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1．はじめに
アプリケーション（以下，アプリ）のQGISが2018年4
月以来第3.2版にアップされ2018年9月時点で3.2.3版が
リリースされているので，それを用いる．前回とは若干見
え方が違っているかもしれないが，大きく異なることはな
い．旧版のQGIS2と新版は共存できるので，慣れない間
は両者を併存し，比較してみることもできる．慣れたら旧
版をアンインストールしてもよい．Windowsキーを押しな
がらXキーを押してコントロールパネルを開き，「プログ
ラムと機能」アイコンをクリック，QGISを見つけてダブ
ルクリックし，画面表示に従ってアンインストールする． 

QGIS DesktopアイコンをPCのデスクトップ上に移した場
合はデスクトップに残るので，削除する．

Figure 1. Download page of QGIS.

次に，QGIS（2018a）などからダウンロードした最新版
をインストールする（前回参照）．既存プラグインは，新
たなQGISインストール処理では古い版が変更されない．
「プラグイン（P）」メニューをクリックし，「プラグインの
管理とインストール」を選択してクリック，使用するプラ
グインのバージョン等を確認し，右欄右下の「プラグイ
ンをアップグレードする」をクリックして最新版に入れ替
えることができる．例えば，執筆時点の「Semi-Automatic 

Classification Plugin」（以降，QGIS-SCP）のバージョンは
6.2.5，「qgis2threejs」のバージョンは2.1などである．
今回は，衛星画像のスペクトル・バンド比演算により，
植生を透過した地表の鉱物分布を推定することがゴールに
なる．そのため，大気補正による地表放射DN値はTOA放
射率を経由して反射率（0.0～1.0）に変換する必要がある．

2．衛星画像データの導入
2-1．QGISの回復
前回作成した Imageフォルダがあれば，その内容を確認
する．Akitaフォルダの下にある次のフォルダを用いる．
・Geography・・・秋田県のGISベクトル・データ
 　ファイルAkitaPolbnda.shpなど
・SRTM・・・SRTM地形標高ラスタ・データ
 　ファイル 'n40_e140_3arc_v1.tif'
・TerraASTER・・・ASTER衛星画像データ
・work・・・作業結果保存フォルダ．
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もし，前回作成の¥Image¥work¥FirstStage1.qgsがあれば，
それをダブルクリックすると，前回保存した最後の表示を
再現できる．そうでなければ，新たに「polbnda_jpn」から
秋田県相当の範囲内を選択抽出してAkitaフォルダに納め，
「n40_e140_1arc_v3」をダウンロードして表示する（前回参
照）．今回作成するデータ表示を保存するため，左上の「プ
ロジェクト（J）」メニューをクリックし，「名前を付けて保存
（A）…」をクリック，「¥Image¥work」フォルダに「ThirdStage-1.

qgs」として保存する．以降は，この「ThirdStage-1.qgs」を
用いる．
前回を参照して「レイヤパネル」のレイヤの中から，

「AkitaPolbnda」と「AkitaRiverl」，そして「n40_e140_1arc_

v3」のチェックマークを入れるか，新たに「ブラウザパネ
ル」で当該ファイルを見つけてダブルクリックして表示す
る．他に表示されている全レイヤのチェックマークを外す． 

2-2．大気補正付きデータ・ダウンロード
簡易に大気補正するため，プラグインのQGIS-SCPを用
いてデータをダウンロードする．このプラグインの日本語
表示はなさそうである．データはUSGS（米国地質調査所）
のサーバーからダウンロードするので，「EarthExplorer」等
のページを開き（Fig.2），メニューにある「Register」をクリッ
クして予め自分の IDとパスワードを登録しておく（フリー
である）．

Figure 2. USGS EarthExplorerトップページ．

USGSとNASAの両方に登録したら，QGISのメニュー
からSCP（Semi-Automatic Classification Plugin）を選択，な
いしアイコンをクリックし，左の「Download」をクリック
選択し，右の「Login data」タブをクリックし，既に登録し
たUSGSとNASAのUserIDとPasswordを入力する（Fig.4）

SRTMやTMデータ等は，ログインしてこのままダウン
ロード画面に進めるが，ASTERデータの場合は，NASA

のフリー登録も必要になる（Fig.5）．

Figure 3. User Registration for USGS satellite data server.

Figure 4. NASA Earthdata Top page.

Figure 5. Input Login data for QGIS-SCP.

次に，SCPの「Search」タブをクリックして，QGIS上
の検索範囲を四角で定める（右端の赤い＋記号をクリッ
クして，左上ULを左クリック，右下LRを右クリック）．
Figure 5には，大館市近辺を選択している．データの西側
（左側）を含むものが検索されるので，ASTER画像の範囲
を考慮し，できるだけ狭い左の領域を選択することがコ
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ツである．「Products」から「ASTER Level 1T」を選択，観
測期間を適宜入力する．ここで，ASTER衛星の短波長赤
外スペクトルが2008年4月以降から使えなくなっている
ことに留意し，期間を最大で1999年1月1日から2008年3
月31日までの間で設定する．「Max. cloud cover（%）」を適
当に設定する．「0%」とすると選択肢が殆ど無くなるので，
例えば「1（%）」か「2（%）」などとする．初めての検索で
は「10（%）」とやや大きめに設定してリストをみるのがよ
い．熱帯地域などの場合は「60（%）」以上でないとデータ
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以上の設定が済んだら，左の「Download」をクリックし
て，右下端の「Run」をクリックし，フォルダ選択画面が
現れたら，例えば，「¥Image¥work」フォルダを選択し，新
規フォルダとしてQGISの「Display panel」に表示されてい
る「AST_L1T_00311112001013634_20150420122819_6039
4」をフォルダ名として新規作成して「フォルダの選択」を
クリックすると，ビープ音が重なり，ダウンロードと大気
補正を開始する．QGISの「Display panel」の上部に進行状
況が表示される（Fig.10）．ASTER画像の容量が小さいため，
通常は数分以内にビープ音が重なり処理プロセスが終了す
る．なお，ランドサット8号TM画像の場合は容量が大き
いのでダウンロードに30分近くかかることもある．

Figure 9. Create the folder to store downloaded ASTER image data to 

click 'Select.'

Figure 10. Processing of download and atmospheric correction.

ダウンロード結果がスペクトル・バンドごとに，「RT_

AST_L1T_00311112001013634_20150420122819_60394_
（バンド番号：1～14）」のレイヤ名で表示される．ここで
は赤外バンド（バンド番号10～14）に温度補正を加えて
いないので，放射率データが表示されるが，短波長赤外（バ
ンド番号5～9）と可視近赤外（バンド番号1～4）はTOA 

reflectanceに変換され，0.0～1.0の間の実数で表示され
（Fig.11），マルチバンド画像がレイヤ名「Virtual Band Set 

1」でカラー合成画像表示されている．初期状態では，各
ピクセルの大きさが地表15m四方で，バンド組み合わせ
がRGB=（3,2,1）で表示される．なお，補正前のレベル1T
の画像もworkフォルダ内の指定の画像フォルダに
AST_L1T_00311112001013634_20150420122819_60394.hdf

として収納される．

Figure 11. Results of downloading and TOA data.

３．カラー合成画像
「レイヤパネル」の「Virtual Band Set 1」をダブルクリッ
クし，左端の「シンボル体系」をクリックして，「Redバン
ド」，「Greenバンド」，「Blueバンド」に各々「バンド5」，
「バンド7」，「バンド9」を選択する．「最小値 /最大値設定」
の左の三角をクリックして，「累積カット」が選択されて
いることを確認し，下端の「適用」又は「OK」をクリック
すると，短波長赤外バンドのみのカラー合成画像を得るこ
とができる．

Figure 12. Parameter setting by symbology.
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Figure 13. Color composite image; RGB=（ASTER bands 5,7,9）.

ピクセルサイズが可視近赤外域の15mに統一してある
ため，物理的意味を考えなければ，可視～赤外バンドのど
のバンド番号の組み合わせも表示できる．もし，補正前の
DN値で，元のピクセルサイズでの表示をしたければ，ダ
ウンロード時にPreprocessingのチェックマークを全ては
ずせばよい．そのダウンロードしたレベル1Tのデータを
QGIS-SCPにより補正することもできるからである．

４．バンド比演算
今回は簡易なバンド比演算を行って，地表に分布する鉱
物量の推定を試してみる．比演算による鉱物推定としての
文献はいくつかある（Borstad Associates , 2008; Kalinowski 

AA & Oliver S. 2004; Oliver, S. and Wielen, S., 2005/2006; 
Zhang, et al., 2007）．ここでは，文献に示唆された 

Kaolinite index =（ASTER band 4/band 5）*（band 8 / band 6）
　　　　又は　（ASTER band 4 + band 6）/（band 5）
　　　　又は　（ASTER band 7）/（band 5）
を試してみる．Vincent and Filho（2011）も指摘するように，
Kaoliniteと他のOH基をもつ鉱物，例えばGibbsiteなどの
吸収ピークの位置は微妙に近いところにあり，スペクトル
帯が限られ，波長分解能の低いASTERセンサでは限界が
あることを前提に考慮せざるをえないので，「最初の近似
値」として扱うことが必須であろう．

Figure 14. Raster calculator.

比演算のため，「ラスタ」メニューの「ラスタ計算機．．．」
を選択クリックする（Fig.14）．「レイヤパネル」に表示さ
れたラスタの各バンドまでが分かれて「ラスタ計算機」ウ
インドウの「ラスタバンド」に表示されている．ここでは，
「RT_AST_L1T_・・・」を選択してもよいが，ピクセル分
解能が15mに統一された「Virtual Band Set 1@・・・」を
用いる．Kaolinite index =（ASTER band 4/ band 5）*（band 

8 / band 6）のため，「ラスタ計算機」ウインドウの「ラス
タバンド」内の「Virtual Band Set 1@4」をダブルクリック
して下の「ラスタ演算式」に表示する．この計算範囲を
設定するため，右の「ラスタレイヤ」の「選択レイヤの
領域」をクリックする．その下の「出力CRS」は元画像と
同じ「EPSG:32654 - WGS 84 /UTM zone 54N」のままとす
る（そうでなければ，そのように設定する）．「結果をプ
ロジェクトに追加する」のチェックマークを付けておく．
「ラスタレイヤ」の上部にある「出力レイヤ」の右端のボッ
クスをクリックし，フォルダを「¥Image¥work」にして
「ASTBR4by5x8by6.tif」などとファイル名をタイプし，「保
存」をクリックする．
「演算子」にある「/」をクリック，「ラスタ計算機」ウイ
ンドウの「ラスタバンド」内の「Virtual Band Set 1@5」を
ダブルクリック，「演算子」にある「*」をクリック，「ラ
スタ計算機」ウインドウの「ラスタバンド」内の「Virtual 

Band Set 1@8」をダブルクリック，「演算子」にある「/」を
クリック，「ラスタ計算機」ウインドウの「ラスタバンド」
内の「Virtual Band Set 1@6」をダブルクリックして「ラ
スタ演算式」の下に「式は正しいです」と表示されること
を確認し，下端の「OK」をクリックすると計算が始まり，
ASTER画像程度の容量なら比較的短く終了する．

Figure 15. parameter setting of the raster calculator.

出力データの数値が比較的小さい（ここでは最大13）た
め，「ASTBR4by5x8by6」レイヤをダブルクリックして，
左の「シンボル体系」をクリック，右の「最小値 /最大値
設定」の左の三角をクリックし，「累積カット」をクリック
（値はそのまま），下端の「OK」をクリックすると，比演
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算結果が画像としてQGIS画面に表示される．

Figure 16. Click checkmark ON at [Cumulative count cut].

Figure 17. Band ratio of（ASTER band 4 / band 5）*（band 8 / band 6）

projected in UTM.

Figure 17では，右下のCRSアイコンをクリックして，
「EPSG:32654 - WGS 84 /UTM zone 54N」に設定している．
なお，初めての場合に，この投影法に早めに行きつくため，
CRSアイコンをクリックして「プロジェクトのプロパティ
CRS」ウインドウを開けた際，「プロジェクトの座標参照
家（CRS）」の下にある「フィルター」に「WGS  84  /  UTM  

54」とタイプ入力（スペースを強調）すると，すぐに見つ
けることができる．
大館市東方の米代川と長木川に囲まれた山岳地域を拡大
すると，このままでは地形起伏による影が強調されたまま
なので，解釈しにくい．

Figure 18. ASTER band ratio of（band 4 / band 5）*（band 8 / band 6）

in the East mountain area of Odate City in singleband gray.

Figure 19. Singleband pseudocolor.

「ASTBR4by5x8by6」レイヤをダブルクリックして，左
の「シンボル体系」をクリック，「バンド表示」を「Singleband 

gray」から「Singleband pseudocolor」に変更し，右の「最小
値 /最大値設定」の左の三角をクリック，「累積カット」を
クリック（値はそのまま），「カラーランプ」の右をクリッ
クして「Invert Color Ramp」をクリックすると，青から赤
への色割り当てが小さい値から大きな値に割り当てられ
る．下端の「OK」をクリックすると，グレイ表示がカラー
表示に変わる．画面のやや左下に赤いところが目立つが，
解釈上はKaolin鉱物の多く推定される地域とされる．
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Figure 20. Pseudocolor mode of Fig.18.

同様にして（ASTER band 4 + band 6）/（band 5）と（ASTER 

band 7）/（band 5）のバンド比を計算する．

Figure 21. ASTER band ratio of（band 4/band 5）*（band 8 / band 6）

in the East mountain area of Odate City in singleband gray.

Figure 22. ASTER band ratio of band7 / band 5 in the East mountain 

area of Odate City in singleband gray.

この結果Figure 18, Figure21, Figure 22を並べて比較する
と，Figure 18とFigure 21は比較的相似する結果であるが，
Figure 22はかなり異なる．

Figure 23 Comparison of the results of ASTER band ratio calculations 

for（band 4 / band 5）*（band 8 / band 6）, （band 4 + band 6）

/（band 5）, and（band 7 / band 5）.

この3種類を各々RBGに割り当てたカラー合成画像を
作成するとFigure 24のようになる．紫色は（band 4 / band 5）
*（band 8 / band 6）と（band 4 + band 6）/（band 5）が共に大
きな値を持つところで地形的な日陰の影響が大きいが，両
者が低いのに（band 7/ band 5）が大きな値を持つところは
明るい緑色を示している．つまり，（band 7/ band 5）には
地形効果が大きくないことがわかる．3者が大きな値を持
つなら白色に近くなるが，そのような場所は少なく，1画
素から3画素程度の範囲でしかないが，いくつか存在して
いる．

Figure 24. Color composit RGB=（band 4 / band 5）*（band 8 / band 6）,

（band 7/ band 5）, and（band 4 + band 6）/（band 5）.

５．考察
グリーンタフ地域の粘土鉱物分析の論文はいくつかあ
り，鉱床探査活動が盛んだった頃で，多くがボーリング試
料の分析による地下の鉱物分帯である（吉田・歌田 , 1968; 
白水ほか , 1972；飯島，1972；石川ほか , 1976；伊達・渡辺 , 

1979；伊達 , 1982；米田 , 1989など）この地域の地下の粘
土鉱物の分帯は進んでいたが，地表の場合はそのうちの部
分に過ぎないことが多い．
本講座で紹介した方法でも，3種類のKaolinite推定が一
致して推測できる場所がいくつかあるので，実際に現地で
試料を採取したり，分光計を持参して現地計測したりする
ことなどは可能であろう．石油天然ガス・金属資源機構な
どがそのような計測を実施したと思われるが，公表された
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文献では把握できていない（ご存じの方がいらしたら，ご
教示願いたい）．
一般に，日本国土の地表は植生に被覆されているので，
スペクトルによる鉱物の把握が難しいと言われているが，
短波長赤外の特に2μ帯では植生反射率と植生透過性がほ
ぼ同程度で，特徴的な吸収を欠くため（中路，2009；内倉
他 ,2016）吸収は大きいものの，植生を通して地表鉱物の
反射と吸収関係が判明することがある．現地調査と組み合
わせるなら，ある程度の効果が見込めると思われる．又，
資源地域以外でも，地表の風化が進んでいることを，鉱物
学的に考察することが可能なため，土木・建設的な用途に
も応用可能である．

Borstad Associates（2008）にあるように，炭酸塩鉱物や
硫酸塩鉱物の同定は短波長赤外の比演算で行え，あるいは
赤外画像を用いた石灰石やシリカ等の推定も可能である．
可視域を用いた鉄酸化鉱物の推定も行うことができる．こ
のような比演算画像による地表の鉱物分帯は，ランドサッ
トTM画像やSentinel-2画像を用いて行うこともできる．
比演算以外にも，統計量による分類は多く行われており，
成分分析なども多いが，比演算画像のように物理的な意味
を推定するものではなく，分類の方法である．
なお，砂漠地域やツンドラ地域などは，地表が礫や砂に
被覆されているので，赤外やマイクロ波のような透過性は
見込めないため，短波長赤外や可視近赤外を用いた鉱物同
定は難しい．

６．おわりに
QGISを用いると，GISデータと直接比較しながらダウ
ンロードする画像を選択でき，大気補正も合わせて実行で
きる．地質学的な画像解析には役立つと思われる．比演算
や統計的解析等様々な画像計算処理が可能なことも有効で
あろう．QGISは，第3版になって，垂直方向のデータを
標準的に扱えるようになり，三次元解析に近づいている．
ただし，鉱量計算などの統計的解析を実施するにはまだ不
足しており，専用の（フリー）アプリを組み合わせて使う
必要がある．今回用いた2018年9月発行のリリースには
バグが含まれているため，もし試してみるなら，バグのと
れた最新版を使われることをお勧めしたい．そうだとして
も，十分に実用的水準に達したことは疑いがない．
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　　　要　旨

QGISによるGISと衛星画像解析（第3回　基本機能編その2）

 古宇田　亮一

フリー・オープンソース・システム（FOSS）のQGISを用いて，GIS上に重なる衛星画像解析の基本機能を解説する．
ここでは，反射率スペクトルに変換した地球観測衛星のデータのダウンロードの方法と大気補正，および，スペク
トル比演算解析機能を紹介する．

キーワード：地理情報システム（GIS），QGIS, SCP（Semi-automatic Classification Plugin），衛星画像データ，大気補正．
　　　　　   バンド比演算

149


