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小型月着陸機のための画像を用いた安全着陸領域識別に関する研究∗1
Study on Image-based Safe Landing Areas Detection
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Abstract : In recent years, investigating moon is once again drawing attentions of several countries. In Japan, an

image-based autonomous navigation method is studied for a moon investigating project by the small lunar lander. The

purpose of this paper is to propose a safe landing areas detection method for lunar environmental suitability that uses

brightness values and to propose a landing point determination algorithm in a limited calculating area for the actual

lunar lander. In addition, we study acceleration of the processing speed for hardware implementation and robustness of

the proposed method.

1. 研究背景と目的

近年，着陸機による月探査を行うことが各国で提案され
ており，現在，日本では小型着陸実験機を用いた月面探査
計画が進んでいる．探査機が着陸を行う場合，地球からの
通信による遠隔操作ではタイムラグが生じるために，その
間に同じ高度を維持しようとすると多くの推進剤が必要と
なってしまう．そのため，近年では探査機が自律的に航行・
着陸を行うことが必須となっている．現在，この自律着陸技
術の研究において，“着陸に適した地域への着陸”から，“目
的に適した地域へのピンポイント着陸”，すなわち高精度着
陸を実現するための技術確立が求められており，月面探査
計画においてはこの高精度着陸が重大目標の 1つとなって
いる．また，この技術が確立できれば，リターン計画，他
の惑星での着陸計画への足がかりとなる1)．
一般的に着陸機では発電容量や電池容量の関係から電力

消費を抑える必要があり，小型の着陸機は特にこの電力消
費の面が大きな課題となる．そこで，月面探査計画では単
眼カメラにより撮影した画像のみから得られる情報で判断
する画像航行が検討されている．そのため，制限された条
件に適した画像処理法を提案する必要がある．画像処理に
よる障害物識別には，2つのカメラにより撮影された画像
を用いたステレオ視による手法2, 3)や Shape from shading

による識別4) など様々存在する．その中でも輝度値を用い
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た手法は単純かつ正確性があるため，月面探査計画の条件
に適していると考えられる．輝度値法では生成した画像を
用いた研究5, 6) やジオラマを用いた研究7)はされてきたが，
それらは「月面が Lambert面である」という仮定のもとで
検討されてきた．しかし，実際の月面は光の入射角，反射
角，位相角によって明るさが変化し，月面の地質によって
反射率が異なる．従って，従来の方式では画像中で安全と
識別される領域の分布に偏りが生じる．これは，Lambert

面と比較して同等の識別性能が維持できているとは言い難
く，反射率が変化することに対する識別性能はロバストと
はいえない．そのため，実機搭載には適していない．そこ
で本研究では，実月面画像において適切な結果が得られる
ように輝度値を用いた識別法の改良を行う．また，画像を
生成するにあたり Hapke の理論モデルを適用した画像に
よる検討8)も過去に行われてきたが，本研究では「かぐや」
の地形カメラで得られたオルソ画像から反射率変換をして
生成したデータを用いた高精度な模擬月面画像による検討
を行う．
小型着陸機が安全な着陸を行うためには障害物を回避す
る必要がある．月のような重力天体への着陸は高度維持を
行わない場合，引力により落下速度が増加するので，障害
物回避のための移動時間を確保するためには，できるだけ
高高度での障害物の検知が必要となる．一方，小型着陸機
はその大きさ・電力消費量の制限から，高い性能のカメラを
搭載することは難しい．低分解能のカメラであっても，高
高度においてできるだけ障害物を検知するためには，最小
画素単位である 1画素ほどの大きさの障害物まで識別でき
る性能が必須となってくる．また，ハードウェア実装にむ
けて画像処理による障害物識別に割り当てられるハード容
量を抑える必要がある．その 1つの方法として整数の計算
領域幅に制限することが考えられる．輝度値を用いた識別
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法はこの計算領域幅での処理が可能な手法である．しかし，
着陸点を安全性領域から選択する処理としてラベリングに
よる既存のグルーピング方式9) はメモリを多く使用してし
まうため採用できない．そのため，安全性領域から着陸点
を選択する方法として新たに整数のみを扱ったアルゴリズ
ムを提案する必要がある．また，着陸機は着陸降下フェー
ズにおいて画像処理を開始してから終了するまでの間も降
下を続けており，処理時間がかかるほど回避のロバスト性
が低くなってしまう．そこで，処理時間の改善の検討も行
う必要があり，本論文ではその検討結果についても述べる．
本論文の構成は以下の通りである．2節ではフラクタルモ

デリング法10)を用いた模擬月面のDigital Elevation Model

(DEM)生成，観測された反射特性を反映した画像生成に
ついて述べる．3節では従来手法の概要と識別法の改良の
概要を述べる．4節では着陸点決定のアルゴリズムを提案
する．5節ではシミュレーションによる検討を行い，6節に
て結論を述べる．

2. 模擬月面画像の生成

2.1 月面モデルの生成 本研究では，月周回衛星「かぐ
や」により観測された月面の数値標高データ (DEM)を使
用する．しかし，観測された DEMは 10mメッシュのも
のであり，本研究においては最低でも 0.5mの分解能が必
要なため十分な分解能ではない．そこで，フラクタルモデ
リング法10)を用いて検討に用いるDEMを生成する．フラ
クタルモデリング法の手順は以下の通りである．まず観測
データのDEMを分解能 0.5mになるまで線形補間した後，
2次元離散フーリエ変換を行い，細部情報をもつ高周波領
域のフーリエ変換を以下の式 (1)に置換し，2次元逆離散
フーリエ変換することで全体構造の情報が含まれる低周波
領域を保持しつつ，フラクタルに従う細かい自然な起伏を
再現する．

Ffθ(u, v) =
1

(u2 + v2)
H+1

2

Wfe
iθfu,v ( 1 )

ここで，H はハースト指数，u, v は離散化された周波数，
Wf は擬似乱数発生器によって生成したホワイト・ノイズ
であり，フーリエ係数を決定するための位相 θfu,v

を区間
(0, 2π] の一様乱数で模擬することで，Ffθ はランダム・フ
ラクタルを表現する最も有効な数学モデルであるフラクショ
ナル・ブラウン運動を模擬することができる関数となる．な
お，式 (1)の導出の概要は以下の通りである．
DE(≥ 1) 次元において，図形の複雑さを表す定量的な

尺度であるフラクタル次元 D とハースト指数 H，スペク
トル指数 β には以下の関係が成り立つ．

D = DE + 1−H = DE + (3− β)/2 ( 2 )

さらに，フラクショナル・ブラウン運動のスペクトル密度
を SfB(f) とすると，周波数 f，スペクトル指数 β との関
係は

SfB(f) ∝ 1/fβ ( 3 )

となる．式 (3)の関係を DE(≥ 1) 次元に拡張すると，式
(2)から以下のような関係式となる．

SfB(f1, · · · , fDE
) ∝ 1

(
∑DE

i=1 f
2
i )

(2H+DE)

2

( 4 )

式 (4)の関係式から式 (1)が導き出される11).

本研究ではハースト指数 H = 0.7 とし，
√
u2 + v2 = 5

以上の高周波領域でフラクタルモデリング法を行った．ま
た，起伏に変化をつけるために H = 0.98 で生成した細
かい起伏を付加し，実際の月面の様子に近づけた．その後，
クレータモデル10)に順ずるクレータと，細かな岩石などの
障害物を付加した．なお岩石には様々な形状が存在するが，
本研究では便宜上，半球状を基礎とし，半径，高さをラン
ダムに決定したものとした．
2.2 月面の反射率モデル 先行研究5～7) において，月
面は Lambert 面であるという仮定で検討されてきた．し
かし，実際の月面は Lambert面とはかなり異なっている．
Lambert面では地形が同じであればどこから見ても同じ輝
度値をもつのに対して，実際の月面は入射角，反射角，位相
角の違いによって確認できる輝度値が大きく異なってくる．
実月面の反射特性を表現するためのモデルとして代表的
なものの中でも Hapkeの理論モデル12) が最も近いものと
して知られている．光の入射角を θI，反射角を θE，位相
角を θg とするとHapkeの理論モデルにおける反射率 RH

は

RH(θI , θE , θg)

=
ωμ0

4π(μ+ μ0)

×
{
p(θg)

(
1 +B(θg)

)
+Hp(μ0, ω)Hp(μ, ω)− 1

}

( 5 )

と表すことができる．ここで，ω は単一散乱のアルベド，
p(θg) は単一散乱の位相関数，Hp(μ0, ω)，Hp(μ, ω) は
Hapkeの理論モデルにおける多重散乱の近似関数，B(θg)

は後方散乱関数であり，μ，μ0 はそれぞれ μ = cos(θE)，
μ0 = cos(θI) である．
Hapkeの理論モデルを用いる場合，式 (5)で示した通り，
多くの変数が必要となる．よって，実月面に近づけるため
の反射特性を模擬月面にもたせるためには同じ地域での観
測を数多く行う必要があり，非常に困難である．
そこで本研究では，「かぐや」の地形カメラで得られたオ
ルソ画像の各輝度値から，位相角を固定として推定された
反射率マップを使用する．すなわち，各輝度値を月と太陽
間の距離で規格化した後，文献 13)や 14)の方法を用いて
フォトメトリック補正されたものである．模擬画像を生成
する際には，所望の太陽方向・高度に対して，反射率マッ
プをフォトメトリック逆変換して輝度値に戻し，これを余
弦則のシェーディング処理に入力する．その際，探査機位
置・姿勢との幾何関係の算出には，同じく「かぐや」の地
形カメラのデータにより生成されたデジタル標高モデルを
用いる．
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3. 輝度値を用いた着陸領域の安全性識別

3.1 輝度値と面の様子 画像の局所領域面の様子を判
断できる方法として画像全体の輝度値と局所領域面の輝度
値を比べる方法5～7)がある．以下，その方法を説明する．画
素 (i, j) の輝度値を Ii,j とする．画像の全体の領域を F と
し，画像全体の画素数を |F | とするとき，画像全体の平均
μ と分散 σ2 は

μ =
1

|F |
∑
i,j∈F

Ii,j ( 6 )

σ2 =
1

|F |
∑
i,j∈F

(Ii,j − μ)2 ( 7 )

と表すことができる．また，画素 (i, j) まわりの局所領域
を矩形と定め，局所領域の平均 μi,j，分散 σ2

i,j も同様に考
える．局所領域を F ′，画素数を |F ′| とすると

μi,j =
1

|F ′|
∑

i′,j′∈F ′
Ii′,j′ ( 8 )

σ2
i,j =

1

|F ′|
∑

i′,j′∈F ′
(Ii′,j′ − μi,j)

2 ( 9 )

となる．これらの式を用いて，局所領域面における 2つの
特徴量を定義できる．

mi,j =
μi,j − μ

σ
(10)

si,j =
σi,j

σ
(11)

この特徴量 mi,j，si,j はそれぞれ局所領域面の水平度，平
坦度を表している．これは，局所領域面が傾いていればそ
の分だけ輝度値の平均が μ から隔たりをもち，局所領域面
に障害物が存在するほど輝度値にばらつきが生じ輝度値分
散が大きなものになる，ということがいえるので，この 2

つの特徴量が定義できる．これら特徴量を使うことで局所
領域面の様子を判断できる．
3.2 安全性識別 先行研究5～7)において，局所領域面の

様子を判断するとき，以下の式 (12)の条件を満たせば画素
(i, j) は安全性領域であるとしていた．√

m2
i,j + s2i,j < Vth (12)

ここで，Vth は任意のパラメータである．これは水平度，平
坦度の重みを 1対 1とし，ベクトル長さで判断しているこ
とに相当する．この条件式を適用するためには 1節でも述
べたように月面が Lambert面であるという仮定が必要であ
るが，実月面においては似たような地形でも場所によって
は地質や観る位置の違いなどにより光の反射の様子が異な
る．そのため，同じような様子の面でも水平度の値が大き
く異なり安全性領域分布に偏りが生じ，安全な広い領域で
も安全性領域として識別することができなくなってしまう
場合があり，着陸地点を選ぶには適さない識別となってし
まう．また，平坦度についても同様に同サイズの障害物が

存在しても識別できない場合が考えられる．障害物識別精
度を向上するために閾値を小さいものに設定すると，水平
度成分の影響により更なる領域の偏りが生じてしまい，実
機に適当な安全性領域を抽出できるとは考えにくい．以上
より，実月面に対応するための別の識別方法が必要となる．
Hapkeの理論モデルに適応するための改良法は西口8)が
提案している．しかし，その改良法では正確な太陽方向の
情報が必要となり，小型の月面着陸機では得ることが難し
いため適当な識別法ではない．そこで，以下のような 2つ
の特徴量に対して，別々に条件を与える．

|mi,j | < Vthm (13)

si,j < Vths (14)

これにより，画像全体と比べて水平度による識別を影など
の極端に輝度値が異なる領域を排除するためだけのものと
し，安全性領域の偏りを抑える役割とした．このとき，閾
値を以下のように考える．

Vthm =
∑
i,j∈F

|mi,j |
|F | (15)

Vths = c
∑
i,j∈F

si,j
|F | (16)

ここで，c (0 < c ≤ 1) は任意のパラメータである．まず，
任意の閾値をあらかじめ設定するのではなく，それぞれ特
徴量から設定することにより太陽の方位角や太陽光の入射
角が異なっていても対応することができる．また，パラメー
タ c を調整することで，求められる障害物識別性能のみを
向上させることができ，広範囲領域の検証が可能であると
考えられる．
以上より，条件式 (13) (14)を用いることで実月面に対
する障害物識別，着陸領域抽出が可能になると考えられる．

4. 着陸点決定のためのアルゴリズムの提案

抽出された安全性領域から着陸点を決定するためのアル
ゴリズムを考える必要がある．また 1 節でも述べた通り，
小型着陸機に搭載可能なものにするため，複雑な計算をせ
ず，かつ計算範囲を整数 32 bit型に収めることを考慮する．
本研究では，着陸点を絞り込む条件として，画像の中の
安全着陸領域と識別された画素の集合のうち，最も大きな
集合の中心を選択する．言い換えると着陸に適さない領域
から最も離れた画素を着陸点とする．これらの条件を満た
す手法として着陸に適さない領域から最も離れた画素を着
陸点とする以下のアルゴリズムを提案する．
(1) 安全性領域と識別された画素を着陸候補点として値

1を，識別されなかった画素に値 0をそれぞれ与える．
(2) 着陸候補点である画素のまわり 8画素を調べ，自分
を含めた値の合計を算出し，その合計値を記録する．
(3) 画像全体の着陸候補点を調べ，記録した合計値の最
大値を調べる．
(4) 最大値と同じ合計値をもつ画素を着陸候補点として
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第 1図 着陸点決定までの処理過程の例

値 1を，それ以外のすべての画素に値 0をそれぞれ与える．
(5) (2)～(4)を繰り返し，着陸候補点を絞っていく．
(6) 最終的に残った画素を最終着陸点とする．また，

複数存在する場合，画像中心に最も近い画素を最終着陸
点とする．このとき，中心画素の座標を (Pc, Qc) とし，
対象の画素の座標を (Pi, Qj) とすると，2 点間距離：√
(Pc − Pi)2 + (Qc −Qj)2 を整数丸め込みの値で比較す

る．
このアルゴリズムは着陸候補点の絞込みまでの行程を 0

～9までの整数値のみで行い，計算は単純な算術のみであ
り，さらに着陸に適さない領域から最も離れた画素を着陸
点とするアルゴリズムとして機能する．これにより，着陸
機搭載のための制約を満たし，比較的早く着陸候補点を絞
り込むことができると考えられる．
第 1図は以上の着陸点決定アルゴリズムの処理過程の例

を示している．灰色区画は値 0となった画素を表し，黒塗
りしている区画は合計値の最大値と同じ値をもった画素を
表している．

5. シミュレーション

シミュレーションを行うために，2節で説明した方法で 2

種類の画像を生成した．Case-1として「マリウスヒルの縦
孔周辺領域」の DEMを使用し，DEMに反映されていな
かった縦孔を同サイズのクレータで模擬した画像，Case-2

として「任意の月面領域」の画像とする（第 2図）．なお，
マリウスヒルの縦孔は着陸検討のランドマーク的な位置づ
けとなっているもので，実際の月面着陸計画においても，そ
の周辺は着陸地点候補の 1つと考えられている．
画像の諸元として，画像サイズを 512× 512 pix，カメラ

高度 470m相当，カメラ画角 30 deg，太陽入射角 45 degと

Case-1 Case-2

第 2図 模擬月面画像

し，式 (16)におけるパラメータは c = 0.55，処理速度の測
定は CPU: intel core i7，クロック数: 3.60GHz，メモリ
サイズ: 8.00GB，OS: Windows7の PCにより時間測定
精度 1msで行った．次に，識別性能を測るために着陸機の
脅威となるクレータ等の障害物，傾斜（脅威傾斜角 10 deg

以上）を対象とした以下の 2つの指標を設定した．
・Od：画像中の障害物のうち識別できた障害物の割合
・Td：識別された安全性領域の中で傾斜角が 10 deg未満
の割合
このとき，対象点 (i, j) における標高 Hi,j から，最急傾斜
S0(i, j) を Sobel Filterにより求める．X 方向，Y 方向の
傾斜を SX(i, j)，SY (i, j) とし，DEMの格子点の間の距離
を DX，DY とすると，対象点 (i, j) のX 方向，Y 方向の
傾斜は次の式で算出できる．

SX(i, j) =
(Hi−1,j−1 + 2Hi,j−1 +Hi+1,j−1)

8DX

− (Hi−1,j+1 + 2Hi,j−1 +Hi+1,j+1)

8DX
(17)

SY (i, j) =
(Hi−1,j−1 + 2Hi−1,j +Hi−1,j+1)

8DY

− (Hi+1,j−1 + 2Hi+1,j +Hi+1,j+1)

8DY
(18)

以上の各方向の傾斜を用いて，対象点 (i, j) の最急傾斜
S0(i, j) を以下の式で算出する15, 16)．

S0(i, j) =
√

S2
X(i, j) + S2

Y (i, j) [%] (19)

5.1 性能評価 局所領域を正方形とし画素数を |F ′| =
256 (16× 16) pixと設定してシミュレーションを行う．第
3図では Caseごとに左から順に，Lambert仮説の画像に
対する従来法5～7) による安全性領域抽出結果の画像，今回
生成した模擬画像に対する従来法5～7) による抽出結果の画
像，今回生成した模擬画像に対する提案手法による抽出結
果の画像を示しており，安全性領域と識別された画素を白
塗りし，画像中の安全性領域の画素数がすべての結果でほ
ぼ同等の画像としている．また，第 1表には処理結果の識
別性能値を示している．さらに，第 4図は Caseごとの傾
斜の様子を示しており，傾斜が急になるほど明るく，緩や
かになるほど暗く表示している．なお，第 3図 Case-1に
おいて，左図は縦孔壁面の影をクレータの内部に投影して
黒く塗り潰すことで縦孔の影を模擬しているが，右図およ
び中央図は観測された反射率を適用して縦孔の影を模擬し
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(a) Case-1

(b) Case-2

第 3図 安全性領域抽出結果（×：着陸点）

第 1表 識別性能値
Od [%] Td [%] 処理時間 [ms]

Case-1 従来法 87.21 77.05 234

提案手法 94.19 79.00 379

Case-2 従来法 80.23 94.87 218

提案手法 93.02 95.90 344

(a) Case-1 (b) Case-2

第 4図 傾斜の様子

ている．
まず，提案手法の識別性能を従来法と比較して評価する．

第 3図より，従来法により抽出された画像である左図と中
央図を比較すると，実月面画像（中央図）においては安全
性領域の分布に偏りが発生していることが確認できる．一
方，提案手法により抽出された画像（右図）ではその偏り
が抑えられていることが確認できる．第 1表より，提案手
法では従来よりも 100msほど処理時間が増加しているが，
障害物識別に関しては 10%ほどの向上が確認できる．さら
に傾斜識別性能は劣化が見られない．これより，識別性能
を向上しつつ安全性領域を広範囲で抽出できたといえる．
第 1表では傾斜識別性能の劣化が見られないことが確認

されたが，Case-1と Case-2の間には 15%程度の差が生じ
ていることがわかる．これは，傾斜識別に使用している水平
度が画像全体の輝度値平均からの差を表す量であり，10 deg
以上を識別し得ることが定量的に示されているものではな
いため，画像中領域の平均の傾斜が激しい場合は画像全体
の輝度値平均が傾斜の激しい領域の輝度値に近づいてしま
い，適切な傾斜識別が困難となることが原因であると考え

(a) Case-1

(b) Case-2

第 5図 非安全性領域からの距離（×：着陸点）

られる．つまり，第 4図で示している通り，Case-2に対し
て Case-1の方が画像中領域において傾斜が激しい領域が
多いことにより傾斜識別性能に差が生じたと考えられる．
次に着陸に適さない領域から最も離れた画素を 4節で示
したアルゴリズムで選択できているか確認する．第 5図は
安全性領域画素が非安全性領域からどの程度離れているか
を示しており，選択された画素が非安全性領域から最も離
れた画素を選択できていることが確認できる．
5.2 処理時間の改善 回避行動を素早く行うために着
陸点を決定するまでの処理速度はできるだけ速い方が望ま
しい．また，従来手法と比較して処理速度の劣化が前項の
シミュレーション結果から確認できた．そのため，処理時
間の改善を行う必要がある．
処理時間の改善を行うにあたり局所領域の画素数を減ら
すことで改善できることは容易に考えられる．そこで，局
所領域画素数を減らしても識別性能は維持できるか検討す
る．局所領域を 256 pixから正方形の辺の画素数を 1画素
ずつ減らしていったときの処理時間および識別性能値の変
化をそれぞれ第 6図および第 7図に示す．また，局所領域
画素数の違いによる安全性領域の抽出の違いを第 8図に示
す．まず第 6図より，局所領域画素数を減らすことで処理
時間の減少が確認できる．次に第 7図より，局所領域画素
数を減らしたところ，障害物，傾斜の識別性能値はどちら
の Caseの画像でも 50 pix程度までなら大きな変動は見ら
れないことが確認できる．最後に第 8図より，局所領域画
素数を小さくした場合，安全性領域は小さな領域が増えて
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いき，全体的に小さい領域の集まりのような抽出結果とな
ることがわかる．これは着陸点を選択するとき，256 pixで
は小さな領域だったところを選択する可能性が考えられる
ため，局所領域の画素数変化に対するロバスト性が高いと
は言い難く，好ましい結果が得られたとはいえない．一方，
144 (= 12 × 12) pix の場合を見ると，256 (= 16 × 16)

pixの場合とさほど変わらない纏まった安全性領域の抽出
結果となっていることがわかる．また，第 6図に示す通り，
100 pixの場合，処理時間は 256 pixのときの約半分まで削
減できる．よって，性能を維持しつつ処理時間を短縮する
場合，局所領域の画素数は 100 pix程度まで削減可能と判
断できる．

(a) Case-1

(b) Case-2

第 6図 局所領域画素数に対する処理時間変化

6. 結 論

本研究では実月面画像に適応するための輝度値を用いた
識別法の改良，障害物識別性能の向上，着陸点決定のため
のアルゴリズムの提案および処理速度の向上を目的とした．
本論文で提案した手法は従来法との比較により複数の画像
で 10%ほどの障害物識別率の向上，安全性領域の偏りの抑
制が確認でき，実月面画像に適応することができるといえ
る．また，提案した着陸点決定アルゴリズムは最も非安全
性領域から離れた画素を抽出することが確認できた．さら
に，局所領域画素数の変更による処理速度の改善を行った．
その結果，局所領域画素数を 100 pixまで削減することで，

(a) Case-1

(b) Case-2

第 7図 局所領域画素数に対する性能値変化

第 8図 局所領域画素数の違いによる安全性領域の抽出の違い
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識別性能を維持しつつ，処理時間を半減できることが確認
できた．
なお，ある程度の大きさの傾斜が多く存在する地形から

傾斜のない領域を正確に識別することは困難であるが，事
前観測にて取得した着陸地点周辺の DEMを使用すること
により，着陸地点周辺の平均的な傾斜は打ち上げ前に推定
できる．よって，着陸機に許容される傾斜を考慮し，より
適した閾値に調整することが今後の課題である．また，着
陸機の自己位置判定誤差や DEMの分解能の粗さにより閾
値の調整だけでは対応困難な場合もあるため，着陸脚の設
計などで補う必要もあると考えられる．

本研究を行う機会と貴重なご助言を賜り，また「かぐや」
関係のデータを利用させていただきました宇宙科学研究所
澤井秀次郎先生，坂井真一郎先生，その他，関係各位に感
謝の意を表します．
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