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1. はじめに
　土石流の理論的な研究の進展により、土石流の構成則
が導かれ、応力構造の理解や数値シミュレーションへの適
用が進んでいる。また、観測結果の蓄積は土石流発生危険
降雨の検討を可能にした。このように、土石流に関して、支
配方程式や発生時の入力条件（降雨）の検討が進んでい
るのに対し、土石流の侵食・堆積による境界条件（地形）の
変化や、その変化がその後の土石流の動態へ及ぼす影響
に関しては未解明な点が多い。
　その主な理由は、土石流による侵食・堆積の定量的な評
価の難しさにある。侵食・堆積は DEM などの三次元情報
の時系列変化によって求まるが、土石流発生域は急峻で複
雑な地形を有しアクセスが困難なため、従来の測量手法で
は正確に土石流材料となる不安定土砂の三次元情報を得
ることができなかった。また、水路を用いた再現実験では、
土石流によって時々刻々と変化する地形を三次元的に復元
することが困難であった。本研究では、航空レーザー測量
（ALS）のような従来の三次元計測手法に比べ、安価で高
解像度な計測が可能な SfM-MVS（Structure from Motion
Multi View Stereo: 多視点写真測量）に着目し、土石流発
生域における計測や水路実験に適用した場合の精度や課
題について検討した。

2. 方法
　本研究では、①大規模崩壊地における UAV（ドローン）を
用いた SfM-MVS（以下、UAV-SfM）の適用、②火山地帯に
おける UAV-SfM の適用、③ SfM-MVS を用いた土石流実
験における扇状地の形成過程の再現を行った。
2.1 大規模崩壊地における UAV-SfM の適用
　対象地は静岡県大谷崩一の沢で、流域の最高地点標高
は約 1900 m、流路長が約 650 m、流域面積約 0.22 km2 で
ある。ここは、日本有数の大規模崩壊地であり、土砂の生産
から流出のサイクルが、1年周期で進む。土砂は、冬期〜春
先に凍結融解によって谷底に供給され、夏秋の豪雨時に土
石流となって流出する。
　2016年 9月 4-5 日に、UAV-SfM と地上レーザー測量
（TLS）を行い、それぞれで作成した DEM（以下それぞれ
DEMSfM, DEMTLS）の比較により、UAV-SfM の精度を検証し
た。UAV（Phantom4, DJI Co.）によって空撮した画像約 200
枚 を SfM 解析ソ フ ト （ Photoscan  Professional,  Agisoft
LLC.）を用いて解析し、DEMSfM（解像度 10 cm）と点群デー
タを作成した。ジオリファレンスには GNSS受信機（A325,
Hemishere Co.）で測量した 4 点の地上基準点（GCP）を用

いた。地上レーザースキャナ（GLS-1500, GLS-2000, Topcon
Co.）で得られた DEMTLS の解像度は、UAV-SfM と同様に 10
cm である。
2.2 火山地帯における UAV-SfM の適用
　対象地は長崎県雲仙普賢岳水無川流域内の極楽谷と炭
酸谷である。これらは、1995年の雲仙普賢岳の溶岩噴出の
停止後、繰り返し土石流が発生することで発達してきた全長
2 kmほどの巨大なガリーである。現在も土石流の発生が続
いているが、その実態はよく分かっていない。
　2016年 7月 28-29 日および 9月 4-5 日に、UAV による空
撮を行い、2.1節と同様の手法・機器により DEM（解像度 20
cm）と点群を作成した。同時期に、谷底の複数地点で GNSS
測量を行い、これらの測定点と DEMSfM の標高値を比較し、
DEMSfM の鉛直方向誤差を調べた。また作成した DEMSfM と
過去に ALS で取得された DEM（以下、DEMALS）の地形の再
現性を比較した。
2.3 SfM-MVS による土石流扇状地形成過程の再現
　土石流は谷出口で扇状地を形成するが、その際に土石流
の流下方向が変化し、堆積範囲が変化することが指摘され
ている。ここでは、流下方向の変化が、土石流の粒度分布の
違いによって生じるという仮説を立てた。この仮説を粒度分
布の異なる土砂を用いた土石流扇状地実験により検証した。
　実験には直線水路（長さ 6 m、幅 0.1 m、勾配 15°）下流端
に氾濫部（横断方向は水平で縦断方向は上流側から 1 m毎
に 12°、9°、6°、3°と勾配が変化）を接続した水路を用いた。直
線水路下流側 5 m 部分に深さ 0.2 m の土砂を堆積させた。
使用した土砂は均一粒径（2.6 mm）と混合粒径（0.6-7.5 mm
の混合砂で D50 は 2.6 mm）の二種類である。
　上流端から 3000 cm3/s の水を 60 秒間供給し、堆積させた
土砂を侵食させることで土石流を発生させた。発生した土石
流が氾濫部で堆積し扇状地を形成する過程を、高さ約 2.5 m
の位置に設置した 3台のデジタルカメラ（D5100, Canon Co.）
を同期させて 1秒間隔で撮影した。これら 3枚の同期撮影し
た画像を 2.1節と同様に SfM処理し、扇状地の DEM（解像
度 1 mm）を作成した。ジオリファレンスには、氾濫部に描かれ
た 0.2 m毎の格子点の座標を用いた。

3. 結果と考察
3.1  大規模崩壊地における UAV-SfM の精度

UAV-SfM と TLS で得られた DEM の差分結果を図 1 に示
す。全体の約 60 ％が ±30 cm 以下であり、その内の約 30 %
は±10 cm 以下であった。特に、谷底周辺で標高差が小さか
った。またオルソ写真との比較から、2 m 以上の標高差が生じ
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た領域は木等の植生が存在する領域と対応することが分
かった。DEMSfM と DEMTLS から算出した地表の勾配の空間
分布は両者でほぼ同一の結果が得られ、不安定土砂であ
る土砂の静止摩擦角（およそ 38°）以下の領域のほとんど
が谷底周辺に分布していた。また、各 DEM の勾配の累積
分布は勾配 40°から 80°では DEMSfM が DEMTLS より高い
度数を示したのに対し、静止摩擦角以下の不安定土砂の
領域 で は両者にほと ん ど違い が な か っ た 。 以上よ り 、
UAV-SfM によって崖錐を含む不安定土砂（摩擦角以下の
領域）の地形を、TLS に近い精度で測定できることが分か
った。一方、不安定土砂の供給源である摩擦角以上の急勾
配領域（岩盤の露出した側岸部）の変化は、TLS等の他の
手法でなければ検出が難しい。
3.2 火山地帯における UAV-SfM の利点
　雲仙普賢岳水無川流域では、2016年 6月 20 日に土石
流が発生した。UAV-SfM によって作成した 7月 28−29 日の
点群から、土石流発生後に炭酸谷中流部において崖錐の
顕著な侵食が生じていたこと、9月の点群からこれらの崖
錐が新たな土砂供給により発達していること、がそれぞれ
確認された。これらは、崖錐が土石流のソースとなる上に、
数カ月で発達することを示唆する。そのため崖錐の大きさ
や発達速度の評価が重要だと考えらえる。しかしながら、解
像度 20 cm の DEMSfM では側岸の崩落部と崖錐の地形が
再現できているのに対し、解像度 1-5 m 程度の DEMALS で
はそれらの地形が十分に確認できない場合があった。以上
より、UAV-SfM は従来よりも高解像度な DEM が作成でき
るため、火山地帯の不安定土砂の検出においても有効であ
ることが示された。また、作成した DEMSfM の垂直精度は、
GNSS で測量した標高値との比較から、谷底では最大でも
数十センチメートル程度であることが分かった。しかし、特に
GCP を谷底に設置できない領域において水平方向の誤差
が大きく、2 時期の DEMSfM の差分から崖錐の発達を定量
的に評価することはできなかった。

図−1 DEMTLS と DEMSfM の差分結果

3.3 土石流の粒度分布が扇状地の発達に及ぼす影響
　図 2 に均一粒径土石流と混合粒径土石流がそれぞれ形
成した扇状地の最終形状を示す。均一粒径土石流は、ほぼ
左右対称な扇状地を形成し、ケース間で形状にほとんど違い
が無かった。それに対し、混合粒径土石流は、右岸または左
岸のどちらかに偏った左右非対称な扇状地を形成した。扇状
地形成過程の SfM による再現結果から、非対称性は混合粒
径土石流の流下方向が、扇状地の発達に伴い変化するため
に生じることが分かった。混合粒径土石流の流下方向は、扇
状地形成時に表層に粒径の大きな土砂が分布し、これらの
土砂の透水性が相対的に高く、扇状地表層部が不飽和な状
態となり流れの抵抗が増加することで変化すると考えられた。
　SfM で再現した扇状地地形の最終形状の標高値と実測し
た標高値の比較から、両者の差がほとんどの領域で数ミリメ
ートル程度であることが分かった。そのため、SfM-MVS によっ
て、規模数メートルの水路実験スケールであっても高い精度
で地形を計測できることが確認された。しかしながら、扇状地
形成過程に関しては、特徴点が検出できず SfM処理ができ
ないケースがあった。また、流下中の土石流表面では、実際
の流れの表面から大きく外れた点が抽出されるため、それら
の除去を手動で行う必要があった。

4. まとめ
　本研究では、UAV-SfM が土石流発生域における不安定土
砂の空間分布の把握に有効であることを示した。また、水路
実験に SfM-MVS を導入することで、代表粒径が同じ土石流
であっても、粒度分布の違いによって堆積範囲が変化し、形
成される扇状地が異なることを明らかにした。今後は、前者に
関しては GCP を設置できない領域での測量精度の確保、後
者に関しては自動化等による処理の高速化といった課題に
取り組む必要があるだろう。
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図−2 土石流扇状地の最終形状
DEM の下流端の標高を 0 として表示している。
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