
地震災害緊急対応のための地理的特性から想定した被害情報の提供 

に関する研究（第２年次） 
 

 

実施期間      平成 22 年度～平成 24 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  乙井  康成 

小荒井 衛  中埜 貴元 

岡谷 隆基 

 

１．はじめに 

大規模災害が発生した場合，政府レベルでの対応を決定するために，早期に被害の概要を把握す

ることが重要である．しかし，大地震の発生直後には，被害の概要がわからない場合が多い．その

ような場合には，被災地の地理的特性に基づいて想定される被害の推定が判断に役立つと予想され

る． 

本研究は，概ね震度５強以上の地震が発生した際に，震度と，被災地の地理的特性から，想定さ

れる被害の類型と程度を，概ね１時間以内に報告し，政府の災害対策の方針策定に寄与することを

目的とする．そのため，発震時に自動的に被害の類型と程度を計算する地震時被害類型予想システ

ム等を開発する． 

 

２．研究内容 

平成 22 年度は，地震時被害類型予想システムの設計及び開発を行った．また，地震時被害類型予想

システムで使用する地域特性データ（地理的な特性等のデータ）のうち，既存データから一括して作

成可能な部分を作成した．本研究で対象とする被害の種類は，地震による斜面崩壊，地すべり，地盤

の液状化である．斜面崩壊については，阪神淡路大震災における六甲山地の斜面崩壊を説明する経験

式である六甲式（内田ほか，2004）を用いた．地すべりについては，対象とする１km 等のセル内で地

すべり地が占める面積の割合（地すべり面積率）と震度のテーブル演算を用いた．液状化に関しては，

地形分類と震度のテーブル演算を用いた．なお，これらは，地域特性データと震度の間の一般的なテ

ーブル演算として実装している． 

平成 23 年度は，被害類型自動予測システムのアルゴリズムの改良，地域特性データの追加作成を行

うとともに，予想結果を自動的に配信するシステムを開発した．また，国土地理院内において，判断

の参考となる図面等を自動的に作成・出力するシステム，担当者が参集しなくても意見を交換するこ

とのできるシステムを開発した． 

一方，内閣危機管理室，本省水管理・国土保全局，消防研研究センター，国土技術政策総合研究所，

土木研究所，同雪崩・地すべり研究センター，防災科学技術研究所，産業技術総合研究所（地質部門）

において，ニーズと，予想方法に関連するシーズのヒアリングを行った．特に内閣危機管理室におけ

るヒアリング結果に基づき，地域の概要を示す文書を事前に作成しておき，発災時に該当する文書を

自動的に送信するシステム，インターネットのサーバーの応答をモニターすることにより，被災地域

を推測の補助となるシステムを開発することとした．地域の概要を示す文書の作成に関しては，文書

の単位となる地域の分割方法について，特に留意した． 
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３．得られた成果 

 開発した各システムの動作，すなわち予想

結果等が自動的に配信されることを確認した．

地域概要を示す文書とその地域分割の例を図

－1 に示す．インターネットのサーバーの応

答のモニター状況を図－２に示す． 

 

４．結論 

内閣危機管理室等の意見を踏まえつつ，地

震発生時に事実としての地域の概要と，震度

と既存の地理情報に基づく斜面崩壊，地すべ

り，液状化の予想結果を自動的に送信するシ

ステム等を開発した． 

 

参考文献 

内田太郎，片岡正次郎，岩男忠明，松尾修，

寺田秀樹，中野康雄，杉浦信男，小山内信

智（2004）：地震による斜面崩壊危険度評価

手法に関する研究，国土技術政策総合研究所資料，2004，91p． 

図－１ 地域概要を示す文書（左）とその地域分割（右）の例 

高地
北部太平洋岸 

阿武隈高地 

図－２ インターネットのサーバーの 
応答のモニター状況 

各地方整備局と国土地理院の HTTP サーバーの他に，

研究室内のマシンを仮に竹島及び隠岐の島の位置に

登録している．竹島の位置のマシン（赤丸）は異常（停

止，回線遮断）を示している．青丸は正常． 
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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の研究 

（第１年次） 
 

 

実施期間      平成 23 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 岡谷 隆基 乙井 康成 

中埜 貴元 小荒井 衛 

 

１．はじめに 

平成 21 年度まで実施された特別研究「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」では，豪雨による新規崩壊について傾斜と凹凸度による地形分類で危険度評価が可

能であることを明らかにし，地震による崩壊について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を明らかにした（岩橋ほか，2010）． 

一方，斜面崩壊は地形条件が重要であることに加え，根のせん断強度が土壌の安定度に寄与するこ

とから植生状態が影響することが，森林関係の研究者（例えば阿部(1998)）等により指摘されている． 

斜面災害に係わるハザードマップ整備の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，従前より斜面崩壊との関連性が指摘されてきた地形に植生の影響を加えることによ

り，効果的な土地の脆弱性の評価方法を検討することを目的に，平成 23 年度～平成 25 年度まで実施

予定の特別研究「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の研究」として，

本研究では以下の作業を実施した． 

 

２．研究内容 

平成 16 年の豪雨により数多くの斜面崩壊が発生した新潟県出雲崎地区を対象として毎木調査を実

施した．当該地区では平成 19 年 11 月に航空レーザ計測を実施している．この地域について実施した

航空レーザ測量による DTM（数値地形モデル）及び DSM（数値表層モデル）データを用いて，毎木調査

結果と航空レーザ測量データとの対応についての検討及び航空レーザ測量データから推定される樹高

や植生の疎密度の指標を土地被覆分類に組み合わせる作業を実施した．このほか，本年度は広島県庄

原地区についても航空レーザ計測を実施した． 

 

３．得られた成果 

３．１ 毎木調査結果と航空レーザ測量データとの対応 

まず，2mDTM 及び DSM ランダムポイントデータと毎木調査の結果との対応について検討を行った． 

DSM ランダムポイントデータの値と当該ポイントが属する 2m メッシュの DTM の値を比較しその差分

を樹高と仮定し，うち差分が小さいものについては地表付近まで透過したレーザーと仮定した． 

仮定された樹高と現地の毎木調査で得られた樹高との対応は概ね良好であった．また，樹木が疎の

地域では，DSM の値が DTM の値とほぼ等しい地点の割合が高いことから，定性的には樹木の粗密が DTM

に値が近い DSM の分布割合から推定されることが推定される． 

実際に，落葉広葉樹がメインとなる方形区における毎木調査の結果と航空レーザ測量データとの対

比を行ったものが図－１である．航空レーザ計測と毎木調査の時期はいずれも 11 月前後の落葉中の時

期であり，落葉広葉樹の中でも落葉が進んでいるもの（ホオノキ等）とそうでないもの（コナラ等）
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が混在する時期であった．DSM ラン

ダムポイントデータの分布状況を踏

まえると，胸高直径が 10cm を超える

中高木がない箇所と，ホオノキ等の

落葉が進んでいる広葉樹（図中の橙

色の楕円部分）の箇所に，図中の赤

い点で示される地表付近まで到達し

たものが多く含まれている一方，コ

ナラ等の落葉が進んでいない広葉樹

などの箇所（図中の水色の楕円部分）

では赤い点があまり見られないこと

が分かる． 

以上のことから，航空レーザ測量

データは着葉状態などの樹木形状を

適切に捉えており，樹高や粗密とい

った指標を適切に取得できる可能性

があることを示唆している． 

 

３．２ 航空レーザ測量データを用

いた土地被覆分類の高度化の試行 

次に，植生の形状を示す指標とし

て，まずは DSM と DTM の差分から推

定される樹高を採り上げて，土地被

覆分類結果が高度化できるかについ

て検討を行った．樹高が影響すると

いうのは，樹齢の若い森林は樹高が

低いと同時に根の張り方が弱く斜面

崩壊に脆弱であると仮定されるため

である． 

図－２は昭和 36 年と平成 16 年に

それぞれ発生した豪雨による崩壊箇

所と斜面傾斜の関係について示した

ものである．図中の昭和 36 年豪雨及

び平成 16 年豪雨に対応した崩壊ポ

リゴンは，山岸ほか(2008)及び岩

橋・山岸(2010)によるものである．

また，傾斜は平成 19 年 11 月に取得

された LIDAR データを元としている．

崩壊地は傾斜が 30 度以上のところ

に多く，一義的には崩壊の影響は地

図－１ DSMランダムポイントデータの地表付近到達状

況と樹種等の対比 

図－２ 崩壊箇所（図中の小ポリゴン）と斜面傾斜との

関係 
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形によるものと考えられる．ただ，

細かく見ると必ずしも傾斜が大きい

ところに崩壊が限られているわけで

もなく，南北斜面に満遍なく見られ

ることから，傾斜以外にも崩壊の有

無に影響を与える主要な要素がある

ことが推察される． 

これを踏まえ，図－３に当該範囲

の土地被覆分類を示した．国土交通

省の国土数値情報（土地利用細分メ

ッシュ・長岡地区）の平成 18 年度作

成のデータについて，土地被覆の項

目に読み直して使用した．図に示し

たとおり崩壊地はほぼ森林であり，

崩壊の多寡は「森林か非森林か」で

示されるような単純な区分では表現

できないことは明らかである． 

そこで，図－３に示したような草

地・農地等といった比較的単純な土

地被覆分類と斜面崩壊の発生状況を

比較した上で，それに樹高を加える

ことにより土地被覆分類を高度化で

きるかを示したのが図－４である．

影が特に濃い所は樹高が比較的高い

（メッシュ内平均で 20ｍ以上）とこ

ろである．図－４では図－３の土地

被覆を透過処理しているため，土地

被覆は全体的に薄く発色しているが，

図－３と全く同一である． 

ただ，図－４の結果に示したとお

り，樹高を加えただけでは崩壊の有

無は明確には分離出来ず，必ずしも

上記の仮定に単純に適合するもので

はないことが分かる．今後は，樹木

密度や胸高直径などにより根の張り

方を反映すると思われる指標を導き

出し，土地被覆分類の高度化に用い

ることが重要であると考える． 

 

４．結論と今後の課題 

航空レーザ測量データは樹木の形状をよく反映していると見られ，斜面崩壊の脆弱性の評価につな

図－３ 豪雨による崩壊箇所(図－２と同じ)と土地被覆

との関係 

図－４ 崩壊箇所(図－２と同じ)と樹高を考慮した土地

被覆との関係 
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がる指標を得られる可能性は示唆されたが，土地被覆分類の高度化では樹高だけでは必ずしも脆弱性

を説明できないことも分かった．本年度は広島県庄原地区の航空レーザ計測も実施したが，天候不良

によりデータ調製は来年度までかかる予定である．また，山口県防府地区，愛媛県新居浜地区等も今

後調査対象とする予定である．今後は，樹木密度や胸高直径の他，斜面崩壊に影響する因子について

の検討も進め，土地被覆分類の高度化について検討を行っていきたいと考える． 

 

参考文献 

阿部和時(1998)：「樹木根系の斜面崩壊防止機能」，森林科学，22，23-29． 

岩橋純子，神谷泉(2010)：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），平成 21 年度調査研究年報，国土地理院． 

山岸宏光，斉藤正弥，岩橋純子(2008)：新潟県出雲崎地域における豪雨による斜面崩壊の特徴－GIS

による 2004 年７月豪雨崩壊と過去の崩壊との比較－，日本地すべり学会誌，45-1，57-63． 
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公共的屋内空間における三次元 GIS データの基本的仕様と効率的整備方法の開発

（第１年次） 

 

実施期間       平成 23 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室  乙井 康成 神谷 泉 

小荒井 衛 

 

１．はじめに 

近年駅構内や地下街などの公共的屋内空間についても，屋外と同様にナビができるよう GIS データのニ

ーズが高まっている．一方，屋内空間は屋外と比べて測量における制約が多くなるため，設計図などの既

存資料の活用によるデータ作成方法の開発があちこちで試みられている．しかし，測量成果の特性がよく

理解されていないことも多く，一定の精度を保ちつつ効率的に GIS データを作成することが課題となって

いる．本研究は，公共的屋内空間における三次元 GIS データの基本的な仕様とこれを効率的に整備する手

法を開発し，これらを普及させるとともに，公共測量における助言や指導等に寄与することにより，三次

元 GIS データの適切な整備や更新を推進することを目的とし，平成 23 年度から３年間の特別研究として開

始したものである． 

 

２．実施内容 

今年度は３箇年計画の初年度として，三次元 GIS データセットの基本的仕様について素案を作成し，こ

れに基づいて三次元 GIS データセットを試作した． 

基本的仕様の前提となる三次元 GIS データセットの位置付けは，屋内空間における様々な地理空間情報

を屋外の地理空間情報とシームレスに結びつけるベースマップとなるものとし，データ試作の対象は，ど

のような既存資料があるか詳細に調査し，その作成経緯等を確認しやすい国土地理院庁舎とした． 

基本的仕様の検討にあたっては，屋内空間の GIS データを作成している者に対し，作成目的，作成する

データ項目，要求品質，現状の課題等についてヒアリング調査を行った． 

既存資料については，保管状況，資料の種類とそれぞれの特徴，利用に際して注意すべき点等について

調査した． 

データセットは，基本的に既存資料から試作したが，既存資料に欠けている情報や既存資料からの取得

が非効率となる場合には巻き尺等による簡易的な計測を行った．今回の試作では，作業効率性から平面図

や断面図，立面図，配置図の CAD データを主に使用し，階段等詳細な形状については意匠図のスキャンデ

ータを使用した．また，庁舎の座標値取得には，一般の者にとって入手しやすいことや特別な機材がなく

ても使用できることなどからつくば市都市計画基本図（紙資料）を使用した．さらに，既存資料から作成

したデータセットの精度検証や既存資料からの作成と実測との作業人日等の比較を行うために，データセ

ット作成対象の一部についてトータルステーションによる直接測量を行った． 

 

３．得られた成果 

３．１ 基本的仕様について 

 屋内空間に関する GIS データの整備状況を調査したところ，歩行者ナビ目的では，フロア単位の平面図

を積み重ねるスライスマップが利用しやすく，その整備が進められつつあること．一方電波の到達範囲の
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解析や洪水シミュレーションには，三次元の空間配置が必要とされることなどが確認された．このことか

ら様々な地理空間情報を結びつける三次元のベースマップとなるよう，床面，壁面及び天井面により閉じ

られた一つの空間を単位とし，このブロックをつなぎ合わせて屋内空間を構成するモデルを考えた．階段

についても，１階から２階までの空間を一つの部屋と見なし，ブロック内で床面が重ならず平面図とも結

び付けやすいようにした（図－１）．壁面は出入口，窓及びその他の壁面から構成され，出入口はドアのあ

るものとないものに区分することとした．また，吹き抜け部との境界などは仮想の壁と見なしドアのない

出入口とともに ClosureSurface とした（図－２）．データフォーマットは，OGC が標準としてとりまとめ

ている CityGML を採用した．ただし，歩行経路を示すネットワークについては CityGML では記載方法を定

めていないため歩行空間ネットワークデータ整備仕様案に従うこととした． 

 

３．２ 設計図と実際の施設の形状との差異について 

設計図と実施設との対応状況について現地確認を行ったところ，設計図の誤り，設計が変更されたもの

の決定稿が残されていない又は設計図に従わずに施工されたと思われる箇所，改修により設計図と一致し

ない箇所などがあることが分かった． 

（１）設計図の誤りの例（本館地下１階男子便所） 

 出入口が無ければ便所は利用できないため，図－３の CAD データは明らかな誤りと思われる．1974 年作

成の平面図には出入口が記載されているため，これは CAD 化の際のミスであることが分かる． 

   

図－３ 2001 年作成の CAD データ(左図)と現況写真，1974 年作成の平面図(右図) 

 

（２）施工時における変更の例（地図と測量の科学館１階オリエンテーションルーム） 

 地図と測量の科学館建設当時の詳細平面図では，廊下（２）がオリエンテーションルーム入口脇で行き
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止まりになっている（図－４）．一方現況では廊下（２）とオリエンテーションルームの間の壁がオリエン

テーションルーム入口左の壁の前面まで設けられているが，CAD データでは短くなっている．また，CAD デ

ータ及び詳細平面図ではオリエンテーションルームと廊下（２）間の出入口は奥の壁とほぼ接する位置に

あるが，現況では離れている．これらのことから，何度か設計変更されたが，決定稿が残されなかった又

は施工時に変更したものと推察される． 

     

  

 

（３）改修の例（本館１階旧大会議室） 

旧大会議室は 2012 年 1 月 18，19 日に壁が設置され，共用会議室と防災準備室に分けられ，現況と設計

図が一致しなくなった（図－５）． 

  

図－５ 2001 年作成の CAD データと現況（赤矢印は左写真，黄矢印は右写真の撮影場所） 

 

３．３ 既存資料からの三次元 GIS データセットの試作について 

 国土地理院庁舎（本館の一部，情報サービス館及び地図と測量の科学館）について，既存資料から三次

元 GIS データを作成した（図－６）．また，作成したデータの精度検証を行うため，庁舎屋上の四隅，各館

の出入口や各館を結ぶ渡り廊下の接続部，会議室の天井や床の四隅，階段のステップの隅等から 200 点を

選び直接測量を行った．直接測量の結果を真値とすると，既存資料から作成した GIS データの各点の座標

 

図－４ 2001年作成のCADデータ(左図)

と 1994年の詳細平面図(右図)，

現況写真（左図赤矢印は左写

真，黄矢印は右写真の撮影場

所） 
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の誤差は，水平方向，鉛直方向ともに多くの点は１ｍ以内であるが，なかには２ｍを越える点があること

が分かった（図－７）． 

 

  

図－６ 試作した国土地理院庁舎の三次元 GIS データセット（右は屋内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－７ 水平方向(左図)と鉛直方向(右図)の誤差の分布（本館）．なお，同じ部屋の床や天井で 

複数の点を観測しているため，鉛直方向の誤差は段階的に分布しているように見える． 

 

４．今後の課題等 

本年度の研究では，設計図の誤りや変更が反映されていないもの，設計図と異なる施工を意図的に行っ

たと思われるものなどが少なからずあることが分かった．建築工事においては，部位により位置や寸法の

許容差も異なることから，部位による精度特性の違いなど詳細な精度検証と誤差要因の分析を引き続き行

う．また，設計図使用の適否を判断するため，実施設と設計図との差異を確認するポイントについて整理

するとともに，設計図からのデータ作成と実測の作業人日について分析する必要があると考えている． 

次年度は，既存資料の使用に制限がある場合のデータ作成方法などについて実際の公共的屋内空間を対

象に検討を行い，最終年度には三次元 GIS データ作成マニュアル案としてまとめる計画である． 

 

謝辞：データ作成にあたっては，つくば市都市建設部都市計画課から都市計画基本図の提供を受けた．ま

た，関西大学の田中教授からは研究の進め方について助言いただいた．さらに，日本情報処理開発

協会，衛星測位技術株式会社からは既存資料による GIS データ作成状況について詳細な情報を頂い

た．また，株式会社日立製作所からは CityGML について情報を頂いた．さらに，公共的屋内空間に

おける三次元 GIS データに関する分科会委員から研究の進め方について意見を頂いた． 

 

参考文献 

歩行空間ネットワークデータ整備仕様案（平成 22 年９月）． 

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）． 
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地球地図データの利活用に関する研究（第２年次） 

 

 

実施期間            平成 22 年度～平成 23 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理空間情報解析研究室  岡谷 隆基 

 

１．はじめに 

1992 年にブラジル・リオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」に

おいて，地球環境問題に適切に対処するための意思決定を行う上で情報が重要であり，特に地理空間情報

が不可欠であるという内容を含んだ「持続可能な開発のための人類の行動計画：アジェンダ 21」が採択さ

れた．これを踏まえ，同年建設省(現在の国土交通省)は，地理空間情報整備の分野でも一層の貢献が必要

であるとの認識から，地球環境の現状と変動の把握のための地球規模の地理空間情報を，国際的な協力の

下で整備していく構想－地球地図構想－を提唱した．その後，地球地図プロジェクトの国際的推進体制確

立のための，地球地図国際運営委員会の設立，国連から世界各国の国家地図作成機関への参加呼びかけ等

を経て，地球地図プロジェクトは 181 の国・地域が参加(平成 24 年３月現在．以下同じ)する一大プロジェ

クトに成長した．一方，データ整備の方も着実に進んでおり，2008 年に全球の植生（樹木被覆率），土地

被覆データが公開されるとともに，現在 79 の国・地域の交通網・水系等からなる国別データが公開されて

いる． 

樹木被覆率や土地被覆データの整備には，TERRA/MODIS のデータが使用されており，全球をカバーする

貴重なデータのベースとなっているが，雲が常時かかる熱帯域のような場所については，光学センサーに

よる分類では必ずしも正確に分類を行うことは出来ないものと考える．もしも，そのような場所について

より正確な分類が実施できれば，利活用も更に拡がるのではないかと思われる． 

地球地図のデータ整備において，熱帯域における地球地図データの整備手法に関わる向上が必要とされ

ている状況をふまえ，本研究では ALOS/PALSAR データを用いた森林部の抽出を日本の新潟県中越地方周辺

を事例として試行し，その結果を踏まえつつ土地被覆データを用いた利活用事例にどのように影響を及ぼ

すのかについて事例研究を実施した． 

 

２．実施内容 

本研究は新潟県中越地方周辺を事例として，SAR 強度画像から抽出された森林分布が，TERRA/MODIS によ

り作成された地球地図第１版における土地被覆 (GLCNMO：The 

global land cover by national mapping organizations)の森

林分布をどこまで再現できるのかを分析し，可能な利活用方策

について検討を行った． 

 

３．得られた成果 

 最初に対象地域周辺における GLCNMO の画像を図－１に示す．

後の図－２とともに，Google Earth 上で表示を行ったものであ

る．平野部には都市部のほか水田・農地が拡がり，山間部では

範囲の中央部に位置する出雲崎町などの植生図から落葉広葉樹
図－１ 新潟県中越地方の地球地図

データ 

破線： 

SAR 画像の

範囲 
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とスギ等の植林の分布が確認できるように，GLCNMO の分類

結果は大局的にはあっているものと考えられる． 

 一方，当該地域における SAR 強度画像は図－２のとおり

である．2007 年７月 30 日に観測されたものであり，分解

能は約 10ｍである．SAR 強度画像は地形の起伏による倒れ

こみの影響を受けるが，地球地図データは１km メッシュ相

当なので補正は行っていない．今回は，当該範囲に含まれ

る都市，農地，森林，水部について ISODATA 法による教師

なし分類を用いて簡単な区分を行った．30 クラスの区分を

行い，生成された各クラスの標準輝度値を４つの土地被覆

区分に統合し，これらを教師として再度教師付き分類を

実施した．結果は図－３の通りである． 

 図－１との比較した結果では，越後平野に広がる農地が

上手く分類できなかった．農地については，反射強度が高

い場合と低い場合の双方が存在することなどから，単純な

分類では森林との分離が難しいところがあったためと思わ

れる．ただ，今回は偏波成分を HH に限っているため，HV

などの偏波を組み合わせることにより精度の向上は期待さ

れるものと考える． 

 次に，分類されたデータの利用法として，森林被覆の時

系列変化について検討を行った．2008 年 12 月 17 日に観測

された SAR データについても 2007 年７月 30 日のデータと

同様に分類を行い，森林とそれ以外の区分についてメッシ

ュごとにどのような出入りがあったかを示したものが図

－４である．もともとの分類結果が誤差を含み，かつ今

回のデータは季節も異なるため，あくまでも分類結果はイ

メージである．今回は，単偏波データを用いた教師なし分

類という手法によったため，データや手法を改良すること

により精度向上を図ることが出来れば，熱帯域における変

化部分の抽出がより適切にできるものと思われる． 

 

４．結論 

 ALOS/PALSAR データを用いた地球地図の土地被覆データ

の再現可能性と利活用への影響について検討を行った．結

果として，SAR データを用いることにより森林域をある程

度抽出できる可能性は示唆されたが，今回は分解能を重視

し単偏波のデータを用いたため，偏波情報の組合せにより精度向上の余地はあると考える． 

 来年度以降は，熱帯域における地球地図データの整備手法に関わる技術の向上が引き続き必要とされて

いる状況を踏まえ，雲等の影響で光学センサーによるデータが得にくい熱帯地域等を想定し，SAR データ

による土地被覆分類手法の検討などを進める予定である． 

図－２ 新潟県中越地方周辺のSAR強度画

像 

図－３ SAR 強度画像による土地被覆分類 

結果 

図－４ 変化部抽出の試行イメージ 
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リモートセンシング技術による災害のモニタリングに関する研究（第 1 年次） 

 

 

実施期間          平成 23 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室   岡谷 隆基  小荒井 衛 

 

１．はじめに 

本研究は，リモートセンシング技術により災害をモニタリングすることを目的として，合成開口レーダ

ー及び光学センサー用いた研究をそれぞれ実施している．以下，それぞれの成果の概要について報告する． 

 

２．実施内容 

合成開口レーダーについては，H20～H22 に実施した特別研究「合成開口レーダーによる地すべりの監視

に関する研究」を受け，昨年５月に運用を停止した「だいち」の PALSAR センサーにより取得されたアーカ

イブデータから調製された SAR 干渉画像を元に，地すべり性変動の有無についての判読を行った．一方，

光学センサーについては，近年発生した災害について 50cm 解像度の商業衛星や ALOS 等を対象に被害判読

を行い，判読特性を整理した． 

 

３．得られた成果 

合成開口レーダーに関わり実施した内容として，干渉 SAR の定常解析対象地域としている山形県月山地

区，秋田県東成瀬地区，静岡県赤崩地区及びその他の箇所について，解析結果を報告する．ちなみに，SAR

干渉画像は概ね基線長が 500ｍ以下，観測期間が１年程度以上となっているが，良好なものがない場合は，

３ヶ月など短期間のものも含まれており，各画像間で計測時期も一致しているわけではないことを予め指

摘しておく． 

山形県月山地区では，2006 年９月～2008 年９月の約２年間の SAR 干渉画像について図－１に示した．観

測は南行軌道であり，地すべり移動体が

重力方向に沿って動くと仮定すると西

向きの移動が抽出しやすくなっている．

月山周辺では，著名な志津地すべりも含

め少なくとも４箇所の明瞭な変動域が

確認でき，いずれも独立行政法人防災科

学技術研究所の地すべり地形分布図に

示された地すべり移動体と良く一致し

ており，ほぼ実際の移動を現しているも

のと考える． 

秋田県東成瀬地区では，2008 年７月～

2009 年６月の約１年間の SAR 干渉画像

について図－２に示した．観測はやはり

南行軌道である．干渉縞が示されている場所

は狼沢地すべりとして知られる場所で，近年

図－１ 山形県月山地区の事例 
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でも年 10cm 程度の地すべりが観測され

ているところである．移動方向は西より

なので南行軌道による観測で抽出しや

すい点もSAR干渉画像で明瞭に変動が確

認できたことと整合的である． 

一方，静岡県赤崩地区では，2008 年７

月～2009 年９月などの SAR 干渉画像で

確認を行ったが，明瞭な干渉縞を確認す

ることは出来なかった．ただ，その南部

の井川ダム付近では幾つかの干渉域が

図－３のように確認されている．当該地

は定常解析対象ではないが，既知の地す

べり地であり，地すべり性変動が発生し

ている可能性があると考えられる． 

その他の場所の変動抽出例としては，

例えば図－４のように，地すべり地とし

ては整理されていない場所でも干渉縞

がみられるケースがある．この場合は，

別途地形図の判読や干渉縞の集中具合

などにより，地すべりと捉えてよいかに

ついて検討を行った．青森市折紙山付近

は，そうした検討を踏まえると地すべり

と考えるのが妥当であると考えた例で

ある． 

SAR 干渉画像で確認された変状は大気

状態による影響や地形モデルの不正確

さの影響を受けている可能性もあるた

め，確認された変動がほぼ地すべり性変

動であると判断するには，複数の SAR 干

渉画像で変動を確認し，それでも怪しい

となれば現地調査等によりグランドト

ゥルースを取っていくといったことが

必要であると考える． 

一方，光学センサーについては以下の

ことを実施した．まず，東日本大震災及

び誘発地震の津波被害，液状化被害，地

表地震断層，斜面災害等を対象に，50cm

解像度の商業衛星や ALOS 等を対象に被

害判読を行い，判読特性を整理した．ま

図－２ 秋田県東成瀬地区の事例 

図―３ 静岡県静岡市の事例 

図－４ 青森県青森市の事例 
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た，台風 12 号による紀伊半島の深層崩壊等を対象に，JAXA 土砂 WG で提供を受けた衛星画像による災害判

読特性を整理した．これらの成果は，JAXA の土砂 WG，ALOS-3 ワークショップ等で報告している．また，

JAXA が ALOS-3 の PRISM-3 を想定して ADS40 から作成した筑波山周辺のシミュレーション画像について，

災害状況判読の観点から判読特性についてのコメントを行い，ALOS-3 のセンサースペック検討の参考とさ

れたところである． 

 

４．今後の課題等 

本年度は，合成開口レーダーについては ALOS/PALSAR のアーカイブデータによる地すべり性変動の抽出

を実施したが，今後は変動の規模の把握等，成果についてより高度化を検討していくことが課題になると

思われる．また，光学センサーについては，災害に関わる判読特性の整理等を行ったところであるが，引

き続き当該課題に取り組んでいきたいと考える． 

 

謝辞：データの利用にあたっては JAXA/METI からの提供を受けた．さらに，SAR 干渉画像作成等にあたっ

ては，測地部宇宙測地課の協力を，SAR 干渉画像の判読に当たっては地理空間情報部佐藤電子国土

調整官及び応用地理部防災地理課関口技術専門員の協力を受けた． 
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場所情報コードと屋内測位に関する研究（第１年次） 

 

 

実施期間      平成 23 年度～平成 25 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  乙井 康成 

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，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が，屋内で広範に利用可能な測位サー

ビスは存在しない． 

一方，測地部においては，場所情報コードに関する施策を遂行しており，平成 22～24 年度（延長部

分を含む）には，公募型の共同研究として，場所情報コードの利用技術に関する共同研究を実施して

いる．場所情報コードは，測位と関連する技術であり，場所情報コードを記録したタグを配置するこ

とにより測位環境を構築することができる．このため，測地部の場所情報コードの施策に協力する形

で，本研究を進める． 

 

２．研究内容 

平成 22 年度は，場所情報コードの位置づけ，仕様，運用方針等に関する提案を行うとともに，場所

情報コードの利用技術に関する共同研究における実証実験に協力した． 

 

３．得られた成果 

場所情報コードに関していくつかの提案を行った．この中で重要な点を以下に示す． 

精度３ｍを確保できない場合の位置情報点とその場所情報コードの扱いについて，そのような場合

においては，ビットパターンを節約するための特別な方法を用いるべきであるとした．具体的には，

種別コードを使用する方法，座標の使用していないビットパターンを使用する方法，階層を用いる方

法，連番を用いる場方法が考えられる．そのうえで，場所情報コードの本来の意味に立ち返れば，「元

来３ｍの精度を確保できない方法で決定された位置に基づく場所情報コードは発行しない」とするの

が単純明快な結論であるが，発行するのであれば，ビットパターンの再定義が不要な階層を用いる方

法が最も明快であるとした． 

場所情報コードの発行対象者を，公共性や業務規模の観点から，特定設置，業務設置者，一般設置

者，私的設置者に分類したうえで，各レベルの設置者に対する義務と便宜と適切に定めることにより，

位置情報点設置業務の簡便化，申請者のプライバシーへの保護，悪意に基づく大量取得への対策が実

現できることを示した．特定設置者は，公共機関，あるいはインフラ企業等の公的性質を有する法人，

業務設置者は，一定量以上の位置情報点の設置を業として行う法人であり，いずれも，実態審査を経

て登録する．一般設置者は，それ以外の法人・個人で，事前の形式審査を経て登録する．一方，個人
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設置者は，事前の

登録を要 しない

（個人名等を登録

する必要がない）．

場所情報コードの

領域を，特定設置

者用コード，一般

設置者用コード，

私的設置者用コー

ドに区分する．そ

の案を図－１に示

す． 

特 定 設 置 者 に

対しては，特定設

置者用コードを発

行する．特定設置

者用コードが溢れ

た場合は一般設置

者用コードを，一

般設置者用コード

も溢れた場合は私

的設置者用コード

を発行する．業務

設置者，一般設置

者に対しては，一

般設置者用の場所

情報コードを発行

する．一般設置者用コードの 1/2 が使用された場合，一般設置者には，私的設置者用コードを発行す

る．また，一般設置者用コードが溢れた場合は，業務設置者に対しても，私的設置者用コードを発行

する．私的設置者には，私的設置者用コードを割り当てる.私的設置者用コードの 1/2 が使用された場

合，私的設置者用コードの発行は，個別に承認することとする.一般設置者，私的設置者に対しては，

ランダム文字列の読み取り等の方法で，大量取得を防止する． 

また，位置情報推進 PT 会議等において，場所情報コード及び国土地理院が策定を検討していたそ

の他のコードに関して，政策的な視点からそれぞれの役割分担について整理して提案を行った． 

山梨県小菅村の山林において行われた実証実験の様子を図－２（左）に，栃木県下野市の自治医科

大学構内で行われた実証実験の様子を図－２（右）に示す． 

 

４．結論 

 場所情報コードに関して，精度３ｍを確保できない場合の扱い，発行者を分類した管理方法等につ

いて提案を行った． 

図－１ 特定設置者向け，一般設置者向け，私的設置者向けのビットパターンの案

図－２ 小菅村（左）と自治医科大学（右）における実証実験の様子
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土地被覆分類の高精度化に関する研究（第 1 年次） 
 

実施期間      平成 23 年度～平成 24 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 岡谷 隆基       

 

１．はじめに 

国土地理院では電子国土基本図上の土地の利用景など，土地被覆に関わる情報について提供を行っ

てきている．これまで高精度な土地被覆分類データを作成するにはほぼ人手によるしかなかったが，

空中写真などの画像データが着実に蓄積していることや，近年急激に整備が進んでいる航空レーザ測

量による DEM 等の情報の利用によって，領域分割手法などを活用することにより極めて高精度な土地

被覆分類データの整備について，ある程度自動化を図れる状況が整いつつあると考えられる． 

航空レーザ測量は，広範囲のデータを高さ方向に 15cm 程度の精度で取得する技術である．東日本大

震災後に東北地方の太平洋岸で計測されたデータに基づく研究などにより，津波の浸水状況や建物の

被害程度に大きく影響する地形データが航空レーザ計測により正確に得られることが示されている． 

土地被覆分類データも地表の形状に関連する情報であるため，空中写真に加え航空レーザ測量デー

タを活用することで，分類の正確化，高度化が期待されるところである．特に，建物を正確に分類す

ることが出来れば，DSM（数値表層モデル）とその編集により作成される DTM（数値地形モデル）の差

分から建物の高さを算出することが可能であり，土地被覆分類データの高度化にもつながると考える． 

従来の画素単位で波長帯毎の分光特性から分類を行う手法では，本来一定範囲で連続して存在して

いるはずの建物，森林等の土地被覆が拡がりを考えずに分類されるため，精度にも限界があった．ま

た，これまでも航空レーザ測量データを用いて高さ情報の抽出や道路領域の抽出などが試みられてき

ている（長谷川・都竹，2006）ところであるが，近年のデータの蓄積を受け，プロダクトの高度化等

航空レーザ測量データの利活用の可能性が高まっている．このため，本研究では領域分割手法に着目

した分類を行い，空中写真画像及び航空レーザ測量データを用いた建物の分離を行うこととした． 

 

２．研究内容 

対象地域は，建物と森林をともに含む範囲として，平成 20 年 12 月 24 日に航空レーザ計測を実施し

た，愛媛県新居浜市多喜浜付近とした．作業内容は手法の検討に当たるため，都市計画図の図郭（1.5

×２km）よりもやや狭い図－１の範囲を対象としている． 

今回，建物抽出を行うに当たっては，航空レーザ測量と同時に取得したデジタル航空カメラ画像か

ら作成したオルソ画像を用いて，画像解析ソフト eCognition による領域分割を実施した．分類作業は

スペクトル情報等による領域分割を先に実施して対象範囲を微小なポリゴンに分割したものについて，

条件設定による属性付けをすることにより行われる．作業の効率化に重点を置き，閾値は分類が適切

に行われるように，幾つかの値を試しながら設定している． 

 

３．得られた成果 

まず，空中写真の RGB 値と DSM の値を用いて，領域を細かいポリゴンに分割した．これにより，分

光特性が近く DSM のギャップが少ないポリゴンが多数生成された． 

次に，建物ポリゴンが満たすべき条件を考えて建物ポリゴンの分離を試みた．設定した条件は主に

以下のようなものである．①DSM と DTM の差分が３ｍ以上．②微小ポリゴン内の DSM の標準偏差が２
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ｍ以下．③微小ポリゴンに含まれる画素数が 50 以上．これらの条件を設定することで，建物を概ね抽

出できたが，良く着葉した樹木などは②の条件を満たすため，一部の樹木も残存する形となっている． 

これを解決するために，空中写真の分光特性を使って樹木ポリゴンの除去を試みた．①まず，樹木

は緑の割合が多いため，RGB の中の G の割合（G/(R+G+B)）が 35％を超えるものを除去．②次に，当該

写真では樹木は暗く映っていたため RGB の和が小さいもの（256 階調で平均 100 未満）のものを除去．

これにより，建物と誤分類された樹木ポリゴンはかなり減少した（図－２）． 

更に，この段階でも建物ポリゴンの一部が欠けているものや，微小ポリゴンとして残存するものが

あるため，それらを除去すれば概ね建物ポリゴンに相当するものが得られる（図－３）．ただ，この際

にも森林で建物と区分されたものや建物のうち区分されなかったものが発生するため，ポリゴンの属

性を手動で変更することにより正確なデータが得られる． 

次に，森林部分の誤分類を除去した建物データについて DSM の最大値と DTM の差分から建物高を算

出した（図－４）．住居と見られる建物は木造２階建ての建物が主と思われるが，算出された建物高は

概ね 10ｍ以下であり整合的な値が得られた． 

 

４．結論 

今回は，土地被覆分類の中でも建物の分離という点に着目して検討を行った．その結果，多少の手

作業を追加すればある程度建物を抽出することができ，DSM と DTM の差分から整合的な建物高データ

を得られることが分かった．今後は，自動化の検討を土地の利用景等に拡大しつつ引き続き検討を行

う予定である． 

 

参考文献：長谷川裕之，都竹正志(2006)：LIDAR データを用いた道路領域抽出における反射強度の有

用性，写真測量とリモートセンシング，Vol.45, No.4, 26-34． 

 

 

図－１ 解析対象範囲（台形の範囲） 図－２ 領域分割の経過図（白破線上部は領域外）

図－３ 領域分割の結果図 図－４ 算出された建物高 
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時間情報を含む地理空間情報の効率的な更新手法に関する研究（第１年次） 

 

 

 実施期間      平成 23 年度～平成 24 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 

 平成 20～22 年度に特別研究「地理空間情報の時空間化とその応用に関する研究」（以下，「時空間特

別研究」という．）を実施し，国土地理院が整備する中縮尺レベルの地理空間情報の時空間化仕様につ

いて研究・提案したが，実業務における地理空間情報の更新プロセスは多種多様で，時間情報を含め

て効率的に整備・更新するには，まだ課題が残されている．本研究は，国土地理院が整備している地

理空間情報の整備・更新における現状の課題を把握し，時空間化を想定した時間情報も含めて効率的

に整備・更新する手法を検討するものである． 

 

２．研究内容 

 本研究では，以下のような内容で研究を実施する． 

１）国土地理院が整備している地理空間データ（主に地図関連情報）に関する情報収集・分析（整備

目的（想定利用場面・ユーザ等），整備・更新手法及びその問題点，整備コスト等） 

２）これまでに開催されている懇談会や検討会，対外的アンケート調査結果等の収集・分析（調査結

果の体系的整理） 

３）２）だけでは把握できない情報（誰が何のためにどのようにデータを使用しているか等）の調査 

４）国民生活の向上につながり，国として整備すべき地理空間データとして，どのようなものが求め

られているかの調査・検討（時空間化，三次元化等の必要性，求められるデータ形式等） 

５）４）のデータの効率的整備・更新手法の検討（技術的，政策的，体制的検討） 

 １）及び２）については，電子国土基本図と基盤地図情報を対象にし，３）及び４）については国

土地理院が実施している CS 向上調査結果等を活用して整理する．５）については，時空間特別研究で

実施した時空間データを中心に検討する． 

 

３．得られた成果 

 本年度は，平成 23 年 12 月に研究連絡会議時空間分科会を実施し，国土地理院内の担当部署から，

各種地理空間情報の整備・更新における課題や，時空間特別研究で提案した時空間化仕様を現状の整

備・更新スキームへ適用する際の課題等について意見を収集した．また，電子国土基本図や基盤地図

情報への時間情報の与え方について，時空間特別研究で研究・提案した仕様と，担当部署で実施また

は検討されている仕様とを比較し，それぞれどのようなメリット・デメリットがあるか整理した． 

 時空間特別研究では，時間情報として「発生開始（SS）」，「発生完了（SE）」，「消滅開始（ES）」，「消

滅完了（EE）」の４つの時間を考え，道路や建物のように各地物が個別に発生・消滅するもの（発生消

滅型地物）には各地物に対して４つの時間を，土地利用や DEM のように必ず存在する被覆情報（被覆

型地物）については変化期間に曖昧性を持たせて，変化前の地物（種別）の ES と変化後の地物（種別）

の SS，変化前の地物の EE と変化後の地物の SE それぞれが共通の時間を持つ仕組みとした（中埜・小

荒井，2011）．しかし，電子国土基本図等の実際の道路データの更新においては，部分供用，部分拡幅
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等，変化が非常に複雑な場合があり，例えばある区間の道路をまとめて修正する場合，その区間内に

多数の部分供用区間等が存在すると，現実の変化を反映させた時間情報を付与して修正することは非

常に煩雑になってしまう．しかし，この点については，時間情報の運用に冗長性を持たせて，例えば

数ヶ月期間内に供用された一定のまとまりを持つ地物を一括して修正する場合は，それらの地物に対

して同じ時間情報を付与することを可能にするなど，運用の仕方で解決できる可能性がある．また，

これまでは道路の供用日等の時間情報の収集が困難な場合が多かったが，電子国土基本図の更新に関

する行動計画である「フレッシュマップ 2011」では，地方整備局等と連携することで高速道路から市

町村道レベルまでの供用情報が入手できる可能性が高くなり，時間情報の整備・更新はこれまでより

容易になることが想定される． 

被覆型地物の時間情報については，変化時点を厳密に押さえることは難しいため，空中写真等の画

像情報による修正を想定し，曖昧性を持たせることで比較的整備・更新が容易な仕様を提案している

が，修正時に使用する画像資料が変化時点に最も近い時期の資料とは限らず，可能な限り現実に近い

時間情報を付与したい場合は，その地点の画像情報を遡って調べる手間が生じてしまう． 

時空間特別研究では，先述の４つの時間情報を付与する仕様を提案したが，現状の基盤地図情報や

電子国土基本図では，データの登録日（データ入手日）と消去日を付与する仕組みとなっている．前

者は，地物の発生・消滅を比較的現実に近い形で表現できるのが，現状では修正が煩雑になり，効率

性が悪いのに対し，後者はデータ管理者にはある程度有用で時間情報の修正も容易であるが，例えば

電子国土 Web システムに時系列表示機能を組み込んで，日付指定等により過去の地形図を表示させる

ような場合は，対応が困難であり，前者の方が有効となる．また，道路管理者のニーズとして，将来

（供用前）の時間情報に関するものがあり，事業実施予定箇所をマップ上で管理する仕組みが求めら

れている．この場合，前者の時空間化仕様に将来の時間情報を入力すれば，管理が可能となると考え

られる． 

 

４．結論 

 国土地理院が整備・提供する地理空間情報のうち，主に電子国土基本図や基盤地図情報について，

時空間特別研究で提案した時空間化仕様で時間情報を付与する際の課題等について，時空間分科会等

を通して情報を収集し，現行の基盤地図情報や電子国土基本図で採用または採用が予定されている時

間情報と比較したメリット・デメリットを検討した．結果，時空間特別研究で提案した時間情報の付

与方法は，現状のデータ修正方法においては効率性が悪いが，時間情報が入手できれば，運用である

程度改善できると考えられる．また，現状で採用されている時間情報は，データ管理者にとっては容

易に整備できるが，Web マップ等で時系列的に地図情報を配信する場合には，時空間特別研究で提案

した仕様が有効となる．今後は，時空間特別研究で提案した，現実世界の変化を可能な限り反映する

ことを目指して理想を追求した時間情報が，どのような場面でニーズがあるかを，ヒアリング等を通

して調査し，国土地理院として整備すべき時間情報のあり方を再検討する． 

 

引用文献 

中埜貴元，小荒井衛（2011）：中縮尺レベルの地理空間情報の時空間化に関する検討，国土地理院時報，

121，51-61． 
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時系列土地被覆データを用いた国土変遷予測に関する研究 （第１年次） 
 

 

実施期間      平成 23 年度～平成 24 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 

 

１．はじめに 

 平成 20～22 年度に実施した特別研究「地理空間情報の時空間化とその応用に関する研究」（以下，

「時空間特別研究」という．）の後継研究として，時空間データセットから作成した高頻度時系列の土

地利用・土地被覆データを使って，国土変遷予測の分野でどのような研究が可能であるかを検討する．

具体的には，つくば市や三浦半島の時系列地理情報を活用して，鉄道開通・道路開通等の人為的イン

パクトや地形等の環境条件が，土地被覆変化等の地球表層環境に及ぼす影響に関する研究を行う．こ

れらの研究を通じて，土地利用等の国土情報を活用した将来予測等に利活用可能な知見・成果等が得

られることを目指している．なお研究の遂行にあたっては，筑波大学空間情報科学分野や東京大学空

間情報科学研究センター等との連携を考えながら進めた． 

 

２．研究内容 

つくば市については，つくばエクスプレス（以下，「TX」という．）沿線約 15 ㎢の範囲の時空間デー

タセットから，１年ごとの時間頻度でデータを切り出して高頻度時系列地理空間情報を作成して，時

系列解析を行った．TX の駅や県道 19 号線を中心に，1000ｍまで 100ｍ間隔で円や線のバッファを発生

させ，路線着工当時からの各バッファにおける土地利用の変化量と変化年を土地利用分類ごとに求め，

時間と土地利用変化量の関係を考察した．他に，土地利用ポリゴンデータの形状の変化と属性の変化

に着目した解析も行った．こちらは，筑波大学空間情報科学分野の村山祐司教授，大学院博士課程院

生の水谷千亜紀氏と連携して行った． 

 三浦半島については，鉄道等の開通が明治期のため，迅速図から明治初期の植生を読み取って，2000

年の環境省の現存植生図データと比較した．使用した迅速図は 075～081，084～100，102 である．1/2.5

万地形図の画像データから道路交差点等を GCP として１図面あたり４～５点取り，アフェイン変換に

より幾何補正を行った．迅速図上に記載されている土地利用に関する文字・着色区分をもとに，地形

的な特徴や図式（崖記号等）を参考にしながら，迅速図上で植生を判読して境界線を記入し，GIS を

用いてポリンゴンデータを作成した．現代の植生分布状況等を参考にしながら植生凡例への置き換え

を行った．迅速図から読み取れる森林植生は，クヌギ，カシワ，シイ，ナラ，マツ，雑木，低木，竹

林，スギ植林である．また，環境省現存植生図（縮尺 1/2.5 万）の GIS データと比較するために，植

生凡例をもとに植生自然度を設定した． 

 

３．得られた成果 

３．１ つくば市 TX 沿線の土地利用変化 

2005 年に鉄道が開通した TX 沿線について，時空間データセットから切り出した 2000 年から 2009

年までの１年ごとの土地利用データを使って，土地利用の変遷を読み解いた．2003 年以降の変化面積

が大きくなっており，TX 開通を間近に控えた開発ラッシュが伺える．沿線・駅に近いバッファにおけ

る土地利用の変化内容については，2003～2004 年は変化前が様々な土地利用なのに対して変化後は造
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成中地が大部分を占めている．2008 年以降は，変化前は造成中地が多いのに対し，変化後は住宅用地・

商業務用地・道路用地の割合が多く，開発が進んできている様子が伺える．一方，沿線・駅から遠い

バッファは，変化面積のピークが 2008 年以降となっており，開発が少し後になっている様子が伺われ

る．2008～2009 年の変化は，変化後の土地利用が造成中地になっている割合が，沿線・駅に近いバッ

ファより大きいことからも，その傾向が読み取れる． 

更に土地利用が変化する条件を明らかにするため，ポリゴン型土地利用データを用いて，ポリゴン

毎に土地利用の変化頻度について分析を行った．まず，土地利用の変化部に着目すると，その面積は

対象地域の約３割に限られていた．また対象期間において，各土地利用ポリゴンは最大で６回土地利

用が変化した．変化回数毎に各ポリゴンの地理的分布を把握すると，土地利用の変化回数が多いポリ

ゴンほど隣接するポリゴンも変化回数が多くなる傾向が明らかになり，これは土地利用変化の起こり

やすい場所の存在を示唆する．TX の駅によって開発の程度が違ってきているが，土地利用ポリゴンの

変化パターンも，駅の開発過程のレベルによって変わってきている． 

 

３．２ 三浦半島の地域毎の土地被覆変遷の違い 

明治初期の植生は，低木林に分類される森林域が全区分の中で最も多く，全体の 1/4 以上を占める．

次いで二次林・自然林（約 22％）で，植林を含めた森林植生は，三浦半島全体の半分を占めていた．

森林域には自然性の高いものは少なく，多くの森林は利用・維持管理の中で持続されているものと想

定される．2000 年代には森林植生は，約 30％に減少している．人との関わりが強いと想定される低木

林の減少が顕著であり（27％→6.2％），市街化による影響のほか，森林との関わり方の変化が想定さ

れる．一方，より自然度の高い二次林・自然林は 2000 年代でも 20％は残されており，面積割合の大

きな変化は無く，良好な自然が残されている傾向が読み取れる．海岸域では特殊な立地条件に成立し

ている自然草原が多くみられており，明治初期には全体の約３％近くを占めていた．2000 年代には

0.2％まで減少しており，環境資源が消失していることが懸念される． 

地域別に見ると，低木林，二次林・自然林の占める割合は東京湾側での減少が著しく，:横須賀北部

地域では約 50％から約 10％へと減少している．相模湾側の小田和湾等地域では，明治初期及び 2000

年代ともに約 40％弱を占め，経年的な変動は少ない．逗子海岸地域では，二次林・自然林が両時期と

も約 35％存在しており，自然が残されている．2000 年代にまとまりのある二次林・自然林が残されて

いるのは，逗子海岸沿岸の森戸川源流地域，三浦市南部地域の小網代湾沿岸等である．自然草原につ

いては，明治初期には横須賀市南部地域や三浦市南部地域で約７～９％を占めていたが，2000 年代に

はほとんど残されていない． 

 

４．結論 

 つくば市や三浦半島の時系列地理情報を活用して，鉄道開通・道路開通等の人為的インパクトや地

形等の環境条件が，土地被覆変化等の地球表層環境に及ぼす影響に関して検討した．その結果，鉄道

開通などの人為的インパクトが土地利用や土地被覆の変遷に与える影響は大きく，沿線や駅からの距

離に応じて変化のピークの年度や変化する土地利用の内容が変化し，開発過程の段階の違いが反映さ

れている可能性が示唆された．また，地域によっても土地被覆変遷の内容に大きな違いが認められ，

人為インパクト以外にも地形等の要素を考慮する必要性がある．１年目は予備的な解析しか行えなか

ったが，来年度は国土変遷予測に繋がるような解析を行っていきたい． 
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地盤構成からみた地震被害と対策に関する研究（第１年次） 

 

実施期間      平成 23 年度～平成 24 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 

 地震による液状化現象は，1964 年新潟地震の際に越後平野において発生したことを機に国内でも注

目され，これまで研究が進められてきた．液状化が発生するためには，強い地震動の他に，地層が水

を多く含んでいること，ゆるく堆積した砂であることなどの条件が必要である．これらの条件が揃っ

た液状化が発生する可能性の高い場所は，地下水位の高い砂地盤で，例えば，埋立地，干拓地，昔の

河道を埋めた土地（旧河道），砂丘や砂州の間の低地などが挙げられ，2004 年新潟県中越地震や 2007

年新潟県中越沖地震時にも越後平野において旧河道やそのポイントバー（蛇行洲），砂州・砂堆で液状

化現象が多発した（若松ほか，2006；国土地理院，2007；小荒井ほか，2008）．本研究では，越後平野

を中心に，歴史地震も含めて，液状化が発生した地域の地形条件について検討し，相対的に液状化が

発生しやすい地域を推定することを目的とする．なお，本年度の研究は，（社）中越防災安全推進機構

の「地盤構成から見た越後平野における地震被害の特徴と対策に関する研究」の一環で，富山大学と

共同で実施した． 

 

２．研究内容 

 本研究では，１）

遺跡で確認された

歴史時代の液状化

の痕跡位置と地形

分類や河川からの

距離等との関係の

分析，および近年

の地震で発生した

液状化地域と旧版

地形図や米軍空中

写真等の時系列地

理空間情報，土地

条件図や治水地形

分類図のような地

形分類情報を含む

主題図との重ね合

わせによる液状化

発生域の地形条件

の分析を行い，２）

相対的に液状化が
図－１ 新潟県内の地震跡遺跡の時代別分布（背景の地形陰影図作成には国

土地理院の 50ｍメッシュ標高を利用） 
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発生しやすい地域を推定する． 

 

３．得られた成果 

 新潟県埋蔵文化財団がまとめた，新潟県内で噴砂痕や液状化痕が確認された遺跡（地震跡遺跡）53

箇所のデータを GIS データ化し，その分布を遺跡の時代ごとに分けて地図上に表示した（図－１）．各

プロットの横に付した番号は，図の左上に示す表の番号・遺跡名と対応している．また，プロットの

色で縄文以前，縄文前期-中期，縄文後期-晩

期，５世紀まで，10 世紀まで，13 世紀まで，

16 世紀まで，19 世紀までに時代区分した．年

代が不明の場合は白丸とした．全体として地

震跡遺跡は，下越と中越北部に多く，上越で

は少ないことが読みとれる．また，下越ほど

時代が古い傾向がある． 

地震跡遺跡の分布地点について，若松ほか

（2005）による地形分類情報と重ね合わせ解

析を行い，地形分類ごとの地震跡遺跡数のヒ

ストグラムを作成した（図－２）．これより，

地震跡遺跡は現在の後背湿地や三角州・海岸

低地に多く分布していることがわかる． 

 液状化は旧河道等，河川に関係の深い地形

条件で発生することが多いことから，地震跡

遺跡と最近接河川との距離を求めた．２級河

川以上の河川からの距離別の地震跡遺跡数の

ヒストグラムを図－３に示す．地震跡遺跡は，

河川中心線から 100ｍ以内の範囲に多く分布

していることがわかる．また，300～700ｍ付

近にも分布のピークがある． 

 このほか，活断層帯の位置と対比してみる

と，大局的には櫛形山脈断層帯，長岡平野西

縁断層帯，十日町断層帯に近い領域に地震跡

遺跡が分布している． 

以上の傾向は，噴砂等の地震跡が認められ

た遺跡は，１）河川の流域では旧河道や後背

湿地等，地下に水が多く含まれて噴砂が発生

し易い条件が揃うために，河川の近傍で多数

存在することを示しているのか，あるいは，

２）歴史地震が，櫛形山脈断層帯，長岡平野

西縁断層帯，十日町断層帯周辺で多く発生し

たために，これらの断層帯に近い範囲で地震

跡が認められた遺跡が多いことを示している

 

図－２ 地震跡遺跡分布地点の地形分類ヒストグ

ラム（地形分類は若松ほか（2005）の 250

ｍメッシュ微地形区分を使用） 

図－３ 最近接河川からの距離別地震跡遺跡数の

ヒストグラム 
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のか，のいずれかに関連づけられる可能性がある．ただ前者については，遺跡が河川の周囲に多いこ

とは考古学では良く知られていることであり，地震跡遺跡以外の遺跡についてもその分布と河川から

の距離との関係も含めて傾向を検討する必要がある． 

 

４．結論 

 液状化の痕跡が確認された遺跡の分布について，地形分類や河川からの距離等との関係を分析した．

今回の分析では，一定の傾向は見られたが，特出すべき特徴は把握できなかった．今回は地震跡遺跡

のみの分布を検討したが，今後は，それ以外の遺跡も含めて分布の傾向を分析したいと考えている．

また，近年の地震による液状化地点についても，地形分類等との比較によりその分布傾向を検討する． 

 

引用文献 

小荒井衛，佐藤浩，長谷川裕之，宇根寛（2008）：平成 19 年（2007 年）新潟県中越沖地震による地盤

変状，国土地理院時報，114，81-90. 

国土地理院（2007a）：平成 16 年新潟県中越地震 1:25,000 災害状況図「山古志」「小千谷」「十日町」． 

若松加寿江，吉田望，規矩大義（2006）：2004 年新潟中越地震による液状化現象と液状化発生地点の

地形，地盤特性，土木学会論文集 C，62，2，263-276． 
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面積と角の歪みのバランスさせた地図投影法に関する研究 

（第１年次） 

 

 

実施期間      平成 23 年度～平成 24 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 

地図投影法は，地球の表面を連続的に平面に対応付ける方法である．これまでに多くの地図投影法

が提案され，また実際に使用されている．しかし，微小な範囲の地図を除き，地図投影法には角の歪

みと面積の歪みが存在し，この双方の歪みをなくすことはできない．そこで，利用目的に応じ，角の

歪みのない地図投影法，面積の歪みのない地図投影法が使用されている．また，複数の投影法を数学

的に合成する等の方法により，角の歪みと面積のひずみを適切にバランスさせた投影法も考案されて

いる．しかしながら，バランスさせる方法については，図法の提案者の感覚に頼っている．

Snyder(1985)は，正角条件，あるいは正積条件の下で，数値計算を用いて米国の領土等において最適

な地図投影法を検索しているが，その後，計算機の能力が進展しているにもかかわらず，数値計算を

用いた地図投影法の開発は進んでいない．また，多くの地図投影法は極における歪を無視ないし軽視

している．本研究では，極における歪も他の点と同様に評価することを目指す． 

 

２．研究内容 

本研究では，角の歪と面積の歪を適切にバランスさせる地図投影法の設計方法を確立するとともに，

実際にそのような地図投影法を提案することを目指す．平成 22 年度は，設計に必要な地図投影法の

評価手法と，地図投影法の設計に用いる数値計算方法を開発した．  

 

３．得られた成果 

面積の歪みと角の歪みのバランスを考慮し，極を他の場所と同様に評価する地図投影法の評価指標

Lnを提案した（Lnの値が小さいほどよい）．Lnは，strain の意味の面積の歪と角の歪に類似する量であ

る eS と eA の n 乗の重み付き平均であり，地図投影法の種類，n，面積の歪の重みを示すパラメーター

wS に依存する．以下に，Lnの計算式を示す．特に，n=2 の場合は，Lnの最小値を求めることは最小 2

乗法の一種となっている． 
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指示楕円の長半径と短半径の一方を ma，他

方を mb とし，余緯度（極から赤道方向に測っ

た緯度）を z とし，極付近での ma と mb のオ

ーダーを z ， κz とすると，Lnの収束条件は，

  n2,max   となる．したがって，

極に関しては，η が小さい地図投影法が優れ

ている（歪のオーダー評価）．ρ-κ 平面に地図

投影法をプロットすると，極における Lnの収

束性を視覚的に理解することができる（図－

1）．極を他の場所と同等に取り扱うのであれ

ば，歪のオーダー評価が最善の地図投影法を

採用すべきである． 

歪のオーダー評価が最善となる図法のうち，

サンソン図法，エイトフ図法，ハンメル図法，

平射図法のエイトフ変換，正規多円錐図法，

直交多円錐図法，Eisenlöhr 図法について，L2

を実際に計算し，比較した（図－2）．その結

果，平射図法のエイトフ変換は，広範な wS

の範囲で Ln の値が小さい優れた地図投影法

であることがわかった． 

エイトフ図法を多項式で変形した地図投

影法の中で，wS=0.5 として，L2を最小とする

地図投影法を求めた．同様に，平射図法のエ

イトフ変換結果を多項式で変形した地図投影

法，緯度経度の多項式で表現される地図投影

法（ただし，極が 1 点となることを制約とし

て課した）の中で，L2を最小とする地図投影

法を求めた．その結果，多項式の次数が増え

ると，3 つの結果が類似してくることと，極

付近では類似した結果を得るために必要な多項式の次数が大きくなることがわかった．このため，最

適な地図投影法の検索は，緯度経度の多項式で表現される地図投影法の中で行えば十分であることと，

極の形状については工夫の余地があることがわかった． 

 

４．結論 

 角の歪と面積の歪を適切にバランスさせる地図投影法の評価手法と設計手法を開発した．その評価

指標の収束性から極における歪を大まかに評価する「歪のオーダー評価」を提案した．歪のオーダー

評価が最善となる既存の地図投影法に対して，評価手法を適用したところ，平射図法のエイトフ変換

が優れていることがわかった．また，評価指標が優れた地図投影法を検索する場合，緯度経度の多項

式で表現される地図投影法のみを対象とすれば十分である． 

 

図－1 歪みのオーダー評価の例 

図－2 提案手法による既存図法の評価（n=2）
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東日本大震災における津波浸水被害に関する研究 
 

 

実施期間    平成 23 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 岡谷 隆基 

中埜 貴元 神谷 泉 

乙井 康成 

１．はじめに 

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（Ｍ9.0）では，広い範囲で津波被害が発生した．今回

の津波被害に関しては，津波浸水域の地形や土地利用など，被災域の地理的特質を明らかにし，地域

ごとの災害状況の違いを明確にすることが重要である．このような情報は，今後の災害復興計画や地

域計画を考える上で参考資料になるものであり，被災地のみならず今後の津波被害が想定される地域

にも役立つ情報となることが期待されている． 

 

２．研究内容 

国土地理院が HP で公開した青森県から千葉県にかけての津波浸水域のポリゴンデータと，国土交通

省国土計画局が公表している国土数値情報「土地利用細分メッシュデータ」とを組み合わせ，津波浸

水域の土地利用図を作成し，津波浸水域の市区町村別土地利用別面積を集計した． 

仙台平野を対象に，国土数値情報「土地利用細分メッシュデータ」，土地条件図の地形分類ポリゴン

データ（山元町は新たに写真判読による地形分類を実施），航空レーザにより地震後に計測された詳細

地形データ（LiDAR DEM），空中写真判読により津波被害状況を３段階（Rank１：建物の大半が流出す

るなど壊滅的な被害を受けた箇所，Rank２：建物の流出は少ないものの破損が酷く，周囲にがれきが

堆積しているような範囲，Rank３：浸水しているものの，がれき等の堆積は認められなかった範囲）

に区分したポリゴンデータ，MMS（モービル・マッピング・システム）により計測した浸水深データを

使用して，津波浸水域の地理的特徴に関するより詳細な解析を行った． 

津波の進行状況がわかるビデオ映像として，NHK 等が上空から撮影した映像と，一般市民等が陸上

から撮影した映像を収集した．このうち，NHK の映像の時刻同期を行い，ビデオ映像から切り出した

静止画を正射変換する等の方法で，陸上および海上を進行中の津波の波頭の位置を図化した． 

 

３．得られた成果 

３．１ 津波浸水域の土地利用 

津波浸水域全体では水田が 37％と最も多く，次いで建物用地（20％），その他の用地（10％）とな

っている．県別にみると，宮城県と福島県では水田の割合がそれぞれ 41％，53％，岩手県では建物用

地の割合が 34％と大きくなっている．この違いは，岩手県ではリアス式海岸のため沿岸の狭い平野部

に市街地が集中しているのに対し，宮城県や福島県では沿岸に平野が広がり，田が広く分布するため

と考えられる．市区町村別の土地利用別浸水面積を図－１に示す．ここでの土地利用区分は，国土数

値情報土地利用細分メッシュデータの原データ（11 区分）を，５つの項目にまとめて再区分したもの

である．建物用地の浸水面積が大きい市区町村は，岩手県中部から宮城県，福島県北部にかけてで，

各市区町村の建物用地の浸水率については，大槌町，南三陸町，東松島市では 50％を越え，陸前高田

市，石巻市，女川町，山元町では 40％を越えている． 
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図－１ 市区町村別津波浸水範囲の土地利用別面積 

 

３．２ MMS で計測した浸水深と被害との関係 

 名取市閖上地区と仙台空港周辺について，MMS で計測した浸水深と津波の浸水被害状況とを重ね合

わせた（図―２，図－３）．概ね浸水深が４ｍを越えると Rank１に，1.5ｍを越えると Rank２になっ

ている．津波の浸水高については，現地調査で計測した結果と比べると，１ｍ程度の誤差で良く対応

している． 

  

図－２ MMS 計測による閖上地区の浸水深分布 図－３ MMS 計測による仙台空港周辺の浸水深分布 

 

３．３ 地形分類・標高と津波被害との関係 

津波被害状況と地形分類との重ね合わせを図－４に，津波被害状況と LiDAR DEM との重ね合わせを

図－５に示す．津波被害度 Rank１の範囲は海岸線から約１km の範囲に該当しているところが多い．同

範囲は砂州・砂堆等の低地の微高地で，浸水深が４ｍ以上になっている箇所が多い．津波が微高地を

通過した後，低地の一般面に該当する箇所になると，浸水深が急激に減少して２～３ｍ程度に変化し

ている．津波被害度 Rank２の範囲は，海岸線から約２～３km までの範囲に該当しているところが多い．
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Rank２と３の境界線を見ると，標高１ｍ付近に該当しており，概ね標高で決まっている．津波被害度

Rank３の範囲は，海岸線から約４～５km までの範囲に該当しているところが多い．津波被害度 Rank

３の外縁は浸水域と非浸水域の境界であり，標高２ｍ付近に該当しており，概ね標高で決まっている． 

 

  

図－４ 津波被害度と地形分類との重ね合わせ  図－５ 津波被害度と LiDAR DEM との重ね合わせ 
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津波遡上の末端の一例として，津波の浸水方向に直交する水路で浸水が止まったものがある．深さ

が２ｍ以上あり，ここに到達した津波は水路に沿って横に広がり，水路の壁を越えてより内陸側を浸

水するだけのエネルギーは持っていなかったものと推察される．このように，津波の遡上末端部の浸

水・非浸水を決める最終的な決定要因は，このような人工構造物が影響しているものと考えられる． 

 

３．４ 津波の進行状況の計測 

計測結果として，海上を進行中の津波の波頭

の位置を図－６に，陸上を進行中の津波の波頭

の位置を図－７に示す．なお，海上については，

壊滅的な被害をもたらした波の次の波（第２波）

である．時刻の同期精度は，１秒程度である． 

 

４．結論 

浸水域の土地利用別面積を集計した結果，宮

城県と福島県では水田の割合が高く，岩手県で

は建物用地の割合が高かった．MMS による津波

浸水深の計測は精度良く行うことができた．建

物がほぼ流出するような壊滅的な被害域につい

ては，浸水深がおおよそ４ｍ以上と浸水深が大

きく影響しており，その範囲は海岸線から約１

km の範囲に限定され，標高よりは海岸線からの

距離との関連性が高い．がれきで覆われるよう

な建物等の破壊が認められる地域は，海岸線か

ら２～３km の範囲で標

高１ｍ以下，浸水のみが

認められる地域は，海岸

線から４～５km の範囲

で標高２ｍ以下という結

果で，概ね標高で決まる

結果であった．浸水域と

非浸水域の境界部は，海

岸線と平行方向に延びる

水路の存在や，田と住宅

地の境界にあたる盛土の

擁壁部など，人工構造物

が影響している．ビデオ

画像を用い，津波の波頭

の位置を計測することが

できた． 

図－６ 海上を進行中の津波の波頭の位置 

図－７ 陸上を進行中の津波の波頭の位置 
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東北地方太平洋沖地震による液状化被害に関する研究 
 

 

実施期間      平成 23 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 

乙井 康成 

関東地方測量部   宇根  寛 川本 利一 

 

１．はじめに 

2011 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震によって，関東地方で広範囲にわたり液状化－

流動化現象が発生し，構造物の傾斜や沈下，地表の段差や陥没，波状変形などの被害が生じた．特に

東京湾岸と利根川下流域で著しかった．液状化が生じるためには，強い地震動の他に，地層が水を多

く含んでいること，ゆるく堆積した砂であることなどの条件が必要である．これらの条件がそろった

液状化が発生する可能性の高い場所は，地下水位の高い砂地盤で，例えば埋立地，干拓地，旧河道，

砂丘・砂州間低地などがあげられる．液状化の発生しやすい土地かどうかを知るには，その土地の成

り立ち（履歴）を知ることが重要である．国土地理院では，これまでに整備してきた地形図や空中写

真等の時系列の地理空間情報をアーカイブ化し，一般へ提供している．これらの時系列地理空間情報

から土地の成り立ちを知り，液状化を起こしやすい地域を予め把握しておくことが可能である． 

 

２．研究内容 

茨城県や千葉県の液状化現象が発生した場所で被災状況を把握し，土地の成り立ちが把握できる時

系列地理空間情報等を活用して，液状化被害の著しい地域の地形条件について整理した．主に活用し

た時系列地理情報等は，迅速測図原図，旧版地形図，過去の空中写真，土地条件図，治水地形分類図

である．また，液状化被害の激しかった浦安市で液状化に伴う沈下量を正確に把握するために，2011

年８月に JR 京葉線の新浦安駅近傍の街区基準点を用いて簡易水準測量を実施し，地震前（2006 年 11，

12 月）の街区基準点の観測成果と比較した．これにより得られた相対的な沈下量を，浦安市が HP で

公開した地震前後の航空レーザ測量結果の差分図や，千葉県環境研究センターが HP で公開した杭基礎

建物の抜け上がり量と重ね合わせ解析を行い，面的な沈下量を検討した．  

 

３．得られた成果 

３．１ 液状化被害の状況と土地履歴の関係 

甚大な液状化被害のあった潮来市日の出地区は，明治 10 年代の迅速測図原図では外浪逆浦の入江で

ある内浪逆浦であり，米軍写真では既に干拓されていた．稲敷市結佐と香取市石納は，迅速測図原図

では利根川の河道となっており，昭和 20 年代の 1/25,000 地形図ではまだ水部として残されていた．

神崎町松崎は，迅速測図原図では利根川の本流となっているが，米軍写真では河川改修で旧河道が封

鎖されていた．我孫子市布佐では液状化の被害の激しい箇所は限定的で，米軍写真ではその箇所に細

長い水部が存在しており，1960 年代撮影の空中写真ではその箇所が埋め立てられ住宅地となっていた．

鬼怒川流域では下妻市鬼怒で液状化の被害が顕著で，この箇所は迅速測図原図では鬼怒川の蛇行した

本流であったが，その後の河川改修で閉鎖され米軍写真では旧河道が水田になっていた．小貝川流域

では常総市吉野で液状化の被害が顕著で，この箇所は米軍写真では小貝川の本川となっているが，1960
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年代の空中写真では小貝川の河道が短縮化され三日月湖になっていた． 

千葉市美浜区では噴砂が海岸線と直交する帯状の範囲に集中していた．同様の傾向は 1987 年千葉県

東方沖地震でも確認されている.今回の噴砂の分布と埋め立て前の空中写真を重ね合わせると，澪と噴

砂が集中する帯とは概ね一致し，澪の存在が影響していると考察される． 

 

３．２ 千葉県浦安市の液状化による面的沈下状況 

簡易水準測量の結果（図－１の A～L；A を仮不動

点とした各街区基準点の沈下量）では，新浦安駅（G

付近）より海側の埋立地で大きく沈下し，埋立ての

時期がより新しい海側ではさらに大きな沈下が観測

された．なお，地震前にＨ点付近では５年間で４cm

程度の圧密沈下が認められており，水準測量の観測

値は地震時の液状化によるものだけではなく，地震

前の圧密沈下によるものも含んでいる．  

航空レーザの標高差分データ（図－１）も経年的

な地盤変動も含んでおり，航空レーザの垂直精度が

15cm 程度とされているので，30cm 以上の低下が有意

なものと考えられる．全体として標高低下の傾向に

あるが，特に低下量が大きい箇所が樹枝状の形で帯

状に連続する．そのような箇所は，現地調査を行う

と噴砂現象や地盤変状が激しく，地盤変状に伴う建

物の抜け上がりや傾きなども酷い状況であることが

確認でき，地盤低下量と被害状況が良く対応してい

た．街区基準点の沈下量と航空レーザの標高差分デ

ータとの関係を見ると，両データの対応は概ね良い

と判断できるが，航空レーザの差分による低下量は

簡易水準測量による沈下量よりも大きい傾向がある． 

杭基礎建物の抜け上がり量と航空レーザによる標高差分図とを重ね合わせた結果では，抜け上がり

量の大きな箇所は航空レーザの差分による低下量が大きい帯状の地域と概ね一致している．抜け上が

り量を正しいと仮定した場合，レーザ標高差分データはプラス側に 20～30cm 程度，マイナス側に 40

～50cm 程度とばらつきが大きい．抜け上がり量が０の箇所の航空レーザデータの差分による標高低下

量の平均は-10cm 程度を示すが，航空レーザデータには経年的な圧密沈下が含まれていることから，

航空レーザデータの差分による標高低下量が大きい傾向は整合的な結果と見なせる． 

 

４．結論 

利根川やその支流の流域等で東日本大震災における液状化被害が顕著であった箇所は，旧河道や水

部の埋立地であり，土地の成り立ちとの関連性が深い．土地の成り立ちを知るのに，旧版地形図や過

去の空中写真等の時系列地理空間情報が有効である．浦安市で行った簡易水準測量の結果は，現地の

沈下量を適切に反映していた．航空レーザの標高差分データは，地域全体の沈下量の相対的大小を面

的に捉えることが可能であり，沈下量の大きい箇所が帯状に分布することを捉えることができた．こ

の傾向は，杭基礎建物の抜け上がり量の大きい箇所とも概ね一致する． 

図－１ 簡易水準測量結果と航空レーザ測量

の標高差分データとの重ね合わせ 
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東北地方太平洋沖地震による誘発された地震による地表地震断層の研究 
 

 

実施期間      平成 23 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  岡谷 隆基 

                                                                  中埜 貴元   乙井 康成 

                                              地殻変動研究室   小林 知勝 

 

１．はじめに 

2011 年３月 11 日に発生した 2011 年東北地方太平洋沖地震に誘発されて，３月 12 日に「長野県・

新潟県県境付近の地震（Ｍ6.7）」が，４月 11 日に「福島県浜通りの地震（Ｍ7.0）」が発生した．それ

らの地震に伴い斜面崩壊や建物倒壊などの被害が発生したが，長野県・新潟県県境付近の地震は逆断

層型地震であり，福島県浜通りの地震の方は日本では珍しい正断層型の地震である．地震が正断層か

逆断層かで地表に表れる被害の様相は異なることが予想されるので，地震に伴う地盤変状・斜面崩壊・

構造物被害等を現地調査し，陸域観測技術衛星「だいち」の合成開口レーダ（PALSAR）の SAR 干渉画

像を参照しながら，地形・地質・想定される活断層の位置等と被害との関連性について考察した． 

 

２．研究内容 

SAR 干渉縞の不連続箇所における地盤変状の有無，SAR 干渉縞の不連続箇所と斜面崩壊・建物被害と

の関連性，地表地震断層出現箇所と斜面崩壊・建物被害との関連性，地表地震断層の出現位置と既存

の活断層の位置との関連性，斜面崩壊箇所の地形・地質などを現地調査した．福島県浜通りの地震に

関連する現地調査は，（独）土木研究所の地質チームと連携して行った． 

 

３．得られた成果 

３．１ 福島県浜通りの地震の被害状況 

SAR 干渉画像と現地調査で把握した被害分布とを重ね合

わせたものを図－１に示す．井戸沢断層（西側）（Ａ－Ａ’）

では干渉縞の不連続が顕著であり，ほぼ南北に延びた西落

ち（落差最大で約２ｍ）の地表変状が長さ 10km 以上にわた

り出現した．西側低下の変位が連続して出現しており，今

回の地震で発生した地表地震断層と考えられる．断層面に

は断層粘土を伴った破砕帯が出現しており，この断層が地

質時代に活動を繰り返していたことが示唆される．湯ノ岳

断層沿い（Ｂ－Ｂ’）でも干渉縞の不連続が顕著であるが，

西北西－東南東方向に延びる西南落ち（落差最大で約

80cm）の地表変状を 15km 以上にわたり確認した．南西側低

下の変位が連続して出現しており，今回の地震で発生した地表地震断層と考えられる．井戸沢断層（東

側）沿い（Ｃ－Ｃ’）では２～３周期程度の干渉縞の不連続がある．断層線に沿って 10cm 程度の段差

や５cm 程度の開口亀裂が認められ，その下では断層破砕帯の露頭が確認されている．山間部では陥没

を伴う亀裂が連続しており，断層線に沿って斜面崩壊も認められた．井戸沢断層（東側）自体が能動

図－１ SAR干渉画像と福島県浜通りの

地震の被害分布の重ね合わせ 
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的に動いてはいないが，断層線沿いに何らかの変状があったものと推定される．Ｅ－Ｅ’沿いでは１

周期程度の干渉縞の不連続があるが，道路が不連続部をまたぐ部分でのみコンクリート等の構造物に

亀裂が認められた．このように，SAR 干渉画像の干渉縞の不連続部では不連続のズレの大きさに対応

した地盤変状が現れており，SAR 干渉画像が明確に地盤変状を捉えている．建物被害は大半が屋根瓦

の被害等であった．ただし，井戸沢断層（西側）や湯ノ岳断層直上の建物は，断層のズレにより基礎

が崩れて建物が大きく歪むなどの壊滅的被害を受けていた．規模の大きな斜面崩壊は断層線沿いやそ

の近傍で発生している．地質は緑色岩起源の片岩（御斎所変成岩類）が多く，岩塊状に崩落している．

地形や地質よりも断層線に近いかどうかによる影響の方が大きい．いわき市渡辺町上釜戸の斜面崩壊

は，山が尾根ごと崩落するような大規模なものである．地質は新第三系の軟弱なシルト岩である．SAR

干渉画像では，上釜戸の大規模崩壊は干渉縞の不連続（Ｄ－Ｄ’）に位置している． 

 

３．２ 長野県・新潟県県境付近の地震の被害状況の概要 

SAR 干渉画像と現地調査で把握した被害分布とを重ね合わ

せたものを図－２に示す．津南町の宮野原断層周辺（Ａ）で

は，撓曲地形に沿って重力性の変状や地すべりが集中して発

生していた．この断層を弱線として受動的に大きな変動が発

生した可能性がある．千曲川左岸の狭い段丘面上の栄村森・

青倉・横倉地区（Ｂ）で建物被害等が激しかったが，SAR 干

渉画像を見ると本震による地殻変動域と最大余震（Ｍ5.9）に

よる地殻変動域が重なる部分に位置しており，両方の変動が

重複したことにより被害が増大した可能性が高い．最大余震

による干渉 SAR 変動域の東縁部周辺（Ｃ）でも，斜面崩壊や

道路盛土部の重力性変状が多数確認されている．SAR 干渉画

像から推定される本震の震源断層の推定地表到達域の東側

（断層の上盤側：Ｄ）では，斜面崩壊や道路面の変状が多数

認められた．多数は地すべりの滑動や盛土の重力性変状で説

明出来るが，一部はそれでは説明できずテクトニックな変位

の可能性も考えられる． 

 

４．結論 

正断層である福島県浜通りの地震では，建物の壊滅的被害は地表地震断層の直上に集中しており，

斜面崩壊や亀裂は断層線近傍でのみ確認された．逆断層である長野県・新潟県県境付近の地震では，

地盤変状・斜面崩壊・構造物損壊等の被害は，逆断層の上盤側かつ SAR 干渉画像の地殻変動発生領域

に集中していた．段丘面上でも被害が多発したが，近傍で発生した最大余震の影響が考えられる．道

路の変状・亀裂等の地盤変状のほとんどは，盛土等の重力性変状で説明可能である．地表地震断層を

積極的に支持するような地表変状は確認できなかったが，既知の活断層（宮野原断層）に沿った地す

べりや盛土の重力性変状等の集中が見られた．井戸沢断層（東側）の事例でもわかるように，既知の

活断層付近では活断層自体が能動的に活動していなくても斜面崩壊や地盤変状等が集中する傾向があ

る．福島県浜通りの地震では，既知の活断層の延長部で新たに地表地震断層が出現したが，そこには

破砕帯を伴った地質断層が存在していたので，延長部に活断層のある既知の断層の周辺では，その断

層が活断層として活動する可能性も視野に入れながら，防災を考えておく必要がある． 

図－２ SAR 干渉画像と長野県・新

潟県県境付近の地震の被害

分布の重ね合わせ 

Ａ Ｂ 

Ｄ 

Ｃ 
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活褶曲地帯における地震に伴う斜面変動と地形発達過程に関する研究 

（第２年次） 
 

 

実施期間      平成 22 年度～平成 24 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  岡谷 隆基 

                                                                 中埜 貴元 

 

１．はじめに 

新潟県中越地方では，平成 16 年(2004 年)新潟県中越地震，平成 19 年(2007 年)新潟県中越沖地震と

被害地震が相次いだ．中越地震では山古志地区に集中して多数の斜面崩壊が発生したのに対し，中越

沖地震での斜面崩壊は散在していた．中越地方は活褶曲地帯としても有名であり，ALOS/PALSAR デー

タを用いた干渉 SAR により，中越沖地震と同期した小木ノ城背斜の 10cm 弱の隆起（活褶曲の成長）が

報告されている．一方，中越地震では，地震前の空中写真測量と地震後の航空レーザ測量のデータか

ら，信濃川と魚野川の合流部あたりで 0.5～1.5ｍの隆起が報告されている(小長井ほか，2007)．この

ように，地震に伴う活褶曲の成長と斜面崩壊の集中とには関連性があると考えられており，山古志地

区で集中した斜面変動・地すべりを活褶曲地帯における地形発達史と関連づけて説明することが求め

られている．本研究は科学研究費補助金（研究課題番号：22500994）の予算によるもので，産業技術

総合研究所の小松原琢主任研究員と福岡教育大学の黒木貴一教授との共同研究である． 

 

２．研究内容 

平成 23 年度は，平成 23 年３月 12 日に発生した長野県・新潟県県境付近の地震の被災地域（長野県

栄村，新潟県津南町，同十日町松之山地区）も対象に含めて現地調査を行った．７月に同地震の被災

地域と西山丘陵を対象に，10 月に両地区に山古志地区を含む芋川流域と魚野川流域を加えて，現地調

査を行った．平成 22 年度には，芋川流域について航空写真判読と航空レーザ測量による１ｍ間隔等高

線図の読図から段丘区分を行っており，芋川沿いの主要な段丘面に載るローム層に含まれる火山灰分

析結果から芋川流域の段丘編年を行っている．平成 23 年度には，芋川流域に加えて魚野川本流沿いの

段丘露頭も加えて露頭調査を行っており，新たな露頭調査で得られた火山灰や年代資料の分析を追加

して行い，段丘編年や活褶曲の成長速度の見直しを行った． 

 

３．得られた成果 

芋川流域について，航空レーザ測量による１ｍ間隔等高線図の読図から段丘区分を行った結果を図

－１に示す．段丘は上位から１面～８面の８段に分かれ，芋川流域で広範囲に連続する段丘面のうち

５面はローム層を載せず，３面はローム層を載せバブルウオール型の火山ガラスと斜方輝石を含む層

準が確認されたが，これは既知のテフラとは対比されていない．１面（幡谷ほか（2006）の Lf1 面に

相当）から１万年前よりやや古い時期に降下したとみられる UG（立川ローム上部ガラス質火山灰）が

検出されたのに対し，３面では小芋川合流点付近の面で７千年程度前に降下した K-Ah が検出され，UG

以前のテフラは顕著にはみられないため，３面は７千年～1.2 万年前に形成された面と推察される． 

一方，魚野川流域の段丘については，幡谷ほか（2006）が約 15ka に噴出した As-K（浅間－草津火

山灰）を報告している Lf4 面の Loc.27 において，主成分化学組成分析の結果，段丘レキ層の最上部か
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ら上へ 40～60cm の位置で UG に対比可能な火山ガラスを検

出した．芋川流域の段丘と魚野川流域の段丘の対比を行う

過程で，魚野川流域の段丘の編年が従来よりも新しい年代

に編年し直される可能性があり得る．この地域の隆起量が

大きいことに起因していると考えられる． 

３面の現河床との比高は，下流の魚野川合流点付近で約

20ｍ，上流の小芋川合流点付近で約 30ｍある．小松倉背斜

は小芋川合流点付近を通り，魚野川合流地点は小松倉背斜

から 750ｍ程度離れている．小芋川合流地点の現河床から

の比高が大きいのは小松倉背斜の成長によると仮定し（３

面の比高差は 10ｍ），小荒井（1990）に基づき活褶曲の成

長速度＝（（比高／水平距離）／段丘形成年代）とすると，

小松倉背斜の成長速度＝（（３面の比高差／水平距離）／３

面の形成年代）＝（（10ｍ／750ｍ）／（7000～12000 年））

＝1.1～1.9×10-6／年となる．小荒井ほか（2010）は，西

山丘陵の活褶曲の成長速度について 8.3×10-7／年，小千谷

地区の活褶曲の成長速度については山本山面（Iz-Kt を載

せる）で 4.5～5.3×10-7／年，小粟田原面（Aso-4 を載せ

る）で 1.0～1.2×10-7／年，池中新田面（DKP を載せる）で 1.0×10-6／年，小千谷面（As-K を載せる）

で 1.1×10-6／年とした．芋川流域の活褶曲（小松倉背斜）の成長速度は，西山丘陵や小千谷地区とは

オーダー的には同程度である． 

西山丘陵では，活褶曲の成長に伴う道路等の地表変状を，大坪・山路（2010）を参考に現地確認し

た．また，長野県・新潟県県境付近の地震では，斜面崩壊等が逆断層の上盤側で，かつ地殻変動発生

領域を示す SAR 干渉縞の範囲にあたる松之山地区に集中して発生していた．地震による隆起域に集中

して発生するという現象は，2004 年新潟県中越地震や 2007 年新潟県中越沖地震とも共通する事象で

あり，松之山地区には松之山背斜があることから，地震に伴う活褶曲の成長域で斜面変動が卓越した

可能性もありうる． 

 

４．結論 

火山灰の化学分析結果から芋川流域と魚野川流域の段丘編年の見直しを行い，魚野川流域の段丘の

編年が従来よりも新しい年代に編年し直される可能性を指摘した．これらのデータは，この地域の地

形発達史を考える上で基礎となる資料である．活褶曲の成長速度を地形学的・地質学的視点から明ら

かにしていき，芋川流域の活褶曲の成長速度は西山丘陵や小千谷地区とはオーダー的には同程度であ

ることがわかった．最終年度は，山古志地区，西山丘陵，松之山地区を対象に，隆起速度の違いと斜

面崩壊の起こりやすさとの関連を，地形発達史と絡めてより定量的に明らかにしていく予定である． 
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図－１ 芋川流域の段丘区分図 
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