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　本資料は衛星リモートセンシングデータの解析技術の高度化と，農業分野における利用場面の発掘・拡大を図るこ

とを目的として作成された。

　皿章ではまずランドサット・リモートセンシングにっいて，その原理と方法にっいて簡単な説明を加え，皿章以下

の理解を容易にした。

　皿章では日本の特徴的農業地帯14ヵ所（同一地点で異なる時期，1ヵ所を含む）にっいて，それぞれその農業環境

資源の状態を強調した画像表示を試みた。また，その画面に現れている農地・農作物情報にっいて具体的に解説を付

した。またIV章では，これまで著者らが土壌・肥料，作物・栽培，生理・生態，草地・畜産，農村計画等のそれぞれ

の研究分野で，ランドサットTMデータを諸現象の解析に適用した10例を整理し，簡単な解説を付して利用場面の紹

介を試みた。

　したがって皿章とIV章にっいては画像集を参照しながら読んで頂きたいる

　V章は資源計量研究室が土壌情報，隔測研究室が作物情報のそれぞれ画像標準化技術にっいて，また情報処理研究

室が標準化情報の管理と利用方法について，重点基礎研究における技術的成果部分をまとめた。
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農業環境とリモートセンシング

1　いま，なぜ農業環境資源か

　アメリカ航空宇宙局（NASA）が，1972年に地球資

源探査衛星ERTS（後にランドサット！号に改名）を打

上げて以来，本格的な宇宙リモートセンシングの時代が

始まった。それから15年以上が経過し，現在ランドサッ

ト5号が地球を観測している。この間，4号（1984年打

上げ）衛星から，センサーは従来のMSS（マルチ・ス

ペクトル・スキャナ）に加え，TM（セマティック・マッ

パ）が搭載され，観測波長数が4から7へ，地上分解能

は80mから30mへと向上した。そのほか1986年にはフラ

ンスのSPOT衛星（地上分解能20m）や翌1987年に日本

初の国産の地球観測衛星MOS－1（地上分解能50m）

なども打ち上げられ，複数センサーによる反復観測が可

能になりっっある。また今後もJERS－1（日本，1992

年）やERS－1（ヨーロッパ共同体ESA，1991年）ラ

ンドサット6号（米国EOSAT，199！年）をはじめ，国

際共同研究のもとにADEOS計画，POP計画等も予定

され，従来の「リモートセンシングで何が判るか」の時

代から，「リモートセンシングを何に使うか」が問われ

る時代に入っている。

　これに伴い，土地利用，環境，災害等の調査や，海洋，

林業をはじめとする各種の資源探査への適用等，多くの

応用分野での研究が進められてきた。農業分野では

MSSの時代に，アメリカがLACIE（Large　Area

Crop　Inventory　Experiment）計画（MacDONALD

ら，1980）とそれにひきっづいてのAgRISTARS

（Agriculture　and．Resource　Inventory　Surveys

Through　Aerospace　Remote　Sensing）計画（NASA，

1982）で，世界の主要穀物の収穫量予測を行い，大規模

面積に作付している作物にっいては，かなり高い精度で

収穫高を予想することが可能になった。また例えば土壌

についてもインディアナ州ではMSSデータで精密な土

壌図が作成された（WEISMILLERら，1980）。

　日本の国内でも，土壌分類と土壌中の腐植含量の推定

（FUKUHARAら，！979），水稲の冷害調査（深山ら，

1983），牧草の収量推定（秋山ら，1985）などの手法が

開発されている。

　このように衛星リモートセンシングの実利用への条

件は整備され，狭小な日本の農地にも適用できる可能

性が増大した。特に広大な地域に分布する農業資源の

実態を数値として把握し，刻々と変化する農業環境を

グラフィック上で監視するには，リモートセンシング

技術は有効な手法と思われる。しかしながら異なる時

3

期や地域で得られた衛星画像から資源の質や量を読み

取るためには，各画像データの地理的・光学的補正が

必要である。また農業環境資源の各要素について，ど

んな情報をどの波長帯から取得できるかにっいての知

識はまだ十分に蓄積されていない。さらに，このよう

な農業環境資源の分布を表示するのに適した波長の組

合せや地図表示など，統一的に整理してみる必要があ

るだろう。

　これまでにランドサットMSSデータを使って，内嶋

ら（1983）による「宇宙からみた世界の農業」や辻井ら

（1984）による「宇宙から見た世界の森林」の中でオリ

ジナル衛星画像からの美しい画面が紹介されているが，

特に農業的な情報の抽出や表示技術の開発や画像解析を

ねらったものではない。またランドサットTMデータに

っいても，星（1985）は「最新のランドサットカラー画

像」にいち早く画像を紹介しているが，農業的見地に立

っものではない。

　今回，1987年度「科学技術振興調整費，重点基礎研究」

予算のもとに6研究室で「農業環境資源図作成のための

画像化技術の開発」の研究を行った。このうちの3研究

室が，「リモートセンシングデータによる農業環境資源

図作成のための画像化技術の開発」を担当した。当資料

はその成果を取りまとめたものである。

　現在までに当研究所で購入したランドサットTMデー

タが，ほぼ全国をカバーする状態になっている（巻末資

料1参照）ので，これらのTMデータを使って，日本の

特徴的農業地帯の画像表示を試みた。またこれまでに

TMデータを使って画像解析を行った研究事例について，

その手法を整理し解析結果を判りやすく表示した。した

がって当資料の主たる目的は，ランドサットTMデータ

利用のための，農業的視野に立った情報の標準化技術と

画像化手法の確立にある。そのために農業環境資源情報，

特に土壌や作物・植生などの情報を，異なった季節・地

域にわたって共通の基準で読み取るための手法の開発と，

これらの情報を判読するための解析手法や，解析結果の

表示のための画像の作成法にっいて，事例研究によって

検討し実際の画像として表示した。しかし印刷技術上の

制約から，当資料上ではうまく発色していない部分も生

じてしまった。また紙面の大きさの制限から多くの画像

の縮尺が20万分の1程度となっているが，実際には5万

分の1程度まで鮮明に拡大できる点にっいてもお断りし

ておきたい。

　この資料が広く農業関係者や技術普及の立場にある人，

あるいは研究者の目に触れることにより，我々がこれま
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で気づかなかったような情報が発掘され，新しい研究

シーズを培養できれば，本資料作成の目的はほぼ達成さ

れたといえる。

　本資料を作成するに当たって，久保七郎元環境管理部長，

宇田川武俊環境管理部長，増島博資源・生態管理科長，大

塚雍雄計測情報科長，土屋利郎元図書課長に有益な助言と

励ましを頂いた。ここに記して感謝の意を表したい。

　また皿章の解説に関して，各著者は必ずしも解説を加

えた地域の農業の現状に精通しているわけではなく，各

県の農政部から頂いた情報などをもとに文章を作成した。

これら資料や写真を快く提供して頂いた方々のリストを

巻末資料2に掲げた。御協力に深く感謝したい。
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農業環境とリモー、トセシシング

n　ランドサット・リモートセンシング，

　　その原理と方法

　リモートセンシング（Remote　Sensing）とは，「直

接手を触れることなく，対象物や現象に関する情報を読

み取る技術」とされている。したがって，この中には数

百キロメートルかなたの人工衛星に積まれたセンサーか

ら地球表面の状態を観測することから，地上数メートル

に設置した分光器で作物を計測・診断することまで含ま

れるが，当資料では前者に限定し，その中で，特にラン

ドサットTMデータだけを対象とした。

　さて収集される情報は，対象物から反射または放射さ

れる電磁波に関する情報である。電磁波域は一般に波長

の短いものから順にγ線，X線，紫外線，可視光，赤外

線，マイクロ波，ラジオ波，電力波等に分類される。こ

れらのうち，現在ランドサット・リモートセンシングで

利用する波長帯は，図2－1下の拡大部分に示されてい

る可視・赤外域の一部である。っまりランドサットのT

Mセンサーの場合，可視光3バンド，近赤外1バンド，

中問赤外2バンド，熱赤外1バンドの合計7バンドの反

射強度を計測することができる。

　1　農地・農作物の分光反射特性

　作物や植生は種に応じてそれぞれ独特の分光反射パ

ターンをもっている。また生育のステージや生育量の違

い，肥料段階や病虫害等罹病程度に応じて異なる反射を

示すことが知られている。したがって画像解析は，植生

の種類や現存量あるいは環境状態の違いを分光反射の違

いから識別する技術である。

　図2－2は植物，土壌，水のランドサットTM波長帯

における分光反射特性を示したものである。水（E）の

5

反射強度（ここではコンピュータ適合用テープ：CCT

値で表示）は終始低い値をとるのに対し，土壌（A，B，

C）は可視から近赤外にかけて反射が高まっている。一

方，植物は葉緑体による吸収のため可視域での反射は低

いが，近赤外域では葉面で反射するため極めて高い値を

示す点に特徴がある。

　図2－3は可視・中間赤外域圃場用分光装置（芝山ら，

1986）によって計測した3種類の牧草・飼料作物と裸地

の分光反射曲線である。図中の矢印はランドサットTM

の7波長のうち5波長の中心波長の位置を示している。

牧草3種の反射パターンはそれぞれ類似しているが，近

赤外域の反射強度はソルガム，オーチャードグラス，ア

ルファルファの順になっている。しかしこの近赤外域の

反射の違いは必ずしも種特有のパターンと考えるべきも

のではなく，むしろバイオマスの違いが表れた結果とみ

るべきであろう。

　図2－4は，上と同じ圃場用分光装置によって経時的

に計測した水稲アケノホシ個体群のスペクトルパターン

を示している。同じ作物，同じ品種でも，生育ステージ

の進展に伴い，葉色や葉量が変化するにっれ，反射パター

ンも大きく変化することが判る。

　それでは，どのよ、うにすれば作物の種類を分光的に

識別することができるであろうか。例えば，トウモロ

コシとダイズはどちらも晩春に播種し，秋に収穫する

畝作物である。そのため春はほとんど同時期に出芽し，

夏の間に繁茂し，秋には稔って黄化し穀実が収穫され

て，茶色に枯死した残さが畑に残る，といった点で

似たような生育パターンを示す。したがって両作物

は類似したスペクトル変化を経過するため，単一時

期の，単一の波長の反射を比較しても差が現れにくい。

押 へ星且墨　↓　》へH旦

赤外線

電力波一

一7線
x線

紫 可 EHF SHF

＼
UHF VHF

（超短波）
HF

（短波）
MF

（中波）

LF
（長波）

VLF
（超長波〉外視

線光

　黄榿

マイクロ波 ラジオ波

紫外線 紫
主
目
　 赤 近赤外光 中間赤外光 遠赤外光 熱赤外光

波長0．1nm　lnm10nm100nm1μm10μm100μm　lmm　lcm　10cm　lm　10m100m　lkm

　　　　　　　　　0．10．50．6　0．8　1

ランドサ．トMSS翻波長域睡納

2 3　　4　5　6　　8　10

10km　100km

20　波長（μm）

ランドサ・卜TM観測波長域幽脚　 一｝　　　　■
　　　　　　　図2－1　リモートセンシングに利用される電磁波の波長域（渡辺，1988）



6

図2－2

　　60

（　40
硬
）

無
迷
蕪
罎
　　20

CCT

0

醤
艦
姦
堅

200

150

100

50

　0

農業環境技術研究所資料第7号（1989）

　　一A：沖積土
　　一B：褐色火山性土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　B　　　－C：黒色火山性土

　　　一D：市街地

　　　一一E：河川

　　　一…一F：牧草　　　　　　，ゲ～“＿『、．．
　　　　　　　　　　　　　4　’、　’岬
、　　．一…G：小麦　　　　　ノ1ク　　　’＼G　＼

＼　　A∫ク　＼、・、
＼
＼
　
　
　
　 ・　　D／へ＼

’＼　　　　／　　／／　＼＼
　　　＼　　　＿一一ヂ～＿＿　グ　　　　　＼、＼、
　　　＼一一－　　／　　c　　　　　　　＼卜

　　　　　『毫壼＝議一ミ∫⊇ご＿　E＼、
　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　一’＼　　　　　　　　　　　　＼＿　一’　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　　7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TMバンド

十勝平野における各種対象物の分光反射特性（福原，1988）（1985年5月24日のTMデータ）

　ぱ　　　　ヒ　　　　　　　の　　　　　　　　　　　マ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

Σ　　Σ　　Σ　　　　　Σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Σ

卜←　臼　　←　．　　　　S：ソルガム　　　臼
↓↓1　↓　　　・：オーチャードグラスl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A：アルファノレファ

　　　　　　　　　　S

　　　　　　　　　ρ1＼ρ／・・、　　！／＿＼　．〆！　＼、
　　　　　　　　　　＿一　k、　／／／　＼＼！ノ／へ・£
　　　　　　　　　／」A＼Aミ＼／／　》／－　N　　．タミープ／
　　　　　　　　　　　　　　　y！　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　、ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　土壌　　　　　　　　　　　　　　！〆”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ゴζ”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、べ，・
　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　”ヘー、、、　z
、’一＿一ノ．　　　　　　』　♪ノ

　　400

図2－3

　60

　硬

冊
茜
週

40

20

0

　　　　　　　　　　800　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1600

　　　　　　　　　　　　　　　　波　長（nm）

　可視・中間赤外域圃場用分光センサーで計測した牧草と土壌の分光反射曲線（秋山，1986）

　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一7月1日　　　一一一一一7月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　一…一一一8月26日　　　　　　　9月13日

　　　　　　　　　　　　　　　一・一一・一10月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ノ、￥
　　　　　　　　　　　　9一、　　／　　＼　　．！一＼、

　　　　　　　　ん従liζ／，）、＼　ズ・

　　　　　　　1’、．』’（㌧皿ノ　酷　　．．／／
　　　　　　　1〆　　＼＼、　／　＼　　　　、＼一一ノ
　　　ー　　1・〆　　　、！　　l　　　　　l　　　　．一”ニニ：ミ：、
　　／、、＼ルー一一一￥＼＼1　＼ノー＼1　　づ夕1　壌

一一ケー一マ　　　支、／〈￥》1．、．、、、』＼3〆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　￥　＼　　　　　　　　　　　　　＿一一　　一一　　　＿　　　一

　　　　　400　　　　　　　　　600　　　　　　　　　800　　　　　　　　　1000　　　　　　　　1200　　　　　　　　1400　　　　　　　　1600　　　　　　　　1800

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波　長（nm）

図2－4『水稲アケノホシ（6月6日田植え）の分光反射特性の生育ステージの進展に伴う変化（秋山ら， ／986）



農業環境とリモートセンシング

しかし図2－5のように5時期・2波長の分一布を表

示してみると，2っの作物が分離しやすい時期（播

種後30日）や，短期間で値が逆転する時期（75日か

ら100日）が存在することがわかる。つまり，作物や

植生の種類をランドサットデータから判読しようと

する場合に，1時期だけのデータでは困難な場合で

も複数時期のデータを利用すれば判読が容易になる

ことが多い。

7

　土壌も，成分や種類によって固有の分光反射パター

ンを持っている。しかし植生の場合と同様，土壌中の

水分・有機物や酸化鉄などの量によって反射パターン

は影響を受ける。図2－6の例が示すように，土壌中

の水分や有機物の量が増すにっれ一般的に反射は低下

する。このほか腐植有機物の少ない土壌では，赤色の

波長における反射と酸化鉄含量とは負の相関があるこ

とが知られている。
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図2－5 大豆およびトウモロコシの2波長分光スペクトルによる二次元分光パターンの経日変化

（LANDGREBE，1971）
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　2　ランドサットデータの取得

　ランドサットデータは，図2－7に示す世界16所の地

上受信局で受信されている。現在飛行中のランドサット

にはデータレコーダが搭載されていないため，これら受

信局を中心とする半径約2，4㊥km以内の地域のデータの

みが収集可能である。しかし近い将来』静止衛星経由の

システム（TDRS計画）の完成に伴い，ほとんど全世

界のデータを入手できるようになるはずである。

　日本では埼玉県の鳩山町に，宇宙開発事業団の地球観

測センターが設置され，1979年1月から図2－8に示す

ように日本列島，韓国，台湾，中国東部のデータを受信

している。

　ランドサット4号・5号は16日間で地球を233周する

間に，地球のほぼ全域を観測する。この233本の軌道に

番号を付けたものがパス番号である。またひとっの軌道

を南北方向に248分割して番号を付したものがロウ番号

で，この両者を組合せることによってデータの地理的な

位置を世界共通で指定することができる。したがってオ

リジナルデータは東西185km幅で連続的に受信されてい

るものを，南北に約170km間隔に区切って1シーンとし

ている。因みに関東が含まれるシーンは，図2－8から

パス107，ロウ35と指定される。

　セマティックマッパ（TM）は4号以降のランドサッ

トに搭載されているセンサーで，表2－1に示すような

7つの波長帯の反射強度が各画素（30m×30m）ごとに

0から255のディジタル値で，計算機適合用テープ

（CCT，Computer　Compatible　Tape）に記録されて

いる。CCTに入っているデータは，あらかじめ衛星内

の基準ランプを観測した値をもとに，各検知器の観測

データを放射輝度値に変換することができるような補正，

および各検知器の感度のばらつきを補正している。この

ような補正を電磁的補正という。

　また衛星の軌道姿勢の変動，スキャンミラーの走査の

非線形性，地球の自転等に由来する画像の幾何学ひずみ

も補正される。この補正には，衛星の姿勢計測サブシス

テムで計測された姿勢データを使って行うシステム補正

と，地上基準点を使って行う精密補正とがある。これら

の補正を幾何学補正という。

　このような一般的な補正を施したあとのデータを，リ

モート・センシング技術センター（東京都港区六本木7

丁目！5番17号，ユニ六本木ビル6階）から購入すること

ができる。ランドサットTMのフルシーン（185km×170

km）の場合，記録密度6，250BPIの磁気テープで3巻に

わたって収められている。特定の小領域のデータだけが

必要な場合には，4分の1に分割したシーンでも購入す

ることができる。その他一般的なデータ取得関係の詳細

については，丸山（1988），向井（1987）等を参照され

たい。

　「農環研のリモートセンシング解析装置部会」では，

これまで日本国全域のランドサットTMデータの収集に

っとめ，1988年9月現在で巻末資料！に掲げる各シーン

を保有し，各種解析に供している。
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図2－7　現在運用中の世界のランドサット地上受信局の位置と受信範囲（丸山，1988）
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（リモートセンシング技術センター，！986）

表2－1　ランドサットTM（Ther“atic　Mapper）センサーの7つの波長帯

バンド番号 観測波長域 分解能

1

2

3

4

5

6

7

　450－520nm（可視域）

　520－600nm（可視域）

　630－690nm（可視域）

　760－900nm（近赤外域）

1，550－1，750nm（中間赤外域）

　10。4一一12．5μ（熱赤外域）

2，080－2，350nm（中間赤外域）

30m

30m

30m

30m

30m

120m

30m
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　3　画像解析の方法

　リモートセンシングデータによる地上被覆物の判読は，

図2－2に示したように「対象物がそれぞれ固有の分光

反射特性を持っている」ことを利用している。例えばい

ま図2－2を例にとり，バンド5とバンド3のCCT値

を両軸にとって図上にプロットすると（図2－9），作

物Gが栽培されている農地のピクセルはGに近い点に集

まる。作物が何も栽培されていない裸地（例えば沖積土）

はAの周辺に，水面はEの付近にそれぞれ集中して分布

する。いま未知の物質Xがある時，点A～GとXとの距

離を比較してみると．Fとの距離が最も小さいので，こ

の対象物は作物Fに近い性質をもっていると判断される。

この例は2次元であったが，n個のバンドの観測データ

を使えば，n次元の空間上で判別することができる。

　実際に画像処理装置を使って解析をする場合には，ま

ず，（1）判別しようとするカテゴリー，例えば，作物A，

B，C等を決める。次に（2）設定した各カテゴリーを統計

的に代表するサンプル分布領域（トレーニング領域また

は教師領域という）を選出する。そして（3）各カテゴリー

の分布の特徴を把握する。この分布の把握（判別）方法

には，いくっかの方法が考えられる。例えば最尤法判別

を行う場合には，各カテゴリーの分布をトレーニング領

域内のデータの平均値と分散，共分散によって決定され

る多次元正規分布関数によって把握する。これは各カテ

ゴリーに属するデータが多次元の空間上において正規分

布すると考えるわけである。そして最後に図2－10に示

すように入力データの各画素について各カテゴリーに属

するとした場合の確率密度を計算し，最も確率密度の大

きいカテゴリーに判別する。このほか多次元スライス法

や最小距離法（図2－11）などの判別法が一般によく用

いられる。画像処理手法の詳細については，多くの専門

書が出されている（例えば和達ら，1976など）。
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　4　画像解析装置

　農業環境技術研究所では，1983年に所共用機器として

農業用リモートセンシング解析装置（ARSAS，Ag－

ricultural　Remote　Sensing　Analyzing　System）を

導入した。本資料の作成のための画像解析は，すべてこ

のARSASによってなされている。

　図2－12と表2一一2および2－3はARSASのハード

ウエアならびにソフトウエアの構成を示したものである

が，詳しくは渡辺ら（1988）を参照願いたい。

11

　ARSASの管理運営は所共用機器委員会の下に組織さ

れた「リモートセンシング解析装置部会」が担当してい

る。現在のところ，農林水産省の農業を対象とする他の

試験研究機関には，まだこのクラスの画像解析システム

が入っていない。そのため筑波内の他場所はもとより，

全国の研究者がこのシステムを利用できるよう便宜を

図っている。詳細については事務局の計測情報科　隔測

研究室に相談されたい。

磁気テープ装置（2台）
（1600／6250rpi）

□

磁気ディスク（737．5MB》

ドラムスキャナ

〔コ

□／

　電子計算機

（鵬MM310〉

ハードコピ
キャラクタディス
プレイ（2台）

XYフロッター
コンソール

イメージディスプレイ
（512メ512x8bit×8組）

＼　　　　　　　　　　ラインプリンタ
＼

　＼　　「一一一葡”顧齢卿顧「
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　　　＼1口　1縣讐幡
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　　　　1　　　　　　　　　　　　l　　　　l　フォトプリンタ　1
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図2－12　農業用リモートセンシング解析装置（ARSAS）のハードウェア構成

表2－2　主なハードウェアの構成と仕様

機　　器　　名 主 な 仕 様

（演算処理装置）

電子計算機

磁気ディスク装置

磁気テープ装置

ラインプリンター

キャラクタディスプレイ

（画像処理装置）

イメージディスプレイ

カラーハードコピー
（周辺入出力装置）

ドラムスキャナ

フォ　トプリンター

XYプロッター

FACOM　M－310，1語長32ビット，メモリサイクルタイム3600ns／8バイト，主
記憶4メガバイト実装

固定式135メガバイト5台，カートリッジ式62．5メガバイト！台（合計737．5バイト）

記録密度6250／1600rpi，2台
136字／行，印字速度最大1000LPM，活字ベルト式バックプリント方式

14インチモノクロ3台，ライトペン付き，表示80字×24行，文字プォント7×9
ドットマトリクス

グラフィカ1－5088，リフレッシュメモリ2メガバイト（512×512×8ビット×8台），

グラフィックメモリ3プレーン（512×512x1ビット），超高速パイプラインプロ

セッサ3台装備，トラックボール付き
アビオニクスCIR，一100，SX－70ポラロイドフィルム，35㎜ロールフィルム両用

グラフィカG－225A，透過・反射両用，分解能25～1000μm，資料サイズ500～500

㎜まで可能

きもとDP－500，焼付サイズ242×360㎜以下，スポットサイズ25～100μm
グラフテック
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表2－3　ソフトウェアの構成

プログラム種類 プログラム名と概要
オペレーティングシステム

制御プログラム

言語処理プログラム

支援プログラム

アプリケーションプログラム

FACOM　OS　IV／X8
VTAM（端末とシステムの通信制御），AF（運用自動化）

FORTRAN77，BASIC
ソートマージ（DISK，MTデータのソート），KST（漢字作画支援）

BMDP（統計解析プ・グラムパッケージ），PROSID（メニュー方式処理システム），

GLSP（グラフィカ15000シリーズ用グラフィック表示サブルーチンパッケージ），

IPSP（グラフィカ15000シリーズ用画像処理サブルーチンパッケージ），SPIDER
（画像処理用サブルーチンパッケージ），MOVIE．BYU（3次元画像処理プログラム）

引用文献

1）秋山　侃・芝山道郎・山形与志樹（1986）：牧草お

　よび作物の分光反射特性．2．作物種の判読．日草

　誌，32（別），336－337

2）秋山　侃・斎藤元也（1986）＝リモート センシング

　技術の応用（その2）一農作物調査への適用r

　農土誌，54，951－957

3）福原道一（1974）：Remote　Sensing．土壌のリ

　モートセンシング．p．165－178　キャノン株式会

　社，東京

4）LANDGREBE，D．A．（1971）：System　App－

　roach　to　the　Use　of　Remote　Sensing．Proc．

　International　Workshop　on　Earth　Resources

　Survey　Systems．NASA，Am　Arbor，Mich．，

　NASA　Special　Publication，SP－283，Vo1．1，

　p．！39－154

5）丸山明好（1988）：地上局の活動状況と動向。昭和

　62年度高度リモートセンシング技術に関する調査報

　告書．資源観測解析センター．Vol．2，1－34

6）向井幸男（1987）：リモートセンシングの応用（そ

　の8）一データの取得と画像処理の実際一．農土誌，

　55，347－354

7）リモート・センシング技術センター（1987）：ラン

　　ドサットデータカタログ．宇宙開発事業団、地球観

　測センター編集，東京

8）芝山道郎・秋山　侃（1986）：圃場用分光センサを

　使った水稲生育情報の追跡．皿．可視・中赤外域圃

　場用分光装置の試作．日作紀，55（別1），174－

　175
9）和達清夫ら（1976）：リモートセンシング．p．280，

　朝倉書店，東京

10）渡辺利通・堀江正樹・芝山道郎（1988）：農業用リ

　　モートセンシング解析装置（ARSAS）農環研資，

　　4，1－19

　　　　　　　　　　　　　　　　　（秋山侃）
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皿　ランドサットTMデータにホる日本の

　　特徴的農業地帯の画像表示

　皿章では，日本全国から14ヵ所の農業地帯を選び，農

業情報抽出に有効なTMデータの波長の組合せを検討し

た。その過程の中で，赤（R），緑（G），青（B）にそ

れぞれTMのバンド5，バンド4，バンド3を割り当て，

オリジナルデータにストレッチング，エンハンスメント

処理等をかけることにより，農業的特徴を明瞭に発現で

きるように工夫した。そして，その結果を以下のA3版

カラー画像として表示した。また各画像に関する解説を

加えることにより，農業環境，農業資源が画像上でどの

ように表示されているかを理解しやすくしたっもりであ

る。また当資料を一読した農業関係者が，それぞれの専

門的立場から新たな研究シーズを発掘してくれるかもし

れないと期待している。

　画像表示の対象とした特徴的農業地帯は以下の通りで

ある。

画像1

画像2

画像3

画像4

画像5

画像6

画像7

画像8

画像9
画像10

根釧

十勝

八郎潟

十和田

筑波1

筑波2
埼玉

新潟

大阪

大山

大規模な草地酪農

大規模機械化と畑作農業

大規模農地と新農村建設

ヤマセに挑戦する青森南部地方の農業

生活環境と生態系調和型農業の展開

豪雨で冠水した首都圏の食糧基地

列居村の面影をとどめる近郊畑作地帯

巨大なシステムが支える水田単作地帯

関西学術研究都市と近畿圏の農地

産地形成の進んだ大山・蒜山の火山灰

土地帯

画像11
1984．5．8

　　　　憂

画像14
1986．5．12

　　　　占
　　　げ

ヴ。

茄

画像11広島

画像12　香川

画像13熊本

画像14佐賀

13

果樹・野菜栽培の瀬戸内沿岸地帯

寡雨に備える讃岐平野の農業

熊本平野の畑作地帯と阿蘇山麓の肉牛

生産地帯

佐賀平野のクリーク農業と有明干拓

　上の特徴的農業地帯として，画像表示した地点および

画像取得日を，一括して図3－1の日本地図上に示し

た。またすべての解説文の中には，画像の位置および

その土地の気象条件が比較できるように，位置図，お

よび降水量と気温によるクライモグラフを統一して載

せたQ
　なお画像作成は，福原道一，山形与志樹，宮地直道，

冨士田裕子が担当した。

画像10
1984．5．8

碑

．2瀬

』b

画像3
1984、6、4

画像8
1986．7．28

一脅

　　／∫

■
も

画像12
1985．5．2

o

Q

eG

画像9
1984。9．6

◎

o

9
，

o

9

画像1

鰍a診
　　　●　　　　●び

画像2
1984．5．21

画像13

画像4
1985．6．16

1984．10．22　’

4
　　　グ

・㌃，潔

画像5
1985，1．23

・
o

∂

画像6
1986．8．6

画像7
1980．8．6

図3－1　皿章の画像表示に使用したランドサットTMデータ
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　画像1　根釧　大規模な草地酪農

　1　根室地方の草地

　画像は，根釧原野のうち根室地方を示している。画面

の西（A4）にはかって世界一透明と言われた摩周湖が

見える。この湖は摩周火山の約7000年前の噴出で生じた

カルデラ湖であり，噴出した火山灰はこの地方すべてを

覆った。摩周湖の東には碁盤目の防風林に囲まれた短冊

形の緑の牧草地が広がる。この画像はバンド3以外は目

に見えない光であるので，実感の色とは異なる。紫色は，

中標津町，別海町などの市街地である。また赤色は，作

▲

▲

▲

羅臼岳

、
▲

▲

斜里岳
屈斜路湖

げ 鬼周湖
中標津

弟子屈
別海

標茶
0

（
Q

廻
収
罫
駐

聖

20

0

30一 145’E

図3－2　位置図

44●．N

30’

7

4

10
年平均気温　5．6℃

年降水量　UO4mm
　　　　7年日照時間　2096h，

豊

0 　　　　　200　　　　　　　　400
　　　　　月降水量（m皿）

図3－3　クライモグラフ（釧路）

　　　　　〔図中の数字は月を示す〕

物がなく土壌の露出した畑などで，この地域のほとんど

が腐植の多い火山性土であることを示している（図3－

4〉。これらの火山性土の大部分は摩周火山のものであ

るが，未熟火山性土は摩周湖南東壁に接するカムイヌプ

リの火山灰である。

　根室地方は，草地酪農が農業の基幹になっている。総

農用地面積105，963haのうち97。0％が草地で，牧草約

91，500ha，デントコーン約3，000haが占める。この草地

酪農は昭和40年代，特に45年以降に草地面積の拡大と飼

養乳牛頭数の拡大によりめざましい発展があった。しか

し，草地開発の進んだ最近では草地面積の拡大の余地は

なく，一方，乳牛が増頭した結果，経営内容が集約化の

方向に進んだ（図3－5）。一戸当りの平均草地面積

は40ha，乳牛飼養頭数は6！頭になっている。

　酪農における経営上のポイントは，飼料の自給率を高

め，良質粗飼料を確保することによりコスト低減を図る

ことである。根室酪農の強みはその自給率が高いことで

あるが，ここ数年牧草のha当りの収量は3．5t程度にと

どまっている。それは，かなり経年化した草地が増えて

いるからで，これらの草地では単に生産性が低下してい

るばかりでなく質的にも悪化している。

　根室地方の夏期は冷涼で牧草の夏枯れがなく，草地

酪農に適している。しかし，冬期は雪が少なく，牧草

は一10～一20℃の低温と1m近い土壌凍結により毎年

のように冬枯れを起こす。また土壌が火山性土であるの

で，土壌の物理性は牧草収量にあまり関与せず，土壌の

化学性の良否が草種構成によく反映する。したがって生

産力の低下が草種構成の変化として表れるので，これを

草地更新の指標にできる。草地の生産力向上のために，

とくに冬枯れを防止して草地の永続性を高めることと

草種構成の劣化した草地の更新が必要である（松中ら，

1987）。

　2　草地管理に向けてのリモートセンシングの利用

　この地域では根釧農試，根室管内普及所，農協，役場

などの関係機関が生産者と一体となって草地の実態を調

査・解析して，技術的改善指針を提示し，管内草地の生

産力向上に役立てている。

　さらにランドサットデータから草地の維持管理に必要

な情報を，経時的，くりかえし広域，同時に把握できれ

ば有効である。それぞれの牧草地の色が微妙に異なって

いるので，その違いを画像処理することにより，生育量

などの情報を得ることができる。

　リモートセンシング技術に期待する情報として次のよ

うなものがあり，今後の研究の発展が望まれる。
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　　　　　図3－4　60万分の1土壌図・根室・釧路支庁の一部

　　　　　　　　　　（富岡ら，1985）
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千
戸
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65

図3－5

0

①採草，放牧の区分，収穫状況，更新状況春先の融

　雪状況，防風林の配置，圃場と牛舎の位置関係，

②土壌水分，地中温度，腐植含量などとその地域差，

③作物の生育状況，草種の判別，収量予測，刈取り適

　期予測，

④沿岸部における夏季の海霧が牧草刈取り，乾草作業

　にあたえる影響の実態把握，などである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福原道一）
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　画像2　十勝　大規模機械化畑作農業

　1　十勝農業の立地と問題点

　画像は，春の十勝平野畑作地帯を示している。大雪山

系十勝岳に源をなす十勝川沿い，画面ほぼ中央部に農業・

産業の中核都市帯広の市街地がある。中央上部の四角

（C3）は農林水産省十勝種畜牧場である。十勝の総土地

面積は108万㎏耕地面積26万haであり，牧草38％，コム

ギ14％，テンサイ13％，バレイショ11％，マメ類14％が栽

足寄

帯広
十勝川

▲

▲
鳶，

▲

▲　日高山脈

▲

▲

▲広尾Q『

．＿＿滋、

…襟馴1

　
9
）

魍
取
曇
牌

興

20

0

143。E

図3－6　位置図

43’N

42。N

144『E

7

る

10
年平均気温　6．1℃

年降水量　952mm

年日照時間 2ラ130h

1
0 　　　　　　200　　　　　　　　　400

　　　　　　月降水量（mm）

図3－7　クライモグラフ（帯広）

　　　　　〔図中の数字は月を示す〕

培されている。日高山脈（G5）に雪の残るこの時期に，

畑に見える濃緑色の短冊形は麦，黄緑色は牧草，空色はビ

ニールマルチである。一筆の大きさはおよそ280m×90m

なので，700kmの宇宙から見たにもかかわらず畑の一

筆々々が区別でき，農家経営の規模の雄大さがうかがえる。

　十勝平野では，一戸面積24haの大規模機械化農業

（写真3－1）が展開されて，わが国の食糧供給基地と

しての期待を担っている。しかし，内外からの厳しい荒

波を受けていることは稲作農業同様で，食糧生産基地と

して21世紀に存続・発展するためのみちを模索している。

特に技術開発に関して，国際競争力に耐え得る低コスト

化，高品質・安全農作物の生産などが強く求められ，検

討を迫られている。

写真3－1　大型トラクタと最新式プラウによる耕起風景

　十勝地方は，農牧適地の53％に相当する20万haが火山

性土で，そのうち約80％が排水不良な土壌である（図3

－8）。これまで十勝農業は，排水を中心としたさまざま

な土地改良により，不良特殊土壌でのいろいろな耐寒性畑

作物の栽培を可能にしてきた。しかし，本来的な意味では

現在の耐寒性とされている主要畑作物にとって，十勝の気

候，土壌が決して最適条件ではないことは認識しておく

必要がある。ヨーロッパやカナダに比較して十勝は春期

に低温で，夏期に多雨である。これが小麦の穂発芽や根菜

類の多汁質化を招き，十勝の畑作生産を不利にしている。

　テンサイの品質を規制する糖含量は，窒素供給の多

少と同時に水分供給でも影響される。体内の糖含量と

水分含量との間には負の関係があるので，水分供給能

の高い土壌は多汁質で糖分の低い作物を生産すること

になる。量より質が重視されるようになり，土壌の評

価も変ってきた。例えば，従来多収を得るところから

一等地とされてきた養・水分供給能の極めて高い沖積

土壌に代わって，保水能および窒素供給能が低く不良土壌
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　へ（
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1嚢褐色台地土

醗璽褐色火山性土

「］黒色火雌土

灘｛　　　灰色台地土

　　　グライ台地土
薩葱沖積土

E泥炭土

図3－8　十勝土壌分類図（原図：菊地，1973）

とされてきた乾性火山灰土壌が品質の面から一等地になろ

うとしている。実際に乾性火山灰土壌では養水分の自然制

御が十分で，あらゆる作物で高品質のものが得られている。

　2　ランドサットデータの十勝農業への利用

　この画像は，上記の土壌の複雑な分布を見事に我々に

教えてくれる。淡いピンク～灰色は沖積土壌，淡い紫～

茶～黒茶は火山灰土壌で，いずれも淡い色ほど土壌が乾

燥していることを示す。さらに，この画像の持っ情報か

ら腐植含量や水分含量を知ることができる。腐植含量に

っいては既に十勝全域の分布図を作成した（解析例2）。

この腐植分布図を従来の土壌図と対比してみると，同じ

土壌型に区分されている地帯が3～4水準の腐植含量に

区分され，同じ土壌型でも水分と窒素供給力にかなりの

幅があることを示している。しかし，現在は同じ土壌型

のもとでは肥培管理や土壌改良の基準が画一的であるの

が一般的であり，不必要な経費投入がなされている可能

性がある。低コスト・高品質のためには，より木目の細

かい土壌水分の制御と肥培管理が必要である。

　量から質の時代になれば，コストの多少により適地の

範囲は限定される。それ故に，今，宇宙からの農業生産

情報の収集と利活用が21世紀の十勝農業の存続の大きな

鍵を握ろうとしていると思われる。それは，大規模農業

ほど小さな合理化が収益の増大に結びつくからでもある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（福原道一）



18 農業環境技術研究所資料　第7号（1989）

　画像3　八郎潟　大規模農地と新農村建設

　1　八郎潟干拓と新農村建設

　八郎潟は，かって総面積22，024haを誇る日本第2位

の湖であった。米どころとして名高い秋田県も，気象条

件からみると決して農業に好適ではなく，年間降水量

L787mmと水利に恵まれているものの，年平均気温約11

℃，総日照時間1，825時間で，典型的な日本海型気候を

土地改良や品種改良で克服しながら今日の稲作技術を確

立してきた。近年の銘柄品種「あきたこまち」もこれら

の気候的ハンディを克服する技術革新と消費者嗜好の適

格な把握から生まれたものである。

　八郎潟干拓の歴史は古く，湖底が平坦で肥沃な粘土質
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図3－10　クライモグラフ（秋田）

　　　　　〔図中の数字は月を示す〕

であったことから湖岸の小規模な干拓や埋め立てが行わ

れてきた。江戸時代の「八郎潟疎水計画」をはじめ，明

治期には「八郎潟開発計画」が樹立される。八郎潟干拓

が国営事業として構想されたのは1924年（大正13年）で

ある。その後幾度となく計画され，戦後の食糧事情窮迫

期にも当時の農林省による「八郎潟干拓国営事業計画」

が作成されるが実現をみていない。八郎潟干拓が本格化

するのは，1952年の調査着手からである。その後事業の

有用性が国内外に認められ，オランダとの技術援助契約

を締結，！957年の着工以来7年後の1964年（昭和39年）

10月に中央干拓地が干陸するに至っている。こうして，

広大な干拓地にまさしく新農村が建設され，大潟村が誕

生したのである。

　大潟村の行政面積は16，657haで，約94％が中央干拓

地からなっている・標高は全村海抜ゼロメートル以下で，

経緯度交会点のある村としても知られる。北緯40度，

東経140度の交会点は，村の総合中心地（画像上C4，D4）

の東約2．5kmの地点（画像上C3）である。1966年5月

に全地区が干拓された広大な大規模農地は，濃青色に表

示されている湛水期の水田と，畑作物が栽培されている

黄緑色の畑に区分される。いずれも大区画の汎用耕地で

あるが，ランドサットが把えた画像は，圃場の利用実態

を如実に映し出している。

　画像はおよそ1／62，500スケールに調整されているが，

道路，水路，圃場の区画などの線要素が明確に識別でき

る。水田利用再編対策以降の畑作物導入でモザイク状に

識別される圃場の1枚ごとの判読も可能である。総合中

心地の北側を東西に走る排水路は，地区を斜めに貫流

する排水路とともに暗色に表示されている。農道は排

水路ほど明瞭ではないが，東西に走る排水路に接する

幹線道路などが明確に分類され，その他の道路も圃場

を区画する主要な線要素としてはっきり判読すること

ができる。

　2　モデル農村と大規模経営の課題

　干拓地への新農村建設は，農業経営の高度化とともに

理想的な農家生活環境の創設をねらいとして計画された。

総合中心地は，農家住宅，公共用地及びその周囲の農業

生産用地からなり，公共施設は居住施設中央部の幅200

mのセンターベルトに集められている。画像上では，大

潟村の「潟」文字下の縦長の空間に相当する。大きなコ

ンクリート建造物の位置が画像上では白味を帯びた青紫

色に表示されているのが見える。写真3－2（秋田県農

政課提供）は，総合中心地を西南方向からとらえたもの

である。
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写真3－2　総合中心地と大規模農地

表3－1　八郎潟干拓地の概要

区分 地区面積
面積内訳 配分戸数

農地 集落用地 そ¢他公共施翻地 施設用地 入植 増反

中央干拓地
（大潟村）

　　　ha
15，640

　　　ha
10，862

　ha686 　ha952
　　ha
3，140

　　戸
589

　　　戸
2，079

　　周辺干拓地

（東・西・南・北部）
1，563 1，047 516 2，373

計 17，203 11，909 686 952 3，656 589 4，452

　日本農業のパイオニアを目指す大潟村の農地には，

1968年第1次入植者による耕作が開始され，現在589

戸の農家が大型機械化一貫体系による近代的営農を展開

している。入植・増反の内訳は表3－1に示すとおりで，

画像はこれらの農家の圃場の1枚1枚を把えている。

　大潟村における農業は，トラクター，コンバイン，

カントリーエレベータによる播種から収穫にいたる機

械化作業体系を導入している。そして，戸当り15haの

配分のうちの10haに水稲，5haに畑作物を作付するこ

とになっている。水稲収量は，570kg／10aの水準に達

し，労働時間も約30時間／10aと省力化が進んでいる。

しかし，小麦，豆類，野菜等を栽培する畑地が5haに

及ぶため，機械化を徹底しても労働のピークには入植

農家の平均労働力では対応できないケースも生じてい

る。すでに特産品化しているアムスメロンのように市

場性の高い作目の導入や栽培作目の多様化による労働

ピークの軽減など，これから解決すべき課題が山積し

ていると考えられる。一方で，計画当時の予想とはは

るかに進んだ住空間の近代化に伴う生活環境の見直し

も必要である。生産・生活両面の課題を克服し，ゆと

りあるモデル農村を整備していくことは，大潟村にと

どまらず日本の農業・農村全般にかかわる課題であ

ろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（石田憲治）
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画像4　十和田

　　　　方の農業

1　青森県の農業

青森県の農業は，

（！987年）と，
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ヤマセに挑戦する青森南部地

　　　　　　　　　1戸当りの経営耕地面積が176a

　　　　　　北海道に次いで大きいことや，他県と比

べ若年農業者が確保されているこ．となど，いくっかの利

点を持っている。1985年の全国に占める青森県の農業的

な地位をみても，農業粗生産額が14位，作物別では，り

んご，ながいも，にんにくが1位，米が9位を占め，農

家1戸当りの生産農業所得も3位と，我国でも有数め農

業県としての地位を確保している。
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　　　　　〔図中の数字は月を示す〕

　稲作は，特に夏に高温，晴天に恵まれる津軽平野を中

心に展開され，1987年の水稲作付面積は68，800haであっ

た。近年，減反面積の拡大や消費者の米離れなど，米を

めぐる情勢が一層厳しくなっていることから，青森県

では，品種構成の適正化など基本技術の徹底や，生産

コスト低減等に力点を置いた政策を進めている。一方，

夏期冷涼な気候を活かした野蘂の産地づくりにも熱心

で，ながいも，にんにく，にんじん，だいこん，トマ

ト，食用ぎくなどが作られている。また，りんごの栽

培は，明治8年．（1875年）に明治政府が青森県庁に苗

木を送ったのが始まり．とされ，明治19年（1886年）に

は現在の青森県りんご試験場の前身ができた。そして

100年の歴史の中で，たゆみない品種改良が続けられ，

「次々と新しい優良品種を作り出し，日本一のりんごの

産地となっている。畜産に関しては，近年全般的に生

産過剰基調で推移しているため，計画的な生産が進め

られている。

　2　ヤマセと水田

　青森県の気候は冷涼で，短い夏と，低温で長い冬が特

色である（図3－12）。しかし，山脈，半島，陸奥湾な

どの地形的な複雑さや海流の関係で，津軽半島と県南地

方では，気候条件はかなり異なっている。すなわち，冬

期は，大陸高気圧の影響で西ないしは北西の季節風が卓

越するため，津軽半島は天候不良で多雪となるが，南部

地方は冷え込みが厳しく，津軽地方に比べると晴天の日

が多く雪も少ない。また，南部地方では春の終わりから

夏にかけてオホーック海高気圧からの冷たい偏東風（通

称ヤマセ）が吹くことが多い。特にオホーック海高気圧

の勢力が強くて，梅雨前線の動きが不順で北上が遅れる

年は，曇りで気温の上がらない日が続くことになり，冷

害に見舞われる。しかし津軽地方は，このヤマセが山脈

によってさえぎられるので，南部地方に比べると一般に

気温が高く，天気が良く気候に恵まれている。

　さて画像は，しばしばヤマセに襲われる南部地方の6

月中旬の様子を示している。（この画像が撮られた1985

年は冷害年ではなかった。）画像中赤紫色の部分は，市

街地もしくは裸地である。青紫色に見える部分と河川の

わきの濃紺色の部分が水田で，十和田市の南を流れる奥

入瀬川の中・下流域を中心に展開している。その南側は

丘陵地の占める面積が多くなり，これに伴い水田地帯は

ますます細長く，相板川，馬淵川などの河川流域に沿っ

て帯状に分布している。しかし6月のこの時期，若い稲

はまだ水面を覆うに至っていない。

　この地方をしばしば襲う冷害（主原因はヤマセであ
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るが，大陸からの寒気の流入など他の原因も含める）は，

1886年（明治19年）以降過去102年間（1987年まで）で

代表的なものだけでも14回に及ぶ。このような現実に対

して，第一に冷害に強い稲の品種改良が積極的に進めら

れ効果をもたらした。さらに最近では，防風林に代わっ

た防風ネットの設置，栽培様式の工夫など，弛まない努

力が続けられている。現在青森県では，「アキヒカリ」

が80％近く作付けられているが，ヤマセの危険地域では

極早生品種を栽培し，その来襲に備えている。

　3・山地傾斜地の利用

　画面の北端部（C1からD1）に一際明瞭に区画が

表れている部分が奥羽種畜牧場である。総敷地面積

1，400ha余からなるこの牧場には約500haの飼料畑，

280haの牧草放牧地，170haの野草放牧地があり，毎

年1，000頭以上の和牛を飼養している。農林水産省に

は全国14所にこのような種畜牧場があり，それぞれの

地域に直結した家畜の改良事業を行っている。解析例4

の日高種畜牧場もその一っである。この奥羽種畜牧場で

は，日本短角種や黒毛和種といった肉用和牛の改良およ

び配布を通じて，地域の肉用牛生産振興に寄与している。

　画像の左半分の黄緑色の部分は森林地帯で，6月で

21

も青白く冠雪した八甲田山や濃紺色を呈した十和田湖

を抱いた奥羽山脈の山地帯になっている。八甲田山の

亜高山帯域には，主としてアオモリトドマッからなる

針葉樹林が見られ，周辺の大部分はブナ林となってい

る。画像上では冠雪地の周辺のやや黒ずんで見える部

分がアオモリトドマッ帯で，黄緑色のブナ林がこれを

大きく取り囲んでいる。ブナ林の分布域の中で，やや

標高の低い山地帯の伐採跡地には，ミズナラの二次林

が分布している。一方標高が10G－200m以下の丘陵地

や低地は，コナラークリ林が主体となっている。山地

帯中部から丘陵地にかけては，自然環境を活かした放

牧が昔から行われ，ブナ林皆伐後のススキ草地，さら

に放牧で成立したシバ草地の利用，ブナ林での林間放

牧と，夏山冬里方式の牛馬の育成が盛んであった。八

甲田山と奥羽種畜牧場の間に，紫色の斑点のある灰色

を呈した大きな方形状の開発地が見えるが，これが田

代平の牧野である。そして紫色の斑点部分は湿地植生

を示している。しかし，ここは最近ではほとんど畜産

には利用されておらず，むしろ観光地として収益をあ

げている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（冨士田裕子）
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　画像5　筑波1　生活環境と生態系調和をめざ

　　　　　す農業の展開

　1　筑波農業と立地

　画像は茨城県筑波地域の冬の景観である。

　筑波山が，常陸台地に北から突き出した八溝山地の南

端にある。その南東部には霞ヶ浦が横たわる。常陸台地

を開析する鬼怒川，小貝川，桜川など，大小河川の流域

には沖積地が広がっている。

　東京に近く，地価が安いこと，また未開発の台地，

平地林が多く，農地買収がやさしいことから，国政レベ

ルでの地域開発の一っとして1963年から研究学園都市が

建設された。1987年にはっくば市が発足した。1985年の

科学万国博覧会や常磐高速道路の開通により，工業団地
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図3－14　クライモグラフ（水戸，画像6も共通）

　　　　　〔図中の数字は月を示す〕

の新設が相次ぎ，都市化が進んできている。この画像に

も準備を整えている万博会場（F3）が白く見える。また，

高速道路は左下の取手から右上の水戸へと走っている。

　この地域の気候は，比較的温暖で，年平均気温はおよ

そ13℃，年降水量は1，300－1，400mmである。しかし，ロー

ムに覆われている台地は水に恵まれず，しばしば干害が

発生する。また沖積地は低湿地のため，排水が悪く，水

害がしばしば起こる。茨城県は，東京から100km圏内に

ありながら，農業粗生産額が全国第2位の農業県である。

八溝山地などを除けば，平野が広がっているので，耕地

率が全国一高い。総面積60万9千haの内，耕地面積は

20万4千haあり，そのうち水田は11万3千ha，畑は9

万1千haを占めている。首都圏への食糧供給基地とし

て安定的な農業生産が期待されて、いる。その期待に応え

るために，この地域での相反する水害と千ばっを克服す

る必要がある。

　この画面で赤味の強い所は排水性の悪い土壌である。

霞ヶ浦北側周辺の湿田（黒色）ではレンコンが栽培され

ており，その面積は約1，900haで，全国の30％を占めて

日本一である。

　水田農業の中心をなしている沖積地では基盤整備も進

み，転作田の集団化，団地化が進められている（写真3

－3）。

　台地上の畑（褐色）はほぼ平坦で，省力栽培が可能な

土地利用型作物と野菓がうまくローテーションに組み入

れられて，連作障害の回避をはかりながら栽培が進めら

れている。さらに，慢性的な水不足の対策のために霞ヶ

浦用水事業が着工されている。この事業は，8億トンも

の水を湛える霞ヶ浦の水を利用し，常陸台地を広範囲

にわたって灌がいしようとするものである。これは，

霞ヶ浦の水をいったん筑波山へ押し上げ，自然流下に

よって31の市町村へ給水し，農業用水，都市用水として

利用しようとする壮大な計画である。幹線水路はすべて

パイプラインとし，その基幹水路は約53km，このうち14

kmが筑波山中腹を貫くトンネルにあたる。この用水（総

延長560km）が完成すると22，000haの耕地が灌がいされ

ることになる。

　2　生活環境と生態系調和をめざして

　台地上には，屋敷林の緑が多く見える。いまなお豊富

に残る屋敷林は生態系調和型農業を発展させるために重

要である。それは農村のもっアメニティ機能の原点とな

り，また生態系維持のために欠かせない動植物を保護す

る役割をはたすという。かってはその落葉は堆肥として，

また木は薪として利用されるなど，屋敷林の農村に果た
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写真3－3　筑波山と田植期の水田

す役割は大きかった。しかし，今日では生産や生活との

関わりが少なくなるとともに放置されてきた。そのため，

屋敷林は未利用地として開発の対象にされている。

　また，この地域の立地条件を象徴するものとして，芝

畑とゴルフ場がある。芝畑は，筑波山とっくば市の間に

広がる白色の部分である。ここでの芝の生産量は全国の

38％を占め，日本一を誇っている。ゴルフ場は，この芝

と同じ白色で，蛆虫が集まったように見える。それは画

面の至るところに認められる。

　この地域だけでなく，都市周辺では近年，農業近代化

に伴う農村整備，兼業化，農業労働者の高齢化，都市の

拡大に伴う混住化などの農業内外のインパクトが強まっ

ている。これらのインパクトにより，農村は，食料生産

をっうじて土地や水を管理し，国土の保全と環境を維持

するという機能がそこなわれてきている。国民が期待し

ている21世紀の農村のイメージは，一自然の美しさとこれ

に調和した快適で健全な生活環境であろう。したがって，

このような農村地域を創るために，あらためて生産と生

活環境を見直す必要が生じている。そのためにランド

サット画像により地域の現状を鳥敢することが役立っで

あろう。また自然の美しさとこれに調和した快適で健全な

農村をめざし，この地の研究機関は農村との連携を密にし

ながら先端的研究を進め，実用化していく必要があろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福原道一）



24 農業環境技術研究所資料　第7号（1989）

　画像6　筑波2　豪雨で冠水した首都圏の食糧基地

　1　画像にみる夏の筑波

　この画像は1986年8月6日に撮影されたもので，画像

5（1月23日）とほぼ同一地点（図3－13）を切り出し

てある。農業地帯は都市域に比べ画面の季節変化は大き

い。1月の画像では筑波山の常緑樹や平地に点在する屋

敷林だけが緑を留めていたのに，8月の画像ではほとんど

全域が黄色と緑色に埋め尽くされ，茨城県にいかに農地

が多いかを改めて認識させられる。

　画面では，南北に流れる川に沿って出穂期直前の水田

が帯状に連っている。水田の間を埋めている黄色と紫色

の混じったような色の部分は畑作地帯であるが，この画

面からは作目を特定できない。ただ，霞浦北岸（画像上

E1）の黄色い部分は広大なレンコン畑である。また画

面D3のあたり（大穂地区）で，黄色の強い部分はシバ

の栽培地点であろう。これらのシバがゴルフコースに張

られる（G4，G5のあたりに多数見られる）と，フェ

アウェイが浮かびあがって黄色い縞目模様になる。・

　2　豪雨水害禍

　さてこの画面の極めて特徴的・特異的現象としては，

各地に浸水がみら。れることである。実は撮影日直前の8

月4日から5日にかけて，伊豆半島の南海上で温帯低気

圧となった台風10号が北北東に進み，房総半島を縦断，

茨城県を通過した。この結果図3－15に示すように県南

では2qO㎜から300mm，県北で。は所によって400mmを越す

記録的な大雨となった。この温帯低気圧は広い範囲に大

雨を降らせたため，県内の各河川が急激に増水し，特に

利根川支流の小貝川の石下町（D4）および画面には一

端しか現れていないが，恋瀬川（D1）では，低気圧通

過後の、8月5日から6日にかけて増水がピークとなり決

一壊する地点も生じた（写真3－4，5）。その後減水が
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写真3－5　明野町赤浜小貝川堤防決壊により土砂流入で稲が埋没，決壊後約8日

表3－2　8月初旬の豪雨による茨城県の

　　　　農作物被害概況

農作物名　　被害面積うち被害30％以上　被害量

水陸稲

野菓

雑穀・豆類

工芸農作物

飼肥料作物

果樹

その他農作物

総数

19，800ha

2，490

1，170

　148
　202
　27
　131
24，000

6，830ha

　258

　392

　12

　169

　　3

　53
7，720

23，800t

6，750

　703
　68
3，240

　582
　44
34，700・

（関東農政局茨城統計情報事務所）

はかどらず洪水警報が8日まで発令された。このため茨

城県内各地の主な河川流域を中心に洪水による冠水等で

大きな作物被害が発生した。県全体の推定被害総額は8

9億円に達したとされている。このうち，81％にあたる

約72億円が水稲被害であった。これは水稲の生育ステー

ジが丁度，冠水の影響を受けやすい穂ばらみ期から出穂

直前であり，被害面積が18，900haのうち，11，000ha

（約58％）が1日から2日間冠水した結果，冠水後に

おける被害（白穂1幼穂枯死，穂首の折損，不稔もみ

等）が多発したことによると推定される。

　茨城統計情報事務所では，穂ばらみ期に冠水を受けた

場合の被害（減収）歩合は，冠水日数が1日から5日ま

で増加することにより，それぞれ，15，35，55，75，95

％と増大すると推定しており，今回の場合，2日以上冠

水した地域が多かったことが被害を大きくしたとみてい

る。各作物の被害面積および被害量を表3－2に示す（関

東農政局茨城統計情報事務所，1987）。

　この画面上を数本の河川が北西から南東方向に流れて

いるが，最も東側で筑波山の西側から霞ケ浦に流れ込ん

でいるのが桜川，そ㊨西をつくば市を貫いて南北に流れ

ているのが小貝川，さらに西側に鬼怒川，そして左下を

利根川と江戸川がかすめているが，いづれの河川も画像5

と比較して川幅が数倍に膨らんでいる。特に小貝川はD3

－4の付近で大きく広がり氾濫した水が水田を被っている。

これは先に述べたように画像取得日の前日の8月5日午

前9時，この地点（石下町本豊田）で決壊したことによ

るものである。皮肉なことに決壊した8月5日と翌6日

は関東地方は台風一過の快晴となり，このような衛星画

像が撮れた。よく注意して見ると，水色の濁流水の中に

うす黒く半月型の決壊流が流出している地点を確認でき

る。また水色の水面の他に水田の中に黒い斑紋が現れて

いるが，これは停滞水により冠水した地点である。このよ

うな地点では水稲への被害は比較的軽微であり，むしろ明

るい水色に見える地点ほど被害は大きかった。この時の水

稲における洪水被害の画像解析の結果を解析例7に示した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（秋山侃）
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　画像7　埼玉　列居村の面影をとどめる近郊畑

　　　　　作地帯

　1　画像にみる埼玉の農業環境

　埼玉県では，県南を中心に1960年頃からすでに混住化

が進展し，いわゆる首都圏の拡大と共に農地が減少して

きた。開発のピークを過ぎた1980年から1985年の5年間

をとりあげても約7・300haの農地が砂1セつ1閃て》・る・

しかし，総土地面積約38万haの約25％に当たる10万5500

haの農地を有し，水田率が約58％にとどまることに象

徴されるように首都圏の都市近郊畑作地帯として，軟弱

野菜等を首都圏へ供給するなど重要な役割を果している。

埼玉県の混住化地域は首都圏のベッドタウンであるとと

もに，首都圏の食糧基地でもあると言える。埼玉県の気象

条件は，クライモグラフ（図3－17）1に整理したとおり

で，年間平均降水量はL207mmとやや寡雨であるが，年平．、、

均気温は14．10C，総日照時間も2，142時間であり，利水環∫
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　図3－17　クライモグラフ（熊谷）
　　　　　　〔図中の数字は月を示す〕

境を考慮する限り農業に良好な自然的条件を備えている。

　画像は県都浦和市を右上に，東西約30km，南北約20km

の領域を切り出している（位置図3－16参照）。画像で

は，濃青色から青紫魚に表示されている市街地が，右上

』部に斜めに延びる」’R東北本線，、国道4号線沿いに集積

している。市街地形成の進んだ与野市，浦和市に比べて

画像中央部の入間地域にはまだ多くの農地が残されてい

る。』画像上方から右下に流下する荒川の上流部では，流

路周潭『に多ぐの耕地が識別され・河川敷の緑地帯ととも

に首都圏の主要な農業生産および緑地空間を提供してい

る。画像は豪雨の直後ぞあることから，荒川の旧流路や

流入する支川が明確に識別され，微地形判読の手がかり

が得られる。画像左側には入間川の流路がのび，入間川

流域の茶畑地帯が広がっている・荒川との間に西から東

へゆるやかな勾配をもって広がる台地は，武蔵野台地の

北東部に相当し江戸時代中期以降川越藩による新田開拓

事業が行われたところで1列居型開拓村とその農地が今

も面影をとどめている。画像の下方，所沢市の南部には

東京のみずがめと言われる狭山湖・多摩湖が位置してい

る（画像上B5）。

　2　入問の農業と列居村・

　入間地域は，総耕地面積17，100haのうち普通畑6，550

ha，樹園地5，530haでそれぞれ水田5，040haをしのいで

いる。特に画像の中心部に位置する大井町，三芳町は水

田が皆無の地域である。これらの地域は首都圏の典型的

な畑作地帯で，関東ローム層に覆われていた洪積地帯の

土壌の特質を生かして，根蘂類の主産地として発展して

きたQ都市化の波の中にあっても農業生産性はかなり高

く，1985年の農家1戸当り生産農業所得は，三芳町2，416

千円，大井町1，3！3千円と県平均828千円を大きく上回っ

ている。耕地10a当りの所得でみても三芳町174千円，大

井町193千円で，県平均91千円をはるかにしのいでいる。

　画像の中央部は，関越自動車道に分断されているもの

の，武蔵野新田集落の景観が画像上のパターンとしても

識別できる。武蔵野新田集落は，その特徴的な景観のた

齢に地理学その他の分野における様々な調査の対象と

なっており，多くの研究がなされてきた。俗に三富新田

といわれ，上富（三芳町），中富・下富（所沢市）の3

地区からなっている。

　図3－18に列居型の集落形態を呈する武蔵野新田の典

型的パターンを示す。道路に沿って屋敷が並び，それぞ

れの屋敷は屋敷林で囲まれ，屋敷の背後に畑が，、さらに

その背後に平地林が短冊状に連なり，ドこケした単位が道

路に沿って連続している。このため画像上では，屋敷の
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図3－18　列居型の街路村の一例

連続した街路，短冊状の畑地の帯，平地林帯が順に整然

と配置された面的特徴を呈している。

　ところで，これらの列居型の屋敷，畑地，平地林のパ

ターンが，近年の住宅開発の影響で崩壊しはじめている

所が生じている。これは，経営規模の縮小や離農に際し

て，農地が非農業用途に転用・される場合に接道条件に制

約が生じることに起因している。中央に道路を配したミ

ニ開発型の小規模低質住宅化しやすい条件を備えており，

景観上のスプロールの原因にもなっている。画像でみて

も，都市化のインパクトの強い関越自動車道東側では，

平地林帯，畑地帯，屋敷及び屋敷林と道路の規則的配置

がくずれている箇所が多くみられる。これに対して関越

自動車道西側では，武蔵野新田集落の列居村の形態がよ

く保持されており，各農家の背後に立地する平地林の連

続が画像では濃い緑色の帯状に表示されている。

　関越自動車道の東側にほぼ平行している道路が，川越

街道である。川越市周辺では，わずかに黄緑色に表示さ

れた畑地が点在している以外は，川越街道は青紫色に表

示された市街地の中を貫通している。これが画面中央部

の三芳町へはいると，街路周辺は基本型の部分崩壊を伴

いながらも列居型の集落形態を保っていることがわかる。

三芳町と所沢市の境界付近の緑色の濃いところは，樹冠

密度の高い平地林である。

　首都20～30km圏域にあって，平地林と畑地という有機

物輪廻が成立する農業生産環境が現存していること，し

かもそれが特徴ある景観を保っていることを考えると，

これまでのスプロール的開発はともかく，これからの混

住化の方向はこの豊かな自然的環境と食糧生産機能を維

持しながら，調和のとれた都市近郊の居住空間整備に向

けられる必要があろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（石田憲治）
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　画像8　新潟　巨大なシステムが支える水田単作

　　　　　地帯

　1　新潟県の気象

　新潟県の気候は裏日本型気候で（図3－20），冬期は

日本海側特有の強い季節風によって，山間地帯は豪雪に

見舞われる。年間降水量は！，500mm台から3，000mm台と，

地域差が大きいが，これは冬期の降雪量の差に起因する。

最寒月の月平均気温は，0℃前後であり（山間部を除

く），湿った重い雪が降るのが特徴である。一方，夏

期は高温多湿で蒸し暑く，しばしばフェーン現象が起こ

り，日照時間も冬期に比べ豊富となる。また秋は長雨に

襲われることが多く，作物栽培上の制約になっている。

　2　水田単作農業

　このような気候条件にあって，排水不良や長い根雪期

間から，麦類の雪ぐされ病が起こりやすいため二毛作が
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困難で，豊富な水資源と夏の高温を生かした米作りが昔か

ら農業の中心となってきた。これは現在も変わらず，農産

物販売農家の90、4％が単一経営農家で，しかも87．0％が

稲作単一経営農家である（1987年）ことに表れている。

　水稲の作付面積は141，500ha（1987年）で，最近の消

費動向を反映し，「コシヒカリ」の作付面積が45．2％を

占める。1987年には，新潟県の米の総収穫量が769，800

トンで全国の7．3％を占め，北海道を抜いて全国第1位

となった。

　反面，米に偏った農業の体質改善を図るために，園芸

作物の産地体制の整備が進められている。野菜では，ね

ぎ，えだまめ，すいか，』キャベッ等が，「新潟園芸生産拡

大運動」の振興品目とされている。また，高速交通網の

発達を活かした県外への野菜の出荷量が増えており，需

要動向に即応した産地体制づくりが進められている。花

きでは，特にチューリップ，アイリス，クロッカス等の

球根生産が全国第1位となっている。果樹は，かき，ぶ

どう，日本なし，くり，ももを中心に栽培されており，

かき，ぶどう，日本なしの収穫量は，全国8，9位の地

位を占めている。

　3　画像にみる新潟農業と課題

　さて画像は，水田単作地帯の中心である越後平野と，

背後の丘陵地および山地帯地域の7月下旬の様子を示し

ている。山岳地帯の緑の濃い部分が針葉樹，淡い部分は

広葉樹林帯である。広大な越後平野の中に各市町村の市

街地が（紫色の部分）点在する。そして平野のほとんど

を占める黄緑色の部分が水田であり，いかに水田面積が

広大かが一目で分かる。海岸付近は砂丘地であり，飛砂

を防ぐために植林された松林が細く緑色の線を描く（画

像上B4，C5）。その内側にチューリヅプ，スイカ，近

郊野菜等の砂丘地農業地帯が白っぽく認められる（C5）。

　画面左下から北上する信濃川が右折する付近（E5）

から分流して直接日本海に注ぐ大河津分水路と，三条市

付近で分流する中之口川（画面左側，信濃川本流は右）

さらに海岸丘陵地に囲まれた地点が西蒲原地区である。

この地区の用水は大河津分水付近から北上する水路であ

る西川を中心に張りめぐらされた水路によっているが，

この地区の稲作を支えているのは巨大な排水システムで

あるといってよい。地区の中央やや北寄りに見られる新

川の河口に設けられた排水機場を核に，かつて地区の中

心にあった鎧潟を干拓してできた水田のように，ゼロ

メートル地帯の排水を引きうけて稼動するポンプ場を集

中管理するシステムが設けられている。新潟市街地の南

部に広がる亀田郷，信濃川と中之口川に狭まれた白根郷
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などとともにこの地区はかっては胸までっかって田植を

したほどの湿田であった。収穫はすべて田舟を利用した

のである。現在では地区の中央を新幹線が走り，代かき

時には巨大な湖が出現したかのように見えるこの地区も，

信濃川沿いに黄色のやや強い帯状の果樹地帯が成立する

等，用排水の制御の成功の上に農業が成立している。こ

のように水稲栽培の依存度が高い農業を行っているが，

水田の基盤整備は立ち遅れている。大型・中型の機械化

体系が可能な区画整備がなされた面積は，県全体の水田

面積の3L1％にとどまり，全国水準より低い状態にある。

また湿田が多いことも悩みの種で，暗渠排水工事が続け

られている。

　以上のように，日本の米どころとしての新潟県の地位

は，コシヒカリを中心にして揺ぎがたいものがある。し

かしながら近年の農業をめぐる情勢は，転作面積の拡大，

米価の引き下げ，消費者の米離れ等にみられるように，

農業生産に占める米の比重が高い新潟県にとっては特に
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重大な問題である。さらに，安価な輸入農畜産物の増加

や，自由化をめぐる国際摩擦などにより，農畜産物の価

格の低落が予想されている。このような状況のなかで，

今後も我国の食糧供給基地としての地位を確保し，農業

所得の増大を図り，農家の経済の安定を図ることが最重

要課題となっている。

　そのために新潟県では，第1に，これまでの水田単作

型の農業から複合型への経営の移行を推進している。し

かしながら現時点では，水稲単一栽培で適度な所得が得

られること，農家の経営体制や農業従事者の年齢構成等

が，複合化に即応できないことから，その実現が難しい

のが現状である。第2に，生産コストの低減をはかるこ

とがあげられるが，兼業の進行や高齢化に伴って生づる

耕作困難地をいかに集積して，規模の大きい競争力を

持った農家を育成するかが課題であり，多様な生産の組

織化が押し進められている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（冨士田裕子）
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　画像9　大阪　関西学術研究都市と近畿圏の農地

　！　近畿の農業をとりまく環境

　近畿の農業は，条里制の名残りをとどめる農地の区画

と平均経営耕地規模の狭小性に特徴づけられる。ちなみ

に，農家1戸当りの平均経営耕地は，54．8aで，全国の

都府県の平均経営耕地83。5aを大きく下回っている（農

業センサス：1985年）。年降水量はL400mmと全国平均に

比べて少ないが，年平均気温が16．20C，年総日照時間が

2，085時間という農業にとって良好な気象条件に恵まれ

（図3－22クライモグラフ参照），集約的栽培による高

い生産性をあげるための取り組みも早かった地域である。

　画像は，大阪府，京都府，奈良県北部を中心とする近

畿圏の都市近郊農業地帯をとらえている。画像上部で桂

川，宇治川，木津川の三川が合流した淀川が，画像の中

央を流下して大阪湾に注いでいる。近畿圏は，この淀川
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の流域に耕地が拓かれ，洪水害と干害に耐えるための土

地改良を行うことにより，長い年月をかけて豊かな農業

生産基盤を醸成してきたと言える。高度経済成長期以降，

この豊かな農業生産を背景に従来から徐々に進んでいた

商工業の立地に拍車がかかり，交通の至便なことから，

第2次，第3次産業の産業基盤として，また京都，大阪

等の通勤者の居住空間として多様な発展を遂げてきた。

画像左側中央部の大阪国際空港（画像上B3）や，その

北を東西に走る中国縦貫自動車道，東に延びる名神高速

道路，画像中央を南下する中央環状道路などの高速道路

網が，この間の地域の変貌を物語っている。

　こうした急速な都市化・混住化により近畿圏の農業地

域は大きな影響を受け，画像からも明らかなように淀川

周辺の特に左岸では，市街地の中にわずかに農地が点在

する有様となっている。しかし，近畿圏の農業をとりま

くこのような環境の中でも，農業生産の核となる農業地帯

は数多く残っている。近畿2府4県の総農家数は436，564

戸で，このうち約1割の44，565戸が専業農家である。

60才未満の男子農業専従者のいる農家の総農家数に対す

る割合が10．6％という状況下で，農業の担い手問題を内

在しっっも約24万haの農地を経営している（農業セン

サス11985年）。

　生駒山系から金剛山地の裾野に広がる大阪府南部の農

業地帯や淀川右岸の北摂地域，奈良市の南に広がる大和

平野は，近畿圏でも有数の農業地帯である。このほか画

像に切り出した範囲内でも，画像右側上部の木津川流域，

宇治市南部の傾斜地に広がる茶畑地帯，観光農園を含む

丘陵の果樹園地帯などが指摘できる。

　大和平野は，近畿圏では寡雨地帯に属し，土地改良に

よる水利対策がなされるまでは長く天水に依存していた。

画像右下部一面に分布する大小の農業用ため池がこの

地域の農業を特徴づけている。

　2　京阪奈丘陵の開発と農業

　画像右側中央部の京阪奈丘陵は，京都，大阪，奈良の

3府県境に位置し，周囲を生駒山系や笠置山系が取り囲

み，平坦部は木津川の沖積地が肥沃な水田地帯を形成し

ている。京阪奈丘陵の主要な農業地帯は，一部に北倭地

区（奈良県）及び氷室地区（大阪府）を介在するが，京

都府下の精華，田辺，木津の3町が大部分を占めている。

3町合わせて2，221haの耕地面積（耕地面積調査：1987

年）を有し，このうち約85％が水田である。残りの約1／

2に相当する7．8％が樹園地で，茶・かき・桃・ぶどう

等を中心に栽培されている。土壌は褐色森林土，褐色低

地土，灰色低地土，グライ土が卓越している。
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　画像に現れた京阪奈丘陵周辺を観察してみよう。木津

川の湾曲部の南側に濃青色に表示された小さな市街地を

隔てて木津町相楽地区の水田が広がり，中央部を貫流す

る排水河川が流末の池と共に識別できる（画像上G3）。

また東側の丘陵部は，谷筋の谷地田，傾斜地部の根菜畑，

果樹園が連なっているが，これらの農地が北斜面のゴル

フ場と共に識別される。ただし，明るい緑色で表示され

ている水田とやや青味を帯びた緑色で表示されている畑

地の区別は，画像が小縮尺のためやや明瞭でない。

　相楽地区の水田の西側に灰白色に表示された領域は，

平城ニュータウンとして住宅開発が進められている地区

である（画像上F3）。木津川に沿って下る（画像上で

は北上する）と「木津川」の文字の少し下に，やはり灰

白色で表示された造成地がみられる。これが関西学術研

究都市の中核となる地区で，大学の移転等が進行してい
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る様子が知られる（画像上F2）。なお，現在（1988年）

ではすでに開学し，周辺の環境整備などが進行している。

この造成地の東側の丘陵の裾野を木津川と平行に走って

いる地方主要道周辺に市街地化が進み，道路と木津川に

はさまれた平坦地が水田地帯である。画像からも条里制の

跡がわずかに読みとれる水田地帯の中に小さな市街地部分

が識別されるが，これらは鉄道駅周辺の開発や民間不動

産業者によるスプロール的宅地開発がみられる所である。

　一方，画像上の「京阪奈丘陵」の文字のある周辺やそ

こから北にかけての丘陵部にも多くの水田，畑が分布し

ている様子が知られる。関西学術研究都市の開発が進め

られる過程で地域基盤を総合的に整備することにより，

丘陵部や平坦部に分布している優良農地が学術研究都

市の建設と調和しながら位置づけられていく必要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（石田憲治）
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　画像10　大山　産地形成の進んだ大山・蒜山の

　　　　　火山灰土地帯

　1　大山周辺の立地

　大山は，標高1，729mの中国地方で最も高い死火山で

ある。大山は富士山の形をした文字どおり大きな山で，

火山裾野は東西41km，南北33kmの楕円形をし，その広大

な裾野は火砕流堆積物および火山灰から成る。画像の地

域は，この大山の火山灰土壌が分布する，鳥取県と岡山

県にまたがった地域である。

　海岸部では砂丘・砂洲が発達しており，この写真の北

条砂丘（E1）は鳥取砂丘と並んで代表的砂丘である。

　気候は裏日本型に属するが，さらに平地部の山陰型気

候と山間高冷地の中国山地型気候に分けられる。山陰型

気候の特徴は梅雨期や台風期のほか冬期にも雨の多いこ

とである。中国山地型気候は，標高が高いため気温が低

く，年間を通じて雨が多い。平野部の年平均気温が14～！6

℃で，年降水量2，000～2，700㎜であるのに対し，山間部
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では11～12。C，降水量は3，000mmに達する。降雪量は大山

や鳥取県南東部に多い。5月上旬のこの画像もで，大山

や三国山の頂きはシアン色で雪があることを示しているb

　2　大山山麓の農業

　農業は，それぞれの土壌や立地条件を生かし，産地が

地域的に集団化しているのが特徴である。主要農産物は

米，スイカ，ナシ，ラッキョウ，ナガイモ，ダイコン，

シバなどである。

　鳥取県は，二十世紀梨の特産地として知られ，日本梨

の収穫量105，500トンは断然1位（！983年）で，全国の

5分の1を占める。梨園は，排水が良好で，日当り・風

通しの良い山の斜面が多く選ばれている（写真3－6）。

県全体の栽培面積は3，000haを超え，山間地域を除き全

域に及んでいるが，県中部の倉吉平野周辺の山麓傾斜地

と大山の北・東麓が栽培の核心地域を形成している。大

山山麓に細かな明るい緑がひろがっているが，これは梨

園であろう。最近では，大山以西や山間地域にまで梨園

が広がる傾向にある。梨園の経営規模は労働のピークに

支配されることになり，一般に1ha．未満の零細経営を

余儀なくされている農家が多い。

　大山山麓黒ボク地帯は赤色の多く見えるところである。

ここでは，スイカやシバなどの栽培に意欲的である。シ

バは，根系が弱くて浅く，土壌条件の影響を受けやすい

ので，栽培には排水性と保水性が重要である。また出荷

の際に土壌を約1cmの厚さに付着させるため，土が脱落せ

ず，土が軽いことが望ましい。このような条件に対して

火山灰土壌は適しており，この地帯のシバは良質である。

　大山山麓の梨園より高い場所に牧場がみえる（写真

3－7）。中国山地では因伯牛と呼ばれる肉専用牛が

飼育されているのに対し，大山山麓は乳用牛が中心で

ある。この10年間，飼養頭数はほとんど変わっていな

い。！987年で乳用牛は13，700頭，肉用牛は28，000頭で

あったQ

　砂畑地帯の特産としてラッキョウ，ナガイモなどが

ある。ラッキョゥは砂土との適合性がよい作物である。

すなわち，この作物は，砂が粗粒質で地下水位が低く，

灌水が出来ない土地でも灌概せずに育っ数少ない作物

であること，カバークロップとして飛砂防止に有効で

あること，飛砂が株元の土寄せになって品質がよいこ

と，さらに雑草が少ないため粗放栽培が可能であるこ

となどを特徴としている。またナガイモは，掘取りが

容易であり，いも肌が平滑で変形が少ないこと，高地

温のため早期出荷が可能であることなどが砂畑に適し

ている。



農業環境とリモートセンシング 33

写真3－6　緩やかな斜面に広がる梨園
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　3　蒜山の農業

　一方，岡山県の蒜山地域（D4）は，中国山地の山並

に連なる，蒜山三座（標高1，000～1，200m）の南斜面に

開けた東西！6k盈，南北6k組の盆地である。蒜山ダイコン，

ジャージー牛等に代表される純農村地帯である。画像か

ら，山麓高いところは牧場，次いで畑，低地は水田に利

用されていることがうかがえる。蒜山ダイコ、ンは夏ダイ

コンでは西日本随一の規模と実績をもっ。現在面積約

440ha，約16，000トンが集荷されている。しかし，こ

こ数年関西の市場に北海道産ダイコンなどが増え，蒜

山ダイコンのこれまでの安定した地位が脅かされてい

る。これに対して，土づくり，集荷形態の改善，品種

と作型の整理など，10年先を見越した産地づくりが進

められている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（福原道一）

写真3－7　大山山麓の牧場
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　画像11広島　果樹・野菜栽培の瀬戸内沿岸地帯

　1　瀬戸内沿岸地帯の立地

　この画像は，太田川の三角州に発達した広島市を中心

に，瀬戸内海に面する沿岸部と瀬戸内海に浮かぶ宮島，

江田島などの島しょ部の美しい地形を映している。この

ような地形は，一方では，まとまった広がりを持っ農耕

地を少なくしている。農地は，太田川流域や西条盆地を

除けば，狭い谷底平野，樹枝状の谷間，山麓から山腹に

かけての斜面あるいは丘陵地に分布していることがわか

る。広島県は，ここに限らず地形が複雑で耕地が少ない。

また全国でも有数の島の多い県である。総面積こそ8，46

6．63k孟で全国11位にあるが，経営耕地面積は669．6k孟に

すぎず全国23位に位置している。

　この地域の農業は，立地および気象条件の違いから，

果樹・野菜栽培の瀬戸内沿岸島しょ部地帯と水稲栽培の

賀茂台地地帯に分けられる。
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　賀茂台地は，東広島市から黒瀬町にかけた西条盆地を

中心とし，海岸部より入った標高が200から300mの地帯

である。したがって，気温は海岸部よりやや低い。1986

年の年平均気温は広島市の14．8℃に対し，東広島市は

12．6℃であった。農業は水稲の栽培が主体である。東広

島市の経営耕地面積は県内では最も広く4，840haである。

そのうち水田は93．1％を占め，県下有数の穀倉地帯と

なっている。観測された5月2日，西条北部（F1）の

水田には水が入り黒い小さな池が密集しているようにみ

える。連休に田植されるからである。しかし，他の大部

分の水田は湛水されておらず，畑とは同じ色で区別はで

きない。

　2　瀬戸内沿岸島しょ部地帯の農業

　瀬戸内沿岸島しょ部地帯は，温暖で穏やかな気候を利

用して野菓，花，柑橘類の栽培が盛んである。

　広島市や呉市（D4）近郊で’は，消費地をひかえた立

地条件を生かしてシュンギクなどの軟弱野菜，ホウレ

ンソウ，ネギ，ヒロシマナなどの栽培が盛んである。

しかしながら，宅地化が進み農地が減少しっっある。

広島市に面して広島湾に浮かぶ江田島（C・D4）では

キュウリ，キャベツ，ハクサイなどが広く栽培されてい

る（写真3－8）。隣接した能美島（C5）ではキク，

カーネーションなどの花の栽培が盛んである。

　この画像で，瀬戸内海の東部に位置する上蒲刈島，下

蒲刈島，豊島，大崎上島，大崎下島（写真3－9）およ

びこれらの島の対岸では柑橘類の栽培が広く行なわれて

いる。この柑橘類は島の農業を代表する。広島県の主な

農作物のうち，収穫量が全国10位以内に入るのは柑橘類

とピーマンである。しかし，近年最も栽培面積が広い温

州ミカンの価格が低迷しており，他のハッサク，ナッミ

カン，ネーブルなどの高品質柑橘類への転換がはかられ

ている。

　また，この瀬戸内沿岸島しよ部地帯では15？以上の急

傾斜の段々畑で野菜・柑橘類が広く栽培されており，中

には30。以上の所にもみられ，土壌侵食の恐れが大きい。

段々畑を能美島（C4）で典型的にみることができる。山

麓から山腹にある段々畑の色は，山頂より薄い緑に見える。

　3　ランドサットから見る山火事の跡

　近年，広島湾岸や島しょ部では大規模な山火事が頻繁

に発生している。

　宮島の西端に赤褐色の地域（A5）がみえる。これは

1984年3月11日から4日間燃え続けた山火事の1年2カ

月後の跡である。この山火事は，異常乾燥のもとで15m

の風にあおられて燃え広がり，島の12％にあたる約350
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写真3－8 江田島町の野菜畑

一番下の畑はハクサイ，段畑の上部はキャベツ

写真3－9　大崎下島のミカン園

haの国有林が燃えた。黒くやけただれた岩肌や炭化し

た木々や草は，中間赤外域の反射だけが強く，この写真

では赤く見える。日本三景として有名な宮島は，全島が

瀬戸内海国立公園に含まれ，自然破壊の少ない植生を

保っていた。しかし，マツクイムシの被害のため松が少

なくなり，雑木林になった。消失した山林のほとんどが

このような雑木林であった。

　また，江田島北側の古鷹山などの山々にうすい褐色の

部分がで広がっている。（D4）これも山火事の跡で19マ8

年6月1日から3日にかけて1，000haにわたり燃えた。

エニシダ，マッなどの種子散布などによってかなり植生

が回復しているが，宇宙からみるとまだその傷跡は癒え

ていない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（福原道一）
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　画像12　香川　寡雨に備える讃岐平野の農業

　1　讃岐平野の気象

　讃岐平野は典型的な瀬戸内式気象で，晴天日が多く雨

量が少ない点に特徴がある。理科年表によれば高松市の

年降水量の平均値は1，19％mである。年降水量を1942年

までさかの，ぼって調べてみても，最も多い年でもL604

mm（1976年），2番目が1，546mm（1945年）である。一方，

降水量が最も少ない年が738mm（1978年），2番目が768mm

（1984年）と記録されている。多雨年でも，熊本市や佐

賀市の平年値（それぞれ1，981mm，1，890mm）よりかなり

少ない。クライモグラフ（図3－28）に見られるように，

梅雨期や夏でも月平均降雨量が200mmをこえる月はない。

一一方，年間の日照時間は2，235時問で県単位ではしばしば

全国1位となる。このような気象条件であるため，農民

は歴史的に干ばっに対する警戒と対策を迫られてきた。

　2　香川の農業のあらまし

　香川県の農業をひと言で表現すると，耕地面積の零細
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　図3－28　グライモグラフ（高松）
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性と慢性的水不足ということになる。「香川の農業」（香

川県農林部編）によれば，1987年の農家1戸当りの耕地

面積は64a（全国40位）と零細である。そのため農業生産

は米を基幹として，野菜，果樹，畜産などを組み合わせ

た複合経営が営まれ，耕地利用率は123．7％（全国4位）

と高い。また兼業農家率が高いためか1戸当りの農業機

械保有台数が2．74台と全国2位を占める。これは耕地面

積の零細性からみれば矛盾した事実である。

　複雑な水利と散居型の農村集落のため，農地の基盤整

備はあまり進んでいない。また昔から干ばっが多発し，

水不足に悩まされてきたが，1975年の香川用水の完成

は，多数の溜池と相まって，水不足の不安をほぼ解消

させた。

　最近の米生産は作付面積が22，000ha，収穫量10万ト

ン程度で推移している。麦作は気象・土壌条件などに恵

まれ，1987年には小麦，裸麦，二条大麦を併せて7，600

haで26，300トンを生産した。このほか園芸作物では農

作物別粗生産額が全国第3位のレタス，同7位のタマネ

ギ，同9位のイチゴなどが全国的に上位にある。一方，

写真3－10　全国1位のレタス生産

写真3－11全国9位のイチゴ生産
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全国的に有名なうんしゅうみかんは恒常的な供給過剰基

調のもと，栽培面積が3，150haまで低下している。また

花きでは電照菊が全国第4位，カーネーションが同7位，

盆栽が同2位で全国屈指の生産を誇っている。

　このほか最近の新しい方向として七宝山周辺（画像上

B4）のタマネギの種子生産や，琴南町の山岳部におけ

るキャベッ生産等が大規模に進められている。

　3　衛星画像からみた讃岐平野の農業

　さて，この画像は1984年5月8日の香川県のほぼ全域

を描き出している。’香川と徳島の県境は吉野川の北1G－

20kmのあたりである。西端は観音寺市，東端は大川郡引

田町付近までがこの画面に含まれている。東西に走る讃

岐山脈は常緑樹に覆われているが，山中に見える白い斑

点は讃岐山地開発計画による開発地で，特に徳島県側の

開発が進んでいるように思われる。

　山麓から平野部にかけて点々と溜池がみえる。その数

は全部で16，304個と記されている。C4の位置にシカの

ような形で見えているのが満濃池で，周囲約20kmもある

日本最大の溜池で，大宝年間（8世紀初頭）に讃岐国守

道守朝臣が掘らせたとされている。また水不足に備えて

1975年に完成した香川用水は，徳島県池田町付近（B5）

に源を発し，讃岐山地をくぐり高松にまで及んでいるが，

大部分が地中を通っているため画像上では確認しにくい。

　香川県は耕地面積のうち75％近くが水田である。しか

し画面に水田はまだ現れていない。平野部で薄緑色にみ

える部分は収穫前の麦であろう。いずれにしても一筆面

37

積が極めて狭小なことが想像できる。上にも述べたよう

に香川県の農家1戸当りの耕地面積は64aだという。こ

れがもし1枚の正方形の畑（田）であったとしても80

m×80mということになる。この面積はランドサット

MSSの地上解像度と同じである。3Gm×30tnの解像度

をもっTMでも4ピクセル程度しか含まれない。実際に

は64aの中を何枚か忙仕切って複数の作物を栽培してい

るはずである。現在のランドサットのセンサーではこの

ように小規模複合経営地帯の作目を判読することは極め

て難しい。

　四国農業試験場（本部地区）は画像左の善通寺市の

「寺」の文字の下あたりにわずかに見えている。そのほ

か観光地として有名な琴平山は善通寺市の「市」の字の

南東のあたりに，全山を松で覆われ讃岐富士とも呼ばれ

る飯野山は，C3の位置に美しい円錐状の山容を示して

いる。また栗林公園は高松市に接した緑色の部分である。

　永年の懸案であった本。四連絡橋3ルートのうち，坂

出一児島ルートの瀬戸大橋（総延長48．8km）が1988年春

に開通した。この画像では埋め立て工事や観光開発が進

む沙弥島や与島（B2・C2）がはっきりと現れている。

また坂出市側に大きな工業団地用地が白く浮き上がって

見える。新しい交通体系の実現は四国の地域経済社会全

般に大きなインパクトを与えると予想される。今，四国

の農業は新しい条件に対応できる農業生産の再編と技術

の開発が迫られようとしている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（秋山　侃）
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　画像13　熊本　熊本平野の畑作地帯と阿蘇山の

　　　　　肉牛生産地帯

　1　熊本市と阿蘇山の気象

　クライモグラフ（図3－30）に示したように，熊本市

の年降水量は1，989mmと豊富で，特に6・7月の梅雨時

には月平均で400mm前後の雨量を記録している。また，

年平均気温は16．1。Cと温暖で，4月から11月までの月

平均気温が10。Cを上まわる。しかし7・8月の日最高

気温の月平均値が3L1。C，32．5。Cと日本一高いので，

むしろ夏の高温による障害を懸念しなければならない作

物もある。これに対して阿蘇山測候所（標高1，143m）

では，年平均気温は9．2Q　Cと冷涼なうえ雨量は極めて

多く，6・7月にはそれぞれ500mmを越える雨量を記録

する。このような気象条件は牧草生産に適している。

　2　阿蘇周辺の肉牛生産地帯

　この画像は，熊本平野から阿蘇山にかけての農業地帯

の「実りの秋」を映し出している。画面右側には阿蘇高

岳（1，592m）を最高峰とする阿蘇山塊が峰を連ね，こ

れを外輪山が大きく取り囲んでいる。画面には熊本と大
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分の県境付近まで含まれているが，右上部分の先端は，

紫色に見え隠れした点線（やまなみハイウェー）によっ

て，大分県の久住高原へと導かれる。阿蘇・久住の高原

は日本の肉牛生産地帯として有名であるが，県境をはさ

んで阿蘇側では肥後赤牛（褐毛和種）が，久住高原側で

は豊後黒牛（黒毛和種）が放牧されている。

　さて，阿蘇山の火口周辺は溶岩に覆れ，濃紫色に見え

ている。この色はまた市街地のコンクリートジャングル

（例えば熊本市中心部，画像上B5を参照）ともよく似

た反射をしているため，しばしば誤判読の原因となり，

解析する者を悩ませる。阿蘇山の「阿」の字のすぐ左に

は白い噴煙が見えている・その左側に灰色の「しゃれこ

うべ」のように見える部分が，観光地として有名な草千

里のシバ原である。阿蘇外輪山の内側には二っの谷が含

まれ，灰色がかった水色の水田が広がっている。北側が

阿蘇谷，南側が南郷谷である。この時期，どちらの谷も

稲の収穫はすでに終わっているが，阿蘇谷の水田は基盤

整備が済み，碁盤の目のような農道が東西南北に走って

いる。阿蘇谷の西側の中央火口丘に接する辺り（F2）

で，大きくX字型の紫色に見える部分は土地改良事業を

ちょうど進めている部分である。これに対し，未整備の

南郷谷では小さな水田が思い思いの方向に散在している。

　草地は黄緑色部分で，主として標高1，000m以下の外

輪山の北斜面や，内輪山の南斜面を覆っている。ここの

草地はネザサ・ススキを主体とする野草地と，オーチャ

ードグラス，トールフェスクなど導入草種による牧草地

とに分けられる。そして野草は隔年の晩秋に刈り取り，

冬期問の飼料として蓄えられる。この時の作業歌が有名

な刈干し切り歌である。一方，牧草地には牛を放牧する

ため，水飲み場や集合場所に蹄傷による裸地が生じやす

く，そこからしばしば雑草が侵入する。近年，阿蘇の牧

草地には強害雑草のチカラシバが蔓延し，そのため草地

の更新に追い込まれた農家もあると聞く。侵入雑草の解

析については，解析例9に示した。

　さてこの画面では，野草地は光沢のある黄緑色の部分

であり，牧草地はやや落ち着いた黄緑色に見えている。

そして放牧している牧草地には，谷沿い線状に赤いス

ポットが生じている。これは多くの場合，草地内に生じ

た裸地であると同時に，チカラシバの侵入地点でもある。

ただし，かなり大きな面的広がりをもった赤色部分は，

畜産をやめて高原野菜としてダイコンを栽培している

ところと思われる。また，外輪山が唯一途切れる立野

（E3）付近に暗緑色に見える部分が北向山で，ここに

は数少ない照葉樹による原生林が残されている。
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写真3－12 中央火口丘の牧草地（手前）から耕地整備の進んだ

阿蘇谷の水田を経て，北外輪の森林を望む

　3　熊本平野の畑作農業

　次に画面左側に目を移すと，熊本市の北東の台地に畑

作地帯が展開している。赤と緑のモザイクになっている

部分である。赤い部分はすでに夏作物を収穫したあとの

畑であろう。西合志町の西の文字の下に赤い大きな区画

が見えているが，このあたりは農林水産省の九州農業試

験場や，熊本県の畜産試験場の試験圃場であろう。

　熊本市と西合志町の東側（D4）に熊本空港の長い滑

走路が見えている。空湊のすぐ西側の緑の中に，アメリ

カシロヒトリの巣のようなものが見えるのはゴルフ場で

ある。そして，空港に接した東端に東海大学の宇宙情報

センターが1986年11月に開設され，ノア，ひまわり，も

もなどの衛星データを日夜受信しているが，この画像が

撮られた1984年10月の時点では，畑以外まだ何も見あた

らない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（秋山　侃）
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　画像14　佐賀　佐賀平野のクリーク農業と有明海

　　　　　の干拓

　1　佐賀平野（筑紫平野の西側）の立地

　阿蘇・九重の水を集めて有明海に注ぐ筑後川は，近世

になっても頻繁に洪水を繰り返してきた。このため有明

海に大量の土砂が流出しヲ1推定では環在でも1年に10m

の割合で陸化が進んでいる、どいわれる。また有明海の潮

汐は干満の差が大きく筑後li「旧で5孟に達している。，

そのため各河川から供給され海底1；沈積した泥土が，

満潮時には浮泥となっ亡海岸に付着・堆積するので，干．

潟は年平均7cmの割合で上昇し，干拓の進んぢ現在でも

最大幅員6km級ぶ干潟が形嚇獅し”る位碑83）・、

　一方クライモグラフ（図3’一32）に見られるように気

候は温暖で，年平均気温は16．0℃，降水量も春から秋に

かけて豊富で，年間1，89伽mとなっ亡いる。

　2　有明海干拓の歴史

　有明海沿岸における干拓の歴史は古く， 鎌倉時代末
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　図3－32　クライモグラフ（佐賀）

　　　　　　〔図中の数字は月を示す〕

期に始まった。その当時は簡単な荒籠に石を詰め，陸

化した干潟に積み重ねて，その上を土で固める程度の

防潮堤でも干拓は容易に進んだとされている。江戸時

代には各藩の重農政策により干潟の干拓が推進された。

そして明治年問にはオランダ人技師による新しい築堤

技術が導入され，、大規模な干拓地が造成された。また

1933年からは県営の有明干拓事業が1，！75haの造成を

目ざして着工し，1951年に国営事業としてようやく完

成，、3年後に308戸が入植した。このようにして，図

3－33にみるようぢ現在の干拓地ができあがったが，

有明海岸に形摩れた土堀は・自然陸イヒ70・00肱江

』［戸時代までの干拓地111000ha，・明治以降の干拓地4，000

h直といわれる。このほか戦後の食糧増産の中で計画し

・たり，有明海大規模締切計画に関連して造成が予定され

ていた干拓地数万haは，’いずれも減反政策との関連で

中止された（立石，1983）。

　3　佐賀県の農業

　佐賀平野はわが国有数の穀倉地帯で，米作を中心に麦，

野菜等に高い生産をあげている。また平野をとり囲む山

間地域では果樹ならびに畜産の振興が図られてぎた。そ

の結果，1986年の作物統計によれば，二条大麦（収穫量

全国2位），タマネギ（同3位），レンコン（同5位），

みかん（同5位），が全国5位以内の収穫量を誇り，こ

のほか小麦，イチゴ，茶も上位にランクされている。ま

た干潟を利財したのり養殖は全国一の収穫量があり，粗

生産額も佐賀県では水稲に次いで2位となったb

　佐賀県の米作は明治時代「から一貫して全国上位を維持

している。このような高い土地生産性をもたらした要因

としては，土壌が肥沃であったことのほかに，施肥技術

の進歩，改良品種の導入，病虫害の防除などがあげられ

る。この中でも，特に大正時代末期に人力から動力の揚

水ポンプが導入されたことにより，田植期を遅らせるこ

とが可能となり，三化めい虫の被害を克服したことが世

に言う「佐賀段階」へと飛躍する引き金となった。

　　4　衛星画像からみた筑紫平野の農業

　筑紫平野の農業の特徴的景観はクリークであろう。画像

上でもB2，D1，E3などに発達したクリーク網が認め

　られる。平坦部のうち，川に近い沖積平野と干拓地の多く

は肥沃な水田である。しかし耕地利用率が高い筑紫平野で

は，5月中旬の水田には二条大麦など冬作の麦類が生育し

ている。一方，減反政策の結果，米作ができなくなった干

拓地は，レンコンやタマネギ，大豆，牧草などが栽培され

ている。例えばC3の国造干拓地の中に，やや黄色く広が

る部分は牧草地である。しかし，この辺りは数年のうちに
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　　　　　写真3－13　高い生産性を誇る佐賀の稲作

飛行場に変わる運命にあるという。

　画像上，主にB3からB4の干拓地上に点々と散らば

る小さな方形がハス池であるが，春のこの時期には水面

が優占している。ハスの分布とほとんど同じ地帯から，

更にやや山手にかけて紫色の点としてタマネギ畑が散見

される。同じ紫色でも平野部全域の郊外に多数認められ

る大きな四角い場所は，土地改良事業により圃場整備を

進めている地点である。この紫色の圃場の中で白っぽく

見える部分は，すでに作付準備のため耕起され，表面が

乾燥した状態になっていると推定される。因みに，佐賀

県果樹試験場の気象表によれば5月12日の前1週間は晴

天か曇天が続き，1週間前の5月6日に16．5mmの降雨が

記録されているにすぎない。

　一方，画面左側の山間部にはみかんが栽培されている。

特に画面上A5の経岳，多良岳の山麓の斜面に沿って，

尾根上に薄緑色の帯が見えるのがみかん園である。同

じみかん園でもB1の高速道路沿いに赤茶色に見える今山，

赤坂地区は数年前に大規模にみかん樹を更新し，現在

幼木が育っている地点である。その他A2，A3など

の山中に黒く見える地点はわずかに残された照葉樹林

であろうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（秋山　侃）
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画像2
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画像5
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　福原道一・石田憲治（1988）：宇宙から見た日本の農

　業（9）一京阪奈丘陵周辺（近畿）r農業および園
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画像10
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　業（10）一大山（鳥取・岡山）r農業および園芸，

　63（10），巻頭口絵

画像11

　福原道一・谷本俊明（1988）：宇宙から見た日本の農

　業（5）一広島（広島）一．農業および園芸，63（5），

　巻頭口絵

画像12

　福原道一・秋山　侃（1989）：宇宙から見た日本の農

　業（14）一讃岐平野（香川）r農業および園芸，64

　（2），巻頭口絵

画像13

　福原道一‘秋山　侃（1988）：宇宙から見た日本の農

　業・（8）一熊本・阿蘇（熊本）一．農業および園芸，

　63（8），巻頭口絵

画像14『

　福原道一・秋山侃（1988）：宇宙から見た日本の農

　業（12）一佐賀平野（佐賀）r農業および園芸，63

　（12），巻頭口絵
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IV　ランドサットTMデータの解析例

　IV章では，農業の各研究分野で我々がこれまで行って

きたランドサットTMデータを用いた画像解析の例を取

り上げ，衛星データ利用の可能性を提示した。以下に掲

げる解析例はすべて農環研画像解析システムARSASに

よるものである。また図4－1には解析地点と画像の取

得日を示した。

解析例1　ランドサットTMデータのカラー合成写真

　　　　　（筑波）

解析例2

解析例3

解析例4

解析例5

解析例6

解析例7

解析例8

解析例9

角翠析例10
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土壌有機物含量の推定（十勝）

畑作物の作付図作成（十勝）

種畜牧場の草地管理への適用（日高）

自然植生と河川改修工事の影響（釧路湿原）

水稲作付面積の推定（宮城）

水稲の洪水被害の推定（茨城）

都市近郊での混住化の解析（柏）

草地侵入雑草の分布調査（阿蘇）

熱赤外バンドによる地表面温度分布推定

（宮崎）
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図4－l　IV章の解析例に使用したランドサットTMデータ
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　解析例1　TMデータのカラー合成写真（筑波）

　ランドサットデータは，一般に，コンピュータによる

ディジタル処理または視覚による写真判読で画像解析さ

れる。人間は対象の状態や形，その配置など複雑な情報

を質的に捉えることに優れている。したがって写真判読

は解析を進める上で大切である。

　TMデータのカラー合成写真は，観測された7波長域

（バンド）のうち3バンドを選び，それぞれに青・緑・

赤の三原色を配して合成した画像である（図4－2）。

したがって，三原色を示す画素は割り当てられたバンド

のみが高い値を持ち，また黄，紫，水色の補色は関係す

る二波長が高い値である。白は三波長とも高く，黒は逆

に三波長ともに低いことを示す。このカラー合成写真は，

磁気テープから必要なチャネル・範囲を切り出したデー

タを，コンピュータで濃度補正した後，フォトプリンタ

でフィルムに焼き付けて作成する。左頁の4枚の写真は，

霞ヶ浦に注ぐ桜川の下流域（図4－3）のカラー合成例

で，パス107・ロウ35（関東）の1985年1月23日観測デー

タから作成している。写真4－1の場合は，バンド3

（TM3）に赤色（R），バンド2（TM2）に緑色（G），

バンド1（TM1）に青色（B）を割り当てて作成し

ている。この写真は，青・緑・赤の可視域バンドによ

る合成写真で，ナチュラルカラーとも呼ばれる。他の

写真は人間に感知できない赤外域を使用して，人間の

目に見える対象物の自然の色とは異なるので，フォー

ルスカラーと呼ばれる。

　カラー合成写真は，3バンドの情報を一画像で表現し

ており，バンドの組合せや濃度補正の程度によって，強

調される情報は異なってくる。採石場やゴルフ場のよう

に全てのバンドの反射が強い部分は白く表示される。反

対に，水域やかげのように各バンドの反射が小さい地域

は黒くなる。写真4－2の場合，近赤外バンドの反射が

他のバンドに比べて大きいと赤みが強い画像になる。

植生は一般に近赤外の反射が強いので，観測したデータ

を，このフォルスカラー画像で表現すると，植生部分は

強い赤みを帯びることになり植生にっいての解析がしや

すい。また写真4－3のように植生部分を緑色で表現す

ると自然の色に近い感じを受け，解析者の目では全体に

および土地被覆の違いが判読しやすい。この写真で筑波

黒

赤

緑

黄

白

水色

紫

青

図4－2　光の三原色とその合成でできる基本色
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図4－3　霞ヶ浦に注ぐ桜川の下流域

山一帯の植生が緑と黄色の縞模様になって見える。緑は

アカマッなどの常緑樹林，黄色はコナラ，イヌシデなど

の落葉広葉樹林であろう。中間赤外域を主とした写真4

－4では，この模様が赤と白色としてさらに顕著に表れ

ており，1月の写真で落葉樹常緑樹の違いが中間赤外域

で強調されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福原道一）



農業環境とリモートセンシング

　解析例2　土壌有機物量の推定（十勝）

　土壌中の腐植含量は，土壌の養・水分の供給状況を示

す指標であり，，また圃場における土壌分布の不均一性を

示す指標でもある。その詳細な分布を明らかにすること

は，土壌診断や作物の栄養診断を進める上で必要である。

このような腐植区分図を迅速，広域，かっきめ細かに効

率的に作成するために，ランドサ、ットデータを用いたリ

モートセンシング技術が活用できる。ランドサットのセ

マテックマッパ（TM）データの地上分解能30mは，十

勝地方など圃場規模の大きな畑作農業地帯では実用的に

利用可能な精度になった。

　この解析例は，TMデータを用いて畑地表層土壌の腐

植含量を推定した腐植含量区分図（写真4－5）の作成

例であり，北農試畑作部・草地試環境部どの共同研究の

成果である。土壌が乾燥状態にあるとき，腐植含量が赤

波長域（バンド』3）の反射強度と高い相関関係があるこ

とを利用し，裸地土壌表面の腐植含量をランドサット

データの一っ一つの画素ごとに推定し，その分布図を作

成している。具体的な手順は次の通りである。レ

　使用したTMデータは1985年5月のデータを基準とし，

1984年5月のデータで補完した（図4－4）。次に，バ

85

TM3
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84

TM3

ンド3データと腐植含量との関係を調べ（図4－5），

腐植含量推定式を求めた。推定に用いた腐植含量は，地

力保全基本調査成績書から30地点を選んだ。その腐植含

量は耕起深の実態にあわせ，作土層深さ25cm相当の加重

平均値を用いた。推定式に基づき腐植区分図を作成した

（解析例2，写真4－5）。ここでは腐植区分を0～1．9

％，2．0～4．9％』5．0～7．9％，8。0～！2．0％，12．1％～

の5段階にして図化した。
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　　　バンド3の数値データ

腐植含量（対数値）とバンド3の数値データ
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裸地？
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　NO

腐植含量推定

腐色区分図

○

図4－4　腐植区分図作成の手順

　この図の特徴は，①フロッピィデスクに収められたラ

ンドサットデータを用いることにより，パソコンレベル

で処理でき，任意縮尺の腐植区分図をカラー出力できる

こと，②土壌の腐植含量をランドサットのデータで表現

できるため，腐植含量を任意の段階で区分し図示できる

こと，③腐植含量データは地力保全基本調査成績書の代

表断面データに基づき，土壌図との整合性をもたせられ

ること，などである。この結果，対象地域の農家圃場一

筆毎の腐植分布を高精度で推定できるようになり，この

区分図が土地改良，土壌診断などの資料として活用する

ことが期待されている。

　　　　　　　　　　　　　（福原道一・宮地直道）
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　解析例3　畑作物の作付図作成（十勝）

　農業生産の計画・管理の基礎資料となる作物の作付図

作成は農業リモートセンシングに期待される課題であり，

北海道十勝地方のように大規模区画圃場で農業生産が行

われている地域では実用的な作付図作成への利用が可能

になってきた。この解析例は，1985年7月27日観測の

TMデータから十勝平野の芽室町K地区の畑作物判別を

検討したものである。

　1　対象地域における作付圃の大きさ

　写真4－6のカラー合成写真が示すように，作付圃は

短冊形であり，輪作されるので各作物はモザイク状に配

置されている。この地区では1戸平均22．7haの耕地面

積にバレイショ，テンサイ，コムギ，スイートコーンと

豆類（ダイズ，アズキ，サイトウ）を作付し，その1枚

当りの平均面積は2．28haである（調査者：天野）。各作

物とも作付圃の長さは平均で200mを越え，解析対象と

して長さは十分である。しかし，幅は各作物により異なっ

ている。テンサイ圃の巾が平均114mと最も広く，次い

でコムギ，バレイショと続く。これらの作物では筆数で

58％が90m以上の幅があり，ランドサットTMデータの

解析対象になる圃場の大きさ（TMデータの3画素分）

を持っている。

　2　TMデータ解析による作物判別

　写真4－7は，上記のTMデータを作物について最尤

法で分類した結果である。現地調査で確認したテンサイ，

バレイショ，コムギ，スイートコーン，アズキ，ダイズ

の作付圃の他，牧草，林地（カラマツ）についてバンド

1・3・4・5の4バンド統計量に基づいて計算してい

る。表4－1に分類結果の判別率を示した。トウモロコ

シを除き，どの作物も95％以上の判別率を示した。しか

し，トウモロコシの各バンドの平均値はコムギと林地の

間の値を示すために，トウモロコシとしての判別率は

59．5％にすぎず，林地やコムギと誤判別している。作物

の生育ステージの差を利用すると作物判別のよい結果が

得られることは知られている。5月の観測データを解析

すれば，ほとんど裸地に近いトウモロコシ畑とコムギ畑

や林地とは明瞭に区別できる。

　以上のように，TMデータによる十勝畑地の作付図作

成の検討の結果，（1）テンサイ，バレイショ，コムギの作

付圃は解析対象として十分な大きさをもっており，（2）こ

れらの作物は最尤法による分類で95％以上の精度で判別

が可能である。さらに生育量・生産量の推定を行うこと

で利用範囲は拡大されるであろう。

　　　　　　　　　　　　　（福原道一・宮地直道）

表4－1　最尤法による作物判別率
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農業環境とリモートセンシング

　解析例4　種畜牧場の草地管理への適用（日高）

　草地は，圃場の一筆面積が大きいことや牧草の地上部

すべてが収穫物になることなどから，リモートセンシン

グの対象として適している。この技術を利用することに

より草地の収量や現存量を把握したり，牧草の栄養状態

や草地の荒廃程度等を診断し，草地の更新時期及び播種

量の決定などに適用できれば，草地の管理上極めて有効

である。さらに広域把握どいうランドサットの最大の特

長を生かすことにより，単に牧場だけでなく，地域ぐる

みの総合的な問題にランドサット情報を利用できよう。

例えば，新規の草地開発に伴なう地域への影響，あるい

は牧場の景観設計における近隣地域との調和などを配慮

することである。

　この解析は，日高種畜牧場とその周辺地域にっいて5

月24日のTMデータから草地利用実態を知るために主成

分分析を行なったものである。バンド6は解像力が他の

バンドと異なっているので使用していない。

　この地域は北海道の南東部で，日高山脈の南西に位置

し，平坦地は採草地として，また，丘陵地や傾斜地は放

牧地として利用されている。採草地では，通常年に13回

収穫され，5月下旬から6月にかけては一番刈りが行わ

れる。一番草はふっう最も収量が高い上，品質も良好で

あるので，草地の生産量を推定する上で最も有効な時期

であるといえる。

　表4－2は，主成分分析の結果を示している。主成分

分析は，原データがもっ多数の変量の情報を小数個の総
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合特性値に要約するという手法である。第！主成分は，

原データの情報を一番多く持っている主成分で，全体に

反射強度の高い裸地などが強調されている。次に情報量

の多い第2主成分は，バンド1（TM1）とバンド3

（TM3）の固有ベクトルが負で，緑の植生を抽出しや

すくしている。第3主成分は，可視・近赤外バンドが負，

中間赤外が正で日向と陰が強調される。第4主成分は，

バンド1とバンド2の差，すなわち人間には黄色く見え

る枯草などが強調される。

　したがって，この解析では，第1主成分（PC！），第

2主成分（PC2），第4主成分（PC4）が草地の特徴

把握に有効であり，写真4－8はそれらの主成分に赤，

緑，青を配色したカラー合成写真である。

　上記の三主成分に基づいてクラスタ解析による土地利用

分類を試みた。この手法は一般に教師なし分類と呼ばれ，

対象領域のデータ点群をデータ自身の散布状態から類似性

を見いだし，いくつかのクラスタにクラス分けする手法で

ある。写真4－9はクラスタ解析による分類結果で，採草

地（緑），放牧地・野草地（黄），裸地（赤）および山林

（灰）に区分した土地利用図である。草地を主な対象と

しているので，畑や住宅あるいは川などは裸地に含ま

れている。この図から優良草地の分布が一目で分かる。

さらにきめ細かく分類するとともに管理記録を照合す

ることにより，更新すべき草地を正確に抽出すること

ができよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　（福原道一）

表4－2　日高種畜牧場周辺地域のTMデータの主成分分析結果
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　解析例5　自然植生への河川改修工事の影響

　　　　　　　（釧路湿原）

　釧路湿原は北海道東部，釧路市の背後に広がる面積約

29，000haの日本最大の湿原である。湿原の母体は，潟

湖に由来する古釧路湖で，そこに長い年月をかけて泥炭

が堆積してできたもので，釧路川を始めとする大小様々

な河川が，湿原内を蛇行しながら貫流するのが特徴であ

る（写真4－12）。従って，天水でかん養されるミズ

ゴケを主体とする高層湿原とは異なり，ヨシが優占し

ハンノキが点在する，いわゆる低層湿原の景観が典型

となる。

　この湿原は，タンチョウの生息地としても有名で，湿

原の一部が特別天然記念物に指定されているほか，ラム

サール条約（特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿

地に関する条約）に基づく国際保護湿原にも指定されて

いる。さらに1987年7月には，日本で28番目の国立公園

に指定された。

　鶴居
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図4－6　解析した釧路湿原位置図

　ところが最近約20年間に，湿原内のハンノキ林が急増

しているなど，湿原内の植生の変化が指摘されている。

これは，特に湿原周辺部の農業的利用のために，湿原に

注ぐ河川の直線化や河道の整備等が進められていること

が原因と考えられる。湿原の生態系を保護しながら周辺

農地の適切な管理を，という共存の道が求められるが，

そのためには湿原およびその周辺も含めた地域全体の生

態系の把握が必須である。そこでランドサットTMデー

タを用いて，河川改修工事等の影響がどのように，どの

鐙．

写真4－12　キラコタン岬からみた釧路湿原、

範囲に及んでいるかを調べた。

　写真4－10は，TM3，TM4，TM5を青・緑・赤

に割り当でて合成した釧路湿原のオリジナル画像で，5

月下旬の融雪期の様子を示している。この画像には，久

著呂川の改修部分の末端部から湿原内に向かって，異常

に赤黒い部分が現れている。赤い部分は，少なぐとも表

面の乾いた土砂が地表に存在していることを示し，黒い

部分は懸濁水におおわれ植生が水没していることを示し

ている。っまり融雪期には土砂を含んだ河川水が，直線

化された久著呂川から大量に湿原内に流れ込むが，湿原

内の蛇行した河川での流出量は，流入量に追いっかず，

オーバーフローしていることが明らかとなった。しかし

このオーバーフ・一部分は7月のランドサット画像には

現れず，同地点は植物によって被覆されていた。このこ

とから，特に春の融雪期に改修河川を通じて大量の土砂

や栄養塩類を含んだ水が，湿原内へ運び込まれることが

問題で，融雪期の適切な水管理が早急に必要と考えら

れた。次にこのオリジナル画像を使って，湿原の植生

および土地利用分類図を作成した（写真4－11）。今

のところ低層湿原の典型であるヨシが広面積で優占し，

湿原中央部にはスゲ類の群落や抽水植物群落もかなり

分布しており，河川改修工事の影響は，湿原中央部に

は及んでいないことが示された。一方，ハンノキ林は，

上流部では河川改修工事が行われた久著呂川周辺域を

中心に，下流部では湿原開発による地下水位の低下な

どの影響で，新釧路川の東側を中心に，広範囲にわた

り分布していた。そして過去の航空写真と比べると，

ハンノキ林の分布域は確実に増加していることが明ら

かになった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（冨士田裕子）



農業環境とリモートセンシング

　解析例6　水稲作付面積の推定（宮城）

　各種国土調査の省力化，迅速化が求められている中

で，ランドサットTM，SPOT，MOS－1等の高分解

能衛星画像の活用が期待されている。すでに，研究レ

ベルでは水田，草地，農業基盤等の把握にランドサッ

トMS　S画像が用いられてきた。本解析は，毎年全国

規模で調査が実施され，農林行政上重要な調査項目であ

る水田面積のTM画像による推定を試みたものである。

×1000ha
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　解析地域は宮城県仙台市の北部に広がる平野部で，こ

こは日本の代表的な穀倉地帯である。写真4『13は，

1985年6月16日にこの地域を撮影した画像である。5月

初旬に移植された稲の苗は小さく，湛水状態の水田を覆

うにまだ至っていない。画像中，暗緑色に見えるのが水

田である。この湛水状態の水田のスペクトル特性を利用

して，各市町村毎の水田面積を算定しその精度を検討した。

　まず，TM画像から教師付きの最尤法分類を用いて水

田画素を抽出した。次に，国土数値情報による市町村デー

タを画像化し分類結果に重ね合わせた。写真4－14は市

町村境界線を分類結果に重畳表示した結果である。さらに

水田の僅かな色の違いから稲の生育の遅速や作付時期の

違いを推定することも可能である。

　図4『8は，この重ね合わされた画像から市町村毎の

水田面積を求めて基盤整備基本調査の水田面積と比較し

たグラフである。生の分類結果は（フィルターなし）水

田の境界で発生する混合画素の影響により誤差が大きい。

0．5　　　　　　　1．5　　　　　　 2．5　　　　　　 3．5

　　　　　　　基本調査水田面積　　　　　　×1000ha

　　図4－9　各種水田面積統計量間の関係

この誤差は，市町村毎の水田の区画の規模・形状を反映

しているが，近傍画素の分類結果を考慮するフィルター

処理（F1は近傍4画素，F2は近傍8画素に一つでも

水田画素がある時には中心画素も水田とする）を適用す

ることによって推定の精度は著しく向上することがわ

かった。

　水田面積に関する統計としては，他に作物統計の水稲

作付面積や国土数値情報の水田面積等がある（図4－

9）。作付面積は，水田面積に比べてすべての市町村

で一律に低い値を示した。このような作付面積との違

いを求めるためには，複数時期の画像を解析する必要

がある。

　各種の農業関連の国土調査に衛星画像を利用する上で

の大きな制約はセンサーの地上分解能と雲であり，今後，

全天候型の高分解能センサーの開発が期待される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（山形与志樹）
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　解析例7　水稲の洪水被害推定（茨城）

　台風10号崩れの低気圧は，1986年8月4日夜から5日

朝までに300mmの豪雨をもたらし，関東・東北地方の農

作物に大きな被害を与えた。茨城県では小貝川をはじめ

として多くの河川が氾濫し，農作物の被害は100億円に

迫った。特に冠水時の水稲が穂ばらみ期から出穂期に遭

遇したために大きな被害を受けた。

　写真4－15は洪水直後（8月6日）の茨城県水戸市の

南に位置する澗沼川河口周辺の画像である。青く見える

部分は泥流によって水田が冠水している所であり，黒く

見える部分は比較的清澄な水によって冠水している所で

ある。黄緑色に見える部分が水田である。

　写真4－16は洪水から約1月後（9月7日）の同地点

の画像である。収穫の約10日前にあたり，登熟が進み完

全に黄化した状態である。赤く見える河口付近の水田の

稲は倒伏し，土にまみれて収量は皆無であった。また，

河川に沿って水田の色がくすんで見えるところは，様々

な洪水による被害を受けたところである。しかし，洪水

の被害を受けなかった河口直下の水田は黄緑色の健全な

状態を示している。

　写真4－17は二つの画像を重ね合わせた画像を用いて

土地利用分類を行った結果である。写真4－15だけでは

洪水により水に覆われている水田と湖との区別がっかず，

写真4－16だけでは被害を受けた水田と裸地との区別が

っかないが，2っの時期の情報を用いることにより，水

田を正確に抽出することが可能となった。

　洪水によってもたらされた水稲の被害を衛星データを

用いて面的に推定することができれば，被害の補償や今

後の対策などに利用することができる。画像中の水田の坪

刈り収量調査を行い，収量と観測されたスペクトルとの

関連を解析して，画像から収量を推定するモデルを作成

した。洪水1月後の画像では近赤外バンドによって，洪

水直後の画像では赤と緑のバンドによってそれぞれ収量

が推定された。この推定が可能であったのは，収量が収

穫前の水稲のバイオマスに比例し，バイオマスが近赤外

バンドの反射量に比例すること，および，水稲の被害が

洪水時の泥流水中の泥含量（濁度）に相関し，泥含量を

可視バンドのスペクトルによって把握することができた

ためである。

　写真4－18は上記のモデルを用いて洪水直後の画像か

ら収量分布を求めた図である。凡例は収量レベルを表し

ている。青は平年並の収量が得られた無被害地区，赤は

収量皆無地区で，その間は0．5t／ha刻みの収量レベルを

表している。洪水1月後の画像からも収量が皆無に近い

地点を除いてはほぼ同様の結果が得られた。この結果は，

この地域での洪水の被害が洪水時の水の状態から水害直

後にもかなりの精度で推定可能であったことを示している。

　現在，異常気象や病虫害による農作物の被害調査は地

域毎のサンプリングによって行われている。しかし，広

域にもたらされる被害の実態を，限られた地上調査のみ

によって面的に把握することは困難である。今後は，衛

星画像と地上調査を組み合わせた広域かっ迅速な被害把

握手法の開発が期待される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（山形与志樹）
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　解析例8　都市近郊での混住化の解析（柏）

　都市近郊に残存した樹林地は，景観を保全し，市街地

と農地の間の様々なインパクトを緩衝するなど，地域の

環境保全上極めて重要な存在である。しかしそうした樹

林地は，近年の混住化の進展により，全体的な量が減少

しているばかりでなく，個々の規模の減少や，樹林地相

互の距離の拡大といった変化をも起こしている。した

がって，混住化が進行しっっある地域で，環境保全を目

的に各種の土地利用の適正な配置を検討する際には，樹

林地の分布量や配置，規模を指標に土地利用の混在状況

を把握することが有効である。

　ここでは，そうした解析の量的指標として樹林地率（＝

樹林地の被覆率）を，規模や配置の指標として樹林地率

混在度（＝樹林地率の異なる画素の混在度合）を用いた。

これら2つの指標により，混住化の進行に伴う樹林地の

分布形態の変容は，以下の過程として表現されると考え

られる。

　A　樹林地が多く残存した地区は樹林地率が高く，か

　　　っ，そうした画素が一様にあることからその混在

　　度が低い

　B　混住化の進行により樹林地が減少，細分化されて

　　　いくにつれて画素ごとの樹林地率が異なってくる

　　　ため，その混在度が高くなる

　C　さらに混住化が進むと，樹林地率の低い画素が一

　　様に分布するようになるため，その混在度は再び

　　　低下する

　解析の事例地域には，近年市街化の進行が著しい千葉

県柏市と流山市を中心とした地域（写真4－19：約5．1

km×5．1km／画素数180×180）を選んだ。本地域の樹林

地は大半が常緑のアカマッ林である。解析に用いたラン

ドサットTMデータは1985年1月23日観測の冬期データ

である。一般にランドサットデータの赤外，近赤外のバ

ンドの観測値を比演算法により加工した値により緑被地

を表せることが知られており，ここでは冬期には田畑や
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草地が裸地化し常緑樹を主とした樹林地だけが緑被地と

して残っているとして解析している。

表4－3　樹林地率とその混在度のマトリックス中での

　　　　事例地域内全画素の分布

低

樹　林　地　率

　中
古
同

計

樹　低
5600

1

105

2

841

3

6546

林
地
　
中
率

6733

4

2135

5

2250

6
11118

混
在
　
高
度

2668

7

8439

8
2913

9
14020

計 15001 10675 6004 31684

表中の1～9は類型番号をあらわす

　表4－3は樹林地率とその混在度をそれぞれ3区分し

たマトリックスにより，事例地域の全画素を1～9の9

類型に分類したものである。上述のA，即ち樹林地が多

く残存した状態は表中の類型3，類型6に対応し，混住

化の進行途上であるBは類型8に対応し，樹林地がほと

んど消失したCは類型1，類型4に対応する。従って，

上述のA→Cの遷移過程は，この表中では3→6→9→

8→7→4→！と表現される。表中で樹林地率が中程度

の区分に含まれる画素の大半が樹林地率混在度の高い類

型8に属することは，この遷移過程を裏付けるものとい

えるだろう。写真4－21は，事例地域内の典型地区を

表4r3と同様の9類型で区分したものである。南部で

樹林地率の高い類型（黄，緑，青）が，北部で樹林地率

の低い類型（赤，紺）が多く分布していることがわかる。

なかでも，北部に分布した類型8（紺）は周囲を住宅地

に囲まれ，上述の遷移過程に従って，今後，樹林地の壊

廃が急速に進むものと思われる。

　　　　　　　　　　　　（横張　真・福原道一）
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　解析例9　草地侵入雑草の分布調査（阿蘇〉

　九州の阿蘇から九重にかけての高原地帯は，日本でも

有数の肉牛生産地帯として知られている（図4－10）。

ここではネザサやススキのような野草地と，牧草を導入

した人工草地を造成して粗飼料を生産している。ところ

が近年，牧草地に雑草のチカラシバ（Pennisetum

alopecuroidesSPRENG，写真4－24）が急速に侵

入し分布域を拡大している。その結果，1985年にはチ

カラシバのために草地の更新を余儀なくされた例も生

じている。この雑草は牛の嗜好性が悪いうえ旺盛な繁

。〉一

、＼へ タ　～
　大観峰

大　分　県

　熊　本　県

　　　白川

o熊本
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図4－10　解析した阿蘇周辺地域

33。N

45’

写真4－24 牛立場に繁茂したチカラシバ群落
（左半分）

殖力をもち，牧草を駆逐し今後も増える傾向にあること

から，効果的な防除技術の早期確立が望まれている。

　写真4－22は1986年9月26日の阿蘇山周辺のランド

サットTM画像である。TM5を赤，TM4を緑，TM

3を青に発色させることにより，草地植生が強調され

た画像になる。この写真で黄緑色や紫色に光ってみえ

る場所が野草地あるいは牧草地である。外輪山の北側

斜面や内輪山の南面に広がる草地が浮き上がってみえて

いる。これに対して暗緑色は森林，水色は水田である。

　さて，チカラシバはこの地方では9月の上・中旬に出

穂するので，9月26日の時点では現存量は最大に達し，

穂も黒紫色に色付き，判別が最も容易になっている。九

州農業試験場では数年前から，牧草地のチカラシバを撲

滅するために阿蘇山の周辺で，刈り取りの時期や高さが

出穂に及ぼす影響や，種子の発芽について調査を行って

いる（林ら，1988）。これらのデータからチカラシバの

大量侵入地点を，また自然環境基礎調査データ（5万分

の1植生図）からその他の代表的植生の地点を「教師」

として選んだ。その結果，ランドサットTMの7バンド

のうち，牧草，野草（ススキ＋ネザサ），チカラシバ＋

牧草，シバの反射パターンはTM4（近赤外）とTM5

（中間赤外）の波長で大きな差が生じた。したがってこ

のような波長帯を使って分類を行えば，植生の違いやチ

カラシバの侵入地点を識別できるはずである。写真4－

23は植生に重点を置いて分類を行った結果を示してい

る。草地植生にっいて4クラス，その他の植生クラスと

しては畑，水田，林地が識別されている。また非植生ク

ラスとしては市街地，火口，火山その他（雲，影など〉

合計11クラスが認められた。この写真からチカラシバが

侵入した牧草地が北外輪の東側から中央にかけて多いこ

とカ∫判るQ

　今後，分類結果の妥当性を確認するため，さらに現地

調査データとの照合が必要であろう、。また侵入の動態を

見るためには，複数年次の衛星デーダを重ね合わせて比

較する必要があるだろう。

　　　　　　　　　　　　（秋山　侃・冨士田裕子）
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　解析例10　熱赤外バンドによる地表面温度分布

　　　　　　推定

　地表面温度分布は農業にとって重要な気候資源の情報

であると同時に，霜害等をもたらす被害要因でもあり，

農業立地を考える上で不可欠の要因である。現在，

NOAA，GMS（ひまわり）ランドサット等の衛星に搭

載されている熱赤外放射計を用いて，地表面温度のモニ

タリングが可能となっている。水域への応用は早くから

進められてきたが，陸域での応用例は少ない。熱赤外放

射には，大気・地表面の状態が影響を与えるために，地

表面温度を衛星から推定するためには各種の補正が不可

欠であるが，衛星データに対応する広域のグランドトゥ

ルースデータを取得することは困難である。各地に広く

配置されているAMeDAS観測点を利用することが考え

られるが，AMeDASで観測されているデータは気温であ

り，地表面温度は地表面の状態等に従って変化するため偏

差が存在している。熱赤外バンドを用いて観測された地表

面温度とAMeDAS気温とを比較し，両者の偏差が土地利

用に従ってどのように変化するのかにっいて検討した。

　用いた画像は1984年10月22日午前！0時！8分に撮影され

た宮崎県のほぼ全域（図4－11参照）をカバーするラン

ドサットTM画像である（写真4－25）。同画像の宮崎

市周辺を拡大した画像（写真4－26）と，そこに対応す

るランドサットTM6バンドを用いて推定した地表面温

度分布を写真4－27に示す。ここで，地表面温度の値は

海面温度の研究（LATHROPら，1987）から得られた

補正式と，ある1地点で当日実測された地表面温度の値

を用いて推定した。一方，観測日時のAMeDAS気温デー
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図4－11　解析した宮城市周辺地域
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図4－12

　14　　　　　15　　　　　16　　　　　17　　　　　18

　　　　　気　温（℃）

各土地利用毎の地表面温度とAMeDAS観測
地点での気温との関係

（A：水田，B：水田裸地，C：畑地，D：

畑裸地，E：果樹園，F：市街地，G：林地
（陽），H　l林地（陰））

タを，シーンに含まれる11の観測地点にっいて取得した。

各地点の観測気温は太平洋沿岸から内陸に入るに従って

低くなる傾向を示し，最高が日南市の18．8℃，最低が西

都市の12．8℃であった。AMeDAS気温と地表面温度と

の関係を求めるために，AMeDAS観測地点の近辺の各

土地利用毎の地表面温度を画像からサンプリングした。

すべてのAMeDAS観測地点での気温と各土地利用の地

表面温度との関係を図4－12に示す。図から地域間の温

度変化よりも，土地利用による温度変化の方が大きく

なっていることが判る。また，市街地や裸地は気温に関

係なく常に高い温度を示し，林地は常に低い温度を示し

ているのに対して，水田や畑は気温とほぼ平行した温度

を示しているのが特徴的である。なお，この地温と気温

の偏差はTMの他バンドのデータを用いて補正可能であ

ることがわかった。これは，温度偏差を決定している植

生量や地表面水分含量などを各バンドのデータを用いで

推定することができるためである。

　現在各地域で整備されつつあるメッシュ気候図は，点

として得られるAMeDAS気候データを国土数値情報等

の地形情報を用いて面的な情報に加工している。今後は，

衛星熱映像情報を用いることによって，地域的な土地利

用や植生量の違いを考慮した詳細な各種資源・環境図の

作成が可能となるであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（山形与志樹）



54 農業環境技術研究所資料第7号（1989）

引用文献

1）林治雄・澤村浩（1988）＝チカラシバの生態と

　防除法の確立．日草誌　34（別），93－96

2）LATHROP，R．G．and　T．M．LILLESAND

　　（1987）：Calibration　of　Thematic　Mapper

　thermal　data　for　water　surface　temperatare

　mapping．一Case　study　on　the　GreaしLakes．

　Remote　Sens．Environ．22，297－307

　参考文献

解析例2

　畠中哲哉ら（1988）：ランドサットTMデータによる

　畑土壌表土の腐植含量区分（第2報）一十勝地方の腐植

　区分図の作製，日本土壌肥料学会講演要旨集，34，123

解析例3

　福原道一・天野哲郎・宮地直道（1988）：日本写真測

　量学会昭和63年度年次学術講演会論文集，、！69－172

解析例6

　山形与志樹・石田憲治・冨士田裕子（1988）：ランド

　サットTM画像を用いた水稲作付面積の推定，日本写

　真測量学会，年次学術講演会，163－168

解析例7

　YAMAGATA，Y．and　T．AKIYAMA（1988）：

　Flood　damage　analysis　using　multitemporal

　Lan（isat　Thematic　Mapper　data．Int．」。Remote

　Sens．，9　（3），　503－514

　YAMAGATA，Y．ら　（1988）：Water　turbidity

　and　perpendicular　vegetation　in（iices　for　pad（玉y

　rice　flood　dam＆ge　a．nalyses．Remote　Sens．

　Environ．，26　（3）　241－251

解析例9

　秋山　侃ら（1988）二牧草および作物の分光反射特性。

　（4）ランドサットTMデータによる草地新入雑草の

　判読．日草誌　34二259－260

解析例10

　山形与志樹ら（1988）：ランドサットTM画像と

　AMeDASデータを用いた地表面温度解析．システム

　農学会1988年度春期大会講演要旨，59－60



農業環境とリモートセンシング

V　農業環境資源図作成のための画像化技術

　　開発にむけて

　1　衛星画像による土壌情報の標準化技術

　（1）　はじめに

　土壌は，リモートセンシングによる農業資源調査の対

象の一っである（MYERSら，1983）。セマテックマッ

パ（TM）センサの出現により，わが国の農地規模でも

土地基盤整備や営農に役立っ土壌情報をランドサット

データから得ることが可能になった。本書解析例2のラ

ンドサットTMデータによる大縮尺腐植区分図は，十勝

地域で土地基盤整備や土壌診断事業のために作成したも

のである（福原ら，！978）。このような土壌情報をラン

ドサットデータから普遍的に得るためには，異なった季

節・地域にわたるデータを共通の基準で読みとるための

手法が必要である。

　衛星データには土壌だけでなく植生，構築物，水など

地表面のさまざまな要素が観測されている。そのため，

直接に観測された土壌情報を解析するだけでなく，これ

らの要素からも土壌情報を得ることができる。例えば，

直接に観測することができない植被下の土壌や下層の状

態等は作物・植生の生育状況から類推することができる。

　ここでは衛星データによる土壌情報の標準化に向けて，

地表面の土壌を識別することを主目的としている。そこ

で，①土壌の分光特性に基づくランドサット土壌景観図

の作成，②土壌・作物の情報抽出モデル，③画像処理に

よる表面土壌図の作成などにっいて述べる。

　（2）土壌の分光特性

　リモートセンシングの原理は，それぞれの物体が固有

の分光特性をもつということである。ランドサットデー

タから土壌情報を得るために，土壌特有の分光的特徴を

抽出することになる。

　H章で示した図2－2は，TMデータによる土壌の分

光反射特性を種々の対象物について比較している（1985

年5月，十勝平野）。土壌に比べて小麦や牧草などの植

生は反射強度が，バンド3で低くバンド4で高い。両バ

ンドの比を用いることにより，土壌と植生を区別できる。

またバンド5や7でも両者は区別できる。市街地や河川

はバンド5，7で土壌と反射強度が異なる。土壌をタイ

プ別にみると土壌水分の少ない褐色火山性土と沖積土は

ともに高い反射強度を示すが，土壌水分の多い黒色火山

性土はこれらに比べて低い強度を示す。この傾向はバン

ド3で著しい。

　土壌の可視一近赤外域における分光反射特性は，腐植
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量，酸化鉄量，水分量などにより特徴づけられる（福原，

1975）。酸化鉄が集積すると，500nm以下の青緑波長で

反射率が低下し，ランドサットデータでは緑と赤の比で

酸化鉄含量の情報が抽出できる。腐植が集積するといず

れの波長でも反射率は低下する。赤より長い波長では酸

化鉄の影響がなく腐植含量の推定が可能になる。

　また，土壌が湿ると，いずれの波長でも反射率は低

下する。！984年5月24日と1985年5月21日の二つのT

Mデータと北農試畑作部が現地計測した深さ10cmの土

壌水分量とを比較検討した（福原ら，未発表）。TM各

バンドのCCT値と土壌水分量（VOL％）とは負の相

関関係にあった（表5－1）。両年ともバンド1から

4まで，すなわち，可視・近赤外域で相関係数が高く，

その中でバンド2（緑色域）が最も高かった。このよ

うに，①ランドサットデータから畑作土の土壌水分量

の推定が可能であり，また，②土壌水分のための波長

帯は可視域の方が中間赤外域や熱赤外域より適してい

るといえる。

表5－1　土壌水分量（VOL％）とTMのCCT値と
　　　　の相関係数（N－7）

観測日

（平均pF）

84．5．24

（2．33）

85．5．2！

（2．61）

TMl
TM2
TM3
TM4
TM5
TM6
TM7

8
5

一
．
9

40

2
一
．
3

15

8

一
．
9

74

一
．
6

10

　（3）ランドサット土壌図の作成

　TMのような多波長データではバンドの組合せや濃度

補正の程度によって，強調される情報は異なってくる。

土壌判読のためのカラー合成写真（ランドサット土壌図）

では，上に述べた土壌の分光的特徴を強調することによ

り，土壌の特徴を表わすことができる。また，複数のラ

ンドサットデータを使用することにより，抽出される土

壌域が増加する。したがって，ランドサット土壌図は，

土壌が最も現われる年のデータを基本とし，その年の

植生地域は他年度のデータで補完して作成する。解析

の対象としない市街地や河川については除去するが，

そのための閾値（マスク値）は種々の対象物について

分光反射特性を調べて決定する。十勝平野のランド

サット土壌図の具体的な作成方法（図5－1）はっぎ

のようである。
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　　　　　　　　NO　　　　　　　　NO　NO

85．7

TM
34

土壌

市街地

河川

　　　　NO土壌？

YES

市街地

河川

表土の分類

TM土壌図

図5－1　ランドサットデータによる土壌景観図の作成手順

1）1984年5月2！日，1985年5月24日，1987年5月21日

　および1985年7月27日の3年間のTMデータを利用し

　た。

2）使用したバンドは1・3・4である。これはこれら

　のバンドで土壌タイプ間の反射強度に有意な差異が見

　られ，年度間の変動も少ないからである。バンド1・

　4・5の組合せもよい。しかし，バンド5は年次間の

　相関関係がないので，複数データの重ね合わせには適

　さなかった。

3）植生・市街地・河川は以下の方法で除去した。①林

　地や草地を除去するために，84，85，87年5月のデー

　タを用い，バンド4／バンド3で植生をマスクした。

　②市街地・河川の部分を除去するために，85年7月の

　データを用いこれらをマスクした。これは，7月のデ

　ータでは植生（畑地）と市街地がバンド1で，河川と

　はバンド5で有意に識別されたからである。

　世界の多くの開発計画地域ではTMデータは得られな

い。可視・近赤外波長で十分な土壌図を作成できるこ

とは，ランドサットMSS，フランスSPOTあるいは日

本もも1号などのデータにも適用できる。これらの

データには青波長帯は用いられていないので，それが

必要なときには他の緑や赤の波長帯から推定すること

になる。

　斎藤ら（1985）は，インドネシア・ジャワ島北西部に

っいて，ランドサットMS畠のCCTデータから表土の色

調とその分布を表示した土色図を作成した。これらの地

域は一年中植生に覆われて土壌の露出が少なく，ランド

サットデータから土壌情報を得ることが困難な地域であ

る。自然色に近い土色図を得るために，次の処理を行い，

よい結果を得た。

1）裸地の抽出とそのバンド4と5（緑と赤）により土

　壌値を決定する。

2）観測されていない青波長帯値は土壌分光特性に基づ

　き，バンド4と5（緑と赤）から推定する。

3）低植被率の画素は植被の反射の影響を除去して土壌

　値を推定（次に述べる土壌・作物情報抽出モデルの利

　用）する。

4）高植被率の画素は当該画素の近傍の土壌値で代替す

　る。

　（4〉土壌・作物の情報抽出モデル

　赤と近赤外波長における土壌の反射率を比較すると，

両者はほぼ同じ値か近赤外がやや高い値を示す。した

がって，さまざまな土壌にっいて赤と近赤外の二波長の

値で散布図を描くと，どのような土壌も（1）式の回帰直線

上に並ぶ。

　　　IR＝aR十b　　　　　　　　　　　　　　　　（1〉

　ここで，IRは作物群落の近赤外域の反射率，Rは赤

色域の反射率，a．とbは（1）式の定数である。この回帰直

線をソイルラインと呼んでおり，土壌情報の抽出や生育

量推定のために重要な土壌の分光反射率の特徴である。

　一方，植生の分光反射率曲線は，400－500nm（青）

と650－690nm（赤）ではクロロフィルによる吸収のた

め反射は低い。また，緑の植生は750－1200nm（近赤

外）で高い反射を示す。近赤外と赤のこのような特徴は

バイオマスの評価に重要な測度と考えられ，次のような

各種の評価式が考え出されている。

　　　RVI＝IR／R

　　　NDI＝（IR－R）／（IR十R）

　　　TVI＝NDI1／2

　　　KニIR－aR－b

　リモートセンシングで得られる畑地のデータには土壌

と作物の分光反射特性が混在しているため，いずれか一

方の不必要な情報を消去し，土壌あるいは作物のみの情

報を引き出す比演算処理が必要となる。低植被率の画素

では植被の反射の影響を除去した土壌値の推定は，近赤

外（IR）と赤（R）バンドから図5－2のようにモデ

ル化できる（福原ら，1979）。
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赤バンド反射率（R）

A：観測値，P：作物による被覆率が100％の点，

S：作物による被覆率が0彩の点（作物），

m／n：被覆率，（nこ100彩）

図5－2　植被の影響を除去し，土壌の反射率を強調するための模式図

　植被のない時には畑地の分光反射率はソイルライン上

にある（S）。作物の被覆の小さい観測データ（A）は土

壌の影響を強くうける。作物の被覆率が高いほど，植被

100％と仮定した点（P）に近い。それぞれの観測デー

タにおける土壌が同じであれば，S・A・Pは一直線に

並ぶ。モデルから土壌を強調する式が得られる。すなわ

ち，土壌および作物の赤と近赤外バンドの反射をそれぞ

れSR，SIRおよびPR，PIRとし，両者の反射の混在す

る畑の赤と近赤外バンドの反射をR，IRとすると，次

のように示される。

　　SI＝（PIR－IR）／（R－PR）

　　　＝　（PIR－SIR）／（SR－PR）　　　　（2）

　SIは土壌ごとに一定で，土壌表面特性の一指標とみ

なすことができ，これを光学的土壌指数（以下，土壌指

数）と名づけた。土壌指数は腐植含量や含水量によって

値が変わるが，乾いた条件では腐植含量に比例する。一

方，腐植含量は短時間で変化しないので，土壌指数の変

化は土壌水分の変化を表すと考えてよい。ただし，土壌

指数は植被率の高い所では誤差が大きく，また，植被率

100％の場所では理論的に土壌の識別ができない。

　（5）画像処理による土壌図の作成

　ランドサットデータから表面土壌の分布図を作成する

ための土壌情報として次のような演算値を用い，植被に

よる反射の影響を除去した土壌の抽出や，土壌の分光特

性の強調を行う。筆者ら（1979）は十勝平野の畑地を対

象に1985年6月11日のMSSデータの解析のために次の

情報を選択した。ここで，GはMSSのバンド4，Rはバ

ンド5，IRはバンド7である。

　ランドサットMSSバンド5　R

　土壌指数　　　　　　　　SI

　バイオマスの指数　　　　　　（IR－R）／（IR＋R），

　　　　　　　　　　　　　またはIR／R

　酸化鉄指数　　　　　　　　　　（G－R）／（G＋R），

　　　　　　　　　　　　　またはG／R

　土壌指数決定のための植被100％の点の値は，牧草畑

の画像データ統計値から赤バンドの最低値（RP＝10）

と，赤外バンドの最低値（IRP＝53）を用い，K＝（53

一バンド7）／（バンド50），として計算した。比演算処

理で強調されるノイズを除去し，オリジナル画像にっい

て4バンドとも3×3ピクセルの平面フィルタによるス

ムージング処理を行った。その後，チャンネル2をアー

クタンジェント，チャンネル3と4は対数をとってデー

タ圧縮を行った。土壌は黒色火山性土，褐色火山性土お

よび低地土を腐植含量によって細分し7種類を選定した。
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これら7種類の代表地域は（トレーニングフィールド）

の統計量に基づき，画素ごとに分類した後，図化した。

結果はそれぞれの土壌の典型的な地域に対する判別効率

から評価した。判別効率がもっとも低かった褐色火山性

土（腐植含量50％）でも77％を得，分類の精度として満

足できるものであった。

　（6）おわりに

　ランドサット画像による土壌情報の標準化にむけて，

土壌を強調するための二・三の画像処理法にっいて述べた。

　十勝の腐植区分図のように，ランドサットTMデータ

から腐植分布を高精度で推定できるようになり，ランド

サットデータ利用はすでに実用段階に入っている。さら

に，ランドサットデータは，土地利用状況や土壌分布図

の作成，土壌水分量の評価，作物栄養診断，土壌侵食モ

ニタリング，干・湿害，降灰や洪水被害調査などに有効

な資料となると期待できる。これらの解析を強化するた

めには，分光反射強度の統計処理が中心であった画像解

析手法に加え，以下の手法も発展させる必要がある。

　第一は，画像特性としての，きめ（テクスチャ）や模

様（パターン）のディジタル化である。ランドサットデー

タは空中写真のように実体視はできないが，地表面の色

調とその色調の変化がづくる模様は地形に対応している

ので，目視判読ができる。

　第二は，地表面情報のリモートセンシングデータから

目的とする土壌情報を得るために，評価モデルや推定モ

デルを決定する必要がある。たとえば，植被がある時や下

層土の土壌水分にっいては，土壌一植生一気象データによ

る土壌水分収支モデルを通して推定・評価することになる。

　　　　　　　　　　　　　（福原道一・宮地直道）

　2　衛星画像による作物情報の標準化技術

　衛星画像を眺めていると，陸地面積のいかに多くの部

分が植生（林地，草地，耕地）で覆われているかをあら

ためて認識させられる。人々が生活し移動する環境は，

多くの場合緑が少ない都市域周辺であるが，衛星画像に

よって初めて都市域が限られた空間であり，地球の陸地

は砂漠地帯を除いて植生で覆われていることがわかる。

特に日本は起伏に富んだ地形を持ち，山岳地帯はほとん

ど森林であり，一方，都市域を除いた平野部分の多くは

ほとんど余すことなく農地として利用されている。農業

人口が減った現在でもなお農地は大きな面積を占めてい

るのである。

　農地・農作物に関する正確で迅速な情報は，経済活動

である農業を営むうえで農家，農協，行政機関，さらに

は政府にとって重要な意味をもっている。1970年代の前

半から衛星や航空機を用いたリモートセンシングによっ

て，農地や農作物をモニタリングする試みがアメリカを

中心として全世界的に行われてきたゆえんである。本節

では農業に関連して行われてきたリモートセンシング研

究の現状を概観的に整理し，リモートセンシングによる

作物情報モニタリング手法の現状と，より正確な情報を

抽出するために克服されるべき今後の問題点を考える。

　衛星や航空機によって取得される広域リモートセンシ

ング画像から抽出される農業情報は，大きく分けると2

種類になる。それは，（1）各種の作物の種類を，それらが

持っている独特のスペクトル特性を用いて判別し，作付

分布を把握する判別研究と，（2）栽培されている作物がど

のような状態にあるのかを定量的に推定し，バイオマス

や収量分布を把握する定量的研究である。以下この2っ

に分けて考えることにする。

　（1）判別研究

　理想的には将来は全ての作物のスペクトル特性をデー

タベース化して，新しい画像が得られたときにこのデー

タを用いて判別することが考えられる。スペクトル特性

の異なる対象物であれば判別することができるので，原

理的にはこのようなデータベースの実現は可能である。

しかし，作物には多数の品種があり，季節にしたがって

成長し，栽培様式や環境の影響によって変化するので，

1時期のスペクトル情報だけから，作目を特定すること

は困難である。また観測時における大気中の水蒸気がス

ペクトルに与える影響を正確に除去する方法も確立して

おらず，自動的な判別手続きはまだ構築されていない。

　現状では，作付が前もって（あるいは現地調査によっ

て）知られているいくっかの地点を選んで（トレーニン

グエリア），その地点のスペクトルの統計量から各作目

の母集団のスペクトル統計量を推定し，未知画素の作目

判別をする（教師付き分類）手法が広く用いられている

（例えば秋山ら，1985a．）。ほとんどのリモートセンシ

ング画像解析ソフトウエアにはこの手続きが付与されて

おり，判別関数として正規分布を仮定する最尤法，スペ

クトル空間における超平面を用いる線形判別法などの判

別法が用いられている（II章参照）。

　一方，海外を対象解析地域とする場合のように現地調

査をすることができない時や，不十分な情報しか得られ

ない地域の分類を行いたい場合，あるいは作目としては

一つではあるがスペクトル的に異なったいくっかのカテ

ゴリーを含んでいているものを，さらに細かく分類した

い場合などには，クラスター分析（教師無し分類）が用

いられる（例えばYAMAGATAら，1988）。クラスター
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分析においては分類の基準が前もって与えられていない

ので，分類の基準そのものがデータの性質から決定され，

それに従って分類が行われる。クラスター分析は類似度

が高い（あるいは統計学的に距離の近い）個体を集めて，

全部のデータをいくつかのクラスター（カテゴリー）に

まとめる手法であり，最後に得られるクラスターは各個

体間の類似度（あるいは距離）の定義とクラスターの作

成手順によって異なる。距離としてはマハラノビスの汎

距離標準化ユークリッド距離，作成手順としては，小さ

いクラスターから出発して順次合併して行く階層的方法，

クラスター内の分散が小さくなるようにクラスターの再編

成を繰り返すISODATA法などの非階層的方法がある。

　実際に上述の方法で分類を行ってみると，作目によっ

て判別効率の高いものと低いものが現れる。これは作物

の生育ステージや栽培様式が，同一の圃場内においては

だいたい均質であるが，異なる圃場間では一般に異なっ

ていることによる（A：KIYAMAら，1988）。しかし，

トレーニングエリアとして全ての生育ステージをカバー

することは困難であるため，誤分類の原因となっている。

また，分類の際のカテゴリーとして各作目に1つのト

レーニングエリアを用いることには無理があり，カテゴ

リーの統計量が劣化して誤分類を引き起こす。したがっ

て，作目の違いよりも，まずスペクトルの違いに着目し

てクラスター分析を行い，スペクトルの違いからどのよ

うな作目が分離可能であるのか見当を付けておくことが

好ましい。また，一っの作目がいくっかのクラスターに

分かれるようであれば，それぞれのクラスターについて

作目を確認して，教師付き分類のトレーニングエリァと

して取ってやる必要がある。分類画像をクラスター分析

によってあらかじめ統計的に等質な集団に分けておくこ

とは，最尤法分類などが各カテゴリーが正規分布をして

いるときに最適となる判別法であることからもぜひ必要

な手続きである。

　高分解能の空中写真を用いて作目を判別するような場

合には，各画素のスペクトル情報だけを用いた分類結果

にノイズが多くなってしまうことがある。これは，判別

の対象物が均一ではない，ざらざらしたスペクトル特性

を持っている場合に，センサーの空間分解能がそのざら

ざらを捉えてしまうほど高くなったときに起こる現象で

ある。作物圃場は作物の各器官と土壌とが交互に繰り返

して存在する構造を持っている。この構造についての情

報は単に画素毎のスペクトルだけでは捉えることができ

ない空問的な情報である。このようなテクスチャー

　（きめ）情報を活用するためには，分類の際に隣接する
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画素の情報を参照する必要がある。このためには，この

ざらざらの程度をテクスチャー解析によって数量化して，

新たなスペクトルとして分類に用いる方法と，分類の前

処理あるいは後処理として各種のウィンドーフィルター

を用いる方法が広く用いられている。しかしながら，本

当の意味で（人間の目が普通にやっているように）空間

の情報を活用するためには，科学的にはまだ解明されて

いないパターン認識をアルゴリズム化する必要があり，

現在も多くの研究がなされているところである。

　分類によって得られた作目の分布は，市町村などある

一定の領域内の面積統計量に換算して利用されることが

多いが，この統計量の精度は判別の見かけの精度に比べ

てきわめて低くなることがある（解析例6参照）。農地

の形は様々に入り組んでおり，純粋に単一作物からなる

畑だけが存在していることはまれで，各圃場の周辺には

他の作物や住宅や道路があるのが普通である。そのよう

な地点を観測した画素は，その作物の純粋なスペクトル

は示しておらず，いくっかの対象物のスペクトルが混合

している。圃場面積が大規模でかつセンサーの分解能が

適切である場合を除いて，この混合画素による面積統計

の誤差は大きい。特に，この誤差は各作目の分布形態に

よって異なるので，それぞれの特性に応じた補正を行う

必要がある。

　（2）定量的研究

　作物の反射スペクトルは，作物のバイオマス，LAI

（葉面積指数），クロロフィル量，群落構造など複雑な

要因によって変動する。このスペクトルの変化から逆に

様々な作物のパラメータを定量的に推定することが，農

業リモートセンシング分野における重要な課題である

　（例えばGALLOら，！985，芝山ら，1986ab，青木ら，

1986，井上ら，1986）。作物の生育量は，気温，日射量，

降水量などによって決定されており，これらの気象デー

タから生育量を推定する各種のモデルが開発されて成果

を上げている（例えば堀江，1985）。しかし異常気象の

場合のように従来の気候パターンに当てはまらない場合

にも，生育モデルが正確に働くかにっいての保証はない。

リモートセンシング手法を用いれば，非破壊・非接触

の状態で，現在の生育量を直接モニタリングすること

ができる。　（例えば秋山ら，1985b，深山ら，1985，

YAMAGATAら，1988）。

　地上分光器を用いたスペクトル計測と各種の作物の栽

培試験研究によって，現在多くの生育量を推定するため

の植生指標（Ratio，Normalized　Difference，Green－

ness　Index，Perpendicula．r　Vegetation　In（iex，など）
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が提案されている（例えばHEUTEら，1988，JACKSON

ら，1983，JUSTICEら，1985）。これらの植生指標は

各波長帯における分光反射係数（標準白色板からの反射

強度に対する作物群落からの反射強度の比）を用いて計

算されている。同じ作物でも栽培方法や生育ステージに

よって反射スペクトルは微妙に変化するので，どの植生

指標が最善であるかの結論は出せない。しかし，ほとん

どの植生指標は葉面積に反応する近赤外波長と，クロロ

フィルの吸収帯に相当する赤色波長の組合せによって構

成されていて，非線形関数によって互いに1：1に対応

させられることが知られている。

　リモートセンシングによる作物パラメータ推定研究は，

1）目的に応じた各種の栽培試験区を設定して，作物パ

ラメータと作物群落の分光反射特性のサンプリング計測

を行い，2）作物パラメータといくっかの波長の分光反

射率から作られた各種の植生指標との対応関係を調べて，

3）スペクトルから作物パラメータを推定するモデルを

作成して，4）他の栽培試験区にモデルを適用して精度

を検討するという手続きを経て達成されている。

　一方，衛星のCCT（コンピュータコンパチブルテー

プ）に記録されたディジタルカウント値を直接用いて，

各種の作物生育情報を推定する研究も最近多くなされて

いる。しかし，ランドサット等の人工衛星で観測されて

いるのは各波長帯での反射強度であり，この地表面から

の反射強度は，日射量の影響を受けることが少ない分光

反射率とは性質が異なっている。したがって，地上計測

によって得られた各種の植生指標を衛星データに直接当

てはめることはできない。

　最近，各種の地球観測衛星のデータを相互に比較して

利用するために，各衛星で観測された反射強度を波長別

のアルベドに変換するための補正係数が発表されっっあ

るが，地上における反射強度を求めるた菊には，完全に

快晴で大気中の水蒸気の影響が無視できる場合を除いて

大気補正が必要であることに注意したい。現状において

は，衛星画像の各バンドのディジタルカウントデータは，

いくっかの調査地点で得られた作物パラメータに関する

グランドトゥルースデータを面的に補問するために用い

られることが多い。したがって，この際作成された推定

モデルは，解析に用いたシーンの中では当てはまるが，

他のシーンや他の地域では当てまるとは限らないことに

注意する必要がある。今後は衛星データの各種補正が精

密化されて，地上分光器での測定結果と直接比較するこ

とができるようになることが期待される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（山形与志樹）

　3　標準化情報の管理と利用手法

　（1）標準化情報構築とその意義

　わが国で直接受信されたランドサット衛星のTMデー

タが一般利用に供されるようになってすでに3年以上が

経過している。この間，農業の分野においても数多くの

利用事例が蓄積されてきた。しかし，当然のことながら

撮像環境により異なる各画像は，同じパス，ロゥをもっ

同一地区のシーンであっても時期が異なると，輝度レベ

ルなど撮像画像の諸元が少しずっ異なることは避けられ

ない。このため，ランドサットTMデータの解析も単一

目的の個別事例解析の域にとどまることが多かったと言

える。

　ところで，輝度レベルが異なっても，対象地物の固有

のスペクトル反射特性に基づいてこれらの対象物を識別

し易い情報に加工しておくことにより，解析過程の大幅

な効率化と解析精度の向上をはかることが出来る。そこ

で，耕地土壌や栽培作物に関する情報など農業や農用地

に関する情報を標準的に抽出した画像を整備・構築して

おくことは，ランドサットTMデータを多様な解析目的

に照らして具体的に利用していく上で極めて有効である

と考えられる。

　さらに，農業・農用地の実態把握を目的とした標準化

画像情報を構築し，これらの画像データの簡便な利用手

法を検討していくことは，MOS－1やノア（NOAA）

データなど他の衛星画像や国土数値情報などのメッシュ

情報と重ね合わせて総合的な利用をはかる上でも不可欠

である。次項以下では，この点に着目して述べている。

　ここでは，まず標準化情報の構築に際しての画像作成

の手順を例示しておく。スペクトル反射特性に着目した

各バンドデータの加工過程以降の操作手順は，情報処理

手法としては一種のデータ変換の範ちゅうに属するもの

である。したがって，その細かな手順はランドサット画

像の場合にのみ特徴的なことではないので，概略を示す

にとどめる。ランドサットTMデータは，データ量が多

大なことから，通常磁気テープで提供，保管されること

が多い。しかし，画像情報の簡易処理，低コストの解析

を想定すると，解析領域が小さい場合にはパーソナルコ

ンピュータによる解析も有効で，この場合フロッピー一

ディスクによるデータの交換が必要となる。また，今後

光ディスクの普及にともなってこれらの新しい記憶媒体

の利用も開始されよう。これらのことを念頭におくと，

標準化情報の構築手順として，図5－3に示すような手

順が整理される。ここに示す構築手順は，主として以下

の点に配慮したものである。
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多時期，多地区情報の汎用的構築

低コスト解析機器で解析可能な画像情報の構築

省力的構築

変換時の情報損失や変容の排除

　図5－3からも明らかなとおり，提供媒体としての磁

気テープ（MT），データ加工の迅速化・効率化のため

の磁気ディスク（DISK），低コスト機器による簡易解

析のためのフロッピーディスク（FD），大量情報の構

築のための光ディスクを活用し，それぞれの特徴を生か

した標準化情報の構築手法が構成されている。

　（2〉標準化情報を用いた他種情報との重ね合わせ

　標準化情報は原則としてBSQフォーマットで構築し

ておくことにしている。これは，①パーソナルコンピュー

タを主体とする簡易画像解析装置用の市販のソフトウェ

アは，BSQフォーマットの画像を標準にしている場合

が多いこと，②バンド数の異なる画像情報についても一

元的に管理できること，に基づいている。BSQフォー

マットとは各ピクセルのデータがバンド別に第1行目か

ら順に並んで1つのファイルを構成する形式をいう。こ

れに対して，行ごとにすべてのバンドがまとめられてい

るBILフォーマット形式のデータファイルもあり，中型

以上の電子計算機による解析ではこの形式データもよく

用いられる。したがって，図5－3においてもBIL形式

とBSQ形式相互間の互換性は念頭においている。

　これまで述べたことを整理すると，標準化情報はパー

ソナルコンピュータで解析できることを前提として，

512ピクセル×400ラインのBSQフォーマット形式の情

報で構築していくということが前提となる。他種情報と

の重ね合わせもこの点を踏まえると何ら問題なく整合す

る。まず，気象衛星ノアデータを利用する場合について

言及する。

　高頻度で，かつリアルタイムで受信されるノアデータ

とメッシュ精度の高いランドサットデータなどを重ね合

わせて利用することができれば，農業環境の解析や即時

的な気象情報としての活用の場は，一層拡大される。現

在，農業環境技術研究所の広域農業環境データ受信・処理

装置で受信しているノアデータは，APT（Automatic

Picture　Transmission）という送信方式で送られてく

る可視，赤外それぞれ1バンド，合計2バンドの画像デー

タである。これらのデータはAVHRRというセンサー

で計測されており，広域の表面温度に関する情報を有し

ている。AVHRRではもともと5バンドのデータが収

集されているが，このうちAPTによりPC9801パーソ、

ナルコンピュータで受信できるのは，チャンネル1

（波長帯域は0．58～0．68μm）およびチャンネル4（同

10．3～1L3μm）である。

　受信したノアデータは，900ピクセル×800ラインであ

るため標準化情報とするためには，512ピクセル×400ラ

インに圧縮する必要がある。この場合，ノアデータは1

っのシーンが約3，600km程度の領域をカバーしており，

1ピクセルの地上での距離がおよそ4kmに対応すること

から，画像を問引きして512ピクセル×400ラインとする

よりも画像中の一部の連続した領域を取り出す方が実用

的である。

　ところでランドサットTMデータは入手可能日の間隔

が16日と長いことから，ランドサットTMデータのシー

ンに対応する任意のノアデータが入手できることが好ま

しい。ノア9号及び！0号の冬期1ヶ月間の受信実績では，

北関東が鮮明に識別できる画像は受信回数118回の内

20回（16．9％）について得られており（1988年1月1日

～31日），ランドサットTMデータとNOAAデータを併

せて利用することは十分考えられる。

　ノア衛星から受信した画像を512ピクセル×400ライン

に限定して切り出すと，ノアデータもランドサットTM

画像と同様のBSQフォーマットの標準画像にすること

が出来る。地図上で重ね合わせる際には，手法や縮尺の

調整が必要となるが，画像処理のためのソフトウェアは

同じものが適用できる点は大きなメリットとなろう。

　さらに，数値情報などの衛星データ以外のメッシュ情

報との重ね合わせにっいても，データ形式の統一が取れ

ている限り一連のメッシュデータとして取り扱うことが

可能になる。

　この点についてもBSQフォーマットであれば，ラン

ドサットTMデータやNOAAデータの単一バンドは数

値情報のような2次元配列のメッシュデータとデータ

配列の上からは，同等に取り扱うことが出来る。勿論，

画像情報はバイナリーデータであり，数値情報はキャ

ラクターデータである点は異なるが，データ配列を等

しくすればデータ管理上の一元化を達成することがで

きる。

　具体的には，メッシュの大きさを考慮し，ランドサッ

トTMデータは1ピクセルがおおむね28．5mとなるので，

例えば，1kmメッシュに重ね合わせるとすれば，35個×

35個のピクセルの値を最大出現頻度のCCTカウントで

代表させるなど，適当なフィルタリング処理を行い，メッ

シュの大きさを合わせることになる。この操作を通じて，

1kmメッシュ情報として国土数値情報と重ね合わせるこ

とも可能である。
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　（3〉標準化情報の土地利用計画への活用

　次に，標準化情報の様々な利用方法の中で，実態把握

のためのデータ利用という点からこれまであまり言及さ

れる機会の少なかった，諸計画への基礎データとしての

活用方法にっいて述べる。ランドサットTMデータを用

いると，土地被覆の実態をリアルタイムで把握できるこ

とから，市町村における土地利用計画策定などに際して，

土地利用現況の基礎資料としての役割が期待される。

　皿章の画像7および9はそれぞれ関東および関西の都

市近郊農業地帯をとらえているが，ここでは，この画像

から得られる情報を土地利用計画の計画縮尺と対照して

考察を加える。両画像は，それぞれの地域が特徴的に表

示されるよう対象領域の強調画像を作成したものである。

抽出した各画像は，TMデータのチャンネル3，4，5，

をそれぞれB，G，Rに割り当てて合成されている。

　関東における都市近郊畑作地帯の画像（1986年8月6

日撮影：画像7）からは，埼玉県入間郡内の列居型集落

配置を代表する都市近郊農村地帯の特徴的な住居，畑地，

平地林の配置を明確に読みとることができる。標準化情

報の作成により，ランドサットTMデータの画像から地

域農業のパターンを一層鮮明に抽出した例の1っである

と言える。また，関西における都市近郊農業地帯の画像

（1984年9月6日撮影：画像9）からは，京都，大阪，

奈良の3府県にまたがる京阪奈丘陵地帯に整備が進めら

れている，関西学術研究学園都市とその周辺の農業地帯

を，木津川沿いの水田地帯，丘陵の畑作地帯などに区分

して読みとることができる。

　画像7，画像9とも領域のピクセルをすべて表示した

ものであり，地上解像度は約30mとみることができる。

これは，30a区画の圃場整備がなされている農用地であ

れば，耕区の短辺を，市街地では集合建造物や中央分離

帯，歩道付きの片側2車線道路などを十分識別できる解

像度である。均質な土地利用が連続している地域では農

用地の農道網や幹線水路も鮮明に識別できることは，皿
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章の画像3からも明らかである。

　土地利用計画を策定する場合の地図縮尺，っまり空間

スケールとの対応からランドサットTMデータの利用方

法を考えるとき，空間フィルタリング手法によるデータ

の圧縮と土地利用計画のための図面縮尺の対応関係が重

要であると思われる。一般に広い地域の土地利用計画に

は，比較的小縮尺の図面上での計画がなされ，計画のた

めの基礎情報もあまり詳細なものを必要としない。しか

し，狭い領域の詳細な土地利用計画を策定する場合には，

それに対応した精密な情報が要求される。空問的広がり

に対応した土地利用計画における空間縮尺を地図縮尺で整

理すると，概ね市町村段階の計画においては1／10，000，

広域市町村圏等の計画においては1／25，000の縮尺を想

定することが出来る（石田，1983）。

　表5－2　はランドサットTMデータを土地利用計画

の策定に活用することを想定して，実用上のメッシュ精

度に情報を集約・加工する目安にっいて整理したもので

ある。市町村計画より小地域（旧市町村や農業集落）の

土地利用計画には，現行の解析手法に鑑みて不可避的な

誤差をも考慮すると，ランドサットデータの直接的利用

にはやや制約を伴うものと考えられる。この場合には，

航空機によるMSS情報の収集を行うなど，低高度で解

像度の高いデータを利用する必要がある。これに対して

市町村より広域の土地利用計画の場合には，位置ずれな

どの誤差を考慮したフィルタリング処理を併用しながら

TMデータを活用することが可能である。また広域市町

村圏程度の土地利用計画への利用に際して，100mメッ

シュに加工したTMデータを基にしているのは，広域と

狭域（例えば広域市町村圏と市町村）の土地利用計画の整

合性を重視しているためである。これまで述べたとおり，

リモートセンシング情報の計画過程への具体的活用が今後

の重要な課題の1つと考えられ，標準化情報の構築と利用

手法の検討はこの観点での大きな布石になると思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石田憲治）

表5－2　ランドサットTMデータの土地利用計画への利用

計画主体 空間的広がり 計画図の縮尺 解析単位 TMデータの加工

都道府県 1っの都道府県全域 1／50，000 1kmメッシュ 2×2（注2）

広域市町村圏

モデル定住圏など

数個の市町村

都道府県内の部分地域
1／25，000 500mメッシュ 5×5（注1）

市町村 1つの市町村全域 1／10，000 100mメッシュ 3×3ピクセル

（注1）100mメッシュに加工したものを5×5で再加工

（注2）500mメッシュに加工したものを2×2で再加工
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－lmage　analysis　of　environment　and　resources　using　Landsat　TM　data一

Tsuyoshi　AKIYAMA・，Michikazu　FuKuHARA・，Kenji　IsHIDA・，

Yoshiki　YAMAGATA・，Naomichi　MIYAJPand　Hiroko　FuJITA・一

Summary

　The　present　paper　was　drawn　up　aiming　at　enhancement　of　remote　sensing　techniques

for　image　processing，and　digging　out　the　seeds　and　magnifying　the　needs　of　its

application　in　the　field　of　agriculture．For　this　purpose，we　gave　a　brief　explanation

about　what　is　remote　sensing　and　how　is　the　present　situation　of　satellite　remote　sensing．

Then　we　have　tried　to　develop　the　techniques　for　image　enhancement　with　special

reference　to　assess　the　environment　and．manage　resources　using　Lan（isat　TM　d．ata　on

typical14agricultural　areas　in　Japan．Furthermore，we　introduced10examples
obtained　by　TM　image　analysis　in　the　various　fields　of　agricultural　science．

　　In　the　final　chapter，we　summarized　the　techniques　to　standardize　Landsat　TM　image

putting　stress　on　extraction　of　information　from　soil　and　vegetation，and　also　mentioned

the　method　for　effective　management　and　utilization　of　the　information．

畏NationaHnstitute　of　Agro－Environmental　Sciences．Kannondai，Tsukuba，Ibaraki，305Japan

蝋National　Institute　of　Agro－Environmental　Sciences。（Present　address：Hokka．ido　National　Agricultural

　　Experiment　Station．Hitsujigaoka，Toyohira，Sapporo，004Japan）

鼎曇Tohoku　University．　（Present　ad（iress：Niigata　University，Faculty　of　AgTiculture．Igarashi　Ninomachi，

　　Niigata，950－21　Japan）
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