
新規研究課題提案書 

 

 

１．研究課題名：土砂災害リスク管理のための山麓堆積地形抽出に関する研究 

 

２．研究制度名：特別研究 

 

３．研究期間：平成２８年４月  ～ 平成３２年３月 （４年間） 

 

４．課題分類 

 (3) 防災・減災のための研究開発 

 (4) 地球と国土を科学的に把握するための研究 

 

５．研究開発の背景・必要性 

 山麓堆積地形は崖錐・沖積錐・土石流堆・小扇状地等を指し、数種類の過去の土砂崩壊物の

堆積地である。また、急傾斜な山麓堆積地は二次的な土砂災害の供給源ともなる。住宅が山麓

堆積地またはその下流に建設されている事も多い。近年の災害では、2014年8月の広島土砂災

害はまさに山麓堆積地で起こった。しかし、従来、斜面崩壊の科学研究においては、崩壊源の

位置を地形・地質・植生等の素因から推定する研究が中心であり、発生した土砂の堆積場であ

り、災害発生の場でもある山麓堆積地形に関する研究はあまり行われてこなかった。そのため、

山麓堆積地形の形成プロセスと数値地形的特徴の関係については、まだ充分解明されていない。

年々ゲリラ豪雨の頻度が増す中、地方においては高齢化が進み、土砂災害がコミュニティの存

亡にも関わっている。中山間地域まで含めた広範囲な山麓堆積地形の分布を網羅的に把握する

こと、そしてその形成プロセスと地形的特徴、土砂災害警戒区域等との関係を明らかにするこ

とは、土砂災害のリスク管理のために非常に重要である。 

 地理情報解析研究室では、上流部における表層崩壊の発生箇所と地形・植生の関係※1、宅地

盛土の崩壊発生可能性評価※2、平野部の液状化等のハザード対策のための地形分類手法の開発
※3等、様々な災害に関する研究を行ってきた。しかし、山麓堆積地形を対象とした研究は今ま

で行われていない。一方、地理調査部（現応用地理部）にて過去数十年に渡って土地条件調査

および道路災害対策調査が行われ、報告書や図にまとめられており、調査地区の山麓堆積地形

の分布について明らかにされている他、豊富な知見が蓄積されている。ただし、それらの図は、

都市近郊や直轄国道沿いに留まっており、中山間地域については空白が多い。また、山麓堆積

地形の分類が、数値地形と合わせて定量的・広範囲に分析されたことはない。 

 国土地理院は航空レーザ測量のアーカイブデータを保有し、基盤地図情報5mメッシュ（標高）

のうち同データから作成されたもの（以下、航空レーザ測量5mDEMという）は、既に国土の過

半をカバーしている。航空レーザ測量5mDEM等の数値地形情報と山麓堆積地形との関係を明確

にすることができれば、国土の過半の範囲において山麓堆積地形を半自動的に抽出できること

が期待される。また、土地条件調査が行われてからすでに数十年経過している地域も多く、そ

の間の災害や地形変化を比較することにより、山麓堆積地形の形成プロセスと土砂災害の関係

をさらに精密に解明する事も可能になってきたと考えられる。 

 以上のような背景から、国土の広範囲を対象に、土砂災害のリスク管理に有用な山麓堆積地

形の分布情報を、航空レーザ測量5mDEM等の数値地形情報を用いて効率的に作成する手法を確

立すると共に、山麓堆積地形の数値地形解析を行う必要がある。 
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※1 特別研究「高密度地形データを用いた斜面崩壊予測のための大縮尺地形分類手法の開発（平成21年度終了）」

「航空レーザーデータを用いた土地の脆弱性に関する新たな土地被覆分類手法の開発（平成25年度終了）」 

※2 国土交通省総合技術開発プロジェクト「高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発（平

成21年度終了）」 

※3 特別研究「ハザードマップ作成支援のための防災地理情報の効率的整備手法に関する研究（平成25～27

年度）」 

 

６．研究開発の目的・目標 

 本研究の目的は、昨今の山麓堆積地での土砂災害の増加・高齢化による地方のコミュニティ

の弱体化という状況の中、土砂災害リスク管理・都市計画や土砂災害研究に貢献することであ

る。そのために、国土の広範な範囲において、山麓堆積地形の分布を明らかにすると共に、モ

デル地域において数値地形解析と調査・分析を行い、山麓堆積地形の形成プロセスと数値地形

的特徴を明らかにすることを目標とする。 

 

７．研究開発の内容 

 研究開発の内容は下記の通りである。 

既存の防災土地条件図GISデータから教師用に山麓堆積地形データを収集し、経年変化を修正し

て教師データを作成する。教師データを用いた航空レーザ測量DEMの統計分析を元に、山麓堆積

地形をDEMから抽出する手法を開発する。開発した手法に基づき山麓堆積地形データの作成を行

い、既存の資料・文献等と合せて点検・修正し、抽出手法の改良を行う。モデル地域にて、山麓

堆積地形データの分類、形成プロセスの分析、現地調査を行い、併せて、道路災害対策調査・土

地条件調査の報告書等で過去に得られた知見との比較検討を行う。 

 

８．研究開発の方法、実施体制 

 地理地殻活動研究センター地理情報解析研究室の主任研究官1名が中心となり、必要に応じて

総括研究官、室長、さらに応用地理部の協力を得て実施する。既往資料のデータ化や山麓堆積地

形ポリゴンデータ作成、自動分類結果の修正等の作業は外注で実施する。 

 

９．研究開発の種類 

 (2)応用研究 

 

10．現在までの開発段階 

(2)試行段階：モデル的に現場で実施される直前の技術 

 

11．想定される成果と活用方針 

 本研究で得られた山麓堆積地形の抽出手法は、論文や学会発表で公表する。山麓堆積地形を形

成する土砂の給源となるプロセスと、その結果としての地形的特徴に関する知見は、論文や学会

発表で公表すると共に、山麓堆積地形データと共に砂防関係部局に報告する。土砂災害リスク管

理への貢献、国・自治体等の科学的知見に基づいた砂防政策や防災対策の高度化への寄与、都市

計画や土砂災害研究に貢献し活用されることが考えられる。 

 

12．研究に協力が見込まれる機関名 

 国土交通省道路局、水管理・国土保全局砂防部、京都大学防災研究所と本研究に関して意見交



換を行っている。その他、国土技術政策総合研究所、土木研究所、地質調査総合センター（産業

技術総合研究所）、防災科学技術研究所等と調整や意見交換を行いながら研究を進める予定であ

る。 

 

13．関係部局等との調整 

 国土交通省道路局、水管理・国土保全局砂防部、応用地理部、企画部防災推進室と調整中。 

 

14．備考 

 特になし 

 

15．提案課・室名、問合せ先 

国土地理院 地理地殻活動研究センター地理情報解析研究室 

茨城県つくば市北郷１番 



新規研究課題事前評価表 

 

 

１．研究課題名：土砂災害リスク管理のための山麓堆積地形抽出に関する研究 

 

２．研究制度名：特別研究 

 

３．研究期間：平成２８年４月  ～ 平成３２年３月 （４年間） 

 

４．研究開発の方向の妥当性 

 国土地理院研究開発基本計画（平成26年4月～）では、基本的課題「防災・減災への取り組み

の推進」の中に重点課題「現状における国土の危険性を把握し、情報提供するための研究開発」、

基本的課題「地球と国土を科学的に把握するための研究」の中に重点課題「地球と国土の環境を

科学的に把握するための研究」が挙げられている。本課題はこれらの重点課題に沿ったものであ

り、妥当である。 

 

５．国内・国際的研究状況を踏まえての実施の妥当性 

 斜面崩壊の科学研究においては、従来、崩壊源の位置を素因から推定する研究が、国際的に

も中心である。昨今、土砂災害の増加に伴って、崩れてきた土砂の堆積場であり、災害発生の

場でもある山麓堆積地形に着目した対策も、日本の砂防分野で行われているが、研究は充分で

はなく、山麓堆積地形の形成プロセスと数値地形的特徴の関係については、まだ充分解明され

ていない。 

 一方、この研究分野のリソースとしては、日本特に国土地理院は恵まれた環境にあり、山麓堆

積地形の位置に関する豊富な資料と、航空レーザ測量データを保有している。広範囲で整備され

た航空レーザ測量DEMと重ね合わせ可能な縮尺の資料の双方が存在する状況は、日本に特有のも

のと考えられる。さらに、DEMを用いた数値地形解析技術は、過年度の国土地理院内での研究も

含め、近年、多様な手法が利用可能となっている。 

 以上の状況を踏まえ、本研究を実施することは妥当である。 

 

６．背景・必要性の妥当性 

 2014年8月の広島土砂災害をはじめ、近年の土砂災害では山麓堆積地に立地する居住地が被災

している。地球温暖化の影響で年々ゲリラ豪雨の頻度が増しており、このような傾向が今後加速

される事も考えられる。また、地方では急速な高齢化が進み、土砂災害がコミュニティの存亡に

も係っている。従って、山麓堆積地形を網羅的に把握し、その分類や数値地形的特徴と形成プロ

セスの関係を明らかにする事は、安全・安心な暮らしの実現のために国として重要かつ必要な課

題である。 

 

７．目標設定の妥当性 

 本研究では、航空レーザ測量5mDEMを用いた山麓堆積地形の抽出手法の開発に引き続き、山麓

堆積地形の数値地形解析・統計分析を行う。防災土地条件図からの教師用データの作成、開発し

た手法による山麓堆積地形データの作成については外注し、研究者は、研究開発と分析に専念す

る。 

 山麓堆積地形データの作成には十分な予算、その数値地形解析等には分析機器と知見が必要で
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ある。分析機器については、既存のArcGISの他、統計ソフトを購入して用いる。関係機関や、国

土地理院内外の有識者と意見交換を行い、知見を補強し研究を行う。 

 従って、研究期間と十分な予算が確保されることを前提とすれば、本研究の目標設定は妥当と

考える。 

 

８．国土地理院が実施すべき妥当性 

 本研究は、国土地理院が過去に行ってきた道路災害対策調査・土地条件調査の資料を用いて

行うものである。担当者は、過去に応用地理部において道路災害対策調査の監督や土地条件図

の作成（直営）を行った経験があり、また、国土地理院内で、過去数十年間に渡って行われた

これらの調査について内容を熟知している職員のアドバイスを引き出すことが可能である。 

 さらに、DEM から山麓堆積地形を抽出する手法を開発し、分類や数値地形解析・統計分析を

行うが、担当者は、特別研究・一般研究・科研費で一貫して DEM を用いた数値地形解析研究を

実施してきており、十分な経験と実績を有している。 

 以上のように、本研究実施に必要な知識・経験・実績を有する国土地理院の担当者が実施す

るのは妥当である。 

 

９．内容、方法、実施体制の妥当性 

 データ作成やデータ修正に係る作業は外注化して、担当者はアルゴリズム開発とデータ分析

等に注力し、効率良く研究を進める。実施体制は、道路災害対策調査を熟知した総括研究官や

室長のサポート、及び国土地理院内の関連部局の協力を得ながら行うので、有用な研究成果が

得られることが期待され妥当である。 

 

10．省内他部局等との調整の状況 

 省内では、土砂災害対策に係る水管理・国土保全局砂防部、道路災害対策調査に係る道路局

と本研究に関する意見交換を行っており、その他、土砂災害についての研究を行っている国土

技術政策総合研究所と必要に応じ意見交換を行いながら進める。国土地理院内については、道

路災害対策調査・土地条件調査の成果を保有する応用地理部と密接に連携している他、国土地

理院の防災担当部局である企画部防災推進室と連携して研究を実施していく。 

 

11．他省庁、異分野等との連携方針等 

 土砂災害に関する知見を有する京都大学防災研究所、土木研究所、地質調査総合センター（産

業技術総合研究所）、防災科学技術研究所等の研究者と意見交換を行いながら研究を進める予

定である。 

 

12．成果活用方針の妥当性 

 本研究の成果は山麓堆積地形に関する科学的知見の進歩に貢献すると共に、国・自治体等の、

科学的知見に基づいた砂防政策や防災対策の効率化・高度化に寄与する事が期待できるため、活

用の方向性は妥当である。 

 

13．その他、課題内容に応じ必要な事項 

特になし 

 

14．提案課・室名、問合せ先 



国土地理院 地理地殻活動研究センター地理情報解析研究室 

茨城県つくば市北郷１番 

 

 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismGeospatial Information Authority of Japan

土砂災害リスク管理のための
山麓堆積地形抽出に関する研究

（平成28～31年度）

国土地理院地理地殻活動研究センター

地理情報解析研究室

平成27年6月

Slide 1
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山麓堆積地形とは何か？

• 土石流・崖崩れ等により落下あるいは流下した
岩屑・土砂が、長い年月の間、山麓に堆積する
ことによって形成された地形。

• 全国の山地や丘陵地の裾野に分布。

• 農地や宅地として利用される事が多い。都市近
郊では住宅密集地も（下に例）。

• 火山麓には大型の山麓堆積地形あり。

• 崖錐・沖積錐等、数種類の地形を含む。

• 本研究では、小扇状地を含め過去の崩壊物の
堆積地全般を山麓堆積地形とする。

研究の背景・必要性 山麓堆積地形について

1940年代

2000年代

崩壊部

崩壊部

流走部

流走部

堆積部
堆積部

山麓堆積地のイメージ（土石流のケース）

山麓堆積地の開発の様子 Slide 2



（落下・流下物の）

水分少

水分多

土石流堆

沖積錐は土石流により形成された小型の扇状地

（土石流による）

扇状地
「扇状地」には土石流によるものと
掃流によるものが含まれるが土砂
災害リスクを考慮すべきものは前者

扇状地と沖積錐の境界はあいまい

• 現象・形態・時期による分け方がされていて統一が取られていない⇒災害の視点か
ら整理が必要

• 土砂を供給するプロセスと、その結果としての山麓堆積地形の数値地形的特徴はま
だ充分明らかになっていない

土石流

落石・崖くずれ

Slide 3

堆積

堆積

崖錐
がいすい

沖積錐
ちゅうせきすい

植生に覆われたものは
写真判読が難しい

※その他、崩積土堆、渓床堆積物、
麓屑面などの用語を用いた文献も見
られる

研究の背景・必要性 山麓堆積地形について

山麓堆積地形の学術的背景



国土地理院 土地条件調査※報告書
「広島」（昭和44年）

「造成地が、比較的平坦である条件を
利用して、土石流の痕跡のある所にそ
のまま乗っているものも見受けられる」
と４５年前に警鐘

しかし網羅的な開発が続行され、
現在の状況となった

高度経済成長期：市街地のスプロール化

現在の高齢化社会:

土砂災害が地方の中山間地においてコミュニティ
の存亡に大きな打撃となる

同様の土地利用は、日本各地で見られる

結果、耕作放棄地の増大・管理放棄林・棚田等景観の
荒廃etc.

※国土地理院が作成・公開する1/2.5万地形分類図

近年豪雨の頻度が増加

H26年8月豪雨による災害（広島市安佐南区）
紫色が土砂流下範囲（崩壊部・流走部・堆積部、国土地理院判読）
橙色が山麓堆積地（範囲は土地条件図(昭和44年)による）

Slide 4

研究の背景・必要性 近年の土砂災害

山麓堆積地の土地利用と災害の様子



研究開発の目的・目標

昨今の山麓堆積地での土砂災害の増加、高齢化によ
る地方のコミュニティの弱体化という状況の中、土
砂災害リスク管理・都市計画や土砂災害研究に貢献
する。

• 国土の広範な範囲において、山麓堆積地形の分布
を明らかにする。

• モデル地域において数値地形解析と調査・分析を
行い、災害の視点から整理し、山麓堆積地形の形
成プロセスと数値地形的特徴を明らかにする。

目的

目標
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１）道路災害対策調査（昭和４６年～平成１８年度;国土交通省道路局からの写し替え経費による）

山麓堆積地形（崖錐、沖積錐、土石流堆、扇状地
に分類）の凡例を含む

183地区、実施距離約1600kmの区間について図を数値
化終了済（shapeファイル有）⇒航空レーザDEMと位置
合わせ可能

※ただし、整備範囲は直轄国道沿いの山間部のみ（面積としては
国土の１％未満）。また経年変化等の修正が必要

地方整備局での、山間部の土砂災害にからむ道路施
設のメンテナンスや道路の付け替えに利用された地形
調査。報告書と共に、1/5千～1/1万分1防災土地条件
図（地形分類図）を作成。
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山麓堆積地形に関する既存データ

道路災害対策調査
防災土地条件図
整備範囲

道路災害対策調査による
防災土地条件図の例。

沖積錐（灰）や崖錐（茶）・
土石流堆（薄茶）、直近の
豪雨による崩壊地（赤線）
などが描かれている。



都市近郊の平野部を中心に、空中写真判読、簡易
ボーリング調査、地質調査、文献調査をもとに、地形
分類を行ったもの。
山麓堆積地形の凡例を含んでいる。

解説書と共に、1/2.5万土地条件図（地形分類図）を作
成。152面分について数値化終了済
→縮尺1/2.5万のため航空レーザDEMとの重ね合わ
せとしては参考資料

２）土地条件調査
（昭和３９年～）

報告書には土砂災害も含
めて総合的な地形災害調
査がまとめられている
※（一部地区）土砂災害に関し
て崖や急斜面の調査資料あり

土地条件図
整備範囲
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（土地条件図「北九州」の一部）

調査後数十年経過、
フォローアップ可

山麓堆積地形に関する既存データ

※他、火山土地条件図にも土石流堆等の記載あり



基盤地図情報5mメッシュ
（航空レーザ5mDEM）
整備範囲
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航空レーザ測量DEMを利用
（基盤地図情報5mメッシュ等）

山麓堆積地形の分析には
大縮尺かつ広範囲に整備
されたDEMが必要

基盤地図10mメッシュ標高
（1/2.5万地形図の等高線が元）

航空レーザ測量DEM

河川沿いの山麓堆積地（矢印、沖積錐）を含む斜面の鳥瞰図

◎国土地理院は過去数十年にわたって道路災害対策
調査・土地条件調査を行い、山麓堆積地形について豊
富な資料とGISデータを保有。

×しかし調査範囲は直轄国道沿いと都市近郊に留
まっており、山間部に空白が多い

×山麓堆積地形の分類が数値地形と合わせて定量
的・広範囲に分析されたことはない

地形データ(DEM)の必要性と整備状況

※6月現在道路災害対策
調査183地区の77%は航

空レーザで全体をカバー、
12%は一部をカバー（今後
カバー領域は増加の予定）



DEMを用いる利点
• 堆積地に不可欠な水文分析（集水域等の計算）が可能

• 傾斜や曲率、湿潤指数等、崩壊や堆積に関する地形量の計算が容易

• GISでの取り扱い→地質図等他の主題データとの重ね合わせ分析や統計分析が容易

元の紙地図（防災土地条件図）

昭和時代からの歴史的なデータに
数値地形解析を加えて再評価

GISデータ
山麓堆積地の抽出、航空レーザDEMとの
オーバーレイ。DEMから落水線描画（青線）

DEMを用いた計算例：
集水域（黒線）、湿潤指数（色）
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DEM オブジェクトベース領域分割 閾値の決定・グループ分け

100m単位の粗いDEM⇒標高のみから大まかな地形分類を行い、段丘・丘陵・山地等の侵
食面と、扇状地等の堆積面を分ける事は可能。

土地条件図の代表的な凡例について求めた傾斜・凸部の分布
密度の平均値 （※凡例は旧区分に沿ったもの）

（Iwahashi et al., 2015）

上記の手法による領域分割ポリゴン内の傾斜・尾根谷密度の平均値
（一部抜粋、地形種はシリーズ「日本の地形」（東京大学出版会）等から推定）

150mDEMの分析例（西南日本）

対数変換・正規化、
RGB画像に統合

傾斜

尾根谷密度

凸部の分布密度

DEMを用いた堆積地形抽出の現況
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• 山麓堆積地の大部分は段々畑となっ
ており、大縮尺のDEMでは階段状の

地形が斜面傾斜等の計算を困難にす
る（右図）。
まず、ノイズを除去する手法の開発が
必要。

• DEMから抽出される候補地のうち、写真判読による既存資料（防災土地条件図）

と合わない所の扱いについて検討・調査が必要。（誤分類なのか？航空レーザ
DEMによりあらたに発見されたものなのか？）

１）航空レーザ測量DEMを用いた山麓堆積地形の抽出手法開発に関して

• 100m単位の粗いDEMを用いた従来手法がそのまま通用するとはあまり考えら

れない。山麓堆積地形の種類（沖積錐か土石流堆か等）によっても異なる手法
を要する可能性が大きい。用いる地形量・分類手法について要検討。

２．抽出手法（地形分類手法）は？

１．大縮尺DEM特有の問題（人工地形によるノイズ）

３．抽出結果の解釈の問題

解決すべき課題
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• 斜面傾斜・上流の集水面積（同じ斜面が崩壊する頻度は稀でも、集水域が大きいと
どこかで崩れる可能性が高まる）・堆積地の大きさを調べる必要がある。⇒全国では
防災土地条件図から約1700箇所の沖積錐について面積調査可能

• 上流部の状況の調査⇒上流の崩壊跡地や地すべり地等、土砂生産を増す地形の探
索。可能であれば1m・2mの高解像度DEMの画像処理図の判読が有効。なお崖崩

れは頻度が多く、道路災害対策調査・土地条件調査の一部に既往災害の記録や危
険度評価の資料あり。

• 土砂災害防止法に基づく危険個所・警戒区域と、DEMのみで抽出した山麓堆積地
の位置関係は？異なる場合その成因は？要分析。

２）モデル地域における山麓堆積地形の形成プロセス・特徴の解明に関して

２．土石流等の再来リスクをどう考える？

１．土砂の給源・移動経路の推定

３．山麓堆積地形の分類

• 山麓堆積地形の形成プロセスと、堆積地の数値地形的特徴、土石流等の再来リスク
を反映した分類が必要。

• 堆積プロセスを解明するためには、個々の
山麓堆積地について、土砂の給源となった
斜面あるいは流域を特定し、土砂の移動経
路を調べる必要がある。

土砂の給源の例（航空レーザDEM陰影図に描画）

集水域

崩壊跡地

解決すべき課題
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教師データ
・山麓堆積地形ポリゴン抽出
・地形改変等経年変化の修正

防災土地条件図
shapeファイル

航空レーザ
測量5mDEM

領域ポリゴン
データ

山麓堆積地形と、その
他の斜面を分けるため
の統計分析

グルーピング

山麓堆積
地形の候補

土地条件図

陰影図

地質図

・重ね合わせて観察
・照会

必要に応じ
修正

防災土地条件図

文献

山麓堆積地形ポリゴンデータ

空中写真

火山土地条件図
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地形量
データ

山麓堆積地形の抽出手法開発

※縮尺は1/2.5万～1/5千の間を想定

１）航空レーザ測量DEMを用いた山麓堆積地形の抽出手法開発 想定フロー

（山麓堆積地形抽出のイメージ）

使用する地形量（パラメータ）の検討

ノイズ除去

分類結果の解釈

地すべり地形分布図

研究開発の内容



山麓堆積地に関する考察

土砂の給源・移動経路の推定

山麓堆積地形の分類

GISによる水文分析

3Dネットワーク

判読・資料

航空レーザ
測量5mDEM 落水線

集水面積

集水域

山麓堆積地形ポリゴンデータ
陰影図

防災土地条件図
崩壊跡地

各自治体による既存の
土砂災害マップ

土地条件調査報告書 道路災害対策調査報告書

現地調査（モデル地域）等
で新たに得られた知見

堆積地の面積

２）モデル地域における山麓堆積地形の形成プロセス・特徴の解明 想定フロー

・堆積物の給源と、堆積地の面積や数値地形的特徴の関係
・過去の危険度評価とその後の崩壊・堆積の状況
・土石流警戒区域と異なる堆積地の成因
・堆積開始点の把握 etc.

湿潤指数

（モデル地域について）

モデル地域として広島県広島市・呉市（深成岩類（花崗岩））、中越（第三紀堆積岩
類）、四国山地（付加コンプレックス）等、幅広い岩相の地域を想定

斜面傾斜

・形成プロセス
・数値地形的特徴
・土石流等の再来リスク を反映

研究開発の内容
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道路災害対策調査
全路線の主要な地
質（割合；シームレ
ス20万地質図を用
いて計算）



応用地理部
防災地理課

国土交通省
道路局

道路防災対策室

国土交通省
砂防部

企画部
防災推進室

国土技術政策
総合研究所

土木
研究所

地質調査総合セ
ンター（産業総合
技術研究所）

防災科学
技術研究所

京都大学
防災研究所

研究者との意見交換

過去の調査資料について
提供・意見交換
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全体計画・実施体制（協力が見込まれる機関・関係部局）

地理情報解析研究室
担当者

地理情報解析研究室員・
総括研究官

サポート

※データ作成等は外注で実施

全体計画 28年度 29年度 30年度 31年度

山麓堆積地形の
抽出手法開発

山麓堆積地形の
データ作成と調
査・修正

山麓堆積地形の
数値地形解析・
統計分析
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想定される成果と活用方針

• 山麓堆積地形の抽出手法
• 山麓堆積地形データ
• 土砂を供給するプロセスと、その結果としての山

麓堆積地形の特徴の解明

想定される成果

活用方針・波及効果

• 土砂災害リスク管理への貢献
• 国・自治体等の科学的知見に基づいた砂防政策

や防災対策の高度化への寄与
• 都市計画や土砂災害研究への貢献

• 論文
• 学会発表
• 砂防関係部局への報告



H26年8月豪雨による災害（広島市安
佐南区八木地区）

しかし、土砂を供給するプロセスと、その結果
としての山麓堆積地形の特徴の関係は、まだ
充分明らかになっていない

研究の成果・効果

研究の背景

研究内容（平成28～31年度）

• 土砂災害リスク管理への貢献

• 国・自治体等の科学的知見に基づいた砂
防政策や防災対策の高度化への寄与

• 都市計画や土砂災害研究の参考資料

近年豪雨の
頻度が増加

１．航空レーザ測量DEMを用いた山麓堆積地形の抽出手法の開発

• 既存の防災土地条件図から教師用山麓堆積地形データの収集、経
年変化の修正。

• 航空レーザ測量DEMから山麓堆積地形を抽出する手法の開発。
• 開発した手法に基づき山麓堆積地形データの作成、点検、修正。

作成手法にフィードバック、改良し完成させる。

２．山麓堆積地形の堆積プロセス・地形的特徴の解明

• 集水域等の水文分析・数値地形解析を行い、抽出した山麓堆積地
形の分類と、上流部の調査を元にした形成プロセスの分析を行う。

• 道路災害対策調査・土地条件調査の報告書等で過去に得られた知
見と数値地形の比較検討、統計解析、現地調査。

（山麓堆積地形抽出のイメージ）

土砂災害リスク管理のための
山麓堆積地形抽出に関する研究

土砂災害リスク管理・災害に強いまちづくり・土砂
災害研究への貢献

・山麓堆積地形の抽出手法
・山麓堆積地形データ
・形成プロセスの解明

航空レーザ測量
DEMを用いた山

麓堆積地形抽出
手法の開発

山麓堆積地形の

形成プロセス・地
形的特徴の解明

土砂災害の起きやすい山麓堆積地（＝過去
の土砂崩壊物の堆積地）にも人は住んでおり、
リスク管理のための情報が必要

研究の目的

（矢印は川沿いの山麓堆積地。色調は斜面勾
配に対応。航空レーザ測量DEMによる鳥瞰図 ）

国土地理院は過去数十年にわたって道路
災害対策調査・土地条件調査を行い、山
麓堆積地形について豊富な資料を保有

課題

調査範囲は直轄国道沿いと都市近郊に留まっており、
山間部に空白が多い

山麓堆積地形の分類が数値地形と合わせて定量
的・広範囲に分析されたことはない

資料３－４


