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多時期光学観測画像を用いた高解像度土地利用・土地被覆図

における，山影処理による誤分類の低減

片木仁*l• 奈佐原顕郎*2.小林健一郎*3 • 道津正徳*3.田殿武雄*4

Reduction of Misclassification Caused by Mountain Shadow in a High Resolution 

Land Use and Land Cover Map Using Multi-temporal Optical Images 

*I *2 *3 Jin KATAGI , Kenlo NrsHIDA NAsAHARA , Kenlchiro KOBAYASHI , 

*3 Masanori DOTsu and Takeo TADoNo *4 

Abstract 

On many land cover maps using optical satellite images, parts of mountain shadows (shadows caused by terrain) are 

often misclassified as water areas. This is because a target in a shadow looks darker and bluer, due to illumination by 

scattered sunlight only. In the present study, we developed a land cover classification method that is hardly affected by 

mountain shadows, using multi-temporal optical satellite images. Experiments were carried out using ALOS/A VNIR-2 

images (after atmospheric correction, orthorectification correction, and slope correction; years 2006 to 2011; 63 time 

periods), from 36°N to 37°N and 140°E to 141°E (1 degree X 1 degree). First, for each image at each time period, the 

likelihood of each land cover category was estimated by kernel density estimation (KDE). Next, the positions of mountain 

shadows were estimated from the elevation data (A W3D DSM) for each period. The parts of the mountain shadows were 

then adjusted to reduce differences in likelihood among categories. The contributions of mountain shadows were thus 

decreased and the contributions of non-shadowed areas increased. As a result, most erroneous classification, which seems 

to arise due to the influence of mountain shadows, disappeared, particularly in the case of fake waters appearing on the 

north face of the mountains on the land cover map created by integrating the likelihoods of all the times. 

Keywords: land-use and land-cover, shadow effect, AVNIR-2, multi-temporal 

1. はじめに

土地利用・土地被覆図（以下，土地被覆図とする）は，

その士地が何に覆われていて， どのように利用されている

かを記述した地図であり，希少生物の生息地予想や農業計

画防災や気候変動シミュレーションなど様々な目的に利

用されている。

土地被覆分類図を衛星画像を用いて作成する場合，様々

な誤差要因が存在するが，そのひとつに，地形に起因する

影（以下，山影）がある。すなわち，ある地点の輝度が，

それとは別の地点から落ちる影によって大きく影響される

現象である。これは，いわゆる斜面補正（その地点自身の
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*I 筑波大学生命環境科学研究科

〒305-8572茨城県つくば市天王台］ー］ー］

*2 筑波大学生命環境系

〒305-8572茨城県つくば市天王台 1-1-1
*3 一般財団法人リモート・センシング技術センター

〒305-8505茨城県つくば市千現 2-1-1
*4 宇宙航空研究開発機構地球観測研究センター

〒305-8505茨城県つくば市千現2-1-1

傾斜によって生じる影の影響を補正する処理） 1)2) では除

去できない。というのも，通常の斜面補正は他の斜面が作

る影を考慮しないからである。そのため斜面補正を施して

も，山影では誤分類される可能性がある。特に，本来水域

でない箇所が水域と分類されてしまうことが多い (Plate

1)。

また，仮に，山影の位置を推定した上で，反射率を補正

しようとしても，それも困難である。というのも，そもそ

も影では輝度が小さいために情報量が少なく，また，影に

入射する光は散乱光だけであり，そのスペクトルを正確に

推定することは難しい。

このような問題があるにも関わらず，山影の影響に関す

る研究はほとんど無い。
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そこで本研究では，宇宙航空研究開発機構 (JAXA)の日

本域土地被覆図を例に，土地被覆分類における山影による

悪影響を除去する手法を提案する。具体的には，多時期の

衛星画像のそれぞれにおいて．数値標高データ (DEM)か

ら山影の位置を推定し，その部分の寄与を低下させること

で．山影に影響を受けにくい分類を実現する。

2. 手 法

JAX.Aの高解像度日本域土地被覆図を検討対象とした。

このプロダクトは， JAXA/EORCで開発された AVNIR-2

High-Level Products (以下， AVNIR2HLP) を主な入カデー

タとして用いている。 AVNIR2HLPは， JAX.AのALOS衛

星に搭載されていた光学センサ AVNIR-23)によって観測

された画像に対し，オルソ幾何補正・大気補正・斜面補正

を施したものであり，空間解像度は約 !Om, 整備期間は

2006年の 5月から 2011年の 4月末である。オルソ幾何補

正と斜面補正・大気補正には， ともに JAXA/EORCの内部

プログラムである DOGS-A(version 2.4) とrayc_ av2ortho 

をそれぞれ用いている。 DOGS-AはAVNIR-2レベル 181

を入力とし，国土地理院発行の DEM(50m)を用いてオル

ソ幾何補正を行うもので， rayc_ av2orthoは放射伝達コード

RSTAR4l と大気パラメータ，国土地理院発行の DEM

(lOm) を用いて大気補正・斜面補正を行うものである。

本研究では，特に多くの衛星画像や地上情報の揃ってい

る，北緯 36度東経 140度から北緯 37度東経 141度の 1X 1 

度（以下， N36E140)の領域（ただし後述するように，教師

データは当該領域を含む 3度X3度）を対象とした。また

全期間の AVNIR2HLP(合計 63時期，画像取得時の太陽高

度の最大値は 62度，最小値は 19度）を用い， 2006年から

2011年までの代表的な様子を表す一枚の土地被覆図を作

成した。土地被覆図のカテゴリは，水域 (Water)・ 都市

(Urban)・ 水田 (Paddy)・畑地 (Crop)・草地 (Grass)・落葉

広葉樹 (DBF)・落葉針葉樹 (DNF)・常緑広葉樹 (EBF)・

常緑針葉樹 (ENF)・ 裸地 (Bareland)である。

続いて，教師点，すなわちカテゴリと位置（緯度・経

度）が明らかな地点の情報を収集した。教師点は Site-based

dataset for Assessment of Changing Land cover by JA料

(SACLAJ)5lから主に取得し，補助的に GoogleSatellite画

像を判読して取得した。 SACLAJは現地に赴いて写真を撮

影し，その土地被覆カテゴリが何かを撮影者が判読し登録

する土地被覆検証データベースである代ただし，

SACLAJのみでは教師点の数が十分に得られず，また空間

的な偏りが生じてしまうため，補助的に GoogleSatellite画

像を教師点の取得に用いた。教師点は当該対象地域を含

む， 3度X3度，すなわち北緯 35度東経 139度から北緯 38

度東経 142度の中で合計4684点を取得した。

続いて教師点を元に，教師データ，すなわち，衛星観測

データとカテゴリを結びつけるデータを作成した。ここで

は教師データは， AVNIR-2による観測日，観測された各バ
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ンドの地表面反射率，そしてその場所のカテゴリの組み合

わせである。これを作成するには，先に収集した教師点の

それぞれについて，位置（緯度・経度）をもとにそこを

観測した

AVNIR2HLP画像を参照し，カテゴリ・バンド 1からバ

ンド 4の反射率・ 衛星観測日を格納した。

次に，教師データを元に， AVNIR2HLPの各シーンに対

してカテゴリの尤度を計算した。それには KDE(カーネ

ル密度推定）を用いた。その詳細は文献 7)で述べられて

いるので，ここでは簡単に説明する。 KDEは，特徴空間（こ

こではバンド反射率と衛星観測日から構成される空間）の

中で各教師データを中心とするカーネル（中心で最大値を

とり，離れるに従って値が減少するような関数；ここでは

ガウス関数を使用）を発生させ，その重ね合わせによって

各カテゴリの尤度を推定する手法である。具体的には，各

画像について，各ピクセルの，各カテゴリの尤度を以下の

式を用いて求めた，

p,(xJCk)=古詞が(Xd~;n,d)} (1) 

ただしp,(xlCJ:s枚目の入力画像におけるカテゴリ Cの

尤度 (sE{l,2, …S}, s: 入力画像の総数）. x: 入力画像の各

ピクセルにおける特徴ベクトル， Ne,:カテゴリ Gの教師

点の総数.D: 特徴空間の次元， Xd:入力画像の各ピクセル

における特徴量， Yn,d:教師データの特徴量， K:カーネル関

数．加：バンド幅である。これらは，我々が文献7)をもと

に開発中の土地被覆分類ソフトウェア "saclass"として実

装した。特徴空間の次元は｛バンド 1の反射率，バンド 2

の反射率．バンド 3の反射率．バンド 4の反射率， f1, t,}の

6次元である。ただし t1,ゎは AVNIR-2の観測 Hの年間通

算日 (dayof year ; 以下 DOY)を二次元の単位円上で表し

たもので．年によらず周期的に同じような地表面の様子を

表すという季節性を KDEの特徴量として取り入れること

ができる7)0 

そして各シーンの尤度に対し，山影を考慮する処理（以

下．山影処理）を施した。具体的には，まず，各 AVNIR2

HLP画像について．観測日時と当該地域の地形情報 (AW3D

DSM8); 10m解像度）から，山影の空間分布を GRASSGIS

(version 6.4.4)のr.sunコマンドを用いて推定した。山影に

入ったピクセルでは，その反射率の精度は高いとはいえず．

そこから導かれる土地被覆に関する情報は信頼がおけな

ぃ。その一方で山影の空間分布は時期により異なる (Plate

1)ので，ある時期に撮影されたシーンでは当該ピクセルが

山影に入っていても．他の時期のシーンでは山影に入って

いないことがある。そこで，当該ピクセルについて，山影

に入ったときよりも山影に入っていないときの情報に．よ

り多く依存するようにすればよい。具体的には．当該ピク

セルが山影に入った時期は，全カテゴリの間で尤度に大差

をつけないように調整すればよいだろう。この考えを次式

で表した，
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p,,,ftcr(xl ck)=aXp,(xl ck)+ 
(1 -a) 

M 
(2) 

ただし， p,(xlCk): 山影処理を行う前の尤度， p,,ao,/xI Ck) : 山

影処理を行った後の尤度， M:カテゴリの総数で，ここで

は 10である。また， aは，山影の中か外かで，情報の重み

を変えるためのパラメータであり，

a= 
｛゚.1 (当該ピクセルが山影に入っている場合）

0.7 (当該ピクセルが山影に入っていない場合）

(3) 

とした。これらの値は，誤分類が少なくなるように試行を

繰り返して求めた。なお，この式 (2)を用いた調整によっ

ても，確率の総和が 1であることは保たれている。

その後山影処理を施した後の各シーンの尤度を，各カ

テゴリで掛け合わせ，その値が最も大きいカテゴリを選び，

土地被覆図とした。

3. 結

4. 考

果

土地被覆図の検証は通常，検証点から混同行列を求め，

評価する。そこで本研究でも，教師点とは独立な検証点を

用いて混同行列を作成し，山影処理を行って作成した土地

被覆図と，行わなかった土地被覆図の精度を評価した。し

かしながら，全体精度および各カテゴリの作成者精度・ 利

用者精度は，山影処理の導入の前後で変わらなかった。こ

れは検証点が山影に存在しなかったためである。次に， 目

視による検証を行った。山影処理を行う前の土地被覆図

と，行った後の土地被覆図を Plate2に示す。この地域は茨

城県・筑波山の山頂付近であり，ほとんどが森林で，水域

はほぽ存在しない。しかし山影処理を行う前の土地被覆図

(a)では，山影の影響で，筑波山の北側斜面（円で囲った箇

所）で，一部の森林が水域と誤分類されていた。このこと

から斜面補正を施した衛星画像を用いても，山影の影響は

無視できないことがわかった。一方で山影処理を行った後

の土地被覆図 (b)では，森林を水域と分類するような誤り

はほぽ無くなった。またa(山影に入っている場合）の値を

0から 0.1刻みで増加させたところ， a(山影に入っている

場合）の値が小さいほど誤分類が少なく， a(山影に入って

いる場合） =0.3以上になると誤分類が増えることがわかっ

た (Plate2 (b), (c))。

察

本研究では地形情報から山影位置を推定し，その部分

の寄与を下げることで．土地被覆分類における悪影響を除

くことを試みた。実際，山影とみられる「偽水域」は，こ

れによって大部分が消滅した。

もっとも．このような工夫は．そもそも山影ができにく

い地域や時期の画像を選べば不要かもしれない。しかし．

そのような地域は低緯度や平地に限られるし，そうでない

地域では，太陽高度の高い季節だけの画像を選択せざるを

えない。その場合，植生や積雪，土壌水分などによる地表

面の季節変化をその土地被覆の特徴として分類に反映す

ることが難しくなり，その結果として分類精度が低くなり

かねない。また，そもそも，大気補正・斜面補正を高精度

化することで，山影でも本来の反射率を示すようにできれ

ば，山影処理は必要ない。しかし，それには放射伝達モデ

ルのさらなる発展や，大気エアロゾル組成等の高精度な情

報が必要であり，未だ困難である。

これらのことから，今後の高解像度土地被覆図作成にお

いて，本研究で試みた手法は有用だと考えられる。

ただし，高緯度でなおかつ地形の起伏が激しい地域では，

年間を通して山影になってしまう箇所が存在しうる。その

ような地域ではこの手法を用いても，精度の向上は見込め

ず，合成開ロレーダーやレーザープロファイラーなどの能

動的センサーによる情報を積極的に援用する必要があろ

う。

本研究では高解像度（約 10m) の衛星画像を用いたが，

GCOM-C/SGLIや MODISなどの，数百 m解像度の衛星画

像を用いる場合について，山影の影響をどのように考慮す

るかは，別の問題である。そのような画像は，山影の箇所

と山影でない箇所が 1画素の中に混在することが多いだろ

う。すなわち，サブピクセルレベルで本来の反射率とは異

なる反射率を持っている箇所があり，それが混合して 1画

素の反射率に誤差をもたらす可能性がある。それを除去す

るには，やはり高解像度の DEMを用いて山影箇所を推定

し，それに基づいた補正処理を施す必要があると考えられ

る。

また本研究では 10m解像度の DEMを用いたが，より高

解像度の DEMを用いれば，山影の空間分布をより細かく

推定することができ，サブピクセルレベルで補正を行える。

従って，より精度の高い分類を実現するためには，計算量

が多くなってしまうが，なるべく解像度の高い DEMを用

いるべきだろう。

最後に，本研究で述べた山影処理は日本全域を対象に施

され， 2016年 2月にリリースした JAXA日本域土地被覆

図の v16.02に組み込まれた叱 v16.02には山影処理の他

に，先験情報に基づく事前確率の導入も行われている。そ

の詳細に関しては追って報告する予定である。
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多時期光学観測画像を用いた高解像度土地利用・ 土地被覆図における．山影処理によ る誤分類の低減
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Plate I Schematic diagram of mountain shadow distribution. 

The distribution of mountain shadows differs accord-

ing to the season. In addition, it is easy to misclassify 

parts of mountain shadows as water. 

(a) Without shadow treatment 

(c) With shadow treatment、

a (shadow)= 0.3 

→ 

(b) With shadow treatment, 

a (shadow) = 0.1 

~ 
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(d) True color image 

Plate 2 Improvement of classification by mountain shadow treatment. (a): LULC map without the mountain shadow 

treatment, (b) (c): LULC map with the mountain shadow treatment (a (shadow)=O.l in (b) and a (shadow)=0.3 

in (c)), (d): A VNIR-2 true-color image (Daichi Map). Mt. Tsukuba in Ibaraki Prefecture. The areas surrounded by 

the circles are forests, but they were misclassified as water if without the treatment. 

- 34-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

