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1. はじめに  

「リモートセンシング技術による効率的被害把握に関する研究」（以下「リモートセンシング研究」

という．）は，人工衛星や航空機等に搭載された光学・マイクロ波センサ等のリモートセンシング技術

により取得された情報をもとに，災害状況の早期把握や状況変化のモニタリングを効率的に行うため

の研究として実施するものである．具体的には，期間内に大災害が発生した場合には必要に応じ，こ

れまでの研究成果を活かした衛星データ（SAR 画像や高分解能衛星画像）からの災害状況把握とその

特性把握及び災害の危険性を事前に把握するための研究を行う．また，「地形・土地被覆情報の防災へ

の活用に関する研究」（以下「地形・土地被覆研究」という．）は，航空レーザデータや空中写真等と

その他の調査手法を組み合わせて，地形解析や土地被覆分類，地形特性の把握等を行い，地形・土地

被覆と災害との関連に焦点をあて，国土保全と防災に貢献することを目的としている．  

平成 30 年 9 月 6 日に発生した平成 30 年北海道胆振東部地震では，震源に近い厚真町を中心とする

山間地で多数の斜面崩壊が発生するとともに（砂防学会，2018 など），札幌市清田区周辺の谷埋め盛

土造成地では液状化等を起因とする盛土の流動現象が発生し，宅地やインフラに甚大な被害が生じた

（地盤工学会・土木学会，2018 など）．この地震に伴い，国土地理院は JAXA の「だいち 2 号（ALOS-

2）」の SAR データを用いた SAR 干渉解析を実施したが（国土地理院，2018），その SAR 干渉画像に

おいて札幌市清田区周辺では谷埋め盛土の流動現象及び変動現象を捉えたと考えられる位相変化が検

出された．上記のリモートセンシング研究の一環としてこの谷埋め盛土の変動現象を議論するために

は，盛土分布とその形状を知る必要があるが，既往の盛土分布図では詳細な分布は明らかにされてい

なかったため，上記の地形・土地被覆研究の一環として造成前の空中写真から SfM-MVS 技術により

DSM を作成し，フィルタリング処理により擬似的な DEM として用い，造成後の DEM と差分をとる

ことで谷埋め盛土造成地の分布形態を明らかにした．  

 

2. 研究内容  

平成 30 年度は，平成 30 年北海道胆振東部地震に関連し，（1）空中写真と SfM-MVS 技術を用いた

擬似 DEM の作成による谷埋め盛土造成地の分布形態の解明と，（2）干渉 SAR により検出された谷埋

め盛土造成地の地表変動と盛土分布との比較を実施した．  

上記（1）は札幌市清田区と厚真町の地盤災害発生区域周辺を対象に実施した．造成前の DSM 作成

にはそれぞれ国土地理院が 1960 年代と 1970 年代に撮影した空中写真を用いた．空中写真はいずれも

44 枚使用した．DSM の生成には Agisoft 社製 Metashape Professional (旧 PhotoScan）を用い，DSM の

フィルタリング処理は中埜（2017）に従い一定領域内の最低値を取得する方法を採用した．SfM 処理

においては，造成前後で変化のない地点にそれぞれ 35 点，20 点の GCP を配置した．造成後の DEM

は基盤地図情報 5mDEM を用いたが，札幌市清田区の一部は航空レーザ起源（5A）ではなく，写真測

量起源（5B）であった．作成した造成前の擬似 DEM と造成後の DEM の差分をとり，盛土・切土分布
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図（図-1）を作成した．  

上記（2）の地表変動の検出には，JAXA「だいち 2 号（ALOS-2）」の SAR データを用いて 2018 年

8 月 23 日と 2018 年 9 月 6 日のペアによる SAR 干渉画像を用いた．この SAR 干渉画像において，コ

ヒーレンスが低下したことによる局所的な非干渉領域と，衛星から遠ざかる局所的な位相変化領域を

抽出し，（1）で作成した盛土・切土分布図と比較した．なお，厚真町の対象地域では SAR 干渉画像は

非干渉領域となっており，盛土の変動は検出できていないため，両者の比較は実施していない．  

 

3. 得られた成果  

3.1 谷埋め盛土の分布形態（盛土・切土分布図） 

札幌市清田区周辺の盛土・切土分布図を図 -1 左に示す．この地域では，複雑に入り組んだ樹枝状の

盛土分布図が得られた．地盤被害が大きかった里塚地区では，盛土厚は最大で 15m 程度であった．な

お，SfM 処理における GCP の高さ方向の残差の RMSE は約 1.2m であったため，盛土厚にもその程度

の誤差が含まれているが，ほとんどの高さ方向の残差は 0.2m 以下であり，一部の箇所を除いて誤差は

小さいと考えられる．  

厚真町の造成地での盛土・切土分布図を図 -1 右に示す．ここでは最大厚が 10m に満たない小規模な

盛土が確認できた．SfM 処理における GCP 高さ方向の残差の RMSE は約 0.8m であり，盛土厚にもこ

の程度の誤差が含まれている．この地点では地表の亀裂等が現地で確認されており（飯場・永井，2018

など），盛土の滑動的変動に伴う変形が生じたと考えられる．  

 

  

図-1 札幌市清田区周辺の盛土・切土分布図（左）と厚真町の盛土・切土分布図（右）． 

  宅地以外の周辺に現れている盛土領域は造成前の擬似 DEM の誤差による偽像．  

 

3.2 SAR 干渉画像により検出された変動域及び盛土・切土分布図との比較 

 2018 年 8 月 23 日と 2018 年 9 月 6 日のペアによる SAR 干渉画像とそこから抽出した局所的な非干

渉領域と衛星から遠ざかる位相変化領域を図 -2 に示す．局所的な非干渉領域は地盤工学会・土木学会

（2018）などで盛土の流動現象が報告された被害の大きい箇所とほぼ一致する．その周辺の宅地では，

樹枝状に衛星から遠ざかる位相変化が確認でき，谷埋め盛土に沿って変動が生じた可能性が示唆され

る．そこで，図-1 の盛土・切土分布図と図-2 で抽出した非干渉領域及び位相変化領域を重畳すると（図
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-3），非干渉領域及び位相変化領域が盛土の領域

とよく一致している．株式会社パスコ（2018）に

よると，衛星から遠ざかる変動が検出された一部

の箇所では，現地で地表変形が確認されており，

盛土の滑動的変動または圧縮沈下が発生した可

能性がある．  

 

4. まとめと今後の課題  

平成 30 年北海道胆振東部地震に伴う札幌市清

田区及び厚真町の宅地盛土造成地の地盤災害箇

所について，地形・土地被覆研究の一環として空

中写真と SfM-MVS 技術を用いて簡易的に盛土・

切土分布図を作成するとともに，リモートセンシ

ング研究の一環として干渉 SAR により札幌市清

田区で検出された地表変動と盛土分布との関係

性を検討した．その結果，盛土の詳細な分布形態

を迅速に把握できたとともに，干渉 SAR により

検出された非干渉領域及び変動領域が盛土の範

囲とよく一致しており，盛土の変動を捉えたもの

であることが確認できた．ただし，SfM-MVS による擬似 DEM の作成は造成前が山林地であった場合

には大きな誤差を含むことになるため，注意が必要であるとともに，より効果的かつ迅速に行えるフ

ィルタリング処理方法の検討が必要である．  
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図-3 札幌市清田区周辺の SAR 干渉画像から抽出した非干渉及び位相変化領域と盛土・切土分布図の比較  
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