
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（第３年次） 

－地盤の脆弱性把握のための開発－ 
 
 

実施期間       平成 19 年度～平成 21 年度 

地理地殻活動研究センター            

地理情報解析研究室 中埜 貴元  小荒井 衛 

地理調査部防災地理課 星野   実  吉武 勝宏 

 

１．はじめに 

空中写真，地形図等の地理空間情報を時系列的に解析することにより，人工改変地（盛土，切土，

埋立地等）の把握が可能となる．また，それら人工改変地を地形的に解析することにより，その脆弱

性もある程度把握することができる．国土交通省が宅地耐震化推進事業に基づいて公表している「大

規模盛土造成地の変動予測調査ガイドライン」（以下，「ガイドライン」という．）においては，第一次

スクリーニングとして盛土の位置と規模を把握することが義務づけられている．さらに，その後の第

二次スクリーニング（詳細調査）を効率的に実施するためには，盛土の相対的な危険度を簡易に把握

する必要がある．このため，本研究では，盛土の分布と形状を把握する標準手法の開発と，抽出され

た盛土形状からその脆弱性（危険度）を簡易に把握する手法の開発を目標とした． 

 

２．研究内容 

 盛土の分布と形状を把握する標準手法の開発では，過年度に検討した各種手法により作成した改変

地形データ（盛土地形データ）の精度と作成手法の効率性等を踏まえて，盛土地形データの作成手順

書をまとめた．手順書は，実際のデータを作成する実務者向けの詳細版と，作成を発注する自治体の

発注担当者向けの概要版を作成した． 

 改変地形データを用いた盛土の脆弱性把握手法の開発では，前年度試作した盛土脆弱性評価システ

ムを改良し，統計的地形情報回帰モデル（統計的側部抵抗モデルと統計的三次元安定解析モデル）を

新たに加えたシステムを構築した． 

 

３．得られた成果 

３．１ 盛土地形データの標準作成手順書の作成 

前年度までに検討を行った，データ作成に使用す

る空中写真，地形図の精度及びこれらの資料を使用

した盛土地形計測手法（メッシュ法，ブレークライ

ン法，ステレオマッチング法，マップデジタイズ法）

の計測精度，効率性について整理し，盛土地形デー

タの作成手順書として，実務担当者向けの詳細版と，

発注担当者向けの概要版を作成した．図―１に手順

書の構成を示す．本手順書は，ガイドラインの第一

次スクリーニングの中の「調査対象地域の設定」と

「盛土造成地の位置と規模の把握」の部分を対象と
 

図―１ ガイドラインにおける手順書の位置
付けと構成 



しており，加えて後述の盛土脆弱性評価システムへの適用方法を含めた参考資料や解説も載せている． 

３．２ 「盛土脆弱性評価システム」の改良と有効性の検証 

 前年度の試作版評価システムに用いた３つの手法のうち，他手法に比べて相対的に正答率の高かっ

た簡易力学モデル（太田・榎田，2006）を改良し，盛土幅，盛土厚，盛土長，地山勾配等の盛土地形

データのみから盛土の相対的な危険度を評価できる統計的側部抵抗モデルを構築した．また，地すべ

り土塊の安定性評価等に使用されている土研式修正 Hovland 法をベースに，統計的にパラメータを設

定して，統計的側部抵抗モデルと同じパラメータだけで評価可能な統計的三次元安定解析モデルを構

築した．これらのモデルの構築に先駆けて，まず，簡易力学モデル構築のベースデータとなっている

従来の阪神地区のデータセット（盛土地形データと盛土の変動・非変動データ）の検証と再構築を実

施した．従来の阪神地区データセットと前年度及び今年度に写真測量ブレークライン取得法により作

成した高精度な盛土地形データとを比較した結果，盛土パラメータの値に有意な差が見られたため，

写真測量によるデータを用いてより精度の高い阪神地区データセットを構築した．上記モデルの構築

においては，新たに構築した阪神地区データセットに加えて，過去に被害事例のある仙台地区（緑ヶ

丘地区），長岡地区（高町団地），柏崎地区（朝日が丘地区）のデータセットも加えてキャリブレーシ

ョンを実施した．ここではまず，各地区のデータのみでキャリブレーションを実施し，それぞれの土

質パラメータの傾向を把握してから，有効な地域組み合わせを設定した．その結果，統計的側部抵抗

モデルにおいては，仙台地区を除いた３地区のみでキャリブレーションを実施することとした．統計

的三次元安定解析モデルにおいては，ベースとなっている土研式修正 Hovland 法の性質上，適用可能

な盛土の形状が単純なものに限られるため，

まず，盛土形状が比較的単純な柏崎地区でキ

ャリブレーションを実施し，求まった土質パ

ラメータを基に，各地区の正答率を求めた．

腹付け盛土については，液状化，すなわち過

剰間隙水圧が作用するすべりの他に，過剰間

隙水圧が作用しない慣性すべりについても検

討した．構築した各モデルについて４地区で

検証した結果，変動盛土についてはすべて

100％の正答率を得た．また，上記の作業と並

行して，システムの操作性やインターフェイ

スの改良も実施し（図―２），選択した盛土の

形状の三次元表示や谷幅指定等を可能にした． 

 

４．結論 

 盛土の位置と規模を示す改変地形データを作成するための標準手法をまとめた手順書（実務担当者

用の詳細版と発注担当者用の概要版）を作成した．また，ガイドライン点数方式と統計的地形情報回

帰モデルを用いて，地形情報だけで盛土の相対的な危険度（安全性評価指数）を半自動的に評価する

盛土脆弱性評価システムを構築した．統計的地形情報回帰モデルにおいては，過去の被災事例におい

て高い正答率を得ており，手順書と合わせて大規模盛土造成地の変動予測調査の促進や行政施策への

有効活用が期待される． 

 

 
図―２ 盛土脆弱性評価システムインターフェイス 



参考文献 

太田英将，榎田充哉（2006）：第３回地盤工学会関東支部研究発表会講演集，27-35. 



リモートセンシング技術を用いた効率的な災害状況把握の研究（第４年次） 
 

 

実施期間      平成 18 年度～平成 22 年度 

                       地理地殻活動研究センター 

                       地理情報解析研究室 小荒井 衛  神谷 泉  

 

１．はじめに 

 高分解能光学衛星画像は空中写真と同様に肉眼判読による情報抽出が容易であり，災害初期の事態

把握や海外での大災害時の実態把握に有効に活用することが期待される．第１～３年次は，2005 年

10 月パキスタン北部地震，2006 年５月ジャワ島中部地震，2008 年５月中国四川省（汶川）地震など

の海外の災害に関連して，QuickBird 画像（分解能 0.6ｍ），IKONOS 画像（同１ｍ），ALOS PRISM 画

像（同 2.5ｍ），SPOT5 画像（同 2.5ｍ）を使って災害状況の判読を行い，その過程で各種光学衛星画

像の判読特性を整理して災害判読特性カードとしてとりまとめた．また，SAR 画像の後方散乱輝度の

変化に着目して SAR 画像の災害判読特性についても整理し，SAR 画像を含めた災害判読特性カードを

試作した．４年次は，2010 年１月に発生したハイチ地震による建物被害について判読すると共に，

ALOS3 光学センサの仕様について災害状況把握の立場で検討した． 

 

２．研究内容 

2010 年１月 12 日午後５時（日本時間 13 日午前７時）にハイチ国で発生した地震（Ｍ7.0）による

ポルトフランスでの建物被害の状況について，衛星画像による判読を行った．使用した画像はスペー

スイメージング社からサンプルとして提供された，１月 13 日に撮影された Geo Eye-1 の単画像（分解

能 50cm）である．また，これまで大災害時に衛星画像で災害状況を判読してきた経験（小荒井ほか，

2008 など）から，次期打ち上げ予定の光学地球観測衛星 ALOS3 のセンサ仕様について，災害状況把握

の立場で必要なセンサ仕様要件を検討して，2009 年８月と 2010 年３月に開催された ALOS3WS で司会・

発表・意見交換等を行い，JAXA に対して情報発信した． 

 

３．得られた成果 

１）ハイチ地震によるポルトプランスの建物被害の判読 

 ハイチ地震後のポルトプランスの被害状況を撮影した Geo Eye-1 を図－１に示す．単画像で実体視

は出来ないが，解像度が 50cm と高いので，壊滅的な被害を受けた建物は，図－１に赤丸で示したとお

り，容易に判読可能であった． 

２）災害状況把握の視点から必要な ALOS３の仕様 

観測幅が 50km 程度あれば，M7.5 程度の地震災害であれば 1 シーンでだいたいの災害域はカバーで

きる．観測頻度については，ポインティング機能は必須で，現行の AVNIR２で実現できている２日に

１回程度は 低限必要である．実用面では，少なくとも６時間に１回程度の撮影頻度は欲しい．パン

クロとマルチスペクトルの同時観測も必須で，パンシャープン画像が必ず作れることが重要である．

パンクロ画像よりもパンシャープン画像の方が災害状況判読はしやすく，2007 年能登半島地震の例の

様に同時観測でない画像でパンシャープン画像を作成した場合には判読がしにくかった．また，PRISM

は８ビットなので崩壊が白っぽくサチってしまい判読しにくかったので，ラジオメトリックな仕様と



しては，ビット数の多い画像が望ましい． 

分解能については，直下視でサブｍ級

（0.8～１m 程度）は必要である．0.5m（単

画像）では，建物密集域での建物被害が

判読可能（建物の歪みも判読可能）であ

るが，単画像であるため分解能がいくら

高くても地表変動は判読不可能である．

0.8～１ｍ（単画像）では，建物密集域で

の壊滅的建物被害（がれきの山）は判読

可能で，建物散在域では大破以上の通常

の建物被害も判読可能で，小規模崩壊や

浅層崩壊も判読可能である．2.5m（ステ

レオ）では，建物散在域での大きな建物

の大破以上の被害は判読可能で，小規模

崩壊や浅層崩壊以外の斜面崩壊は判読可

能で，地震断層などの高さ変化１m 以上

の地表変動も判読可能である．従って，同一軌道でのステレオ視は必須で，ステレオ視による高さの

情報の取得が，建物被害や変動地形の判読には重要である．ただし，三方向視については必ずしも必

要というわけではないが，火山の噴煙等で邪魔される場合には，対象をステレオで捉える機会が多く，

有効である．JAXA の計画では直下視と後方視とで分解能の違うセンサを想定していたので，阪神淡路

大震災の神戸市の空中写真を間引いて分解能 0.8m，1.25m，2.5m のシミュレーション画像を作成し，

分解能とステレオ視の関係を考察した．対象は倒壊建物集中域と高速道路の倒壊である． 

 

◎容易に判読可能，○：判読可能，□一部不可能な部分有，△：状況次第，×：判読困難 

倒壊建物集中域，高速道路の被害 

0.8m と 0.8m          ○       ◎ 

0.8m と 1.25m          □       ◎ 

1.25m と 1.25m         △       ○ 

0.8m と 2.5m          △       □ 

2.5m と 2.5m          ×       △ 

 

以上の結果からは，分解能が異なっていてもステレオ視が出来れば，単画像での細かさと立体感と

が相乗効果を発揮して，建物被害等について判読できるものは多かった．単画像でも分解能が高けれ

ばそれなりに判読できるものはあるので，直下は出来るだけ高解像度のセンサが良く，後方視は直下

と同解像度が望ましいが，事情により直下との解像度が違っても，解像度が 1.25ｍ程度あれば，建物

被害はそれなりに判読可能であるという結論であった． 

 

４．結論 

災害状況把握の視点から ALOS３の仕様を検討したところ，必要な要件は，観測幅 50km 以上，ポイ

ンティング機能を有し，同一軌道でのステレオ視が可能，直下視の分解能はサブｍ級，マルチスペク

図－１ ハイチ地震ポルトフランスの Geo Eye-1 画像 

2010 年１月 13 日撮影 赤丸は壊滅的建物 



トルとの同時観測が可能，ダイナミックレンジが高い画像という内容であった． 

 

参考文献 

小荒井衛・佐藤浩・宇根寛・天野一男（2008）：各種光学高分解能画像による地質災害の判読―判読特

性の視点から見た各種画像の比較検証―，地質学雑誌，114-12，632-647． 



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

（第３年次） 

 

 

実施期間      平成 19 年度～平成 22 年度 

 地理地殻活動研究センター           

地理情報解析研究室 岩橋 純子  神谷 泉 

 

１．はじめに 

本研究の目的は，山地斜面のハザードマップ作成推進に貢献するため，航空レーザ測量による詳細

な標高データ等を用いて，山地斜面の効果的な地形分類手法を開発することである．本研究でターゲ

ットとする土砂災害の規模は，発生件数の多さを鑑み，幅数十ｍ程度までの斜面崩壊とする．そのま

ま斜面崩壊の危険度マップとして用いられる大縮尺地形分類図を，定量的に作成する手法を開発する

事を目標としている．今年度は 終年度であり，研究の取りまとめを行った． 

 

２．研究内容 

近年の風水害・地震によって土砂災害が起きた数地域をピックアップし，航空レーザ測量による２

ｍDEM（崩壊深が深い花崗岩類の地域や，岩盤崩壊が目立つ地震の被害域は発災前の DEM を使用）から

得られる地形条件と，崩壊発生場所の比較を行った．地形条件については，25ｍメッシュの中縮尺の

データを用いて行った多変量解析による予察（岩橋ほか，2008）から，傾斜と凹凸度（ラプラシアン）

を選んだ．比較にあたっては，詳細な崩壊分布図を，デジタル航空カメラ画像から作成したオルソ画

像，空中写真から作成したデジタルオルソフォト，イコノスのオルソ画像等を用いて，直接画面上で

描画することによって作成し，斜面崩壊の位置情報を教師データとして GIS に取り込んで解析を行っ

た．斜面崩壊をトリガーによって豪雨の崩壊と地震の崩壊に分け，さらに，豪雨の崩壊については，

発生位置によって新規の崩壊と旧崩壊地近隣の崩壊に分けて，崩壊発生場所の分析を行った．  

 

３．得られた成果 

３．１ 豪雨による新規の崩壊について 

豪雨による新規の崩壊は，岩相・地形条件（傾斜，凹凸度）によって崩壊頻度の違いがあるものの，

特定の地質構造（受け盤・流れ盤等の斜面内部の構造）で崩壊が起きやすい傾向は見られなかった（岩

橋・山岸，2010）．従って，同じ岩相内で地形条件が同じなら，崩壊の発生はランダムと見なして良い

と考えられる．つまり，岩相に大きな差がない範囲であれば，地形条件のみを用いた機械的な分類に

よる危険度評価が可能である．豪雨による崩壊の主流を占める表層崩壊では，崩壊地のアセスメント

に 適なウィンドウサイズは，ターゲットとする崩壊のサイズが大きいほど大きかった（岩橋ほか，

2009）．従って，このようなケースでは，崩壊のサイズに見合ったウィンドウサイズで計算した地形条

件に基づく危険度評価が適当である．この結果を受けて，出雲崎地区・新居浜地区における表層崩壊

危険斜面分布図の試作を行った．図－１は新居浜地区の表層崩壊危険斜面分布図である． 

 

３．２ 豪雨による，旧崩壊地近隣の崩壊について 

豪雨時の，旧崩壊地近隣の崩壊は，地質構造の影響が強く，旧崩壊地が拡大した崩壊には柾目盤の



斜面が目立つ．この傾向は，塊状泥岩の斜面では見られないが，砂質な互層では顕著であった．拡大

型の崩壊の大部分は，旧崩壊地の上部が崩壊したものである．旧崩壊地近隣の崩壊のうち半分は，崩

土の小規模な再崩壊である．これらは，流域ごとのカルテが必要な事を意味しており，柾目盤の地点

を示した現場の状況と整合性のある地質構造マップの作成には，地表面の斜面方位を正確に得る事の

できる詳細な DEM が有用である． 

 

３．３ 地震による崩壊について 

地震による崩壊から得られた所見は次のようなものである．岩相によって崩壊頻度の違いがあるほ

か，地震災害で多い節理に起因する岩盤崩壊については，表層崩壊と異なり，崩壊地アセスメントに

適なウィンドウサイズが存在する可能性は低い．また，豪雨による崩壊では，傾斜と凹凸度の寄与

が拮抗しているのと比較して，地震による崩壊では凹凸度の寄与が非常に低い．従って，地震による

崩壊に関しては，柱状節理など大崩壊を起こしやすい岩相の分布の把握，傾斜分級図を用いた危険度

評価が選択肢となる． 

 

３．４ 人間活動の影響について 

新潟県出雲崎地域の 1961 年８月豪雨と 2004 年７月豪雨による崩壊地の比較から，2004 年崩壊は山

腹を切る林道沿いの崩壊の比率が高く，近年の斜面崩壊は山地における人間活動の影響を無視できな

くなっている． 

 

４．結論 

豪雨による新規崩壊については，傾斜と凹凸度による地形分類で危険度評価が可能であることが本

研究で明らかになった．地震による崩壊については，傾斜が非常に重要であり傾斜分級図が危険度評

価に重要な役割を果たすことが分かった． 

 

 

 

 

平坦地 

表層崩壊の危険度が低い斜面 

表層崩壊の危険度が高い斜面 

2004 年９～10 月豪雨の崩壊地（2005

年撮影のイコノス Quick Bird のオル

ソ画像，2005 年国土地理院撮影の空

中写真オルソ画像から判読） 

図―１ 適ウィンドウサイズで計

算した傾斜・凹凸度を用い

た崩壊地判別分析結果によ

る新居浜地区の表層崩壊危

険斜面分布図 
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自動地形分類図の応用に関する研究（第２年次） 

 

実施期間      平成 20 年度～平成 21 年度 

地理地殻活動研究センター          

地理情報解析研究室 岩橋 純子  神谷 泉 

１．はじめに 

Vs30（表層 30m の地盤の S 波速度）は，ボーリングデータから実測あるいは推定され，地震による地

面の揺れの重要な予測因子となる指標である．内閣府は，地形分類図等を用いて，このデータを補間

し，揺れやすさの指標となるマップを作成する手法を提案している（内閣府，2005）．また，スペース

シャトルの１km メッシュ DEM から作成した地形分類図（Iwahashi and Pike, 2007）を用いて，USGS

の研究者らによって，カリフォルニア州の揺れやすさマップの作成が試みられている（Yong et al., 

2010）． 

筆者らは，本年度，産業技術総合研究所情報技術研究部門の松岡昌志主任研究員と共同で，数値地図

50m メッシュ（標高）を用いた Vs30 マップの作成を行った（Iwahashi et al., 2010）．自動地形分類

図の作成に用いられる傾斜やテクスチャなど，DEM から計算した地形量のデータを，直接用いて，Vs30

データの補間を行ったものである． 

 

２．研究内容 

K-NET および KiK-net で公開されている Vs30 データのうち，海岸部等を除き数値地図 50m メッシュ

標高と重ね合わせ可能な 1646 地点のデータを用いて，重回帰分析によって，全国の 50m メッシュ Vs30

マップを作成した．数値地図 50m メッシュ（標高）から求めた３つの地形量（傾斜，テクスチャ，標

高の対数値）を説明変数，Vs30 の対数値を独立変数として重回帰分析を行ったものである．傾斜は，

ERDAS のコマンドで求めた後，投影変換によるノイズを除去するために５×５の平均値フィルタでス

ムージングしたものを用いた．テクスチャはメジアンフィルタ等を利用して尾根と谷の密度を数値化

したものである（Iwahashi and Pike, 2007）．標高は，０以下の値を１に置き換えた後，対数に変換

した．地形量のうち，特にテクスチャと標高対数値は，Vs30 対数値と線形の相関が見られた（図－１）．

Vs30 対数値の推定に地形量が寄与した割合は，決定係数から，およそ 32%と推測される．観測値と推

定値の残差の分布は正規分布となり，重回帰分析が適当であったことを示していた． 

 

図－１ 独立変数と log(Vs30)の散布図 

 

３．得られた成果 

 図－２は，作成した Vs30 マップの一部である．概ね平野部で値が小さく，台地では中程度，山地で

大きくなっているが，第四紀火山など一部の山地では，値が小さいことが分かる． 



Vs30 観測点のうち，重回帰分析による推定値と観測値の差が大きい点は，平野や山中ではなく谷

底・山麓・丘陵など急激に地形が変化する場所に位置することが分かった．これは，解像度の問題と

思われる（傾斜は約 100ｍ，テクスチャは約 500ｍの範囲の標高データを用いて計算している）．また，

さらに，特に残差が大きい７地点についてボーリングデータを調べた所，いずれも，薄い沖積層の下

に比較的硬い地盤がある所だった．これは，そのような地点では，地形から地盤を推測することが困

難な事を示している． 

 

図－２ 数値地図５０ｍメッシュ（標高）から作成した Vs30 マップ（一部抜粋） 

 

４．結論 

DEM を用いたマップ作成の利点は，大まかだが迅速に，広範囲のデータを作成できる事である．DEM

から Vs30 を推測する手法の発展は，諸外国のように，地形分類図・地質図が整備されておらず標高以

外に地盤の情報を得る手段が乏しい地域において，地震による揺れやすさの推定に役立つと考えられ

る． 
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地理空間情報の時空間化とその応用に関する研究（第２年次） 
 

 

実施期間      平成 20 年度～平成 22 年度 

                       地理地殻活動研究センター 

                       地理情報解析研究室 小荒井 衛  中埜 貴元 

 

１．はじめに 

地理空間情報を国土計画や環境分野等の様々な分野で高度利活用していくためには，地理空間情報

に時間軸を加えることで地物の高頻度な変化を容易に管理し，これまで取得されてきた過去の地理空

間情報も含めて貴重な財産として付加価値を持たせることが不可欠である．国土地理院が所有する地

理空間情報を，メッシュデータやポリゴンデータまで含めて一元のシステム化された時空間情報とし

て活用できる仕組みを構築する事と，そのようなデータがこれまでの地理空間情報と比べてどの様に

高度利活用が可能なのかを示すことが重要である． 

 

２．研究内容 

本研究の目標は，国土地理院で整備している地理空間情報について，どの様な仕様で時空間化すべ

きかについて明らかにすることである．そして，地理空間情報を時空間化することにより，国土計画・

環境計画の立案などの国土変遷を評価・予測するような領域でどの様な利活用が可能であるかを，中

縮尺レベルの地理空間情報を対象に，いくつかの具体的事例によって明らかにすることである．平成

22 年度は，TX 沿線をはじめとする約 15km2 について，１年毎の時間変化を追った時空間データを試作

した．データ構造としては，可変長型のデータ構造を提案した．また，作成したデータセットから１

年毎の空間データを引き出して，描画を行った． 

 

３．得られた成果 

３．１ つくば市の時空間データセットの構築 

１年目につくば研究学園都市約 185km2 を対象に，交通網，土地利用（ポリゴン，メッシュ），DEM

の時空間データを作成したが，作成したデータは時空間化されたデータ仕様だが，データの変化年の

ヒストグラムは５年毎にピークがあり，データソースの制限から実質的には５年毎の更新データに過

ぎなかった．そこで２年目は，TX の開通により近年大規模土地開発が急激に進んでいる研究学園駅を

含めた約 15km2 について，現地聞き取り調査を含めて１年以下の単位で地物の生成・消滅・変化を捉

えて，時間精度の高い時空間データの作成を行った．データ項目は，上記の他に建物と水系を加えた． 

地物の変化した時間が画像等の資料でしか

確認できない場合には，図―１に示す様な時

間の曖昧性を持った概念で時間情報を捉えて

いる． 

ある地点において，実際に属性Ａが属性Ｂ

に変化した時間が t2 として，それを示す近接

の画像情報が t1 と t3 の場合，ここで確実に

言えるのは，「t1 にはＡが存在しており，Ｂ
 

図―１ 曖昧性を容認した時間情報のとらえ方 



は存在していない」

ことと，「t3 にはＡ

は存在しておらず，

Ｂが存在している」

ことである．すなわ

ち，Ａは t1 から t3

の間に消滅し，Ｂは同期間に発生したことになり，t1 はＡの消滅開始(ES)及びＢの発生開始(SS)，t3

はＡの消滅完了(EE)及び B の発生完了(SE)となる．作成した土地利用データのデータ構造を表―１に

示す．個別のメッシュ又はポリゴンの土地利用属性に変化が有れば，データが追加されていく可変長

型のデータ構造である．また，時空間データセットからある時点のデータを引き出して描画した例を

図―２に示す．電子国土基本図と比べて遜色のない地図表現が可能である． 

 

３．２ 時空間解析の立場からみた時空間デー 

    タの問題点 

一般的な GIS 解析ソフトでは時空間データの

取り扱いが出来ず，時空間解析と銘打っても，

実際には高頻度時系列データの解析に過ぎない．

解析研究者向けには，時空間データセットから

解析に必要な時間頻度（例えば１年毎など）で

データを切り出せれば良い．本当に重要なのは，

時空間データが必要な頻度で更新されているこ

とで，それが可能なデータ作成側の枠組みが不

可欠である． 

時空間データ仕様について考察すると，道路

や建物の様な発生や消滅が起こる地物について

は，地物毎に発生開始，発生終了，消滅開始，

消滅終了の４つの時間属性を入力すれば良く，

固定長のデータ仕様が設定可能である．一方，

土地利用や DEM などの必ず存在し面的に覆うデ

ータでは，属性が変化する毎にデータ更新を迅

速に行える様にするには，メッシュ形式での可

変長のデータ仕様が管理しやすい．しかし，空

間データ解析を行う GIS ソフトでは，可変長の

データを取り扱うことができない．このように，

データ管理側とデータ解析側とで理想とするデ

ータ仕様が異なり，その不統一を克服する手法

を検討する必要がある． 

 

４．結論 

時空間化すべき地理空間情報の項目と仕様を検討し，つくば市をモデルに時空間情報を試作した．

表―１ 土地利用データの可変長型データ構造 

 

図―２ 時空間データセットから描画した地形 

  図 



今後は，引き続き具体的なデータ仕様の検討を行うと共に，試作した時空間情報を使って，国土計画・

環境計画などの領域でどの様に利活用可能かについて，過去の景観・土地利用の変化と人間活動によ

るインパクトや環境条件等との相互関係を検討する中で，考察していく予定である． 



航空レーザ測量データを用いた景観生態学図の作成と 

生物多様性データベース構築への応用 

－詳細地形データを用いた景観生態学図作成に関する研究―（第２年次） 
 

実施期間      平成 20 年度～平成 22 年度 

                       地理地殻活動研究センター 

                       地理情報解析研究室 小荒井 衛  中埜 貴元 

                                 佐藤  浩 

１．はじめに 

生物多様性を評価する上では，地形という場の条件を理解した上で，その上に存在する生態系を捉

える景観生態学的な視点が重要である．本研究では，航空レーザ測量により把握された詳細な植生三

次元構造や地形データを用いて，原生自然環境と里山環境において景観生態学図を作成し，生物多様

性保全に関連するデータベースの統合化を目指す．本研究は，環境研究・技術開発等推進費による研

究で，国土地理院はサブテーマ１「詳細地形データを用いた景観生態学図作成に関する研究」を担当

し，航空レーザデータを用いてルーチン的に景観生態学図を作成する手法の開発を行う．酪農学園大

学がサブテーマ２「原生的自然環境における景観生態学図の生物多様性評価への応用に関する研究」

を，鳥取大学がサブテーマ３「里山環境における景観生態学図の生物多様性評価への応用に関する研

究」を担当する． 

 

２．研究内容 

原生的自然環境の地域として世界自然遺産である知床半島（羅臼岳，知床岬）を，里山環境の地域

として古くからたたら製鉄に伴う鉄穴（かんな）流しによる大規模な地形改変と植生改変が行われて

きた中国山地（鳥取県日南町）を選定した． 

羅臼岳南東麓４km2 で平成 20 年度にレーザ植生図を作成したので，平成 21 年度はグランドトゥルー

スのため登山道沿いに毎木調査サイトを４箇所設定し，樹冠投影図と林帯側方図を作成した．また，

レーザ DEM による自動地形分類を行い，レーザ植生図とのオーバーレイ解析を行った．知床岬の樹木

にはエゾシカの食害により deer line と呼ばれる葉体がない箇所が目立つため，現地で樹木の植生高

と樹冠下端を計測し，航空レーザデータから鹿の食害が把握可能か否かの検証データを取得した． 

中国山地では，道後山北麓の２km2の範囲で 2009年８月に 0.5mグリッドの航空レーザ測量を行った．

2008 年 11 月に計測した１m グリッドの航空レーザデータと組み合わせて，植生三次元構造を反映した

１m グリッドのレーザ植生図を作成した．落葉期の１mDEM による自動地形分類を行い，地質や植生と

のオーバーレイ解析を行った．等高線判読と現地調査により鉄穴流し跡地を抽出し，鉄穴流し跡地の

地形条件と植生の特徴を検討した． 

 

３．得られた成果 

３．１ 知床半島 

平成 20 年度に作成した羅臼岳レーザ植生図は植生凡例 11 分類である．毎木調査の結果から，レー

ザ植生図が概ね現地の樹木の高さ方向の重なり具合や平面的な疎密の状況を反映していることが明ら

かになった． 

詳細 DEM の解析では，傾斜，凸度，尾根谷密度の３つの地形量に着目した岩橋（1994）の方法で自



動地形分類を行った．２mDEM の自動地形分類と１m グリッドレーザ植生図とのオーバーレイでは，落

葉樹（複層林），常緑樹と比べると，落葉樹（単層林）は緩傾斜に分類される割合が高かった．標高の

高い場所に火砕流平坦面があり，そこがダケカンバ林となっているためと考えられ，羅臼岳の植生は

微地形よりは標高に依存している結果となった． 

 

３．２ 中国山地 

 ２時期の航空レーザデータ及びデジタル画像と組み合わせて，常緑樹，早期落葉樹，後期落葉樹の

区分（常緑樹は落葉期のデジタル画像で判読，活葉期と落葉期の植生高差３m 以上を早期落葉樹，未

満を後期落葉樹），植生高（10m 以上が高，未満が低），樹冠厚（10m 以上が厚，未満が薄），単層・複

層の区分（活葉期の DSM ランダムポイントデータのヒストグラムを作り，最頻値のかたまりから１ｍ

以上の間隔をおいて最頻値の１割以上のピークがある場合を複層，それ以外を単層）を掛け合わせ，

植生三次元構造を反映した１m グリッドレーザ植生図を作成した．現地調査の結果，樹冠厚の薄い早

期落葉樹はオニグルミの分布と良く対応した． 

落葉期の１m グリッド DEM による等高線図から不規則な小丘が数多く確認できたが，鉄穴流しの削

り残しである鉄穴残丘と推定される．規模の大きな緩傾斜地形が認められるが，周辺の残丘とは人為

的に削られた急傾斜で接しており，かつての鉄穴場（鉄穴流し跡地）であった可能性が高い．このよ

うな場所にはオニグルミが優占する樹林が成立している．緩傾斜部の下流には，深く抉れた谷地形が

存在し，鉄穴場のマサ土を河川に排出するために掘られた地形と考えられる． 

また，詳細 DEM と植生，地質との関連性解析から，50m グリッド DEM による尾根谷密度は地質との

対応が良いこと（蛇紋岩は尾根谷密度が小，花崗閃緑岩は大），オニグルミの分布が自動地形分類で緩・

凹・粗（尾根谷密度大）の地形で卓越すること，鉄穴流し跡地の分布が１m グリッド DEM での尾根谷

密度が 0.38～0.42 の範囲に該当する事などが

判った． 

 

４．結論 

原生的自然環境と里山環境において，航空レ

ーザ測量を活葉期と落葉期に行い，植生三次元

構造を反映したレーザ植生図と自動地形分類図

を作成することが出来た．両者を組み合わせて

地形と植生との関係を GIS 解析することにより，

羅臼岳では植生が微地形よりは標高に依存して

いることが判った．道後山北麓では，鉄穴流し

跡地が航空レーザデータの解析により抽出可能

なことや，たたら製鉄による地形と植生の改変

が広大なオニグルミ林の成立基盤を形成したよ

うに，生物多様性保全の観点から見てプラスに

働く場合もある事が判った．今後は，地形と植

生の関連性から２地区において景観生態学図を

試作し，その図を使って地域の生物多様性を評

価する予定である．  

 

 

図１ 道後山北麓のレーザ植生図 



米国公文書館所蔵の米軍撮影空中写真による 

東南海地震等終戦前後の災害検証手法開発（第３年次） 

 

実施期間      平成 19 年度～平成 21 年度 

地理地殻活動研究センター           

地理情報解析研究室 神谷 泉  佐藤  浩 

中埜 貴元       

 

１．はじめに 

米国国立公文書館で 近発見された太平洋戦争末期の米軍撮影空中写真の中には，1944年12月７日

に発生した東南海地震の直後の被災地などが撮影された写真が含まれていた．これらの地震は，戦時

下の報道管制のため，詳しい被災記録はほとんど残っておらず，「隠された震災」とも言われている

が，この空中写真を用いることにより，これらの地震による被災状況を明らかにすることができれば，

地震研究，地震防災上極めて有効な情報を提供することができる．このため，本研究では，これらの

空中写真を用いて，地震による被害状況がどの程度判読できるか，写真測量的手法による定量的分析

がどの程度の精度で可能かを明らかにするとともに，GIS等を利用して他の地理情報との重ね合わせ，

空間解析を行うことにより，終戦前後の地震災害を検証する手法を開発することを目的とした．また，

1948年６月28日に発生した福井地震以前の空中写真も発見されており，地震後の空中写真と合わせて

写真測量的手法により，地震による地表変動量の推定も試みた．なお，本研究は，科学研究費補助金・

萌芽研究（研究代表者：鈴木康弘（名古屋大学））の一環として実施した． 

 

２．研究内容 

本年度は主に以下の研究を行った． 

１）Ｈ19年度に購入した1944年12月10日に撮影された渥美半島付近の空中写真を用いて，地震により

発生したと思われる斜面崩壊を判読し，マッピングした． 

２）福井地震前後の米軍撮影空中写真を購入し，写真測量による地表面変動量の計測手法を検討した． 

 

３．得られた成果 

１）1944年東南海地震直後の

12月10日に，現在の愛知県田

原市上空で撮影された米軍偵

察用の白黒空中写真（縮尺

1/16,000）を実体視し，斜面

崩壊を図化した（図-１）．そ

の結果，441箇所の斜面崩壊が

確認された．写真が高高度か

ら望遠レンズで撮られている

ことから，必ずしも画像は鮮

明ではなかったが，浅層崩壊

や落石が主であると判読され

 

図-１ 判読した斜面崩壊の分布（空中写真は立体視が可能） 



た．主要な道路を崩積土が被覆して通行不能になっている場所が数ヶ所判読された以外は，この地震

に伴う斜面崩壊で，著しい被害が生じたことは認められなか

った．なお，写真が白黒で撮られているため，地震前から生

じていた斜面崩壊と厳密に区別して判読することは難しか

った．したがって，図化した斜面崩壊には，地震前から生じ

ていた斜面崩壊（特に，遠州灘に沿った海蝕崖の斜面崩壊）

が，一部紛れている可能性がある．そこで、遠州灘沿岸の海

蝕崖の斜面崩壊（137箇所）を除く304箇所の斜面崩壊につい

て，国土地理院の基盤地図情報10mメッシュDEMから計算した

傾斜角の頻度（DEMの画素数）を調べた（図-２）．頻度が10

を超えるような，比較的崩壊が多い傾斜角は20～32°であっ

た．参考として，判読範囲全体の傾斜角の頻度を図-３に示

す．さらに，範囲全体の斜面方位の割合で正規化した斜面方

位別の斜面崩壊面積率（％）を図-４に示す．既往の地震（例

えば2005年パキスタン北部地震など）と同様，斜面崩壊の方

位に異方性（本地域では南西の偏り）が認められた． 

２）1948年６月28日に発生した福井地震の前後に撮影された

米軍空中写真を用いた，地震による地表変動量の推定手法に

ついて検討した．この地震では，明瞭な地表地震断層は確認

されておらず，活動した断層は特定されていない．そこで，

過去の文献（小笠原，1949等）で推定されている断層の位置

をカバーする領域の地震前後の米軍空中写真を用いて，写真

測量により広域的な地表変動量を推定することで，地震断層

の位置特定に資する情報が得られないか検討した．写真測量

により広域的な地表変動量を得る手法としては，神谷ほか

（2008）の2008年岩手・宮城内陸地震での事例を参考にし，

現在も手法の改良及び計測を継続中である． 

 

４．結論 

今年度の研究により，1944年東南海地震による渥美半島の斜面崩壊の状況を定量的に把握すること

ができた．崩壊斜面の方位に異方性が認められ，この地域の地震による土砂災害に備えるために有用

な情報が得られた．また，写真測量による面的な地表変動量計測手法の確立により，1948年福井地震

の地震断層の位置特定に資する情報が得られる可能性が示された． 

前年度までの研究成果も含めて，本研究では，米軍空中写真により終戦前後の地震被害状況を定量

的に把握できることが示された．本研究は今年度で終了したが，今後も継続して計測や解析を行うこ

とで，さらなる成果が得られると考えている． 

 

参考文献 

神谷泉・小荒井衛・関口辰夫・岩橋純子・中埜貴元（2008）：2008年岩手・宮城内陸地震における荒砥

沢ダム北方の水平変位．写真測量とリモートセンシング，47，6，38-43． 
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図-２ 斜面崩壊（304 箇所）の傾斜

角頻度分布 
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図-３ 判読範囲全体の斜面傾斜角
の頻度分布 
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図-４ 斜面崩壊（304 箇所）の方位
別崩壊面積率（％） 



小笠原勝義（1949）：福井地震の被害と地変 ― 特に地震と断層運動について．地理調査所時報特報2，13． 



合成開口レーダーによる地すべりの監視に関する研究（第２年次） 

 

 

実施期間          平成 20 年度～平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 佐藤   浩  岩橋 純子 

                         中埜 貴元 小荒井 衛 

 

１．はじめに 

本研究は，SAR 干渉画像解析技術と空中写真判読技術，航空レーザ測量データの処理技術を組み合

わせることによって，地すべりなどの地表変動を監視するとともに，その地形的特徴を把握する技術

を開発すること，SAR 干渉画像から地すべりを判読するための参考となる判読カードを作成すること，

地すべりのモニタリング手法を提示すること，そして，地すべりの機構解明に関する検討等を行うこ

とを目的とする． 

 

２．実施内容 

山形県月山周辺，鶴岡市七五三掛地区では，平成 21 年２月になって地すべりの滑動が顕在化し，そ

れ以後，農地や家屋に被害が及んだ．本研究では，月山周辺の ALOS/PALSAR データを解析して時系列

の SAR 干渉画像を得るとともに，その画像から地すべりの挙動を検討した．また，南行軌道と北行軌

道の SAR 干渉画像を組み合わせて，地すべり性地表変動の 2.5 次元解析を行った．さらに，地表変動

の検討に資するため，同地区の写真測量による 1/5,000 地形図と航空レーザ測量から生成した等高線

図を読図して，既存の地すべり地形の分布を明らかにするとともに，平成 20 年度に試作した「地すべ

りに関わる SAR 干渉画像判読カード」（以下，「判読カード」という）の様式に従って，同地区を対象

に判読カードを作成した． 

石川県七尾市西谷内地区では，SAR 干渉画像から平成 19 年の能登半島地震で馬蹄形の地すべり性地

表変動が見出された斜面を対象に，地すべり機構の解明のため，現地でボーリング（深度 20ｍ）と電

気探査（電極間隔５ｍ；20 本の電極を使用）を行うとともに，流域の表流水の電気伝導度と pH を計

測した． 

秋田県東成瀬村谷地地区では，平成 22 年度の研究の準備のため現地を訪れて地すべり地形を把握す

るとともに，現地で地すべりの挙動の GPS 観測をしている秋田県からデータを入手した． 

 

３．得られた成果 

七五三掛地区では，平成 21 年２月以前の時系列 SAR 干渉画像によれば，平成 21 年２月以降に被害

を及ぼした活動的な地すべりブロック（以後，被害ブロックという）の東隣で，地すべり性の地表変

動が前兆的に生じていた（以後，前兆ブロックという）ことが判った．平成 21 年２月以降の時系列

SAR 干渉画像によれば，３～５月（図―１a）で被害ブロックの干渉性が低く，５～８月（図―１b）

で被害ブロックの干渉性が周囲と比較して小さいことから，地すべりによって地表面の状態が著しく

変化したことを裏付けていると思われる．また，前兆ブロックでは依然，衛星視線方向に５cm 弱と小

さいながらも西向きあるいは下向き成分を有して変動が続いていることが判った．これらは，新庄河

川事務所の現地の GPS 観測結果と調和的だった．６～７月（図―１c）では前兆ブロックに変動は認め



られず，５～８月（図―１b）を考えると，前兆ブロックの変動は５～６月のうちに生じていたと思わ

れる．被害ブロックの末端で衛星視線方向に西向きあるいは下向き成分を有して８cm 程度の変動が続

いているものの，その範囲は極めて限定的であり，同地区で行われた地すべり防止対策の効果を裏付

けている．これらの SAR 干渉画像については，同対策の基礎資料として，直ちに新庄河川事務所，山

形県等に提供した．2.5 次元解析では，地すべり頭部で下向き，末端部で上向きの変動が示されたが，

SAR 干渉画像の位相アンラップエラーにより，上向き変動の範囲が過剰に抽出された可能性がある． 

西谷内地区では，ボーリングコアから地すべり性の擦痕がある明瞭なすべり面を見出せなかった．

電気探査からは，測線に沿って図―２に示す比抵抗断面を得た．高抵抗部（200Ωｍ前後）が表層に，

低抵抗部（15Ωｍ前後）が深層に分布していることが判ったが，この断面から，地すべりのすべり面

に相当するような境界層を見出すことはできなかった．電気伝導度と pH の計測結果からは，変動域の

内部が，外部と比較して計測値が若干高めとなったことから，変動域で地質が乱されていることが示

唆された． 

 谷地地区では，GPS 観測結果によれば，平成 19 年岩手・宮城内陸地震の前までは融雪期に地すべり

の滑動が見られたが，その後は滑動が鈍化していることが判り，そのことは SAR 干渉画像からも把握

された． 

 

４．結論 

 時系列あるい

は異なる軌道か

らの SAR 干渉画

像を組み合わせ

た地すべりのモ

ニタリング手法

を提示した． 

今後は，特に

谷地地区を中心

に，SAR 干渉画

像を使って地す

 
図－１ 七五三掛地区の平成 21 年２月以降の時系列 SAR 干渉画像 

a. 20Mar2009-5May2009, b. 5May2009-5Aug2009, c. 14Jun2009-30Jul2009 

 

 

図－２ 西谷内地区における電気探査の測線の分布と結果（一部） 



べりのモニタリングを行う． 
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PALSAR データと谷地地区の GPS データの入手は，それぞれ JAXA と秋田県のご好意による．また，SAR
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低ヒマラヤ帯地震空白域における直下型地震を考慮した 

斜面災害危険度予測地図の開発（第２年次） 

 

 

実施期間         平成 20 年度～平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 佐藤 浩 

 

１．はじめに 

本研究では，低ヒマラヤのネパール西部の山地斜面（200-2500m）を対象に，判読した衛星画像と数

値地形モデル（Digital Elevation Model：DEM）を用い，現地調査や文献調査で収集される地形・地

質条件と活断層の位置を説明変数として直下型地震に伴う山地斜面の地盤災害危険度評価を行う．本

研究は，科学研究費補助金の基盤研究 C（研究代表者：山形大学八木教授）の枠組の中で行っている． 

 

２．実施内容 

本年度は，（１）平成 21 年６月 29 日に経済産業省と米国航空宇宙局が公開した，TERRA/ASTER の立

体視画像から作成した 30m 解像度の全球デジタル標高モデル(GDEM)と従来の 90m 解像度の全球 SRTM3

（Shuttle Radar Topography Mission 3）-DEM を比較した．（２）平成 20 年度に Cartosat-1 の立体

視画像(白黒，2.5m 解像度)の判読から図化した斜面崩壊分布について，GDEM を使って Iwahashi and 

Pike（2007）の手法による３つの地形条件（傾斜，尾根谷密度（表層テクスチャ），凸度（１に近いほ

ど凸地形，０に近いほど凹地形））の頻度を集計した．また，傾斜と断層からの距離の２変数について，

崩壊面積率を調べた．（３）平成 21 年 12 月に，ネパール西部の地形・地質を現地調査した． 

 

３．得られた成果 

（１）GDEM と SRTM3-DEM の比較 

図―１a，b は，それぞれ対象地区の一部を示した SRTM3-DEM と GDEM の陰影図である．図―１a より

も b のほうが，斜面に刻まれたより細かい谷が表現されており，地形表現もより優れていると考えら

れる． 

（２）３つの地形条件の頻度と２変数（傾斜・断層からの距離）の崩壊面積率 

図―１c に示した斜面崩壊のうち，傾斜角５°以上の斜面に分布する 232 個の崩壊グリッドについ

て５°間隔で頻度を集計した．図―１d の傾斜角の崩壊グリッド比（各クラスの一般斜面グリッド数

で正規化した崩壊面積率）は，傾斜角５-60°では傾斜が急であるほど崩壊が起こりやすいことが判っ

た．図―１e で，崩壊グリッドは尾根谷密度が小さい斜面に分布する傾向がある．図―１f に示す凸度

の崩壊グリッドは凹地形に分布する傾向があるが，凸度 0.60-0.65 のクラスの崩壊グリッド比が特異

的に高い． 

ネパール西部では２つの活断層（Himalayan Frontal Fault（HFF），Main Boundary Fault（MBF））

が近接して分布する．熊原・中田（2005）の図化した HFF，MBF について，それらの両方から距離（m）

を計測し，その常用対数が２，2.5，３，3.25，3.5，3.75，４，4.5，4.8 となるような距離帯（０～

100m，100～316m，…）に分級した（図―２）．HFF については，逆断層運動を考慮して，上盤・下盤

に分けて距離を計測した．従って，距離の正負は上盤・下盤を意味する．また，GDEM の解像度 30m を



考えて，崩壊面積 900m2 以上の 64 ヶ所の崩壊を抽出した．そして，崩壊内部の 154 グリッドを集計対

象とした．その結果，距離帯０～100m のとき，傾斜 14～16°，20～24°，26～28°で崩壊面積率は約

0.2%，崩壊面積率の 大は，距離帯 316～1,000m で傾斜 50～52°のとき 1.7%だった．断層からの距離

が近ければ，遠くよりも緩傾斜で崩壊が生じているようである． 

 

図―１  (a)・(b) SRTM-DEM と GDEM から作成した陰影図，(c) Cartosat-1 画像と判読した斜面崩壊

（赤点）．白枠部分が「(a)」「(b)」の範囲．(d)・（e）・（f）傾斜，尾根谷密度・凸部の崩壊グリッド

比． 

 

 

図―２ (a)対象地区（橙色の枠）と活断層からの距離．(b)傾斜と断層からの距離に応じた崩壊面積 

           率． 

 

（３）現地調査の結果 

MBF の北側（先カンブリア系）の地質は南側より古いが，北側のほうが地質の脆いことが判った．

また，受け盤の急斜面に崩壊地が多数，見られた． 

 

 



４．結論 

 DEM の入手が困難な発展途上国でも，斜面崩壊の地形的特徴を定量的に検討できるようになった．

終年度は，地形・地質条件と活断層からの距離を変数とした斜面崩壊危険性の大小を図化する予定

である． 

 

参考文献 

熊原康博・中田 高, 2005, 地誌研年報, 14, 113-127． 

Iwahashi J, Pike, RJ, 2007, Geomorphology 86: 409-440． 



災害時初期対応時における既存地理情報を活用した被害想定の研究（第２年次） 
 

 

実施期間      平成 20 年度～平成 21 年度 

                       地理地殻活動研究センター 

                       地理情報解析研究室 小荒井 衛  神谷 泉  

佐藤 浩    岩橋 純子

中埜 貴元 

 

１．はじめに 

地理空間情報を活用して地域の災害脆弱性を評価する手法は，実際の緊急災害時にも衛星画像等

と組み合わせることにより，有効に活用することが期待出来る．地形分類データや DEM などの情報

が完備されていて予めその地域の災害脆弱性が把握されていれば，災害直後に入手できる震度情報，

震源情報などにより，その地域で想定される被害等を準リアルタイムで予測することができる．本

研究では，既存の地理空間情報，特に地形分類等の地形発達史を考慮した情報を活用して，地域の災

害脆弱性を実際の災害事象と関連づけて判断が可能かを，フィジビリティスタディ的に検討を試みた． 

 

２．研究内容 

第１年次は，平成 22 年度からの予算要求に向けて，必要なシステムの検討を行った．検討の結果，

新規的な研究開発課題として，「被害推定データベース」の構築，「自動判定系システム」の開発，「資

料自動生成・出力システム」の開発，「メール・討議系システム」の開発という課題があることが明ら

かになった．第２年次は，具体的に発災後１時間程度で発信可能な情報のイメージを検討すると共に，

８月 11 日に発生した駿河湾を震源とする地震の際には，国土地理院災害対策本部に向けに傾斜分級図

を作成し，提供した． 

 

３．得られた成果 

小荒井・天野（2009）では，地形分類を災害脆弱性へ読み替える表を提案した．しかし，そこで提

案している地形分類は，山地や台地では大まかではあるが，低地では地形発達を考慮した土地条件図

よりも細かな分類を提案している．  

一方，災害初期に一義的に入手できる情報は震源と各地の震度情報くらいである．また，全国レベ

ルで均質に使える地形に関する地理空間情報としては，50mDEM，国土数値情報レベルの地形分類，

地すべり分布図，1/20 万レベルのシームレス地質図などが考えられる．そのため，細かな地形分類の

検討を始める前に，山地・丘陵地，台地，低地のレベルで全国を大規模な地形単元に分け，その地形

単元毎に一義的な評価を行うことを考える．この場合，山地では地震に伴う斜面崩壊や地すべりが大

きな災害対象として考えられるので，傾斜や地質を元にその地形単元で想定される災害状況と程度を

整理するのが望ましい．低地については，地盤災害が大きな災害対象として考えられるので，前章で

述べた細かな地形分類情報が存在すればそれも考慮しながら，浅層の地質構造も反映出来るように地

形発達を踏まえて地形単元の地理的特性を類型化し，類型に応じて想定される災害状況と程度を整理

するのが望ましい．まずは，特定の範囲内で試作的な地形単元と想定被害との関連性を示すデータベ

ースの構築を検討する必要があると考える．  



具体的な発信イメージとして，震度情報が発信される市町村レベルで大まかな地形単元毎に被害を

想定して，帳票的に情報提供するイメージを図――１に示す．一方，震度情報を等震度曲線に内挿し

て，傾斜，地質，土地条件等の他の GIS データと重ね合わせて，GIS 上で想定される被害可能性を表

示したイメージを図－２に示す． 

 駿河湾を震源とする地震において，崖崩れとうの被害が予想されたため，傾斜の分級図を作成した

（図－３）．公開されている傾斜量図をモザイクし，傾斜 30 度以上の領域を着色した．本図は，国土

地理院災害対策本部に提出された． 

 

４．結論 

検討の結果，新規的な研究開発課題として，「被害推定データベース」の構築，「自動判定系システ

ム」の開発，「資料自動生成・出力システム」の開発，「メール・討議系システム」の開発という課題

があることが明らかになった．今後は，被害推定データベースの地形単元をどのように設定すべきか

などの検討を行う必要がある． 

 

出力のイメージ（市町村レベルでの情報発信）

液状化の可能性大

がけ崩れの可能性あり
大規模ながけ崩れの可能性あり 河道閉塞の可能性あり

液状化の可能性あり

地すべりの可能性あり

※イメージでは、背景図として行政界のみの図を使用しているが、
実際には、集落や河川等の位置が特定できる地図等を活用す
る予定

×M6.8
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川沿いの低地で液状化の可能性あり

土浦市、石岡市（6弱） 山麓でがけ崩れの可能性あり
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霞ヶ浦周辺で地盤液状化の可能性大
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霞ヶ浦周辺で地盤液状化の可能性あり

桜川市（5強） 山麓でがけ崩れの可能性あり
下妻市、常総市（5強） 川沿いの低地で液状化の可能性あり
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   図－１ 市町村レベルでの情報発信    図―２ GIS での重ね合わせによる情報発信 

参考文献 

小荒井衛・天野一男（2009）：地形分類データを

活用した災害脆弱性評価の提案．日本地理学会

2009 年春季学術大会発表要旨集，138． 

 

図－３ 駿河湾を震源とする地震の際 

に作成した傾斜分級図 



SELENE のレーザー高度計を用いた月の地図作成の研究（第３年次） 

 

 

実施期間      平成 19 年度～平成 21 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 神谷  泉 

 

１．はじめに 

「かぐや（SELENE）」は，宇宙航空研究開発機構（JAXA）が打ち上げ，2007 年から 2009 年の間，月

を周回していた衛星である．「かぐや」には，国立天文台と JAXA が開発し，国立天文台が運用してい

たレーザー高度計（LALT: Laser ALTimeter）が搭載されていた．レーザー高度計は，レーザー光を発

射し，光が月の表面で反射されて返ってくるまでの時間を計測することにより，軌道直下の月の表面

の高さを計測する．「かぐや」は，ほぼ純粋な極軌道を採用しており，両極を含む月全球の高さを観測

することができた．国立天文台からの地形図作成の依頼を受け，国土地理院の担当者がレーザー高度

計のセンサーチームに加わり，月の地形図等を作成した． 

 

２．研究内容 

平成 19 年度は，平成 20 年１月７日～１月 20 日の２週間分のデータをもとに，記者発表及び Web

ページで公開する月の地形図を作成した．試作と，研究連絡会議月地形表現分科会等での検討を繰り

返しながら，美しくかつ科学的に妥当な地図表現を目指して，地形図の仕様を検討した．その結果，

黒の背景に，月の表と裏の平射図法の図２枚を配置した地図とした． 

平成 20 年度は，より長期間かつ詳細な８か月分の観測データをもとに，A0 判の印刷図を作成した．

印刷図のデザインは，基本的には 19 年に作成した地図を踏襲するとともに，地形による陰影を併用し，

図紙の大きさに応じた表現を行った．また，異なる図法の地図，英語版の地図等を作成したほか，余

色立体図，月球儀作成用の STL 形式の立体データを作成した． 

平成 21 年度は，月の地形図が，題材と地図表現方法に関して，今まで国土地理院が扱ったことのな

いタイプの地図であったため，20 年度に作成した印刷図を使用して，このような地図への一般的な興

味，関心と，地図表現方法等についての意見を把握するため，アンケートによる調査を行った．アン

ケートの対象は，中部地方測量部を通じて協力が得られた岐阜県，静岡県，静岡市，浜松市，愛知県，

三重県の各教育委員会が管轄する中学校（すなわち，名古屋市を除く東海４県の中学校）の先生とし

た．対象を学校の先生としたのは，子供と大人の意見を同時に把握するとともに，この種の地図の主

要な利用目的の一つと考えられる教育分野からの意見を把握することができると考えたためである．

また，中学校としたのは，必須科目として地球と宇宙に関する授業があるためである．依頼文と月の

地形図を含むアンケートの教育委員会への配布は 10 月 30 日，回答期限は当初 11 月末日としたが，直

前に配られたとの連絡があり，12 月 14 日まで延長した．回収方法は，FAX または Web ページでの入力

であった． 

 

３．得られた成果 

アンケートの配布数は 946 件，回収は 257 件，回収率は 27%であった．結果の一部を表－１～６に

示す．ここで，先生とは，アンケートを回答してくださった先生のことである． 



 

表－１ 月の地形図の掲示の有無，掲示場所 

理科室 176 

廊下 62 

その他 6 

掲示しなかった 11 

無回答 2 

 

表－２ 生徒の月への関心の変化 

大いに増加 38 

少し増加 109 

ほとんど変化なし 16 

減少 0 

わからない 85 

無回答 9 

 

表－３ 生徒の月と地図に関する理解の変化 

  月 地図 

大いに向上 21 6 

少し向上 94 34 

ほとんど変化なし 28 69 

わからない 104 135 

無回答 10 13 

 

表－４ 地図投影法に関する先生の意見* 

平射図法 2 枚（印刷図で採用） 213 

メルカトル図法 9 

ハンメル図法 26 

正距円筒図法 2 

平射図法 2 枚かハンメル図法 1 

無回答 6 

* 先生が良いと判断した地図投影法等 

 

表－５ 配色に関する先生の意見* 

淡い配色（印刷図で採用） 224 

濃い配色 27 

無回答 6 

 

表－６ 背景を黒としたことについての先生の意見 

良かった 254 

悪かった 0 

わからない，どちらでもいい 2 

無回答 1 

 

表－１を見ると，回答のあった学校のほとんど

で，月の地形図が掲示されていたことがわかる．

表－２，３を見ると，月の地形図を掲示すること

等により，月に対する生徒の関心が向上し，生徒

の月に対する理解は向上したが，地図に関する理

解はそれほど向上しなかったことがわかる．月の

地形図に対するこれまでの反応と併せ，月の地形

図に対する一般的な興味，関心は高いと考えられ

る． 

表－４～６を見ると，月の地形図で採用した地

図投影法と地図表現は，先生に受け入れられたと

判断される．また，これまでに地図投影法，地図

表現に関して否定的な意見は少なく，一般的に受

け入れられた判断される． 

 

４．結論 

月の地形図に対する一般的な興味，関心は高い．

今回採用した地図投影法と地図表現は，一般に受

け入れられた． 

 

謝辞 

アンケートに協力いただいた中学校の先生，岐

阜県，静岡県，静岡市，浜松市，愛知県，三重県

の各教育委員会，教育委員会との仲介を行ってい

ただいた中部地方測量部の飯田繁次長に謝意を表

します． 



防災に資する地球地図データの利活用に関する研究 
 

 

実施期間            平成 21 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室   佐藤  浩 

 

１．はじめに 

1998 年に建設省（当時）が主唱した地球地図プロジェクトは，国家地図作成機関が参加して各国の

土地被覆や道路網など８つの地理情報を整備するものであり，地球環境問題に適切に対処するための

意思決定に資することが意図されている．従って，地球地図データを防災の目的に利活用した事例は

あまりない．本研究では，近年，大規模な地震の発生が懸念されている地震空白域を含むヒマラヤ山

脈（カトマンズ－イスラマバード間）を対象に，2008 年に公表された地球地図データ第一版に含まれ

ている１km 解像度の樹木被覆率

データ（Tateishi et al., 2010）

と縮尺 1/500 万で整備された活断

層データ（Trifonov, 2004）を重

ね合わせて，両者の関係を調べた． 

ヒマラヤ山脈南縁を中心とする

対象地区は，モンスーンの影響で

樹木被覆率が周囲より比較的高く，

また，対象地区には活断層のヒマ

ラヤ前縁断層（Himalayan Front 

Fault: HFF），主境界断層（Main 

Boundary Fault: MBF），主中央断

層（Main Central Fault: MCF）が

通過している．これまでの地震で

活断層に沿った斜面に崩壊や地す

べりが発生した履歴がある可能性

が高く，そうした斜面ではその後

の降雨で崩壊・地すべりが繰り返

し生じ，あるいは拡大し続けてい

るかもしれない．すなわち，活断

層に沿った樹木緑被率が，過去の

断層運動の痕跡を反映している可

能性がある．そこで，両者のデー

タを重ね合わせた． 

 

２．実施内容 

地球地図国際運営委員会のホー

 

図―１ 樹木被覆率データと重ね合わせ対象とした活断層 

（a～d は，図―２の a～d と一致する） 

 

表―１ a～d の活断層諸元 

 名称 活動の履歴 平均標高＊ 

(a) HFF (Sarpadhuli-Dhikala 

Thrust) 

歴史時代～

（現在） 

532.1 m 

(b) MBF 後期更新世

～完新世 

1,268.3 m 

(c) MBF (Surkbet-Ghorahi 

fault) 

歴史時代～

（現在） 

1413.2 m 

(d) MCF 後期更新世

～完新世 

3773.1 m 

（* 断層からの距離 4,000m までの範囲の平均標高を算出） 



ムペーから樹木被覆率（0-100%，値が高いほど土地が樹木に被覆される）をダウンロードした．Trifonov

博士の後継の研究者から直接入手した活断層データには，活動の年代，運動のセンス，隆起側の方位

などが記載されている． 

対象地区で，図―１のように両者のデータを重ね合わせた．活断層の位置精度（描画誤差が図上

0.7mm と仮定すると実距離で 3.5km）を考えて図―１の a～d の４つの活断層（表－１）について，活

断層から0～4,000mの距離帯と，対照として4,000～8,000mの距離帯の樹木被覆率毎の面積を調べた．

ある断層に着目したとき，両者の距離帯が分布する標高には著しい差異が無いので，両者の樹木被覆

率の違いが標高に左右されることはない． 

 

３．得られた成果 

距離帯 4,000～8,000m よりも 0～4,000m のほうが樹木被覆率は低いと予想したが，実際には，図－

２を見ると，断層 a の場合，樹木被覆率が 70～90%の区間で，0～4,000m よりも 4,000～8,000m のほう

が樹木被覆率は低かった．断層 b～d では，両者の距離帯で樹木被覆率のグラフに違いはあまりなかっ

た． 

 また，距離帯が同じなら，表―１に示す断層運動の履歴が樹木被覆率をどのように左右しているか

着目したが，図

―２を見る限り

では，断層 a・c

が断層 b・d と比

較して，樹木被

覆率が低いとい

うような傾向は

認められない．

樹木被覆率は，

断層運動の履歴

よりも，その断

層が位置する標

高に応じた気候

の寒暖の差に左

右されていると

考えられる． 

 

４．結論 

 樹木被覆率だ

けからは，断層

運動に応じた断層沿いの樹木被覆率の特徴を明らかにすることはできなかった． 

 

謝辞 
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図―２ 図―１で選んだ４つの活断層における距離帯 

（0～4,000m と 4,000～8,000m）に応じた樹木被覆率毎の面積 



参考文献 
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屋内測位の実用化に向けた研究（第２年次） 
 

 

実施期間      平成 21 年度～平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 神谷 泉  小荒井 衛 

 

１．はじめに 

測位，すなわち自分の位置を知ることは，地理空間情報等が表現している情報の世界と現実世界を

つなぐ手段として重要である．また，緊急救急活動の支援，子供の見守り等の国民の安全を確保する

上でも，測位は重要な技術である． 

現在では，測位のために，GPS（Global Positioning System）をはじめとする GNSS（Global Navigation 

Satellite System）が広範かつ無料で利用でき，これらが利用できる場所，すなわちほとんどの屋外

空間においては，だれでも容易に測位を行うことができる．一方，屋内空間においては，壁面等で反

射した微細な GPS 電波を検出可能な高感度 GPS 受信機を使用すれば，精度の低下と引き換えに GPS に

よる測位が可能な場合があるが，一般的には屋内で広範に利用可能な測位サービスは存在しない．こ

のような状況の下，多種多様な測位方式が提案され，開発されており，国土地理院では，電波の到達

時間差を利用した無線 LAN 測位，あるいは電子タグを利用した測位について研究を進めてきた． 

ところで，無線 LAN を使用する方式にせよ，電子タグを使用する方式にせよ，相当な設備投資が必

要と考えられるが，これまで，誰が何の目的でその経費を負担し，設備を設置するのかとの観点から

の議論は，あまり進んでいない．また，多くのユーザーが実際に利用するためには，携帯電話で測位

機能が実現されることが望ましい．よって，携帯電話の動向も加味する必要がある．本研究では，こ

のような状況の下，これまでに提案された屋内測位の手法等を用いて，屋内測位が事業化されるため 

のシナリオと，国土地理院が果たすべき役割を検討する． 

 

２．研究内容 

本年度は，以下の調査，検討を行った． 

（１）屋内測位に関する技術動向の調査 

（２）屋内測位の設備の整備方策について検討 

（３）地下街等での無線 LAN のアクセスポイントの概略の位置の収集手法の検討 

 

３．得られた成果 

得られた成果は，以下のとおりである． 

（１）屋内測位に関する技術動向の調査 

屋内測位に利用できる測位技術を調査し，測位原理に基づき分類した．その結果を，神谷（2010）

にまとめた．現状においても，屋内測位に支配的な技術，あるいは近い将来きわめて有望であると断

定できる技術を特定することは，困難である．携帯電話等のユーザー端末へのインターフェイスの搭

載状況からは IMES（Indoor Messaging System）が，屋内や地下街での既存設備の活用の観点からは

ID 方式（電子タグ等の ID をキーとして，サーバーにアクセスして位置を得る方式）による無線 LAN

測位（以下同様）が，設置機器の価格の面からは電子タグが有望である．また，携帯電話には，タグ

としてのフェリカの搭載が進んでおり，タグとリーダーの関係を逆転し，ユーザーがリーダーにタッ



チする方法をとれば，フェリカも有望である． 

（２）屋内測位の設備の整備方策について検討 

財団法人衛星測位利用推進センターが開催した「防災分野におけるシームレス測位技術の利活用に

関する研究会」，同分科会に出席する等の方法で，屋内測位の設備の整備の方策について検討した． 

消防庁関係者から，緊急活動の支援のための位置把握，携帯電話からの緊急通報の際の発信者位置

の特定は，人命救助に重要であるが，公費で測位環境を整備することは困難であるとの認識が示され

た．このため，研究会では施設管理者が測位設備を設置し，自身の施設管理の負担減，的確な情報提

供による店舗での消費拡大，統計処理された移動履歴の販売等の方法で投資を回収するというモデル

が立てられた．筆者らも，概ねこのモデルは適切であると考えが，研究会では「ID 方式は恒久的な運

営団体が必要であるため不利である」という指摘があった．しかし，位置情報を統計的に処理した結

果を提供するためには，信頼がおける恒久的な組織が必要であり，必ずしも不利ではないと考える．

また，情報提供機会の増加による経済効果の見積もり結果（全国で年間 0.6～1.4 億円）については，

過大であると考える． 

（３）地下街等での無線 LAN のアクセスポイントの概略の位置を収集手法の検討 

端末の普及の観点から，無線 LAN のアクセスポイント情報を使用した測位が考えられる．現状では，

主に GPS を使用して屋外の無線 LAN のアクセスポイントの位置を収集しているが，地下街等の屋内空

間では利用できない． 

ジャイロと加速度計を用いた慣性測量は，屋内で適用可能な測量方法であり，慣性測量装置と無線

LAN 装置を組み合わせれば，それらの機器を持った作業者が地下街等を移動することにより，自動的

に無線 LAN のアクセスポイントを取得することができると考えられる．近年 MEMS（半導体プロセスに

より作成された，微細な機械電機部品）の進歩等によりジャイロと加速度計が低価格化したことと，

無線 LAN の到達範囲が広いので無線 LAN のアクセスポイントの位置を高精度で求める必要性がないた

め，実現性がある技術であると考えられる． 

ジャイロと加速度計のドリフトに対処するには，作業者が頻繁に停止し，慣性測量装置を静置する

必要がある．静置時には，測地系に対して速度および角速度が０となるほか，傾斜計あるいは気泡管

を使用して，ロール角およびピッチ角が観測可能であると考えられる．また，慣性測量装置を台車に

載せて，４輪の回転が慣性測量結果と矛盾なく説明できれば，車速の計測結果を利用する等のハイブ

リッド化も考えられる．慣性測量を屋外－屋内－屋外の経路で実施し，屋外における GPS および地磁

気センサーの計測結果と平均計算して，測位を行うことになる． 

 

４．結論 

屋内測位に利用可能な技術としては，IMES，無線 LAN，電子タグが有望であるが，現状では一つの

技術を選択できない．測位環境の整備に当たっては，施設管理者が経費を負担するモデルが有望であ

る．慣性測量装置を用いて，屋内の測位に必要な無線 LAN のアクセスポイントの情報を効率的に収集

できる可能性がある． 

 

参考文献 

神谷泉（2010）：シームレス測位技術の動向, 写真測量とリモートセンシング, 49(1), 41-44. 

 

 



写真測量による地表変位の計測による災害調査（第１年次） 
 

 

実施期間       平成 21 年度～平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室  神谷  泉  小荒井 衛 

佐藤  浩  岩橋 純子 

中埜 貴元 

 

１．はじめに 

写真測量は，地震等の災害にともなう地表変位の計測に利用可能である．写真測量は，電子基準点

を含む基準点測量，あるいは干渉 SAR と比較し，計測精度は低い．しかし，基準点測量より地表変位

を高密度に計測することができるため，良好な SAR 干渉画像が得られない場合は，基準点測量を補う

可能性がある．また，空中写真が撮影されていれば，過去の災害についても計測することができる．

このように，限定的であるが，空中写真測量は，災害に伴う地表変位の計測に利用できる可能性があ

る． 

 

２．研究内容 

前年度，別の研究項目において，岩手・宮城内陸地震における地表変位の計測を外注作業で行った

（範囲は，図－１等参照）．しかしながら，荒砥沢ダム下流で約２m 程度の沈降という結果が得られ，

地殻変動の専門家から疑問が呈された．本年度は，その原因について探求するとともに，再計測，追

加計測を行った． 

まず，荒砥沢ダム下流での変位計測について，直営作業で再計測を行った．その結果，上に示した

沈降は認められなかった．より精度の高い地震前後の航空レーザ測量で得られた上下方向の地表変位

は，直営作業での再計測結果と整合した．写真測量と同程度の精度と考えられる SAR ピクセルマッチ

ングの視線方向の変位は，２m の沈降と解釈することが困

難である．以上のことから，前年度に得られた「荒砥沢ダ

ム下流で２m 程度の沈降」は，誤りであったと判断した．

この誤りは，カメラディストーションパラメーターに原因

があったことがわかり，再計測を行った． 

次に，計測結果のクリーニングを行った．一つの計測点

の地表変位は，近接した場所に５～10 点の対応点を設定し，

それらの対応点の変位の平均としている．上記の再計測結

果について，まず，統計的手法を用いて外れ値と考えられ

る対応点を除去した．次に，全ての対応点を図化機上で再

確認し，地震にともなう地表変位以外の地表変位が含まれ

ている可能性のある対応点を排除した．この操作により，

計測点を構成する全対応点が排除された場合，あるいは対

応点数が不足した場合は，必要に応じ代替の計測点を設け

るか，当該計測点の対応点を追加し，それらの計測を行っ
図－１ 位置図 



た． 

さらに，計測結果の解釈を行いながら，解釈上必要な点について，追加計測を行った． 

 

 

 

３．得られた成果 

以上の計測の結果得られた計測点の平面位置の変位を図－２に，高さの変位を図－３に示す．なお，

平面位置のみが有効な計測点，高さのみが有効な計測点が存在するため，両図の計測点は，必ずしも

１対１に対応しない．この計測結果では，荒砥沢ダム下流（図－３の薄紫の円内）の高さの変位はほ

ぼ０である．また，この結果は，SAR ピクセルマッチングの結果，航空レーザ測量の結果と比較した

場合，大きな矛盾はない． 

 

４．結論 

岩手・宮城内陸地震において，良好な干渉 SAR 画像が得られない領域で，写真測量を用いて平面位

置と高さの変位を計測した．このような場合においては，写真測量は有効な計測手法の一つである．

SAR ピクセルマッチングの結果が得られたとしても，異なる計測方法による計測結果の比較は，有用

である． 

図－２ 平面位置の変位 図－３ 高さの変位 



主題図を中心とした防災地理情報の有効利用に関する研究（第１年次） 

 

実施期間      平成 21 年度～平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター           

地理情報解析研究室 中埜 貴元 

 

１．はじめに 

 国土地理院では，様々な主題図を整備・提供している．近年，防災・減災に対する社会の意識が高

まる中，特に防災地理情報として有用な主題図（例えば土地条件図，火山土地条件図，治水地形分類

図，都市圏活断層図等）の利活用が期待される．防災地理情報を含む主題図の利活用場面としては，

地方自治体による防災計画や都市計画，ハザードマップ作成時の基礎情報などが考えられる．特に，

主題図の作成者側としてはハザードマップ作成時の基礎資料となることを期待しているが，現状では

その作成時において主題図が利用されることは少ない．その理由としては，主題図を作成する側の意

図と，想定されるユーザー（国土地理院の主題図の場合は主に地方自治体）が必要とし，期待してい

る情報との間に相違があるためと考えられる． 

本研究では，この相違を埋めるため，どのような防災地理情報を含む主題図を作成すべきか，また，

どのような利活用方法があるかついて，主に土地条件図と各種ハザードマップを対象に検討した． 

 

２．研究内容 

 本研究では，国土地理院が整備している主題図のうち，防災地理情報として汎用性の高い土地条件

図を対象とした．国土交通省のハザードマップポータルサイトで紹介されている，地方自治体が公開

しているハザードマップや災害関連マップのうち，土地条件図が基礎情報として役立つと考えられる

洪水，内水，津波，高潮，宅地ハザードマップと地震防災マップについて，いくつかの地方自治体の

ハザードマップをサンプル抽出し，土地条件図の分類項目と各種ハザードマップの分類項目とを比較

するとともに，各種ハザードマップの作成手法を想定することで，土地条件図の問題点とその解決方

法について検討した． 
 

３．得られた成果 

３．１ 土地条件図の問題点の指摘 

 各種ハザードマップとの比較により，土地条件図の問題点を検討した結果，現在の土地条件図は各

種ハザードマップの基礎情報としてはいくつかの点で不足が見られることが指摘できた．また，全国

的にみて整備地域が限られていることや，整備されている地域においても全域がカバーされていない

自治体にとっては利用が困難であることが，認知度の低さと利活用が進まない要因となっていると考

えられる．以下，ハザードマップごとの問題点の詳細を記す． 

 ○洪水時や津波，高潮発生時の浸水域を示した洪水，内水，津波，高潮ハザードマップに対して，

地形学的に浸水の危険度が高い「低地の一般面」（旧河道，後背低地，谷底平野，氾濫平野）等や１ｍ

間隔地盤高線を表示している土地条件図は，定性的な判断材料としては有用であるが，詳細な標高デ

ータや管渠，水路，水理構造物等の位置情報が必要となる浸水シミュレーションには不十分である．

また，国土交通省による「洪水ハザードマップ作成の手引き」等，自治体が拠り所にしている手引き

には，土地条件図の活用事例や活用方法はほとんど明記されていない． 

 ○地震防災マップの主な表示項目である震度等の揺れやすさや液状化のしやすさ等は，地形分類と



の関連が強いことから，国土地理院の技術資料「自治体担当者のための防災地理情報利活用マニュア

ル（案）」の中でも，土地条件との関係性が示されている．また，内閣府による「地震防災マップ作成

技術資料」や旧国土庁による「液状化ゾーニングマニュアル」にも，土地条件図が有効な資料として

明記されているが，これらの情報はホームページ等により統合的に公開されておらず，十分な利活用

にはつながっていない．また，より高度でリアリティのある地震防災マップを作成するためには，地

形発達史まで考慮した地形分類を行う必要があると考える（例えば，小荒井・天野，2009）． 

 ○宅地ハザードマップ作成において重要な情報は盛土地の範囲と規模である．土地条件図には盛土

地が表示されているが，写真判読により抽出できた主要なものだけが表示されているのが現状であり，

宅地ハザードマップへの応用は困難である． 

３．２ 問題点解決のための考察 

 上述の問題点の解決につながる対応策として，以下のように考察した． 

○分類項目の再検討：各種災害に対する地域脆弱性を地形学的に考えた場合，地形発達史を考慮した

分類も重要である．また，防災地理情報としてみた場合，学術的には意味があっても詳細に分類する

必要のない項目（例えば段丘面区分等）や国土地理院で必ずしも整備が必要ない項目（防災機関およ

び施設等），既存情報と置き換えるべき項目（地盤高），新たに整備を促進すべき項目（人工盛土等）

もあると考えられる． 

○整備地域の広域化：国や地方自治体が利用するためには，全国的な整備が不可欠となる．都市部は

これまでと同様の詳細な内容で整備し，それ以外は表示項目数や縮尺を小さくして整備するなど，地

域に見合った情報を整備することで，迅速化が可能となると考えられる． 

○データの電子化とパッケージ化：土地条件図の項目を防災地理情報として利活用するには，GIS デ

ータ等の電子データであることが望ましく，GIS データ化が完了し次第，広く提供していくべきであ

る．また，GIS データ化によりさらに多種多様なデータを組み込むことが可能となるため，地盤高の

代わりに 5m メッシュ標高データを用いるなど，パッケージ化された防災地理情報が提供可能となり，

ユーザーが必要な情報だけを抽出することが可能となる．これらの上乗せデータのみの整備へ移行す

ることで，作業の省力化にもつながる． 

○対象の個人化：防災・減災対策においては，ハード面の整備以上にソフト面の啓発，すなわち一般

市民の災害に対する意識向上が重要である．そのためには，これらの防災地理情報が，一般市民にわ

かりやすい内容で，かつ手の届く位置にある必要がある．そこで，一般市民にとって理解しやすい揺

れやすさマップや液状化マップを，電子国土 Web システム等を用いて公開すれば，一般市民の意識啓

発と防災地理情報の利活用促進へとつながると考える． 

 

４．結論 

 防災地理情報を含む主題図である土地条件図を対象に，各種ハザードマップとの比較から抽出され

た問題点に対して解決策を検討した．今回の検討内容は，土地条件図の利活用を促進することに重点

を置いたが，今後は中長期的な視点に立って，どの情報が有用であるかを見極め，効率化の中でも適

切に整備を進めることができる体制についても検討が必要である．また，より多くのハザードマップ

について分析し，土地条件図のインセンティブを考察していくことが課題である． 

 

参考文献 

小荒井衛・天野一男(2009)：地形分類データを活用した災害脆弱性評価の提案，日本地理学会発表要

旨集75，138． 



小笠原硫黄島の詳細な段丘編年と地殻変動観測による火山活動の解明 

（第１年次） 

 

 

               実施期間         平成 21 年度～平成 23 年度     

                    地理地殻活動研究センター 今給黎 哲郎 

地理情報解析研究室    小荒井 衛 佐藤 浩 

中埜 貴元 

総務部 広報広聴室    大井 信三 

測地観測センター     矢来 博司 

 

１．はじめに 

 小笠原硫黄島（以下硫黄島と略記．）は，活発な隆起や地熱活動，時折起こる水蒸気爆発など活発な

火山活動で知られている火山島である．現在の活発な隆起活動が火山活動ステージのどの段階に対応

し，将来の火山噴火にどのように結びつくかを解明するために，本研究は科学研究費補助金（基盤研

究(C)）を受けて開始された．  

 

２．研究内容 

 本研究では，硫黄島の火山活動と隆起活動を明らかにするとともに，現在の地殻変動を詳細に把握

し，過去からの活動史の中で現在の火山活動を理解しようとするものである．このために，詳細な隆

起活動史と火山編年，詳細な地殻変動観測，火山活動のモデル構築の３項目について研究を実施する

こととした．なお，地殻変動観測については平成 20 年度まで一般研究として行われた「硫黄島の火山

性地殻変動に関する研究」を引き継いでいる． 

 

３．平成 21 年度実施内容 

 本年度は，平成 21 年７～８月と平成 22 年１～２月に現地調査を実施，海岸段丘の地形学的調査，

火山地質調査（露頭調査），試料採取，GPS 地殻変動観測を実施した．火山編年については，現地調査

に加え，採取試料および関係機関から提供を受けた試料の分析とそれらに基づく過去の噴火時期の検

討を行った．地殻変動観測については，GPS 観測の他，衛星 SAR 干渉解析による地殻変動の面的な把

握も行った． 

 

４．主な成果 

４．１ 火山編年 

 現地調査で採取した，サンゴ化石と火山砕屑物，炭化木材等の試料について，14C 年代測定や全岩分

析，火山ガラスや斑晶鉱物の主成分分析を実施し，以下のように従来の研究データと整合的な結果が

得られ，それぞれの火山活動期に隆起活動があったことが推定された． 

（１）元山層活動期の下限の炭化木材の年代と元山層上部の北ノ鼻の炭化木材の年代が近い年代とな

った．また２回目の調査で，北ノ鼻の海岸段丘基部のハイアロクラスタイト中に大きな径の材が

多数見いだされた．従来北ノ鼻の材化石の産出層準の解釈は陸化後の火砕物により焼け出された

ものと考えられてきたが，同じ場所の下位層順に多数の材が見いだされたことは，同じものが分



散した可能性が高い．これらの年代は元山火山活動期開始期の年代を示すと思われる． 

（２）監獄岩のペペライト中のサンゴは釜岩のペペライトと同様な年代で，２つの島の火山活動は同

時期の火山活動であったことが示された． 

（３）摺鉢山海浜円礫層に付着しているサンゴ年代は，従来のデータと整合的な値となった．また，

監獄岩の海浜円礫層中のサンゴの年代も同様な年代を示し，摺鉢山活動期に監獄岩も海面近くま

で隆起していたことが示された． 

 これらとは別に，硫黄島の段丘面上あるいは堆積物中で確認された外来と思われる漂着軽石と，海

上保安庁提供の硫黄島南方の海底火山（福徳岡ノ場）の軽石試料についても成分分析を実施した．分

析結果からは，漂着軽石は今回分析した福徳岡ノ場 1986 年噴火の軽石とも，既存データがある南日吉

海山，海徳海山などに由来する軽石とも成分比が異なり，むしろ硫黄島起源の軽石に成分が近いこと

が判明した．このことから，今回確認された漂着軽石は，硫黄島と火道を同じくする未知の海底火山

から噴出されたものである可能性が示唆された．神山海岸の漂着軽石は戦後の段丘面上に漂着してお

り，南海岸沖で起きた 2001 年噴火および 1982 年噴火のいずれかに起源がある可能性が示唆される． 

 現地野外調査や分析調査と並行して，硫黄島の面的な隆起量を把握するための地形図を作成した．

詳細な現在の地形情報（DEM）を入手できたため，それを用いて１m 間隔の等高線図を作成した．今後，

この等高線図等を用いて段丘面区分を実施する．また，１/5,000 国土基本図（1968 年測量）の等高線

をマップデジタイズして当時の DEM を作成し，現在の DEM と差分を取ることで面的な隆起量を把握す

る予定である． 

 

４．２ 地殻変動観測 

 GPS 繰り返し観測により得られた 2008 年から 2010 年にかけて

の地殻変動分布を図に示す．右列の上下変動図では，2006 年８月

上旬から始まった硫黄島全体（南端の摺鉢山を除く）が隆起する

傾向が 2009 年８月頃まで続いていたことが確認できるが，2009

年夏以降，隆起は停滞し，島東部の元山の中心部にあたる硫黄ヶ

丘付近ではわずかではあるが沈降傾向が見られる．左列の水平変

動では，硫黄ヶ丘を中心とする収縮変動と，阿蘇台断層を中心と

する膨張傾向の変動が見られる．2009 年８月，2010 年２月には

2008年に新設した北西沖合にある監獄岩の測点でも GPS観測を実

施し，本島西端の釜岩測点とほぼ同じ西向きの変動をしているこ

とが確認できた． 

 これまでの地殻変動観測結果とも併せて，島全体の隆起は一定

速度で進んでいないことが確認されたが，地殻変動の向きや空間

分布の特徴には変化が見られないことから，同じ変動源による変

動が時間変化しながら継続していると考えられる．一方，硫黄ヶ

丘(元山)を中心とした収縮性の水平変動の変動速度はほぼ定常的である． 

 地殻変動の面的な把握のために，「だいち」PALSAR データの干渉解析も実施し，元山付近では，ほ

ぼ全ての時期において相対的に衛星から遠ざかる向きの変位が確認されるなど，GPS 観測で得られて

いる変動（島東部の隆起と元山を中心とする収縮・相対的な沈降）と調和的な結果が得られた． 

 

 



５．まとめ 

 硫黄島の隆起は短期的には大きく隆起する時期と停滞する時期を繰り返しながら，地形・地質学的

な証拠から推定されるように中長期的に隆起して，その中で噴火が発生していると考えられる．今後

は段丘編年から過去の火山活動の推移を推定し，最近の地殻変動観測結果とあわせて，統一的な変動

源のモデルにより地形形成を解釈することを目指したい． 

 

 

 




