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木曽駒ヶ岳におけるデジタル航空写真画像を用いた

高山植物の画像解析

徳田桃子@加藤正入

信州大学農学部付属アノレフ。ス圏フィーノレド科学教育研究センター

要 約

高山帯において荒廃した植生の状態を詳細に把握するため，航空写真菌像や衛農写真語像を利用すること

が脊効である。本研究では，これまで、植生復元事業が行われている木曽駒ヶ岳周辺を対象地とし，高山植生

の種類や分布パターンを明らかにするために，現地植生の状態と高解像度デジタノレエザアセンサ (UCD)で

られた画像との関係を調査した。調査地域で広範閣に分布するハイマツを主に検出し，その潤辺植物とハ

イマツと悶じ木本で隣接することが多いガンコウランを検出した。画像解析の結果， NDVIを利用して作成

した棟生域画像と解像震15cmのノミンシャープン画像を利用することによって，ハイマツとガンコウランが区

別できることが明らかとなった。

キーワード:デジタノレ航空写真癌像， 植生分類， リモートセンシング

背景と目的

現在，木曽駒ヶ岳周辺では，近年の高山植物の荒

嘉の進行に対して植生復元事業が中部森林管理局を

中心に行われている。それに伴い，今後，継続的な

植生調査や植生変化の把握が必要であると考えられ

る。一方，高山における調査は，平地のように容易

に行うことができなし、。また，広範囲の植生を把握

るという点においても，航空写真や衛星写真等を

いたワモートセンシング技術の活用が期待されて

いる。そこで本研究では，木曽駒ヶ岳男辺において

従来よりも解像度が高いデジタノレ航空写真画像によ

り解析し，現地髄査のデータと比較することにより，

植生の種類や分布状況が航空写真画像からどのよう

に把握できるのかを検討した。

爵査地概要

調査対象地は，長野県南部，中央アルプス宣言剣岳

〈諜高2931m)直下の通称千畳敷カーノレ及び，

アルプス最高峰の木曽駒ヶ岳 (2956m)の南に位置

する，乗越浄土から中岳 (2925m)にかけての稜線

上とその付近である〈図 1)。

調査地内は，中部森林管理局南信森林管理署及び

木曽森林管理署管内における国有林で，中央アルプ

ス駒ヶ岳腎定地理等保護林や中央アノレプス県立自然

受領自 2007年 1月31日

採択B 2007年 3月9日

公園に指定されている。昭和42年のロープウェイ完

成により毎年多くの登山者が訪れている。

稜線付近には，ハ千マツが広範留に生息し，岩場

やハイマツと隣接してガンコウランが多く生息して

いるo ガンコウランの中にはチングノレマやコイワカ

ガミなどの他の革本性植物が混在することが多い。

荒廃地にはミヤマアシポソスゲやイワツメクサなど

の革本が生息している。千畳敷には，ウラジロナナ

カマドやミヤマハンノキなどの広葉樹，コパイケイ

ソウやシナノキンバイなどの革本が生息している。

使用データと研究方法

1 使用データと

1-1 航空写真

2005年 7月28日に株式会社パスコにより撮影さ

れた，デジタノレエリアセンサ (UltraCam -D) 

して撮影された航空写真画像〈以下，

UCD爵像と表現する〉を使用した。この踊像の

地上分解能はカラー画像で、50cm，パンクロ画像で

15cmと非常に高いことが特徴である。バンド数は

4つ，各バンドの観郡波長帯は表 lに示す。

1 2 解析ソフト

現地譲査結果を航空写真醤像に重ねる際に，

ESRI社製 GISソフト IArcGIS9 .1Jを使用した。

また，航空写真麗像の酉像解析には， Leica 

Geosystems社製解析ソフト IERDASIMAGINE 
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8.9Jを使用した。

2 研究方法

研究方法は，現地調査と航空写真画像の解析の 2

つの柱からなる。まず，植生分類を行うための航空

写真画像の解析として教師なし分類と教師付き分類

を行った。教師なし分類は，各波長の反射値をもと

に特徴が類似しているピクセノレをコンビュータが告

動的にグループ化して分類する方法であり，分類の

際に現地の情報は使用しない。一方，教師付き分類

は，分類に対し事前に用意された現地の情報が存在

し， トレーニングデータを基にして分類を行うもの

であるo

教師付き分類に必要な現地植生の情報を得るため

に，現地において植生調査を行った。現地調査結果

を反映 き分類結果を現地の状況とし，教

関 1 調査対象地

表 1 UCD-データの観測波長帯

パンド数 波長帯

1 Red 620-690nm 

2 Green 420-580nm 

3 Blue 390-470nm 

4 NIR 690-900nm 

師なし分類結果と比較することで，植生の分布状況

がどのように分類されるのかを検討した。

2-1 現地調査

現地調査は，踏査とプロット調査を行った。

踏査は， 2006年 8月4日に，主に千景敷付近で

行った。遊歩道から確認できる植生の種類と

プリントアウトした航空苓真商像に書き込

んだ。特にハイマツと，広葉樹であるウラジロナ

ナカマドとミヤマハンノキ，また，その{也の革本

について行った。ガンコウランについては，遊歩

道からの確認が国難であったため，踏査による確

認は行わなかった。

プロット調査は，主に稜線付近で行った。 2005

年 8月 3日にベルト状プロットCl8mX2 mλ 

2006年 9月2日にプロット 1( 2 m X 2 m)， 2 

( 1 m X 1 m)， 3 ( 3 m X 2 m)， 2006年 9月29

日に 4( 3 m X 3. 5m)， 5 ( 3 m X 2 m)の計6

プロットを設置した。それぞれのプロットの設置

場所と植生状況を留 2と表 2に示した。メジャー

地点

A 

B 

C 

A地点

-ベノレト状プロット

-プロット 1

・プ1=2')1ト 2

.プロット 3

8地点

・プロット 4

C地点

・プロット 5

園 2 プロット設置場所

表 2 各プロットの植生状況

フ。ロット 植生

ベノレト状プロット ハイマツ，ガンコウラン，

草本， 1:ヨ，

プロット1， 2 カやンコウラン

プロット 3 ハイマツ，ガンコウラン

プロット 4 ハイマツ，ガンコウラン

プロット 5 ハイマツ，ガンコウラン
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とポーノレを用いて距離を測定し，プロットの四隅

に杭を設置した。次に，プロット図を作成するた

めにプロット内をデジタノレカメラで、50cmX50cmご

とに写真撮影を仔った(写真 1)。ここで得られ

たデジタノレカメラの写真をもとにArcMap上で

プロット留を作成し，航空写真画像を重ね合わせ

ることで，それぞれの植生をトレーニングデータ

として教師付き分類に利用した。作成したプロッ

ト図を図 3に訴した。

2 2 蕗像解析方法

解析方法は，オノレソ化した UCD闘像〈園 4)

に対し，まず，植生指数 NDVIを利用して植生

域のみを抽出した「植生域画像Jを作成した(図

5)0 NDVI値は式 lによって求めた。この画像

は，石や登山道といった植生以外のものが省かれ

ているのが特-徴であるO 次に，カラー酪像から髄

査プロット設置場所付近と千畳敷の遊歩道付近そ

れぞれを切り出した「切り出し画像Jを作成した

6左〉。最後に，パンクロ画像からも同じよ

うに切り出し画録を作成し，カラー画像の切り出

写真 1 プロット写真撮影

ヶ岳のフオノレスカラー画像

CR : G : B = 4 : 2 : 1) 
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し画像と重ね合わせて，解像度15cmのカラー画像

「パンシャープン頭像Jを作成した〈鴎 6右〉。

これら 3種類の画像それぞれに対して植生分類の

教師なし分類と教師付き分類を行った。

NDVI=(bαnd4 bandl)/ (bαnd4十bandl)

…・・式 1 

結果

1 教師イすき分類による植生判読

ベルト状プロットにおける，植生調査による各植

生の面積と植生域画像，切り出し酉像，パンシャー

プン酷像をそれぞれ教師付き分類したときの結果を

表3に恭した。ハイマツは全体的に少なく分類さ

楠生域画像においては画像全体でハイマツが少なし

ガンコウランが多い結果となった。ガンコウランは，

切り出し画像において良好な結果となった。

パンシャープン画像において良好な結果となれ岩

場の植物と右は，切り出し酷像とパンシャープン画

像においてより近い値となった。 、、U

ては，今田は面穣の計算を行っていないがヲ踏査の

みの教師ではうまく分類されず，ハイマツが多く

関3 Arc乱1apで、重ね合わせた植生プロット関

関5 駒ヶ岳の植生域画像

CR : G : B 4: 2 : 1) 
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関 6 プロット調査地のブオノレスカラー醸像〈左〉とパンシャープ

(共にR:G:B 4:2:1) 

図7 植生域画像におけるベルト状プロット付近の分類結果

(左:教師なし分類爾像 右:切り出し画像における教師イすき分類踊像〉

表 3 ベルト状プロット と各画像における分類面積

ハイマツ 力「ンコウラン 岩場の植物 石

植生面積 3.13 

-k舟
11添 。

切り出し覇像 1.56 

パンシャープン歯{象 0.94 

本が極端に少ない結果となった。

以上の結果から，プロット調査地付近においては

切り出し頭像とパンシャープン臨像の教師付き分類

千畳敷付近においては分類前の各爵像を，

現地の状況を示す菌像として利用した。

2 教師なし分類による植生判読

2-1 植生域画像による分類

プロット調査地付近における植生域画像の教僻

なし分類結果を，切り出し画像を用いた教師付き

分類結果と比較したところ，ベルト状プロット付

近では，ハイマツと革本が良好に分類された〈関

7)。また，教師なし分類の「木本 1Jが教師付

き分類の「革本Jと「ガンコウラン」が混在して

3.94 

5.24 

3.31 

5.54 

3.56 6.18 19.25 

6.68 14.29 9.8 

6.38 10.69 14.69 

3.41 10.69 15.15 

(単位:ぱ〉

いるエリアに対応していることが確認された

7)。プロット 5付近では，ハイマツとガンコウ

ランの面積は異なるものの，ハイマツと混在して

分布するガンコウランがハイマツと区別できるこ

とが明らかとなった〈図 8)。

2-2 切り出し画像による分類

プロット調査地付近における切り出し商像の教

師なし分類結果を，切り出し翻像を用いた教師イす

き分類結果と比較したところ，ベルト状プロット

付近では，革本がうまく分類されたが，全体的に

ハイマツが多い結果となった〈密 9)。これはハ

イマツと隣接するガンコウランの多くがハイマツ

と分類されたことが原因と考えられる。また，プ
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図8 槌生域画像におけるプロット 5付近の分類結果

〈左:教師なし分類醤像お:切り出し画像における教師付き分類謂像〉

関9 切り出し画像におけるベルト状プロット付近の分類結果

(左:教師なし分類画像

図10 切り出し薗{象におけるプロット 5付近の分類結果

(左:教師なし分類画像右:

ロット 5付近でも向様に，ハイマツに混在してい

るガンコウランがハイマツと分類された

2-3 パンシャープン国銀における分類

プロット調査地付近におけるパンシャープ

像の教師なし分類結果を，パンシャープン画像を

用いた教師付き分類結果と比較したところ，ベノレ

ト状プロット付近では，教蹄なし分類の「ガンコ

ウランj と教師付き分類の「革本」および「ガン

コウランJが対応することが明らかとなったく図

11)。また，教師なし分類では「革本Jが「ガン

コウランJに含まれる結果となった。プロット 5

付近では，ハイマツに隣接するガンコウランが毘

され，教師なし分類と教師付き分類の結果が類

似していることが明らかとなった〈堅Q12)。

2-4 千畳敷付近の繭像分類

千畳敷付近における 3種類の画像を教師なし分

類した結果，ハイマツと広葉樹，または革本と広

葉樹の分類はすべての画録において良好であった。
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図11 パンシャープン画像におけるベルト状プロット付近の分類結果

(左:教師なし分類画{象右:教師付き分類画像〉

図12 パンシャープン酪像におけるプロット 5付近の分類結果

〈左:教師なし分類画像右:教師付き分類酒像〉

関13 パンシャープン画像における千畳敷付近の分類結果

布:フオノレスカラー商像 (R: G : B = 4 : 2 : 1)) 

千畳敷における踏査広葉樹については，分類語の

画像ではウラジロナナカマドとミヤマハンノキの

2種に判別できたが，教師なし分類では 3種の

ハイマツはマット状に広範簡に生恵、し，また，革本

や{慢の木本と混在することが少ないため分類されや

すいと考えられるo 一方，ガンコウランは他の革本

や木本と混在することが多く，混在する植物との比

率によって，革本と分類されるケースがあった。

画像とも明確に2種に判別する結果は得られなか

った〈図13)。

考察

植生別に考察すると，ハイマツとガンコウランは，

植生域闘像とパンシャープン商像における植生分類

によって区別が可能であることが明らかとなった。

畳敷においては，今回作成したすべての繭像におけ

る教師なし分類でハイマツと広葉樹，革本と広葉樹

の区別が可能であることが明らかになった。また，

広葉樹は分類前の画像において 2種類に分かれてい

ることが考えられるが，教師なし分類では判別する

ことが国難であった。
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爵{象別に考察すると，植生域画像における教師付

き分類では，範囲が広く教師が不足したことにより

分類がうまくし、かなかったと考えられる。植生域画

像における教師なし分類では，革本，ハイマツ，ガ

ンコウランともに良好な分類結果を得ることができ

た。これは，闘像の情報を植生域に限定したことが

要国であると考えられる。切り出し画像における教

師付き分類では，教師が十分にとれてし

生に近い分類結果が得られることが明らかとなった。

切り出し画像における教師なし分類では，革本は良

好に分類されたものの，ハイマツとガンコウランは

毘別されず，ガンコウランはノ、イマツと同じクラス

に分類された。このことから，今回用いた分解能50

cmの画像で、は，ハイマツとガンコウラン る

の ることが分かった。パンシャープ

{象における教師付き分類では，向じく教師が十分に

とれていれば現地植生に近い結果を得ることができ

ることが明らかとなった。パンシャープン画像にお

ける教師なし分類では，革本は分類されにくいが，

ハイマツとガンコウランは良野に分類された。これ

は，分解能が15cmで、あることが要因であると考えら

れる O 以上のことから，ハイマツとガンコウランを

産別するには NDVI画像またはパンシャープン画

像の活用が有効であると考えられた。また，現地植

生を反映した教師{すき分類結果を得るには，

摂定した切り出し画像とパンシャープン画像の活用

が有効であることが明らかとなった。

今後の課題と展望

今思教師が不足した千畳敷付近において，特に広

葉樹の教師をとるために追加調査を行い，再度教師

付き分類を行う必要がある。また，植生分類結果に

信頼性を持たせるために，各植生の分類部積を計算

し，分類結果の精度検証を符う必要があるO そうし

た上で，現在の木曽駒ヶ岳全体の「植生図Jを作成

することができればと考えるO 現地での植生調査で

られない植生の面積や分布状況を把握すること

ができ，今後の植生復元事業にも

ではないかと考える O
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Analysis at 七五iso制区omagatake

Mo臨 okoTOKUDA，斑asatoKATOH 

of Agriculture， Shinshu University， Education and Research Center of Alpine Field Science 

Summary 

The analysis of aerial or satellite images is useful for detection of the precise status of vegetation that 

is remarkably damaged in the alpine field. Relationship between vegetation status and digital aerial 

images taken by Ultra Cam-D (UCD) was investigated to clarify the classification of vegetation and 

distribution pattern for image data in the Mt. Kiso-Komagatake where advanced vegetation restoration 

activities has been made. Because of the widely distributed in this region， J apanese Stone Pine (Pinus 

ρumila) was mainly detected and surrounding herbaceous plants and Crowberry (Emjうetrumnigrum L. 

仰に jajうonicum)which makes bush and often grows adjacent to Japanese Stone Pine were detected. As the 

results of analysis of the Di百erenceN ormalized Vegetation lndex (NDVI) image and Pansharpn image 

which has the 15cm resolution spatial data showed that the image data was useful for vegetation 

classi五cationbetween J apanese Stone Pine and Crowberry. 
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