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短報

東北地方における LandsatETM +データを用いた林分材積推定と

大気・地形効果補正の検討

田中真哉1.* .高橋輿明2・斎藤英樹1.西園朋広 l

家原敏郎1・北原文章3.小谷英司4.粟屋善雄5

田中真哉・高橋輿明・斎藤英樹・西園朋広・家原敏郎・北原文章・小谷英司・粟屋善雄:東北地方における

Landsat ETM+データを用いた林分材積推定と大気・地形効果補正の検討，森林計画誌47: 29~34， 2013 

東北地方を対象に系統抽出された多点の地上調査データと LandsatETM +データを用いて h近傍法により林

分材積を推定した。その結果，本研究対象地における林分材積推定の二乗平均平方根誤差 (RMSE)は約120

m3/haであった。この結果を針葉樹人工林の多い九州で、行われた先行研究と比較すると約50m3/ha小さかった。

大気・地形効果補正によって林分材積推定値の RMSEはわずかに(約2-4m3/ha)減少したが，太陽高度の高

い時期のデータを対象としたこともあり，対象時期における大気・地形効果補正の効果は小さかった。

Shinya Tanaka. Tomoaki Takahashi. Hideki Saito. Tomohiro Nishizono. Toshiro Iehara. Fumiaki Kitahara. 

E江iKodani. and Yoshio Awaya: Stand volume estimation using Landsat ETM+ data through atmospheric 

and topographic corrections in the Tohoku region， Japan. Jpn. J. For. Plann. 47 : 29~34， 2013 Using th巴

k-nearest neighbor technique. this study estimated th巴 standvolume from syst巴maticallysampled forest 

inventory data and Landsat ETM + data in the Tohoku region. The root m巴ansquar巴 error(RMSE) of 

stand volume巴stimateswas approximately 120m3/ha. which was about 50m3/ha smaller in comparison with 

a past study in the Kyushu r巴gionwhere more coniferous plantation for巴stsdominate than the Tohoku 

region. After applying the atmospheric and topographic corrections. the RMSE of estimates decreased 

slightly (approximately 2-4m3/ha). however this reduction was small since the ETM + data used in the 

present study was recorded with a high solar巴l巴vationangle 

I はじめに

現在，世界各国で固レベルなど広域の森林情報を推

定するために衛星データの利用が検討されている。例

えば，フィンランドやスウェーデンは早くから国家森

林資源調査 (NationalForest Inventory; NFI)を実

施してきたが，現在はさらに NFIの地上プロットデー

タと中空間分解能の衛星データ等を組み合わせ.k近

傍法 (k-nearestneighbor ;以後 k-NNと記す)に

よって国土全域の森林情報(例えば，林分材積)を推

定・地図化している (Reeseet aL. 2003; Tomppo et 

al.. 2008)。このような手法で推定された森林情報の地
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図は施業レベルでの森林管理に直接利用できるもので

はないものの，広域の森林資源評価，あるいは地域レ

ベルの森林資源統計の精度向上に利用することができ

る (McRobertset al.， 2006; McRoberts and Tomppo， 

2007; Tomppo et al.， 2008)。そのため，様々な国で

k-NNを用いた森林情報の推定が試みられてお り，我

が国でも k-NNによる広域の林分材積推定が行われる

など (Kajisaet al.， 2008)，その利用可能性が検討さ

れている。

林分材積推定に衛星データを利用する場合(以後，

光学センサのデータを想定する)，地形が複雑な地域

では，起伏による照明条件(入射光量)の差異によっ

て観測されたデータに林況とは無関係な観測値の差異

(地形効果)が生じる。林分材積推定の主要な誤差要

因として観測値が林分材積の増加に対して飽和する関

係にあることが挙げられるが (Tomppoet aし1999)， 

地形効果も誤差を生じさせる要因のひとつとなる。地

形効果の影響は，太陽高度が高い時期でなおかつ地形

の起伏が小さい地域のデータではそれほど深刻な影響

を与えないようだが，太陽高度が低い時期のデータや

地形の起伏が大きい地域ではその影響が無視できない

場合が出てくる。そのため 地形の複雑な日本におい

ては様々な手法により地形効果補正が検討されてきた。

しかし日本において地形効果補正が検討された事例

は主として森林タイプの分類精度の向上を目的として

ものが多く ，k-NNによる林分材積推定についてはこ

れまで検討が行われていない。また， 日本において多

点の地上調査データと衛星データを組み合わせて広域

の林分材積を k-NNにより推定した事例は人工林の多

い九州地方で行われた一例 (Kajisaet al.， 2008)のみ

であり，他の地域においてどの程度の誤差となるのか

明らかにされていない。

以上のことから，本研究では広域の森林資源評価の

一環として東北地域を対象に衛星データと多点の地上

調査データを組み合わせ， k-NNによって林分材積推

定を行い， (1)先行研究とは地域の異なる東北地域に

おける林分材積推定の誤差を示すこと， (2)大気 ・地

形効果補正を行うことが林分材積推定の誤差にどの程

度影響を与えるのかを調べること，を目的として研究

を行った。

E データと方法

研究対象地は九州に比べて人工林率の低い(林野庁，

2012)東北地方とした。具体的には図 -1に示す

World Refer百 lceSystem-2のパス107ロウ32-33の範

囲である。

夏季に観測された衛星データは植生のフェノロジー

o 25 50 
し___L__jkm

.. 

s 

図-1 研究対象地と地形

ム

2222.3 

ー0.1

がそろっているため林分材積の推定に望ましいが，雲

量の少ないデータをそろえる ことが難しい。このため，

初夏や初秋のデータを用いざるを得ないケースが生じ

るが，この場合には標高によってフェノロジーが異な

り，蓄積の推定精度に差が生じる可能性がある。この

ような問題はあるものの，本研究では対象地において

夏季の雲量の少ないデータが利用できなかったこと，

また，先に述べたように地形効果の影響があることを

念頭に置くと太陽高度の高い時期のデータを解析に用

いることが望ましいと考え， 2002年 6月7日に観測さ

れた LandsatETM +データ(以後 TMデータと記す)

を解析に用いることとした。TMデータは米国地質調

査所から配布されたレベル1Tデータで，オルソ補正

を行い 3次畳み込み内挿により再配列したものである。

なお，観測時の太陽高度は64.4度(ヘッダファイルに

記述された値の平均)であった。TMデータのバンド

6 (熱赤外;地上分解能60m)はその他のバンド (地

上分解能30m)に比べて地上分解能が粗く，後述する

地上プロットデータと対応させることが困難で、あると

考えて解析から除外した。TMデータは 2つのロウに

分割されて配布されているためモザイク処理を行った

あと， 目視で検出可能な雲やヘイズをマスクして解析

から除外した。なお，高標高域の一部には展葉前の落

葉林が残っているものの それらの面積が全体に占め

る割合は小さく解析結果に大きな影響を与えないと判

断した。

衛星データに地形効果補正を適用する際には大気補

-30-
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研究に用いた林分材積データのヒストグラム

シュの数値標高モデル (DEM)を用いた。なお， cos 

(i)は10mメッシュで計算した後，TMデータの地上

分解能である30mに合わせて平均したものを用いた。

補正 Aの場合， DNの低い画素(植生域では針葉樹

林など)で負値が生じる場合がある。そ こで補正 A

に加え， Dark Object Subtraction 法 (Chavez"1989) 

でオフセッ ト成分を推定し 観測された DNからその

オフセット成分を除いた後でコサイン補正を行い(補

正 B)，その結果を比較することとした。

林分材積の推定と精度検証に用いた地上調査データ

は森林資源モニタ リング調査(平田ら， 2010;家原，

1999)の第 I期 (1999-2003)のプロットデータであ

る。TMデータには幾何補正の誤差があり，プロッ ト

データの位置情報も誤差 (Kitaharaet al.， 2010)をも

つため，位置ズ レによる誤差の影響を考慮して半径

50mの円形範囲の樹冠の被覆が50%以下のプロット ，

図-2

正を同時に行う必要がある。大気 ・地形効果補正には

様々な手法が提案されているが，本研究では，森林タ

イプ図等の事前情報を必要としないこ とから，

データに含まれる大気による散乱の影響(以後，オフ

セット成分と記す)を除いた上でコサイン補正を行う

修正コサイン法(飯倉・横山 ，1999)によって大気-

地形効果補正を行った(以後，補正 A)。なお，コサ

イン補正とは，衛星データの観測値(デジタルナン

バー，以後 DN)を相対的な太陽光の入射量を表す太

陽入射角 (i:度)の余弦(以後 cos(i)と記す)で除算

するというランベルト拡散面を仮定した単純なモデル

により地形効果を補正するものである。通常，補正

Aではオフセッ ト成分の推定において，図 -2に示

したように可視域バンドについては大気の散乱の標高

依存性を考慮して標高と DNの回帰分析により標高ご

とにオフセット成分を推定し標高依存性が無視でき

る近赤外と短波長赤外バンドについては cos(i)とDN

の回帰分析からオフセット成分を推定する(飯倉 ・横

山 ，1999)。しかし今回用いたデータでは可視域バ

ンドではバンド lにのみ DNと標高の聞に相関関係が

認められ，バンド 2およびバンド 3では DNのばらつ

きが大きく明確な相関関係が見られなかった。そこで

本研究では，バンド 1については標高と DNの回帰分

析から，その他のバンドは cos(i)とDNの回帰分析

から求めたオフセッ ト成分を補正に利用した。オフ

セッ ト成分の推定における回帰分析は，正規化植生指

数 NDVIを基に 2値化して特定した植生域に対して

5万点のランダムポイントを GIS上で発生させ，は

ずれ値に強いロバスト回帰を用いて行った。また，バ

ンド lの解析では飯倉・横山(1999) に従い， cos (i) 

が0.2以下の影の画素のみを用いた。標高値の抽出と

cos (i)の計算には国土地理院から配布された10mメツ

TM 

近赤外・短波長赤外バンド可視域バンド
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図-4 補正前後のTMデータ(バン ド4): (a)補正前，(b)補正A，および (c)補正 B

林分のエッジに位置するプロットを除いて解析に用い

た。また，TMデータの観測日と地上調査が行われた

期間の聞に伐採などにより撹乱があったと考えられる

プロットは解析から除外した。これらの判断は空中写

真とTMデータの目視判読によって行い，最終的に

651プロットのデータを解析に利用した。本研究で用

いた地上調査データは図 -3に示すように最ノJ'，平均，

最大値がそれぞれ約0.2， 209.8， 758.5 m3/haであった。

林分材積の推定には k-NNを用いた。本研究では

k-NNによる推定においてバンド 1-5および7の6

バン ドのDNを特徴量として用いており， TMデータ

の各バンドの DNは材積推定においてユークリッド距

離の算出に用いられる。推定対象画素の林分材積は 6

次元の特徴空間において推定対象画素とユークリッド

距離の近い(すなわち推定対象画素とスベクトルが類

似した)林分材積が既知の h画素におけるプロット

データの平均値として推定される。本研究では既存の

研究(例えば， Fazakas et al.， 1999; McRoberts et al.. 

2006; Reese et al.， 2002)を参考に近傍データ数hを

5とし，ユークリッド距離の二乗の逆数によって重み

付けした。したがって，推定対象画素の林分材積は特

徴空間における近傍 5プロットの林分材積の加重平均

値として推定される。推定誤差は先行研究(例えば，

Fazakas et al.. 1999; Kajisa巴tal.. 2008; Reese et al.， 

2002)と同様に，一個抜き法による交差検証 (Leave

One-Out Cross Validation) によって得られるこ乗平

均平方根誤差 (RMSE;m3/ha) と推定林分材積の平

均値に対する RMSE(相対 RMSE;%)によって評価

した。上記の推定を大気 ・地形効果補正なし(未補

正)，補正 Aおよび補正 Bの3通りのデータに対して

行い，それぞれの林分材積推定値の誤差を比較した。

E 結果

図 -4に大気・地形効果補正前後の TMデータを

示す。ここでは補正結果を詳しく検討するために山形

県の一部地域 (酒田市，真室川町，鮭川村)を拡大し

て示した。補正前後の画像を比較すると，補正 Aで

は未補正の画像に比べて斜面の方位にかかわらず画像

の輝度が類似しており，補正結果は良好であると考え

られた。一方，補正 Bでは補正の前後で明暗が逆転

しており ，地形効果が過剰に補正されていると思われ

た。表 lには補正前，補正 Aおよび補正 Bのデー

タにおける各バンドの DNとcos(i)の相関係数を示

した。補正前はすべてのバンドで正の相聞があり，

cos (i)の小さい場所で DNが小さく (すなわち暗く)

なっていた。補正 Aではバンド 4，5， 7で特に負

値が生じたが，すべてのバンドで相関係数は小さく

なっており，地形効果は補正によって小さくなってい

ると考えられた。一方，補正 Bではすべてのバンド

で相関係数が負の値となり バンドによっては相関係

数の絶対値が補正前に比べて大きくなった。このこと

から画像の目視評価と 同様，地形効果が過剰に補正さ

れていることがわかった。

k-NNによって推定した林分材積と実測した林分材

積の散布図を図 5に， RMSEを表 -2に示す。推

定した林分材積は補正なし，補正A.補正 Bのどの

場合においても，林分材積の小さなプロットで過大推

表-1 cos (i)とDNの相関係数

ノfンドIバンド2ノTンド3ノfンド4ノfンド5ノくンド7

未補正 0.273 0.343 0.313 0.196 0.229 0.245 

補正 A -0.012 0.034 0.080 -0.011 -0.010 0.008 

補正B -0.259 -0.460 -0.144 -0.537 -0.455 -0.371 
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。

検討によって若干の精度の向上はあるにしても，それ

のみで画素レベル(地上プロットレベル)の誤差を大

幅に減少させることは難しいと考えられる。

本研究対象地における林分材積推定の RMSEは約

120m3/haであった。これは，本研究の対象地より人

工林が多く林分材積が多い九州、|での報告 (Kajisaet 

al.， 2008) のRMSE(169.2m3/ha;平均林分材積は

252.2m3/ha) に比べて約50m3/ha小さかった。北欧で

の先行研究は本研究に比べてさらに RMSEが小さい

が(例えば， Makela and Pekkarinen， 2001; Reese et 

al.， 2002)，これらの研究は本研究よりも平均林分材積

が小さい地域を対象としたものである。本研究ではお

およそ550-600m3/ha以上の林分材積の推定値は得ら

れなかったが，衛星データを用いた推定では k-NNを

用いた場合においても他の統計手法と同様に林分材積

の大きい場所ほど過小に推定される傾向にある

(Fazakas et al.， 1999; Kajisa et al.， 2008; Tomppo et 

al.， 1999; Tomppo et al.， 2008)。これらのことから，

本研究における RMSEが九州に比べて小さい主な理

由としては，本研究の対象地が九州、|に比べて林分材積

が小さく，さらにレンジが狭い点である可能性が考え

られた。我が国の都道府県別森林率・人工林率につい

ての公表資料(例えば， http://www.rinya.maff.go.jp/ 

j/keikakul genkyoul sinrin_ri tU.h tml)をみると，九州、|

(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島で43-

67%) に比べて本研究の対象地である東北地方(青

森・岩手・宮城・秋田・山形・福島で28-49%) は人

工林率が日本全体の平均 (41%) に近く，本研究対象

地と同じような人工林率の地域が少なくない。我が国

の人工林は一般的に天然性の森林に比べて林分材積が

多いと考えられることから，人工林率が低い地域ほど

平均林分材積は小さいと推測できる。実際の解析では

対象範囲ごとに利用可能な地上プロット数等が異なる

といった違いがあるものの k-NN法による広域推定

を行った場合には，九州での Kajisaet al. (2008)の

k-NNによって推定した林分材積と実測した林分材積の散布図

平均林分材積に対する
相対 RMSE(%)

58.6 

林分材積推定値の RMSEと相対 RMSE

56.6 

RMSE (m3/ha) 

図-5

122.9 

118.8 

表-2

補正なし

補正A

補正B 58.0 

大気・地形効果補正によって補正 Aでは針葉樹林

域において負値が生じ，補正 Bでは地形効果が過剰

に補正されたため，補正を行うことで誤差が増加する

懸念があった。しかし林分材積を推定した結果から

みるとどちらの補正法も RMSEを減少させる効果が

あり， cos (i)と相関のない補正 Aのデータを用いた

時に RMSEが最小となった。ただし本研究が太陽

高度の高い時期を対象としたこともあり，大気・地形

効果補正による RMSEの減少量 (2-4m3/ha) は約

120m3/haのRMSEに対して小さかった。本研究では

森林タイプ図等の事前情報を必要としない簡便な方法

によって地形効果を補正したが，十分な精度をもった

森林タイプ図が利用できる場合あるいは補正のための

サンプル点の配置を配慮することによって(村上，

2005) ， ミンナート法等の他の地形効果補正法を適用

することもできる。しかし本研究における大気・地

形効果補正の効果がそれほど大きくないことを踏まえ

ると，太陽高度の高い時期のデータでは，補正処理の
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定，林分材積の大きなプロットで過小推定する傾向に

あり，推定値はおおよそ550-600m3/ha程度で頭打ち

となった。 RMSEは全体的にみると約120m3/ha， 推

定した平均林分材積に対する相対 RMSEは57%前後

だ、った。大気・地形効果補正前後の RMSEを比較す

ると RMSEは補正 Aと補正 Bでそれぞれ約 4m3/ha

と2m3/ha減少した。

考察

120.8 

N 
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事例より本研究に近い誤差で林分材積を推定できる地

域が多いのではないかと推測された。

本研究で使用した TMデータは米国地質調査所か

ら提供されたものである。また， DEMは国土地理院

から配布されたものを利用した。ここに記して関係各

位に謝意を表す。本研究は農林水産省フ。ロジ、エクト研

究「農林水産分野における地球温暖化対策のための緩

和及び適応技術の開発」の小課題「リモートセンシン

グと地上観測による林分構造の広域的評価手法の開

発」により実施された。
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