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高分解能衛星データを用いたオフジエクトベース林相区分

における地形情報の利用

棲井聖悟伊藤達夫*.1.田中和博l

空中写真判読による林栢区分は一般に，写真上の色調，テクスチャに加え，椴生と地形に関する知識を基に行われている。

本研究では，林栢図作成の効率化と精度向上を目的とし，高分解能衛星 IKONOSのデータを用いたオブジ、ェクトベース林相

反分における地形情報の利用について検討した。京都市東部地域の森林を研究対象に，スベクトル特徴量だけを用いる方法

と，スペクトル特徴景と地形情報を用いる方法により林相区分を行った。尾棟線からの距離，谷線からの距離という地形情報

を取り入れることにより， Kappa係数において 1%水準で、有意な精度の向上が確認された。標高差の小さい地域における森林

分布の変化は，標高の遠いによるi昆度変化より，尾根と谷における水分条件の違いの影響をより大きく受けるため，その情報

を利用することにより分類精度が改鋳されたものと考えられる。

キーワード:IKONOS，尾根線，オフ守ジェクトベース林相区分，谷線，地形情報
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τ旨peClass討u益王ca1討ionwi抗thHigh Resolution Sa士elliteImagery. J. Jpn. For. Soc. 91: 1-8. The c1assification of forest type by 

aerial photo interpretation is usually based on color and texture of the image， and aIso from knowledge of the relationship between 
vegetation and topography. In this study， use of topographic factors for object-based forest type c1assification with high resolution 

satellite IKONOS imagery was examined to improve efficiency and accuracy of making maps of forest types. Two methods， one 

1日lsi担ngsp】ect仕ralfeatur巴sonl砂yand the other c∞0叩I日mbiningspec仕alfeatures and tωopogr百註phicf:色actoαr咽丸 were appμli陀edtωo c1aおss討iおかTthe foωr巴stin

仕白1巴east加巴臼r唱-np仰ar凶tof Kyoto City. Using topographic factors (distance from ridge line and distance from thalweg) with spectr叫 features 

improved the accuracy of c1assification significantly at the 1% significance level measured by the Kappa coefficient. In the region 

where the difference in elevation is small， the spatial pattern of forest distribution is affected not by the temperature change with 

elevation but by仕ledifference in soil moisture condition according to topographic position (ridge or vaIley) . Consequently， the use 

of topographic factors would improve the accuracy of forest type c1assification. 
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I.はじめに

森林管理において，森林情報の把握は基本的に重要であ

り，現行の森林計画制度の下では，都道府県が管理する森

林簿が，基本データとしてその役割を担っている。しかし

最近では，森林簿の蓄積などの数値が実態、とゴlE離している

という問題点が指摘されており(伊藤， 2004)，地理情報シ

ステム (GeographicInformation System: GIS)等の森林情報

処理にかかわるシステムの整備と並行して，林分単位の情

報を確実に把握するための仕組みの再構築が求められてい

る(松下， 2003)。近年では，全国の民有林行政において森

林 GISの導入が急、速に高まっているが，森林計間図のデジ

タル化はまだそれに追いついていない現状にあり(松村，

2007)，森林簿上の任意の林分の位置を特定することは，い

まだ菌難であることが多い。さらに，森林簿が自動更新さ

れる上で，森林被害や，林相の変化が反咲されにくい現状

もある。放置人工林の増加や放寵竹林の拡大等の問題解決

のために，森林変化のモニタリング，ならびに，位置情報

を保持した森林情報の把握は急、務であるといえる。

わが閣では，森林現況の把握には従来から空中写真が利
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用されており，反射実体鏡を用いた実体視による:l:1I!形判読

と，樹冠の模様の判読の組み合わせにより林相区分図が作

成されてきた(石川1，1976， 2001;板垣， 1976;国土地理

院， 1978)。一方，森林計測の先端技術の一つである衛星に

よる森林リモートセンシングは，新センサの開発や GISな

どの他技術との統合利用など，技術発展が著しい。特に近

年では，センサの高分解能化が進んで、いる。従来のLandsat

をはじめとする数十メートルの地上分解能をもっ衛星樹像

は，主にピクセルベースで解析されてきた。その例として，

国土の土地利用区分や広範囲にわたる土地被覆の時系列変

化をとらえる解析が挙げられる (Colstounet al.， 2003 ; 

Corona et al.， 2007)。また，分解能が数十メートルであるが

ゆえ，その分類精度の向上のために，より分解能の高い空

中写真と組み合わせて利用する方法や，グランドトゥルー

スにおけるサンプリング手法の検討，航空機搭載のマルチ

スベクトル画像 (MSS)等の利用が行われてきた(妹尾ら，

1990 ;石川， 1995; Plourde and Congalton， 2003 ; Haapanan 

et al.， 2004 ; Gallego， 2005)。
地上分解能の向上に伴い，衛星画像からの情報の抽出に

は新たな手法が必要とされている (Culvenor，2003)。代表的

1 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 干 606-8522 京都市友京区下鴨半木町 1-5 (Graduate School of Life and EnvironmentaI Science， 

Kyoto Prefectural University， 1-5 Shimogamo Nakaragi-cho， Sakyo-ku， Kyoto 606-8522， ]apan.) 

(2007年12月21日受付;2008年8月13B受理)
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な手法としてオブジェクトベースでの解析が挙げられる。

画像オフゃジ、エク トは， 多数のピクセルから構成される集合

体のことであり，その元になっているピクセルのデジタル

ナンバー (DN)から， 集合体ごとに平均値や標準偏差，画

像のテクスチャを表す関数による値といった統計量を算出

することが可能で、あり，それらの統計量の差異によって他

の集合体と区分することができる (Benzet al.， 2004; 

Navulur， 2006)。この特長を生かし，林相単位でオブジェ

クトを生成し，オブジェクト統計量を用いて分類する方法

も提案されており(大西ら， 2004， 2005; Chubey et al.， 

2006 ;鎌形ら， 2006;長津ら，2007;和田， 2007)，テクス

チャ統計量の併用が林相区分に有用であることも示されて

いる(小阪ら， 2007)。すなわち，利用するデータが高分解

能化してきたため，以前から行われている空中写真判読に

おいて林相区分の判断基準の一つであったテクスチャに関

する情報が衛星リモートセンシングでも利用可能になって

きている。

一方，わが国の山地帯の森林植生分布パターンは，気温

や水分条件の違いを通して地形と密接に関係している。中

でも標高と森林植生の分布の相関性や，沢や尾根といった

地形と森林植生の関係も報告されている(並川， 1998;菊

池， 2001;津田ら， 2005)。これらをうけ，衛星データを用

いた林相区分に，標高，傾斜角，斜面方位等の地形情報が

利用されてきた(Liuet al.， 2002)。しかし，標高差の小さい

地域では，森林植生の分布パターンは標高差に伴う温度変

化というより，むしろ尾根と谷における水分条件の違いに

起因すると考えられる。

そこで本研究では，標高差の小さい地域において，植生

分布に直接的に影響すると考えられる尾根と谷に関する地

形情報を，衛星データを用いたオブジェクトベースの林相

区分に適用 し，その利用可能性について検討した。

11. 対象地と資料

1.対象地

本研究では， 一部に滋賀県を含む京都市東部(左京区大

原から山科区にかけて)を対象とした(図-1)。面積は約

70km2，うち森林面積は約 50km2 である。標高は 40~
840m，比叡山と大文字山を含み， 京都市周辺東部地域の代

表的な景観を構成する地域である。林況は，スギ・ヒノキ

人工林，広葉樹二次林，アカマツ林からなり，人工林以外

の地域は，標高 600m以下の低い山地ではアカマツ，コナラ

を主体とする二次林，それ以上の標高のところは，クリ，

ミズナラ，シデ類などの高木を主とする落葉広葉樹二次林

が発達しており，主に薪炭林として利用されてきた地域で

ある(村田， 1984)。京都市周辺の年平均気温は 15.6
0

C，年

平均降水量は1，549mmである(京都地方気象台， 2006)。

所有形態は主に民有であるが，対象地中部から南部にかけ

て，一部に国有林が存在する。比叡山と市街地以外の標高

は 150~450m の範囲である。

十 亡コ IUl:lllUリ7以主ニ一一三一ーい

図1.研究対象地および精度検証エリア

2. 資料

1)衛 星 画像

解析に用いた衛星画像は， 2004年 5月 1日に観測された，

地上分解能約 0.83mのIKONOSパンクロマティック

(PAN)と，地上分解能約 3.6mのIKONOSマルチスペクト

ル (MS)であり，太陽高度は約 660，オフナデイア角は約

9.2。である(図-1)。前処理としてオルソ幾何補正を施した。

オルソ幾何補正の際の地上基準点は地形図から 8点を選定
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し， 2乗平均平方根誤差 (RootMean Square Error: RMSE) 

はPANで3.10ピクセル， MSで0.83ピクセルとなった。太

陽高度が高いこと， EI射条件のよい 5月撮影であることか

ら，地形効果の影響が小さいと考えられた(小林， 2003) 

ため，地形補正は行わず，観iJW波長帯における DNを使用

した。また，本研究は多時期の比較を想定しておらず，大

気補正が必ずしも林相区分や林分構造の区分に効果的でな

いことも示されている(加藤， 1997)ことから，大気補正

は行わなかった。式(1)用いて正規化植生指数 (Normalized

Difference Vegetation Index: NDVI)を算出した。

IR-R 
NDVI= 

IR+R 
(1) 

ここでIRとRはそれぞれ近赤外バンドの DN，赤バンドの

DNを表す。

2) 地形情報

国土地理院発行の数値地図 50mメッシュ(標高)の DEM

を用いて， Triangulated Irregular Network (TIN)を利用し

て10mメッシュの DEMを作成し，斜面方位を算出した。

斜面方位は全8方位に分類して利用した。林分単位での画

像オフ守ジ、エク トを生成し 解析を行う本研究にとって 50m

のメッシュサイズは大きいと判断し，メッシュサイズを

10mとした。また， 窪地の除去を施した DEMを基に，流

向，累積流量(集水域積算)をピクセル単位で算出しi可道

を生成した。なお，最小集水面積が 100ピクセル (0.01km2) 

以上になるように設定した。符られた河道を谷線とし，各

ピクセルから谷線までの水平距離を値としてもつラスタ

データを作成し，これを谷線からの距離を表すデータとし

た。さらに， DEMのもつ楳高値に 1を乗じ，高低を反il去
させた DEMを用いて可道を生成した際と同様の処理を

行い，尾根線を生成し，尾恨線からの距離を表すデータを

図-2.IKONOS画像と尾根線 ・谷線の重なり(一部)

作成した(図-2)。なお，尾根線の生成の際には， 窪地の|除

去を適用していない。これらの処理には，ArcView9.1 (ESRl 

社)の拡張機能である ImageanalysisおよびSpatialanalyst 

を使用した。

III. 解析方法

1. eCognitionによる IKONOSデータの領域分割

eCognition Ver・.4.0Professional (DEFINIENS lMAGING 

社)を用いて， IKONOSデータを均質な領域に分割する。

eCognitionでは，スベクトル特徴量とオフ守ジェク トの形状

に関する特徴を利用して領域分割を行うが，その際に，生

成するオブジェクトの形状や大きさに関する数個のパラ

メータを設定する (DefiniensImaging， 2004 ; Benz et al.， 

2004)。パラメータは， Scale parameter， Shape factor Ol~ 

:1犬)， Color factor (色調)， Smoothness (平滑度)， Compactness 

(級密度)の 5種類であり 解析者が領域分割結果をみなが

ら調節する必要がある。

2. 分類クラスごとの特徴量の選定

上記 111.1で生成したオブジ‘ェク ト単位で，IKONOSデー

タから作成したト ゥルーカラー画像をグランドトゥルース

に用いて目視判読し，分類クラスを設定する。本研究にお

いては，分類クラスを，スギ林， ヒノキ林，アカマツ広葉

樹混交林，広葉樹林，森林以外の計5クラスとし，各クラ

ス40個のオフ。ジェクトを選び教師データとした。分類に適

用するために検討した特徴量は IKONOSのスペクトル特

徴量については PAN，MSの4ノtンドそれぞれのオブジェ

クト内平均値，標準偏差の 10種，地形情報については，斜

面方位の最頻値，谷からの距離の平均値，尾根からの距離

の平均値の 3種，計 13種を候補に挙げた。教師デー タに対

するそれぞれの特徴量を検討し，閥値を決定した。

3. 分類樹の検討

eCognitionは，その分類過程において階層性をもたせる

ことができる (De宣niensImaging， 2004 ; Benz et αl.， 2004)。

本研究ではそれを利用し， スペク トル特徴量のみを用いた

場合と，スペク トル特徴量と地形情報を組み合わせた場合

の2種類の分類樹を検討した。

4. 精度評価

上記 111.2で決定した各分類クラス特徴量の閲値を上記

III.3の2種類の分煩樹に適用し，対象地全体を分類した。

IKONOSデー タから作成した トゥルーカラー画{象の目視判

読の結果を参照クラスと し， 2種類の分類結果について精度

を評価した。精度評価には，判定効率表とKappa係数を用

いた。Kappa係数は， Cohenの一致係数とも呼ばれ，1Wi作

為な割り当てをどれだけ回避しているかを表し，値が高い

ほど精度が高いといえる (Cohen，1960)。また，式(2)に

より， 二つの判定効率表聞のKappa係数の有意差検定を行

うことができる。式中 Zは検定統計量， Kl> K2はそれぞれ

Kappa係数を， σK人σK，はそれぞれ Kappa係数の分散を表

す(村上， 2007)。
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z = Kl -K -

JFZ7 
(2) 

rv.結果と考察

1. eCognitionによる IKONOSデータの領域分割

IKONOS画像に対して，自説判読による林相区画線と再

等の区画親が生成されるように Scaleparameter， Shape 

factor， Color factor， Smoothness， Compactnessをそれぞ

れ， 150， 0.3， 0.7， 0.5， 0.5に設定した。 PANと生成した

オブジェクトの重なりを図-3に示す。この結果，森林域に

ついて平均面積約 0.47ha， 9，755個のオブジェクトが生成

された。

2. 分類クラスごとの特徴量の選定と分類揺の検討

図-4において，森林(図中，広葉樹林および針葉樹林)

と森林以外は， NDVIの平均値(図中， MeanNDVI)の 0.42

を関値に， 0.42以上を森林， 0.42未満を森林以外とした。

さらに，広葉樹林と針葉樹林は近赤外バンドの平均値(図

中， Mean Nir)の 870を間値に， 870以上を広葉樹林， 870 

未満を針葉樹林とした。

針葉樹林の細分類については，図 5，6に示すように，分

類クラス開でオーバーラップ部分が認められた。そこで，

図-3.IKONOS図像に対する領域分割の結果(一部)
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このオーバーラップ部分の最大値と最小値を求め，その中

点の近傍の区切りのよい値を闇値に設定した。なお，本研

究では， IKONOSデータのスベクトル特徴量のみを用いる

分類樹 1と，オーバーラップ部分を一つの区分として，そ

の細分に地形精報を適用する分類樹2を作成した。

まず，分類樹 lであるが，国-5に示したように， Mean 

NDVIの0.48を闇値に， 0.48未満をスギ林 (A)，0.48以上

をヒノキ・アカマツ広葉樹混交林 (B) とした。さらに，

悶-6に示したように，近赤外バンドのオブFジェクト内標準

偏差 (StddvNir)の67.5を閥値に， 67.5以上をアカマツ広

葉樹混交林 (C)，67.5未満をヒノキ林 (D) とした。これ

らから，分類樹 lを作成した(図-8)。
続いて，分類樹 2であるが，閣-5に示したように， Mean 

NDVIの0.465，0.495を閥値とし， 0.465未満をスギ林 (a)，

0.465以上 0.495未満をスギ・アカマツ広葉樹混交林 (b)，

0.495以上をヒノキ・アカマツ広葉樹混交林 (c) とした。

さらに，図-6に示したように，近赤外バンドの標準備差

(Stddv Nir)の62.0，73.0を関値に， 62.0未満をヒノキ林

語版]

一一圏直関-8.分類樹 1

露IrICl A~D は，図-5， 6に対応。

表-1. 分類樹 1に対する判定効率表(単位:オブジェクト数)

(d)， 62.0以上 73.0未満をヒノキ・アカマツ広葉樹混交林

(e)， 73.0以上をアカマツ広葉樹混交林 (θ とした。 bにつ

いては谷からの距離(図-7，左)の 52.5を関値に， 52.5未

満をスギ林 (g)，52.5以上をアカマツ広葉樹混交林 (h)と

し eについては尾根からの距離(国一7，右)の 42.5を閲

値に， 42.5未満をアカマツ広葉樹混交林Ci)， 42.5以上をヒ

ノキ林(j)とし，これらから，分類樹2を作成した(冨

9)。
本研究においては，地形情報の一つである斜面方位は，

針葉樹の細分において有効なデータとはならなかった。画

像オブジェクトを林相としてとらえた場合，一つの画像オ

ブジェクト内にはさまざまな斜面方位の値をもったピクセ

ルが含まれており，オブげジェクト内の最頻値等の値では林

相全体を代表できなかったためだと考えられる。一方，谷

根からの距離，尾根線からの距離は，林相オブジェクトの

日記 E 
間一9.分類樹2

|刻1'1]a~j は，医1-5~7 に対応。

分類クラス
参照クラス

行の総務1 User's accuracy 
スギ林

スギ林 102 

ヒノキ材 20 

アカマツ広葉樹混交林 35 

広葉樹林 O 

森林以外 1 

列の総和 158 

Producer's accuracy 0.646 

Overal1 accuracy = 0.681， Kappa係数=0.5790

ヒノキ林

17 

88 

23 

1 

0 

129 

0.682 

アカマツ広葉樹混交林

58 

54 

199 

10 

0 

321 

0.620 

表-2. 分類樹2に対する判定効率表(単位:オブジェクト数)

分類クラス
スギ林

スギ林 119 

ヒノキ林 8 

アカマツ広葉樹混交林 30 

広葉樹林 0 

森林以外 1 

列の総和 158 

Producer' s accuracy 0.753 

Overal1 accuracy = 0.763， Kappa係数=0.681。

ヒノキ林

16 

81 

31 

1 
0 

129 

0.628 

参照クラス

アカマツ広葉樹i見交林

21 

29 

261 

10 

0 

321 

0.813 

広葉樹林

0 

2 

34 

167 

0 

203 

0.823 

広葉樹林

1 

2 

33 

167 

0 

203 

0.823 

森林以外

3 

4 

15 

4 

45 

71 

0.634 

森林以外

2 

6 

14 

4 

45 

71 
0.634 

180 

168 

306 

182 

46 

882 

行の総和

159 

126 

369 

182 

46 

882 

0.567 

0.524 

0.650 

0.918 

0.978 

User's accuracy 

0.748 

0.643 

0.707 

0.918 

0.978 
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ー一一 谷線
亡コ スギ林

- スギ林

_ tJキ林

田園 ア耳切広東側湿交林

広義樹林

務将以外

00.5 1 2 
-- κm 

存在する斜面上の位置を表現するものであり ，本対象地に

おいては，分類クラスが特徴的な分布位置を示したため，

利用が可能であると考えられた。

3. 精度評価

対象地内に精度検証エリアを 2箇所設定した(図-1)。大

原西地区に設定した北プロ ットは， スギ¥ヒノ キ，アカマ

ツの針葉樹が多く分布する地域であり，その出現割合がほ

図-10.スギ林とアカマツ広葉樹混交林

番号は図 5のa-cグループに対応， ① 世スギ

林， ② c-アカマツ広葉樹j昆交林， ③ b・スギ林，

③ b-アカマツ広葉樹I見交林，スケールは同じ。

図 11.分類結果

左，分類樹 1;右，分類樹2。

ぼ等しい。大文字山周辺地域に設定した南プロットは，広

葉樹と針葉樹の出現割合がほぼ等しい。南北両方のプロッ

トを併せることにより，各分類クラスが極端な偏りなく分

布していると考えられる。それぞれ2，000x 2，000 mの方形エ

リア内に，縦横 100m間隔で精度検証ポイントを設けた。精

度検証ポイン トは計882(= 21 x 21 x 2)ポイントである。

分類樹 1，2それぞれの判定効率表を表 1，2に示す。尾根
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十 -

ー一 谷線 =尾根線

岨
M 

. スギ林 広葉樹林

. ヒノキ林 . 森林以外

田 アカマツ広葉樹混交林

図 12. 図一11における黒枠部分の拡大図

① PANと尾棟線・谷線の重なり， ②分類樹 1の結果， ③分類樹 2

の結果。

線からの距離，谷線からの距離を考慮した分類樹 2におい

て，総合精度 (Overallaccuracy) ， Kappa係数がともに高く

なっている。両分類樹ともに，広葉樹林と森林以外は高い

精度で分類されている。これは，今回用いた IKONOS画像

が広葉樹の展葉期にあたる 5月撮影のものであり，広葉樹

と針葉樹の分離が顕著であったことによるものであると考

えられる(図-4)。以下に両分類樹における針葉樹細分類の

結果を詳しくみてみることにする。

まず，分類樹 1において，アカマツ広葉樹混交林がスギ

林に誤分類されているが，分類樹2では，この誤分類が大

111高に改善されている。これは，本対象地において，スギ林

は谷筋に沿って分布しており，一方アカマツ広葉樹混交林

は尾根筋中心に分布していることから，この両極端の立地

条件を分類に組み込んだことにより改善されたものと考え

られる。ここで，スギ林，アカマツ広葉樹混交林について

図-5 における区分 a~c に対応する両分類クラスの具体例

を図-10に示す。図 10中の番号は，それぞれ， ①図-5中の

区分aに分類されたスギ林， ②図 5中の区分 Cに分類され

たアカマツ広葉樹混交林， ①図 5中の区分bに分類された

スギ林， ④図 5中の区分bに分類されたアカマツ広葉樹混

交林をさす。スペクトル特徴量だけで分離することができ

た図-10中の①，②は，オフゃジ、エクト内で一定の均質性を有

していることがわかる。一方，図 10中の①のスギ林は，倒

木等により林冠が均質で、はなく 他のスギ林とは異なるス

ベクトル特徴量を示したと考えられた。また，図 10中の④

のアカマツ広葉樹混交林は，現地調査の結果，スベクトル

特徴量のみで分離できたアカマツ広葉樹混交林よりも樹冠

が大きく，単木的にアカマツが混交しており，他のアカマ

ツ広葉樹混交林とは異なるスベクトル特徴量を示したと考

えられる。また，アカマツ大径木はその樹勢の違いから異

なったスベクトル特徴量を有すること(浮口ら， 2006)や，

NDVIの値とマツ枯れ被害の関係も報告されており(龍原

ら， 2006)，本研究におけるスギ林とのオーバーラップ部分

を生み出したとも考えられる。

一方で、，ヒノキ林とアカマツ広葉樹混交林の分離に尾根

線からの距離を用いたが，こちらは図-7(右)で示したと

おり，アカマツ広葉樹混交林がヒノキ林に比べ尾根よりに

分布しているものの，ヒノキ林が斜面位置にかかわらず広

く分布していたため，改善がみられなかった。つまり，こ

の二つの分類クラスについてはその大部分がStddvNirで

分1~1f'されたと考えられる 。

これら二つの分類におけるKappa係数は，式(2)により

Z=2.70となり， 有意水準 1%で有意差が確認された。二つ

の分類結果を図 11に示す。対象地全体にかけてアカマツ広

葉樹混交林(赤色)の占める割合が大きくなっている。特

に，区1-11中の黒枠の部分を具体例として図-12に示す。分

類樹 1の結果において，尾根部においてスギ林と誤分類さ

れた箇所(緑色)が，分類樹 2の結果においてはその地形

を反映し，アカマツ広葉樹混交林に分類されていることが

わかる。

v.結 吾4‘
日岡

本研究では，高分解能衛星の登場により新しい解析方法

として注目されているオブジェクトベースでの解析に地形

情報を加えて林相区分を試みた。その結果，スベクトル特

徴量のみでは分離しきれない部分に対して，谷線からの距

離，尾根娘からの距離という，斜面上の位置における林相

の分布域を考慮することにより，精度が改善された。本研

究対象地のような標高差の小さい地域においては，標高に

伴う温度変化による林相の変化はほとんど無視できるた

め，林相の分布に影響する水分条件をより反映していると

考えられる谷線からの距離ならびに尾根線からの距離が有

効であった。以前から空中写真判読による林相区分の際に

は，色調，テクスチャに力11 え， 実体視から得られる地~l~情

報を利用してきた。今日の GISの普及により ，実体視をす

ることなく，谷・尾根に関する地形情報を面的に表現する

ことが可能となり，標高，斜面方位，傾斜等の地形情報と

同様に，衛星画像の林相区分に利用可能となった。

また，林相の分布には斜面方位が影響すると考えられる

が，本研究ではその有効性は示されなかった。これは，画

像オブジェク トの面積に対して， 50mメッシュの標高デー

タでは1担いことに加え，画{象オブジェクトを1本相としてと

らえた場合， 一つの画像オブジェクト内にはさまざまな斜

面方位の値をもったピクセルが含まれており，最頻値等の

代表値では林相全体を適切に表現できなかったためだと考

えられる。しかし，谷・尾根に関する情報は，ピクセル単

位ではなく，画像オブジェクトの地形に対する相対的な位

置を表現できたため，有効なデータとなり ，分類精度を向

上させたと考えられる。

本研究の一部は， 平成 16年度および 17年度のニッセイ

財団環境問題重点研究「古都京都をとりまく地域生態系の

保全と生物資源の利活用に関する学際的実践研究ならびに
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