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人工衛星画像から算出した
積雪分布の精度について
土木研究所
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北海道の中央部に位置する忠別ダムを対象に，積雪ピーク期に人工衛星画像から算出した積
雪深の分布と航空レーザ測量から算出した積雪深の分布を比較し，人工衛星画像から算出した
積雪深分布の精度について報告する．
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を計測し，樹林帯においては標高と積雪深との間に線形
の関係があること，高山帯においては地表面の地上開度
6)
と積雪深との間に線形の関係があることを報告してい
積雪寒冷地においては，積雪は貴重な水資源である．
るが，データの蓄積により，このような関係は積雪のピ
一方で，融雪水は融雪出水及び土砂災害の要因となる．
ーク期に毎年見られることが確認されている．しかし，
このため，積雪のピーク期に，山間部に蓄積された積雪
航空レーザ測量は使用する航空機の飛行時間（飛行距離）
の量及びその分布を正確に把握することは，水資源管理
の制約があること，コストが高いことから，ダムの流域
及び防災の面で重要である．
のような広範囲を対象に毎年実施することは難しい．
国内では，過去に山間部において盛んに行われた積雪
最近，UAV写真測量が急速に普及している．UAV写
調査の結果から（例えばYamada1)），樹林帯においては
真測量による地表面の計測は，コストが低く，機動性が
標高と積雪深（積雪相当水量）との間に線形の関係があ
高いことから，高頻度の観測が可能である．UAV写真
ることが報告されている．現在のダム管理の現場におい
測量による積雪の計測については，内山ら7)が雪崩災害
ては，毎年積雪のピーク期に積雪調査を行い，この結果
調査に適用した例や，小花和ら8)が山地斜面を対象に計
から標高と積雪深（積雪相当水量）との線形の関係式を
測した例がある．これらによると，UAV写真測量によ
作成し，流域における積雪包蔵水量を推定することが一
り，高解像度で高精度の積雪分布のデータが高頻度で得
般的である．しかし，積雪調査は冬期に入山して予め決
られるといったメリットが示されている7), 8)．しかし，
められた地点の積雪を観測するものであり，多大な労力
主としてUAVの運航限界に起因し，航続時間が短いこ
を必要とし，雪崩等の危険を伴う．また，森林限界以上
とから観測範囲が狭いこと，強風時や降雪等により視界
の高山帯においては，標高と積雪深（積雪相当水量）と
2)
が悪い時に計測が難しいことといった課題が示されてお
の間に線形の関係が見られないため ，現在の一般的に
り7), 8)，広大な流域を有するダム管理の現場への適用は
適用されている手法を，流域内に高山帯を含むダムに適
現実的ではない．
用した場合，流域における積雪包蔵水量の推定精度が低
近年，高解像度の人工衛星画像から高精細のDEMを
下する．
作成する技術が開発され9)，人工衛星画像から積雪分布
近年，リモートセンシング技術の発達により，冬期に
を算出した例がある10)．前述したように，様々なリモー
立ち入りが困難な範囲の積雪を上空から計測できるよう
トセンシング技術を用いて積雪を計測できるようになっ
になった．無積雪期に地表面を，積雪期に積雪表面をそ
たが，国内の山間部に位置するダム流域を対象とした場
れぞれ計測した結果から，それぞれの標高モデル
合，比較的低コストで，ダム流域全体を一度に計測でき
（DSM: Digital Surface ModelもしくはDEM: Digital Elevation
Model）を作成し，その差分を積雪深とするものである． る可能性がある点で人工衛星画像が有利である．しかし，
人工衛星画像から算出した積雪分布の精度を広範囲に渡
このような手法による積雪分布の算出においては，航
って検証した事例はほとんどない．そこで本研究では，
空レーザ測量が最も普及しており，データの蓄積が進ん
北海道の忠別ダム流域において，積雪ピーク期に人工衛
でいる．最近では，蓄積されたデータを用い，毎年の積
星画像を撮影し，画像から求めた積雪分布の精度を，同
雪分布の類似性について検討した例がある3), 4), 5)．国内の
3), 4)
日に実施した航空レーザ測量から求めた積雪分布を用い
例を挙げると，西原ら は，北海道の大雪山系旭岳周
て検証した．
辺において，航空レーザ測量によりピーク期の積雪分布

1. はじめに

Terumasa Nishihara and Atsushi Tanise
－ 521 －

ダムサイト

旭岳温泉
忠別ダム流域

大雪ダム流域

人工衛星画像
航空レーザ測量
ダム流域界

地理院地図

図-1 計測を実施した範囲

2. 計測を実施した範囲
計測は図-1に示す忠別ダム流域において実施した．積
雪ピーク期に人工衛星画像を撮影した範囲は100km2，航
空レーザ測量を実施した範囲は30km2である．このうち，
赤線及び緑線で囲まれた20km2が重複しており，同範囲
を人工衛星画像から計算した積雪分布の検証範囲とする．
図-2に人工衛星画像を撮影した範囲の標高分布，図-3に
環境省の自然環境保全基礎調査の結果を基に10分類した
植生分布をそれぞれ示す．人工衛星画像を撮影した範囲
標高帯は概ね700m～2300mであり，西側の中央部に深い
谷が見られる（天人峡）．積雪分布の検証範囲の標高帯
は1100m～2300mであり，標高1450m付近（図-2，図-3の
赤線）に森林限界がある．樹林帯においては，樹高が10
～20m程度の針広混交林の占める割合が多い．積雪のピ
ーク期には樹木下の下層植生は積雪の下に完全に埋没す
る（写真-1）．高山帯においては，一部に樹高が1～2m
程度の低木が分布している範囲があるが，積雪のピーク
期にはこれらを含めた植生は，積雪の下に完全に埋没す
る（写真-2）．

標高 (m)
航空レーザ測量
ダム流域界

森林限界
（航空レーザ測量範囲）

図-2 人工衛星画像を撮影した範囲の標高分布

3. 使用した人工衛星画像
使用した人工衛星画像は，2018年3月21日にGeoEye-1セ
森林限界
航空レーザ測量
ンサにて撮影されたものである．GeoEye-1は2008年9月6
（航空レーザ測量範囲）
ダム流域界
日に打ち上げられた商用衛星であり，アメリカ合衆国の
DigitalGlobe社が運用している．高度681kmの太陽同期軌
道を周回しており，回帰日数は3日以内である．回帰日
数とは，地球を周回している人工衛星が同じ地点に戻っ
図-3 人工衛星画像を撮影した範囲の植生分布
てくるまでの日数であり，回帰日数が短いほど，対象範
囲を撮影できる確率が高くなる．観測幅は15.2kmである．
観測幅とは，人工衛星の進行方向に対して垂直方向の衛
4. 作成したデータ及び精度の検証方法
星が撮影できる幅であり，観測幅が大きいほど一度に撮
はじめに，積雪のピーク期に取得した人工衛星画像及
影できる範囲が広くなる．ダム流域を一度に撮影できる
び航空レーザ測量データから，樹木等の地物を取り除い
かどうかは，流域の東西方向の幅が目安となり，忠別ダ
た積雪表面のDEMをそれぞれ作成する．
ムの場合は約23kmである．分解能はパンクロマチック
人工衛星画像から作成した積雪表面のDEMは，AW3D
画像が0.41m，マルチスペクトル画像が1.64mである．
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年3月21日に実施した．後述する地表面のDEMの水平解
像度が1mであるため，積雪表面のDEMの水平解像度は
1mとした．GCPは測量範囲に含まれる旭岳ロープウェ
イの駐車場に設けた．
積雪深は，人工衛星画像及び航空レーザ測量データか
ら作成したそれぞれの積雪表面のDEMから，無雪期
（2008年9月12日～10月16日）に実施した航空レーザ測
量データから作成した地表面のDEM（水平解像度1m）
を差し引くことにより求めた．なお，積雪深がマイナス
となった場合は，当該メッシュをデータから除外した．
また，傾斜が55°以上の斜面には積雪が堆積しない9)こ
とが報告されていることから，当該メッシュにおける積
雪深は0とした．加えて，旭岳温泉地区及び旭岳ロープ
写真-1 積雪の状況（樹林帯）
ウェイの施設周辺は，人工構造物が多数あるため，デー
タから除外した．以降，航空レーザ測量データから作成
した積雪表面のDEMと地表面のDEMとの差分による積
雪深を「航空レーザ測量」，人工衛星画像から作成した
積雪表面のDEMと航空レーザ測量データから作成した
地表面とのDEMの差分による積雪深を「人工衛星画像」
と表記する．
本研究では，航空レーザ測量の積雪深を真値と見なし，
人工衛星画像の積雪深の精度を検証する．検証の際，山
間部における積雪分布が有していると考えられる以下の
特徴を考慮し，対象範囲を区分する．具体的には積雪表
面のDEMを作成する際，樹林帯においてはフィルタリ
ングにより樹木等の地物を除去する必要があるのに対し
（写真-1），高山帯においては積雪表面が直接計測され
ており，除去すべき地物がほとんど無く（写真-2），積
写真-2 積雪の状況（高山帯）
雪表面のDEMの精度に影響している可能性がある．人
9)
工衛星画像から作成した積雪表面のDEMは，解像度が
高精細版0.5mである ．ここで，AW3Dとは最近急速に
異なるパンクロマチック画像及びマルチスペクトル画像
普及が進んでいる，人工衛星画像から作成された3D地
図の1つである．3D地図は，撮影角度（オフナディア角） を用いており，それぞれから作成したDEMは精度が異
なる可能性がある．樹林帯と高山帯では積雪分布の特徴
が異なる複数の画像（ステレオペア）をステレオ処理す
が異なる2) ．対象範囲においては，積雪期の卓越風向は
ることにより作成される．本研究で使用した画像は，
2018年3月21日にGeoEye01センサにて撮影したパンクロ
北西であり13)，卓越風向に対して風衝斜面（忠別ダム流
マチック画像のステレオペアである．なお，同画像には， 域）と風背斜面（大雪ダム流域）では積雪分布の特徴が
異なる5) ．
積雪表面からの反射光により画素値が飽和し，画像マッ
チング処理が困難な範囲があった．この範囲については，
同時にGeoEye01センサにて撮影したマルチスペクトル画
5. 結果と考察
像（水平解像度2m）の赤バンドが飽和していない画素
(1) 積雪分布
値であったため，この画像のステレオペアを用いて別途
DEMを作成し，線形補間により水平解像度を0.5mとし
図-4に人工衛星画像による積雪深の分布を示す．図中
の黒塗りの範囲は，旭岳温泉地区及び旭岳ロープウェイ
て，パンクロマチック画像から作成したDEMを補間し
11)
の施設周辺のデータから除外した範囲であり，白抜きの
た ．地上基準点（GCP）は，旭岳温泉地区に，通路及
範囲は積雪深がマイナスとなった範囲である．精度検証
び駐車場の雪を常時融かしている施設があり，路面が露
範囲（緑線で囲われた範囲）における積雪分布を見ると，
出していたため，ここに設定した．なお，後述する航空
樹林帯においては積雪深が小さく狭い範囲に分布してい
レーザ測量データから作成したDEMと水平解像度を合
るのに対し，高山帯においては積雪深が幅広く分布し，
わせるため，平均値を用いてリサンプリングし，水平解
尾根に沿って積雪の少ない箇所，谷に沿って積雪の多い
像度1mのDEMを作成した．
箇所が分布しており，山間部における積雪分布の特徴2)
航空レーザ測量は，人工衛星画像の撮影と同日の2018
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表-1 積雪深の RMSE (m)
全体

(a)

(b)

(c)

1.076

樹林帯

高山帯(忠別)

高山帯(大雪)

1.049

1.087

1.112

樹林帯

高山帯(忠別)

高山帯(大雪)

Pan.

Multi

Pan.

Multi

Pan.

Multi

1.030

1.505

0.705

1.670

0.552

1.511

表-2 積雪量 (106×m3)
全体

(a)

58.4
53.9
(-0.08)

航空レーザ測量
人工衛星画像

航空レーザ測量
ダム流域界

森林限界

積雪深 (m)
(b)

（航空レーザ測量範囲）

樹林帯

高山帯
(忠別)

高山帯
(大雪)

11.1
11.2
(0.01)

42.8
38.6
(-0.10)

4.1
3.6
(-0.12)

航空レーザ測量
人工衛星画像

図-4 人工衛星画像から求めた積雪分布

が捉えられている．
一方で，西側の中央部には深い谷に沿って（天人峡付
近）積雪深が30mを超える箇所が見られる．人工衛星画
像からは，深い谷底にある積雪表面を捉えることができ
ず，積雪表面の DEM が過大に計算されたことが要因と
考えられる．
また，忠別ダム流域と大雪ダム流域の流域界に沿って，
大雪ダム流域側（風背斜面）にも積雪深が 30mを超える
箇所が見られる．局所スケールにおいては，局所地形の
影響を受けた地表面近傍の風の場が影響し，Mott et al.14)
によると，荒天時における卓越風向と直角に交わる尾根
の上には強い降雪をもたらす雲が形成されること，風背
斜面に風速が遅く積雪が堆積しやすい箇所が形成される
ことが報告されている．人工衛星画像を撮影した範囲に
おける冬期の卓越風向（北西）に対して，忠別ダム流域
と大雪ダム流域の流域界（尾根）が概ね直角に交わって
いることから，大雪ダム流域側に積雪が堆積しやすい箇
所が現れたと考えられる．
ここからは，航空レーザ測量を実施した範囲を対象に，
人工衛星画像から求めた積雪分布の精度を検証する．表
-1 に，積雪分布の特徴等を基に区分した区域毎に算出
した積雪深の RMSE を示す．表中の「Pan.」は積雪表面
の DEM を作成する際にパンクロマチック画像を使用し
た範囲，「Multi」はマルチスペクトル画像の赤バンド
を使用した範囲である．なお，区域により面積が異なる
ことから，RMSE の計算に用いたサンプル数が異なる．
平均的に RMSE は 1m程度となっている．表(b)には，

樹林帯
Pan.
航空レーザ測量
人工衛星画像

10.7
0.4
10.8
0.4
(0.01)
(0.11)
高山帯(忠別)
Pan.

(c)

航空レーザ測量
人工衛星画像

航空レーザ測量
人工衛星画像

Multi

Multi

22.6
20.2
21.3
17.3
(-0.06)
(-0.14)
高山帯(大雪)
Pan.

Multi

1.1
1.0
(-0.09)

2.9
2.5
(-0.13)

パンクロマチック画像及びマルチスペクトル画像を使用
した区域を区別せずに，樹林帯及び高山帯に区分した
RMSE を示したが，差はほとんど見られない．表(c)には，
樹林帯及び高山帯をそれぞれパンクロマチック画像及び
マルチスペクトル画像を使用した区域に分けて RMSEを
示した．マルチスペクトル画像を使用した範囲と比較し
て，パンクロマチック画像を使用した範囲の RMSEが小
さい．これは，マルチスペクトル画像と比較してパンク
ロマチック画像の解像度が高いことが，積雪表面の
DEM の精度に影響しているためと考えられる．また，
パンクロマチック画像同士で比較すると，樹林帯と比較
して高山帯の RMSEが小さい．これは，高山帯において
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(3) 地形と積雪深の関係
人工衛星画像を用いた場合，ダム流域全域を一度に撮
影できる可能性があるが，撮影できなかった範囲があっ
た場合には，撮影できた範囲における積雪深と地形との
関係等を用いて，撮影できなかった範囲の積雪深を推定
し，データを補完する必要が生じる．既往研究 2), 4), 5)によ
ると，樹林帯においては標高と積雪深との間に線形の関
係があること，高山帯においては地表面の地上開度と積
雪深との間に線形の関係があることが示されており，人
工衛星画像から求めた積雪深がこのような特徴を有して
いるかどうか検証する．ここで地上開度 6)とは，着目す
る地点が周辺に比べて地上に突き出ている程度及び地下
に食い込んでいる程度を数量化したものであり，地表面
の DEM から計算することができる．着目地点が谷の場
合に地上開度は 90°以下，尾根の場合に 90°以上となる．
本稿において積雪深の検証範囲とした高山帯においては，
地上開度が概ね 40°～130°に分布し，75°～90°の出現頻度
が高い．ここでは，全体的な傾向を捉えることに着目し，
パンクロマチック画像を使用した範囲とマルチスペクト
ル画像を使用した範囲を区別しない．
図－5 に精度検証範囲のうち，忠別ダム流域における
標高と積雪深との関係を示す．図示した積雪深は標高
1m の区間に含まれるメッシュにおける積雪深の平均値
である．図には樹林帯に含まれる標高帯における線形回
帰式を示しており，航空レーザ測量から求めた回帰式の
決定係数は
=0.73，人工衛星画像から求めた回帰式
の決定係数は
=0.69 であった．図より，樹林帯であ
る標高 1450m付近までは標高と積雪深との間に線形の関
係があり，標高 1900m付近までは航空レーザ測量から求
めた積雪深と人工衛星画像から求めた積雪深が概ね一致
している．標高が 1900mを超えると，人工衛星画像から
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図-5 標高と積雪深の関係 11）
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(2) 積雪量
ダム流域のような山間部の水資源に焦点を当てた場合，
積雪量が重要な指標の 1つである．表-2 に区域毎の積雪
量を示す．人工衛星画像の欄の括弧内の数値は，航空レ
ーザ測量から求めた積雪量との相対誤差である．
全体的に，樹林帯と比較して高山帯における精度が低
く，相対誤差がマイナスとなっている．これは，樹林帯
と比較して高山帯に積雪深がマイナスとなったメッシュ
（図-4 の白抜きの範囲）が多く，このことにより，積
雪量が過小に計算されたためと考えられる．表(c)のパン
クロマチック画像を使用した範囲の積雪量に着目すると，
樹林帯及び高山帯の両方において，相対誤差が±10%以
内となっており，比較的精度が高い．
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は，障害物となる樹木等がほとんど無く積雪表面を特定
しやすいこと，樹林帯においては，樹木等が障害となり，
樹木下にある積雪表面を特性しにくいことが積雪表面の
DEM の精度に影響しているためと考えられる．
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図-6 高山帯における地表面の地上開度と積雪深の関係

求めた積雪深が過大となるが，標高の増加に対して積雪
深が増減する傾向は概ね一致している．積雪深は積雪表
面の DEMと地表面の DEMとの差分としているため，尾
根のような積雪深が小さくなりやすい箇所ほど，DEM
の有する誤差により積雪深がマイナスになりやすいと考
えられる．このことにより，積雪深がマイナスとなった
範囲が大きい標高帯において，積雪深の平均値が大きく
なった可能性が考えられる．実際に，1800m～2100m の
標高帯において，積雪深がマイナスとなった範囲（図-3
の白抜きの範囲）が大きく，図-5 における積雪深の傾
向と一致している．
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図-6 に高山帯における地表面の地上開度と積雪深と
の関係を示す．図は積雪分布の特徴が異なると考えられ
る風衝斜面（忠別ダム流域側，上図）と風背斜面（大雪
ダム流域側，下図）に分けている．図示した積雪深は地
上開度1°の区間に含まれるメッシュの積雪深の平均値で
ある．極端な値となることを避けるため，サンプル数が
100 を超えた範囲のみプロットした．図には，それぞれ
の高山帯の面積に対して，地上開度1°区間に含まれる面
積の割合が 1%を超えた範囲を対象に作成した回帰直線
を併せて示している．決定係数は，忠別ダム流域側の航
空レーザ測量が =0.95，人工衛星画像が =0.96 であ
り，大雪ダム流域側の航空レーザ測量が =0.92，人工
衛星画像が =0.88であった．地上開度の出現割合が大
きい範囲において，航空レーザ測量から求めた積雪深と
人工衛星画像から求めた積雪深は概ね一致し，人工衛星
画像から求めた積雪深においても，地上開度と積雪深と
の間の線形の関係が良く捉えられている．
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