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Among other environmental problems, land use characteristics can vary depending on human activity. Natural 
landscapes have been converted to residential and commercial facilities due to increased human activity. As a result, 
it is safe to consider the current land use patterns as an indicator of our daily activities. However, these changes have 
caused serious environmental problems, such as the heat island phenomenon and deterioration of the ecological 
environment. In this study, we have created a fine land-cover information source using three different classification 
methods of high-resolution satellite imagery, Geoeye-1 image. Additionally, we have examined and compared the 
results of classifications (pixel-based classification methods, unsupervised classification, and supervised 
classification), and have also used an object-based classification technique often used in recent years.  
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1. はじめに  

人間活動の強度を表す指標として土地利用がある。特に、こ

の土地利用がどのような被覆によって覆われているのかが、環境

問題を考えた際に、課題となることが多い。都市郊外では、宅地

造成や商業施設の立地など、大型の開発が行われるまでは、豊か

な自然環境が保たれ、自然的な土地被覆が多く残っている。一方

で、一旦、人間の活動が活発になると、住宅地や商業・業務施設

などの開発が進み、また我々の生活に必要な様々な社会インフラ

の整備が進むことで人工的な土地被覆が増加していく。この結果、

都市内での人間の活動の結果として、自然環境の劣化が進み、ひ

いては自分の生活の質を低下させる、もしくは自分の生活自体を

脅かす問題を発生させている。この環境問題に関する代表的な事

例が、ヒートアイランド現象や景観破壊、また生態系などの人間

以外の生物の生息域の破壊などである。 

このような土地被覆の状況を詳細に把握するため、近年では

高分解能衛星画像が利用されている。筆者らも、高分解能衛星画

像の一つである IKONOS画像を用いて、詳細な土地被覆情報の

取得を試み、多くの場合、都市の熱環境解析に応用してきた

1)-12)
。

また、生態系との関係においては、高分解能衛星画像ではないも

のの、鵜川ら

13）
は衛星画像から得られる土地被覆情報と鳥類と

の関係を分析した。 

本研究では、上記のように、IKONOS 画像を用いて様々な研

究が行われているものの、分類手法による精度研究を行った研究

1), 2)
も富山市を対象としており、今回のように、どちらかと言う

と人口密度がより高く土地被覆が複雑であるような場所ではな

かったことと、また IKONOS 画像よりさらに解像度の高い

Geoeye-1 画像を用いた同様の研究がさほどないことから、改め

て、詳細土地被覆情報の取得精度の検証と分類手法の比較を港北

ニュータウンを対象に行う。ここでは、我々が今まで使用してき

たピクセルベースによる土地被覆分類手法である教師なし分類

と教師あり分類に合わせて、近年利用が進んでいるオブジェクト

分類手法の3つをとりあげることによって、これらの分類手法を

用いた土地被覆の分類結果の精度の検証を港北ニュータウンで

のGeoeye-1画像を用いて行う。これによって、都市内における

詳細な土地被覆情報を取得する際の分類手法の精度が明らかに

なるとともに、詳細土地被覆情報を取得していくための可能性と

課題が明らかになる。 

 

2. 使用したデータと対象地域 

2-1. 使用したデータ 

本研究では、詳細な土地被覆情報を取得するため、高分解能衛

星の一つである Geoeye-1 から撮影した画像を用いる。この

Geoeye-1 は、撮影場所を正確に捉えることができるとともに、

周期的に同じ軌道を通過することから時間経過による土地被覆

の変化などを的確に把握することができる。さらに、この衛星の

最大の特徴は、従来のリモートセンシング衛星と比較して分解能

が非常に高いことであり、Geoeye-1画像の分解能は 41 cmのパ

ンクロマティック画像（白黒）と165 cm解像度のマルチスペク

トル画像（カラー）を合成処理することで、41 cmのパンシャー

プン画像（カラー画像）を実現している

14)
。1999 年に米国の

SPACE IMAGING社によって打ち上げられた高分解能衛星の一

つである IKONOSの分解能が最高 82 cm15)
と比較するとさらに

高性能であることが分かる。このように高解像度の衛星画像を用

いることによって、従来の衛星画像では判別することができなか
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った街路樹や住宅の庭木といった非常に微細な緑地も抽出可能

となる。ただし、Geoeye-1の搭載するセンサは可視域の青・緑・

赤と近赤外の4つのバンドから構成されており、例えばLandsat 7

号（ETM+）の8つのバンドと比較した場合、扱える波長域が狭

くなっていることに注意する必要がある。ただし、Landsat 7 号

の解像度は可視域と近赤外などでは 30mとなっており、これを

考慮した場合、Geoeye-1 画像の解像度の方が圧倒的に詳細な土

地被覆の情報を取得できる。 

 

2-2. 対象地域 

本研究で用いる Geoeye-1画像の撮影範囲は、神奈川県都筑区

の経度 139°32′33″～139°37′10″緯度 35°31′9″～35°

34′25″であり、範囲の面積は 42.312km2
である。撮影日時は、

2012年3月12日午前0時00分（JST）である。 

本研究では、詳細土地被覆分類のトレーニングデータ及び検証

のためのデータの取得を港北ニュータウン全体で行った。 

 

3. 詳細土地被覆情報の取得 

 本研究では、精度の高い詳細な土地被覆情報を取得するため、

様々な土地被覆分類手法の中から教師なし分類、教師付き分類、

オブジェクト分類の3種類の手法を試み、分類精度の比較・検討

を行った。 

 筆者らは、すでに富山市中心市街地においてピクセルベースに

よる3つの分類手法（教師なし分類、教師付き分類、エキスパー

ト分類）による詳細土地被覆情報の取得を高分解能衛星画像の一

つである IKONOS画像を用いて行い、その精度検証を行ってい

る

1)
。また、さらにこれらの結果に合わせてオブジェクト分類を

交えた結果の精度検証も行っている

2)
。ただし、今回は横浜市と

いう比較的に人口密度の高い市街地を対象としていること、また

Geoeye-1画像の分解能が IKONOS画像に比べて向上しているこ

とを考慮し、対象地域の異なる結果の精度検証の比較も含めて、

どの分類手法が本当に精度が高いのかどうかを知るために行っ

ている。 

 

3-1. 教師なし分類 

教師なし分類手法とは、任意のクラスタ数をあらかじめ設定す

ることでコンピュータが自動的にクラスタリングする手法であ

り、最終的に各クラスタと土地被覆分類項目（クラス）を対応づ

ける手法である

1), 2)
。コンピュータによって判別されるパターン

は、人間が簡単に判読できる空間的に連続した特定の土壌タイプ

や土地利用などの領域に必ずしも対応しているわけではなく、そ

れらのパターンは単にスペクトル的な特徴が類似しているピク

セルの集まりに対応しているに過ぎない

16)
。場合によってはピ

クセルを意味のあるクラスに分類するよりも、スペクトル的な特

徴のみに着目した分類を行う方が重要な場合もある

16)
。教師な

し分類手法には ISODATA法、ディシジョンツリー法、最尤法、

k-means法等があるが、ここでは ISODATA法を採用した。 

本研究では、土地被覆分類の項目として、水域、影域、畑、草

地、森林、土壌、アスファルト、コンクリート、金属、赤色の住

宅屋根、青色の住宅屋根、黒色の住宅屋根の12項目を設定した。

これは、教師なし分類だけでなく、教師付き分類、オブジェクト

分類の場合も同様である。教師なし分類では、クラスタの数を

12 個に設定し、スペクトラル特性など類似しているパラメータ

を分析し、ピクセル群をクラスタリングする。最終的な土地被覆

としての分類は、航空写真やその他現地の情報をもとに、クラス

タと判別した12項目の土地被覆分類項目との対応付けを行う。

本研究では、はじめに設定するクラスタの数の値から検討をはじ

め、クラスタ数の値を20個、50個、100個をそれぞれ設定し、

教師なし分類を行った結果、クラスタの設定する数の値を50個

と決め、分類後、各クラスに該当するクラスタを統合することに

よって教師なし分類を試みた。クラスタ数の値を大きくすれば、

その分クラスごとに割り振れるクラスタは多くなるのだが、クラ

スタの数の違いによる精度などを比べた結果、クラスタの数の値

が50個の場合が最も精度が良かった。 

 

3-2. 教師付き分類 

教師付き分類手法とは、現地調査などによって土地被覆が判明

している場合に、現地の土地被覆の情報（これをトレーニングデ

ータないしは教師データと呼ぶ）を用いて分類する手法である

1), 2)
。現地調査によって得られたデータに関しては、港北ニュー

タウンの地図上にランダムに 100 地点を設定した後に現地調査

を行い、その情報をもとに教師付き分類を行った。教師なし分類

手法と比較して異なる点は、あらかじめ分類するクラスが決まっ

ていることである。つまり、教師なし分類では最後にクラスタと

分類クラスの対応関係を決めたが、教師付き分類手法では最初の

段階で水域や森林等といった分類クラスを決めてから分類する。

ある程度の数のトレーニングデータが取得できれば、教師なし分

類よりも高い精度で被覆分類を行うことが可能であると一般的

には言われている。本研究で行った教師付き分類手法とその手順

を図-1に示す。各土地被覆分類項目に対して10個以上の分類基

準となるシグネチャを取得した。最も多くシグネチャを設定した

ものは水域、次に森林であり、最もシグネチャが少なかったのは

赤色の住宅屋根であった。何度か試行錯誤的に分類を繰り返し、

その中から最良なものを選んだ。一つの項目のシグネチャを多く

選択すればするほど、その項目での精度は向上するが、一方で他

の項目にもシグネチャを多く選択した項目の被覆情報が誤分類

として表れてしまう可能性がある。設定した12項目いずれかの

分類クラスに属する場合はそのままその分類クラスへ、12 項目

いずれにも該当しなかった場合はパラメトリック・ルールを使用

し、複数の分類クラスが重複した場合もパラメトリック・ルール

を使用した。パラメトリック・ルールは最尤法を適用して分類ク

 

 

 

 

 

 

衛星画像衛星画像衛星画像衛星画像 

重複重複重複重複 

未分類未分類未分類未分類 

分類成功分類成功分類成功分類成功 

最尤法最尤法最尤法最尤法 

クラス決定クラス決定クラス決定クラス決定 

パラメトリック・ルール 

【図-1】教師付き分類手法の手順 
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【表-1】精度検証の結果 

  樹木 影域 水域 金属 土壌 畑   

教師なし分類 100% 69.60% 0% 50% 47% 50%   

教師付き分類 86.67% 89.19% 0% 75% 52.17% 21.43%   

オブジェクト分類 91.10% 87.23% 50% 83.33% 37.50% 69.23%   

  アスファルト 屋根（赤） 屋根（青） 屋根（黒） コンクリート 草地 全体 

教師なし分類 56.25% 28.57% 50% 9.09% 71.43% 69.44% 60.94% 

教師付き分類 70.83% 50% 75% 15.38% 68.57% 68.18% 67.19% 

オブジェクト分類 86.30% 100% 80% 55% 56.52% 72.72% 76.56% 

 

ラスの決定を行った。 

 

3-3. オブジェクト分類 

本研究では、近年注目されているオブジェクト分類手法も詳細

且つ高精度な土地被覆情報を取得するために試みた。この分類手

法の特徴は、分類対象をオブジェクトとみなすため微小領域があ

まり発生せず、分類結果の被覆の境界が明確になることである

2)
。この手法ははじめにスケールレベル（オブジェクトサイズの

程度）を決定し、さらにマージレベル（微小なオブジェクトを統

合する程度）を決定する

2)
。スケールレベルが小さい場合はオブ

ジェクトは小さく均質性が高いものになり、他方、スケールレベ

ルが大きい場合はオブジェクトは大きく均質性が低下する

2), 17)
。

マージレベルは、スケールレベルで分割されたオブジェクトを前

述したように結合するものであり、この値が大きくなればなるほ

どより広い近隣の範囲でオブジェクトとして指定され同じ特性

を持つオブジェクト同士が結合される

2), 18)
。画像のオブジェク

トが大きすぎると、周りのオブジェクトをまとめすぎてしまい、

一つのクラスの土地被覆分類として決定することのできない結

果となってしまう。一方で、画像のオブジェクトが小さ過ぎると、

膨大な数のオブジェクトができてしまい、多くの土地被覆カテゴ

リを準備して設定して行わなければならない。それにより、分類

作業がとても複雑化し、膨大な時間がかかってしまう。 

本研究では大きな河川や森林地域といった広い範囲のオブジ

ェクトから、住宅の屋根、コンクリート製の建築物、木々の 1

本 1 本などの微細な緑地といった小さいオブジェクトまで存在

しているため、スケールレベル35、マージレベル50に設定しオ

ブジェクトを作成した。オブジェクト分類には、ルールベースの

分類手法と教師付き分類と同様の手法があるが、今回は教師付き

分類と同様の手法を用いた。次に、教師付き分類の手順により、

現地調査などから得られた情報をもとにオブジェクトを選択し、

分類クラスを割り当て、分類を実行した。発生するオブジェクト

単位の誤分類に関しては、分類を試行錯誤的に繰り返すことで誤

分類の改善を試みた。 

 

4. 精度検証結果と分類手法の比較 

ここでは、高分解能衛星画像であるGeoeye-1画像を用いて教

師なし分類、教師付き分類、オブジェクト分類によって取得した

各土地被覆分類結果を用いて精度検証を行う。検証方法は、それ

ぞれの分類結果にランダムに256地点を選択し、現地調査によっ

て、実際の土地被覆と分類結果の土地被覆との適合率を比較する

ことにより行った。 

精度検証の結果を表-1 に示す。検証地点をランダムに選択し

てあることから、それぞれの精度検証のサンプル数が大きく異な

るものもある。特に、港北ニュータウン内における被覆において、

水域や金属の土地被覆は少なく、ランダム選択においては必然的

にサンプル数が少なくなる。土地被覆面積が小さいため、全体精

度には影響はないものの、このランダム選択においては、今後、

検討が必要である。図-2 に、各分類結果の画像（鶴見川周辺一

部）を比較のため掲載する。まず、教師なし分類の全体精度は 

60.94%であった。特に、金属や住宅屋根全般といった建物の精

度が著しく低かった。住宅屋根の中でも黒色と赤色の住宅屋根の

精度は 30％以下と教師なし分類の全体精度を大きく低下させる

原因となった。次に、教師付き分類の全体精度は 67.19%であっ

た。教師付き分類では、住宅屋根が全体的に教師なし分類と比較

して精度が向上していた。その他にも精度が 10％以上上がって

いるものが多く、精度が低下したものもあるものの、教師なし分

類よりも精度が向上する結果となった。最後に、オブジェクト分

類の全体精度は 76.56%であった。オブジェクト分類では、教師

付き分類と比較して、影域、土壌、コンクリートのように精度が

低下したものもあるが、全体的に教師付き分類手法よりもおよそ

10％近く精度が向上した。オブジェクト分類では、水域、金属、

畑、アスファルト、住宅の屋根の赤色、青色、黒色、そして草地

において、教師なし分類や教師付き分類と比較して精度が高くな

った。ただし、それ以外の樹木、影域、土壌、コンクリートにつ

いてはオブジェクト分類以外の手法で取得された土地被覆にお

いて精度が高くなっており、今後、検討が必要である。さらに、

オブジェクトベースで行われる分類であっても精度が 60％以下

の項目もあり、誤分類の改善はされているとはいえ、今後の課題

として残された。ここで、精度検証の結果最も優れた結果であっ

たオブジェクト分類の詳細土地被覆情報を図-3 に、トゥルーカ

ラー画像を図-4 に示す。分類精度の課題は、多くの場合、高分

解能衛星であるが故に生じている可能性があり、やはり分解能が

上がれば上がるほど分類自体が非常に難しくなることは否めな

い。 
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【図-4】トゥルーカラー画像 

【図-3】オブジェクト分類の詳細土地被覆情報 

5. まとめ 

本研究では、高分解能衛星画像の一つである Geoeye-1画像を

用い、さらに異なる分類手法を試みることで詳細な土地被覆情報

を取得し、これらの分類結果の比較検討を行った。ここでは、ピ

クセルベースの分類手法である教師なし分類と教師付き分類に

加え、近年用いられているオブジェクトベースの分類手法を試み

ることで比較した。この結果、全体精度として、教師なし分類は 

60.94%、教師付き分類は67.19%、オブジェクト分類は76.56%と

なった。ただし、最も精度の高かったオブジェクト分類の場合で

も、ピクセルベースの分類から精度が落ちた土地被覆分類項目や

精度が 60％以下の項目もあり、今後、精度向上のための課題と

して残された。 

本研究では、市街化が進む地域における都市・地区の計画や環

境・生態系の計画等の基礎情報として使用できる精度の高い土地

被覆情報を取得することを試み、まずはその分類精度による比

較・検討を行った。今後、このような高分解能且つ高精度の基礎

情報は様々な分野においてさらに利用が進んでいくと考えられ

る。 
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