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１.はじめに
土砂災害防止法で定められる基礎調査について山

形県では、２巡目調査に着手している。 
２巡目調査は、概略調査と詳細調査があり、概略

調査は、資料・収集整理、現地確認を行い、区域等
の変更の必要がない場合は区域調書の修正までとす
る一方、変更等に関して検討が必要な際は詳細調査
対象箇所として選別する。 
さらに、詳細調査は、概略調査において地形改変

や対策工の新設等が確認された箇所の区域形状や計
算結果の修正などを行い、再指定に必要な資料を準
備する。 
今後、３巡目の基礎調査の行う予定であるが、調

査開始から１6 年が経過しており、これまでの課題
整理とともに効率的で実効性のある調査手法の検討
を行う必要があった。 
そこで、３巡目の基礎調査の開始前に、効率的な

土砂災害警戒区域等の指定に向けた調査方法を検討
するため、実施した衛星画像を用いた調査方法につ
いて一考察を報告する。 
なお、本検討は、土砂災害防止法の基本指針改定

（R2.8）以前のものである。 

２.検討項目
検討項目は現地確認調査とし、当該調査の省力化、

または、当該調査の机上調査への置き換え、さらに
確実性への影響など、基礎調査のプロセスも考慮し、
新技術（高精度な地形モデル、光学衛星の高分解能
化による判読精度向上、NDVI・GSI による自動判読）
の採用と併せることで省力化ができないかに着目し
た。 
そこで、光学衛星の差分解析による地形改変と保

全人家等の判読と国土地理院の基盤地図情報の数値
標高モデル５ｍメッシュ（以降：DEM）による高精度
な地形モデルを用いて地形要件を確認する手法を取
り入れることにした。次にその特徴を示す。 
光学衛星は、広範囲の新しい画像を入手でき、低

コストで地理情報を得られ、地形改変や建物を把握
ができる。また、過去画像と比較により前回調査の
比較が容易である。 
衛星画像には高さ情報がなく地形改変箇所の地形

要件を確認できないため DEM を用いることで、土石
等が到達する位置を傾斜区分図により把握できる。 

３.調査手法
3.1 調査手法の比較

在来手法と衛星画像を用いる手法についての比較
を表 3.1 に 4 段階（劣×⇒△⇒〇⇒◎優）で整理し
た。次に特徴と課題を述べる 
在来手法は、区域調書、住宅地図、HP 公開地図な

どを用い既指定の範囲を中心に調査することが多く、
それ以外の範囲は調査しない場合がある。また、HP
公開地図は情報取得日時が不明な場合があり、現地
整合に課題がある。 
衛星画像は、空中写真と比べての分解能は及ばな

いが、近年、高分解能の新しい衛星が増えてきおり
現地再現性の高い情報を取得できる。アーカイブと
の差分で地形変化や建物の確認も実施できることか
ら、衛星は SPOT-5 と SPOT6/7 とした。衛星画像の分
解能は SPOT-5 が 2.5m、SPOT6/7 が 1.5m である。 

表 3.1 衛星画像の手法の比較 

3.2 衛星画像の解析 
本検討では経年変化の生じた箇所を目視判読と

SPOT-5 と SPOT6/7 との NDVI・GSI 差分解析結果を参
考にした。本発表では仕組みの概念図と抽出例にと
どめる。（引用論文）砂防学会 吉川ら 

図 3.1 NDVI・GSI 差分解析の概要 

図 3.2 NDVI・GSI 差分解析を参考にした 
目視判読の例（画像:SPOT6/7） 

3.3 高精度地形モデルによる地形要件の抽出 
地形改変等により、新たな地形要件を満たす土地

の存在を確認するため、DEM から３D地形モデルを作
成し土砂災害防止法においての地形要件を抽出した。 

図 3.3 地形要件を満たす土地の状況

媒体 作業性 整合性 抽出精度 コスト 調査範囲 現地と資料
の適合性 備考

在来⼿法 〇 △ ◎ △ 1箇所〜 △/◎ 現地調査の実施で現地
と資料の適合性を補⾜できる

衛星画像 ◎ ◎ 〇 ◎ 市町村〜 ◎ 常に撮影ができ過去の
アーカイブも⼊⼿できる

【古い画像】 

【新しい画像】 

【差分画像】 

2021年度砂防学会研究発表会概要集

- 287 -

P1-006



地形改変と地形要件との相関性を検証した。図
3.2 側は、地形改変は掘削により地形要件は消失し
相関がある。また、図 3.4 側は、DEM の作成から時
間が経過していたため、源頭部の地形改変に地形要
件が残り相関がない。相関が取れていない箇所は、
最新の地形情報の入手や現地調査が必要となる。 

 
図 3.4 地形改変と地形要件の重ね合わせ図 

４.経年変化箇所の抽出結果 
代表地区で抽出した経年変化箇所は全体で 363 箇

所であった。土砂法に係る項目について整理した内
容を表 4.1 に示す。抽出状況の例を図 4.1 に示す。 

表 4.1 抽出結果の内訳 

 

 
図 4.1 衛星画像による抽出例 

５.現地検証 
衛星画像で建物が判読できないが現地に建物が存

在する事例が確認された。これは、衛星は地球を周
回するコースにより入射角が変わり、山地部やその
付近で入射角が大きくなると障害物の影となり地表
面が写らない、狭い谷底部は影響を受けやすい。 
また、砂防堰堤などは、植生繁茂により判読がしづ

らいため、事前に位置情報を確認する必要がある。 

図 5.1 入射角により衛星画像に写らない建物 

６.衛星画像を用いた省力化 
衛星画像を用いた 2 巡目以降の基礎調査の省力化

について検討をした。衛星画像を用いた地形改変お
よび建物の増減を抽出による、現地調査の実施箇所
の削減、もしくは現地調査の作業性向上である。検
討の結果、最新の衛星写真と基礎調査開始当初を用
いることで、土地・建物の経年変化を捉えられるこ
とが確認できた。 
抽出結果と現地検証を踏まえて、現地調査を省け

る条件を表 6.1 に整理した。併せて、図 6.1 に衛星
画像を利用した業務フローを示す。 

表 6.1 現地調査を省ける条件の整理 

  

 
図 6.1 衛星画像を利用した業務フロー 

７.考察 
衛星画像は、広範囲を比較的安価に取得でき、現地

整合性の高い位置情報を得ることができた。 
3 巡目以降の基礎調査において、現地調査数の絞り

込みが可能となり、省力化が期待できる一方、目視
判読は人的作業となるため、精度向上と作業効率に
課題が残った。また、地形改変の位置と形状、建物
は一定程度把握できるが、建物の利用状況などの詳
細までは判断できない。また、急峻な斜面などの障
害物があると、衛星の入射角により影が生じて見え
づらく現地確認が必要になる。 

８.おわりに 
土砂災害警戒区域等は概ね 5 年程度で見直しを行

い、地形要件や社会要件に変化があれば、区域を再
検討し区域調書や告示図書の修正を要する。区域の
再設定や保全対象等に変化がなければ、見直す必要
性は低い。衛星画像の高分解能化による識別性の向
上により、机上である程度の情報量を得ることがで
きた。また、DEM などの高精度な地形モデルは、更新
頻度は少いものの、砂防基盤図作成要領第 8 版以前
の砂防基盤図と比較しても地形の再現性は高くそれ
らを用いた基礎調査の省力化は可能と考えられる。 
基礎調査の省力化は、近年の計測技術の高度化に

より横断測線や上下端の設置なども改善が可能と考
えられる。今後、AI 等の活用することで事業の効率
化と調査精度の向上を図っていくことが、土砂災害
防止法に関する取組のいっそうの充実につながると
期待している。 
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全体 地形改変 伐採
家屋等の
新・増築

家屋等の
滅失

その他

全体 363 41 27 279 47 12

⼟砂災害警戒区域 39 4 5 20 12 3

⼟砂災害特別警戒区域 5 1 0 2 2 0

地形要件を満たす箇所 39 17 18 14 6 3

いずれの条件にも
該当しない箇所

285 30 4 245 29 6

⼟地
の改変

DEM解析
地形要件
の適合

DEM
等⾼線
地形差異

建物
の増加

建物
の減少

地形要件
社会要件
の消失

要配慮者利⽤者
施設の増減
(資料等から）

衛星画像の調査結果から
現地調査から2巡⽬以降の

基礎調査を実施
あり 不⼀致 あり あり

あり
（⼭間部） あり あり

衛星画像の調査結果から
2巡⽬以降の基礎調査は完了
（区域調書の修正のみ）

なし 合致 なし あり
（資料）

あり
（⼭間部以外）

なし なし

衛星画像と５ｍDEM
により確認した事象

⼟砂災害警戒区域等の指定範囲

現地確認調査

衛星画像解析よる

経年変化の抽出
詳細調査概略調査

資料収集・整理 資料収集・整理

基礎調査の実施

砂防基盤図の

追加・修正

指定関連書類の作成

衛星画像の解析

2巡目以降の基礎調査結果の公表

区域調書の修正

新技術の採用（衛星画像解析） 2巡目基礎調査の流れ
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砂防基盤図の

対処が必要
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DEM と現地地形の差異  
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