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）

地点番号 4605 地名 薩摩郡さつま町広瀬内小川田

1990年空中写真

撮影 検証者 正誤 備考（誤判読要因等）

反射は明らかに建物である。

2007 農地 開発地

調査日時 2012年２月２９日１１時４７分 調査者 林　治克　／　大輪安信

－

2005 農地 開発地 ×

土
地
利
用
の
判
読

1990 森林 森林 ○

×

2012 開発地

検証者 森林

格子点を建物周辺の植生のある部分と判読したか？

2009 開発地 開発地 ○ －

森林

現況写真

判定者 農地 検証者 森林 判定者 農地 検証者

判定者

森林 判定者 開発地 検証者

2005年SPOT 2007年SPOT 2009年SPOT

再転用の
有無

有・無

再転用有
りとの誤
判定の原

因

土地利用判読基準のぶれ・格子点位置読み取り基準のぶれ

画像の位置ずれ・解像度不足からくる誤判読・画像品質不良・
傾斜読み取れず・狭い範囲のみでの判読・その他（

スレート瓦の倉庫の屋根の角。

判定者 森林

考
察

Ａ Ｂ

格子点は、スレート瓦の倉庫、倉庫の周辺は用途不明の広場で農地になった形跡はなかった。
格子点周辺は土地利用の区画が細かく、スポットで判読するにはやや解像度不足もあるか。
格子点周辺の植生のある部分が、農地か開発地（造成後放置され植生が入ったもの）かは、スポットでは判読は難しい。

Ａ

B
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）

地点番号 4606 地名 鹿児島県南九州市知覧町郡後岳南

1990年空中写真

撮影 検証者 正誤 備考（誤判読要因等）

北側の農地への法面部分を農地と判読したものか？

2007 開発地 開発地

調査日時 2012年２月２９日９時３６分 調査者 林　治克　／　大輪安信

北側の森林と南側の道路との境界部分

2005 農地 開発地 ×

土
地
利
用
の
判
読

1990 森林 森林 ○

○

2012 開発地

検証者 森林

－

2009 農地 開発地 ×

格子点部分の濃淡とテキスチャーから農地と判読したもの
か？

開発地

現況写真

判定者 農地 検証者 開発地 判定者 開発地 検証者

判定者

開発地 判定者 農地 検証者

2005年SPOT 2007年SPOT 2009年SPOT

再転用の
有無

無

再転用有
りとの誤
判定の原

因

土地利用判読基準のぶれ・格子点位置読み取り基準のぶれ

画像の位置ずれ・解像度不足からくる誤判読・画像品質不良・
傾斜読み取れず・狭い範囲のみでの判読・その他（

道路の北側の茶畑への法面部分。

判定者 森林

考
察

Ａ Ｂ

道路の北側（下側）の茶畑は周辺が農機具が走行できるよう５ｍ程度の幅があり、画像からは、この幅の部分が読み取れ
ず、誤判読につながる可能性がある。

Ａ
B
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（3）検証結果の考察 

現地確認による検証の結果、31地点のすべてについて、Dの再転用は見られず、誤判読による

ものであった。 

誤判読について、以下の 7 種類の原因を想定し、それぞれの地点における誤判読の原因が何に

起因するのかを分析した。 

① 土地利用判読基準のブレ 

② 格子点位置判読基準のブレ 

③ 画像の解像度が不十分 

④ 画像の品質の不良 

⑤ 画像から傾斜・起伏を読み取れていない 

⑥ 狭い範囲の画像の濃淡とテキスチャーのみで判読 

⑦ 画像のずれ 

各地点で想定された誤判読の原因を一覧にしたものを表 2-7 に、グラフにしたものを図 2-1 に

示した。 

 

表 2-7 想定された誤判読の原因 

原因 件数 割合（%） 

土地利用判読基準のブレ 24 77 

格子点位置判読基準のブレ 9 29 

画像の解像度が不十分 7 23 

画像の品質の不良 7 23 

画像から傾斜・起伏を読み取れていない 6 19 

狭い範囲の画像の濃淡とテキスチャーのみで判読 6 19 

画像のずれ 3 10 

※1 誤判読の原因は重複あり。 

※2 割合（％）は、全地点数 31地点に対して、該当した地点数の割合。  

 

図 2-1 想定された誤判読の原因 

 



80 

 

表 2-8 想定された誤判読の原因地点別内訳 

 

 

・誤判読原因について 

① 土地利用判読基準のブレ 

同じような濃淡・テキスチャー・形の地物を、ある時点は「農地」、ある時点は「開発地」と

判読しており、判読基準があいまいで、明確でないものを判読基準のブレとした。 

しかし、各画像は濃淡のレベルが調節されておらず、同じ土地被覆であっても、明るく映っ

ている画像もあれば、暗く映っている画像もある。 

また、農地であっても収穫後や作付け前の「裸地」状態のものは明るく「開発地」のように

映るし、逆に開発地であっても、売れ残った住宅分譲地のように「裸地」のまま放置されたも

のは、草本や木本が侵入し、暗く発色し「農地」のように映る。 

つまり、「農地」も「開発地」も、条件によっては土地被覆が非常に似通っており、判読が難

しいことがある。 

リモートセンシングは「土地利用」を直接判読するものではなく、まず「土地被覆」を推定

し、しかるのち「土地被覆」から周辺の状況から「土地利用」を推定するものであるので、こ

2005年 2007年 2009年 2005年 2007年 2009年

4001 開発地 農地 農地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4002 開発地 農地 農地 開発地 開発地 開発地 ○ ○ ○

4003 開発地 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4004 開発地 農地 開発地 農地 農地 農地 ○ ○

4005 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4006 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4007 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4101 農地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○ ○ ○

4102 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4103 開発地 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4104 農地 農地 開発地 森林 森林 森林 ○

4201 農地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4202 農地 農地 開発地 農地 農地 農地 ○ ○

4301 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4302 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4303 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4304 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4305 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4306 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4307 開発地 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4401 農地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4402 農地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4403 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○ ○

4501 開発地 開発地 農地 農地 農地 農地 ○ ○

4502 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4601 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○

4602 農地 開発地 農地 農地 農地 農地 ○

4603 開発地 開発地 農地 農地 農地 農地 ○ ○

4604 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4605 農地 農地 開発地 開発地 開発地 開発地 ○ ○

4606 農地 開発地 農地 開発地 開発地 開発地 ○

24 9 3 7 7 6 6

地点番号

箇所数

狭い範囲の
みで判読

誤判読の原因

判読結果 現地検証
土地利用判
読基準の
ブレ

格子点判読
基準のブレ

画像ずれ
解像度が
不十分

画像品質の
不良

傾斜を読み
取れず
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の結果は致し方ないものであるが、周辺状況を注意深く吟味すれば、誤判読はある程度防ぐこ

とができる。 

とくに、判読は単時点のみの画像に対して行われたものであるが、3 時点の画像を比較しな

がら判読すれば、誤判読はかなり防げると思われる。 

この項目に起因する誤判読は、31箇所中 24箇所（77％）だった。 

 

② 格子点位置の判読基準のブレ 

格子点が異なる土地利用の境界線近辺にある場合、格子点がどちらの土地利用の上に位置し

ているか判読する基準のブレがある。 

具体的には、2005 年では、「農地」側に位置すると判読したものを 2007 年には「開発地」

側にあると判読するような場合である。 

以前の段階でどちらの土地利用にしたかを参照しないと、どうしても別の土地利用と判定し

てしまうことが起き、その結果土地利用の変化は起きていないのに、再転用が起きたような結

果となってしまう。 

また、各時点の画像には位置ずれがあることもあり、2007 年、2009 年画像の格子点位置が

2005 年画像の格子点位置とはずれている場合がある。10m 以上ずれがある場合にはずれに気

がつきやすいが、10m 以内のずれは気づきにくく、2005 年の格子点に対応していない点を判

読してしまい、土地利用の変化があったように誤判読をする場合がある。 

これを防ぐには他の時点でどちら側の土地利用と判定したか参照することが有効である。こ

の項目に起因する誤判読は、31箇所中 9箇所（29％）だった。 

 

③ 画像の解像度が不十分 

土地利用の単位が細かく、格子点を中心とする半径 31ｍの円内に、森林、農地、建物、道路

等が入り組んでいる場合、SPOT 衛星画像の解像度 2.5m では分解能が不足し、地上の状況を

判読することが困難な場合がある。 

この項目に起因する誤判読は、31箇所中 7箇所（23％）だった。 

 

④ 画像の品質が不良 

画像の明るい部分が真っ白になってしまうサチュレーションが起きていると、植生のない状

態なのか、植生が入った草地・農地なのか判断ができない。 

また、逆に全体の画像のトーンが暗いと、植生がない場所もやや暗く映ることになる。 

さらに、全体がぼやけているような場合も、判読が難しくなる。 

この項目に起因する誤判読は、31箇所中 7箇所（23％）だった。 

 

⑤ 傾斜・起伏が読み取れていない 

ステレオペアで立体視すれば、容易に立体情報が得られるが、画像は 1 枚の単写真であり、

高さ情報、立体情報がない。そのため、急傾斜地も平坦地と判断し、傾斜のある法面などを画

像の濃淡とテキスチャーから「農地」と誤判読している事例が見られた。 

格子点位置部分だけでなく、周辺まで観察し、地形図を参照するなどすれば、地形情報が補
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え、誤判読を防ぐことはできるが、対象地は森林を伐採し土地を改変した箇所が主なので、地

形図に現在の状況が反映されていないことも多く難しい。周辺の状況を注意深く観察し、傾斜・

起伏まで読み取ることで防げると考えられる。 

この項目に起因する誤判読は、31箇所中 6箇所（19％）だった。 

 

⑥ 狭い範囲の画像の濃淡とテキスチャーだけで判断 

リモートセンシングは「土地被覆」の判断は得意だが、「土地利用」の判断は苦手な技術であ

ることは、「①土地利用の判断基準のブレ」で述べたとおりである。 

たとえばゴルフ場の芝生は、被覆的には草地であり、濃淡とテキスチャーは「農地」に酷似

している。しかし、ゴルフ場は、広い視野でみると、その形が独特であり、分解能 30ｍのラン

ドサットでも明確に判読できる。 

このように格子点のごく近辺だけでなく、広く周辺まで見ることによって容易に土地利用を

判断できる場合もある。濃淡とテキスチャーだけを見るのではなく、周囲の状況まで観察する

ことが重要である。 

この項目に起因する誤判読は、31箇所中 6箇所（19％）だった。その内 3箇所はゴルフ場の

フェアウェイを「農地」、1 箇所は国道を「農地」と判定したもので、明らかな誤判読である。 

 

⑦ 画像のずれによる誤判読 

1990 年時点の画像は、空中写真をもとにオルソ化されたものであるが、2005、2007、2009

年時点の SPOT衛星画像は、データ提供会社によって予め幾何学的な補正が行われたものであ

る。 

「②格子点位置の判読基準のブレ」で述べたように、SPOT 衛星画像どうしでも、画像位置

にずれがあることがあり、異なる土地利用の境界線上に格子点がある場合、判読結果に影響を

及ぼし誤判読の原因となる。 

2005、2007、2009 年の SPOT 衛星画像と、別のプロセスで幾何補正された 1990 年画像に

もずれがあることがあり、1990年画像で示された格子点と、スポット画像で示された格子点の

位置が大きく違うことに気づかず誤判読をした事例が 1箇所あった。 

佐賀県小城市の調査地番号 4104では、1990年画像では格子点は森林にあり、2005年以降の

スポット画像では格子点が宅地にあることから、Dと判読された。しかし、1990年画像と 2005

年以降のスポット画像で周辺の地形等をみると、1990年画像の格子点位置は 2005年以降のス

ポット画像では、森林内にあり、D判定自体が間違っている。 

画像にずれが生じている場合もあるので、周辺の状況等を十分観察し、正確に同じ地点の判

読を行うよう留意する必要がある。 

この項目に起因する誤判読は、31箇所中 3箇所（10％）だった。  
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2.5検証結果のとりまとめ 

高分解能衛星画像と現地確認による検証の結果、D 発生と判読された地点のうち、D の再転用

があったとされる地点は確認されなかった。 

2005 年、2007 年、2009 年のデータがある ARD 判読前期分の地域において、3 期間ともに D

と判読された地点が 2,990地点であり、再転用が疑われ、現地確認等すべきと考えられた地点は、

103地点であった。 

103地点のうち、高分解能衛星画像により土地利用を確認したものが 11地点、実際に現地確認

により、土地利用を検証したものが 31地点（うち 1点は現地調査を省略）、重複を除外した結果、

合計 41地点（40％に相当）で検証した結果、すべて誤判読によるものであった。 

これらのことから、1990 年時点で森林であり、1995 年時点で森林から別の土地利用に変化し

た D がさらに 2005 年時点、および 2009 年時点で、別の土地利用に変化する、D の再転用は、

ほとんどないということが明らかになった。 

誤判読については、地上分解能 2.5ｍの衛星画像（白黒画像）を使用していることから、誤判読

を完全になくすということは難しい。しかし、単時点だけでなく、時系列でみることで、論理一

貫性を確保し、さらに地形情報を補助的に用いることで、大半の誤判読を防ぐことが可能である

と考えられた。 

 


