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1. はじめに 
 近年、異常な気象現象により、人的被害を伴う甚大な

土砂災害が頻発している。国土交通省などでは、人的被

害の防止に向けたソフト対策として、土砂災害警戒区

域等の指定を積極的に推進している。 
土砂災害警戒区域等の指定には、基礎調査が必要に

なるが、その箇所数は全国で約 65 万区域にも及び、調

査完了後もおおむね 5 年ごとに見直しを行うこととさ

れている。また、我が国では、急激な人口減少と高齢化

の進行が予測されており、基礎調査業務を担える技術

者の確保が困難になると考えられる。そのため、基礎調

査を今後も継続して行うためには、調査作業の効率化

を進めることが重要である。 
本検討では、基礎調査の作業効率化を目的に、AI を

用いて、地形情報から土砂災害警戒区域（土石流）を自

動で設定する手法について検討した。 
 
2. 検討方法 
(1) 検討の流れ 
 本検討では、任意の地形データから氾濫開始地点を

自動で生成する AI と再帰的アルゴリズムによる区域設

定を組み合わせたモデルの作成を試みた。本検討にお

けるモデルの作成及び評価フローを図 1 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1  モデルの作成及び評価フロー 
 
 本検討では、まず、2. (3)に示すペア画像を学習した

AI モデルに任意の地形データを入力し、その地形から

氾濫開始地点を予測した。次に、予測した氾濫開始地点

から勾配 2°となる地点までの警戒区域を設定した（予

測区域）。ここで、警戒区域の設定には、5mDEM の標

高値データから近傍メッシュとの勾配を計算により読

み取り、その勾配が 2°未満となる地点まで繰り返し計

算を行う再帰的アルゴリズムを用いた。 
  また、当該モデルの再現性を評価するために、既指定

の氾濫開始地点に対しても、同様な方法を用いて警戒

区域（モデル評価用区域）を設定した。 
  最後に、上記 2 つの警戒区域の再現率（重複率）によ

ってモデルの評価を行った。 
(2) AI モデルの概要 
  本検討で用いた AI モデルは、入力画像をもとに新規

画像もしくは何らかの加工をした画像を出力する変換

機能を有している（Image to Image Translation）。相関を

持った 2 種の画像データセットをペアとして学習させ

ることで、任意の画像から学習用データの蓄積を基に

した新規画像を自動生成することができる。 
(3) 学習用データの概要 
  当該モデルの学習に用いたデータは、地形データと

氾濫開始地点の位置情報を有したデータの 2 種である。 
  地形データには、国土地理院の 5m メッシュ数値標高

モデル（以下、5mDEM）を用いた。また、氾濫開始地

点データには、広島県HP（土砂災害ポータルひろしま）

より抽出した氾濫開始地点（9,210 地点）を 5mDEM と

対応するように設定したものを用いた。 
  なお、画像サイズは、1 画像に極力多くの警戒区域が

含まれるように 828×986 メッシュとした。（図 2 参照）。 

 
  (a) 5mDEM             (b) 氾濫開始地点 

図 2  学習用データセット例（828×986 メッシュ） 
 
3. 検討結果 
(1) 画像サイズ 828×986 メッシュでの学習 
 本検討では、まず、作成した画像サイズ（828×986 メ

ッシュ）をそのまま学習し、再現率を検討した。検討結

果を表 1 に示す。表 1 は、モデルが学習済みのデータ

（学習用データ）、モデルが未学習のデータ（評価用デ
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ータ）の再現率を示している。 
  表より、学習用データの再現率であっても 5 割未満

と低い結果になり、広域の画像を学習しても高い再現

率を得ることができなかった。そこで、画像サイズの変

更及び標高値の標準化を行った学習データを作成し、

それぞれについて検討を行った。 
 

表 1 828×986 メッシュでの警戒区域再現率 

 
 
 
(2) 画像サイズ別の学習 
 画像サイズを 32×32、64×64、128×128、256×256
メッシュ（以下、32、64、128、256）にそれぞれ分割し

モデルに学習させた結果を図 3 に示す。また、32 にお

ける結果の代表例を図 4 に示す。 
  図 3 より、3. (1)の結果と比較して、画像サイズが 64
以下の場合に再現率が大幅に向上した。特に、32 では

学習用、評価用ともに 9 割近くの再現率を示し、画像の

細分化がモデルの学習に効果的であることが判明した。 
ただし、上記の再現率は、予測区域がモデル評価用区

域をどれだけ網羅できているか示したものであり、モ

デルの正確性を示すものではない。実際、図 4 では、予

測区域がモデル評価用区域のほとんどを網羅している

ものの、未指定の箇所でも多数の警戒区域が生成され

ており、モデルの正確性には課題がある。 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

図 3 各画像サイズにおける警戒区域再現率 
 

  

図 4 同地域のモデル評価用区域と予測区域の比較 
 
(3) 標高値の標準化データを用いた学習 

5mDEM の標高値について、各メッシュ間の相対値は

変化させず、画像内の最低標高値を 0m とすることで、

画像ごとの標高値を標準化した。そのデータセットを

用いて、3.(2)と同様に 32、64、128、256 の画像サイズ

でモデルに学習させた結果を図 5 に示す。 
 全画像サイズにおいて、標高値の標準化により、標準

化前よりも再現率の向上が確認された。32 では、学習

用、評価用ともに再現率 9 割以上の高い値を示した。 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

図 5 標高値の標準化前後での再現率比較 
 
4. 考察 
 3. (1)及び 3. (2)より、画像サイズが一定より大きいと

モデルの再現率が低値であった。この原因は、画像サイ

ズが大きくなるほど、社会条件により未指定となる箇

所が多く含まれるためである。そのため、3. (2)では、

画像サイズを細分化するほど、社会条件により未指定

となった箇所が画像内に含まれる割合が減少し、再現

率の向上につながったものと推察される。しかしなが

ら、画像サイズを小さくし過ぎると、地形を適切に学習

できない可能性があるため、再現性の向上には、適切な

画像サイズの学習データを作成することが重要である。 
 3. (3)では、標高値の標準化により、再現率の向上が

見られた。これは、標高が高くなるにつれて警戒区域の

設定数が減少する傾向を学習していないためである。

つまり、標高値を学習データに考慮せず、純粋に勾配等

の地形条件のみを学習するだけで、再現率を向上させ

ることができることを示している。 
  以上を勘案すると、本検討でのモデルを用いること

で、谷地形を適切に評価できる（警戒区域の見逃しがな

い）モデルを構築できると考えられる。ただし、現状で

は、モデルの正確性に課題があるため、学習データに社

会条件を追加し、モデルの再現性とともに正確性の向

上につなげていくことが重要である。 
 
5. おわりに 
  本検討では、AI を用いた警戒区域の自動設定手法を

検討した。検討したモデルでは、90%を超える高い再現

率を示す結果が得られ、谷地形を適切に評価している

ことを確認した。また、今後のモデルの精度向上に関す

る課題についても明らかにした。 

(a)モデル評価用区域  (b)予測区域  

学習用データ 評価用データ

再現率

（重複率）
45.7% 12.4%

学習用データ 評価用データ

32 94.2% 87.9%
64 75.4% 47.6%

128 36.2% 8.9%
256 23.0% 6.4%

再現率（重複率）画像
サイズ

標準化前 標準化後 標準化前 標準化後

32 94.2% 95.4% 87.9% 92.4%
64 75.4% 84.9% 47.6% 79.5%
128 36.2% 70.9% 8.9% 69.4%
256 23.0% 48.8% 6.4% 61.4%
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学習用データ 評価用データ
画像
サイズ

- 310 -


	一般口頭発表_要旨
	警戒・避難(4)
	R5-030 AI を適用した土砂災害警戒区域の自動設定に関する検討





