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解 説

四元数オートエンコーダと四元数SOMの連携
による柔軟な偏波散乱信号処理：偏波合成開口

レーダ地表分類での利用†

キム ヒョンス＊・廣瀬 明＊

1. はじめに
合成開口レーダ（synthetic aperture radar: SAR）は，
対象物へ送信したマイクロ波の散乱波を受信すること
で対象物の情報を獲得する能動センサーである．天候
の変化や昼夜に関係なく観測可能であるため，地球上
の資源管理や環境保護，災難対策などの応用を目的と
した様々な研究が行われてきた．その中でも，散乱波
の偏波を扱う Polarimetric SAR（PolSAR）データを用
いた地表分類は特に注目を浴びている研究課題の 1つ
である．
この数十年間，たくさんの PolSAR地表分類方式が
報告されてきた．特に，研究初期から最近に至るまで
活発に行われてきた target decomposition の研究成果
[1–5] は，行列分解に基づき線形代数的な手法で対象
の散乱機構を分解する手法である．この手法は，画像
認識分野を中心にその性能が検証されてきたサポート
ベクターマシン（support vector machine: SVM）[6,7],
ニューラルネットワーク [8–10] などの分類器と組み
合わされることによって，いくつかの具体的なカテゴ
リーでの適応的な地表分類を可能にした．
しかし，これらの手法は，人間が事前に定義したい
くつかの散乱メカニズムを基準に特徴情報を抽出して
いる．そのため，分類対象が変更や追加されると，そ
れに合わせた新しい散乱メカニズムを定義する必要が
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ある．分類対象の各カテゴリーの特性を強く表現でき
ない特徴情報ではいくら分類機の性能を上げても高い
分類性能が得られない．今後，人間が認知できる様々
な地表のカテゴリーを分類対象に反映するためには，
以上の手法では限界があると考えられる．
そこで, 我々は四元数オートエンコーダと四元数自
己組織化マップ（self-organizing map: SOM）で構成さ
れる教師なし地表分類システムを提案した [11] .四元
数ニューラルネットワークは，偏波を表現するポアン
カレパラメータを直接扱うことができる．このため，
行列分解を経る必要がない．本論文はこの手法を解
説する．本手法は，四元数オートエンコーダを教師な
し特徴抽出を実現するために適用する．実験の結果，
PolSARデータの各ピクセルの偏波散乱信号から地表
分類に有効な特徴情報が優先的に抽出されることが確
認される．また，抽出された特徴情報を四元数 SOM
で教師なし分類した結果からは，耕作地や工場などの
新しい地表のカテゴリーまで発見できた．

2. 提案手法
図 1に示されているように，提案システムは大きく

3つに分けられる．その構造や動作原理に関する詳細
な内容は文献 [11]を参照してほしい．

2.1 ポアンカレパラメータの生成
PolSAR データの各ピクセルの値は 2 × 2 の複素散
乱行列 Sで構成され，偏波散乱特性を表している．あ
る入射波の偏波をジョンズベクトル
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図 1 提案システムの構造 [11]

さらに，以下の計算でジョーンズ・コヒーレンシー行
列 J が得られる．ここで，⟨·⟩ は空間平均処理を意味
する．
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(2)

このジョーンズ・コヒーレンシー行列を基に，平均化
ストークスベクトル

[⟨g0⟩ ⟨g1⟩ ⟨g2⟩ ⟨g3⟩
]T が以下のよ

うに得られる．
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=
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(3)

平均されたストークスベクトルのうち，後ろの 3つの
成分を ⟨g0⟩ で正規化したベクトルをポアンカレ球上
の 3次元座標とし，偏波状態を四元数の虚数部に対応
させて，次のように表現する．

x =
(
0, x, y, z

)
=

(
0,
⟨g1⟩
⟨g0⟩
,
⟨g2⟩
⟨g0⟩
,
⟨g3⟩
⟨g0⟩

)
(4)

これをポアンカレパラメータと呼ぶ．実数部を 0とし
ている．

2.2 四元数オートエンコーダによる特徴抽出
水平・+45◦・右回転・垂直・−45◦・左回転の 6つの
入射偏波を考える．6つの独立的な入射偏波に対する
散乱波のポアンカレパラメータには，地表分類に役立
つ地表からの後方散乱特性が多く含まれる．しかし同
時に，分類性能を低下させる不要な情報も含まれてい
る．本システムでは，6つのポアンカレパラメータか
ら地表の分類に有効な情報のみを抽出するために，四
元数オートエンコーダを用いる．

2.2.1 ニューロン処理
四元数オートエンコーダの隠れ層の各ニューロンで
行われる処理は，各入力ノードのデータ xl とその四
元数結合荷重 wml で以下のように表現できる．

sm =
L∑
l=1

(
wml ⊗ xl ⊗ (wml )∗

|wml |

)
+ wm0 ⊗ x0

hm = f (sm )

(5)

ここで，sm は内部状態であり，その活性化関数は以
下である．

f (s) = f (se ) + f (si ) i + f
(
s j

)
j + f (sk ) k

f (s) = tanh (s) =
es − e−s

es + e−s
(6)

s =
(
se, si, s j, sk

)
は四元素を表し，i, j, k は四元数の

各虚数単位である．

2.2.2 事前学習
四元数オートエンコーダの自己学習には，誤差逆伝
搬法を用いる．その詳細な計算法は省略する [11]．

2.3 四元数 SOMによる教師なし分類
PolSARデータの各ピクセルから生成された特徴ベ
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クトルを，数十個以上のグループに詳細に分類し，各
グループの特性を分析するために，四元数 SOMを適
用する．
四元数 SOMは，各ニューロンを各分類グループに
対応させる．各ニューロンは入力される特徴ベクト
ルと同じ次元の結合荷重を持つ．オートエンコーダ
によって抽出された特徴ベクトル Hin ≡ [hm] は，各
ニューロンの結合荷重Wp1p2 ≡

[
wp1p2m

]
とのユーク

リッド距離が最も近い SOMニューロンが表すグルー
プ cwin1win2 に分類される．その処理は以下の式で表
現できる．

Dp1p2 ≡
√
|Hin −Wp1p2 |2

=

√√√
M∑

m=1
|hm − wp1p2m |2

(7)

(win1, win2) = arg min
(p1, p2)

Dp1p2(
1 ≤ p1 ≤ P, 1 ≤ p2 ≤ P]

) (8)

また，Dwin1win2 が小さくなるように，勝者ニューロン
とその周辺に存在するニューロンの結合荷重を以下の
ように更新する．

W new = W old + θ (t) L (t)
(
H in −W p1p2

)
(9)

ここで，L (t)は繰り返し時刻 t に対して単調減少する
関数であり，θ (t) は SOM空間において結合荷重が更
新される SOMニューロンの範囲である．

3. 実験結果
本章では，富士裾野から得られた ALOS（Advanced

Land Observing Satellite）の PALSAR Level 1.1 デー
タで行った実験結果を紹介する．

3.1 特徴抽出性能の検証
提案システムは，四元数オートエンコーダの圧縮特
性をベースに特徴ベクトルを生成する．この時，四元
数オートエンコーダが地表の分類に有効な情報を選ん
でいないと，そこから生成される特徴ベクトルで正常
な地表分類が行われない．四元数オートエンコーダに
よる特徴抽出の性能を確認するために，以下の実験を
行った．
図 2のように，湖/草原/森/街の各カテゴリーに対応
する 40 × 40のピクセルサイズの PolSARデータを実
験用サンプルとして用意する．実験用サンプルの各ピ
クセルから 6つのポアンカレパラメータを生成し，四
元数オートエンコーダに入力する．四元数オートエン
コーダの隠れニューロンの数を 6 個から 1 個まで変

　

図 2 特徴抽出性能検証用のサンプルデータ [11]
　

えながら，実験を行う．
各条件の四元数オートエンコーダから抽出される特
徴ベクトルは図 3の空間分布を見せる．隠れニューロ
ンの数が 6 個から 1 個へと減少すると，同じカテゴ
リーに属するデータ同士の距離がどんどん短くなる．
しかも，隠れニューロンが 1個のみの場合でも，各カ
テゴリーのデータが強くそれぞれの塊になっているこ
とが確認できる．これは，四元数オートエンコーダは
元の 6方向のポアンカレパラメータから地表分類に有
効な特徴情報を優先的に選んでいることを意味する．
図 4 は 6 つのポアンカレベクトルを直接に，図 5
は 4つの隠れニューロンを持つ四元数オートエンコー
ダから生成された特徴ベクトルを，それぞれ四元数
SOMで教師なし分類を行った結果である．図 4(a)は
6つのポアンカレパラメータを直接 4つのグループに
分類した結果であるが，森のサンプルと街のサンプル
が同じグループに混ざるなど，その分類精度が低い．
しかし，図 5(a)のように，四元数オートエンコーダか
ら生成された特徴ベクトルを 4つのグループに分類し
た結果は，各カテゴリーのサンプルが区別されている
ことが確認できる．その特徴ベクトルを 9つのグルー
プに分類すると，図 5(b) のように各カテゴリーのサ
ンプルが完璧に分離される．

3.2 教師なし地表分類結果
ここでは，10 × 10 のニューロン配列を持つ四元数

SOM を使い，提案システムの分類性能を検証する．
富士裾野から得られた PolSARデータの全ピクセルを
オートエンコーダを使わずに四元数 SOMのみで分類
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図 3 各条件 (M = 1, 2, 3, . . . , 6)の四元数オートエンコーダから生成される特徴ベクトルの空間分布の様子（青：
湖，緑：草原，濃い緑：森，赤：街）[11]

　

した結果の一部を図 6に，またオートエンコーダを使
う提案システムで分類した結果の一部を図 7に示す．
それぞれの四角は対象地域の全領域に対応しており，
各 SOMニューロンに分類されたピクセルを黒く表示
している．各 SOMニューロンの分類結果を人が確認
し，湖/草原/森/街の 4つのカテゴリーに区別した．そ
の結果をニューロンの番号 (4, 2) などの背景色として
いる．
図 7の提案システムによる分類結果ではいわゆるト
ポグラフィックマッピングが得られていることが確認
できる．すなわち，似た特徴を持つグループ（各四角）
は互いに近いところに配置されている．しかし，図 6
の四元数オートエンコーダを使わずにポアンカレパラ

メータを分類した結果は，各ニューロンの配置がその
ような配置を示しておらず，トポグラフィックマッピ
ングが強く行われていないことがわかる．
さらに，図 8 に提案システムの各ニューロンを詳
細に確認する．湖/草原/森/街の 4 つのカテゴリーが
より細かいカテゴリーで分類されている事がわかる．
図 8(a) では湖の中心部と周りが別のグループに区別
されている．また，図 8(b) では単に草が雑に生えて
いる領域と畝ができている耕作地が区別されている．
図 8(c) では森林の密集度で領域が区別されており，
図 8(d) では住居用の建物が存在する領域と工場の建
物が存在する領域が区別されている．このように，本
システムでは四元数オートエンコーダが有効な特徴
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(a) (b)

図 4 4つの地表カテゴリーサンプルのポアンカレパラメータを直接に (a) 2 × 2および (b) 3 × 3の四元数 SOM
で教師なし分類した結果 [11]

　　

(a) (b)

図 5 4つの地表カテゴリーサンプルのポアンカレパラメータを提案システムのオートエンコーダに通して抽出
された特徴ベクトルを (a) 2 × 2および (b) 3 × 3の四元数 SOMで教師なし分類した結果 [11]

　

を抽出し，四元数 SOMが効果的にトポグラフィック
マッピングを行うことにより，柔軟で人間にとって解
釈しやすい詳細な分類を実現し，新しいカテゴリーを
発見することを確認した．

4. おわりに
本論文は，我々が提案した四元数オートエンコーダ
と四元数 SOMを基にした教師なし PolSAR地表分類
システムを解説した．四元数オートエンコーダをベー
スに特徴抽出を行うことで，基のデータに存在するノ
イズを排除し，地表分類に有効な特徴情報を中心に特
徴ベクトルを生成できた．また，その特徴ベクトルを
四元数 SOMで教師なし分類し，既存の手法では分類
対象として扱われていなかった新しい地表カテゴリー

の発見にも成功した．本システムの発想と動作，また
その利点の源泉について，要点を記した．
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図 6 四元数オートエンコーダを用いない教師なし分類結果（青：湖，緑：草原，濃い緑：森，赤：街）[11]
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図 7 四元数オートエンコーダを用いた提案システムの教師なし分類結果（青：湖，緑：草原，濃い緑：森，
赤：街）[11]
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(a)

(b)

(c)

(d)

図 8 提案システムから分類された詳細な地表カテゴ
リー： (a)湖エリアが中心部と周りで区別され
る．(b)草原エリアが単に草が雑に生えている
領域と畝ができている領域で区別される．(c)
森エリアがその森林の密度によって区別され
る．(d)街エリアが住居地帯と工場地帯で区別
される [11]
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