本全国に適用するためには、他の実

用十分な非水田マスク作成方法が必要である。

5 まとめ

本章において、２時期のRADARSATデータを利用し、

天候に左右されずに水稲作付面積を計測する方法を提案

し、この方法で必要となる観測要求時期と湛水判定閾値

の決定について検討した。

まず、観測要求時期は1999年の多時期RADARSATデ

ータを用いて検討した。水田、水域、都市域の後方散乱

値の時系列プロファイルから、作付された水田を抽出す

るには、田植え後の湛水のわかる時期と、稲の生長した

湛水のわからない時期の２時期のデータが必要であるこ

とがわかった。また、RADARSATのCバンドのマイク

ロ波は、移植から約１ヶ月半で飽和に達してしまい、湛

水地を検知できるのは移植から約１ヶ月の間ということ

がわかった。

閾値の決定には、P-tile法を応用し、さらに湛水域に

対する畦畔のような隣接する強い散乱体の影響を考慮

し、閾値に修正を加える方法を示した。光学センサ併用

方法により、閾値に修正を加えた場合と加えない場合を

比較した結果、対象域全体の精度で95.1%から102.6％

へと改善がみられ、閾値決定に隣接する強い散乱体の影

響を考慮が必要であることを明らかとした。閾値を大き

めに取る方が良い結果が得られるということが従来より

経験的に言われてきたが、これを理論的に意味づけをし

たことになる。

２時期のRADARSATデータを利用したSARデータの

みで求積を行う方法は、光学センサを併用する場合に比

べ大きく精度が落ちてしまった。その大きな要因は、山

間部における２時期のズレであった。平野部の市町村で

は十分高い精度を維持していることから、この山間部へ

の対処が必要ということが明らかとなった。しかし、光

学センサを用いて日本全国の作付期の非水田マスクを作

市町村において大きく過大評価したといえる。

過大評価の原因は、①スペックルノイズに起因するも

の、②２シーンの演算を使ったことに起因する位置ズレ、

③２シーンにおける閾値の違いの影響によるもの、④バ

イオマスの変化による影響が考えられる。

まず①のスペックルノイズの影響は、SAR画像を扱う

上では回避できない問題であるが、スペックルが完全に

ランダムかつ均一に分布していると仮定するならば、面

積的には抽出部分と非抽出部分で相殺するはずである。

②の位置ズレであるが、今回、DEMを用いた地形補

正をしているため、２シーンとも地図と良く重なってい

るが、ズレが全くないとは言えない状態である。これは、

（a）地形補正時に使用しているDEMが、本来50mの精

度しか有しておらず、RADARSAT画像の解像度（12.5m）

と合わないこと、（b）DEMよりシミュレーション画像

を作成する際のパラメータとして衛星の位置を入力して

いるが、衛星の姿勢なども含めた正確な情報を入力しき

れていないことによる誤差、（c）GCP入力時の誤差とい

った誤差要因が考えられる。これらの誤差要因を小さく

することは可能であるが、全く排除することは困難であ

ると考えられる。

また③にあげたように、ヒストグラムから推定したと

しても、２つのシーンにおける湛水域と非湛水域の閾値

による分離は誤差が含まれる。

④として、７月３日の観測では、山地の後背面は低い

後方散乱であり、７月27日までのバイオマス増加によ

り後方散乱が大きくなったところもあると思われる。図

27より、山地および海域に一様に分布したノイズ部分

が水稲作付地とは考えられず、結果にも影響したことが

十分にわかる。

図 30 水稲作付地の抽出結果　―D町の例―
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成することは困難であるため、他の実用十分な非水田マ

スク作成方法が必要である。

Ⅳ 水稲作付面積計測の高精度化

1 まえがき

本章はGISデータより非水田マスクを作成する新しい

方法を提案し、さらにRADARSATを利用した水稲作付

面積計測方法の高精度で実用的な方法を提案し、検証を

行った。

第Ⅲ章においてSARデータのみで水稲作付面積の求

積を行うことを試みたが、SARデータのみでは光学セン

サを併用する場合に比べて大きく精度が落ちた。この結

果から、非水田地域への対処、特に山間部への対処の必

要性が明らかになった。

光学センサ併用方法では、あらかじめ農地を抽出して

から SARデータによる判断を行っている。それゆえ、

問題となった山間部は除外されていることから、光学セ

ンサによるマスクを使えば精度が良くなることは容易に

想像できるが、それでは光学センサ併用方法より衛星デ

ータも手間も増えることになり意味がない。また、マス

クに使用できる時期の雲のない光学センサデータを、日

本全国について、くまなく揃えることは困難である。そ

こで、光学センサデータから作成したマスクに変わる実

用的なマスクを、他の方法で作成することを考案した。

GIS（Geographic Information System）の発展・普及に

対応して、国土地理院から地形図も従来の紙地図のみで

なく、数値地図として整備・配布がなされている。この

地図はデジタルの衛星データと親和性が高く、この地図

を光学センサデータの代わりに使うことが考えられる。

この地図から水田のある地域のみを抽出する、または水

田のない地域をマスクすることができれば、光学センサ

を用いなくても精度が良くなると期待される。そこで、

光学センサデータに代わり、数値地図から実用十分な精

度で非水田地域へのマスクを作成する方法を開発した。

さらに、このGISデータとSARデータのみから水稲作付

面積を求める方法を開発し、その精度・有効性を確認す

ることとした。

2 理論

（1）１時期RADARSAT＋GISデータ利用方法

GISデータが整備・配布されるようになってきている

といっても、現在のGISデータの多くは元々地図であっ

たものをデジタル化したものである。それゆえ、地図が

５年、10年という単位でしか更新が行われないため、

GISデータは５年、10年という単位の過去のデータであ

る。このGISデータから抽出した水田は、やはり過去の

分布である。しかしながら、現在の日本においては新し

く水田が開発されることは希であり、さらに、水田は畑

地のように作付場所が年々移動することはないため、地

図において水田とされているところは、水田である可能

性のある最大限の領域と考えられる。したがって、地図

から水田を抽出すれば水稲作付可能性領域として利用す

ることができる。

本研究は日本全国に適用可能な方法を開発することを

念頭においている。したがって、日本全国が整備された

GISデータを使う必要がある。

従来の水田を対象とした研究において、GISデータに

よる非水田地帯へのマスクとしてよく利用されるのが

DEMである。これは、対象ピクセルと４近傍や８近傍

のピクセルから演算して傾斜を求めることにより、一定

の傾斜以上に水田は存在しないとするものである。しか

しながら、日本においては近年減少の一途とはいえ、急

傾斜地につくられる棚田という形態があるため、この方

法は不十分といえる。

全国レベルで整備された土地利用データとしては「国

土数値情報」の中に「1/10細分区画土地利用データ」が

ある。これは３次メッシュの1/10（約100m）の中の土

地利用の内、最も面積占有率の多い土地利用がそのメッ

シュの値となっている。それゆえ、100m四方の１ピク

セルに水田が４割あっても他の土地利用が６割ある場

合、水田はなくなってしまう。

このように、日本全国を本研究の目的に十分な精度で

あつかったGISデータが現在の時点でない。そこで実用

的なマスクを作成するために、従来から衛星画像にGCP

を与えるために利用してきた「数値地図25,000（地図画

像）」を使って水田を抽出することとした。「数値地図

25,000（地図画像）」は1ピクセルが約2.5ｍでラスター

化され、日本全国刊行されているので、日本全国同じ精

度で利用できるマスクができることになる。

（2）水稲作付可能性領域の抽出

「数値地図25,000（地図画像）」は既存の地図である

1/25,000地形図を色版毎にスキャナーで読み込み、デジ

タル化したものを重ね合わせている。したがって、カラ

ー情報以外の情報、地目属性はピクセル毎に与えられて

いない。つまり、水田や畑はピクセル毎に与えられてお

らず、記号が地図に描かれている状態である。したがっ
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版を重ね合わせたことによる版ズレがある。このため、

数ピクセルのゴミが大量に発生していたが、小さなもの

はフィルタ処理により除去した。

次に、水稲作付可能性領域として水田を選びだすため、

水田の地図記号を抽出し、地図記号から水田を十分に覆

うバッファを作ることにより水田域を抽出することとし

た。当初、水田記号をパターンマッチにより抽出するこ

とを考えたが、図32に示すように水田記号がすべて完

全に同じパターンで描かれていない。これは、紙地図を

スキャナーで読み込んだ時の歪みや各色版のズレ、リサ

ンプリング処理による変形などの影響を受けているため

である。

そこで、色情報に注目してみた。水稲可能性領域作成

の流れを図33に示した。水田の地図記号は他の土地利

用の記号と違い水色となっているので、水田の地図記号

を描くのに使用されている色のみを２値化して抽出し

た。抽出されたものには、水田記号以外に、水域の境界

線と細い河川が含まれていた。

このため、水田記号のみを抽出するために長さの情報

に注目した。ラスター画像をトレースする形でベクター

化し、統計量を計算させ、線分１つ１つに地理参照座標

上における長さの属性を与えた。次に、不要なものを消

去するため、100個の水田記号の地面上での長さを計っ

たところ、最小が5.01ｍ、最大16.05mであった。そこで、

条件式を４m＜水田記号＜20mとすることにより、ほぼ

水田記号のみが抽出された。ただし、ほぼ同様な長さの

破線で描かれている地下水路などは取り除けないため、

一部手作業で修正した。

て、「数値地図25,000（地図画像）」から自動的に水田記

号を判別し、水稲作付可能性領域を抽出した。

まずは青色で塗られている海、大きな河川や湖沼とい

ったまとまった水域を抽出・２値化することにより、水

域マスクを作成することとした（図31）。この水域マス

クを適用することにより水田と開放水面の誤分類を避け

ることができる。「数値地図25,000（地図画像）」には色

水域の２値化画像（マスク）�

数値地図25,000

水域がマスクされたSAR画像�
図31 水域マスクの作成とSAR画像への適用

図32 「数値地図25,000（地図画像）」における水田記
号の不均一性

本来、水田記号は平行した２本の短い直線であるが、デジタ

ル化に伴い直線では無くなっている。また、長さや太さもまち

まちである。
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水田記号の間隔を 100個計ったところ、平均して

90.09m、最大は128.56mで地図に配置されていた。標準

偏差が22.3mであったため、円バッファーを発生させる

ことを考えると、半径60mあれば隣と接することになる。

しかし、今回は水田を十分に含む必要があり、さらに衛

星画像との位置ずれなどを考慮し、半径100ｍでバッフ

ァを作成し、水稲作付可能性領域とした。

これを利用した場合の結果を、図34に示した。上図

は山間部の例であるが、谷沿いの水田はもとより、山間

部にある孤立した水田や棚田も水田候補地として抽出さ

れている。よく用いられるDEMを利用し、傾斜地に水

田は無いとする水田マスクでは、棚田のようなところは

傾斜地であるため水田候補地として抽出することは困難

である。下図は都市部における例である。市街地の中に

ある孤立した水田も抽出されている。

3 実験方法

（1）対象地域

第Ⅲ章と同じ佐賀平野および筑後平野の一部を対象地

とした（図17）。

（2）使用したデータ

表３に示した取得したRADARSATデータの内、2000

年、2001年の画像を使用した。RADARSAT画像はスタ

ンダードモードで４ルック処理され、空間分解能が

12.5m、入射角は38.38度のS2モードを用いた。

数値地図なども第Ⅲ章と同じである。地図情報には、

国土地理院「数値地図25,000」のラスター型の「（地図

画像）福岡・熊本」と同「数値地図25,000」のベクター

型である「数値地図25,000（行政界・海岸線）」を用い

た。また、DEMデータとして、「国土数値情報50mメッ

シュ（標高）」を使用した。

（3）解析の流れ

第Ⅲ章の光学センサ併用方法における光学センサによ

図33 「数値地図25,000（地図画像）」からの水稲作付
可能性領域の作成

山間部の例�

都市部の例�
図34 水稲作付可能性領域抽出結果図
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図36に流れを示した。

（6）他年次データによる検証

最終的に最も精度良い結果が得られた２時期

RADARSAT＋GISデータ併用方法の再現性を検証する

ため、2001年のRADARSAT画像２シーンを用いて検証

試験を行った。

解析に使用したシーンは表３に示した2001年６月28

日と2001年７月22日の画像である。2000年の画像と同

様にEarthViewにてDEMを用いた幾何補正を行った後に

解析を行った。

2000年と同じ様にP-tile法を応用した閾値決定方法を

用いた。ただし、閾値は画像によって異なるものであり、

また、2000年と2001年のデータは同じ観測条件ながら

も受信局およびデータ処理が違うため、同じdB幅を用

いることができない。そこで、2000年のデータにおいて、

閾値決定に利用したサンプル箇所と全く同じ箇所を2001

年のデータでもサンプルとして用い、ヒストグラムによ

り2001年の基準の閾値を求めた。そして修正値を求め

るために、2000年の閾値決定用ヒストグラムより求めら

れた基準となる50%の閾値0.0dBと、修正値として求め

られた＋0.5dBに相当するヒストグラムにおける面積の

比率を求めたところ、0.94％という値が得られた。

本来P-tile法は面積比を利用した手法であるため、修

正値はdB値を用いるより、面積比を用いるべきである。

したがって、2001年６月28日の画像より同じ場所でサ

る農地抽出に代わり、既存のGISデータから水田である

可能性のある場所を抽出し、SARによる湛水地抽出によ

って作付地を抽出する方法（以降、GISデータ利用方法）

を考案し試みた。

さらに、精度の向上を図るため、第Ⅲ章における２時

期RADARSAT利用方法とGISデータ利用方法を組み合

わせた方法（以降、２時期RADARSAT＋GISデータ併

用方法）による水稲作付面積を求めた。

第Ⅲ章から通じて開発を行ってきたSARデータによ

る水稲作付面積の計測方法の最終的な方法を2001年の

同対象地域に適用し、再現性を確認した。

（4）１時期RADARSAT＋GISデータ利用方法

図35にこの方法の解析処理の流れを示した。

既存の地図データから水稲作付可能性領域地図を作成

し、この可能性領域の中から光学センサ併用方法と同様

に、RADARSATデータにより湛水域と判定されたとこ

ろを水稲作付地として抽出する。

（5）２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法

前章の２時期 R A D A R S A T 利用方法と１時期

RADARSAT＋GISデータ併用方法を組み合わせること

により、山地部での影響を受けない、高精度の抽出が可

能であると考え、３つ目の方法として、２時期

RADARSAT＋GISデータ併用方法による抽出を行った。

RADARSAT
Digital
Map

Rice planted 
Area

Water Area
（LandPart）�

Geometric Correction 
and Georeference

Paddy Possibility 
Map

図35 １時期RADARSAT＋GISデータ利用方法
フローチャート

RADARSAT Digital
Map

Rice planted 
Area

Water Area
(Land Part)

Geometric Correction and Georeference

RADARSAT

Water+Paddy
Area (Land Part)

Subtraction

Paddy Possibility 
Map

(生長期）�(田植え期）�

図36 ２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法
フローチャート
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ンプリングして求められた閾値－8.06dBから、2001年の

ヒストグラムにおいて、0.94％分ずらした際の後方散乱

係数－7.50dBを２時期RADARSAT＋GISデータ併用方

法の１シーン目の閾値とした。

2001年６月28日のヒストグラムを図37に示した。ま

た、２シーン目となる2001年７月22日のデータに関し

ては2000年同様修正を施さなかった。2001年７月22日

の閾値は－8.4dBとなり、サンプルのヒストグラムは図

38のようになった。

4 結果と考察

（1）１時期RADARSAT＋GISデータ利用方法

既存の地図データから水稲作付可能性領域地図を作成

し、この可能性領域の中から光学センサ併用方法と同様

に．RADARSATにより湛水と判定されたところを水稲

作付地として抽出した。

その結果として、抽出された水稲作付地の分布図を図

39に示した。図において、点線より上部は集計の範囲

外になるので水稲作付可能性領域地図を作成しなかっ

た。前述2つの方法同様に平地部分における抽出が良く

行われているのがわかる。また、山間部においても水田

の存在する可能性のある谷、および棚田の広がる斜面の

みに抽出域があるのがわかる。統計値との比較した結果

を図 40に示す。佐賀県の誤差は 119 .5％、福岡県は

128.3％で、全体では122.5％と大きく過大評価となって

おり、また、SPOTを用いた結果より過大評価になって

いる。

過大評価の理由として次のことが考えられる。水稲作

付可能性領域を抽出するために今回使用した「数値地図

25,000（地図画像）」は、昭和40～50年代（1965～1984）

の測量をベースに1983（昭和58年）～1995（平成７年）

にかけての航空写真や現地調査により改正されたもので

ある。それに対し、光学センサとして用いたSPOT画像

は1997年（平成９年）であり、GISデータにはこの間に

廃田された箇所も含まれている。また、GISデータは作

成過程で述べたように、十分に水田を含むようにするた

めバッファを大きくとっており、水田以外の部分も水稲

作付可能域として抽出されている。特に、山地における

谷津田など面積の小さな水田には大きすぎるバッファの

大きさであり、さらに、山地においては斜面による後方

散乱の小さな部分があるため、その部分を水域と誤判別

しやすい。

これらのことから、今回作成した非水田マスクは、光

学センサによるマスクほどの精度はないということにな

図38 2001年７月22日RADARSAT画像より湛水域と非
湛水域をサンプリングしたヒストグラム

図37 2001年６月28日RADARSAT画像より湛水域と非
湛水域をサンプリングしたヒストグラム
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図40 １時期RADARSAT＋GISデータ利用方法による
結果と統計値との比較（2000年）

図39 １時期RADARSAT＋GISデータ利用方法による
水稲作付地の抽出結果（2000年）
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あったような、いくつかの、特に山地を含む市町村にお

ける突出がみられなくなっており、光学センサ併用方法

に近い結果といえる。また、福岡県において、光学セン

サ併用方法においては過小評価が大きかった市町村が今

回は逆に統計値に近い値となっている。しかし、統計値

との乖離がそのままの市町村もみられた。福岡県におい

て、改善が見られた市町村は山地を有する市町村である

ことから、山地部分の精度が良くなったと考えられる。

佐賀県においても同様に、Ｂ村やＣ町などは光学センサ

併用方法より、良い結果となっている。

本章にて新たに考案した「数値地図25,000（地図画像）」

より水田記号を抽出し、水稲作付可能性領域を作成する

という方法は、Ⅳ-4-(1)の結果にあるように光学センサに

よる非水田マスクほどの精度はない。しかし、2時期

RADARSAT利用方法における誤分類の削減には十分な

精度があるということになる。つまり、光学センサ併用

方法が、高精度のマスクと１時期のSARデータで高精

度の結果を得ているのに対し、本方法は、実用十分なマ

スクとSARデータで高精度に作付地のみを抽出する方

法を組み合わせて同程度の精度を得ているといえる。し

かし、本方法は光学センサ併用方法にない最大の利点と

して、マスク作成も衛星データの取得も天候の影響

を受けないという点があげられる。この 2 時期

RADARSAT＋GISデータ併用方法によって、天候に左

右されずに、毎年確実に光学センサを併用した時と同じ

精度で水稲作付面積の計測が可能な方法を確立できた。

残された課題として入射角の問題がある。SARの場合、

入射角として、垂直方向の入射角（地表面の法線とスラ

ントレンジ方向のなす角度；通常、入射角はこちらを指

す）と水平方向の入射角（対象とグランドレンジ方向の

なす角度）の問題がある。

衛星の場合、観測対象と衛星が十分に遠いため、画像

内における垂直方向の入射角はそれほど違わず、むしろ

地形による影響が大きい。本研究ではDEMによる補正

を行っているため問題ないと考えてよい。

今回、水平方向の入射角に対する検討は行っていない。

従来より衛星のように広い範囲を観測している場合、

様々な方向の圃場、谷などが混在しているということで

あまり問題にされていない。しかし、SARの仕組み上、

衛星の進行方向横を見て観測するため、極軌道を飛ぶ衛

星から観測した場合、東西に開けた谷と南北に開けた谷

では、観測し易さや条件が違ってくることが予想される。

さらに、狭い谷などでは谷底部に谷津田が存在した場合、

本当に観測できるのかどうか、抽出できるのかどうかと

る。しかしながら、日本全国において同じ精度で必ず非

水田マスクの作成ができるという光学センサにない利点

がある。したがって、光学センサのように、この水稲作

付可能性領域と１時期のSARデータで良い結果が得ら

れなくても、第Ⅲ章における２時期RADARSAT利用方

法に対して十分な精度を持っていれば十分実用的と言え

る。

（2）２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法

２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法による抽出

を行った結果の画像を図41に、統計値との比較を図42

に示した。このとき、佐賀県の精度は100.7％、福岡県

が103.1％、全体で101.5％という非常に良い結果を得る

ことができた。

２時期RADARSAT利用方法やGISデータ利用方法に
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図42 ２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法の結果
と統計値の比較（2000年）

図41 ２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法におけ
る水稲作付地の抽出結果（2000年）
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いう問題がある。

SAR観測による水稲作付地の抽出が、中山間地におい

てどの程度有効であるかは今後の検討課題であり、場合

によってはSAR観測の適用範囲を限定し、他の方法を

検討する必要がある。

（3）他年次データによる検証

最終的に確立された実用的な２時期RADARSAT＋

GISデータ併用方法の再現性を検証するため、2001年の

RADARSAT画像２シーンを用いて検証試験を行った。

閾値として、１シーン目に2000年における＋0.5dB分加

味した－7.5dB、２シーン目はヒストグラムより得られ

た－8.4dBを用いた解析結果を図43,図44に示す。精度は

佐賀県が102.2％、福岡県が100.2％、全体で101.5％とい

う良い結果が得られた。このことから、本研究において

考案された２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法の

再現性の高さが示された。

検証試験において、2000年の実験と同様にP-tile法に

て閾値を求めた。さらに、2001年の閾値を決定するのに、

2000年に求めた修正値を値のまま適用することができな

いため、ヒストグラムにおける面積率という値に直して

から修正を行った。その結果、良い数値が得られたこと

から、本来P-tile法は面積比を利用した手法であるため、

修正値はdB値を用いるより、面積比を用いるべきであ

ることが判明した。また、本検証試験により第Ⅲ章にお

いて考案した閾値決定方法の再現性も同時に検証された

と考えられる。

残された課題としては、本研究では２時期

RADARSAT＋GISデータ併用方法を他の地域への適用

を図り、汎用性を検証するまで至らなかったことがあげ

られる。今後、他の地域に対して同じ方法を適用し、結

果の精度を検証する必要がある。

第Ⅲ章より行ってきたSARデータによる水稲作付面

積の計測方法の開発における結果をまとめて図45に示

した。先に述べたように、図における精度とは統計値に

対する推定率を指す。したがって、統計値を100％とし

て、100％未満は過小評価、100％以上は過大評価となる。

従来の光学センサを用いた水稲作付面積計測に関する研

究における精度の誤差は± 3％程度であり、97％～

103％となる。本研究では、この精度を目安としている。

まず、従来から行われている光学センサ併用方法にお

いて、本研究ではP-tile法を応用して閾値を決定する方

法を提案した。さらに、その際にSARにおいては強度

PSFの影響が考えられるため、閾値に修正を加えた結果、

従来の光学センサによる精度と同等の精度が得られた。

次に、天候に左右される光学センサを併用せずにSAR

データのみで計測する方法を提案した。RADARSAT2時

期の衛星データのみによる方法や、1時期のRADARSAT

データとGISデータを組み合わせただけの場合、精度的

に十分な結果は得られなかった。最終的には２時期

RADARSATデータ＋GISデータ併用方法がもっとも良

い結果を得ることができ、さらに、既に確立された光学

センサ併用方法と遜色ない結果を得ることができた。ま

た、２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法を用いて

異なる年について検証試験を行った結果、同様の結果を

得ることができ、再現性も確認された。

5 まとめ

本章は、第Ⅲ章において考案した２時期RADARSAT
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図44 ２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法の検証
試験結果と統計値との比較（2001年）

図43 ２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法の検証
試験における水稲作付地の抽出結果（2001年）
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時と同じ精度で水稲作付面積の計測が可能な方法を確立

できた。

V 多重波長・多重偏波データを用いた
アルゴリズムと検証

1 まえがき

本研究の目標は、従来統計的に求められてきた水稲作

付面積をリモートセンシング技術によって省力化し、確

実に、精度良く求める方法の開発である。第Ⅲ章および

第Ⅳ章では、２時期のRADARSAT画像を用いて水稲作

付面積を計測した。２時期を必要としたのは、湛水によ

る鏡面反射を起こす時期と、稲の生長によって鏡面反射

が起きない状態へ変化する時期を利用しているためであ

る。この方法の問題点は、①RADARSATはCバンドの

センサであるため、水田の湛水を検知できる期間が約１

ヶ月と短く、田植え期が異なる水田が混じると判別でき

ないこと、②作業労力の軽減やより迅速な対応・公表と

いう視点から見ると、究極的には１回の観測で把握でき

ることが望ましいことである。

湛水を検知できる期間が短い問題に対処するには、稲

を透過する期間のより長いマイクロ波、つまり、Cバン

ドより波長の長いLバンドを使ったSARセンサを利用す

ることが考えられる。しかし、LバンドSARデータを水

田観測に利用しようとした場合、ブラッグ散乱の問題が

利用方法の高精度化を図り、実用的なものにするため、

GISデータより非水田マスクを作成する新しい方法を提

案した。さらに最終的に得られた実用的な方法の検証を

行った。

前章において提案した２時期RADARSAT利用方法に

よるSARデータのみの水稲作付面積の計測方法をにお

いて問題となった山地部分の非水田における誤抽出を改

善する方法を考案した。非水田部分へのマスクとして、

従来よりマスクとして利用されてきたDEMや国土数値

情報でなく、「数値地図25,000（地図画像）」の色情報や

長さといった情報から水田記号を抽出し、マスク作成に

利用するという新しい方法を考案して適用した。

２時期RADARSAT利用方法とGISデータ利用方法を

組み合わせた２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法

を提案した。その結果101.5％という精度が得られ、光

学センサ併用方法と同じ精度で水稲作付面積を計測する

ことができた。このことから、本研究において提案した

マスク作成手法は、光学センサによるマスクほどの精度

はないが、２時期RADARSAT利用方法における誤分類

の削減には十分な精度があることが認められた。２時期

RADARSAT＋GISデータ併用方法は光学センサ併用方

法にない最大の利点として、マスク作成も衛星データの

取得も天候の影響を受けないという点があげられる。こ

の２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法によって、

天候に左右されずに、毎年確実に光学センサを併用した
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評価となる。
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生じる。ブラッグ散乱とはブラッグ共鳴条件を満たす対

象からの後方散乱が大きくなる現象である。このブラッ

グ散乱は、偏波の組み合わせによってブラッグ散乱を分

離することができる。一方、偏波を使うことにより、対

象の形状を反映した情報を得ることができるため、水稲

のような特徴的な形状のものを抽出することが可能とな

る。

日本の JERS-1に搭載されていたSARセンサはLバンド

である。JAXAは2005年にALOSと呼ばれる高度陸域探

査衛星の打ち上げを予定しており、ALOSには JERS-

1/SARの後継センサのPALSARと呼ばれるLバンドのセ

ンサが搭載される予定である（表５）。このセンサは入

射角を変更できるポインティング機能を有し、全偏波観

測が可能という特徴があることからRADARSATより長

い湛水検知期間を得ることができ、さらに、ブラッグ散

乱の問題に対処できると考えられる。ALOSが打ち上げ

られればLバンドSARセンサを用いた観測が可能とな

り、実際に利用することも可能となる（斎藤ら, 1999；

Saitoら, 2000）。

今のところ多重波長で観測可能な衛星搭載型SARは

存在していないが、航空機SARにおいては多重波長・

多重偏波観測が可能である。そこで、航空機SARの観

測データを使用し、波長・偏波の違いによる水稲水田の

反応特性について検討をした上で、１時期の多重波長・

多重偏波SARデータを利用した水稲作付面積調査計測

アルゴリズムを提案し、検証する。

2 理論

（1）Lバンドによる湛水検知可能期間の延長

Cバンドより波長の長いLバンドを用いた観測は、水

稲を透過する期間が長いため、湛水検知可能期間も長く

なる。

第Ⅲ章および第Ⅳ章において使用したRADARSATは

Cバンドのセンサであるため、水田の湛水を感知できる

のが約１ヶ月である。対象地域のように水稲単作地帯で

一斉に田植えが行われるような地域においては、すべて

の水田が湛水状態になり、Cバンドのマイクロ波がまだ

稲を透過して鏡面反射を起こす時期と、稲が生長し、マ

イクロ波が稲を透過できなくなり鏡面反射を起こさなく

なる時期の２時期のデータがあればよい。しかし日本全

国では、２毛作圃場が混在する地域や、早稲から晩稲ま

で田植え期間に幅がある地域があり、最初の田植えから

最後の田植えが終わるまでに２ヶ月もの差が生じること

もある。その場合、約１ヶ月で飽和状態に達してしまう

Cバンドでは２時期ですべての作付地を抽出することは

できず、３シーンや４シーンの衛星画像が必要となって

しまう（図46）。

この問題に対処するには、稲を透過する期間のより長

いマイクロ波、つまり、Cバンドより波長の長いマイク

ロ波を使ったセンサを利用することが考えられる。

波長の長いマイクロ波を使うと、式（7）における減

衰係数が小さくなり、稲体を透過するマイクロ波が減衰

されにくくなる。したがって、波長の長いマイクロ波ほ

表５　ALOS/PALSAR諸元（JAXA/EORC HPより転載）

モード� 高分解能� 広観測域� 多偏波�
実験モード�*1)

中間周波数� 1270 MHz (L-band)

バンド幅� 28MHz 14MHz 14MHz, 28MHz 14MHz

偏波� HH or VV HH+HV or VV+VH HH or VV HH+HV+VH+VV

入射角範囲� 8～�60°� 8～�60°� 18～43°� 8～�30°�

地上分解能� 7～�44m 14～88m 100m (multi look) 24～89m

観測幅� 40～�70 km 40～�70 km 250～�350km 20～65km

量子化ビット数� 5 bits 5 bits 5 bits 3 or 5bits

Data rate 240Mbps 240Mbps 120Mbps, 240Mbps 240Mbps

雑音等価後方散乱係�
数�*2

< -23dB (観測幅� km)
< -25dB (観測幅�60 km) < -25dB < -29dB

信号対アンビギュイ�
ティ比�S/A) *2,*3

>16 dB (観測幅�70

70

km)
>21 dB (観測幅�60 km) > 21dB > 19dB

ラジオメトリック精度� １シーン内で�1dB／１軌道内で�1.5 dB

アンテナサイズ� アジマス方向�:8.9 m x エレベーション方向�:3.1 m

注記: 北緯81°および南緯81°を超える範囲は観測不可能です。

*1 電力の関係により、運転時間に制限があります。

*2 高分解能モード：オフナディア角は34.3°  広観測域モード：オフナディ

ア角は34.1° 多重偏波モード：オフナディア角は21.5°

*3 PALSARの技術変更により、S/Aレベルが低下することがあります。
C JAXA

図46 CバンドSARによる2時期RADARSAT利用方法の
問題
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更、および、アセンディングとディセンディングによる

水平方向の入射角の変更が考えられる。しかしながら、

この場合ブラッグ散乱の影響のない画像を合成するため

には最低２シーンのデータが必要となる。

もう１つの方法としては、偏波と呼ばれるマイクロ波

の縦波と横波の組み合わせによってブラッグ散乱を抽出

することが考えられる。偏波観測を使うことにより、対

象の形状を反映した情報を得ることができるため、水稲

のような特徴的な形状のものを抽出することが可能であ

る。

偏波の違いによる水稲の散乱特性の変化については

Ⅱ-2にて述べた図６の金属格子の例と同じような考え方

ができる。水稲はLバンドの波長に対して例にあげた金

属格子のように、波長に対して十分に狭い間隔で植えら

れておらず、稲と金属では誘電率が違うため、金属ほど

の反応は起こらない。しかし、稲は縦にたっている構造

のため、同様にVV偏波とHH偏波では移動できる自由

電子の数が違い、ブラッグ散乱が起きた場合、VV偏波

とHH偏波の間に後方散乱強度の違いが発生する。これ

を、ブラッグ散乱の抽出に応用することが可能と考えら

れる。

（3）多重波長・多重偏波SARデータを用いた水稲作付

面積計測

本研究の２時期のRADARSATを利用した水稲作付面

積計測方法を応用し、１時期の多重波長・多重偏波SAR

データから水稲作付面積を求めることができると考え、

そのアルゴリズムを考案した。

本論文の水稲作付面積の把握方法は、同一波長のマイ

クロ波が水稲の生長により透過する状態から透過しない

状態に変化することを利用し、透過する状態のシーンと

透過しない状態のシーンを必要としている。つまり、式

（9）における波長が一定であるため波数は一定となり、

式（7）の減衰係数はタンジェント損失によって決まっ

てくる。タンジェント損失は誘電率によって変化するが、

Ⅱ-2にも書いたように植物体の場合、散乱機構が複雑で

あるためバイオマスの増加による透過する距離の変化、

つまり体積散乱の変化がマイクロ波の減衰に大きく寄与

する。逆にタンジェント損失が一定とした場合を考える

と、減衰係数は波数つまり波長によって変化する。した

がって、透過性が違う、つまり波長の違うマイクロ波で

一度に観測ができれば、水稲を透過するデータと透過し

ない状態のデータを得ることができ、１回の観測で水稲

作付面積が把握できることになる。

ど稲が大きくなっても透過することが可能となり、田植

えからマイクロ波が透過しなくなるまでの期間が長くな

る。

（2）Lバンドにおけるブラッグ散乱

多重偏波観測による散乱特性の違いを利用すれば、ブ

ラッグ散乱の起きた圃場を抽出することが可能と考えら

れる。

LバンドSARデータを水田観測に利用しようとした場

合、Rosenqvist（1999）にあるようにブラッグ散乱の問

題が生じる。ブラッグ散乱とはブラッグ共鳴条件を満た

す対象からの後方散乱が大きくなる現象であり、海洋分

野においてよく知られている。次式のブラッグ条件を満

たす各々の点からの後方散乱は位相が整数倍異なる（n

は整数）。

2λBragg sinθ＝nλ　　　　　　　　　　　　（16）

したがって、受信信号はこれらの同位相を持つ波動の

和となり、大きな振幅を持つ合同波となる（図47）。

従来の JERS-1を用いた研究から、ブラッグ条件を満た

す圃場でこの現象が起こることは知られている。しかし、

逆に、SAR画像のどこでブラッグ散乱が起こっているか

を判断することはできなかった。なぜならば JERS-1は単

波長・単偏波の１バンドデータであるため、画像上にお

ける後方散乱の強い圃場が、ブラッグ散乱によって見か

け上強い後方散乱となっているのか、作物や土壌などに

よって後方散乱が強くなっているのか区別ができなかっ

たからである。したがって、LバンドSARを用いて高精

度に水稲作付面積を求めようとするならば、湛水田とし

て抽出されないブラッグ散乱を起こす圃場を抽出し、水

田面積を補正する必要がある。

ブラッグ散乱の問題には、いくつかの対処方法が考え

られる。

１つは入射角を変えて共鳴を起こさないようにするこ

とである。入射角は水平方向と垂直方向の入射角がある

ため、ポインティング機能による垂直方向の入射角の変

図47 ブラッグ共鳴散乱
（大内, 200444)より転載）
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多重波長・多重偏波SARデータを利用した水稲作付

面積計測アルゴリズムの概念を図48に示した。

長波長で稲を透過しやすいLバンドの画像を２時期

RADARSATの利用方法における田植え後の１シーン目

と同様に扱い、閾値で湛水域を抽出する。その際、最も

稲を透過しやすい偏波画像を用いる。しかし、ブラッグ

散乱の影響により、湛水域が少なく抽出されているはず

であるので、偏波データから抽出したブラッグ散乱圃場

に修正を加える。次に、Xバンドの画像から稲の生長後

の２シーン目における水域や調整水田を抽出するのと同

様に閾値で湛水域を抽出する。Lバンドより求めた作付

水田と調整水田などの水域を含んだ湛水域から、水域や

調整水田のみを抽出したXバンドの湛水域を差し引けば

1時期の多重波長・多重偏波画像から水稲作付面積を求

めることができる。

3 実験方法

（1）対象地域

本研究の対象地は岡山県児島湾干拓地であり、この地

域の地図を図49に示した。児島湾干拓地は岡山県岡山

市と児島郡灘崎町にまたがり、15世紀までは瀬戸内海

に浮かぶ児島と岡山平野の海岸線との間に 20余りの

島々が点在し、吉井川，旭川，高梁川の強大な沖積作用

で島々の間には干潟が発達していた。1618年には新田の

開発による児島半島の誕生と同時に児島湾が形成され、

さらに明治時代には旧士族たちの授産事業として大規模

干拓が実施され、現在の児島湾干拓地となっている（中

国四国農政局山陽東部土地改良建設事務所, 2003）。その

ため、水路や道路が整然と並んでおり、そのほとんどは

水田である。図49においては、水路及び水田記号は水

色にて示されている。稲作水田以外にはハス田、野菜の

ビニールハウスなどがある。

対象地では、12月から５月までは麦の栽培をしてい

る農地が多く、６月初旬から灌漑用水が通水され、６月

中旬から下旬にかけて田植えが行われる。９月中旬が出

穂期であり、10月中下旬に収穫期となる。

現在の日本では、水稲のほとんどは「田植機」で移植

される。表６に現在の日本における主要メーカーの田植

機の性能を示した。このように畝間は 30cm、または

33cmであるのに対し、株間は12cm～24cmまで幅広く対

応している。農家が最も多く使う株間は16cm～20cm程

度が多い。

（2）使用したデータ

多重波長・多重偏波データとして、情報通信研究機構

（NICT）と JAXAが共同開発・運用している航空機SAR

であるPi-SARのデータを用いた。Pi-SARの諸元を表 7

X-Band

Rice planted 
Area

Water Area

L-Band

Water+Paddy
Area

Subtraction

Bragg 
Scattering

Area

図48 １時期の多重波長・多重偏波SARデータから水
稲作付面積を計測するアルゴリズムの概念図

図49 研究対象地域
干拓地のため水路や道路が整然と並んでいる。農地のほとんど

は水田であり、水路及び水田記号は水色にて示されている。青

い部分は海、河川、ため池・ハス田である。

表 6 現在の日本における主要メーカーの田植機

移植畝間（条間）
I社　シリーズA 30,33
I社　シリーズB 30
K社　シリーズA 30
K社　シリーズB 30
Y社　シリーズA 30
Y社　シリーズB 30

M社 33
MB社 シリーズA 30
MB社 シリーズＢ 30

移植株間�
14,16,17,18,19,22,24

16,18,22
12,14,16,18,21,24

12,14,16,18,20
12,14,16,18,22

16,18,22
14,16,18,20,22,24

14,16,18,20
11,12,14,16,18,21
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ータにおいて、より詳細な水稲圃場の散乱特性を調べる

ために、位相情報を利用したDecompositon解析と偏波シ

グネチャ解析を行うこととした。その際、Lバンドデー

タについて、Kimura（2002）の開発した簡易方法により

偏波較正を行った。

続いて、Lバンドの偏波解析結果に基づき、Lバンド

を利用して水稲作付面積を計測する際に問題となるブラ

ッグ散乱への対処方法について検討した。

最後に、筆者が考案した１時期の多重波長・多重偏波

SARデータで水稲作付面積を求めるアルゴリズムを検証

するために、Leeフィルタを施したPi-SARデータを用い

て実際に水稲作付地を抽出した。LandsatやRADARSAT

の画像を用いてその精度検証を行った。

1）偏波較正

位相情報まで含めた偏波情報を利用する場合、偏波較

正が必要である。利用したPi-SARデータの偏波較正は

未実施であったので、Kimura（2002）による方法で簡易

偏波較正を実施した。

Kimura（2002）は、海に囲まれたPi-SAR画像におい

て、Van Zyl（1990）の自然ターゲットを利用した偏波

較正方法に基づき、いくつかの仮定のもとに海の部分に

おいて位相差がなくなることを利用した簡易偏波較正方

法を考案している。

ポラリメトリックレーダシステムの基本モデルとして

次式が使用される。

（17）

ここで、Mは測定散乱行列，Rは受信系行列，Tは送

信系行列，Sは本来の散乱行列，Nはノイズ，δはH偏

波とＶ偏波の間のクロストーク，fは送信系と受信系の

ゲインのインバランスである。ノイズ，クロストークが

十分に小さく、送受信系のバランスが良いとすると、式

（17）は式（18）のように簡略化でき、f1，f2を求めると、

本来の散乱行列を得ることができる。

（18）

この時、対象物を完全にランダムな自然散乱体（草原，

海氷，水域等）とした場合、Shv＝Svhより、位相差は0

になる。また、水域の場合、鏡面反射により、Svv＝Shh、

よって、Shv＝Svh＝0となるため、式（18）より式（19）

が導ける。
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に示した。Pi-SARの観測における大きな特徴は、航空

機による解像度の高さ、L，X（波長　L : 2 3 . 4 c m，

X:3.14cm）バンドデータの同時取得、Xバンドによる一

飛行でのインターフェロメトリ、X，L両バンドにおけ

る全偏波観測にある。

解析に使用したPi-SARデータは、1999年7月13日に取

得された。

観測日における水田の状況を図50に示した。水田は

稲の移植から約1ヶ月が経過しており、水稲は草丈が20

～40cmとなっていた。図50下段にあるように真上から

場合、まだ水面が見える状態であった。

（3）解析の流れ

最初に、今回Pi-SARで観測されたLバンドの画像、お

よびCバンドのRADARSAT画像を比較し、異なる波長

における湛水地検知可能期間の違いについて検討を行っ

た。

次に、今後の多重波長・多重偏波情報を利用した解析

を行うため、Pi-SARデータを用いて偏波カラー合成画

像を作成し、水田における散乱特性を把握した。

ALOS/PALSARでも使われているLバンド多重偏波デ

表 7 Pi-SARセンサ諸元

Full Polarimetry Full Polarimetry
Incidence Angle ゜� ゜�

Full Function

VV InSAR

Height Accuracy

Ⅱ�

X-band L-band
Frequency 9.55 GHz 1.27 GHz
Polarization

10-75 20-60
4.3km for 

19.3 km for 

Resolution 1.5m 3m
Baseline 2.3m -

6m -
Platform Gulfstream

19.6 kmSwath width

図50 Pi-SAR観測時の水田状況
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（19）

ここで、∠は位相差の偏角を表す。連立式（19）より，

f1，f2を求めることができる。

Kimura（2002）の方法は周囲を海に囲まれたシーンに

おいて適用されているが、本研究でのシーンには海がな

いため、水域として河川部分を利用して、偏波較正を行

った。位相の乱れには入射角依存性があり、本来入射角

ごとの較正が必要であるが、本方法では、位相差の偏角

の平均を使うことにより簡易的に偏波較正を行ってい

る。

まず、飛行方向（アジマス方向）に沿ったライン毎に

河川部における全ピクセルの偏角を平均し、その後、ニ

アレンジからファーレンジにかけてのすべての偏角を平

均することにより偏角の平均値を求めた。1999年は∠

f1＝3°，∠ f2=－40°、2000年は∠ f1＝－1.5°，∠ f2＝

27.5°という数値を得ることができ、この値を使用して

偏波較正を行った。

図51は1999年の偏波較正前の位相差を、図52は偏波

較正後の位相差を示したものである。縦軸には水域部分

をアジマス方向に沿ったライン毎に全ピクセルを平均し

た直交および平行偏波の位相差の偏角を、横軸はレンジ

方向のニアレンジからのライン番号を示した。今回実施

した較正では、入射角毎でなくニアレンジからファーレ

ンジまでの平均値を使用したため直線にはなっていない

が、較正後の位相差は0付近に寄っており、平行偏波と

直交偏波間の位相差も小さくなっている。

厳密な較正を行う場合は入射角を考慮する必要があ

21

21

ffMM

ffMM

hvvh

vvhh

∠+−∠=∠−∠
∠−−∠=∠−∠ り、また、河川部分における人工物などのノイズのため、

本較正結果は完全なものではない。しかし、実際に入射

角毎にCRを設置して較正を行うことは困難であり、今

回行ったような自然ターゲットを利用した較正方法は簡

易であるが汎用性は高い。

2）スペックルノイズのフィルタ処理

スペックルノイズの低減のためフィルタリングを施し

た。

SAR画像のスペックルノイズに対するフィルタは多く

考案されているが、特に有名なLeeフィルタとFrostフィ

ルタ、そして簡便なメディアンフィルタを3×3のウィ

ンドウサイズで検討した。、図53にはフィルタリングし

た結果画像の一部分の後方乱強度（DN値）の水平プロ

ファイルを示した。原画像の値が赤、Leeフィルタ施行

後を青、Frostフィルタ施行後を緑、メディアンフィル

タを黄土色で示した。
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図51 1999年７月偏波較正前のレンジ方向の位相差プロ
ファイル
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図52 1999年７月偏波較正後のレンジ方向の位相差プロ
ファイル

図53 フィルタによるスペックルノイズの低減結果
原画像の値が赤、Leeフィルタ施行後を青、Frostフィルタ施

行後を緑、メディアンフィルタを黄土色で示した。
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を、１時期の多重波長・多重偏波観測でできるとして考

案したアルゴリズムをPi-SARのデータを用いて検証す

る。航空機SARの観測範囲は狭く、実際に求めた面積

を統計データと比較するようなことはできないため、精

度の検証は困難である。そこで、同じ年に観測された

Landsat及びRADARSAT画像を用いて精度検証を行う。

4 結果と考察

（1）波長による湛水検知可能期間の違い

RADARSAT画像とPi-SARの画像を比較した結果、L

バンドSARは、CバンドSARセンサより湛水検知可能期

間が長いことを確認した。

図54はRADARSATの1999年６月26日の田植え直後の

強度画像である。水田に水の張ってある湛水地では水面

での鏡面散乱により前方への散乱が主体となり後方散乱

が弱く、暗くなっている。一方、非湛水地では、Cバン

ドの短い波長のマイクロ波は土壌表面の凸凹により前方

および後方とも散乱が強いため、画像として明るくなっ

ており目視判読が容易である。

図 5 5は田植え後ほぼ１カ月たった７月 2 0日の

RADARSAT画像である。水稲の生育が進み、湛水水田

においてもかなり大きい後方散乱が認められるようにな

すべてのフィルタにおいてスペックルノイズの低減効

果が見られるが、LeeフィルタとFrostフィルタの結果に

は大きな違いは見られず、ほとんどの部分で重なってい

る。メディアンフィルタは丸めてしまう傾向があり、境

界部分を不鮮明にする可能性があるため不採用とし、残

りのLeeフィルタとFrostフィルタを比較した結果、若干

だが先鋭的な成分を強く残しているLeeフィルタを適用

することとした。

（4）Lバンドによる湛水検知可能期間の延長

CバンドとLバンドSARの強度画像とラインプロファ

イルを比較することで、Lバンドを用いればCバンドよ

り湛水検知可能期間が長くなることを確認する。

日本の JERS-1に搭載されたSARセンサはLバンドを使

用していたが、1998年に運用を終えており（図１）、さ

らに JERS-1以降、Lバンドのセンサを搭載したSAR衛星

は打ち上げられていないため、新たにデータを取得し検

証することはできない。そこで、Lバンド観測が可能な

航空機SARデータを用いて検証を行う。

CバンドセンサであるRADARSATの田植え直後の

1999年６月26日、１ヶ月弱後の1999年７月20日、1999

年７月13日に観測されたPi-SAR/Lバンドの強度画像と

ラインプロファイルを比較する。

（5）Lバンドにおけるブラッグ散乱

Lバンドにおいて発生が予想されるブラッグ散乱は偏

波情報を用いることで抽出する。

理論にも書いたようにVV偏波とHH偏波による差が

発生することは予想できるが、多重偏波SARを用いて

水田のブラッグ散乱について検討した前例はなく、実際

のところは不明である。現在、Lバンドの多重偏波観測

が可能なのは航空機SARのみであり、ブラッグ散乱識

別の可能性を調査するには航空機SARを使う必要があ

る。そこで、多重波長・多重偏波観測が可能な航空機

SARの観測データを使用し、まず、波長・偏波の違いに

よる水稲水田の反応特性について検討を行う。そこで、

ブラッグ散乱が認められた圃場における偏波の違いによ

る散乱特性などを解析し、その結果をもとにブラッグ散

乱の抽出方法を考案する。

（6）多重波長・多重偏波SARデータを用いた水稲作付

面積計測

本研究において提案した、２時期のSARデータから

閾値を用いて湛水域を抽出し水稲作付面積を求めること

A

B

A B

図54 RADARSAT（Cバンド）６月26日強度画像とラ
インプロファイル
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っている。このため、湛水水田の後方散乱と非湛水地の

土壌および植生からの表面の後方散乱との区別は難し

い。このことは、湛水地と非湛水地を横切るライン上の

データ数値（ラインプロファイル）において、この２つ

が異なることからも理解できる。

1999年７月13日の岡山県児島湾におけるPi-SAR/Lバ

ンド画像とラインプロファイルを図56に示した。なお、

RADARSATと同じHH偏波のデータを使用した。田植え

から１ヶ月弱たっており、7月中旬の水稲が茂っている

時期であるが、Lバンドの長波長マイクロ波は水稲を透

過して水面を観測しており、画像上で明白に湛水地と非

湛水地が区別でき、ラインプロファイルでも同様に明確

に区別できる。

田植え後、１ヶ月程度以内に観測を行わなければ湛水

域の判読ができないCバンドSARに対し、より長波長の

LバンドSARでは、約１ヶ月たっても湛水地と非湛水地

の判断は容易であることから、CバンドSARセンサより

長い観測可能期間を与えてくれることがわかる。

（2）偏波カラー合成画像による散乱特性の把握

LバンドとXバンドの散乱特性を、赤にVV、緑にVH、

青にHH（R:G:B=VV:VH:HH）を割り当てて作成した偏波

カラー合成画像で検討した（図57、図58）。説明を記述

しやすいように画像左下から右中央に向かって流れる川

と、画像左上から河川に繋がる用水路を境界として、中

央の三角形をした部分をβ区、上部をα区、下部をγ区

とする。

1）Lバンド画像

1999年７月13日のLバンドPi-SARデータの偏波カラ

ー合成画像を図57に示した。この図において、水田は

黒または暗赤色であった。田植えからほぼ一ヶ月が経過

しており、稲の草丈が20～40cmに生長しているが、L

バンドのマイクロ波は稲体を透過し、下にある水面で鏡

面反射を起こすため、SAR画像上では後方散乱が小さく

なり暗くなる。

図57のβ区において、本来、水面による鏡面反射の

ため、ほとんど後方散乱がない水田部分において、暗赤

色が認められるのは、若干VV偏波の後方散乱があるた

めである。この現象は、作付方向がレンジ方向と一致す

るβ区で顕著であり、稲株の規則性とレンジ方向との関

A

B

A B

図55 RADARSAT（Cバンド）７月20日強度画像とラ
インプロファイル

A

B

A B

図56 ７月13日　Pi-SAR（Lバンド）強度画像とライン
プロファイル
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構造物が白くみえる。これはすべての偏波において強い

散乱が戻ってきていることを示している。また、図の右

上にある白く広い部分はハス田である。ハス田も水田と

同じように湛水しているが、この時点ですでにハスの茎

葉が大きく生長して水面を覆っており、さらに、ハスの

茎が水面から長く伸びた所に水平に大きな葉をつけた構

造であることから、V成分もH成分も大きく散乱し、す

べての偏波において強い後方散乱を返してきているため

ハス田が白く見えると考えられる。

β区上部にマークした圃場aは水田であるにもかかわ

らず、強い後方散乱を返してきている。現地調査により、

この圃場aは他の圃場と植え付け方向が90°違って、レ

ンジ方向に対して直交する方向に稲の植え付けが行われ

ていた。他の水田において、マイクロ波はほとんど水稲

を透過しており、後方散乱が小さいのに対し、植え付け

方向が変わっただけで透過率が変わり、一気に後方散乱

が大きくなるということは考えられない。したがって、

これはRosenqvist（1999）にあるように、水稲の間隔と

マイクロ波の波長が共鳴を起こして後方散乱が強くなる

ブラッグ散乱が起きていると考えられる。図57の偏波

カラー合成画像において、圃場aのようなブラッグ散乱

によって強い後方散乱を返している水田では、赤色が強

いことから、VV偏波が強く返ってきている。

図57のブラッグ散乱が起きている圃場で赤色が認め

られるのは、大部分の黒くみえる水田で暗赤色が認めら

れるのと同様に、稲茎葉の縦構造を反映したものである

と考えられる。

Rosenqvist（1999）や、Ouchiら（1999）が JERS-1のデ

ータから検討しているようにブラッグ散乱の条件式から

ブラッグ散乱を起こす株間を計算してみた。式（16）に

あるブラッグ散乱の条件式は次式のように変換できる。

（20）

Lバンドの波長において、n=１とした場合、λBraggは

18.84cmとなる。つまり、稲と稲の間が18.84cm前後のと

きブラッグ散乱が起こることになる。現地調査時に圃場

aにおいて測られた株間が約19cmとなっており、ほぼこ

の数値に当てはまる。

ブラッグ散乱が起こっていない圃場はレンジ方向に対

する稲の間隔が畝間ということになり30cm前後である

ため後方散乱が弱く、ブラッグ散乱が起こっている圃場

はレンジ方向に対して平均株間18.84cmの間隔で水稲が

配置されたため強い後方散乱になったと考えられる。

θ
λλ

sin2
n

Bragg =

係が影響していると考えられる。LバンドのHH偏波は

稲体を透過するが、VV偏波では縦構造の茎葉により散

乱し、さらにセンサからみて散乱体である稲が一列に並

んだβ区では他より強い後方散乱があった。

干拓地である児島湾は整然と区画されており、その道

路沿いに家屋があるため、筋状に家屋・道路などの人工

図58 1999年７月Pi-SAR/Xバンド　偏波カラー合成画
像（R:G:B＝VV:VH:HH）

図57 1999年７月Pi-SAR/Lバンド　偏波カラー合成画
像（R:G:B＝VV:VH:HH）
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2）Xバンド画像

1999年７月13日のXバンドPi-SARデータの偏波カラ

ー合成画像を図58に示した。移植から約１ヶ月後であ

り、Xバンドにおいては稲の植物体による散乱が起きて

いるため、作付された水田は偏波毎の後方散乱の大きさ

によって、白または様々な色となる。Xバンドでは水田

の後方散乱が大きくなっているため、Lバンドのような

水面としての水田の把握はできない。しかし、水田の中

でも減反により作付していない部分は、雑草防止のため

湛水状態であり、鏡面反射が起こり暗くなっている。こ

のことから、Lバンドでは区別できなかった湛水田での

作付状況の把握がXバンドでは可能であった。

中央部分のβ区の圃場群は紫色が認められ、VVおよ

びHHの平行偏波が強く、直交成分が弱いことを示して

いる。一般的に、自然植生はランダムであるため、直交

成分が強くなるといわれており、図58においても、河

川沿いの自然植生は緑色が強くなっている。植生では直

交偏波が大きいと考えられるが、水田において稲が生育

しているのに直交偏波が弱いと認められた理由は前述の

ように、稲株の配列の規則性とレンジ方向との関係と考

えられる。レンジ方向と水田とが成す角度がβ区と異な

っているα区とγ区の水田は、直交偏波が強くなるため

に紫色が弱くなり、緑色が認められる。

（3）多重偏波情報を利用した解析

1）散乱回数による解析

偏波較正済みの正確な散乱行列を得ることにより、

各々の偏波での位相情報を使用した解析が可能となる。

この一つにDecomposition解析があり、Freemanら（1998）

は共分散行列を分解し、散乱成分をOdd（奇数・１回），

Even（偶数・２回），Diffuse（多重・拡散）の３成分に

分けることで、散乱過程を説明できるとしている。

コヒーレントな共分散行列は以下のように定義され

る。

（21）

集合平均をとり、インコヒーレントな共分散行列を次

のようにおく

（22）

散乱成分と共分散行列の要素との間に次ぎの関係があ

る。
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（25）

相対散乱行列[S]に対して次の関係式が成り立つとして、

Odd、Even、Diffuseにおける寄与率を求めようとする方

法である。

（26）

fs, fd, fvはそれぞれOdd、Even、Diffuse成分の寄与を示す。

α,βはEven、Odd成分からそれぞれ得られる係数であ

る。式（26）の｜Shv｜2項には、Odd、Evenの係数を表す

fs, fdが含まれないので、fvは｜Shv｜2から直接導出できる。
fv－３をすべて引いた後は次のように変形される。

（27）

この時、Odd、Even成分に次の条件を加え、fs, fdを求め

る。

（28）

この条件により fs, fd, fvの係数を求め、次式に示す散乱寄

与電力を推定する。
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により、任意の偏波での散乱特性を知ることができる。

散乱特性をみるために、散乱体の散乱強度を送信（ｔ）
（29）

Psは表面散乱の散乱電力でOdd成分，は２回散乱の散

乱電力でEven成分，は体積散乱の散乱電力でDiffuse成

分である。このようにして最終的には画像中の数ピクセ

ルにおける、それぞれの散乱成分の散乱寄与電力を求め

ることができる。なお、この３成分に関しては式（30）

の関係がある。

P＝Ps+Pd+Pv＝｜Shh｜2+２｜Shv｜2｜Svv｜2 （30）

P：トータルの散乱電力

LバンドのPi-SARデータに対し、2×2のピクセル毎

にDecomposition解析を行った。図59に1999年７月のL

バンド観測におけるDecomposition解析の結果から、Odd

成分とEven成分を抽出したものを示した。

Even成分画像ではβ区の用水路の一部が大きくなっ

ている。これはコンクリート用水路の水と側壁による2

回散乱によるものである（図60）。

ブラッグ散乱が起きている水稲圃場の部分において、

Odd成分が小さくなり、Even成分が卓越しているのがわ

かる。このことは、後方散乱のほとんどが水面と稲によ

る２回散乱によるものであることを表している。しかし、

ブラッグ散乱を起こしている圃場も水稲の生長状態は同

じであるため、散乱も同じように起こっているはずであ

る。つまりこれはDecomposition解析が全体の電力にお

ける各成分の寄与率を求めたものであるため、ブラッグ

散乱によって相対的に２回散乱が大きくなったものと思

われる。他の圃場においてこのようなEven成分の卓越

は認められないが、図57において若干のVVが観測され

る暗赤色の圃場においてはOdd成分よりEven成分の方

が若干高いことが認められた。

一方、強度画像ではブラッグ散乱した水田圃場と同様

に白かったハス田は、ハスの葉によるHH偏波の後方散

乱があるためEven成分がOdd成分より若干大きかった

が、Odd成分も十分に認められた。したがって、この結

果を用いれば、ハス田との誤分類を避けることが容易で

ある。

以上のことから、水面にある稲の間隔と入射角によっ

て引き起こされるブラッグ散乱を、Even成分の卓越か

ら判断できると考えられる。

2）Lバンド偏波シグネチャによる解析

HH・VV・HV・VHの全偏波データを解析すること

vv

dd

ss

fP

fP

fP

3
8

1

1
2

2

=

+=

+=

α

β（� ）�
（� ）�

Even成分
図59 Decomposition解析で求められた散乱回数成分

（1999年7月　Lバンド）

Odd成分

図60 用水路における２回散乱
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および受信（ｒ）アンテナの偏波の関数として表し、平

行偏波（Co-pol；χｒ＝χｔ，ψｒ＝ψｔ）と直交偏波

（X-pol; χｒ＝－χｔ，ψｒ＝ψｔ＋90°）の2つの3次

元グラフで表したものを偏波シグネチャという（飯坂監

修・日本写真測量学会編,1998）。図61にχとψの変化に

伴う偏波状況の概念図を示した。χ＝0°の時、偏波状

態は直線となり、χ=45°およびχ＝－45°の時、完全

な円偏波となる。また、ψ＝ 90°は垂直偏波であり、

ψ＝0°および180°は水平偏波となる。

図62は図57のA部分の拡大図であり、圃場散乱特性

を把握するために偏波シグネチャを表示した圃場a, b, c,

dの位置を示している。

ブラッグ散乱が起きている箇所として図 63に圃場 a

を、図64に圃場bの偏波シグネチャを示した。X軸にψ，

Ｙ軸にχ，Ｚ軸は正規化した散乱強度を示した。両図と

も平行偏波シグネチャを見ると、ψ90°のところに一

つの山があることがわかる。このことから、対象が縦の

構造をもったものであることがわかる。また、直交偏波

シグネチャを見ると、ψ45°とψ270°のところに２つ

の山があり、２回散乱が起きていることを示しており、

縦構造の稲と水面による２回散乱が起きていると考えら

れる。

このように圃場a, bとも同様な偏波シグネチャであっ

たことから再現性が高いといえる。

鏡面反射を起こして暗くなっている圃場cについて偏

波シグネチャを描いたのが図65である。鏡面散乱によ

ってほとんどのマイクロ波は前方に進み戻ってこないの

であるが、一部戻ってきている後方散乱のほとんどは水

平成分であるため、平行偏波シグネチャをみると、ψ

0°および 180°のところにピークがみられる。また、

先に述べたように、VV成分も見られることからψ90°

付近に小さな山もみられる。また、直交偏波シグネチャ

は弱い２回散乱が起こっていることを示している。

これらの偏波シグネチャから、VV偏波で起こってい

b
c

a d

b
c

a d

図62 偏波シグネチャ解析を行った圃場
1999年7月Pi-SAR/Lバンド偏波カラー合成画像（図57）に

おける四角形A部分の拡大図である。圃場a,bはブラッグ散乱

圃場、圃場cは鏡面反射している圃場、圃場dはハス田である。

図61 χとψの変化に伴う偏波状況の概念図

図63 圃場aの偏波シグネチャ
（1999年７月Pi-SAR/Lバンド　ブラッグ散乱水稲圃場）

Co-pol

X-pol
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る稲の縦構造と水面による２回散乱が、列状に植えられ

た稲の株の間隔がブラッグ条件を満たす場合、圃場 a，

bのように強い後方散乱となり、ブラッグ条件を満たさ

ない圃場cでは後方散乱が弱く、鏡面反射が主体となっ

ていると理解できる。

図66はハス田dの偏波シグネチャである。水田と比べ

ると、平行偏波、直交偏波両シグネチャにおける凹部の

極小値が高くなっていることがわかる。平行偏波、直交

偏波両シグネチャにおける極小値が高くなっているの

は、この時点でハスは既に大きくなっているため体積散

乱が顕著なことによるものと考えられる。このように、

偏波シグネチャを用いることによって、ブラッグ散乱に

よって高い散乱強度になっている水稲圃場と、バイオマ

スにより高い散乱強度になっているハス田を区別するこ

とができた。

偏波カラー合成画像による結果、Decomposition解析

の結果、そして、偏波シグネチャ解析の結果を併せて考

えると水田における散乱特性は次のようにまとめられ

る。この時期の水田においては、Lバンドは波長が長い

ため、通常の水田では水稲を透過し、鏡面反射を起こす。

しかし、生長の具合やレンジ方向とのなす角度の影響に

図65 圃場cの偏波シグネチャ
（1999年７月Pi-SAR/Lバンド　通常の水稲圃場）

図66 圃場dの偏波シグネチャ
（1999年７月Pi-SAR/Lバンド　ハス田）

図64 圃場bの偏波シグネチャ
（1999年７月Pi-SAR/Lバンド　通常の水稲圃場）

Co-pol

X-pol

Co-pol

X-pol

Co-pol

X-pol
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より若干散乱をした場合、表面散乱や体積散乱も起こる

が、稲の形状の影響からVV偏波が強く散乱し、水面と

の２回散乱も起こる。ブラッグ散乱をしている水田圃場

では、もっとも強く散乱を起こすVV偏波のみが水田の

水面と稲茎葉で２回散乱をしてセンサに戻る過程におい

て共鳴するため、非常に大きな値となっているといえ

る。

今後の課題としては、偏波シグネチャ解析は詳細な散

乱特性を知ることができるが、面積に展開することはで

きないため、α角やポラリメトリック・エントロピーな

どの情報による、面的な分類を行うことである。

（4）ブラッグ散乱圃場の抽出

Ｌバンドの画像を扱う上で問題となるブラッグ散乱を

起こしている圃場を、偏波情報を用いて抽出した。

まず、これまでの偏波解析によって得られたブラッグ

散乱圃場の特徴についてまとめる。ブラッグ散乱は、L

バンドSARを使った時に、たまたまブラッグ条件を満

たす機械植えの水田で起こる。水稲の立っている構造を

反映してVV偏波において最も強い散乱を示す。また、

帰ってくる後方散乱における２回散乱の寄与の卓越が顕

著である。これらの特徴を基にブラッグ散乱の概念図を

図67に示した。稲の構造上、他の圃場においてもVV偏

波が最も強い後方散乱を返し、２回散乱も起きていると

思われる。しかし、ブラッグ条件を満たす圃場において

は図67における青の２回反射と赤の２回反射の後方散

乱が一緒となり、さらにこの間隔がブラッグ条件を満た

すことから強い散乱として観測される。

次に抽出方法について述べる。偏波シグネチャはその

圃場における散乱特性を詳細に知ることができるが、面

的な処理を行うには適してしない。ブラッグ散乱はVV

偏波で最も顕著に見られる現象であることは既に述べ

た。しかし、同様にVV偏波が強い圃場としてハス田が

ある。そこで、最もブラッグ散乱圃場が明確に区別でき

たDecomposition解析のEven成分（図59）を使い、ブラ

ッグ散乱を起こした水田を区別することにした。Even

成分において、ブラッグ散乱を起こした水田は高い値を

示しているが、ハス田は高い値を示さない。そこで、

Even画像から教師となる圃場（そこが水田であること

がわかっている圃場）の大きさに合うように閾値を決定

し2値化した後、スペックルノイズによる小さなゴミを

フィルタによって取り除いた。抽出された結果をLバン

ドの偏波カラー合成画像に重ねたものを図68に示した。

ブラッグ散乱が起きた圃場がマスクされているのがわか

る。また、ハス田部分の誤抽出も見られない。

しかしながら、Even成分を利用したため、図60に示

した用水路による２回反射や橋と河川の間における２回

散乱なども抽出していた。そこで、用水路や橋の部分は

稲のような縦構造を持っていないことに注目し、VV偏

波とHH偏波の比を条件に加えることにした。しかし、

HH偏波よりVV偏波が強いという条件のみではハス田な

ども抽出されてしまい、また、橋に関しては、橋脚部分

に縦構造があるためVV偏波成分が全くないとは言えな

い。調べてみると、ブラッグ散乱が起きている圃場では

VV偏波がHH偏波の３～十数倍になっているのに対し、

用水路や橋は２倍程度に収まっていることがわかった。

そこでDecomposition解析の結果から抽出されたブラッ

グ散乱圃場候補に対して、VVとHHの比が２倍以下の場

所を除くこととした。これにより、VVとHHの偏波比が

５倍程度の値を示すハス田の影響を受けずにブラッグ散

乱圃場の抽出ができる。Even成分とVV/HHの偏波比を

図67 水田におけるブラッグ散乱の概念図 図68 Even成分からブラッグ散乱を抽出した結果
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の用意が調った。

まず、１シーン目の代わりとなるＬバンド画像である

が、図70に示したHH偏波の画像を使うこととした。こ

れは稲がたっている構造のため、HH偏波が最も稲を透

過し、下の水面で鏡面反射を起こしやすいからである。

LバンドHH偏波（図70）の画像から閾値で湛水域を抽

出したのが、図71である。閾値はP-tile法にて決定した。

ただし、図70にみられるように、β区において全体的

に値が高くなり白っぽくなっている。航空機SARにお

用いてブラッグ散乱を抽出した結果を図69に示した。

ここで抽出されたブラッグ散乱圃場は画像全体の面積

の3.5％を占めていた。つまり、ブラッグ散乱の影響を

除くことにより、約３％の精度向上に繋がる。

（5）多重波長・多重偏波データによる水稲作付面積計

測

ここまでの結果を、水稲作付面積の計測への多重波

長・多重偏波観測という観点からまとめると、Xバンド

のような短い波長のマイクロ波は植生が小さいうちから

反応するため、作付の有無の判断に有効であり、Lバン

ドのような長い波長のマイクロ波は水田湛水の有無の判

断に有効であるといえる。このことから、一回のXとL

バンドSAR観測により、水田作付面積の求積をするこ

とができるという考えが裏付けられた。

その際に問題になるのは機械植えにより列状に植えら

れた稲の間隔とLバンドの波長とが共鳴するブラッグ散

乱である。

Lバンドにおけるブラッグ散乱は、JERS-1データでも

認められたが、単波長・単偏波の JERS-1では、ブラッグ

散乱による後方散乱の増大と、その他の作物や人工物、

作付時期の違いによるバイオマスの違いなど他の理由に

よる後方散乱の増大を区別することはできなかった。し

かし、全偏波観測データである場合、本研究によりブラ

ッグ散乱であるか否かの判定が可能であり、面積を求め

る際の誤差を減らし、高い精度で求積することができる。

これにより、先に提案したアルゴリズムを検証するため

図70 L_HH画像
もっとも鏡面散乱がハッキリと一様に見える画像を選んだ。ま

た、ブラッグ散乱の影響も比較的小さい。

図71 L_HH画像から抽出された湛水地（赤い部分）
赤い部分が湛水域である。β区を基準に閾値を決定しためα，

γ区において多めに抽出されている。

図69 Even成分とVV／HHの偏波比を用いてブラッグ
散乱を抽出した結果
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ける地表面との距離や解像度、S/N、合成開口、無線に

よるノイズなど様々な要因が考えられるが原因は不明で

ある。最終的にβ区について集計を行う予定であるため、

β区を基準に閾値を決定した。そのためα，γ区におい

て多めに抽出されている。また、第Ⅳ章において考案し

た非水田マスクの適用も考えたが、対象範囲が狭く、航

空機SARの解像度には適用できなかった（図72）。

次に、最もブラッグ散乱の強度が弱いHH偏波画像で

あるが、ブラッグ散乱の影響があるため、Ⅴ-４-(4)で抽

出されたブラッグ散乱圃場を湛水地として修正した（図

73）。

Xバンドの画像は図74のVV偏波を採用した。VV偏波

が最も作付された稲に反応をしており、調整水田として

作付されていない水域部分とのコントラストが最も高か

ったからである。

図75は図74のVV偏波画像から閾値を決定し抽出した

湛水域である。

最終的に図71の湛水域から、図75の湛水域を差し引

くことにより、１時期の多重波長画像から水稲作付地を

抽出し、その結果を図76に示した。航空機観測による

解像度の高さもあるため、非常に綺麗に水稲作付域を抽

出しているのがわかる。このように想定したアルゴリズ

図72 「数値地図25,000（地図画像）」より作成した水
稲作付可能性領域

図73 抽出された湛水地のブラッグ散乱の影響を除去
緑色の部分がブラッグ散乱と判定され、修正された部分である。

図74 X_VV画像

図75 X_VV画像から抽出された湛水域
（赤い部分；湛水域）
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方法が提案されている（高橋ら, 2003；2004）。

概略を以下に述べる。まず、最尤法などで水稲作付領

域を画素単位で把握する。次に、圃場区画ベクターを用

いて個々の圃場に対応する衛星データの画素を特定す

る。その後、圃場単位で最頻度画素値（この場合は、土

地被覆項目）により水稲作付が行われたか否かの判定を

行う（図77）。この方法はミクセルによる誤差を小さく

することができるため、高精度に作付面積を求めること

が可能である。

圃場及び屋敷などの区画ベクターは1/2500国土基本図

をスキャナーで取り込み、直交座標系にてジオレファレ

ンス作業を行ったものを元に、ヘッドアップデジタイジ

ング作業を行い作成した。

1999年10月25日のLandsat-5/TM画像に区画ベクター

を重ねたものを図78に示した。バンドの組み合わせは

R:G:B＝5:4:3である。Landsat画像をみると、圃場は緑色

にみえる所、ピンク色にみえる所、暗く見える所の３種

類に分けられる。10月 25日という日付から考えると、

緑色にみえる所はまだ刈り取り前の水田であり、その多

くは酒米である。ピンク色にみえる所は刈り取りが終わ

り、まだ稲藁が残っている水田である。暗く見えるとこ

ろは都市域、及び裸地と考えられる。そこで、ISODA-

TA法によって上記３種類に水域を足した４種類に分類

を行った結果が図79である。

検証用のLandsat画像から作付がなされた圃場とされ

ていない圃場を区別することを試みたが、今回使用した

ムにより、１時期の多重波長・多重偏波データから水稲

作付面積を計測できることが明らかになった。

（6）検証

Pi-SARの多重波長・多重偏波データより１回の観測

で作成された水稲作付地の分布図（図76）の精度の検

証を試みた。

1999年の観測時、数カ所については現地確認を行って

いるが、ここで対象とした区画すべての土地被覆調査は

行っていない。そこで光学センサのデータを用いて検証

を行うこととした。対象地における1999年の水稲生育

期の雲の少ないLandsatデータを検索したところ、1999

年10月25日のLandsat-5/TMが1シーン見つかった。解像

度数mの航空機SARデータによる結果に対し、解像度

約30mのLandsat/TMでは検証データとして粗い。そこ

で次の手法を導入して精度を高めることとした。

水稲の作付は基本的に圃場単位で行われる。このため、

衛星データから水稲作付領域を把握する場合、水稲作付

されたか否かを圃場単位で考えればよい。最尤法などを

用いて衛星データから水稲作付領域の把握を行うと水稲

作付領域は画素単位で把握される。そして、抽出された

画素は非作付圃場、畦畔、農道などを含む可能性や画素

自体が誤判である可能性があり、必ずしも実際の水稲作

付領域（水稲作付圃場）と対応しない。これらを解決す

るものとして、衛星データと圃場個々の領域を示す圃場

区画ベクターを用いて水稲作付圃場を把握する輪郭参照

図77 輪郭参照方式
図76 ＬバンドとＸバンドの多重偏波データより得ら

れた水稲作付地
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データは、①既に刈り取り時期であり、酒米しか残って

いない，②刈り取り時期であるため圃場は湛水していな

い，③解像度の低いTM画像では区画ベクターとの位置

合わせ精度が得られず多くがミクセルとなっている，④

裸地状態と思われる圃場と都市域のスペクトルが似てい

る、といった理由から作付されていない圃場を抽出する

のは困難であった。そこで、既に刈り取った後の圃場は

水田であったと考え、また、まだ刈り取られていない圃

場（多くは酒米）も水田として、水田と非水田の２つに

分類項目を絞り精度検証を行うことにした（図80）。

しかしながら、図80のLandsat画像より作成された水

稲作付地の結果を見ると、異常に作付地が少なかった。

特に中央左よりの楕円で囲んだ部分において非作付地が

顕著にみられた。対象地の地図（図49）を見ると、こ

の部分には住宅があるが一部であり、ほとんどは水田で

ある。図81に1999年６月のRADARSAT画像を示した。

このRADARSAT画像では、楕円で囲まれた地域におい

て住宅地を除く部分は鏡面反射を起こしており、６月の

時点では湛水をしていたことになる。

これはLバンドの７月の画像図70においても見受けら

れる。さらに７月のXバンドの画像図74において、調整

水田のように鏡面反射を起こしているのはこの内の一部

であり、このように多くの圃場が作付されていなかった

とは思えない。これらのことから、楕円で囲まれた圃場

のうち、一部を除いた多くの圃場は作付がされていたと

推察される。

Landsat画像においてなぜこのように見えたか考える

と、青刈り等によって他の圃場よりかなり早く刈り入れ

がされてしまい、さらに耕起されていたと思われる。し

かし、これは推論にしか過ぎず、事実は不明である。し

1km

図78 1999年10月25日のLansat-5/TM画像と
区画ベクターを重ねた図

（R:G:B=5:4:3）

水田�
（刈り後）�

水田�
（酒米）�

水域�人工構造物�
裸地�

図79 Landsat/TM画像より作成された土地被覆図

1km

図80 Landsat/TMより得られた分類結果を水田と非水
田の二つに統合した
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Landsatの解像度が粗いため多くのピクセルがミクセル

状態となっており、小さい面積の調整水田などが抽出で

きず精度が悪いように見えてしまっているのである。

グラフは6,000m2を超えたところで傾きが鈍くなって

おり、Landsat/TMの3×3ピクセルの面積が約7,300m2で

あることから、フィルタサイズ6,000m2以上の分類結果

はほぼ間違いがないと考えられる。言い換えれば、この

程度の大きさの圃場でないとLandsat/TMによる分類精

度が低いとも言える。これは、山形ら（1988）が行った

ミクセルによる過小評価を補正する際に適用したウィン

たがって、不確かな部分は検証から外すこととした。

Landsat画像において刈り取り後、及びまだ稲がある状

態であり、かつ、RADARSAT画像において鏡面反射を

起こしている圃場のみ作付が行われた圃場とすることに

した（図82）。この図は、精度検証の対象圃場を示した

図とLandsat/TM（R:G:B=5:4:3）画像と重ねたものであり、

赤で示された圃場のみを精度検証の対象とした。黄色の

圃場は対象外とした圃場であり、多くは暗く見える圃場

であることがわかる。

以上のようにして求めた検証用のデータと、Pi-SAR

データより求めた水稲作付面積の結果を比較したところ

図83のようになった。Ｘ軸におけるフィルタサイズと

は、圃場ベクターをその大きさより大きいものだけ対象

として集計を行ったという意味である。このように、フ

ィルタサイズを大きくする毎に精度が良くなってゆき、

最終的には98.6％という数値が得られた。

なぜこのようなことを考え、このような結果になった

のか考察してみる。当初、すべてのベクターを対象とし

て集計を行ったところ92.3％という結果となった。しか

し、ベクターの中にはLandsat/TMの1ピクセル（約800

m2）以下のものも多く含まれていた。そこで、500m2と

1,000m2でフィルタをかけて集計したところ、精度の向

上が認められた。さらに、ミクセル状態を考えると、

2×2ピクセルに影響を及ぼすことになる。そこで、さ

らにフィルタサイズを大きくしてゆき、3×3ピクセル

程度まで誤差が考えられるとしたところ、図83のよう

な結果が得られた。つまり、検証の対象としている
1km

図82 精度検証の対象圃場
精度検証の対象圃場を示したベクター図をLandsat/TM

（R:G:B=5:4:3）画像に重ねた。航空機SARデータから判読した

一筆一筆の圃場がベクターになっており、赤で示された圃場の

みを精度検証の対象とした。黄色の圃場は10月25日の

Landsat画像において稲藁が確認できなかったため対象外とし

た。
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図83 １時期の多重波長・多重偏波SARデータによる
水稲作付面積計測の精度検証結果

1km

図81 1999年６月のRADARSAT画像
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ドウ・フィルタが 3× 3であったのと一致しており、

Landsat/TMの解像度による圃場識別の限界を示唆して

いる。

このように、今回は検証に使うためのデータが、①解

像度が粗い、②観測時期が良くないという問題を抱えて

いるため、6,000m2以上の圃場が対象という条件付きの

結果になった。しかしながら、光学センサを併用した従

来の方法と同等の精度が得られ、筆者の考案した１時期

の多重時期・多重偏波SARデータによる水稲作付面積

計測アルゴリズムが正しいことが証明された。

残された課題として、他の地域や他年次データにおけ

る実験を行い、再現性や汎用性を検証することが必要で

ある。また、航空機SARは衛星SARと比べると解像度

が高く、S/Nもよい。これが衛星搭載SARセンサの解像

度やS/Nになった場合の検討も必要であると考える。

5 まとめ　－提案するアルゴリズム－

Ⅴ-２-(3)において提案した１時期の多重波長・多重偏

波SARデータから水稲作付面積を計測するアルゴリズ

ムを、実験を通じて検証し、完成させた。図84に最終

的なアルゴリズムを示した。

本論文の水稲作付面積の把握方法は、マイクロ波が水

稲を透過する状態のシーンと透過しない状態のシーンを

必要としている。したがって、透過性が違う、つまり波

長のちがうマイクロ波で一度に観測ができれば、水稲を

透過するデータと透過しない状態のデータを得ることが

でき、１回の観測で水稲作付面積が把握できることにな

る。長波長で稲を透過しやすいLバンドの画像を２時期

RADARSAT利用方法における田植え後の１シーン目と

同様に扱い、閾値で湛水域を抽出する。その際、最も稲

を透過しやすいHH偏波画像を用いる。これは稲がたっ

ている構造のため、HH偏波が最も稲を透過し、下の水

面で鏡面反射を起こしやすいからである。閾値はP-tile

法にて決定する。

しかし、Lバンドを用いたことにより、ブラッグ散乱

の問題が発生し、湛水域が少なく抽出されているはずで

ある。そこで、偏波データからブラッグ散乱圃場を抽出

し修正を加える。ブラッグ散乱圃場を最も明確に区別で
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図84 1時期の多重波長・多重偏波SARデータを用いた水稲作付面積計測アルゴリズム
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を示した。従来の光学センサを用いた水稲作付面積の計

測精度は±３％程度であり、図から本研究による水稲作

付面積の計測精度はそれよりも若干良好であることが知

られた。

これにより、１時期の多重波長・多重偏波SARデー

タから、従来の光学センサを用いた場合と同じ精度で水

稲作付面積を計測することができ、筆者の考案した水稲

作付面積計測アルゴリズムが正しいことが証明された。

日本の水田において、多重波長・多重偏波データを用い

て水稲作付面積を求めた例は過去になく、将来の実用性

を示すことができた。

Ⅵ 結論

1 全体のまとめ

本研究は、従来の衛星リモートセンシングを用いた水

田作付面積計測の問題点を克服し、SARを用いて水稲作

付面積を精度良く、天候にかかわらず計測できる手法の

開発をすることを目的とした。

日本においては、統計学に基づく標本調査によって作

付面積は求められており、毎年４万カ所の圃場で現地に

赴きサンプル調査が行われ、その算出には多大な労力が

かかっている。その省力化のためには、リモートセンシ

ング技術を使うことが有効であり、さらに標本調査でな

く、面的にくまなく調査できることから精度向上が期待

されている。光学センサを用いた観測は、良好なデータ

を得ることができれば精度の良い結果が得られるが、光

学センサは雲があると観測できないという問題がある。

きたDecomposition解析のEven成分を使い、ブラッグ散

乱を起こした水田を区別する。Even画像から教師とな

る圃場の大きさに合うように閾値を決定して２値化した

後、スペックルノイズによる小さなゴミをフィルタによ

って取り除いた。さらに、誤分類を少なくするために、

Decomposition解析の結果から抽出されたブラッグ散乱

圃場候補に対して、VV偏波とHH偏波の比が２倍以下の

場所を除くこととした。

次に、Xバンドの画像から稲の生長後の２シーン目に

おける調整水田を抽出するのと同様に閾値で湛水域を抽

出する。Xバンドの画像は最も作付された稲に反応をし

ており、調整水田として作付されていない水域部分との

コントラストが最も高かったVV偏波を採用する。Lバ

ンドより求めた作付水田と調整水田などの水域を含んだ

湛水域から、調整水田や水域のみを抽出したXバンドの

画像を差し引けば１時期の多重波長・多重偏波画像から

水稲作付面積を求めることができる

最終的にLバンドより求めた、ブラッグ散乱の補正を

した、作付水田と調整水田などの水域を含んだ湛水域か

ら、Xバンドの調整水田や水域のみを抽出した湛水域を

差し引くことにより、１時期の多重波長・多重偏波画像

から水稲作付地を抽出できる。

Pi-SARデータより水稲作付面積を計測することがで

きたので、その精度検証を行った。Pi-SARの観測範囲

は狭く、統計データと比較するようなことはできないた

め、精度の検証に同じ年に観測された Landsat及び

RADARSAT画像を用いた。その結果、条件付きながら

98.6％という精度が得られた。

図85に本研究における水稲作付面積計測方法の精度
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図85 本研究における各種水稲作付面積計測方法における精度比較
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そのため、最近は雲を透過して観測できるSARを利用

する研究がなされているが、未だ実行可能な手法は提案

されていない。

本研究では、まず、第Ⅲ章，第Ⅳ章において、現在唯

一利用可能なSARであるRADARSATデータを利用した

水稲作付面積調査方法について検討し、２時期の

RADARSATデータと非水田マスクを組み合わせた手法

を考案した。

従来の研究においては、SARデータと光学センサを併

用するか、または、多時期のSARデータをマルチバン

ドデータのように扱い、水稲作付面積を算出している。

しかし、光学センサは雲によって観測に支障をきたし、

多時期SARデータの利用は調査結果の公表期限に間に

合わない等の問題が生じる。そこで、本研究では光学セ

ンサを併用せずに、田植え後と生長後の２時期のSAR

データのみで水稲の作付面積を求める手法を開発した

（第Ⅲ章）。

また、従来十分に検討がなされてこなかった湛水地判

別のための閾値の決定方法にP-tile法を応用し、強度

PSFの影響による過小評価を考慮した客観的な閾値決定

方法を示した（第Ⅲ章）。しかしながら、衛星データの

みでは十分な精度が得られないという課題が残った。

さらに、全国を同じ解像度でカバーしているGISデー

タ「数値地図25,000（地図画像）」を用いたマスクを作

る手法を考案し、非水田マスクとして適用することによ

り、計測手法の高精度化を図った（第Ⅳ章）。

最終的に２時期のRADARSATデータと非水田マスク

を組み合わせた方法を提案し、水稲作付面積を計測した。

その結果、統計値と比較して全体の結果が101.5%とな

り、統計調査と同等の精度で水稲作付面積を求めること

ができた。同一地域について、翌年のデータを用いた検

証試験でも、同様な精度で作付面積が算出され、考案し

た手法の再現性が高いことを確認した。しかし、Cバン

ドのRADARSATでは、湛水検知可能期間が短く、水田

単作地帯においては２シーンのSARデータで求積可能

であるが、２毛作地帯など移植時期に１ヶ月半以上の幅

があった場合、３シーン、４シーンと必要シーン数が増

えてしまうという課題が残された。

次に、第Ⅴ章において、多重波長・多重偏波SARデ

ータを用いて１度の観測で水稲作付面積を求めうる計測

手法を提案し、実証した。

2005年に打ち上げ予定のALOS/PALSARはLバンド

SARセンサである。LバンドSARデータを用いれば、C

バンドで問題となった湛水検知可能期間が改善できるこ

とを確認した。しかし、既存の研究で、LバンドSARで

水田を観測した場合、ブラッグ散乱の問題が発生するこ

とが報告されており、水稲作付面積を計測する際の誤差

の原因となる。筆者は多偏波観測による偏波情報を使う

ことにより、ブラッグ散乱の問題を解決した。

さらに、多重波長・多重偏波観測が可能となれば１度

の観測で水稲作付面積を求めることも可能であるという

仮説をたて、多重波長・多重偏波SARデータを用いた

水稲作付面積計測アルゴリズムを開発した。このアルゴ

リズムに基づき、多重波長・多重偏波観測が可能な航空

機SARデータを用いて検証をした結果、水稲作付地が

精度よく抽出できることを確認した。

多重波長・多重偏波SARデータを用いた計測手法は

天候に左右されず、ブラッグ散乱の問題も解消し、１時

期で計測できる新たな手法であり、今後の水稲作付面積

計測への効率化に大きく寄与するものである。

2 この研究における新しい試み

本研究における成果をまとめると、

1．従来の研究において問題であった閾値決定方法と、

実用的なマスクデータ作成方法を提案し、光学セ

ンサを用いずSARデータのみで、光学センサを併

用した場合と同じ精度で水稲作付面積を計測でき

る２時期RADARSAT＋GISデータ併用方法を提案

した。

2．１時期の多重波長・多重偏波SARデータから水稲

作付面積を計測するアルゴリズムを考案し、Pi-

SARデータにより検証した。また、条件付きなが

ら光学センサを併用した場合と同じ精度が得られ

ることを確認した。

である。そして、本研究における従来にない新しい試み

として、以下のことがあげられる。

● 光学センサを併用せず、２時期の SARデータと

GISデータのみで水稲作付面積を計測した。

● 閾値決定方法にP-tile法を応用し、客観的な閾値

決定方法を提案した。

● SAR画像から閾値を用いて湛水地を抽出する場

合、周囲の強い散乱体による過小評価を補正する

必要があると理論づけた。

● 「数値地図25,000（地図画像）」より、日本全国同

じ精度で水稲作付可能性領域を抽出する方法を提

案した。

● ブラッグ散乱圃場をLバンド画像から偏波情報を

用いて抽出した。
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収）の積で求められる。従来、反収は地上調査、または、

過去の実績に基づく収量の統計処理と、衛星による気象

観測などをもとにして行っている。稲作の生育状況の把

握能力を判定するためにも生長期である盛夏の多重波

長・多重偏波データ取得、最適観測時期・観測モードの

検討、さらに、水稲以外の作物における可能性の検討な

どが今後の問題となろう。筆者らは、既に、Lバンド偏

波情報による植生形状の違いやバイオマスの違いが観測

できることを報告している（石塚ら, 2003）。ALOS/PAL-

SARが打ち上げられることにより、Lバンド偏波情報に

よる生育状況や収量推定に関する研究の進展が期待され

る。

本研究は全天候型のSARデータのみで高精度に水稲

作付面積を求める方法を確立した。従来、農業リモート

センシングにおいて雲の影響による観測機会の損失は最

も大きな問題であった。良いデータさえ取得できれば高

い精度で水稲作付面積を計測できる光学センサを利用し

た手法は、その不確実さがゆえに統計的手法に取って代

わることができなかった。天候の影響を受けずに確実に

データが取得でき、高精度に水稲作付面積を計測できる

本研究の方法により、多大な労力をかけて統計的に推定

してきた水稲作付面積調査を衛星リモートセンシングに

よって置き換える技術的準備が整ったといえる。

また、古くはLACIE計画にあったように、リモートセ

ンシング技術を使い、他国の米生産量を把握するために

正確な面積把握技術は有用である。これは、戦略的に米

の値段や相場云々ということではなく、近年関心の高ま

っている食料安全保障という観点から、他国における生

産量を把握することは重要である。本研究における手法

は日本全国を対象とすることを想定している。それゆえ、

作付形態やGISデータの整備状況の違う東南アジアの

国々にそのまま適用することはできない。しかしながら、

湛水のわかる時期と生長後の湛水のわからない時期の２

時期のデータより作付状況を把握するという基本的な考

え方は適用可能であり、作付形態や非水田マスク部分を

アレンジすれば水田であれば諸外国でも利用可能であ

り、他国の作付面積を求めることができる。また、洪水

被害などもSARであれば雲の影響をうけずに面的に把

握可能であり、食料援助などの国際貢献への情報提供も

想定できる。

水田面積を正確に把握するということは、水田に関わ

る環境問題を評価する上でも重要な役割を果たす。水田

の多面的機能として、メタンの発生源や農薬による水質

汚染といったマイナスの効果、懸濁物質や窒素・リン等

● １時期の多重波長・多重偏波SARデータから水稲

作付面積を実際に求め、精度検証を行った。

3 この研究の有用性

本研究では、Pi-SARのLバンドとXバンドを利用し1

時期の多重波長・多重偏波SARデータから水稲作付地

を抽出することを試みた。Xバンドは出力の問題から衛

星に搭載するのは難しい。したがって、今後もSAR衛

星の主流はCバンドまたはLバンドを用いるものとなろ

う。この研究で用いたLバンドとXバンドの２波長を用

いる代わりに、LバンドとCバンドの２波長を用いて水

稲作付面積を計測することは、２時期RADARSAT利用

方法の概念を、第Ⅴ章Ⅴ-２-(3)の理論に基づき１時期の

多重波長・多重偏波SARデータによる水稲作付面積計

測アルゴリズムに応用したのと同様に、原理的に実現可

能と考えられる。第Ⅱ章の図１で示したように、現在、

日本の JAXAでALOS/PALSARを2005年に打ち上げるこ

とを準備している。ALOS/PALSARはLバンドで全偏波

観測が可能なSARであり、打ち上げ後は得られたデー

タと、現在運用中のCバンドのRADARSATによるデー

タとを重ねて用いることにより、本研究で提案した同一

時期の多重波長・多重偏波の観測データを用いて広域の

水稲作付面積の算出をすることが可能となろう。

将来的には１つの衛星に多重波長・多重偏波データの

同時観測可能なSARセンサが搭載されることが理想で

あり、その実現にむけて農業分野からの要求として関係

各方面に働きかけてゆきたい。しかし、近年、ロケット

の打ち上げ失敗などの影響からリスクの分散といった観

点が重要視されるようになってきており、センサを多く

積んだ大型衛星より、単機能の小型衛星を多数打ち上げ

ることが検討されている。それゆえ、複数の小型衛星に

よるタンデム観測やリレーショナル観測も想定すること

が必要である。

本研究によって、水稲作付面積計測へ多重波長・多重

偏波SARデータを応用することが可能であることを示

した。農地観測への多重偏波情報の有用性は従来より唱

えられてきたものの、実際にターゲットを絞った農業分

野への適用はあまり例がない。作物という植物体を対象

とする場合、波長の違いによるバイオマスの差が観測で

きる。本研究においてはバイオマスがほぼ一定であった

ため、その差は透過性の違いとして観測された。また偏

波の違いを用いて、水稲の形状による散乱特性の変化を

利用しブラッグ散乱圃場の抽出を行った。

水稲の生産量は作付面積と単位面積あたりの収量（反
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の汚濁原因物質の環境負荷軽減や洪水・土壌浸食の防止

などの国土保全効果といったプラスの効果など様々な分

野からアプローチが行われている。また、何より水田は

多量の水を必要とすることから、国によっては水の量そ

のものが問題となっている。これらの環境問題は日本国

内のみの問題でなく、地域レベル、世界レベルといった

広範囲に関わる問題であり、これらを評価するためにも

水田面積の正確な把握は重要な課題である。特に東・南

アジアにおいて水田という農地は重要である。しかし、

本研究の背景にあるように東・南アジア地域においてリ

モートセンシングデータを使うには雲の問題が大きい。

雲の影響をうけずに、２時期や１時期といった観測で広

範囲の水田を把握できる本研究の方法は、これら環境問

題にも有用である。

本研究の成果を、他分野へ応用するということを考え

ると、湿地のような水田と似たような環境への適用が効

果的といえる。

1971年に成立したラムサール条約は、水鳥の生息地と

して国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植

物の保全を促し、湿地の適正な利用を進めることを目的

としている（琵琶湖ラムサール研究会, 2001）。湿原は平

坦であるにもかかわらず人を容易に近づけないため、植

生や自然環境の調査にリモートセンシング技術が有効で

ある。SARによる湿地の研究として小熊ら（1997）、

Kushwahaら（2000）、Hessら（2003）などがあげられる。

しかし、これらの研究においても、光学センサを併用し

たり、２時期、２つの衛星データを利用するなどしてい

る。それゆえ、本研究及び関連研究（石塚ら, 2003）に

おける多重波長・多重偏波観測の成果を、植生形状の相

違による湿原植生の分類や、水域の変動観測に活かすこ

とができる。
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This study developed a highly accurate method of measuring the area of rice cultivation. The method uses synthetic aperture

radar (SAR), which is not influenced by cloud cover. Natural and economic forces greatly affect agriculture (e.g., in terms of global

warming and tariff abolition, respectively). It is important that Asian countries secure supplies of rice, a staple food. Therefore, it is

essential to accurately determine the area planted in rice. Typically, the planted-rice area is calculated statistically from a sampling

survey. However, this method is expensive and time consuming, even in a relatively small country such as Japan. Remote sensing

technology has the potential to decrease time and cost constraints. While clouds block optical sensor observations, clouds do not

affect SAR. Therefore, a planted-rice measurement method using SAR should be developed.

This study first combined RADARSAT data observed by a SAR sensor at two different times with a non-rice field mask.

Previous studies have combined SAR data with optical data to calculate the planted area or have treated SAR data from multiple

observations as multi-band data. However, clouds interfere with optical observations, and time constraints limit the usefulness of

multiple SAR observations. Therefore, we developed a method that does not use optical sensor data and uses SAR data from only

two periods: after rice transplantation and at rice maturity. 

The P-tile method was used to determine a threshold for distinguishing water (a difficulty in past studies). A method for deter-

mining an objective threshold considering strong light was also developed. In addition, estimation accuracy was increased by using

a non-rice field mask created from a digital 1:25,000-scale map. Finally, a method that combines RADARSAT data from two obser-

vations with a non-rice field mask was designed, and the planted-rice area was estimated. The estimated value was +1.5% higher

than the statistical estimate and equaled the accuracy of the optical technique. Examing results using the same method in the fol-

lowing year verified the method's accuracy and confirmed its applicability.

Next, we developed and verified a planted-rice measurement method that uses a single observation of multi-wavelength, multi-

polarimetric SAR data. The launch of ALOS/PALSAR, an L-band SAR, is scheduled for fiscal year 2004. Bragg scattering, which

increases measurement error, has been reported when observing paddy in the L band. We solved the problem of Bragg scattering

by using multi-polarimetric SAR data. If multi-wavelength observations are available, it should be possible to measure the planted-

rice area from a single observation.

We thus developed an algorithm that measures the planted-rice area using multi-wavelength, multi-polarimetric SAR data. This

algorithm was confirmed in a verification experiment using aircraft multi-wavelength multi-polarimetric SAR data. Verification

showed that this method produces a highly accurate estimate of the planted-rice area. This method of using multi-wavelength,

multi-polarimetric SAR data will greatly improve the efficiency of rice-area measurements, since the method is not influenced by

weather, overcomes the problem of Bragg scattering, and only requires data from only one observation period.

Using Synthetic Aperture Radar (SAR) to Measure the Area of Rice Cultivation

Naoki  Ishitsuka
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