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1. 目的 
 
我が国は，京都議定書第一約束期間の温室効果ガス削減目標 6%のうち 3.8%に相当する 1,300

万炭素トンを森林による吸収量で確保することとしている。毎年，森林による炭素吸収量は， 
2004 年 12 月の COP10 で決定した LULUCF-GPG 等の国際指針に沿った手法で毎年算定・報告

し，条約事務局の編成する専門家チームによる審査を受ける必要がある。 
また，京都議定書第 3 条第 3 項において，1990 年 1 月 1 日から 2012 年末までの土地利用とし

ての森林面積の変化（新規植林（Afforestation），再植林（Reforestation），森林減少（Deforestation），
以下「ARD」という。）を把握し，2008 年当初から 2012 年末までの第一約束期間について，そ

の土地における炭素動態を毎年モニタリングし報告することを定めている。 
このため，平成 15 年度から開始された「森林吸収源計測・活用体制整備事業」では，1989 年

末のオルソ空中写真の整備，SPOT5 号に搭載された HRV センサのパンクロマチックデータの購

入，ARD の判読ツールの開発など ARD モニタリングに必要な情報の整備が進められるとともに，

平成 18 年度～平成 19 年度の 2 ヵ年で日本全国の ARD 把握が実施された。平成 20 年度からは

1989 年末のオルソ空中写真と 2007 年の SPOT5-HRV-P のオルソ画像を用いて，二巡目の ARD
把握が進められており，平成 20 年度および平成 21 年度の 2 ヵ年の業務において判読が完了して

いる。平成 22 年度からは 1989 年末のオルソ空中写真と 2009 年の SPOT5-HRV-P のオルソ画像

を用いて，三巡目の ARD 把握が開始されている。 
 本年度業務では，三巡目の ARD 把握のうち 2 年目分として，日本の国土の半分の 18 万 km2

を対象に，1989 年と 2009 年の間および 2007 年と 2009 年の間の ARD の発生状況等を把握する

ため，1989 年末森林現況図（以下「89 年末空中写真オルソ画像」という。）や SPOT5-HRV-P の

オルソ画像（以下「SPOT 画像」という。）を用いて画像判読を行ない，当該変化があった箇所に

おける土地利用区分の判読を行なった。また，判読した地域の一部において判読精度の向上を目

的とした現地確認を行なった。さらに，これまでの成果に基づき「新規植林・再植林・森林減少

の画像判読の指針」（以下「マニュアル」という。）の改訂を行なった。 
 なお，本年度は，国際航業株式会社が林野庁から受託して，本業務を実施した。 
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2. 業務内容 
（１） 89年末空中写真オルソ画像と 2009年撮影 SPOT画像による土地利用変化等の判読 

① 対象域は表 1 の通りとする。なお，判読対象面積は約 18 万 km2，判読点数は約 75 万点であ

る。 

表 1 判読対象地域および格子点数 

地域　 都道府県コード 県名（振興局名） 格子点数

01-01 オホーツク総合振興局 42,749

01-02 根室振興局 13,974

01-03 十勝総合振興局 43,340

01-04 釧路総合振興局 23,990

01-05 日高振興局 19,238

143,291

7 福島県 55,189

55,189

8 茨城県 24,538

9 栃木県 25,643

10 群馬県 25,448

11 埼玉県 15,206

12 千葉県 21,916

13 東京都 7,310

14 神奈川県 10,232

130,293

19 山梨県 17,877

22 静岡県 31,135

23 愛知県 21,526

70,538

24 三重県 23,513

25 滋賀県 16,076

26 京都府 18,511

27 大阪府 7,857

28 兵庫県 34,084

29 奈良県 14,757

30 和歌山県 19,239
134,037

31 鳥取県 14,035

32 島根県 26,898

33 岡山県 28,832

34 広島県 34,410

35 山口県 25,979
130,154

36 徳島県 16,622

37 香川県 7,615

38 愛媛県 22,961

39 高知県 28,546

75,744

47 沖縄県 7,139

7,139
746,385合計

東
北

合計

東
北

小計

小計

小計

中
国

小計

近
畿

小計

小計

北
陸

中
部

小計

小計

北
海
道
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② 判読に用いる画像情報は，基準年に 1989 年末森林現況図（デジタルオルソ），期末に 2009
年 SPOT 画像を使用することとする。 

③ 判読実施項目は次の 4 項目とする。 

【1】 新規植林・再植林・森林減少（ARD）の把握 
京都議定書 3 条 3 項により報告が求められている新規植林・再植林・森林減少

（Afforestation, Reforestation, Deforestation ; ARD）の地理的位置を，画像判読により

把握する。ARD は，京都議定書の基準年である 1990 年を期首，2009 年を期末とし，

その間の変化を把握する。なお，新規植林・再植林はまとめて AR，森林減少は D と略

称する。 

【2】 土地利用状況の把握 
ARD として特定された箇所における温室効果ガスの吸収/排出量を算定するためには，

森林へ変化する前，もしくは森林から変化した後の土地利用区分を知る必要がある。そ

こで，AR については期首時点，D については期末時点での土地利用区分を，画像判読

により把握する。 

【3】 森林分布状況の把握 
京都議定書では最低樹高・最低樹冠被覆率・最小面積・最小幅の 4 つの数値により森林

を定義することとされている（CMP.1 決定 16 他）。我が国では，森林法５条（民有林）

および７条２項（国有林）の対象森林（森林計画対象森林）とほぼ整合する形で森林の

数値的定義を選択し，これらの森林をもって京都議定書に基づく森林として定義してい

る。両者にどの程度差異があるかを把握するため，CMP.1 決定 16 の森林の数値的定義

に則って森林の分布を画像判読により把握する 

【4】 森林施業による植林・伐採および自然撹乱の把握 
CMP.1 決定 16 により，ARD は土地利用の変化を伴う活動と位置付けられているため，

森林施業としての植林・伐採は ARD とはみなされない。また，自然撹乱による土地被

覆上の非森林への変化は D とはみなされない。しかし，そのような箇所の面積を把握す

ることで伐採量を推測し，森林経営（FM）や自然撹乱に伴う温室効果ガスの吸収/排出

量の算定に寄与できる可能性がある。そこで，森林施業による植林地・伐採地の面積お

よび自然撹乱による崩壊地の面積を，画像判読によって把握する。 
 

（２） 土地利用変化発生箇所における 2007年土地利用区分との比較 

  2007 年と 2009 年の間の ARD 発生箇所を確定するため，1989 年末と 2009 年の間の土地

利用変化発生箇所および 1989 年末と 2007 年の間の土地利用変化発生箇所（既知）の比較を

行なう。また，既知の土地利用変化発生箇所において，土地利用区分の明らかな誤判読が確

認された場合，正しい土地利用区分を入力するとともに，誤判読が生じている判読地点を明

記する。さらに，2007 年と 2009 年の ARD 発生箇所について，必要に応じて，2005 年撮影

の衛星画像を用い，2005 年の土地利用状況との比較を行なう。 
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3. 判読結果 
（1） 第一段階判読 

 第一段階判読においては，基準年（1989 年末）に撮影された空中写真オルソ画像と期末年（2009）
年に撮影された SPOT 画像を比較し，1989 年末から 2009 年にかけての ARD などを判読する。 
 第一段階判読結果の集計表を表 2に，ARD発生箇所における土地利用の変化状況を表 3に示す。

この表には，都道府県別の有効判読点数，基準年から期末にかけての ARD の発生点数，及びそ

れらから算定した年率の ARD 発生率を示している。年率の ARD 発生率は，都道府県別の基準年・

期末画像の平均の撮影年を用いて算定している。 
 判読によって得られた 1989 年末から 2009 年の間に発生した ARD の年率をグラフにしたもの

を，図 1 に示す。いずれの都道府県においても，AR に較べて D の発生率の方が高くなっている。

地域別の傾向を見ると，D については関東地方，東海地方，近畿地方で発生率が高くなっている。

関東地方では圏央道やつくばエクスプレスの建設，これらの周辺における宅地開発などが進めら

れている。東海地方では新東名高速道路の開発，近畿地方では新名神高速道路の建設が進められ

ている。これら交通インフラの整備とその周辺における宅地開発が，D の発生率が高い要因であ

ると考えられる。 
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表 2 第一段階判読結果集計表 
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表 3 第一段階判読における土地利用変化状況 
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図 1 第一段階判読（90－09 間）の都道府県別 ARD 発生率 

（2） 第二段階判読 

 第二段階判読においては，二巡目判読（90-07 年間の判読）の結果と三巡目判読（90-09 年間

の判読で今回の第一段階判読の結果）を比較し，『ARD』，『Area』または『Crown』のフィール

ドに AR または D が発生した格子点で，かつ，二巡目判読と三巡目判読に間にコードの差異が生

じている格子点を対象として判読を行なう。 
 第二段階判読結果の集計表を表 4 に，第二段階判読の ARD 発生箇所における土地利用の変化

状況を表 5 に示す。この表には，都道府県別の有効判読点数，基準年から期末にかけての ARD
の発生点数，及びそれらから算定した年率の ARD 発生率を示している。年率の ARD 発生率は，

都道府県道県別の基準年・期末画像の平均の撮影年を用いて算定している。 
 判読によって得られた2007年から2009年の間に発生したARDの年率をグラフにしたものを，

図 2 に示す。第一段階と同様に，いずれの都道府県においても，AR に較べて D の発生率の方が

高くなっている。D 発生地点数及び発生率について地域別の傾向を見ると，千葉県，茨城県，栃

木県を中心とする関東地方，大阪府，兵庫県を中心とする近畿地方が多い。これらは第一段階と

同様に，交通インフラ整備及びその周辺における宅地開発に伴う開発に起因するものと考えられ

る。 
なお，二巡目判読において判読不能もしくはデータ欠損と判読された格子点で，三巡目判読に

おいてAR もしくはD が発生していた場合についても，05-09 年間の判読を実施することで，ARD
の発生時期を把握することとしたが，本年度の判読では該当するケースはなかった。 
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表 4 第二段階判読結果集計表 
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表 5 第二段階判読における土地利用変化状況 
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図 2 第二段階判読（07－09 間）の都道府県別 ARD 発生率 
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（3） 二巡目判読結果との比較 

 
 二巡目判読により得られた森林率と今回判読（三巡目判読）の森林率を都道府県（北海道は振

興局単位）に比較した結果を図 3 に示す。森林率は，期末の段階で森林の土地利用であることを

示す「非変化・森林」「AR」「施業の植林」「施業の伐採」「施業の伐採/植林」「森林への遷移」の

判読地点数の合計を有効判読点数で除することで算出した。両方の判読結果はほぼ同じ値を示し

ている。 
 判読により得られた森林率を行政統計情報から得られる値と比較したものを図 4 に示す。ここ

で行政統計情報としては，『2010 年世界農林業センサス』の「現況森林面積」を各道県の面積で

除した値を用いた。両者の値はおおよそ一致しており，森林率に関しては，判読結果は妥当なも

のであることを示している。 

 二巡目判読により得られた AR 発生率と今回判読（三巡目判読）の AR 発生率を都道府県別（北

海道は振興局単位）に比較した結果を図 5 に示す。AR 発生率は，二巡目判読よりも三巡目判読

の方が総じて高い。二巡目判読に使用した画像に雲（薄雲を含む）が多く存在しており，樹林と

耕作地が類似して見える場合が多く，画質の問題から見落としが多かったと考えられる。二巡目

判読結果と三巡目判読結果の大きな違いは，二巡目判読における誤判読（画質に起因する誤判読

を含む）に起因する場合が多いと判断される。 
 判読により得られた AR 発生率を行政統計情報から得られる値と比較したものを図 6 に示す。

ここで行政統計情報としては，農林水産省発行の『農地の移動と転用』に記載されている「用途

別の農地転用面積の合計」の「植林」面積について，平成 2 年（1990 年）～平成 20 年（2008
年）版の 19 年間分を合計して各道県の面積で除した値を用いた。一部地域において判読結果と行

政情報に乖離が生じているが，これは，小規模な AR と「森林施業による植林」または「森林へ

の自然遷移」とを SPOT 画像の空間分解能で適切に判読することが困難な場合があり，これらを

未抽出・過剰抽出していることに起因すると考えられる。 
二巡目判読により得られた D 発生率と今回判読（三巡目判読）の D 発生率を都道府県別（北海

道は振興局単位）に比較した結果を図 7 に示す。両者の値は整合性のある範囲にあると考えられ

る。 

判読により得られた D 発生率を行政統計情報から得られる値と比較したものを図 8に示す。こ

こで行政統計情報としては，農林水産省発行の『2000 年世界農林業センサス』の「森林の転用用

途別面積」を各道県の面積で除した値を用いた。判読時期と統計情報におよそ 10 年の差があるた

め，分布がばらついているものの，一部の地域を除いては，両者の値はおおよそ整合性のある範

囲に収まっていると考えられる。 
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図 3 二巡目の森林率判読結果との比較 

 

図 4 行政統計情報による森林率との比較 
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図 5 二巡目の AR 発生率判読結果との比較 

 

図 6 行政統計情報による AR 発生率との比較 
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図 7 二巡目の D 発生率判読結果との比較 

 

  

図 8 行政統計情報による D 発生率との比較 
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4. 判読結果の品質評価 
 
(1) 品質評価方法 

 判読成果の品質を管理するため，地理情報標準に準拠した考え方で，品質評価方法および品質

要件を検討した。図 9 には品質評価の流れ，表 6 には，品質評価方法および品質要件をそれぞれ

示す。 
 

 
図 9 判読データの品質評価の流れ 

【抜取・手動】 
主題正確度の品質評価 

ARD その他 

【全数・手動】 
主題正確度の品質評価 

【全数・自動】 
完全性の品質評価 

【全数・自動】 
論理一貫性の品質評価 
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表 6 品質評価方法および品質要件 

品質要素 品質副要素 評価方法および品質要件 
完全性 漏れ/過剰 プログラムによる全数検査を行い，県境の範囲内の格子

点データの漏れ/過剰の誤率が 0％の場合，合格とする。 
論理一貫性 定義域一貫性 プログラムによる全数検査を行い，判読結果のコードが

定められた範囲の数値であれば，合格とする。 
主題正確度 非定量的主題

属性の正しさ 
ARD が含まれる点と含まれない点に分けて，検査を行

う。判読結果と参照データ（空中写真，SPOT，地形図等

の資料）の比較を行い，判読結果のエラーを判定する。 
・ ARD を含む点については，全数検査を行い，誤率が

0％の場合，合格とする。 
・ ARD 以外の点については，ロット（都道府県単位）

ごとに抜取検査（ロット全体の面積の 2%）を行い，

誤判読の点が 5％未満であれば，合格とする。なお，

検査単位は，5000 国土基本図図郭（48 点の判読点を

含む）とする。 
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(2) 品質評価結果 

 品質評価の結果は，表 7 に示すとおりである。 
 

表 7 品質評価結果 

地域　 都道府県コード 県名（振興局名）
完全性

（エラー率：％）
論理一貫性
（エラー率：％）

主題正確性
（エラー率：％）

判定

01-01 オホーツク総合振興局 0.00% 0.00% 0.23% 合格

01-02 根室振興局 0.00% 0.00% 0.00% 合格

01-03 十勝総合振興局 0.00% 0.00% 0.22% 合格

01-04 釧路総合振興局 0.00% 0.00% 0.00% 合格

01-05 日高振興局 0.00% 0.00% 0.23% 合格

東北 7 福島県 0.00% 0.00% 1.90% 合格

8 茨城県 0.00% 0.00% 0.57% 合格

9 栃木県 0.00% 0.00% 0.76% 合格

10 群馬県 0.00% 0.00% 0.76% 合格

11 埼玉県 0.00% 0.00% 0.30% 合格

12 千葉県 0.00% 0.00% 0.63% 合格

13 東京都 0.00% 0.00% 0.00% 合格

14 神奈川県 0.00% 0.00% 0.42% 合格

15 山梨県 0.00% 0.00% 0.26% 合格

16 静岡県 0.00% 0.00% 0.64% 合格

17 愛知県 0.00% 0.00% 0.00% 合格

24 三重県 0.00% 0.00% 0.21% 合格

25 滋賀県 0.00% 0.00% 0.60% 合格

26 京都府 0.00% 0.00% 0.00% 合格

27 大阪府 0.00% 0.00% 0.52% 合格

28 兵庫県 0.00% 0.00% 0.00% 合格

29 奈良県 0.00% 0.00% 0.00% 合格

30 和歌山県 0.00% 0.00% 0.46% 合格

31 鳥取県 0.00% 0.00% 0.00% 合格

32 島根県 0.00% 0.00% 0.35% 合格

33 岡山県 0.00% 0.00% 0.16% 合格

34 広島県 0.00% 0.00% 0.56% 合格

35 山口県 0.00% 0.00% 0.38% 合格

36 徳島県 0.00% 0.00% 0.00% 合格

37 香川県 0.00% 0.00% 0.00% 合格

38 愛媛県 0.00% 0.00% 1.46% 合格

39 高知県 0.00% 0.00% 0.00% 合格

九州 47 沖縄県 0.00% 0.00% 0.69% 合格

四
国

中
部

近
畿

北
海
道

関
東

中
国

 
 
 抜き取り検査を行なった結果，検査点数 15,696 点において ARD の発生見落とし点数は 0 点で

あり，見落とし率は 0.00％であった。 
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5. 第三者による判読結果の品質管理 
 
品質管理の透明性を確保するため，第三者による検査を実施した。判読作業を担当した国際航

業(株)とは異なる組織による検査とするため，(一社)日本森林技術協会が担当した。この検査は，

第一段階の判読で ARD と判読された全ての地点に対して，画像を確認して適切であるか判断す

ることで実施した。 
検査の結果，誤判読であることが確認された地点数を，表 8 に示す。一部の地域においてエラ

ー率が高くなっているが，これらの多くは検査者も判断に迷う事例が多かった。判読者が判断に

迷った場合，どのように迷ったかを把握できるようにするため，QA にコードを記入することに

なっている。検査者によって誤判読とされた地点の QA には，検査者の判断と同様のコードが入

力されている地点が多くを占め，明らかに誤判読ということが分かった地点はわずかであり，QA
に記入したコードも含めて考えれば，相応に高い精度で判読できていると考えられた。なお，こ

の第三者検証は，ARD と判読された全ての地点で実施し，誤判読と判断された点は，コードの修

正を行なった。 



 

 19

 

表 8 第三者による品質管理結果 

地域　 都道府県コード 県名（振興局名） 誤判読の地点数 エラー率

01-01 オホーツク総合振興局 11 4.64%

01-02 根室振興局 4 5.00%

01-03 十勝総合振興局 9 2.31%

01-04 釧路総合振興局 5 3.50%

01-05 日高振興局 8 5.97%

東北 7 福島県 6 0.88%

8 茨城県 6 1.01%

9 栃木県 0 0.00%

10 群馬県 3 0.90%

11 埼玉県 4 1.35%

12 千葉県 6 1.23%

13 東京都 1 1.39%

14 神奈川県 0 0.00%

15 山梨県 6 3.51%

16 静岡県 7 1.76%

17 愛知県 5 1.38%

24 三重県 1 0.22%

25 滋賀県 3 1.32%

26 京都府 2 0.77%

27 大阪府 2 1.27%

28 兵庫県 4 0.72%

29 奈良県 1 0.54%

30 和歌山県 6 2.56%

31 鳥取県 3 1.96%

32 島根県 6 2.01%

33 岡山県 5 1.15%

34 広島県 5 0.97%

35 山口県 6 1.60%

36 徳島県 4 2.27%

37 香川県 2 1.18%

38 愛媛県 4 1.83%

39 高知県 4 1.76%

九州 47 沖縄県 2 1.26%

北
海
道

関
東

中
部

近
畿

中
国

四
国
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6. 判読精度向上のための現地調査 
 

ARD 判読に関する精度を検証し，さらにその精度を向上することを目的として，現地調査を実

施した。ARD 判読結果に対する現地調査はこれまで，北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・

茨城県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・高知県・福岡県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島

県で実施されてきている。そこでこれらとの地域的なバランスを考慮し，現地調査の対象地域と

して，愛知県と愛媛県の 2 県を選定した。 
現地調査は，それぞれ以下の日程で実施した。 
 愛知県 ： 2011 年 12 月 8 日，12 月 13～14 日 
 愛媛県 ： 2012 年 1 月 11 日～13 日 

調査をおこなった地点は，第二段階判読において 2007 年～2009 年の間に新たに ARD が発生し

たと判読されている地点とした。したがって，2007 年～2009 年の間に新たに発生した ARD の他

に，二巡目と三巡目の解釈の相違，例えば本来は ARD である地点を二巡目では非変化と誤判読

していた地点なども含まれることになる。図 10 に地点の分布を示す。愛知県では 24 地点，愛媛

県では 20 地点が対象となった。ただし，到達できなかった調査地点もあり，実際に現地調査を実

施したのはそれぞれ 23 地点と 18 地点であった。 
 

  (a) 愛知県                 (b) 愛媛県 

    

図 10 現地調査地点の分布 
（赤丸は調査実施地点，黒丸は到達できなかった地点） 

現地調査の結果を，表 9 および表 10 に示す。これらの表では，4 つの項目に分けて精度を評価

している。(2)に示しているのは，属性情報『ARD』に記入されているジャストポイントの判読に

対する精度を評価したものである。(3)に示しているのは，面積・樹冠率に関する森林定義を考慮

した判読に対する精度を評価したものである。(4)に示しているのは，属性情報『LU90』もしく

は『LU09』に記入されている土地利用の判読に対する精度を評価したものである。土地利用の評

価は，ARD と判読され，現地において実際に ARD が確認された地点のみを対象に評価している。

(1)に示しているのは，これら全ての判読項目が正しく判読されていたかを評価したものである。

なお，精度検証については，属性情報 ARD において AR もしくは D と判読された地点を対象と

している。 
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表 9 愛知県における現地調査結果 

 
地点数 判読精度 

(User’s Accuracy) 

(1) すべての判読項目を正

しく判読できていた地点 

20 地点のうち 12 地点 60.0% 
内

訳 
AR ：3 地点のうち 0 地点 0.0% 
D ：17 地点のうち 12 地点 70.6% 

(2) 面積・樹冠率の定義を

考慮しない場合に正しく

判読できていた地点 

20 地点のうち 15 地点 75.0% 
内

訳 
AR ：3 地点のうち 0 地点 0.0% 
D ：17 地点のうち 15 地点 88.2% 

(3) 面積・樹冠率の定義を

考慮した場合に正しく判

読できていた地点 

20 地点のうち 15 地点 75.0% 
内

訳 
AR ：3 地点のうち 0 地点 0.0% 
D ：17 地点のうち 15 地点 88.2% 

(4) 土地利用を正しく判読

できていた地点 

15 地点のうち 12 地点 80.0% 
内

訳 
AR ：0 地点    ― 
D ：15 地点のうち 12 地点 80.0% 

 

表 10 愛媛県における現地調査結果 

 
地点数 判読精度 

(User’s Accuracy) 

(1) すべての判読項目を正

しく判読できていた地点 

14 地点のうち 10 地点 71.4% 
内

訳 
AR ：2 地点のうち 0 地点 0.0% 
D ：12 地点のうち 10 地点 83.3% 

(2) 面積・樹冠率の定義を

考慮しない場合に正しく

判読できていた地点 

14 地点のうち 11 地点 78.6% 
内

訳 
AR ：2 地点のうち 0 地点 0.0% 
D ：12 地点のうち 11 地点 91.7% 

(3) 面積・樹冠率の定義を

考慮した場合に正しく判

読できていた地点 

14 地点のうち 11 地点 78.6% 
内

訳 
AR ：2 地点のうち 0 地点 0.0% 
D ：12 地点のうち 11 地点 91.7% 

(4) 土地利用を正しく判読

できていた地点 

12 地点のうち 10 地点 83.3% 
内

訳 
AR ：0 地点    ― 
D ：12 地点のうち 10 地点 83.3% 

 
愛知県において，AR と判読された地点の例を図 11 に示す。図 11 の地点において画像からは，

基準年において採石場等の利用がなされていたが，2007 年時点で地拵えが行なわれ，2009 年時

点で AR が発生していると判断された。現地調査の結果，アカマツ林が存在したものの樹高は不

均質であり，採石を中断した箇所に天然更新によってアカマツ林が形成されていた。このため，

判読結果は AR ではなく森林への自然遷移となる。SPOT 画像の分解能では，微地形を読み取る

ことが困難であり，法面の段が植栽列に読み取れるため，AR と誤判読された。 
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基準年画像(1990 年) 2007 年 期末画像(2009 年) 

   
現況写真 

 

図 11 誤判読されていた AR の事例（愛知県） 

 
 判読に使用している SPOT 画像の分解能 2.5m では，土地利用を判断することが困難な事例が

多い。ARD の判読マニュアルにおいては，幅員 3m 以下の作業道は D としない，作業道の法面

への変化は D としないとされている。このため，山間の森林において，SPOT 画像の 2 画素以上

（5m 以上）の線状の伐採は作業道とはせずに D が発生していると判断している（図 12）。しか

しながら，作業道とその法面が組み合わさると，5m 以上の線状の伐採地となる場合もあり，D
と誤判読されることがある。AR の場合と同様に，SPOT 画像の分解能の限界に起因する誤判読で

あると言える。 
土地利用については，過年度事業と同様に，『開発地』と『その他の土地』との誤判読が多かっ

た。造成地や道路のように明確に開発が読み取れるものと，それ以外との区別について，画像情

報だけでは土地利用の判断が難しいことがその原因である。土地利用として『開発地』と『その

他の土地』を区別しなければ，土地利用の判読成果は 100%であった。 
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基準年画像(1990 年) 2007 年 期末画像(2009 年) 

     
現況写真 

 

図 12 誤判読されていた D の事例（愛知県） 

 
基準年画像(1990 年) 2007 年 期末画像(2009 年) 

   
現況写真 

 

図 13 正しく判読されていた D の事例（愛知県） 

愛媛県においても愛知県と同様に AR と森林への自然遷移が誤判読されていた（図 14）。基準

年において判読地点は農地であり，2007 年，2009 年において森林が確認でき，周囲の森林と同

様の肌理・色調であることから，農地へ人為的に植林され AR が発生したと判断した。しかしな

がら，現地調査の結果，当該地点は耕作放棄地にヤマハゼ，クヌギ，ミズキなどが自然遷移を起

こしている箇所であったため，AR ではなく森林への自然遷移が正しい。 
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基準年画像(1990 年) 2007 年 期末画像(2009 年) 

   
現況写真 

 

図 14 誤判読されていた AR の事例（愛媛県） 

 
 図 15，図 16 は D 発生と判読された地点である。図 15 は，土地被覆上は森林（判読地点は林

縁部分）であるが，画像の黄色線より北側については，2007 年までに土地整備事業用地とされて

おり，森林計画対象から外れたため，現行の判読マニュアルでは土地利用上は非森林となるため，

D が発生したと判断される。衛星画像から土地被覆を読み取ることは比較的容易であるが，土地

利用を判断することは困難である。 
 図 16 は基準年において森林だった場所が，周辺の宅地の拡大に伴う伐採により D が発生した

と判断されたが，現地調査の結果，伐採された人工林が放置され竹林化し，一部にクヌギが植林

されている場所だと判明した。格子点の周辺は森林・宅地・竹林が細かく入り組んでいるため，

SPOT 画像の分解能では判断が困難である。 
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基準年画像(1990 年) 2007 年 期末画像(2009 年) 

   
現況写真 

 

図 15 正しく判読されていた D の事例（愛媛県） 

 
基準年画像(1990 年) 2007 年 期末画像(2009 年) 

   
現況写真 

   

図 16 誤判読されていた D の事例（愛媛県） 
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7. マニュアルの見直し 
 本事業では，空中写真と衛星画像を判読することで ARD の発生状況や土地利用の変化情報を

把握するが，その判読には複雑な判断が伴うため，「新規植林・再植林・森林減少の画像判読の指

針」（以下「マニュアル」という。）に従って作業を行なう必要がある。平成 22 年度事業において

マニュアル改訂が実施された。本年度事業では，改訂マニュアルに従った判読作業を実施し，マ

ニュアルの妥当性を検証するとともに，必要に応じて改めてマニュアルの見直しを行なった。 
 本章では，代表的な改訂箇所についてのみ明記する。改訂したマニュアルの詳細は別冊の「新

規植林・再植林・森林減少の画像判読の指針」を参照のこと。 
 
（1） 判読マニュアルの改訂 

① 京都議定書の森林の定義に従った判読結果の明確化 
京都議定書報告においては，森林を定義するための数値的閾値を国ごとに設定する必要が

あり，日本においても閾値が設定されている。本事業においては，この閾値に従って画像判

読を行なっているが，判読結果には閾値ごとに判断した結果を明記していなかった。そこで，

判読結果の属性情報に，京都議定書における日本の森林定義基準である面積，樹冠被覆率，

森林の幅を考慮することで判読結果が変わる場合には，属性情報『Area**』『Crown**』
『Width**』にその結果を記入し，格子点，面積，樹冠被覆率，森林の幅を総合的に判断し

て，京都議定書の定義に基づく森林現況判読結果を『KP**』（“KP”は“Kyoto Protocol”の

略）に記入することで明確化することにした。 
 

② 森林現況のコードの変更と追加 
従来の判読作業では ARD の判読作業に先立ち，基準年（1990 年）と期末年における森林

現況（土地被覆上および土地利用上の森林か非森林か，ARD 判読における森林の条件を満た

すか等）を判読していたが，従来は記録としては残していなかった。平成 22 年度事業のマニ

ュアル改訂の際，判読地点の格子点データに基準年および期末年における森林現況コードを

記録として残すとともに，2 時期の現況コードに変化があった地点を対象として ARD 等の変

化を把握することで，判読作業の煩雑さを解消するようにした。しかしながら，現況判読コ

ードでは，森林か非森林かを判断するコードしか設定されておらず，画像データの欠損や雲

や雲陰に起因する判読不能箇所だった場合に入力するコードが存在していなかった。そこで，

現況コードについて，画像データ欠損及び判読不能の際に入力するコードを追加した。 
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コード 内容 説明 

1 非森林 

『PRES**』は、格子点上の現況判読で非森林と解釈される点 

『Area**』『Crown**』『Width**』は、面積、樹冠被覆率、森林幅それぞ

れの数値的閾値の判断基準において，非森林と解釈される点 

『KP**』は、京都議定書の定義に基づく数値的閾値の判断基準において，

非森林と解釈される点 

2 森林 

『PRES**』は、格子点上の現況判読で森林と解釈される点 

『Area**』『Crown**』『Width**』は、面積、樹冠被覆率、森林幅それぞ

れの数値的閾値の判断基準において，森林と解釈される点 

『KP**』は、京都議定書の定義に基づく数値的閾値の判断基準において，

森林と解釈される点 

３ データ欠損 画像データが欠損しており判読できない点 

４ 判読不能 
オルソ作成時の画像の歪みが大きい，雲・雲陰などの影響で判読ができな

い点  

 
 
（2） 専門家の意見聴取 

 本事業は国際機関に報告する情報の収集・分析を行なうためのものである。判読のマニュアル

改訂においては，国際機関に報告する情報の品質および判読作業手順の妥当性が確保されなけれ

ばならない。 
 そこで，本事業に造詣の深い学識者に委員として参画頂き，マニュアル改訂案検討会を開催し，

平成 22 年度事業にて実施したマニュアル改訂箇所の報告及び見直しが必要な箇所について意見

を聴取した。 
 
 
8. 今後の課題 
・ 判読精度の向上に向けた使用画像の空間分解能について 

 本事業では基準年（1990 年）については空中写真，期首・期末年については SPOT 画

像を使用しているが，SPOT 画像は空間分解能が 2.5m であるため，小規模な ARD，特

に AR を適切に判読できない場合が多く，本来 AR が発生している地点を見逃している

可能性がある。加えて AR と森林経営による植林が類似して見えるため，元々発生量の

少ない AR を適切に判読できない可能性が高い。デジタル航空写真のような 2.5m より

も空間分解能が高くかつカラー情報（近赤外情報も含む）を持つ画像を利用することで，

ARD をより高精度で判読可能になると期待される。 
 


