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1．序 論 

 日本の多くの河川では近年，河道の樹林化が経年的に

進行している．河道の過度な樹林化は，洪水の流下能力

を低下させるなど，河川管理上の課題となる．この樹林

化現象は比較的長期の時間スケールで進行するため，そ

の実態を的確に把握するには，河道内の状況変化を継続

的にモニタリングすることが重要となる． 

 本論文では，河川の UAV(Unmanned Aerial Vehicles)画

像を対象とした機械学習による土地被覆分類手法の開

発を行う．使用した機械学習アルゴリズムは ,RF 

(Random Forest)1)と CNN(Convolutional Neural Network) 2)

の二種類である． 

2. 解析データ 

 解析の対象とする UAV 画像は，黒部川下流部におい

て，マルチスペクトルカメラ搭載の UAV を用いて取得

した．取得した UAV 画像に SfM(Structure from Motion)

処理を適用して，Red/Green/Blue/NIR(near-infrared)のオ

ルソ画像と DSM(Digital Surface Model)を作成し土地被

覆分類に用いた．画像の地上分解能は 1 ピクセル当たり

4cm である．分類の対象とする土地被覆は水面・裸地・

草本・木本とした．機械学習と分類結果の評価に用いる

ための正解データは RGB 画像を目視で判読し作成した． 

3．手 法 

(1) 分類手法 
a) RF 

 RF による分類を行う際には，画像の前処理を行う．

DSM にはウェーブレット変換 3)とラプラシアンフィル

タを用いて高波数成分(以下 DSM 高波数)とエッジ成分

(以下 DSM エッジ)を検出する．ウェーブレット変換の

パラメータは，DSM 高波数が河川の影響を受けていな

いかを確認しながら探索的に決定する．また，RedとNIR

から NDVI(Normalized Difference Vegetation Index)を算出

する．さらに，RGB をもとにして ArcGIS により類似の

特徴をもつピクセルの集合を一つの小領域（以下，オブ

ジェクトと呼称）に統合する．このオブジェクトを地被

分類の最小単位とする．オブジェクト作成時のパラメー

タは，オブジェクトが土地被覆ごとに分かれるように目

視で判断しながら決定する．作成したオブジェクト内に

おける画素値の平均値と標準偏差を機械学習に用いる． 

b) CNN 

 CNN では RF のような画像の質を変化させる前処理

は行わない．これは，CNN は分類に必要な特徴を画像

からそのまま学習するとされているためである 2)．よっ

て，CNN で用いる画像は Red/Green/Blue/NIR/DSM とす

る．それぞれの画像を 50×50 のパッチに切り出し，こ

れを分類の最小単位とする． 

 使用した CNN モデルは，入力画像を 3 チャネルの 50

×50 ピクセルの画像とする．次に畳み込み層を 2 つ設

けて，それぞれ 3×3 のフィルタを 32 個持つ構造とす

る．その後 2×2 の最大プーリング処理を加えて，全結

合層を経て分類結果を出力する． 

(2) 手法間の精度比較 

入力データの組み合わせを変えることで両手法の精

度を検証する．RF では Red，Green，Blue を基本として，

他のデータを追加する．CNN では前述した 5 種のデー

タから 3 種類のデータを選定し計 10 通りの組み合わせ

で検討を行う．分類時には K-層化分割交差検証 1)によっ

て，対象データ全体の分類結果を取得する．分割数は RF

で 5，CNN で 3 とした．その後，最高の分類精度を示し

たデータの組み合わせで手法間の精度比較を行う．組み

合わせ検討の評価には F 値(F1_score)を用いた．F 値は

適合率(Precision)と再現率(Recall)の調和平均である．一

方，手法間の精度比較では， IoU(Intersection over Union)

を用いた．これらの値は対象の土地被覆ごとに真値と分

類結果を比較することで算出される．式(1)- (4)に定義を

示す． 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
       (1) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
       (2) 

𝐹1_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
2𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
     (3) 

𝐼𝑜𝑈 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
      (4) 

例えば，RF で水面の F 値を算出する場合，TP(true 

positive):正しく分類された水面のオブジェクト数，

FP(false positive): 水面と分類された水面以外のオブジ

ェクト数，FN(false negative): 誤分類された水面のオブ

ジェクト数となる．TP/FP/FN の単位は RF：オブジェク

ト数，CNN：パッチ数，手法間比較：面積(m2)である． 

4．結果・考察 

(1) 入力データの組み合わせに関する検討 

 表-1に手法ごとの分類結果のうち，最小と最大の F値

を示す．表の下にはその際のデータセットの組み合わせ

を示す． 

最小 最大 最小 最大

水面 0.90 0.97 0.93 0.93

裸地 0.96 0.98 0.93 0.95

草本 0.81 0.92 0.75 0.80

木本 0.77 0.91 0.75 0.78

合計 0.89 0.96 0.87 0.89

RF CNN

表-1 手法ごとの分類結果(F 値) 

RF CNN

最小 Red,Green,Blue Red,NIR,DSM

最大
Red,Green,Blue,

DSMエッジ,DSM高波数
Red,Green,Blue



RFの結果より，RGB/DSM 高波数/DSM エッジ/NDVI

の全てを用いることにより最も高い分類精度が得られ

た．特に，RGB による分類では比較的 F 値が低かった

草本と木本の精度が大きく向上していることが確認で

きる．また，DSM 高波数と DSM エッジの両方を用いる

ことで，どちらか一つを使用するよりも F 値が高くな

る．このことから，DSM 高波数と DSM エッジが相互に

不足する情報を補完していることが推察される． 

 CNN の結果より，Red/Green/Blue の組み合わせで最も

高い分類精度が得られた．NIR は水面で低く，植生で高

くなる性質を持つ．そのため分類に貢献することが期待

されたが，NIR を学習に用いても Red/Green/Blue の精度

を超えることはなかった．この結果より，CNN へ入力

するデータは，個々のデータよりもその組み合わせが重

要であることが推察される．今後の課題としては，画像

の分解能や入力チャネル数等のインプット条件の変化

が分類に与える影響を検討することが挙げられる． 

(2) 手法間比較 

図-1に各手法における分類結果と，正解データおよび 

RGB 画像を示す．図-1 (c)，図-1 (d)の分類結果は，図-1 

(b)で示す正解データの水面や砂洲等の土地被覆をおお

むね再現できていることがわかる． 

図-2 に IoU の評価をする領域とその結果，そこから

得られる土地被覆ごとの IoU を示す．RF の IoU は全土

地被覆で 0.99 となる．一方，図-2(c)と図-2(d)の比較よ

り，CNN では植生域で誤分類が分布する．こうした誤

分類の累積により，CNN では RF よりも IoU が低くな

る． 

 その一方で，RF による分類ではオブジェクト作成と

作成者の主観による評価が必要となる．それに対し，

CNN では目視による判断を一切必要としないため，RF

よりも低精度ではあるが作業者の主観によらない分類

結果を得ることが可能である． 

5．結 論 

 本論文では河川のUAV画像を対象として，RFとCNN

を用いた二通りの土地被覆分類手法を検討し，それら手

法間の比較を行った． 

 RF による分類では，RGB に加えて NDVI と前処理し

た DSM を分類に用いることで RGB のみでの分類より

も高精度の分類結果を得られることが示された． 

 CNN による分類では， Red/Green/Blue の組み合わせ

で最も高い分類精度を得られることが確認された．IoU

での比較では RF より多少劣るものの，分類過程で作業

者の主観が入らないことは CNN の利点であると考えら

れる． 
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(a) RGB 画像 (b) 正解データ 

(c) RF による分類結果 (d) CNN による分類結果 

図-1 正解データと手法ごとの分類結果 

(a) RGB 画像 (b) 正解データ 

(c) RF (d) CNN 

RF CNN

水面 0.99 0.99

裸地 0.99 0.99

草本 0.99 0.98

木本 0.99 0.92

IoU 

図-2 評価領域における分類結果 


