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研究ノート

深層学習を用いた地位指数区分推定手法の検討

一三重県菰野町の事例―-

廣瀬裕 基1 • 松村直人l,*

Estimation of site index categories using deep learning: 

A case study in Komono Town, Mie, Japan 

Yuki Hirose 1 and Naoto Matsumura 1・* 

I . はじめに

これまで璽要な森林情報の一つである林地生産力と

して「地位（指数区分）」を推定する研究が数多く

行われてきた。既往の研究では， GISから取得した林

地の環境データを説明変数とし，主に（線形）重回帰

分析や数量化 I類といった線形モデルから地位推定モ

デルを作成している（例えば，寺岡ら， 1991)。一方，

美濃羽ら (2005, 2009) は森林動態の非線形構造に着

目し，人間の脳を模倣したアルゴリズムであるニュー

ラルネットワーク (NeuralNetwork, 以下「NN」と

する）を始めとする機械学習モデルを用いて地位推定

を行っている。 NNは従来のモデルでは対応が困難な

非線形構造異なるデータ尺度等を扱うことができ，

そして高い推定精度が得られるといったメリットがあ

る（美濃羽ら， 2005)。

近年， NNを発展させた深層学習 (DeepLearning) 

と呼ばれる新たな機械学習手法が大きな注目を集めて

いる。深層学習は多層で階層的な NNの総称を指し，

画像・音声認識等の分野で従来の手法を圧倒する高い

精度・汎用性が確かめられている（麻生， 2013;岡谷，

2015)。ところが，このような高性能である深層学習

を地位推定に用いた例はこれまで報告されていない。

そこで，本研究では， GISから取得した環境データ

である地形因子データ（説明変数）を用いて，深層学

習及びその他の機械学習モデルにおける地位（指数）

区分（目的変数）の分類・推定精度を 2つの評価指標

から比較する。また，地位区分推定における深層学習

の有用性を評価する。

II. 研究対象地および解析手法

1. 研究対象地

研究対象地は三重県北西部に位置する三重郡菰野町

南部の民有林58~66林班である（図ー 1)。当地区は町

内でも木材生産活動が盛んであり，また特定間伐計画

の下で森林管理が行われている標準的な民有林地であ

る（三重大学， 2014)。

2. 使用データ

2. 1 地位区分データ

解析対象の地位区分データを有するサンプル立木は，

三重県森林組合連合会が平成22~26年に林分標準地内

において毎木樹高調査を実施したスギ人工林261本で

ある（図— 1) 。地位区分は，サンプル立木の樹高値と

三重県森林簿に記載されている林齢を三重県林分収穫

表（島田， 2010) から地位区分を上・中・下の 3つに

分類した。各地位区分の頻度は，上： 52, 中： 85, 

下： 124となった。

2.2 地形因子データ

本研究の地形因子データは，地位と高い関係性があ

り（例えば，美濃羽ら， 2005;寺岡ら， 1991), また

GISから比較的容易に取得できることを考慮した結

果， 8因子（標高，傾斜，方位，断面曲率，平面曲率，

日射量，累積流量，有効貯留容量）を採用した。標高
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図ー 1 菰野町南部及びサンプルエリア

は10mメッシュの DEMデータ（国土交通省国土地

理院， 2016) とし， ArcGIS10. 0 (Esri社，米国）の

Spatial Analystツールを用いて，傾斜角，方位（カテ

ゴリーデータ ，8方位），断面曲率，平面曲率， 日射

量累積流量を取得した。有効貯留容量は寺岡ら

(1991)が使用した傾斜角と斜面型 (ArcGISから取

得）から求められる堆積様式を用いて算出した。対象

地／サンプル立木エリアの地形概要は，標高： 109~ 

880m/162~565m, 傾斜角： 2 ~47°/3 ~39゚となっ

た。標高の高いエリアや，西向き方位等のサンプル立

木データが不足していたものの，概ね対象地全体の特

性を捉えたサンプルであると評価できる。

また，機械学習モデルを使用するにあたり，学習用

データ （地形因子データ）に前処理を施すことでモデ

ル性能が向上することが認められている（例えば

Anysz et al., 2016)。そこで今回はカテゴリーデータ

である方位を除く学習用データに予め標準化 （平均=O,

分散=1)を行い，データの偏りを軽減した。

3 機械学習モデル

3. 1 深層学習

本研究の深層学習では，機械学習のフレームワーク

である比0ver. 3. 11. 0. 3706の "DeepLearning"ア

ルゴリズム （順伝播型 NN)を使用してモデルを構築

する。比0の "DeepLearning" に関する理論的詳細

等は Candelet al. (2015) を参照。また，後述の交差

検証法の結果から最終的なモデルの精度が高くなるよ

う適宜 （ハイパー）パラメータを調整した （表— 1 ,

圏— 2 ) 。

3.2 その他の機械学習モデル

その他の機械学習モデルには，美濃羽ら (2009)が

使用したモデルの中でも高い精度を示したデータマイ

ニングツール Wekaに実装されている "Multilayer

Perceptron, SMO, NBTree, RandomForest" の4

つを使用する (Wekaver. 3. 6. 10)。深層学習と同様

に各パラメータを調整した （表— 2) 。

表ー 1 主なバラメータ

パラメータ
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図ー2 使用モデルの構造

表ー2 各バラメータ（その他はデフォルト）

Multilayer-
Perceptron 

SMO 

NBTree 

RandomForest 

中間層 学習回数

200 1500 

多項式モデルの累乗指数

4 

デフ ォルト

決定木 乱数のシード

8 3 

4. モデルの推定精度評価

モデルの未知データに対する推定精度を示すために，

交差検証法 (N-foldcross validation) を使用する。交

差検証法は，本研究のように出来るだけ多くのデータ

をモデル作成に用いたい場合に有効な方法であり，本

研究では経験的に良いとされる N=lOとして実施した

（菩山ら， 2009)。なお， Wekaで用いる交差検証法で

は学習用データが読み込まれた順番に分割されるとい

う仕様を考慮して，予めランダムに並べ替えたデータ

セットを 5つ作成し，それぞれ 1回ずつ計5回のシ

ミュレーションを行った (H心では自動的にランダ

ムのデータセットが作成されるため，上記の並び替え

は行っていない）。

また，分類精度を示す指標として，正解率 （全サン

プル数に対する正しく分類されたサンプル数の割合）

及び，各地位区分に対する F1 (再現率と適合率の調

和平均）の相加平掏である MacroF 1を用いる。再

現率 ，適合率 MacroF 1は交差検証の結果得られる

混同行列を用いて算出した （表— 3 ) 。 なお， Macro F 1 

は 0~1 の間の数値で出力され， 0 が最も悪い評

価 lが最も良い評価となる。
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表ー3 混同行列及び再現率 ．適合率の算出法

推定された地位区分数

上 中 下 再現率

> 上 b 
a 

a C a+b+c 

翠—←ヽ 
中 d f 

e 
e 

d+e+f 
...:, 

i ...) 下 h I 
固

g 
g+h+i 

適合率 a e i 
a+d+g b+e+h c+f+i 

皿結果と考察

正解率， MacroF 1ともに，深層学習がその他の 4

つのモデルと比較して10-15%程度高い値を示した

（表-4)。さらに，深層学習の最低値を他のモデルが

上回ることもなかった。一方，他のモデル間では各指

標におけるレンジに多少のバラつきが見られたものの

（両指標ともに RandomForestが最大， SMOが最小），

平均値では特徴的な差異は見られなかった。

また，本研究の地位区分データは地位“下”が全体

の約半数を占めており ，各モデルは全体的に地位“下”

を推定する傾向にあった。 しかし，各地位区分におけ

る正しく分類されたサンプル数の偏りを考慮しても，

深層学習は比較的正確な推定ができていたことが算出

過程で明らかになっている。このことは深層学習が，

Macro F 1の最も高いモデルであるということからも

確認できる（杉山ら，2014)。 さらに，深層学習では

推定が外れた場合でも近隣の区分に収まる傾向があっ

た （例えば，正解の地位 “上＂あるいは “下＂が外れ

た場合地位“中”が推定される）。 以上 より，本研

究で用いた従来の機械学習モデルと比較して，深層学

習が高い推定精度を有していると評価できる。なお，

深層学習のパラメ ータはモデル精度に大きな影響を及

ぽしており，圧0のデフォルトのパラメータでは他

のモデルよりも精度が下回る結果になった。

次に深層学習を用いて対象地全域の地位区分を推定

したところ ， 図 - 3 の出力結果が得られた （図— 3 下図

の河川データは国土交通省国土地理院，(2016)から

森林計画誌 51No.2'18 

図ー3 推定地位区分

（下図は QGIS2.8.8による 3D出力図）

取得）。 特徴として，対象地東側の緩傾斜地や河川周

辺で推定地位区分が高い傾向がある。この特徴は従来

のスギの生育特性と 一致しており （例えば， 日本林業

技術協会，2001). 生態学観点からも深層学習の有効

性を支持する結果となった。 しかし，生育の不適地と

される尾根部において推定地位の高い箇所が散見でき

る。これは当該箇所が学習用データにはない標高の高

いエリアに属しているため，正しい推定ができなかっ

たと考えられる。

N. おわりに

本研究では三重県菰野町南部において，深層学習を

始めとする 5つの機械学習モデルを用いて地位区分推

定を行った。結果として，精度指標では深層学習が全

モデルの中で最も高い値を示し，また推定結果の空間

分布からも深層学習の有効性を示す結果が得られた。

一方，サンプルの質 （データの網羅性，偏り等）・量，

地位区分データ項目等の条件やモデルの評価方法に関

して多くの検討の余地が残されている。また，モデル

性能に大きな影響を及ぽす深層学習のパラメータ数は

従来のモデルに比べて多く，またその調整に多くの手

間と時間を要した。 しかし，本研究の結果から深層学

表ー4 5回のシミュレーション結果

モデル名
正解率 （％） Macro F 1 

平均値最大値最小値平均値最大値最小値

MultilayerPerceptron 67.4 69.0 65.5 0 630 0 651 0.602 

SMO 66. 9 67.8 66.3 0 631 0 642 0.618 

NBTree 66.4 67.4 63.6 0 624 0 639 0.608 

RandomForest 67.0 69 7 64 4 0.633 0.660 0 599 

深層学習 74.3 75. 1 72 4 0. 735 0. 743 0 726 
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習の高い性能は地位区分推定だけでなく，森林管理に

おける他の回帰・分類問題等への応用が可能であると

示唆される。これらを踏まえて深層学習のさらなる検

証を進めるとともに．森林管理への応用可能性を明ら

かにすることが求められる。
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