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解像度の異なるNDVI画像を用いた崩壊地面積の評価
Landslide Areas Evaluated from NDVI Images with Different Resolutions
秋田

寛己

水垣

滋

村上

泰啓

AKITA Hiromi, MIZUGAKI Shigeru and MURAKAMI Yasuhiro

衛星画像の解像度の違いが崩壊地面積の抽出結果に及ぼす影響を明らかにするため、NDVI値を用いた崩壊地抽
出手法を構築し、2016年台風10号で斜面崩壊が多発した沙流川水系パンケヌーシ川流域を対象に、解像度の異なる
2種類の衛星画像を用いて崩壊地面積を推定した。解像度10 mのSentinel-2画像は、小規模な崩壊地の面積を大きく
抽出する傾向があるが、大規模な崩壊地をよくとらえていた。解像度2.5 mのWorldView-2画像は、個々の崩壊地
の面積を小さく抽出する傾向があり、大規模な崩壊地でも同様であった。流域全体の崩壊総面積は、Sentinel-2画
像では写真判読結果に対して17%大きく、WorldView-2画像では過小（-51%）であった。NDVI値による崩壊地抽
出手法では、高解像度画像を用いた場合に崩壊地内の小規模な植生分布も判別できるため、崩壊地面積の過小評価
につながった可能性がある。
《キーワード：衛星画像；解像度；NDVI値；流砂系；斜面崩壊》
To clarify the effect of differences in resolution of satellite images on the extraction of landslide areas, we
constructed a method for extracting landslide areas using NDVI values from satellite images and estimated areas
of landslides using two types of satellite images with different resolutions in the basin of the Pankenushi River,
a tributary of the Saru River, in northern Japan. For the Sentinel-2 images with the resolution of 10 m, the areas
for small landslides were estimated to be larger than those determined by photo interpretation, whereas for
large landslides, the areas were well estimated. In case of the WorldView-2 images with the resolution of 2.5 m,
the landslide areas that were extracted were smaller than those determined by photo interpretation. The total
area of landslides in the basin was 17% larger for the Sentinel-2 images and 51% smaller for the WorldView-2
images than those determined that by photo interpretation. The NDVI-based landslide extraction method can
also identify small-scale vegetation patches in a landslide area when high-resolution images are used, which may
have led to the underestimation of the landslide area.
《Keywords：Satellite Images; Resolution; NDVI Values; Source to Sink Sediment Dynamics System; Landslide》
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結果へ及ぼす影響についてはほとんど知見が見あた

１．はじめに

らない。そこで本研究では、衛星画像から作成する
流砂系の総合的な土砂管理では、山地から海岸まで

NDVI画像の解像度の違いが崩壊地面積の抽出結果に

広域の流域スケールを対象に生産土砂の量と質（粒

及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。事前に

径）の情報を取得することは最も重要な課題の一つで

新規の崩壊地を写真判読した結果 7)を解とした上で、

ある。これらの情報を得るには、通常、主要な土砂生

解像度の異なる2種類のNDVI画像による崩壊地面積

産源となる崩壊地を抽出し、崩壊前後の地形変化量か

の抽出結果と比較する。なお、本報は崩壊地面積の抽

ら生産土砂量を評価することとなる。その初期段階と

出結果を考察するもので、NDVI値による抽出手法自

して、流域内の崩壊地の分布とその大きさ（面積）を

体の技術的な課題には切り込まず、今後の議論とする。

網羅的に調べる必要があり、空中写真や衛星画像の判
読に多大なコストと労力を要する場合が多い。

２．方法

衛星画像による解析は、農業や防災といった多方面
の分野で活用され、画像の種類も多岐にわたる。これ

２．１

対象流域

までは有償の衛星画像が多くコストがかかる上、入手

対象流域は、北海道沙流郡の沙流川水系パンケヌー

までの手間や時間を要していたが、近年、欧州の衛星

シ川流域である（図－1）。対象流域が位置する沙流川

画像（例えばSentinel-2/MSI

）をはじめ、解像度10 m

上流域では、2016年8月30-31日の台風10号に伴う豪雨

程度の衛星画像がウェブを通じて、誰でも無償かつ短

で大規模な出水が生じた8）。この豪雨に伴う広域的な

時間で入手できるようになった。Sentinel-2/MSIの衛

斜面崩壊の発生により、道路や橋梁に甚大な被害が生

星画像を用いた事例として、農業分野では、水田の圃

じた9）。流域面積は95.8 km2で、本川6次谷の平均河床

場区画単位の取水開始時期を広域スケールで把握する

勾配は1/20.4（2.9゜）程度である。流域内は全域が国

ために用いられている 。有償の衛星画像では、異な

有林であり、天然林が7割を占める森林流域である10）。

る衛星画像をシームレスに繋ぐ技術が開発され4）、解

地質は流域の東西方向で複雑に分布し、火成岩類・堆

像度0.5 m～2.5 m程度の高精細な画像を比較的安価に

積岩類・変成岩類に大別され、岩種は多く19種類にも

入手できるようになった。このような衛星画像の無償

及ぶ 11-13）。流域内の崩壊地を確認すると（写真－1）、

公開・低コスト化は進みつつあり、ユーザーがGIS等

明瞭に裸地化したものや崩壊地内に倒木が残るものが

で解析可能な衛星画像の種類が増してきている。

ある。

1) 2）

3）

防災分野では、斜面崩壊に伴う生産土砂量の把握
を視野に入れた崩壊地面積の抽出について、衛星画
像による解析手法が検討され5）、中でも正規化植生指
数 Normalized Difference Vegetation Index（以下、
NDVI値）を用いた事例が多い。NDVI値は植物の量
や活性度をあらわす指数であり、裸地と植生の判別
に用いられる。戎ら（2000）は、Landsat/MSS（解
像度: 80 m）とLandsat/TM（解像度: 30 m）、SPOT/
HRV（解像度: 20 m）の衛星画像からNDVI値を計算
し（以下、NDVI画像）、裸地（崩壊地）と植生の判
別を行った結果、崩壊地面積の約70％以上を抽出でき
たと報告している6）。一方、崩壊地にかかる樹木の影
や河道裸地の除去といった抽出手法自体の技術的な課
題が残ることも指摘している6）。
流域スケールで斜面崩壊による土砂生産量を評価す
る上で、崩壊地面積の抽出精度を高めることは重要で
あり、高解像度の衛星画像を用いることで改善が期待
される。しかし、NDVI値による崩壊地抽出手法にお
いて、近年公開された衛星画像の解像度の違いが抽出
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図－1

対象流域の水系と地形
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写真－1

２．２

対象流域の植生と裸地（崩壊地）の様子

比較方法

本研究では、解とする写真判読した崩壊地とNDVI
画像で抽出する崩壊地の面積を比較する。なお、解と
する崩壊地は高精細な解像度のWorldView-2画像と
1 m×1 mの標高モデル（2012年9月計測, 国土交通省
北海道開発局室蘭開発建設部。以下、1 m DEM）から
生成した等高線を重ねることで写真判読している7）。

図－2

崩壊地抽出の過程

NDVI画像を作成するためのNDVI値は、(1)式 で
14)

る程度合わせておく必要がある。

計算する。

ܰ ܫܸܦൌ

ேூோିோா
ேூோାோா

 …………………………………(1)

②NDVI画像の準備では、解析に供する衛星画像
の種類によって、手順が異なる。比較する2種類の衛

ここに、NIRは近赤外波長域の反射率、REDは赤色波

星画像はSentinel-2/MSI（解像度10m、2017年7月14

長域の反射率である。

日撮影; 図－3(a)）と、WorldView-2/WV110camera

NDVI値による崩壊地の抽出手法としては、複数時

（AW3D®：解像度2.5 m、2017年6月30日（流域下流側：

期の衛星画像を用い、NDVI値の差分から抽出する手

面積=75.2 km2）と2018年7月29日撮影（流域上流側：

法と、斜面崩壊発生後の衛星画像のみを用いて抽出す

面積=20.6 km2）; 図－3(b)）が撮影したものである。

る手法がある。本研究では、入手できた衛星画像が

Sentinel-2画像ではウェブ上でNDVI画像を確認できる

限定的であったため、後者の手法を採用した。なお、

ものの、公開されるTiffにはRGB値のみであるため、

NDVI値の計算にはArcGIS（ver. 10.7.1; ESRI）のバ

解析の際には、Band 8とBand 4の画像をダウンロー

ンド間演算の機能を使用した。

ドし、コンポジット画像を作成する必要がある。一
方で、WorldView-2画像は、購入時に複数のBandを

２．３

崩壊地の抽出

NDVI画像を用いた崩壊地抽出の過程について、留
意事項を交えて記述する（図－2）
。

もつコンポジット画像を選択することで、GISのバン
ド間演算の機能を使用しNDVI画像を作成できる。ま
た、両者の衛星は観測幅に違いがあり、Sentinel-2

①解析の準備として、あらかじめ確認すべき事項が

は290 kmで、WorldView-2は16.4 kmであり、精細な

ある。NDVI画像を作成する際に、雲や山影・樹木影

解像度の衛星ほど観測幅も狭くなる。広域スケールの

がかかると白黒の画素情報のみが得られることにな

流域で解析する際は、観測幅も広い方が複数の画像を

り、裸地のNDVI値に類似した値が計算される。その

繋ぐ手間を省略できる。

ため、作業前の衛星画像の選定が重要となる。なお、

③フィルタリングでは、NDVI画像を用いて崩壊地

異なる衛星の画像データで比較する場合は、処理レベ

を抽出する。ここで、衛星画像による崩壊地の選択の

ル（センサ感度補正や幾何補正等の段階）の条件をあ

例を図－4(a)と(b)に示す。崩壊地内は倒木等を含ん
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図－4 崩壊地の選択の例
黒枠線は新規の崩壊地の範囲、(a)(c): Sentinel-2、(b)(d):
WorldView-2

ヒストグラムを図－5(a)～(c)に示し、表－1には分位
図－3 崩壊地抽出手法に用いた衛星画像
(a): Sentinel-2、(b): WorldView-2

点を示す。河道裸地・植生・崩壊地のヒストグラムに
おいて分布の形状に違いが見られ、河道裸地のNDVI
値が比較的低く、植生では高い傾向が見られる。崩壊

だ範囲とすると、NDVI値が裸地と異なる値が混じる

地のNDVI値の分布は、それらの中間程度に位置する。

ため、抽出に影響が及ぶと予想される。そこで、判読

画像別に比較すると、Sentinel-2とWorldView-2の

した崩壊地197個 の全数を対象に、倒木の有無を画

画像によってヒストグラムの分布の形状が異なり、さ

像の色調から判断し選択することで、純粋な崩壊地を

らに同じWorldView-2の画像であっても撮影時期によ

解析に用いる。次に、生産土砂の発生源である崩壊地

り異なる傾向である。このことは、戎ら（2000）によ

の抽出が目的であるため、河道裸地・植生・崩壊地

るLandsat/MSSとLandsat/TM、SPOT/HRVの解析

に分類したNDVI値のヒストグラムを作成した。河道

結果からも指摘され 6）、NDVI値を用いた崩壊地抽出

裸地はGISで河川ラインを発生させ、100 m間隔でポ

手法を用いる際の留意すべき点の一つと考えられる。

イントに変換し、明らかな裸地と判断できる5次谷以

ここで崩壊地のNDVI値のヒストグラムを作成する

上のNDVI値を集計した。植生は対象流域が広域であ

には、どの程度の崩壊地のサンプルを衛星画像から選

るため、100 mのグリッド間隔で集計した。崩壊地の

択すればよいのかという点が問題になる。本研究で

NDVI値は10 mのグリッド間隔で集計した。これらの

は、2種類の衛星画像による崩壊地面積の抽出結果を

過程で作成したヒストグラムの分位点を整理し、崩壊

比較するため、崩壊地の全数を用いている。このよう

地抽出のためのNDVI値の閾値を定める。

な崩壊地のサンプル数や選び方も、NDVI値のヒスト

7)

④ポリゴン化では、NDVI値の閾値で抽出した結果
をGISで解析しやすいベクター（ポリゴン）に変換す

グラムに影響を及ぼすことが想定される。
NDVI画像は、図－6(a)と(b)のように作成した。

る。NDVI値は浮動小数点（小数点の位置を固定せず

解像度10 mのSentinel-2の衛星画像によるNDVI画像

に表現された数）であるため、GISで整数値に変換す

でも、裸地化した範囲が表現されている。いずれの衛

る作業を行った後、ポリゴンに変換する。

星画像を見ても、崩壊地及び河道の裸地化した範囲は
NDVI値が低くなり、植生のある山腹では高くあらわ
れている。両者を比較するとWorldView-2の衛星画像

３．結果と考察

では、Sentinel-2よりもNDVI値が低い傾向である。
３．１

NDVI画像による崩壊地抽出

衛星画像別の河道裸地・植生・崩壊地のNDVI値の
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次にNDVI値の分位点によって、崩壊地の抽出を試
行する。崩壊地は、植生ならびに河道裸地の範囲から
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(c)

(a)

相対割合

崩壊地
N=1,558

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8
NDVI値

植生
N=564

相対割合

植生
N=1,790

0.4
0.3
0.2
0.1

河道裸地
N=316

0.4
0.3
0.2
0.1

河道裸地
N=2,476

1

崩壊地
0.4 N=352
0.3
0.2
0.1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
NDVI値
図－5 NDVI値のヒストグラム
ボックスプロットは分位点の位置、(a): Sentinel-2、(b):
WorldView-2(2017.6.30撮影)、
(c): WorldView-2(2018.7.29撮
影)、(b)(c)でNが異なるのは衛星画像の面積の違いによる

(b)
河道裸地
N=2,161

表－1

NDVI値の分位点
NDVI値

相対割合

分位点

0.4
0.3
0.2
0.1

0.4
0.3
0.2
0.1

100.0
99.5
97.5
90.0
75.0
50.0
25.0
10.0
2.5
0.5
0.0

植生
N=1,213

最大値

四分位点
中央値
四分位点

最小値

Sentinel-2
河道裸地

植生

0.80
0.78
0.77
0.71
0.56
0.34
0.23
0.16
0.13
0.10
-0.02

0.82
0.81
0.81
0.80
0.80
0.78
0.76
0.73
0.70
0.65
0.25

WorldView-2(2017.6.30)
崩壊地 河道裸地

0.80
0.78
0.74
0.66
0.53
0.39
0.27
0.19
0.16
0.13
0.11

0.75
0.71
0.67
0.49
-0.15
-0.37
-0.60
-0.78
-0.82
-0.83
-0.91

植生

0.78
0.76
0.74
0.71
0.68
0.62
0.53
0.44
0.12
-0.24
-0.33

WorldView-2(2018.7.29)

崩壊地 河道裸地

0.68
0.52
0.30
0.09
0.01
-0.07
-0.21
-0.32
-0.44
-0.59
-0.75

0.62
0.61
0.59
0.29
-0.06
-0.50
-0.81
-0.86
-0.88
-0.89
-0.89

植生

崩壊地

0.70
0.69
0.66
0.62
0.58
0.50
0.36
0.22
-0.10
-0.48
-0.58

0.51
0.34
-0.04
-0.15
-0.24
-0.31
-0.41
-0.50
-0.61
-0.79
-0.83

崩壊地
N=1,206

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8
NDVI値

分離し抽出することを考える。崩壊地のNDVI値は、
河道裸地と植生のNDVI値の中間程度に位置する傾向
1

が見られるため（図－5(a)～(c)参照）、ヒストグラム
における下限及び上限の2つの分位点を閾値と定め、3
パターンで崩壊地を抽出する。パターンは①2.5%確率
値と97.5%確率値、②10%確率値と90%確率値、③25%
確率値と75%確率値の組み合わせとする。
図－7(a)－①～③及び図－7(b)－①～③に分位点の
3パターンによる崩壊地の抽出結果を画像別に示す。
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いずれの画像でも、2.5%確率値と97.5%確率値を用い
ると植生及び河道裸地のセルが残る傾向で、25%確率
値と75%確率値を用いると、崩壊地のセルまでも除去
される傾向である。10%確率値と90%確率値を閾値と
すると、崩壊地のみを植生及び河道裸地の範囲からあ
る程度抽出できている。ここで、WorldView-2の抽出
結果では、衛星画像から植生と判断される山腹にも
NDVI値の低い値が散見する（図－8）。これは、解像
度が高いために、樹木影や倒木等を鋭敏にとらえてい
ることが影響していると考えられる。
ポリゴン変換した後のNDVI画像を図－9に示す。こ
こでの抽出結果は、閾値10%及び90%確率値のパター
ンを用い、解とする写真判読した崩壊地ポリゴンと重
なる範囲のみを抽出し、以降の議論もこの閾値による。
これを見ると、Sentinel-2から作成した画像は崩壊地
の外枠を上回るように抽出しており、WorldView-2か

図－7
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図－6 NDVI画像の作成結果
(a): Sentinel-2、(b): WorldView-2

分位点のパターンによる崩壊地の抽出結果
(a): Sentinel-2、(b): WorldView-2
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図－9

ポリゴン変換した後のNDVI画像の比較

図－8 WorldView-2の衛星画像の例
山腹の黒色は樹木影であり、灰色は倒木

ら作成した画像は、崩壊地内での中抜けが見られる。
これらは解像度の違いがあらわれていると思われ、高
解像度画像の崩壊地内で中抜けしたのは崩壊地内の小
（m2）

規模な植生分布や、河道裸地のNDVI値に近いセルが
閾値外になり除去されたと考えられる。
３．２

図－10

写真判読した崩壊地面積の頻度分布

崩壊地面積の抽出結果の比較

３．２．１

合をNDVI値の手法で抽出できたかを調べるため、以

個々の崩壊地面積の比較

解とする崩壊地はあらかじめ、衛星画像を目視し

下の式で抽出率を定義した。

197個を判読している 。崩壊地面積の分布は、図－
7）

10の指数分布を呈しており、0～1,000 m2の面積階の
崩壊地数が最も多く、面積階が大きくなるにつれ、個
数が減少する。この分布を解とし、2種類の衛星画像
から崩壊地面積を抽出した結果と比較する。

ேூ値で抽出した崩壊地面積

抽出率൫％൯ ൌ 衛星画像で判読した崩壊地面積 ൈ 100  …………(2)
………………(2)

計算した抽出率と対象とする崩壊地面積の関係を図

図－11に写真判読した崩壊地面積とNDVI値で抽

－12に示した。抽出率は、2種類の衛星画像いずれも

出した崩壊地面積の関係を示す。WorldView-2画像

面積の小さい崩壊地でばらつきが大きく、崩壊地面

の抽出結果は判読した崩壊地面積を全体的に下回り、

積が大きいほど収束する傾向がみられた。Sentinel-2

Sentinel-2画像の抽出結果は上回る傾向がみられた。

画像は小規模な面積の崩壊地を見落としたり、4倍以

Sentinel-2画像では、崩壊地面積が大きくなるにつれ、

上の面積に過大評価したりする場合が見られたが、

判読した崩壊地面積に近付いており、10,000 m 以上

全体的に過大評価傾向であり、崩壊地面積が大きい

の崩壊地は回帰直線が1:1の線形とほぼ重なっている。

ほど抽出率が100%に漸近することがわかる。一方、

WorldView-2画像では、崩壊地面積の規模によらず、

WorldView-2画像は、面積の小さい崩壊地でも概ね過

ほぼ一定の傾きをもち、解よりも過小であった。この

小評価傾向で、抽出率は50%程度を中心にばらつき、

ことから、Sentinel-2画像は、崩壊地面積の大きな崩

面積が大きくなっても抽出率は50%程度に収束する傾

壊地の抽出に適用できる可能性があると考えられる。

向が見られた。

2

写真判読した崩壊地面積のうち、どの程度の面積割
8
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図－12

写真判読した崩壊地面積とNDVI値で抽出した崩壊
地面積の関係

を調べた既往研究について、戎ら（2000)6)の判別精度

３．２．２

4,000

6,000
8,000 10,000
崩壊地面積（m2）
（m2）

12,000

14,000

写真判読した崩壊地面積と抽出率の関係
アスタリスクは見落とした崩壊地

流域全体の崩壊総面積の比較

（本研究でいう抽出率）は解像度20 mのSPOT/HRV

流域全体での累積の崩壊面積を崩壊総面積とし、2

画像では71.3%～74.4%、解像度30 mのLandsat/TM画

種類の衛星画像と解の写真判読結果とを比較する（図

像では73.1%～73.7%、解像度80 mのLandsat/MSS画

－13）。写真判読した崩壊総面積の419,370 m2に対し、

像では43.3%～53.3%と報告されている。解析対象とす

WorldView-2画像の抽出結果は211,836 m 2（-51%）、

る崩壊地の面積や個数等の詳細は不明だが、崩壊地面

Sentinel-2画像は492,540 m2（+17%）であった。累加

積を過小評価する要因として、使用する衛星画像の解

曲線は個々の崩壊地面積の積み上げが反映されてお

像度より小さい崩壊地を見落とす可能性があることが

り、2種類の衛星画像は面積階0～3,000 m2程度の立ち

考えられ、崩壊地の大きさに見合った地上分解能（解

上がり時点から差が広がっている。WorldView-2画像

像度）の高い衛星データを用いる必要があることが指

は、面積階3,000 m2以上の累加曲線の傾きが写真判読

摘されている6）。

よりも緩く、さらに過小評価の傾向が広がっている。

本研究では、さらに解像度の高いSentinel-2画像

一方、Sentinel-2画像は、面積階3,000 m2以上の累加曲線

（10 m）およびWorldView-2画像（2.5 m）を用いた場

の傾きは写真判読結果に比較的近く、面積階3,000 m2

合、
崩壊地の抽出率は崩壊地面積によって異なること、

未満の立ち上がりの差が崩壊総面積にそのまま反映し

必ずしも解像度が高いほど抽出率がよいとは限らない

たものと考えられる。

ことがわかった。とくに、WorldView-2画像で抽出率
が著しく低かったのは、崩壊地内の小規模な植生分布

４．まとめ

を鋭敏にとらえていることが影響している可能性があ
る。写真判読による崩壊地面積は、崩壊地の外周を囲

本研究では、沙流川上流域のパンケヌーシ川を対象

うことで評価しているため、崩壊地内に分布する植生

に、衛星画像の解像度の違いがNDVI値による崩壊地

も含めた面積となっている。したがって、高解像度画

面積の推定精度にどのような影響を及ぼすかを検討し

像では裸地の抽出を高精度にできる一方、崩壊地面積

た。高解像度（2.5 m）の衛星画像では、崩壊地内の

としては過小評価になる可能性がある。また、本研究

小規模な植生分布をとらえるため、崩壊地外周を囲う

ではNDVI値により河道裸地・植生・崩壊地の３区分

写真判読結果と比較して、個々の崩壊地面積が小さく

に判別しようとしたために、実際の崩壊裸地斜面を河

抽出され、結果的に流域全体の崩壊総面積も小さくな

道裸地と誤判読した可能性もある。

ることがわかった。一方、解像度が10 mの衛星画像
では、崩壊地面積が大きいほど抽出率が高く、流域全
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累積の崩壊面積 (×103 m2)
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+17%
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ることにも留意する必要がある。
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600

謝辞：林野庁北海道森林管理局日高北部森林管理署及
び北海道電力株式会社日高水力センターには、現地調
査にご協力いただき、また被災時やその後の調査資料
等、貴重な情報を提供頂きました。また、衛星画像や

200

100

100

1m DEMの使用にあたっては、国土交通省北海道開

0

発局室蘭開発建設部にご協力いただきました。ここに

0

0～5
5～10
10～15
15～20
20～25
25～30
30～35
35～40
40～45
45～50
50～55
55～60
60～65
65～70
70～75
75～80
80～85
85～90
90～95
95～100
100～105
105～110
110～115
115～120
120～125
125～130
130～135
135～140
140～145

200

写真判読した崩壊地の面積階

図－13

(×102

記して謝意を表します。

m2)

参考文献

流域全体の累積崩壊面積

表－2 衛星画像の崩壊地抽出における長所と短所
衛星画像の崩壊地抽出における長所と短所
表－2
名称

Sentinel-2/MSI

WorldView-2/WV110camera

解像度

10 m

2.5 m

観測頻度

約3日

約2日

1)

int/web/sentinel/home（2019年7月24日確認）
2)

Sentinel-hub EO Browser (Web): https://apps.
sentinel-hub.com/eo-browser/?lat=42.8377&lng=

観測幅

290 km

16.4 km

入手費用

無償

有償

入手方法

ダウンロード可能

購入手続きが必要

長所

・ある程度の解像度と観測頻度、広

・解像度と観測頻度に優れる。

域な観測幅を有する。

・目視による崩壊地判読に適する。

・解析対象とする場所と日時の画像

・複数バンドを備えるため NDVI 画像

をウェブ上で容易に検索可能。

の作成が可能。

142.6583&zoom=12（2019年7月24日確認）
3)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究
機構農村工学研究部門：Sentinel-2衛星データを
用いた水田の取水開始時期の把握手法、報告書、

・入手費用、方法の観点から、複数

p.66、2019.

時期の解析に利用しやすい。

4)

・大規模な崩壊地の面積抽出精度が
高い。
短所

ESA sentinel online (Web): https://sentinel.esa.

・小規模な崩壊地については、目視

・観測幅が狭く、広域スケールの流域

による判読が困難な場合がある。

の解析には複数の画像を要する。

・NDVI 値による崩壊地抽出では、

・入手するまでの手間がかかる。

写真判読より面積を過大評価する

・NDVI 値による崩壊地抽出では、樹木

傾向。

影や倒木等を鋭敏にとらえ、写真判読

筒井健、市川真弓、高久淳一：AW3D®全世界デ
ジタル3D地図提供サービスの展開－「見る3D地
図」から「使える3D地図へ」－、日本リモートセ

結果より面積を過小評価する傾向。
（2020 年 3 月 25 日現在）

ンシング学会誌、36巻、5号、pp.515-522、2016.
5)

水野正樹、林真一郎、清水孝一、小山内信智：衛
星リモートセンシング技術の土砂災害への応用、
土木技術資料、53巻、1号、pp.16-19、2011.

6)

戎信宏、村瀬悠、丸谷知己：衛星データとGISを
用いた崩壊地の判別に関する研究、砂防学会誌、
53巻、1号、pp.3-9、2000.

体の崩壊総面積も比較的よく推定された。

7)

31日の豪雨による沙流川上流域での崩壊地分布、

表－2にNDVI値による崩壊地抽出手法へ今回解析

第63回北海道開発技術研究発表会、防8、2020.

した衛星画像の長所と短所を整理する。解像度の違い
によって、各々適する用途があり、他の衛星画像の解

秋田寛己、水垣滋、村上泰啓：平成28年8月30－

8)

水垣滋、捧雅昭、小田島大祐：鵡川・沙流川水系

析例を蓄積することで、徐々に明らかになると思われ

における2016年8月豪雨による浮遊土砂流出量、

る。一方、NDVI値による崩壊地抽出手法自体の技術

第61回北海道開発技術研究発表会、防37、2018.

的な課題も残されている。それは先行研究

たとえば6)

や本

9)

倉橋稔幸、伊東佳彦、日外勝仁、角田富士夫、山

報で指摘した、河道裸地の除去の仕方、NDVI値のヒ

崎秀策：2016年8～9月の北海道における豪雨災害

ストグラムを作成する際の崩壊地サンプルの選び方や

に関する報告2

閾値の設定、樹木影・倒木の誤抽出の削減等がある。

いて、寒地土木研究所月報、第769号、pp.48-57、

さらに、本研究は一時期の解析のために考慮していな

2017.

道路の被害（斜面・法面）につ

かったが、異なる衛星画像を用いて複数時期で解析す

10) 北海道森林管理局日高北部森林管理署：平成30年

る場合には、放射量補正（センサ補正・太陽高度地形

度パンケヌシ川流域治山流域別調査業務（北海道

補正・大気補正）を行い、衛星画像間の条件を合わせ

沙流郡日高町）、業務報告書、2018．

10

寒地土木研究所月報

№805

2020年５月

11) 北海道立地下資源調査所：5万分の1地質図幅（千
呂露

釧路－第40号）、1962．

尻岳

14) Tucker, C. J.: Red and photographic infrared

12) 北海道立地下資源調査所：5万分の1地質図幅（御
影

13) 北海道立地下資源調査所：5万分の1地質図幅（幌

寒地土木研究所
寒地水圏研究グループ
水環境保全チーム
専門研究員
博士（農学）
（現 国立研究開発法人
防災科学技術研究所
水・土砂防災研究部門
特別研究員）

寒地土木研究所月報

№805

2020年５月

linear combinations for monitoring vegetation,
Remote Sensing of Environment, Vol.8, pp.127-150,

釧路－第41号）、1954．

秋田 寛己
AKITA Hiromi

釧路－第50号）、1961．

1979.

水垣 滋
MIZUGAKI Shigeru

村上 泰啓
MURAKAMI Yasuhiro

寒地土木研究所
寒地水圏研究グループ
水環境保全チーム
主任研究員
博士（農学）

寒地土木研究所
寒地水圏研究グループ
水環境保全チーム
地域景観ユニット（兼務）
主任研究員
博士（工学）



11

