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1. はじめに 

荒廃した斜面の変位をモニタリングすることは安

全監視上非常に重要である。一方で観測機器の取り

付け、メンテナンス、撤去等の作業には危険が伴い、

また大規模な土砂動態が発生すると機器の流出・消

失により最も重要な「移動時の情報」が取得できな

い場合がある。本発表では市販されている通信機能

付き定点カメラを用いた画像解析による斜面監視手

法（特願 2018-093709）を適用し、荒廃斜面を定常

的にモニタリングした結果について報告する。 

2. 検証フィールド 

本手法の検証フィールドは姫川水系浦川流域右支

渓・金山沢源頭部である。明治 44 年の稗田山大崩壊

をはじめ大規模な土砂移動が繰り返し発生し、近年

も降雨や融雪に伴い斜面移動や土石流などの土砂移

動が活発である。対象斜面は変動範囲が広範で変動

量が極めて大きいことから、斜面内に計測機器を設

置することが困難な箇所である。この対象斜面にお

いて活動が活発な地すべり性斜面変動が認められる

C, D, Eブロックを取り囲む形で3箇所に定点カメラ

を設置（対象距離 300~1,200m）し、斜面の変状を

継続的に撮影した（図 1）。 

 
図 1 金山沢源頭部カメラ配置図 

3. 使用機材 

本手法は野外撮影用定点カメラ「ハイクカム

SP4G」を用いて撮影を行い、取得した画像を解析に

利用した。同カメラは最大 1,200 万画素（約 4,000

×3,000 pixel）の画像を設定スケジュールにより定

期的に撮影し、携帯通信網を利用した電送が可能で

ある。本研究では 1 時間ごとに撮影し、電送した。 

4. 画像解析手法 

4.1 幾何補正 

定点カメラは三脚による簡易的な設置のため、風

や地面の膨張収縮による影響を受け、撮影画像がわ

ずかに動揺する。撮影された画像を直接画像解析に

かけると画角ずれに伴い変位量に面的な誤差が発生

するため、画像マッチング処理による幾何補正を行

い、取得画像すべてを画素単位で一致させた。 

4.2 輝度値補正 

斜面監視は屋外撮影となるため、太陽光の影響を

大きく受ける。特に晴天で太陽光が直接降り注ぐ環

境においては対象の位置（方位角・仰角）が時間・

季節によって大きく変動するため、影の発生の仕方

も変化し続け、画像解析に大きな影響を与える。 

そのため、撮影画像の輝度値を 1 日単位で平均化

し、時間に依存した影を緩和する処理を施した。こ

の処理は日単位の移動を精度良く確認するために有

効であり、大規模崩壊の前兆である比較的速度の小

さな斜面移動の把握に適している。 

4.3 土砂動態解析 

土砂動態解析は画像解析から斜面の変動量を算出

する「画像変位量」と、二時期の画像間の相関性を

評価する「相関係数」の 2 つの指標を用いて評価を

行った。それぞれの解析方法について以下に示す。 

4.3.1 画像変位量 

画像の変位を定量的に評価する手法として一般的

な PIV（Particle Image Velocimetry）法を用いて、

画像内の連続する二時期間において局所的に地すべ

り的な変位が発生した場所の画像変位量を算出した。 

なおカメラから撮影対象までの距離に応じて 1 画

素の変位量は変化する。このため、実変位量を得る

には換算式が必要となる。撮影対象までの距離に応

じて 1 画素の示す空間分解能は変化するため、定点

カメラ撮影画像に映り込んだ地物の投影面における

実距離を航空レーザ測量およびオルソフォトから

GIS を用いて多数サンプリングし、距離に応じた画

素数の変化を近似式として取得した。 

この近似式に基づき対象物までの斜距離から画像

変位量を実変位量に換算した。 
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4.3.2 相関係数 

前述の PIV 法では、一時期目の画像の一部を矩形

で切り出し、二時期目の画像内から「最も似た場所」

を検出することで変位ベクトルを求める。この「最

も似た場所」は一時期目の中から局所的な矩形画像

を切り出し、二時期目画像の中から 1 画素ずつずら

して濃淡パターンの類似度を相関係数として評価し、

最も相関の高い場所を移動先の画像として抽出する。 

崩壊等により地表面の形状が大きく変化した場合、

一時期目の濃淡パターンが二時期目の画像から見つ

からず、相関係数が低く評価される。これを利用し

て、相関係数の低い領域を「崩壊等の土砂移動が発

生した場所（地表面にかく乱が発生した箇所）」とし

て抽出した。 

5. 解析結果 

5.1 検出された土砂移動現象 

1 日ごとの解析用画像を作成し、画像解析によっ

て土砂動態を評価した結果、2018 年 7 月初旬に発生

した時間雨量 100m を超える集中的な降雨により著

しい斜面変動が発生し、7 月 20 日まで継続したこと

が 2 か所のカメラ画像から確認された（図 2）。また、

8 月に連続雨量 80mm を超える降雨で斜面変動が確

認され、その後は 50mm 程度の雨でも斜面崩壊や土

石流が頻発する様子が画像解析から確認された。 

 
図 2 定点カメラ画像変位量算出結果（7/3-7/22） 

5.2 精度検証 

航空レーザ測量 DEM および UAV 画像から DSM

を取得し、その間に発生した E ブロック側岸の斜面

変位量を変動ベクトル解析（3D-GIV）によって求め

た。この斜面変動領域について航空レーザ計測と

UAV 計測を実施した日の定点カメラ画像を用いて

変位量解析を行い、画像変位量を実変位量に変換し

て整合性を確認した。 

定点カメラ画像解析および UAV・航空レーザ測量

による 3D-GIV 解析いずれも同一ブロックが 2m 程

度の平均的変動、4m の最大変位量を示しており、お

おむね整合的であると考えられる（図 3）。 
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図 3 E ブロック側岸の変位量算出結果比較 

5.3 国土交通省 CCTV 画像への適用性評価 

本手法は定点カメラを用いて実施することを念頭

に開発されたものであるが、国土交通省が保有して

いる既設の CCTV 画像が利用可能であるかを金山沢

土石流観測所に設置された CCTV 画像を利用して検

証した。同 CCTV は画素数が定点カメラに比べて粗

く（720×480 pixel）、また対象斜面まで 1,700m 程

度の距離がある。 

CCTV 画像に本手法を適用した結果、C ブロック

の大規模斜面変状を検出することができ、画素が粗

く遠距離であっても、数 m 規模の土砂移動現象であ

れば検出可能であることが確認された。ただし

CCTV のズーム復帰精度が不足しており、画像変位

量 1~2pixel 程度の微小な変位は評価困難であった。 

6. おわりに 

定点カメラによる連続画像について画像解析を行

うことで、土砂動態の発生および収束のタイミング

を把握することが可能となった。また、計測精度に

ついてもメートル単位での整合性は取られているこ

とが確認できた。 

本手法は夜間・濃霧など視認性が低い状況下での

適用は困難であるが、荒廃斜面から数百 m 以上遠方

の安全な場所から面的かつ高頻度の斜面変動監視が

可能であることから、危険斜面の定常的モニタリン

グ手法として有効であると考える。 

また、本手法に基づき画像変位量・相関係数の 2

指標を用いた閾値を設定することで大規模な斜面変

動を自動検知するシステムの構築も期待できる。 
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