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流域自然環境 に関する調査研究GIS

実施期間 平成 年度15
地理調査部環境地理課 安藤 久満 大塚 力

１．はじめに

、 、近年 資源循環型・自然共生型社会への転換や生物多様性保全重視などへの価値観の転換が行われ

環境に着目したデータが求められるようになった。このため、地理調査部では、これまでに実施して

きた地理調査の成果に加え、全国の流域を対象とし流域を基本単位とする環境地理情報データベース

を構築して 各種事業や調査ニーズに資するとともに 場の持つ自然環境ポテンシャルを提示する 流、 、 「

域自然環境調査」の実施を計画し、データ整備に着手した。平成 年度は「水環境 の活用に関14 GIS
する研究（霞ヶ浦流域 」において霞ヶ浦流域の迅速測図原図 データ、詳細流域界 データ、） GIS GIS
土地利用 データ（昭和 年代）を作成した。平成 年度は霞ヶ浦流域にいおて土地利用 デGIS 50 15 GIS
ータ（平成 年）等の整備と、蓄積した データを使用した解析の研究を実施した。さらに、赤15 GIS
城山周辺地区においても データの整備及び解析を実施した。GIS

２．霞ヶ浦流域のデータ整備

平成 年度は次に示す霞ヶ浦の全流域にあたる 平方キロメートルのデータを整備した。15 2,148
①土地利用 データ（平成 年）及び土地利用 データ（昭和 年代）の整備GIS 15 GIS 50

GIS 50 14 36 GIS 20土地利用 データ（昭和 年代）は平成 年度に作成した 分類の土地利用 データを

分類 表－２ に整理したものである 土地利用 データ 平成 年 は土地利用 データ 昭（ ） 。 （ ） （GIS 15 GIS
和 年代）を編集することにより作成した。昭和 年代から平成 年へのデータの修正あたって50 50 15
は、空中写真判読及び現地調査を実施した。データの位置精度は２万５千分１地形図を基図とした２

50 15 50５０００レベルである。作成した昭和 年代と平成 年の土地利用データの特徴として、昭和

年代の土地利用 データから平成 年までの変化部分を抽出し、変化部分のみを修正するデータGIS 15
修正方式の採用により、データ間の相対的ズレが全くない２時期の土地利用 データを整備するこGIS
とができた。

②土地利用変化データの作成

土地利用 データ（平成 年）と土地利用 データ（昭和 年代）を比較して変化部分を抽GIS 15 GIS 50
出し、変化後の分類属性を付与した土地利用変化データを作成した。

③土地条件データの作成

国土地理院では地形分類を主な内容とする土地条件図を作成しており、昭和 年から平成 年に50 4
GIS調査した土地条件図の既存数値データ ポリゴンデータ を霞ヶ浦流域について編集し 土地条件（ ） 、

データを作成した。しかし、霞ヶ浦流域のうち２万５千分１地形図「羽黒」の範囲約６０平方キロメ

ートルについては土地条件調査が未調査のためデータを整備することはできなかった。
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表－１ 平成 年度までに整備された霞ヶ浦流域の データ15 GIS
名 称 形式 概 要

流域界 データ 霞ヶ浦流域を大流域中流域小流域に分け最小の小GIS shape
流域を１～３ｋ㎡程度に設定した流域界のデータ
と集水地点を仮定した集計ポイントデータからな
る。

土地利用 データ（平成 項目で分類された レベルの土地利用デーGIS 15 shape 20 25000
年） タ
土地利用 データ（昭和 項目で分類された レベルの土地利用デーGIS 50 shape 20 25000
年） タ
土地利用変化データ（昭和 上記２時期の土地利用データを比較して作成50 shape
年→平成 年）15
土地条件 データ 土地条件図より取得した霞ヶ浦流域の一部を除くGIS shape

地形分類データ
迅速測図原図 データ 迅速測図原図（明治 ～ 年測量）のラスタデGIS tiff 13 18

ータとワールドファイルのセットtfw

表－２ 土地利用 データの分類項目( 項目)GIS 20
居住地等 市街地 畑地・果樹園等 竹林 荒地等1 6 11 16（ 、
集落
公共施設・学校・空 天然針葉樹林 しの地 裸地2 7 12 17
き地
工場・油槽所・発電 人工針葉樹林 しゅろ科樹林 河川・湖沼・3 8 13 18
所等 海
道路・鉄道等 広葉樹林 はいまつ地 湿地4 9 14 19
田 混交樹林 公園緑地・運動競技 その他5 10 15 20

施設

表－３ 土地条件 データの分類項目( 項目)GIS 43
台地・段丘 低地の微高地 山地・山麓堆積地 人工地形

形
高位面 扇状地 山地・斜面 平坦化地1 11 21 32
上位面 緩扇状地 麓屑面 農耕平坦化地2 12 22 33
中位面 自然堤防 崖錘 切土斜面3 13 23 34
下位面 砂丘 土石流堆 盛土斜面4 14 24 35
低位面 砂（礫）堆・洲 土石流段丘 高い盛土地5 15 25 36
凹地・浅い谷 水部・頻水地形 凹陥地 盛土地6 26 37
低地の一般面 水部 変形地 埋土地16 38
旧河道 高水敷 壁岩 干拓地7 17 27 39
後背低地 低水敷・浜 崩壊地 改変工事中8 18 28 40
谷底平野・氾濫平 湿地・水草地 禿しゃ地・露岩 線形記号9 19 29
野
海岸平野・三角州 落堀 地すべり（崩壊 地すべり10 20 30 41

部）
地すべり（堆積 崖31 42
部）

崩壊地43

３．赤城山周辺地区のデータ整備

平成 年度は、赤城山を中心とした利根川、片品川、渡良瀬川に達する各流域の ｋ㎡を整備15 923
した。

①土地利用 データ（平成 年、昭和 年、昭和 年、明治 年）の整備GIS 15 50 23 40
土地利用 データ（平成 年）はカラー空中写真判読及び現地調査により作成した。データのGIS 15

。 （ ）位置精度は２万５千分１地形図を基図とした レベルである 土地利用 データ 昭和 年25000 GIS 50
はカラー空中写真判読及び既存の土地利用図を資料にして土地利用 データ（平成 年）を修正GIS 15
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して作成した。平成 年及び昭和 年の各データ作成では樹種の区分も実施した。土地利用 デ15 50 GIS
ータ（昭和 年）は米軍撮影の空中写真（ )判読により土地利用 データ（昭和 年）を23 1/40,000 GIS 50
修正して作成した。赤城山周辺地区は、昭和 年代に土地利用図が一部作成されていたが全域では50
なかったために、写真判読により最新の土地利用 データを作成し、時期を遡りながら変化部分のGIS
修正を行った。土地利用 データ（明治 年）のデータ作成では 万分 地形図を資料として編GIS 40 5 1
集により作成しており、前記の 時期データとは精度が異なった。これらの 時期のデータは情報の3 4
精度や密度が異なるため表－４のように分類レベルも異なっている。しかし、分類項目を統合した属

性も持たせてあるため各世代間の比較は可能とした。土地利用 データ（平成 年）から土地利GIS 15
用 データ（昭和 年）までのデータは、霞ヶ浦流域と同様にデータ修正方式の採用により相対GIS 23

的ズレが全くない３時期の土地利用 データを整備することができた。GIS
表－４ 土地利用 データの分類項目( ～ )GIS bunrui1 bunrui3

bunrui1 bunrui2 bunrui3
GIS 40 GIS 23 GIS 15土地利用 データ 明治 土地利用 データ 昭和 土地利用 データ 平成（ （ （

年）に適用 年）に適用 年、昭和 年）に適用50
分類項目 分類項目 分類項目

住居地等21
都市集落地等 都市集落地等 公共施設・学校・空き地等1 1 22

工場、油槽所・変電所等23
道路・鉄道等 道路・鉄道等 道路・鉄道等2 2 2
田 田 田3 3 3
畑地・果樹園等 畑地・果樹園等 畑地・果樹園等4 4 4

天然針葉樹林 マツ（天然針葉樹林）57 51
その他の天然針葉樹林52

針葉樹林 スギ（人工針葉樹林）5 53
人工針葉樹林 ヒノキ（人工針葉樹林）58 54

マツ（人工針葉樹林）55
カラマツ（人工針葉樹林）56

広葉樹林 広葉樹林 広葉樹林6 6 6
混交樹林 混交樹林 混交樹林7 7 7

伐採跡地 伐採跡地8 8
竹林 竹林 竹林9 9 9
しの地 しの地 しの地10 10 10

公園緑地・運動競技施設等 公園緑地・運動競技施設等11 11
荒地等 荒地等 荒地等12 61 61

露岩・崩壊地等 露岩・崩壊地等62 62
河川・湖沼・池 河川・湖沼・池 河川・湖沼・池13 13 13
湿地 湿地 湿地14 14 14
その他 その他 その他15 15 15

②土地利用変化データの作成

土地利用 データ（平成 年）～土地利用 データ（明治 年）の各世代間を比較して変化GIS 15 GIS 40
部分を抽出し、変化後の分類属性を付与した土地利用変化データを作成した。

③流域界 データの作成GIS
２万５千分 地形図を基図として赤城山を中心とした大流域を２つ設け、中流域、小流域を設定し1
た。
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４．解析事例作成

現在、広範囲で多世代かつ均一精度の土地利用 データを整備した事例はほとんど無く、その様GIS
な条件の下で解析を行った事例も探すことはできない。今回整備されたデータが公開されれば、幅広

い利用が期待される。そこで、幾つかの解析事例を作成することにより活用方法を示すことにした。

表－５ 赤城山周辺地区の データGIS
名 称 形式 概 要

流域界 データ 赤城山周辺を大流域２つに分け、さらに中流域小流域に分け最小の小GIS shape

流域を１～３ｋ㎡程度に設定した流域界のデータと集水地点を仮定し

た集計ポイントデータからなる。

土地利用 データ（平 樹種区分を含む 項目( )で分類された レベルの土地利GIS shape 23 bunrui3 25000

成 年、昭和 年） 用データ15 50

土地利用 データ（昭 項目( )で分類された レベルの土地利用データGIS shape 17 bunrui2 25000

和 年）23

土地利用 データ（明 項目( )で分類された レベルの土地利用データGIS shape 13 bunrui1 50000

治 年）40

土地利用変化データ（上 上記各時期の土地利用データを比較して作成したポリゴンデータとメshape

記４時期の各データ間） ッシュデータの２種

（１）霞ヶ浦流域

① の発生負荷量COD
② の発生負荷量T-N
③ の発生負荷量T-P
④地表面温度分布図の作成

⑤地表面熱収支モデル計算

（２）赤城山周辺地区

①土地利用変化データのカテゴリー分類によ

る解析

②流域ごとの土地利用変遷

③森林がどれ位 を吸収しているのかの集計CO2
④荒廃地の分布とその規定要因

⑤赤城山周辺の斜面・方位別主要植生・出現頻度

⑥森林ボリュームの算出

５．まとめ

平成 年度に作成した霞ヶ浦流域及び赤城山周辺地区の土地利用 データ等の環境地理情報デ15 GIS
ータベースは、国土交通省自らが地域事業計画などに利用するほか、総合技術科学会議の自然共生型

流域圏・都市再生イニシアティブに参加している各省、都道府県、市町村等の行政機関、学術研究や

対策技術研究を行う研究機関・大学・ 等にも利用されると考えられる。NPO
今回整備されたデータは霞ヶ浦流域と赤城山周辺地区であり、２地区において１１種類の解析を行

っている。この様なデータを日本全国で整備することにより各地域で問題になっている環境に関する

事象や、環境を把握する研究が発展すると予想され、科学的裏付けのもとで計画的な環境の保全・再

生が実施されることが期待される。

図-1 霞ヶ浦流域の 発生負荷量(昭和 年)T-P 50


