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人工衛星画像をダム管理に活用する一手法
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札幌市近郊の定山渓ダムを対象に，融雪期に撮影された人工衛星画像における雪面のパターン及び面積
の変化とダム流入量との関係を分析し，融雪期のダム管理において人工衛星画像を活用する方法を検討し
た．結果，更なるデータの蓄積が必要ではあるが，融雪初期，融雪ピーク期，融雪後期に毎年現れる雪面
のパターンがあり，パターンを把握しておくことにより，人工衛星画像からこれらの時期を把握できる可
能性があることがわかった．
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1. はじめに
積雪寒冷地においては，融雪水をダムに貯留して夏に
かけての水需要をまかなう．また，融雪水は災害の要因
となる．このため，融雪期が始まる前の積雪ピーク期に
ダム流域における積雪の状況を正確に把握すること，融
雪期に積雪状況の減少の程度を正確に追跡することは，
水資源管理及び防災の面で重要である．
現在，ダム管理の現場においては，ダム流域における
積雪の状況を把握するため，テレメータによる積雪深の
観測及び積雪調査が行われている．このうちテレメータ
は積雪深を連続観測するものであり，主にダム管理所地
点において行われている．積雪調査は，積雪ピーク期に
おけるダム流域の積雪包蔵水量を把握するため，毎年3
月中旬頃に行われている1)．しかし，テレメータによる
積雪深の連続観測はダム流域をほとんどカバーしておら
ず，主に観測がなされているダム管理所地点は，ダム流
域内において標高が最も低い範囲に含まれるため，融雪
の初期に消雪となる．また，積雪調査は積雪ピーク期に
のみ行われ，融雪期においては実施されていない．加え
て，積雪調査は，観測者が入山して実施するため，多大
な労力が必要であり，雪崩等の危険を伴うことから，調
査地点が限定される．
近年，衛星リモートセンシング技術が向上し，高分解
能，高頻度，高鮮度な情報取得が可能となっており，人
工衛星により得られた情報は，研究利用に加え，地図の
作成，気象予報，災害時における被災状況の把握といっ
た様々な分野への活用が進んでいる．人工衛星による地
球観測の長所として，山間部のような立ち入りが困難な
範囲を観測できること，広範囲を一度に捉え，長期にわ
たり観測を継続できることが挙げられる．最近では，複
数の人工衛星により撮影された画像を併用することによ
り，時間解像度を高め，数日間において発生する現象を
捉えることを試みた例も報告されている2)．
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人工衛星画像を積雪量の推定等に適用した研究は，全
球スケールから地域スケールまで多数行われているが，
国内の山間部を対象とした例として，高橋ら3)，小池ら4)，
風間ら5)，島村ら6)，朝岡ら7)が挙げられる．これらの研
究を概観すると，対象とする範囲の積雪量を算出する際
に，その範囲における雪面の範囲を抽出すること，モデ
ルにより積雪や融雪のシミュレーションを行う際に必要
な入力データを作成すること，モデルのパラメタをチュ
ーニングすること等に人工衛星画像が用いられており，
ダム管理の実務に適用することを念頭に，人工衛星画像
を直接的に使用し，ダム流入量との関係を分析した事例
はない．
一方，日本の積雪寒冷地においては，古くから，農事
の開始時期といった季節の進行を把握するための指標と
して「雪形」が用いられてきた8)．雪形は，融雪が進み，
積雪域が山岳部だけになる頃，山の斜面に残雪の白い部
分と山の地肌の黒い部分が作り出す白黒のパターンであ
り，地域によっては，人，動物，文字等の形に見立てら
れ，住民に親しまれている．雪形は毎年同じ場所に現れ
るが，その出現時期は毎年異なる．これは，出現時期が
毎年の積雪量と融雪の速さに支配されるためであり，こ
のことから，雪形は冬と春の気象情報を併せ持つ総合的
な指標となり得ることが指摘されている8)．
ダム管理の現場においては，簡易にかつ低コストで，
融雪期における流域内の積雪状況を把握する手法が求め
られている．融雪期に，人工衛星からダム流域を撮影し
た画像を追跡すると，融雪が進み，雪面の面積が小さく
なるのに合わせて，雪形のような決まったパターンが毎
年現れると想定される．西原ら9)は，北海道において国
が管理しているダムの流域を対象に，融雪期における人
工衛星画像の撮影状況を調査し，複数の人工衛星により
撮影された画像を併用することにより，概ね1～2週間の
頻度で画像が得られること，得られた画像の雪面の変化
を追跡することにより，人工衛星画像を融雪期のダム管

表-1 選択した人工衛星の概要

■ ダムサイト

衛星

RapidEye

SPOT6/7

Pleiades

有償/無償

有償

有償

有償

基数
回帰日数

5基
5.5 日※1

2基
1～5日※2

2基
1～5 日※2

水平解像度
（カラー）

6.5m

6m

2m

観測幅

77km

60km

20km

衛星

Landsat8

Sentinel-2

ASTER

有償/無償

無償

無償

無償

基数
回帰日数

1基
16 日

2基
5日

1基
16 日

水平解像度
（カラー）

30m

10m

15m

観測幅

185km

290km

60km

※1 直下を撮影した場合
※2 撮影角度による
図-1 対象ダム流域（定山渓ダム流域）

～6月の間に定山渓ダム流域が撮影された人工衛星画像
を検索し，雪面の変化の分析に使用する画像を選定する．
理に活用できる可能性があることを報告している．そこ
この際，単独の人工衛星により撮影された画像からは，
で本研究では，札幌市近郊の定山渓ダムを対象に，融雪
短期間で変化する現象を捉えることが難しいこと，対象
期に複数の人工衛星により撮影された画像から雪面の分
とするダムの流域面積が小さく，高解像度の画像を用い
布及び面積を求め，雪面のパターン及び面積の変化とダ
なければ雪面の変化を捉えることが難しいことから，水
ム流入量との関係を分析し，融雪期のダム管理において
平解像度が数mから数十mであり，無償もしくは比較的
人工衛星画像を活用する方法を検討した．
安価に画像を入手することが可能である，Rapid Eye，
SPOT，Pleiades，Landsat8，Sentinel-2，ASTERの6つの光学
衛星により撮影された画像を検索した．表-1に6つの人
工衛星の概要を示す．水平解像度及び観測幅は，一般的
2. 対象ダム流域
な製品として購入が可能な画像もしくはWebサイトから
無償でダウンロードできる画像の数値を示している．こ
対象流域は図-1 に示した定山渓ダム流域である．定
れらの人工衛星の軌道は極軌道（概ね南北方向に地球を
山渓ダムは，札幌市近郊の豊平川流域の上流部に位置し， 周回）であるため，観測幅は概ね東西方向の撮影が可能
流域面積は104km2，最も長い箇所の南北方向及び東西方
な範囲である．この観測幅が大きいほど，一度に複数の
向の延長はそれぞれ15km及び12kmである．ダムの目的
ダム流域を撮影することが可能となる．水平解像度，観
は洪水調節，水道用水及び水力発電である．図-1には，
測幅，回帰日数はトレードオフの関係にあり，一般的に，
基盤地図情報数値標高モデル（国土地理院）の5mメッ
水平解像度が高いほど，観測幅が狭くなり，回帰日数が
シュを用いた標高分布及び100m間隔の等高線を示した
大きくなる．最近は，人工衛星の基数を増やし，これら
が，流域の標高帯は概ね400m～1,300mである．環境省の
を一体的に運用することにより，高空間解像度で高頻度
自然環境保全基礎調査によると，流域のほとんどが森林
の画像取得が可能となっている．なお，センサのポイン
であるが，標高が1,000mを超えた範囲や流域界付近の一
ティング（首振り）により，撮影頻度を上げることも可
部に草地やササといった森林以外の植生が見られる．
能であるが，斜視の画像は直下を撮影した場合と比較し
て，歪みが大きくなる．選定する画像の条件は，雲の影
響がほとんど無いこと，ダム流域全体が撮影されている
こととした．また，数日の間に雪面が大きく変化するこ
3. 分析の方法
とは無いと考えられることから，概ね1～2週間の間に1
枚の画像を取得することを目安とした．
定山渓ダム流域における融雪期は概ね3月下旬～6月で
次に，選定した人工衛星画像において雪面を抽出する
ある．はじめに，2015年及び2016年を対象に，3月下旬
方法を述べる．雪面の抽出には，市販の GIS ソフトウェ
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央部の西側及び東側（2015/5/24の画像の青丸で示した
範囲）であり，2015/5/24及び2016/5/23の画像において雪
ID
撮影日
人工衛星
面が見られる範囲と一致している．定山渓ダム流域にお
2015-1
2015/3/28
Rapid Eye
いては，これらの範囲における融雪が最も遅いと考えら
2015-2
2015/4/22
Rapid Eye
れる．融雪は，融雪期に気温が高くなる時期が早い標高
2015-3
2015/4/29
Rapid Eye
の低い範囲から始まり，徐々に標高が高い範囲に広がっ
2015-4
2015/5/24
Rapid Eye
ていく傾向があるが，図に示した雪面が減少していく傾
2015-5
2015/6/20
Rapid Eye
向は，実際の融雪の傾向を捉えていると考えられる．な
2016-1
2016/4/1
Rapid Eye
お，2015/6/20の画像において流域の北東部に雪面と分類
2016-2
2016/4/20
SPOT6
された箇所があるが，これは雲である．雲と雪の区分は
2016-3
2016/4/27
Rapid Eye
困難である．
2016-4
2016/5/3
Sentinel-2
次に，下段に示したダム流入量を見ると，融雪が始
2016-5
2016/5/14
Rapid Eye
まる前の3月は，流入量が非常に少ない状態が続いてい
2016-6
2016/5/20
SPOT7
2016-7
2016/5/23
Sentinel-2
る．融雪期においては，日射があり気温が高い日中に融
2016-8
2016/6/19
SPOT7
雪量が多く，日射が無く気温が低い夜間に融雪量が少な
いため，ダム流入量に日変動が現れる特徴がある．この
ため，ダム流入量に日変動が見られることが，融雪が発
アに標準で搭載されている「教師なし分類」機能を用い
生していることを示す一つの指標となる．図より，3月
た．教師なし分類とは，人工衛星画像のピクセルをグル
下旬頃から徐々に流入量が増加し，日変動が見られるこ
ープ化する手法の一つであり，分類クラスを特定せずに
とから，この時期に融雪が始まったと考えられる．その
選定したトレーニングデータに対してクラスタリングを
後，2015年は4月下旬～5月上旬，2016年は5月上旬～5月
施し，いくつかのグループに分ける処理を実施した後，
中旬にかけて流入量が多い状態が続いており，これらの
これらのグループに対して土地被覆を対応づけるもので
時期が融雪のピーク期と考えられる．ピーク期以降は，
ある 10)．本研究においては，人工衛星画像のピクセルを
流入量が徐々に減少すると同時に日変動が小さくなり，
雪，植生，裸地，地物（建物や道路），水域の 5 つに分
日変動が見られなくなった6月上旬に融雪が終了したと
類した．人工衛星毎に画像の水平解像度が異なるが，こ
考えられる．画像とダム流入量を比較すると，2015/3/28
れらの画像同士の比較を可能とするため，幾何補正を行
～2015/4/22及び2016/4/1～2016/5/3の画像における雪面の
い，リサンプリングにより，画像の解像度を平面直角座
減少が，融雪の初期に対応する雪面のパターンの変化と
標系 12 系の 1mメッシュに統一した．このように作成し
考えられる．図より，この時期に標高300m～500mの標
た画像を用い，雪面のパターンとダム流入量との関係，
高帯において概ね消雪となっているが，融雪開始時の定
ダム流域全体に占める雪面の面積の割合及び標高 100m
山渓ダム流域は，流域全体が数mの積雪に覆われており，
区間の面積に占める雪面の面積の割合とダム流入量との
融雪初期においては積雪深が減少するものの，消雪とな
関係を分析する．ダム流入量は，国土交通省の水文水質
る範囲は少ない．このため，融雪初期においては，雪面
データベースから入手した．
から植生等に区分が変化するピクセルが少なく，人工衛
星画像から雪面のパターンの変化を捉えにくいことが想
定される．2015/4/22～2015/5/24及び2016/5/3～2016/5/23に
おける雪面の減少は，融雪のピーク期に対応する雪面の
4. 結果と考察
パターンの変化と考えられる．この間に雪面が減少した
標高帯は概ね500m～900mであり，雪面はダム流域の中
表-2に選定した人工衛星画像の一覧を示す．2015年融
央部から，北，東，西の3方向に向かって減少している．
雪期は5枚，2016年融雪期は8枚の画像を選定した．画像
融雪のピークが終了する頃には，流域の北側は消雪とな
が得られるかどうかは，人工衛星の軌道と天候に左右さ
り，流域中央部の東側及び西側の標高が高い範囲にのみ
れるが，得られた画像の時間間隔は，数日の場合がある
積雪が残る状態となっている．2015/5/24～2015/6/20及び
2016/5/23～2016/6/19における雪面の減少は，融雪の後期
一方で，1ヶ月程度となる場合があった．
図-2及び図-3に人工衛星画像を基に地表面を5分類し
に対応する雪面のパターンの変化と考えられる．融雪が
た画像と融雪期におけるダム流入量を示す．画像には
終了したと考えられる6月上旬の画像は得られなかった
100m間隔の等高線を示した．上段に示した画像からは， が，2015/5/24及び2015/6/20の画像（2016/5/23及び2016/6/19
融雪が進むに伴い，標高の低いダム湖付近から標高の高
の画像）の中間に位置するパターンが融雪期の終了を表
い範囲に向かって雪面が徐々に後退していることが見て
すパターンであると考えられる．更なるデータの蓄積が
取れる．定山渓ダムにおいて標高が高い範囲は，流域中
必要ではあるが，融雪初期，融雪ピーク期，融雪後期に
表-2 選定した人工衛星画像
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2015/4/22

雪

2015/4/29

植生

裸地

地物

水面

7

100
ダム流入量 (m3/s)

2015/6/20

2015/5/24

100

ダム流入量

80

80

雪面の面積の割合

60

60

40

40

20

20

0

0

雪面の面積の割合 (%)

2015/3/28

7/1

6/20

6/1

5/24

5/1
4/29

4/22

4/1
3/28

3/1

図-2 雪面のパターンの変化（上段），雪面の面積とダム流入量との関係（下段）（2015 年）

2016/4/20

2016/5/14

2016/4/27
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雪

植生

2016/5/3

2016/5/23

裸地

地物

2016/6/19

水面

ダム流入量 (m3/s)

100

100
ダム流入量
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雪面の面積の割合
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40
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0
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7/1

6/19

6/1

5/23
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5/14

5/3
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4/27

4/20

4/1

3/1

図-3 雪面のパターンの変化（上段），雪面の面積とダム流入量との関係（下段）（2016 年）
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図－4 ダム流入量と標高帯別の雪面の面積の割合
（2015 年）
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図－5 ダム流入量と標高帯別の雪面の面積の割合
（2016 年）

毎年現れる雪面のパターンがあり，これらのパターンを
あらかじめ把握し，日々の人工衛星画像を追跡すること
により，融雪のピークの開始及び終了等を把握できる可
能性があると考えられる．
図－2及び図－3の下段には，ダムの流域面積に占める
雪面の面積の割合を併せてプロットしている．前述した
とおり，融雪開始時においては流域全体が積雪に覆われ
た状態であるが，2015/3/28及び2016/4/1における雪面の面
積の割合は80～90%であり，100%に達していない．定山
渓ダム流域は，その大部分が森林であるため，積雪が樹
木の樹冠に覆われている箇所が多く，特に樹冠の密度が
大きい範囲では，人工衛星から樹冠の下にある積雪を撮
影することは困難である．このため，樹冠の密度が大き
い範囲では樹冠の下に雪があったとしても，樹冠しか撮
影されていないことから，画像分類の際に植生と判定さ
れ，雪面の割合が100%に達しなかったと考えられる．
融雪の初期（2015/3/28～2015/4/22及び2016/4/1～2016/5/3）
においては，雪面の面積の割合が概ね80%を超え，ほと
んど変化していない．これは，前述した通り，雪面から
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植生等に区分が変化するピクセルが少ないことが要因で
あり，ダム流域全体に占める雪面の面積の変化を追跡し
ても，融雪の開始を捉えることは困難である可能性があ
る．融雪ピーク期においては，雪面の面積の割合が徐々
に低下し，ピークの初期（2015/4/22及び2016/5/3）に概ね
80%であるのに対し，融雪ピークの後期（2015/5/24及び
2016/5/23）には概ね20%まで低下している．2016年につ
いては，仕様が異なる複数の人工衛星から撮影した画像
を用いて雪面の面積を求めているが，融雪の進行に伴い，
雪面の面積が減少する傾向となっており，特異な点は見
られない．このことは，複数の人工衛星から撮影した画
像を用いて時間解像度を高めることの有効性を示してい
ると考えられる．
標高帯に区切り，標高帯の面積に占める雪面の面積
の割合を求めることにより，雪面の面積の変化とダム流
入量との関係を捉えやすくなると考えられる．図-4及び
図-5に標高を100m間隔に区切り，区間毎に標高帯の面
積に占める雪面の面積の割合をプロットした．プロット
した点は，赤が低標高帯，青が中標高帯，緑が高標高帯
を示しているが，融雪の進行に伴い，標高の低い範囲か
ら順に雪面の面積が低下していることがわかる．融雪開
始時においては，雪面の面積の割合が概ね70～100%の
間に分布しているが，標高の低い範囲において割合が小
さく，標高の高い範囲において割合が多い傾向が見られ
る．これは，前述した樹木の影響が考えられる．標高が
低い範囲の植生はほとんどが樹木であるが，標高が高い
範囲においては，ササや草原といった植生の占める割合
が多くなる．ササや草原は積雪下に埋没し，これらの範
囲においては，人工衛星から積雪を撮影することが可能
であることから，標高が高くなるに伴い，雪面の面積の
割合が100%に近づいたと考えられる．図を見ると，標
高600m以下の範囲においては，融雪初期においても雪
面の減少が見られる．融雪のピーク期においては，その
初期に概ね標高600～800mの区間において雪面の減少が
見られ，その後期に概ね標高800～1,000mの区間におい
て雪面の減少が見られる．また，融雪のピークの後期に
おいては，標高600～800mの区間において雪面の割合が
概ね0～10%となっている．また，標高1,000m以上の区
間においては，融雪の後期に至るまで雪面の減少がほと
んど見られない．更なるデータの蓄積が必要ではあるが，
定山渓ダムにおいては，標高600～1,000mにおいて雪面
が減少している期間に融雪がピークとなり，標高600～
800mにおいて消雪となった頃に融雪のピーク期が終了
する傾向がある可能性がある．標高が1,000m以上（緑色）
の範囲では，融雪の末期である5月下旬においても雪面
の割合が概ね80%を超えており，これらの標高帯におけ
る融雪は，ピーク期のダム流入量に寄与していない可能
性がある．
また，2015年5月上旬～中旬の画像が得られなかった
ため推測になるが，図-2及び図-3の下段に示したダム流

入量に見られるように，2016年は5月中旬まで融雪のピ
ーク期が続いているのに対して，2015年は5月上旬に融
雪のピーク期が概ね終了していることを反映し，同じ標
高帯における雪面の割合を両年で比較すると，5月上旬
～中旬における雪面の割合は，2015年と比較して2016年
の方が大きい可能性がある．実際，図-4及び図-5を見る
と，2015年は4/29の時点で概ね標高800mまでの範囲にお
いて雪面が減少傾向であるのに対し，2016年は5/3の時点
においても同範囲において雪面の減少が見られていない．
このことから，雪面の割合の変化には，融雪期における
毎年の気象条件が反映されていると考えられる．

5. まとめ
札幌市近郊の定山渓ダムを対象に，融雪期に撮影され
た人工衛星画像における雪面のパターン及び面積の変化
とダム流入量との関係を分析し，融雪期のダム管理にお
いて人工衛星画像を活用する方法を検討した．結果，更
なるデータの蓄積が必要ではあるが，融雪初期，融雪ピ
ーク期，融雪後期に毎年現れる雪面のパターンがあり，
パターンを把握しておくことにより，人工衛星画像から
これらの時期を把握できる可能性があることがわかった．
また，定山渓ダムにおいては，標高600m～1,000mの区間
の雪面が減少している期間に融雪ピーク期となり，標高
600m～800mの区間が消雪となった頃に融雪ピーク期が
終了する傾向がある可能性があることがわかった．また，
雪面の割合の変化には，毎年の気象条件が反映されてい
ると考えられることがわかった．このことから，高い頻
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度で人工衛星画像を取得できれば，人工衛星画像から抽
出した雪面のパターン及び変化は，融雪期において流域
の積雪状況を把握する一つの指標として，ダム管理の現
場において活用できる可能性がある．
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