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［要約］熊本県の気象データをみると，熊本県各地で年平均気温が上昇している。特に熊本市では気温

の上昇率が高く，ヒートアイランド現象が顕著である。そこで本研究では熊本の衛星データを解析し

てヒートアイランド現象の調査を行い，熊本市のヒートアイランド現象を学習するための教材開発を

行った。 

［キーワード］衛星リモートセンシング，熊本，土地被覆分類，TERRA/ASTER，LANDSAT5/TM 

 

１．はじめに 

 ヒートアイランド現象は都市の環境問題とし

て都市気候の悪化や局地気象，健康などに多くの

影響を及ぼしている。地球規模での温暖化のスピ

ードと比較して，都市部における気温の上昇率は

顕著に高いことがよく知られている。熊本県内各

地でも年平均気温の上昇や真夏日の日数の増加

が観測されている。特に，熊本市では気温の上昇

率が高く，ヒートアイランド現象が顕著である。 

中学校理科の学習指導要領では，自然環境を直

接調べたり，記録や資料を基に調べたりするなど

の活動を取り扱うようになっている。しかし，教

科書には，東京都など大都市の事例が採用されて

おり，生徒にとって身近な地域のヒートアイラン

ド現象を学習することは難しい。 

本研究では，熊本市のヒートアイランド現象の

学習のための教材を開発することを目的として，

LANDSAT5号のTMセンサのデータとTERRA衛星の

ASTERセンサのデータを使用して熊本の土地被覆

分類画像，植生指数画像，温度分布画像を作成し，

ヒートアイランド現象の解析を行った。そして解

析結果をもとに熊本のヒートアイランド現象の

学習のための教材を作成した。 
 

２．リモートセンシング 

１）使用データ 

 本研究で使用したデータはLANDSAT5号に搭載

されたTMセンサのデータ（1988/4/15，1998/4/4）

とTERRA衛星に搭載されたASTERセンサのデータ

（2010/4/29）である。これらのデータから熊本

市を含む領域を切り出し，解析を行った。解析し

た領域は図１中に赤い枠で示している領域であ

る。センサは波長をバンドという単位に分けて観

測している。図２にTMセンサとASTERセンサの各

バンドの波長を示す。TMセンサの空間分解能は熱

赤外域の波長帯のバンド（バンド６）のみ１２０

ｍであり，それ以外のバンドは３０ｍである。

ASTERセンサの空間分解能は可視光・近赤外域の

バンド(バンド１～３）は１５ｍ，短波長赤外域

のバンド（バンド４～９）は３０ｍ，熱赤外域の

バンド（バンド１０～１４）は９０ｍである。た

だし，ASTERの短波長赤外域のバンドのデータは

センサが故障していて使用することができない。 

衛星データの解析にはRSI社のリモートセンシ

ングデータ用解析・可視化ソフトウェア「ENVI」

を使用した。 

 

  

図１．解析領域（赤線は熊本市を通る主な道路） 
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図２．TMとASTERのバンド特性（１） 

 

２）土地被覆分類画像 

 土地被覆分類とは，類似するバンドの反射特性

をもつ画素をグループ化する処理である。この処

理を行うことで，画像中の対象物を認識・理解し

やすくすることができる（２）。本研究では教師付

き分類の最尤法により，TMセンサのデータは１か

ら７まで全てのバンド，ASTERセンサのデータは

１～３及び１０～１４の８バンドのデータを用

いて解析を行った。教師付分類の解析手順を図３

に示す。教師付き分類とは，解析対象データ中で

あらかじめ分類項目がわかっている領域をトレ

ーニングエリアとして設定して，他の画素がどの

分類項目に近いかを判断して分類していく方法

である。そこで，まず分類項目を決定する必要が

ある。本研究では，市街地，住宅地，森林，草地，

水域，水田，畑地，ビニールハウス，裸地，雲の

１０項目に設定した（図３①）。トレーニングエ

リアはカラー合成画像や，航空写真，土地利用図，

現地調査などから総合的に選定する（図３②）。

トレーニングエリアとして選定したポイントを

図４のカラー合成画像中に示す。その後，トレー

ニングエリア内の各バンドのデータを基に最尤

法により画素ごとに尤度が計算され，尤度が最大

の分類項目に分類される（図３③）。作成された

土地被覆分類結果の画像とトレーニングエリア

の選定に使用した資料をもとに，目視により分類

の精度を確認する（図３④）。誤分類が多ければ，

もう一度トレーニングエリアを選定し直し，分類

を行う。図３の②～④を繰り返し，土地被覆分類

を完成させる（図３⑤）。 

 

３）植生指数画像 

植物は可視光赤の波長をよく吸収し，近赤外域

の波長をよく反射するという分光特性をもって

いる。このような特性を利用して，衛星データの 

 
図３．教師付き分類の手順 

 

  

図４．トレーニングエリア 
 

バンド間演算行い，植物の活性度を推定した式を

正規化植生指数（NDVI : Normalized Difference 

Vegetation Index，以下「植生指数」と省略）と 

いい，式（１）で求められる。 
 

可視光赤近赤外域

可視光赤近赤外域




NDVI ・・・（１） 

 

 また，TMセンサのデータ（1988/4/15）とASTER

センサのデータ（2010/4/29）を用いて植生指数

の差画像を作成した。1988年の植生指数から2010

年の植生指数を引くことで，植生指数の増減が分

かりやすい画像を作成することができる。植生指

数の範囲は-１から１であるため，差画像を作成

する際には植生指数に１を足して植生指数の範

囲が０から２になるようにして差画像を作成し

④分類の精度確認 

③画素毎に判別実行 

②トレーニングエリアの選定 

①土地被覆分類項目の設定 

⑤土地被覆分類図の完成 



た。またTMセンサのデータは空間分解能が３０ｍ

であるが，ASTERセンサのデータは空間分解能が

１５ｍであるため，2010年のデータの空間分解能

を1988年のデータの空間分解能と合わせてから

演算を行った。作成した差画像に植生指数の減尐

が大きくなるほど赤色に近づくように色づけを

行った。 

 

４）地表面温度分布画像 

 熱赤外域の波長であるTMセンサのバンド６の

データと，ASTERセンサのバンド１４のデータを

用いて温度分布画像を作成した。地表面の温度が

高いほど，地表面からの熱赤外域の波長の放射が

多いため，データ値が大きくなる。熱赤外域のバ

ンドのレベルスライスを行い，色づけを行うこと

で，温度分布画像を作成した。熱赤外域の波長の

放射が尐ない場所，つまり温度が低い場所では寒

色に表示され，熱赤外域の波長の放射が多い場所

である地表面の温度が高い場所では暖色に表示

されるように８段階にレベル分けを行った。 

 LANDSAT衛星もTERRA衛星も熊本を通過するの

は午前10時前後であるため，温度分布画像は午前

10時前後の地表面の温度を表している。 

 

３．結果と考察 

１）土地被覆の経年変化 

 図５に植生指数の経年変化を，図６に土地被覆

の経年変化を示す。図５(a)が1988年，図５(b)が

2010年の植生指数画像である。それぞれ植生指数

が小さいほど黒色に，植生指数が大きくなるにつ

れて白色に近づくように表示している。植生指数

の差画像（図５(c)）では，植生指数の減尐が大

きいほど赤が濃くなるように色をつけている。つ

まり，1988年には植物に覆われていたが，2010年

時点では植物がなくなったり，建物が建設された

りした場所など土地被覆が植生域から非植生域

へと大きく変化した場所ほど赤く表示されてい

ることになる。この差画像を見ることで容易に土

地被覆の変化があった場所を探すことができる

ため，土地被覆の経年変化を調べていくときの手

がかりとなる。ただし，画像中のA，Bは2010年の 

  

図５（a）．1988/4/15の植生指数画像 

  

図５（b）．2010/4/29の植生指数画像 

  

図５（c）．1988年と 2010年の植生指数差画像 
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図６(a)．1988/4/15の土地被覆分類画像 

  

図６(b)．1998/4/4の土地被覆分類画像 

  

図６(c)．2010/4/29の土地被覆分類画像 

  

図７(a)．1988/4/15の温度分布画像 

  

図７(b)．1998/4/4の温度分布画像 

  

図７(c)．2010/4/29の温度分布画像 
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データにあった雲の領域であり，植生の変化では

ない。また農地（図５(c)のC，D）は，植生指数

の減尐が見られる場所が多くあるが，土地利用の

経年変化によるものではない。本研究では春季の

データを使用しているため，農地においては作物

の植え付け時期や生育状況といった耕作段階の

違いによる植生指数の変化があることに注意が

必要である。図５(c)中のEの金峰山のように，森

林域では植生指数の減尐はない。図５(c)中に白

色で表されている部分のほとんどは森林域であ

る。また熊本市中心部（図５(c)のF）では，植生

指数の減尐はほとんどなく1988年と土地被覆が

あまり変わっていないことがわかる。 

図６に示す土地被覆の経年変化より，熊本市で

は道路沿いに市街地（赤色）及び住宅地（薄紫色）

が北へ広がっていることがわかる。2000年に入っ

てからは熊本市郊外で大型ショッピングモール

の建設がいくつかあり，そのショッピングモール

周辺に住宅地が増えたため熊本市北東部や南部

で植生指数が減尐した場所が多く見られる。中で

も2004年，菊陽町にできたニュータウンである光

の森周辺（図６(c)のA）では市街地化が顕著に現

れている。植生指数の差画像でも植生指数が減尐

しており赤色で表されている（図５(c)のG）。も

う１つ嘉島町に建設されたショッピングモール

では，1988年の土地被覆分類画像では水田だった

場所が，1998年時点では一部市街地に変化してい

る（図６(b)のA）。2010年では大型ショッピング

モールが完成しており，さらに市街域が広がって

いる（図６(c)のB）。光の森の場合と同様に，植

生指数の減尐も確認できる（図５(c)のH）。また

熊本市南部では，九州新幹線の開通に伴い，富合

町に九州新幹線車両基地ができており，1998年に

は農地として分類されていた場所が2010年には

市街地となっている（図６(c)のC）。植生指数差

画像でも，九州新幹線の車両基地は植生指数が大

きく減尐した場所の１つとして赤色の表示され

ていることがわかる（図５(c)のI）。 

 

２）地表面温度分布の経年変化 

図７に地表面温度分布画像を示す。３枚の温度

分布画像で共通していることは，熊本市の中心部

では，地表面の温度が高く，画像中で黄色から赤

色の高温域として表示されていることである。熊

本市の中心部は，ほとんどが市街地や住宅地であ

り地表面の多くがアスファルトやコンクリート

に覆われ，植物の蒸散や地面からの水分の蒸発が

尐ないため，地表面の温度を上昇させていると考

えられる。熊本市中心部から，北に走る幹線道路

沿い（図６(a)A）には商業地や住宅が建ち並び，

市街域となっている。温度分布画像をみても，こ

の幹線道路沿いでは地表面の温度が高くなって

いる（図７(a)A）。これらの領域は図５(a)，(b)

の植生指数画像で植生指数の小さい黒い領域と

して示されている。建物が多いほど，また植物が

尐ないほど地表面の温度は上昇する傾向がある

ことがわかった。また，これらの温度分布画像か

ら，ヒートアイランド現象は東京，大阪，名古屋

のような大都市だけでなく，熊本市のような中規

模の都市でもおこっていることを確認すること

ができた。 

ところで，市街地のトレーニングデータとして

選定した熊本市の繁華街も温度が高いことが予

想されるのだが，温度分布画像（図７(a)のB）を

みると黄色で表示されており，周囲と比較して温

度がそれほど高くない。熊本市内約160地点での

気温と湿度の長期定点観測においても，市中心部

では午前中の温度が上昇しにくく，日中では郊外

より熊本市中心部の方が気温が低いという結果

が出ており（３），本研究で作成した温度分布画像

から得られた結果と整合的である。これは，熊本

市の繁華街では地表面付近が高層の建物の日か

げになっているため，地表面温度が上昇しづらい

のではないかと考えられる。一方，熊本市西部（図

７(a)のC）は，地表面の温度が低い。これは，西

部は農地が広がっていることや建物が尐ないこ

とが原因ではないかと考えられる。 

温度分布画像の経年変化に着目すると，土地被

覆分類画像や植生指数差画像で市街地や住宅地

が熊本市郊外へと広がっていく様子と同じよう

に，温度分布画像でも温度が高い場所が広がって

いる。2000年に入って市街地・住宅地化した光の 



  

図８(a)．1988/4/15の簡易土地被覆分類画像 

  

図８(b)．2010/4/29の簡易土地被覆分類画像 

 

森周辺では特に温度が上昇した場所が広範囲に

広がっている（図７(c)のA）。土地利用が畑地だ

った場所が市街地化したことで地表面の温度が

上昇したと考えられる。嘉島町のショッピングモ

ール周辺でも，1988年，1998年（図７(b)のA），

2010年（図７(c)のB）と土地被覆分類画像の市街

域の広がりに伴って地表面の温度が高い場所が

広がっている。同様に，九州新幹線の車両基地（図

７(c)のC）でも農地が市街地化した部分で温度が

上昇していることが確認できる。 

 

４．教材化 

土地被覆分類画像を教材として使用するにあ

たって，熊本市の都市化による熱環境の変化に注

目させるために，分類項目が市街地，住宅地，水

域以外のところを白で塗りつぶした簡易土地被

覆分類画像を作成した。図８(a)が1988年，図８

(b)が2010年の簡易土地被覆分類画像である。図

６に示す土地被覆分類画像をそのまま教材とし

て使用することもできるが，すでに述べたとおり，

農地における耕作段階の違いによる土地被覆状

態の違いを土地利用の変化と誤解される可能性

があるため，植生域を一括してその他の分類項目

とした。図８に示すように，簡易土地被覆分類画

像では，土地被覆画像を見慣れていない子どもた

ちであっても，簡単に熊本の都市化だけに注目し

て見ることができる。この簡易土地被覆画像と温

度分布画像を比較してみることにより，都市の広

がりによって温度が高い場所が広がっていくこ

とをとらえさせることができる。また，植生指数

差画像を合わせて用いることにより，土地利用が

大きく変化した地域における地表面温度の変化

も容易にとらえることができると考えられる。 

 

５．おわりに 

熊本の土地被覆分類画像，植生指数画像，温度

分布画像を作成したことで，熊本のヒートアイラ

ンド現象を調べることができる教材を作成する

ことができた。完成した教材はホームページで公

開し，学校現場で使用できるようにしていきたい。 
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