
  
  高空間分解能衛星データを用いたガリー侵食域抽出手法の

開発

  誌名 システム農学
ISSN 09137548
著者名 内田,諭

南雲,不二男
発行元 システム農学会
巻/号 31巻1号
掲載ページ p. 11-20
発行年月 2015年1月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



システム農学 U.JASS)， 31(1) : 11 ~ 2 0， 20日刊

研究論文

高空間分解能衛星データを用いたガリー侵食域抽出手法の開発

国際農林水産業研究センターキ内田諭・南雲不二男

要旨

ガリー侵食は、降雨によって地表に溝状の構造を形成する現象で、あり、その発生により土地劣化がもたらされるが、分

布や発達の程度を広域的かっ客観的に把握する手法は確立されていない。本研究では、高空間分解能衛星データを

用い、画像に現れた特徴を解析してガリー侵食域を抽出する技術の開発を試みた。対象地域は、フィリピン・ルソン島北

部のカガヤン川右岸の丘陵地帯に位置するが、ここは近年急速にガリーの発生が顕著になった所であった。使用したの

は、空間分解能が0.5mで、あるWorldViewパンクロマティックデータで、あり、主要作物で、あるトウモロコシの収穫後で地表

面の大部分が裸地化する時期に観測されたものを用いた。ガリー侵食域の抽出手法として、衛星画像からエッジ抽出に

よるガリー候補を抽出した後、ガリー以外の除外域を判別してマスクをかける手順を採用した。ガリー候補の抽出では、

Medianフィルタを通しノイズを取り除いた後、 Sobelフィルタによってエッジを検出し、さらに、傾斜方向別のコントラスト値

によって、傾斜方向に平行なエッジを強調させた。除外域は、同時生起行列(GrayLevel Co-occurrence M甜 ix:GLCM)

による画像テクスチャ情報、平均化フィルタ値との差分、及び、標高データから求められる傾斜直交方向の凸度を用い判

別した地域とし、さらに、多時期ALOSデータから得られる森林域を除外した。ガリー侵食域の抽出結果を現地測量デー

タと比較したところ、場所により 80%程度の抽出率を得る場合と 30%程度の場合があったが、全体の平均値は 63.4%で

あり、分布の特徴を把握するためには十分と考えられた。そこで、、集水域を単位としてガリー侵食域の分布を表したところ、

ガリーの発生が顕著で、あると報告のあった地域において、ガリー侵食域の面積率が周囲に比べて高いことが示された。

キーワード・ガリー侵食、丘陵地、高空間分解能衛星デー夕、抽出技術、ルソン島

1.はじめに

地表面にある土壌が、風や水との物理的相E作用に

よって撹乱され、損失する現象が土壌侵食である。土壌

侵食は、その発現形態により類型化されるが、降雨に伴

い地表面や地下に形成される流路が、深くまた幅を広げ

る形で谷状に発達したものがガリー侵食であり、その規

模は、幅が数m、長さが数 10から数 100mに及ぶことが

ある。ガリー侵食は、地形の改変を伴うため、一度発生し

て規模が大きくなると、元の状態に戻すことは重機を用

いるなどしない限り困難となる一方、降雨等により更に発

達する危険性を持っている。こうしたガリー侵食が園場内

に存在すると、作付域が減少するだけではなく、耕作の

障害となり、農地の生産性や作業性を劣化させることとな

る。ガリー侵食は、土壌の物理性に加え、地形、降雨、土

地利用、土地管理等の条件により発生・発達する現象で

あるが、世界各地で広く存在が確認されている(Poesen

etal.2003、Valentinet al. 2005)。
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ガリー侵食の分布及び発達に関する客観情報は、土

地資源、の効率的利用や土地利用改良施策の構築に必

要なものである。そのため、測量機器を用いた地形計測

が行われてきたが、こうした手法は l個のガリー計測にも

労力を要するとともに、広域の分布情報を得ることが困

難で、あっ、た。そこで、リモートセンシング技術を活用して、

ガリー侵食の発生状況を把握することが試みられるよう

になった。リモートセンシング技術として、過去において

は、地上レベルで測定した事例(Girnenezet al. 2009)、

及び、航空機をプラットフォームとして測定した事例

(Martinez-Casasnovas 2003、Perroyet al. 2010)があった。

以上の他に衛星による方法の可能性があり、これは特に

広域を対象とした場合に期待されている技術である。

Vrieling (2006)は、衛星リモートセンシングによる水によ

る侵食の把握に関する研究レビューを行い、 Landsat百 4、

SPOTHRV、ASτ'ER等の中分解能光学センサデータや

SARデータにより侵食の状態が把握できると報告があっ

たことを示し、また、衛星データから得られる地形、土壌、

植生に関する情報を侵食発生・発達を表すモデルへ適

用した例を示した。ただし、これらの事例は、特定のサイ

トを対象としたケーススタディであり、精度の検証や手法

の適用性・一般性の議論は不十分である点も指摘してい



やかな起伏を持つ標高 100m程度の丘陵地帯に位置し

ている。年平均降水量は約 2，000nunであり、 l月から4

月が乾季に当たるが、乾季においても月間 100nunを超

える場合も珍しくはない。土地利用に関しては、丘陵頂

部の一部と谷沿し、に林地が残るが、他は、 集落や道路

等の施設用地を除き、大部分が畑作地となっている。主

に作付されているのは飼料用トウモロコシで、あり、 5月か

ら6月頃と 11月から 12月頃の年2回播種される。収穫

後の4月から5月頃と 10月から 11月頃には、丘陵地の

傾斜面上はほぼ裸地化し、この時期は降水による土壌

侵食の危険度が高くなることが想定される。サンロレンソ

村では、除草剤耐性品種のトウモロコシが 2004年から急

速に普及したが、この頃からガリー侵食も顕著に見られ

るようになった。写真 lは、 2010年 11月 23日に撮影し

た現地のガリーの一例である。
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た。さらに、高空間分解能データを用いることで詳細な

侵食の形態が把握できる可能性があるとしつつも、こうし

た研究報告がこの時点では見られなかったとしていた。

その後、 ASTERのマルチスペクトノレデータの分類をベ

ースにガリー侵食域を抽出した事例報告(Vrie1inget al. 

2007、Bouazizet al. 2011)に加え、近年になり、高空間

分解能衛星データを用いたガリー侵食特徴抽出研究が

散見されるようになった。Despratset al. (2013)は、画像

から判読できるガリー侵食の認識率を空間分解能 10m 

のSPOTマルチスペクトノレデー夕、2.5mの SPOTパンク

ロマティックデー夕、 0.6mの QuickBi.rdパンシャープン

データとで比較し、 QuickBi.rd程度の空間分解能がなけ

れば認識率が大きく下がることを示した。そして、Prewitt

フィルタによるエッジ抽出からガリー以外の線状の地表

部分を除去してガリ一分布図を作成した。Shruthiet al. 

(2011)は、 IKONOSデータのスペクト/レ及ひ'テクスチャ

情報を組み合わせたオブ、ジェクト分類と空間分解能 1m

のデ、ジタル標高データを用い、ガリー侵食域を抽出した。

これらは、手法としてその汎用性や信頼度が十分に評価

された結果ではないが、高空間分解能衛星データに適

当な空間フィノレタを適用することで、ガリー侵食域を含む

線状の地物が抽出できるが、ガリー以外の除去の適否

が抽出精度を向上させるポイントとなることを示唆したも

ので-あった。

以上のことから、高空間分解能衛星データの画像判

読からガリー侵食域を抽出することが可能であるものの、

現状では、テ、ジタル処理による抽出技術は確立されてい

ないと言える。一方で、広域を対象として迅速にガリー侵

食域を抽出し、分布の状況を把握したいとし、うにニーズ

があり、そのための技術開発が待たれている。そこで本

研究では、高空間分解の衛星データをデ、ジタル的に処

理する汎用性のあるガリー侵食域の抽出手法を開発す

ることを目的とした。ここで対象地域として、近年ガリー侵

食が顕著になったと報告を受けたフィリピン・ノレソン島北

部カガヤン川沿いの丘陵地帯を選定した。

写真 1現地のガリー侵食の状況

2.対象地域とガリ一侵食の発生状況

2.1 対象地域の概要

対象地域は、フィリヒ。ン・ルソン島北部イザベラ州中北

部に位置するサンロレンソ村とその周辺を含む範囲で、あ

る。図 1は、 州の境界を記入したフィリピン全土の地図上

に、対象地域の位置を表したものである。ノレソン島最大

の流域面積を持つカガヤン川本流が、対象地域の西側

を南から北に流れているが、対象地域はその右岸の緩



2.2現地測量によるガリー侵食の特徴

サンロレンソ村で発生したガリー侵食の規模を把握す

るため、フィリピン土壌水管理局 (Bureauof Soil and 

Water Management: BSWM)が、 2011年に現地測量を

実施した。図 2は、計測した 10個のガリー侵食の位置を

表すものである。図中の黒十字はガリーの始点、自丸は

終点を示すが、 Glから GI0で表した各ガリーは樹形状

であるため、始点と終点、は、分岐した支線を含めて複数

存在する。

o 100 200 400 

図2現地にて BSWMが測量したガリーの位置

表 1BSWMにより測量されたガリーの概況

D 総延長 主ガリ 平均 平均 平均

(m) 一長 上部 底部 深度

(m) 幅(m) 幅(m) (m) 

Gl 217.0 91.0 2.20 1.07 0.83 

G2 191.6 82.2 3.64 0.98 0.97 

G3 518.7 178.0 4.52 0.99 1.48 

G4 1384.1 401.4 1.83 0.88 0.82 

G5 161.7 81.0 2.63 1.86 0.49 

G6 140.1 53.8 2.36 1.29 1.06 

G7 407.6 149.6 1.67 0.82 0.71 

G8 312.2 100.2 0.98 0.53 0.41 

G9 471.3 129.8 2.86 1.52 1.05 

GI0 634.5 105.3 1.47 0.70 0.57 
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BSWMによる測量結果をまとめたものが表 lである。ガ

リーの総延長は、最も短いG6において 140m、最も長い

G4において 1，384mであるが、主ガリーの長さは G4を

除き 100m前後である。このことから、ガリーが発生して

いる場所の多くは、最長流路が 200m程度以下の集水

域といった地形的特徴を有していることが判った。また、

ガリーにより侵食された部分の断面の形状はV字型また

は U字型であり、幅は底部で 0.5~2 m前後、上部では

底部の 2倍程度に広がっていること、さらに、ガリーの深

さは平均すれば 1m前後であることが観測された。

3.ガリ一侵食抽出手法の開発

3.1使用データ

本研究でガリー侵食抽出に用いた高空間分解能衛星

データは、空間分解能が 0.5mである 2011年 10月 23

日観測のWorldViewノ号ンクロマティックデータである。観

測日は、トウモロコシ収穫後で、次作の播種前の時期に当

たり、トウモロコシ畑の地表面はほぼ裸地状で3あったと想

定される。画像上で線状に現れる部分がガリー侵食であ

るかどうかを判定するための l要因として、地形条件を考

慮する必要があり、空間分解能が l秒(約30m)のデジタ

ル地形データで、ある ASTERlGDEM2データを配布サイ

ト(http://gdem.ersdac.jspacesytems.or.jp/)よりダウンロード

し解析に用いた。また、ガリー侵食域の候補地から除外

されるべき土地利用として森林域があり、その判別・抽出

のため ALOS/A VNIR2データを用いた。ここで解析のた

め収集したものは、 2010年3月20日、 2010年5月5目、

2010年 6月20日の 3時期に観測されたもので、あった。

3.2解析概要

ガリー侵食域抽出に用いたWorldViewデータでは、対

象地域に存在するガリーの幅は 1~数画素で構成される。

ガリー侵食域は両側に急傾斜の崖を形成する谷状の地

形であるため、それに対応する陰となった輝度値の低い

個所が線状に配置される。ガリーの幅によっては、 l本の

線ではなく、輝度値の低い部分が不連続な帯状に発現

する場合もあるが、画像の目視判読から、こうした部分を

識別することは可能である。そこで、デジタル画像処理

による抽出を検討するに際し、画像内で輝度値が急激に

変化するエッジ個所を検出し、ガリー侵食域の候補とな

る個所を抽出することとした。ここで、画像内にはガリー

以外の様々な地物の存在によってエッジ個所が存在す

る場合がある。 こうした、ガリー以外のエッジ個所とガリー

によるエッジ個所とを識別するためには、ガリー固有の
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立地条件、周囲とのエッジ部分の連結性、及び、エッジ

部分の形状的特徴に注目した分析を施す必要がある。

そこで、ガリー侵食域の候補地からガリー以外とみなさ

れる個所を判別し、ガリーの可能性のある対象から除外

する処置を行うこととした。

ここで、解析対象としたのは、 UTM座標系で画素サイ

ズが 0.5mとなるよう幾何補正処理を行った WorldView

データから切り出した 9053カラムX8835ラインの範囲で

ある。GDEM2データ及びAVNIR2データの解析に際し

ては、幾何補正されたWorldViewデータと同じ地理座標

に準拠されるデータに変換を行った。一連のデータ解析

処理は、 ENVIソフトウェア (ENVI5.0， Exelis Visual 

Information Solutions， Inc.)上で実行した。以下、ガリー

候補域の抽出及ひ。除外域の判別方法について述べる。

3.3ガリ一候補域の抽出

ガリー候補域は、WorldViewデータに空間フィルタを

適用したエッジ検出により抽出することとした。リモートセ

ンシング、画像のエッジ抽出に適用される空間フィノレタの

代表的なものとして、 PrewittフイノレタとSobelフィルタがあ

る。Despratset al. (2013)が用いたPrewittフイノレタは、図

3 (上)に示す 2組の 3X3ウインド、ウオペレータを用い、

横方向の差分を縦方向の差分で平均化処理を行うもの

である。木研究では、Prewittフィノレタに比べて対角線方

向のエッジが強く出なし、ように改良された、図 3(下)に示

す Sobelフィルタを用いることとした。

Prewitt 

Sobel 

図3Prewittおよび Sobe!フィルタの 3x3オペレータ

図 4は、 Sobelフィルタを施した対象地域の一部(図 2

の G3付近)を示したものである。 図より、ガリー侵食域だ

けでなく、ガリー以外の様々な地物によるエッジが強調し

て表示された状況が認められる。ガリー以外で、エッジが

現れるものとして、道路、 街路樹、建築物、林地、園場内

の通路、残澄を積み上げたもの、耕作による地表面状態

の斑、圃場境界等がある。これらはガリー抽出に際して

除外すべきものであり、次節にて、除外すべき個所の判

別と除去の手法について説明する。

-・"-"・._一一一一一一一一一一一一o 25 50 100 

図 4 Sobe!フィルタによりエッジ強調した画像

3.4 除外域の判別と除去

対象地域においては、 地表物や地形による凹凸、陰の

存在等により、 WorldView画像上に斑が存在し、斑によ

るエッジが強調される場合がある。こうした影響を軽減す

るため、ここでは Sobelフィルタを適用する前に 3X3の

Medi加フィノレタを実行した。

ガリー侵食により形成された谷部は、水の重力による流

路でもあり、傾斜方向に伸展する。 Shruthiet al. (2011) 

は、同時生起行列(GrayLevel Co-occunence M術 以 .

GLCM)によって得られる画像テクスチャ情報で、ある相関

{直とコントラストイ直(Haralicket al. 1973)を 10XIOウインド、

オペレータで求めたが、これらの値は画素シフト方向に

より異なるため、どの値を採用するかを傾斜方向により選

択することでガリー侵食候補地を抽出した。Shruthiet al. 

(2011)の方法では、空間分解能が 1mの標高データを

用いたが、本研究では空間分解能が 30mのGDEM2デ

ータを採用した。こうした標高データの空間精度の違い

が抽出結果に影響を及ぼす可能性があるため、ここでは、

前述のエッジ抽出との組み合わせによって、ガリ一候補

地を抽出することとした。具体的には、 GDEM2データよ

り傾斜方向区分データを作成し、選択的にシフトさせた

方向性のある画像コントラスト値を求めることとした。コン

トラスト値は3X3ウインド‘ウオペレータの場合、シフトする

画素が縦方向と横方向、さらに、対角線上に直交する 2

方向の計 4パターンが計算で、きる。そこで、 GDEM2デ

ータより傾斜方向を、 北向きをO度で時計回りに、①-22.5

~22 .5 度または 157.5~202.5 度、②22.5~67 .5 度または



202.5~247.5 度、③67.5~112.5 度または 247.5~292.5

度、④112.5~ 157.5 度または 292.5~337.5 度に区分し、

シフト方向と傾斜方向が直交する場合のコントラスト値を

採用することとした。これにより、傾斜方向と無関係に存

在する画場境界や耕作作業に伴う線状のパターン等の

除去を試みた。

他の標高データを用いる除外域の設定として、地形形

状に関する処理を行った。すなわち、ガリーが発生する

場所は尾根上の地形ではなく、谷状の地形であると考え

られることから、 GDE阻データより、傾斜直交方向の凸

度(CrossS∞む.onConvexity)を計算し、一定値以上の個

所を除外域とした。

次に、画像上に存在するガリー以外のエッジ形状を持

つ地物について、 GLCMによるテクスチャ情報を用いる

除去を行った。ここでウィンドウサイズは、ガリー上部の

幅より大きく、また、ガリー域とその他を空間的に識別す

るために過大とならないことを考慮して 21x21とした。テ

クスチャ情報は多種存在する(Haralicket al. 1973)が、

採用したものは以下の通りである。①分散値:道路や建

物の境界のような輝度値の差が大きいエッジ部を抽出し

て除去、②均質性:園場や草地等の細かい斑はあるが

全体的に均質な場所を抽出して除去、③コントラスト・隣

接した画素間での輝度値の差が小さくガリーの存在が認

められない個所を抽出して除去、④異質性:地表被覆が

ガリーのように周囲と異なる輝度値の変化がある個所を

残した他の部分を抽出して除去、⑤エントロピー:ガリー

侵食域にある輝度値の分布パターンがランダム化した高

エントロピー域以外の個所を抽出して除去。ここで、

GLCMの計算に際し、画素間距離をどのように設定する

かに関しては、太田ら(2006)を参考に 1画素と設定した。

さらに、画像内に線状で現れる地物には、ガリー侵食

のように周囲に比べて輝度値が低い場合の他、通路の

ように裸地状になり周囲に比べて輝度値が高い場合が

あるが、エッジ抽出の過程で、これらは区別されない。そこ

でここでは、 21X21の平均化フィノレタ処置を行った値と

の差分を取り、フィルタ値より輝度値が大きい場合を除去

することとした。

以上の他にガリー侵食以外で、エッジが現れる個所とし

て森林域があるが、これは、多時期のALOS/AVNIR2デ

ータを用い判別した。データ取得日は、連続する 3か月

間の内の3時点であり、農地に関しては植生に覆われて

いない状況のデータが含まれると想定される。そこで、 3

時期の NDVI(正規化植生指数)値を比較し、各地点、に

おける最低値が一定値以上である場合を森林域と判定

した。
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WorldViewデーヲ 匹亙ヨ

除外域の設定

ガリー侵食域分布デー告

図5ガリー侵食域抽出のフロー

ガリー侵食域抽出の一連の処理の流れを示したものが

図 5である。次章において、本手法によるガリー侵食域

の抽出結果について記述する。

4.結果

4.1 ガリー侵食域の抽出結果

図 4で示した範囲を例に、 Medianフィノレタをかけた画

像から Sobelフィルタによりエツ、ジを抽出し、さらに、傾斜

方向を考慮したコントラスト値を掛け合わせた結果を図 6

に示す。図 4と比較すると画像の広域に存在していた細

かい斑状のノイズが軽減されたことが認められる。また、

図 4に見られた斜面に平行に存在する筋状のエッジ部

に関しても、ある程度除去されたことが確認できる。

ガリー候補から除外すべき地域を判別し、その分布を

示した結果を以下に示す。図 7は、 GLCMの5テクスチ

ャ情報に関し、①分散値50以上、②均質性0.7以上、③

コントラスト 1以下、④異質性 0.7以下、⑤エントロピー3

以下を除外した結果であり、除外域は白地で表されてい

る。これにより、建物の周囲や道路沿いのエッジ、及び、

ガリーの影響を受けていない園場等が除外されたことが

確認できる。図 8は、平均化フィルタ処置を行った値との

差分により、相対的に輝度値の高い部分を除去した結果
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;;.."，.組..~
図7GLCMテクスチャ情報による除外域(白色部)

図8平均化フィルタとの差分による除外域(白色部)

図 9傾斜直交方向の凸度による除外域(白色部)

図 10森林による除外域(白色部)



であり、除外域が白地で表されている。さらに、図 9は、

傾斜直交方向の凸度が 0.1以上となる除外域を白地で

表したものであり、図 10は、森林による除外域を白地で

表したものである。

以上のプロセスを経て抽出したガリー侵食域を画像上

に重ねて示したものが図 11である。道路沿い等で、明ら

かにガリーではない個所が抽出されたケースも一部には

見られ、また、ガリー侵食域にもかかわらず抽出できてい

ない個所もあるが、この結果はガリー侵食域の空間的広

がりに関する十分な情報を提供してしもと考えられる。そ

こで抽出結果の妥当性に関して、次節にて検討すること

とする。

4.2抽出結果の検証

本手法によるガリー侵食域の抽出精度を検証するに当

たり、 2.2節で説明した BSWMによる現地測量結果を利

用した。図2に示されたガリーにおいて、 BSWMは支線

を含め各ガリーの始点、と終点、の位置を計測していた。そ

こで、本手法によりガリー侵食域として抽出された個所と

ガリーの始点・終点とを衛星画像上に表示し、以下の基

準により得点、化して両者の一致状況を調べた。実際のガ

リーでは、水筋となる底部は連続的な線状の形態を持つ

が、その両側に侵食崖が不連続に分布するためガリー

の影響を受けた範囲は、不規則な大きさの幅を持って存

在する。こうした個所と衛星データから抽出したガリー域

とが一致するかを画素単位で評価することが困難で、あっ

たため、 一致の程度を階級化し、さらに数値化して評価

することとした。具体的には、ガリーの分線毎(ただし、 一

部の線は位置情報がなく、計算から除外)に、ランク 1

80.0%以上一致、ランク 2 ・ 50.0~80.0%の一致、ランク

3: 20.0~50.0%の一致、ランク 4:20.0%以下の一致の 4

段階に分けたのち、各階級値に90、65、35、10の得点を

与えてガリー長で重み付けをして平均を求めた。

図 2に示した 10個のガリーにおいて、本線・支線を含

めた始点と終点、の位置が計測された分線数は 79であっ

た。上記の方法により得られた各ガリーの抽出率は、表2

に示した通りである。また、ガリー長により加重した全体

の平均値は、 63.4%となった。表2より個別の抽出率を見

ると、 80.0%程度の高い値が得られたものがある一方で、

30.0%程度のものも存在し、ガリーによる差が大きくなっ

ていた。表 lに示したガリーの形態的特徴では、ガリ一

間で大きな差異は認められず、形状以外の要因がある

はずである。ここで、抽出率が低くなった理由の lっとして、

圃場内に植生がありガリーのエッジとなる部分が明瞭に

露出していないことが考えられた。さらに、使用したデジ
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タル地形データの空間分解能が 30mと粗かったため、

地形条件が十分に反映されなかったことが考えられた。

また、抽出率が高いガリーは、いずれも南側に開けた斜

面上に位置したもので、あったことが図2から判るが、太陽

光の入射角によって南向き斜面においてガリーによる画

像コントラストが適度に強調された結果ではなし、かとも推

測された。

表 2 BSWMの測量結果と比較したガリー抽出率

D 抽出率(%) 本線・支線数

01 53.7 3 

02 78.0 6 

03 61.8 8 

04 76.1 19 

05 65.0 2 

06 35.0 6 

07 21.1 8 

08 30.8 4 

09 82.1 14 

010 72.0 9 

ガリー長で加重した平均 63.4 総数 79

4.3ガリー侵食域の広域分布

以上のことから、衛星観測時における地表状態や地形

条件による抽出率の違いはあるものの、高空間分解能衛

星データの画像解析によるガリー侵食域の抽出は可能

であることが示された。こうしたアプローチの利点は、ガリ

ー侵食域の分布を広域的に同一基準で抽出して地理情

報化でき、さらに、分布の特徴を容易に解析できるように

なることである。ここでは、対象地域におけるガリー侵食

が顕著な地域の分布を分析するため、集水域を単位と

するガリー侵食域の面積率を算定した。集水域を単位と

したのは、ガリーの発生が集水域界を横断するような形

Areal Ratio of Gully 
by Watershed 

_7< 
獅眠 6.7

.峰 5.6_..5 
3. • 

i........， 2.3 

1.2 

0.1 

図 12集水域を単位とするガリー侵食域分布
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態で発達することはないためであり、集水域界は

GDEM2データより、ArcGISソフトウェア(ArcGIS10.2 for 

Desktop， Esri Inc.)を用いて抽出した。

図 12は、集水域を単位としてガリー侵食域の面積率を

表し、その空間的分布を示したものである。図の中央付

近に面積率が高い地域があるが、位置的に図2のG3か

らG7の辺りに対応する。サンロレンソ村では、近年周辺

に比べても顕著なガリー侵食の発生・発達があったと報

告されていたが、この図によって、同村の特に南東部に

おいてガリ一発生が相対的に進展していることが示され

た。これにより、本手法によるガリー侵食域の抽出は、広

域のガリ一分布の特徴を把握することに有効であること

が確認された。

5.おわりに

近年、高空間分解能衛星データを利用した地域環境

に関する研究が行われてきているが、本研究ではその

一事例としてガリー侵食の発生状況を把握する手法開

発を試みた。ガリー侵食は、これまでも航空写真の画像

判読等による抽出が可能で、はあったが、広域を対象に

迅速に分布状況を得るためには、衛星データの活用が

不可欠と考えられていた。ただし、ガリーの境界は必ずし

も整然とした形状ではなく、見かけ上類似した他の地表

物も存在することから、デジタル処理による抽出技術とし

て確立されたものは存在しなかった。本研究は、高空間

分解能衛星データから半自動的にガリー侵食域を抽出

する技術開発の試行であり、得られた結果は、デ、ジタル

処理による抽出が十分に可能であることを示したもので

あった。

現在、森林伐採や作付方法の変化によりガリー侵食

が顕著となる地域は各地に存在し、こうした地域では、ガ

リー侵食の発生実態を把握するとともにガリー侵食域の

拡大を抑制することが課題となっている。本研究による手

法は、収穫後等の地表面が裸地化した状態のデータが

得られれば適用が可能であり、ガリー侵食域の分布や拡

大過程をデータ化することで、ガリーの発達と諸要因との

関係が分析でき、さらに、土地保全に有効な方策を示す

ことが可能になると考えられる。

ただし、現段階においては、十分に裸地化されていな

い土地や太陽光との位置関係によって抽出率が低下す

るケースが存在し、ガリー侵食域の分布の特徴を正確に

把握し、また、グローバルにデータ化を進めていく上で、

抽出精度は十分とは言えない。今後、更なる改良・検証

実験を経て、より頑健なガリー侵食域抽出手法が開発さ

れることを期待する。
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Development of a method to ex仕actgully erosion features using high spatial 

resolution satellite data 
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Summary 

Gully erosi'On， which sh'Ows ditch like feature 'On sl'Oping land caused by high intensity rainfall， deteri'Orates agricultural 

productivity 'Of land.百lIsphen'Omen'On can be 'Observed widely in the w'Orld and sぽveyedindividually its extent by 

measur巴m巴ntat gr'Ound level. H'Owever， spatial distributi'On c'Omp'Osed 'Of multiple gullies in wide area c'Ould n'Ot be 

characterized quantitatively due ωlack 'Of 'Optirnal techn'Ol'Ogies. High spatial res'Oluti'On satellite da句 hasbeen p'Opularized in 

the lat巴stdecade and s'Ome researchers have a仕emptedt'O utilize this t'O extract gully erosi'On. They sh'Ow巴dp'Otential capability 

'Of such data f'Or rapid mapping 'Of gully erosi'On in wide area in c'Onditi'On that m'Ore r'Obust meth'Od w'Ould be devel'Oped. In this 

S旬dy，世leref'Ore，血eauth'Ors exan1ined a meth'Od 'Of integrati'On 'Of irnage processing and GIS techniques f'Or extracting gully 

eroded紅 ea企'Ommultiple ge'Ographical s'Oぽcesincluding high spatial res'Oluti'On satellite data百lestudy site was l'Ocated 'On 

hilly land in the n'Orthem p制'OfLuz'On Island 'Of the Philippines百lemaj'Or s'Ource t'O ex回 ctgully erosi'On was W'OrldView 

data 'Observed 'On Oct'Ober 23， 20日， when m'Ost p紅t'Of land was n'Ot c'Overed by vegetati'On. Meth'Od'Ol'Ogy was divided int'O 

tw'O steps; fIrstly ex仕acti'On'Of candidate 'Of gully eroded area and sec'Ondly rem'Oval 'Of n'On-gully紅白a.F'Or the血'ststep， after 

n'Oise reducti'On by M巴dianFilter t'O W'OrldView data， S'Obel Operat'Or was perf'Ormed t'O e叶lanceedge features. At this st巴p，

an'Other仕ea加lent'Of selecting gully candidate was enhancement 'Of edge feature appearing in parallel t'O sl'Op巴directi'On.F 'Or 

白esec'Ond step， rem'Oval ~出a was discrirninated using irnage te双ureinf'Ormati'On 'Obtained企omGrey Level C'O-'Occurrence 

M甜 ix(GLCl¥の'Ofirnage data. Other rem'Oval areas were identifIed by the f'Oll'Owing meth'Ods; higher value part c'Ompared t'O 

av巴ragefIltered data， high value 'Of cross secti'On c'Onvexity calculated企omdigital elevati'On data and f'Orest area 'Obtained企'Om

multi-temp'Oral ALOS/A VNIR2 data. Result 'Of ex仕actinggully eroded紅白wasva!idated by c'Omparis'On with l'Ocati'On da句

'Of head and end 'Of maj'Or gullies surveyed by Bureau 'Of S'Oil and Water Management (BSWl¥の.Rati'O 'Of properly ex仕acted

gully wぉ 63.4%血t'Otalaverage but ab'Out 80%あrs'Ome gullies， while 30% f'Or 'Other gullies.官邸 differencewas 'Originated 

presumably by the c'Onditi'On that vegetati'On c'Over remained ∞nsiderably in l'Ow rati'O case.百leresult als'O d巴m'Onstrated

effectively spatial dis仕ibuti'On'Of gully eroded land f'Or wide紅 ea，which W:ぉ representedby watershed unit 'Ob旬ined企om

digital elevati'On data. 

Key Words: Feature Extracti'On， Gully Erosi'On， High Spatial R，巴s'Oluti'OnSa凶 iteD翻，日llyLand， Luz'On Island 
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