
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

LANDSAT 画像からの水系情報の抽出と記述

谷口, 倫一郎
九州大学大学院総合理工学研究科情報システム学専攻

渡辺, 範人
株式会社日立製作所

河口, 英二
九州大学大学院総合理工学研究科情報システム学専攻

https://doi.org/10.15017/17633

出版情報：九州大学大学院総合理工学報告. 7 (1), pp.107-113, 1985-08-01. 九州大学大学院総合理工
学研究科
バージョン：
権利関係：



昭和60年 総合理工学研究科報告 第7巻第1号 一107一

LANDSAT画像からの水系情報の抽出と記述

谷口倫一郎＊・渡辺範人掌＊・河口英二＊
     （昭和60年3，月30日 受理）

Extraction and Description of Waters Infbrmation

       from LANDSAT MSS Data

Rin－ichiro TANIGUCHI＊， Norito WATANABE＊＊and Eiji KAWAGUCHI＊

  In this research， we present the methods to extract waters from LANDSAT MSS data and to represent the

extracted information， In the extraction process， it is dif負cult to detect small parts of waters such as rivers

which are narrower than a pixel width of image data． In order to solve this problem， we divide the detection

process into primary extraction process and the secondary extraction process：the primary one detects large

scaled parts like seas，1akes， wide rivers， and the secondary one infers narrow rivers， based on the information

extracted by the former．

  After the waters are extracted， they are represented in a graph structure， in which nodes correspond to

sources， junctions， and mouths of rivers， and branches correspond to river cources and coast lines． Each node

or branch bears its geographical attributes． This paper gives detailed presentation of ou、r methods．

1．緒 言

 近年リモートセンシングは，土地利用分析・環境調

査等における重要な技術となってきているが，今後更

に大量の情報が提供されると考えられ，その処理の総

合的な機械化が必要不可欠となってくる．特に，リモー

トセンシングで得られる情報の大部分は画像であり，

その画像処理に対する要求は強く各所で研究が行なわ

れている．しかし，これらの処理のほとんどは，画像

判読の専門家の補助的役割を果たすに過ぎず，最終的

な判読結果を与えるものではない．従って処理の機械

化に当っては，この専門家の判読の手続きを自動化す

ることが必要である．

 このような立場に立ち，我々はリモートセンシング

データとしてLANDSAT MSSデータを取り上げ，そ

の計算機による理解の研究を進めている．現在，まず

その第一段階として地形情報の自動抽出に関する研究

を行っているが，本論文では，『その中で，LANDSAT

画像からの水系（海・湖・河川等）情報の抽出及びそ

の記述について述べる．

2．水系の抽出

 対象とするLANDSAT MSSデータ（以下MSSデー

タと略）はTable 1に示すように4つのバンドから；構

成される多次元画像データであり，その解像度は地表

約80mである．従来行なわれてきた各種のMSS

データ解析手法ではその解像度の制限のため，大規模

な水系である海・湖・川幅の大きい河川（下流部）の

抽出は比較的容易であったが，川幅の小さい河川（中

上流）となると，必ずしも簡単には抽出できていなかっ

た．そこでここでは，水系の抽出過程を1次抽出と2

次抽出に分け，前者で海・湖・広い河川等の1画素

幅以上の水系部を抽出し，2次抽出では1次抽出で

識別された河川部を基にして細い河川を推定抽出する

という手段を開発した．以下ではこの水系抽出の各処

理ステップについて述べる．

Table l． Wavelength of LANDSAT MSS

＊情報システム学専攻
＊＊ 﨣�Vステム学専攻修士課程［現在㈱日立製作所］

band wavelength（m）

0．5～0．6（green＞

O．6～0。7（red）

O．7～0．8（reflected infrared）

O．8～1ユ （reflected infrared）
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 2．1．水系の1次抽出

 MSSデータの解析において，水系の解析には通常

band 7が使用されその暗部が水系として抽出される

が，このような単純な方法では影・市街地等の不要な

部分まで抽出してしまうことが多い．また，データの

ダイナミックレンジが撮影時期によって変動するた

め，しきい値の決定も容易ではない．この問題に対処

するため，MSSデータが多次元であることを利用し

て各次元間の相関で分析を行なうことが多い．手法と

しては，正規化演算や多変量解析等が用いられること

が多いが，ここでは色空間変換bによる分析の手法を

取り入れた．この色空間変換法は多次元データを，マ

ンセル二色系のHIS（色相（Hue），明度（lntensity＞，彩度

（Saturation））空間の色彩対応値に変換するものであ

り，得られた値は人間の知覚系に良く適合するため，

その取扱いが容易であるという特徴を持っている．ま

た，HISは各々原スペクトルの分布・反射光強度・飽

和状態に対応すると考えられており，反射体の特性と

密接な関係があり，対象物とHIS間により明確な対

応付けが可能と考えられている．この変換を多次元

データ （4次元以上）に適用する場合は，通常各次

元相互の直交関係は無視するが，このようにすると，

特徴量の次元数が減少し，クラスタリングが的確に行

なわれないことがある．ここで対象とする水系に対し

てはband 6とband 7はほぼ同様な感度を示すので，

ここではband 6を用いずに， band 4， band 5， band 7

の3チャンネルを各々B（青），G（緑）， R（赤）に

対応させて，HIS空間に変換するという方法を用い（こ

のR，G， Bへの対応はLANDSATデータの疑似カラー

表示に用いられる），その問題を回避している．、

 RBGとHISの対応関係は以下の通りである．

1＝R十G十B

H一
o鳥ぴ一θ
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ただし
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γ＝A9＝7・わ＝了

θ一…一1m
    V6卜÷2

（わ≦8）

（b＞9）

2γ一9－b

）＋（・一÷）2＋（わ一÷
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水系の抽出を行うための拘束条件として，実験により，

以下の3条件を満足する画素を水系の1次候補とし
た．

 （1） 150。＜H〈220。

 （2）1＜60

 （3） 25％＜∫

 2．2．河川部と海域の分離

 河川部と海域の分離は，基本的には二値画像の縮

小・拡張2）を組み合わせることによって行なう．以下

の記述において二値画像の連結成分∫を’回拡張する

ことを∫（’），’回縮小することを∫（一’｝と表現するが，

各々の意味は，∫ωは∫からの距離古以内にある∫（∫

の補集合）の上の全ての点と∫自身の和であり，∫図

はSから距離’以内にある∫上の点を5から除いた

ものである，

 そこで，5を々回縮小した後に々回拡張したものと

Sとの差成分C＝∫一（∫（一々｝）㈲の特性を考えると，Cの

各連結成分α上の全ての点は明らかにSから距離々

以内にあり，また，Gの幅は高々2々である．従って，

αの面積が々2に比較して十分大きければ，これは∫

の伸張部と考えることができる．ここではこの考え方

に基づいて河川部（C部）と海域（（∫（一陶｝）㈹部）を分

離している，

 この際問題となるのは，縮小・再拡張を行なう回数

たをどのように決定するかということである．つまり，

画像全体に対し，均一の彦を用いると，河川の規模に

よって河川の途中から海域が分離されたり（Fig．

1（a）），複数の河川が1つの河川として検出されたり

（Fig．1（b））する．そこで，筆者らは，々を連続的に変

化させ，∫一（∫〔一々｝）㈹と∫一（∫〔唖＋’‘眺煽の各連結領域を

比較し，一致した領域はそれ以上変化させないことに

した．この条件が，全ての連結領域について成立した

時点で，縮小・拡張の繰り返しを停止する．
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 この手法により，河川の規模によらず海域と河川部

の分離が可能となるが，ここでは実験からη＝6とし

ている．

 2．3．河川の認定

 2．2．で述べた方法により，海域と河川の分離が可能

となるが，同時に，入江等の海が陸域に入り込んだ部

分も海と分離してしまう．そこで，海から分離された

水系1次候補の各連結領域に対し，その領域が河川

か入江かを判定しなければならない．

 ここでは，このような河川の認定に関しては水系候

補に対して外接長方形を求め，連結成分の面積∫と

長方形の二面の長さ1，mσ≧m）により以下のような

ルールを設けて判定を行なっている．

∫≧α

∫〃2≦b

：α未満はノイズ

：細長さ

また，海に接している場合は，入江と区別するため河

口の幅による条件を追加している．河口の幅をκと

すると

∫／κ2≧o ：入込みの深さ

でなければ，河川ではないことにしている．

 尚，以上の判定ルールによって非河川とされた連結

領域のうち，海に接しているものをここでは入江と判

定し，それ以外はノイズとしている．

 2，4，水系の2次抽出

 1次抽出の水系候補を基に，不確かな水系部分（主

として細い河川）を推定抽出する方法として，水系候

補の端点及び孤立点から，水系に対して感度の高い

band 7のデータにおいてbeam search法により水系

を抽出するという手法を開発した．この場合の端点と

は，ある水系候補点の8近傍中に候補点が3以下し

か存在せず，しかもそれらが単連結である場合のこと

である．

 ここで用いたbeam search法は水系候補の各端点で

の端点の方向に従って探索範囲を限定し（ただし孤立

点の場合は全方向），その中で各方向に対してエッジ

性を計算し，最もエッジ性の高い点を新たな端点とし

て再度サーチするという手順である，これは，「一般

的に河川の方向は急激には変化しない」という知識に

基づいている．具体的には，各端点に対応してFig．2

のように探索範囲が設定され，その各方向に対して

Σ海，Σ捌，Σαを計算する．その時，

踊■圏［翻趨
／二’

AiBiCi

。萎［押

Fig．2 Search areas for beam search

   3     3       3

   Σ海≧ΣB什丁≦Σα（T＞0）3｝

  f＝1   f＝1     ∫＝1

を満たし，エッジ性丁が最大になる方向のB2を次の

探索開始点とする．また，河川の分岐に対応できるよ

う，エッジ性の2番目に高い点が最大の点と差が少

ない場合も，探索開始点として登録するようにしてい

る．探索の終了条件としてはTの最大値丁祝ακと1

次抽出を用いた色相Hに対し，以下の条件が満足さ

れなくなった時としている．

丁祝ακ＞3

25。＜H〈350。

エッジ性

水系の必要条件

 実際の手続きは，ノイズの影響を避けるために，以

下の3パス構成となっている．

pass－1端点からの探索

 1次抽出の水系候補における端点は，ノイズによっ

て生じた可能性が高いので，1回目の探索では，端

点のみを探索の対象とする．

pass－2 河川の認定

 2．3．で述べた河川認定のルールを用いて，pass－1

の探索結果の連結成分について河川候補を選択する．

pass－3孤立点からの探索とノイズの除去

 この時点で孤立点を対象とした探索を行なう．この

結果抽出された成分が，pass－2で河川と認定された

部分と連結したものは河川と判定し，そうでないもの

はノイズとして削除する．

 2．5．水系抽出の実験

 2⊥一2．4．で述べた手法に従って処理を行なった実

験例を示す．Fig．3（a）一（e）九州の筑後川下流のデータ

を用いて河川を抽出した例である．（a）はMSS（band

7）の一部（512×512），（b）は水系の1次抽出の結果，

（c）は2次抽出のpass－1後の結果，（d）はpass－3の孤

立点からの探索結果，（e）は最終的に水系として抽出
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欝翻

灘i

（a）

（c）

（b）

（d）

Fig．3 Extraction of waters from LANDSAT image（continued on the next page）

された部分である．尚，pass－2の河川認定に用いた

パラメータは，a＝10， b；0．1である． Fig．3（f）一（h）

は大分県国東半島付近のデータを用いて，入江を分離

した例である．（f）がMSSデータ（band 7）の一部（512

×512），（g）は抽出された水系，（h）が分離された入江で

ある．河川と入江の分離に用いたパラメータは，a；

5，b＝0。2，c＝0．8である．

3．水系情報の記述

 2．で水系の抽出について述べたが，ここでは得ら

れた水系情報の記述方法について述べる．

 3．1．基本的な記述

 水系の構造は基本的には，いくつかの「源流点

（source）」から流れ出した「河川（river course）」が「合

流点（junction）」で合流するという過程を繰り返し，

最終的に「河口（mouth）」で海に流れ込むという構造

としてモデル化される．この構造は，極く自然に以下

のようなグラフ構造として記述することができる．

節点→源流点・河口（端点）

   合流点    （分岐点）

枝→河川四

更に，隣接する河口の間の「海岸線（coast line）」を枝

で表現することによって，複数の河川を1つの体系

として表現が可能になる．このようなグラフ構造のモ

デルをFig．4に示すが，我々は，水系情報をこのよ

うなグラフ構造で記述しており，各節点及び枝に対し

て以下のような属性情報を付与している．
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（e）

（9）

（f）

（h）

Fig．3一（1） Extraction of waters from LANDSAT image

源流点＝位置，レベル

合流点＝位置，分岐の数，レベル

河口 ：位置，河口の幅，海岸線との境界点

河川データ：長さ，折線近似データ，欝欝，川幅

海岸線データ：長さ，複雑さ，折線近似データ，

       点列

（レベル：河口からその点までの合流点の数）

折線近似データ：Sklanskyの手法4）により求める

点列：河川データに関しては細線化5）後のデータ

複雑さ＝次節で記述

尚，Fig．4におけるREVERSEは羅列及び折線近似

データを逆向きにすることを意味しており，枝に関す

る情報が双方向性になるようにしている．

 河川の記述に関する注意点として，河川の下流で起

こる河道の分岐は（Fig．5参照），河川が分岐したと

は考えられないので，水系の抽出で得られた河川デー

タに関して以下のルールを設けて，三角州・中州とし

ての処理を行なっている．

ルール

①distance（分岐点，河口）≦4⇒三角州の処理

  河道にはさまれた領域→三角州

  2つの河口→1つの河口（河口幅の変更）

  2本の河道→1本の河川データ

②distance（分岐点，分岐点）≦4［〉中州の処理

  河道にはさまれた領域→中州

  2本の河道→1本の河川データ（川幅の変更）

 3．2．複雑 さ

 海岸線に関する記述には「入り組んだりアス式海岸」

「単調な砂浜」等その複雑さを示すことが多い．しか
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Fig・4 Structure of water system

し，この複雑さは人間の直感的なものであるため，複

雑さを示す測度として何が適当であるかという点につ

いては議論の多いところである．ここでは，地形学に

・おけるRichardsonの法則6）に基づいて複雑さの測度

を求φることにした．

 Richardsonの法則は以下のように与えられている．

L（γ）㏄γ一α

ただし，γ ：海岸線を測定する時の単位となる

      スパン

   五（γ）＝スパンγで測定した時の海岸線の

      全長

 Fig．6のような曲線をスパンγ1，γ2（＝2×γ・）で測定

した場合，その全長は五（γ1）ニ3×γ1，五（γ2）＝γ2となり，

五（γ・）〉五（γ2）となる．一般に，γが大きくなると五（りは

小さくなるが，Richardsonは海岸線の場合γと五（γ）の

間に上記の関係式が近似的に成立するとしている．こ

のときに，パラメータαの影響を考えてみると，αが

小さいほど曲線の変化は小さくなり （直線ではα＝

0），大きいほど変化が激しくなる．従って，海岸線

L（r1）＝3r1

（r2＝2r1）

〉 L（r2）・r2

Fig．6 Measurement of curve

のデータからαを求めれば，それがその海岸線の複雑

さを示す測度として用いることができると考えられ

る．そこで，実際の海岸データに対してこのRichard－

sonの法則がどの程度当てはまるかについての実験を

行なった．式の両辺の対数をとると

109・L（γ）＝一α。109γ十1（ （κは定数）

であり，log五（γ）とlogγを軸として測定値をグラフに

表わすと傾き一αの直線になるはずである．実際の測

定結果をFig．7（（a）長崎県大村市付近，（b）佐賀県鹿島

市～長崎県諌早市の海岸，（c）大分県国東半島の海岸

線）に示す．その際のスパンγの大きさは，4，6，8，

10，12，16，20，24，30，35，40，45，50（画素

長）である．結果から分かるように，海岸線はおおよ

そRichardsonの法則を満足しており，最小二乗近似

で求めた各々のα0．06，0．14，0．24は人間の感ず
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るという方法を開発した．実験から，本方式の有効性

を確認することができた．また，水系情報の記述に関

しては，グラフ構造化により複数の河川を含む水系を

1つの体系で記述することができるようになった．そ

の際，海岸線の記述で重要な測度である「複雑さ」を

Richardson法則に従って数量化した．

 今後の課題としては，河川の不連続部を接続する手

法の開発，及び1画素幅以下の細い河川の川幅の推

定等があげられる．また地表解像度約30mのLAND－

SAT TMデータを利用しての，抽出精度の向上も重

要な問題である．
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