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1．はじめに  

本研究の目的は，既存の衛星リモートセンシング等による土地被覆分類では得られない樹高や植生

の疎密度など，土地の脆弱性の把握などに資する新たな土地被覆分類手法を構築し，その土地被覆分

類データにより土地の脆弱性の評価を高度化する手法を開発する事である．航空レーザ測量による植

生データを加える事によって，斜面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」を実施

している．  

平成 23 年度には，新潟県出雲崎地区で，樹高等のグランドトゥルースを得るために毎木調査を行い，

樹高や樹木疎密度について調査結果と比較検討すると共に，広島県庄原地区で航空レーザ計測を実施

した（岡谷ほか，2012）．平成 24 年度は，愛媛県新居浜地区，山口県防府地区，広島県庄原地区にお

いて毎木調査及び現地調査を行うとともに，引き続き新潟県出雲崎地区を対象に樹木形状と航空レー

ザデータとの対応についての解析を進めた（岡谷ほか，2013a）．  

今年度は，阿蘇地区の毎木調査と，出雲崎地区を含めた全地区での航空レーザデータの分析，発災

前のデータが広範囲に存在する防府地区を中心に土地の脆弱性に関する分析を行い，研究全体の取り

まとめを行った．本報告では，上記の 5 地区（34 箇所）で行った毎木調査結果と航空レーザデータを

比較した分析，そして土地被覆と土地の脆弱性に関する分析について，全体をまとめて紹介する．  

 

2．研究内容および得られた結果  

2-1．樹高および樹木疎密度  

 樹木根系の土壌保持効果に表層崩壊を防ぐ効果

があるとされていることから（阿部，1998），斜面

の脆弱性評価に活用可能な土地被覆情報として，

樹高と樹木の疎密度を取り上げた．  

 樹高については，航空レーザ測量のアーカイブ

データから DCM（Digital Canopy Model）を作成

し，毎木調査の結果（グランドトゥルース）と比

較分析した．1～2m 程度の比較的粗い解像度のデ

ータを用いた場合でも，30m メッシュ程度で DCM

値を平均化すると，DCM（補正値）＝樹高と考え

て概ね問題はない事が分かった（図-1）．樹高の補
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正については，航空レーザ計測から年数が経過している場合に樹種別の樹高成長曲線から推測して補

正する方法と，落葉広葉樹林が斜上して成長する性質を斜面傾斜によって補正する方法が有用であっ

た． 

 樹木疎密度データの作成は，DCM から画像処理（最大値フィルタ）を用いて樹冠ピーク点密度（樹

木本数密度に相当）を求める手法（岡谷ほか，2013b）を用いた．この手法は落葉期の広葉樹林でも条

件が良ければ適用可能であり，また手順が単純で汎用性がある．着葉した樹林の疎密度は，比較的グ

ランドトゥルースとの相関が良く，正の相関が見られた（図-2）．解像度の限界付近を超えると，実測

値に対して過小評価になることが分かった．ただし，大きく過小評価になる密生地は，より細木が多

く，根系の土壌保持効果については，過小評価分が相殺される可能性も高い．従って，疎密度につい

ても，土地の脆弱性評価に補助的に用いる事はできると考えられる．なお，ウィンドウサイズや解像

度の問題を避ける手段として，オルソフォトの利用についても検討した．条件の良いオルソフォトで

あれば，画像処理と水文分析の分水嶺抽出手法を転用する事によって，疎密度の把握ができることが

わかった．  

 

 

図-2 毎木調査地区ごとの樹木疎密度の実測値および 1m メッシュ DCM による推定値  

（30m メッシュ単位に換算）  

 

2-2．土地の脆弱性と植生の関係  

 土地の脆弱性と植生の関係について，土砂災害発生前の航空レーザデータが広範囲に存在する防府

地区を中心に検討した．土地の脆弱性評価については，30m 程度のウィンドウサイズで計算した斜面

傾斜と凹凸度（岩橋ほか，2009；Iwahashi et al., 2012）を中心に，航空レーザから求めた植生データを

加えて行った．  

 樹高データについては，森林の平均樹高が高くなると崩壊率が減少する傾向が見られた．これは地

形的脆弱性とは独立な傾向であった（図-3）．なお，平均樹高がある高さ以上の区間で崩壊率がゼロに

なる統計結果は，阿蘇地区でも見られ，また，発災後のデータの分析結果ではあるが，出雲崎地区に

ついても，急傾斜かつ樹高 20m 以下の所で崩壊セルの割合が高い傾向が見られた（岡谷ほか，2013a）． 
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図-3 防府地区における地形的脆弱性（Iwahashi et al., 2012）・DCM による樹高（以上，発災前の 2005 年デー

タから計算）と，2009 年 7 月豪雨による崩壊率（30m メッシュに集約して計算）の関係．  

 

 栃本ほか（2010）等既存の文献から，樹木の引き抜き強度は胸高直径÷樹間距離に比例するとされ

ている．胸高直径は樹高に比例し，樹間距離の二乗は樹木本数密度に反比例する．よって，根系強度

（樹根が土壌を保持する力）は，（樹高）×（疎密度平方根）に比例すると推定できる．防府地区に於

いて，（樹高）×（疎密度平方根）データと崩壊率の関係は，明瞭な負の相関が得られ（図-4），斜面

の脆弱性評価に役立つ新たなパラメータであることが示唆され，「根系強度指数」として提案した．防

府地区について，傾斜・凹凸度の値を閾値で区切り，斜面を場合分けして，地形のみと根茎強度指数

を加えたケースについて，崩壊地を教師として判別分析を行った．その結果，根系強度指数を加えた

場合，防府地区では，谷筋の急斜面で斜面崩壊の正答率が明瞭に向上していた．  

 

図-4 防府地区に於ける根系強度指数（2005 年 LiDAR データから）と 2009 年 7 月豪雨における崩壊率の関係  
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2-3．作業マニュアルの作成  

 作業マニュアルは Web 公開を予定しており，平成 21 年度終了課題「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」のマニュアルに，航空レーザデータから土地被覆情

報を抽出する手法と，地形情報に土地被覆情報を加味して斜面の脆弱性を評価する手法について，解

説を追加する形で公開する．フローチャート式にポップアップを用いた手順解説等，簡便なデザイン

を準備中である．  

 

3．結論  

 今回の特別研究により，谷筋の急斜面等では樹高等の土地被覆情報を加味することで脆弱性評価が

向上することを示すことができた．（樹高）×（疎密度平方根）データは，斜面の脆弱性評価に役立つ

新たなパラメータであることが示唆され，「根系強度指数」として提案した．  

 過去の特別研究の成果である斜面の脆弱性評価手法については，既に Web 等で公開して斜面崩壊の

研究者やコンサルタント等で活用されているが，本研究の成果を既存のマニュアルに追加することで，

より高度化した評価手法を関係者に活用してもらえる環境が整備される．また，航空レーザ測量のア

ーカイブデータは全国広範囲に膨大なデータがあることから，樹高や樹木疎密度などの土地被覆植生

情報を抽出する手法を開発して公開することにより，当初の目的であった斜面の脆弱性評価のみなら

ず，森林の三次元構造を必要としている環境影響評価分野，森林施行管理，森林における CO2 固定量

の評価，さらに植被と地形の関係が大きい雪崩斜面の評価など，森林に関連した様々なフィールドで

活用される可能性があり，研究成果の波及効果は大きいものと考える．アーカイブデータを所有して

いる国土地理院としても，アーカイブの新たな活用方法として，防災情報支援活動への貢献が考えら

れる．  
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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 3 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  中埜 貴元 

 

1.はじめに 

都市域の災害対策においては，屋外と同等以上に地下街や駅構内などの公共的屋内空間が重要となって

いる．しかし，災害対策検討の基盤となる GIS データの整備は，屋内空間については進んでいない．この

対策として，設計図から GIS データを作成するためのツール開発なども行われているが，設計図から精度

の確かな GIS データを効率的に作成する方法については，これまで十分検討されていなかった．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実施している． 

 

2.研究内容 

平成 23 年度は国土地理院庁舎を対象に，平成 24 年度はつくばエクスプレス(TX)南流山駅舎を対象に，

設計図から作成できる三次元 GIS データの試作と現地測量を実施し，データの精度検証やデータ作成等に

要する作業人日の比較を行った．最終年度である今年度は，屋内外シームレスの三次元都市モデルについ

て検討することを目的に，国土地理院本院敷地内と TX 南流山駅周辺を対象に，一昨年度及び昨年度作成

したデータと一体となる三次元都市モデルを作成した．また，今年度までの 3 年間の研究で得られた知見

を元に，データ作成方法の違いによる作業量の検討，位置の基準とする座標値取得方法の違いによる精度

の違い，施設の部位による位置精度の違い等について検討を行い，屋内空間における三次元 GIS データを

設計図等から簡便に作成する方法をマニュアル案にまとめた．  

屋外の三次元都市モデルは，国土地理院敷地内については，配置図（設計図）の建物外形に，断面図（設

計図）又は立面図（設計図）から読み取った高さを与え，建物以外については，配置図に基盤地図情報の

DEM（Digital Elevation Model）から高さを与えることで作成した．一方，TX 南流山駅周辺については，基

盤地図情報の建物外縁や地面に，航空レーザ測量で作成された市販の DSM（Digital Surface Model）で高さ

を与えて作成した．データフォーマットは，DXF 及び DWG 形式を選択した． 

マニュアル案は，公共的屋内空間の三次元 GIS データを作成しようとしている者を対象としている．デ

ータ作成の目的や作業環境に応じた効率的な GIS データ作成計画を策定し，またデータ作成作業を行う者

へ適切な指示を行い，作成されたデータが利用に適したものであるか点検を行えるよう支援することを目

的として作成した．利用度の高い都市域の公共的屋内空間や地下空間では，しばしば増改築や改修が行わ

れ，GIS データも頻繁に更新する必要が生じることから，作成するデータの位置精度は 1m程度を目標とし，

設計図等の活用により簡便に作成できることを優先させた． 
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3.得られた成果 

3.1 屋内外シームレス三次元都市モデル試作における対応 

 作成した国土地理院敷地内と TX 南流山駅周辺の三次元都市モデルの外観鳥瞰を図-1 に示す．平成 23 年

度に作成した国土地理院の建物モデルと基盤地図情報の DEM から作成した地表モデルの間に隙間が生じ

ていた．現地で狭い盛土が DEM に反映されていないことが確認できたため，地表モデルを修正した．ま

た，2 階の渡り廊下は設計図に情報が不足しており，現地調査と空中写真から渡り廊下に繋がる 2 つの建

物モデルと整合するモデルを推定した．TX 南流山駅周辺の基盤地図情報と DSM にも整備時期の違いによ

る不整合があり，基盤地図情報には記載されているが現存しない建物はモデルを作成しなかった． TX 南

流山駅周辺には，JR 武蔵野線の下を交差する道路がある．鉄道直下の道路については，高さが不明である

ため，その前後と同じ高さと仮定し，トンネル部の天井の高さは，現地調査から周囲の地形と整合するモ

デルを推定した． 

 

 
図-1 作成した国土地理院（左）及び TX南流山駅周辺（右）の三次元都市モデル（外観鳥瞰） 

 

3.2 設計図による屋内空間の三次元 GIS データ作成マニュアル案について 

国土地理院庁舎と TX 南流山駅舎における試行と測量会社へのヒアリング調査を元に，データ作成に要

する作業量や位置精度について分析を行った．その結果，設計図の活用により，トータルステーション測

量の半分程度の作業量（人日）で最大誤差概ね 1m のデータを作成できることが分かった． 

座標付与方法による三次元 GIS データの精度の違いを図-2 に示す．横軸の「1」は，設計図に基盤地図

情報または都市計画基本図から座標値を付与して作成した三次元 GIS データである．「2」は，設計図にお

いて現況施設と一致しない点を除外または修正し，基盤地図情報または都市計画基本図から座標値を付与

して作成した三次元 GIS データである．「3」は「2」と同様に，現況施設と一致しない点を除外または修

正した設計図に，現地測量成果で座標を付与した三次元 GIS データである．現地測量により設計図に座標

付与した場合には，RMSE（Root Mean Square Error）で水平精度約 30cm，標高精度約 20cmと地図情報レ

ベル 500 と同程度の三次元 GIS データを作成できることが確認できた． 
 

  

図-2 三次元 GIS データの各点の位置と現地測量成果の差の RMSE．左は水平位置，右は標高． 

本館 情報サービス館 

地図と測量の科学館 

TX 南流山駅 
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図-3 部位による誤差の違い（設計図への座標付与を現地測量で実施，現地測量成果との比較）．左は水平位置，右は

標高．右図のその他はホームドアの上端，エスカレーターの手摺，改札の切符投入口等． 

 

部位による誤差の違いを図-3 に示す．出入口に

比べて柱は水平位置の精度がよい，屋根・屋上面

に比べて床面標高の精度がよいなど，部位による

精度の違いが明らかである．床面の標高精度は

RMSE で約 6cm であり，浸水シミュレーションで

使用できるレベルと考える． 

一方，セキュリティ保全等のため，設計図の一

部または全部を利用できない場合があることなど

の課題も明らかとなった． 

このような知見から，設計図等を活用して簡便

に屋内空間の三次元 GIS データを作成する方法

について，マニュアル案にまとめた．マニュアル

案は 4 章構成とした．第Ⅰ章「はじめに」では，

マニュアルの目的と適用範囲，マニュアル使用の

前提条件等を記載している．第Ⅱ章「仕様の検討」

では，目的の明確化と目的に合致したデータ仕様

の検討について記載している．仕様の検討は，デ

ータ作成対象，データ構造，形状の詳細さ，位置

精度，属性分類，データフォーマットに分けて記

載している．第Ⅲ章「作業方法の選択」では，仕

様に合致したデータ作成方法の検討，関係者との

調整による作業方法の選択，利用可能性のある既

存資料について記載している．ここでは，データ

作成対象，データの詳細度，相対位置精度，絶対

位置精度，設計図の利用可能性，情報の網羅性，

設計図と現況の一致度などを基にフローをたどる

と，設計図を用いて三次元 GIS データを作成した

方が良いのか，トータルステーション測量や地上

図-4 設計図使用の適否判断の流れを示すフロー 
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設置型レーザ等の他の手法を用いて三次元 GISデータを作成した方が良いのか，分かるようにしている（図

-4）．第Ⅳ章「設計図を用いた三次元 GIS データの作成手順」では，工程別に注意すべき事項を詳細に記載

しており，実際に作業を行う人の簡便な参考書の役割を果たすことを目指して作成した． 

 

4.結論と今後の計画 

設計図等の既存資料の活用により効率的に屋内空間の三次元 GIS データを作成できることを実証するた

め，浸水シミュレーションや避難計画検討のベースとなる屋内空間の三次元 GIS データの基本的な仕様案

を検討し，これに基づいて，国土地理院庁舎と TX 南流山駅舎を対象にデータ試作と精度検証を行った．

データ試作で得られた知見を元に，屋内空間の三次元 GIS データの設計図等を使用した効率的な作成方法

に関するマニュアル案を作成した．作成したマニュアル案については， ウェブページ

（http://www.gsi.go.jp/cais/geoinfo-index.html）で公開する予定である．今後も屋内空間の三次元 GIS データ

整備促進方策について，幅広い者との意見交換及び情報交換を進める予定である． 

 

謝辞：日本情報処理開発協会，株式会社パスコ，アジア航測株式会社及び国際航業株式会社には，屋内空

間における GIS データ作成状況について有用な情報を頂いた．ここに記して感謝いたします． 
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地震ハザードマップ作成のための土地の脆弱性情報の  

効率的整備に関する研究（第 1 年次） 

 

 

実施期間        平成 25 年度～平成 27 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 

神谷  泉       

 

1．はじめに  

 昨今の地震災害においては，詳細な標高や地形分類情報と被害との関連性が指摘され，旧河道のよ

うな旧地形も含めた地形情報の重要性が再認識されてきている．また，東日本大震災における液状化

被害は，旧河道や旧水部の埋立地等に集中し，よりきめ細やかなハザードマップを作成するためには，

特に平野部において，全国整備されている 250m メッシュサイズの地形・地盤分類（若松・松岡，2009）

よりも詳細な地形・地盤分類情報が必要である．行政機関や教育機関が有効かつきめ細やかな防災・

減災対策やハザードマップ作成等を実施していくために，その担当者が理解しやすく使い勝手の良い

形での，地形や地盤に関連した土地の地震時脆弱性情報の整備が求められている．  

本研究は，各地点における揺れやすさや液状化被害等の災害ポテンシャルを体系的に整理し，それ

に基づいて，揺れやすさマップや液状化ハザードマップ作成，地震災害対策立案，防災教育等に有用

な土地の地震時脆弱性情報（地形・地盤情報）を抽出し，その情報を効率的かつ広域的に高空間分解

能で整備する手法を確立することで，行政機関の地震防災マップ，液状化ハザードマップ作成の効率

化・高度化や防災教育の促進を支援することを目的に，平成 25 年度から 3 年間の特別研究として実施

するものである．  

 

2．研究内容  

 平成 25 年度は，従来の研究成果や東日本大震災での事例を考慮し，各地形・地盤における地震災害

ポテンシャル（ハザード評価基準）を体系的に整理し，揺れやすさマップや液状化ハザードマップ作

成に特化した土地の地震時脆弱性情報（地形・地盤分類）を抽出した．また，その分類体系要素を，

リモートセンシング技術を用いて効率的に抽出する手法の開発の一環で，液状化の発生と関連の深い

地下水位や土壌水分率の相対的大小を，航空レーザの反射強度データから推定できるかどうかを検証

するために，2011 年東北地方太平洋沖地震に伴い液状化が発生した利根川流域（千葉県神崎町・千葉

県香取市石納地区）と鬼怒川流域（茨城県下妻市鬼怒地区）において，航空レーザ計測（反射強度，

詳細標高，オルソ写真取得）とそれと同期した地表の土壌水分率測定を実施した．また，神崎地区に

おいては，地下水位の状態を把握するために，電気探査（比抵抗二次元探査）も実施した．その他，

次年度に行うデータ試作・検証地区の選定調査として，九州（大分，福岡）地区において，現地調査

を実施した．  

 

3．得られた成果  

3.1 地震ハザードマップ用地形・地盤分類とハザード評価基準  

地形・地盤分類と液状化危険度との対応関係（評価基準）には，多くの研究事例があるが（例えば，

国土庁，1999；若松ほか，2005；国土地理院，2007；小荒井，2010；松岡ほか，2011；北陸地方整備
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局・地盤工学会北陸支部，

2012），小荒井ほか（2013）

はこれら複数の事例を考

慮した地形分類と震度に

よる液状化危険度判定テ

ーブルを提案している

（この判定テーブルの設

定基準については，中埜

ほか（2013）にもまとめ

られている）．地形・地盤

分類と揺れやすさとの対

応関係については，内閣

府防災担当（2005a, b）や

国土地理院（2007），藤原

ほか（2012）にまとめら

れている．  

本研究ではまず，国土

地理院（2007）にまとめ

られている，土地条件デ

ータの地形分類と液状化

発生可能性および揺れや

すさとの対応関係につい

て，小荒井ほか（2013）

や内閣府防災担当（2005a, 

b）の評価基準も考慮した

際の対応関係を再検討し

た．検討した地形・地盤

分類情報を用いた地震ハ

ザード（液状化発生可能

性，揺れやすさ）評価基

準を表-1 に示す．液状化

発生可能性について，小

荒井ほか（2013）の判定

テーブルで用いている地

形・地盤分類は，主に若

松ほか（2009）の微地形区分であり，土地条件データの地形分類とは異なっている．また，土地条件

データの地形分類は整備時期により異なるため，それぞれについて地形・地盤分類同士を対応させ，

「非常に大きい」，「大きい」，「やや大きい」，「小さい」，「ほぼ無し」の 5 段階の評価基準を割り当て

た．小荒井ほか（2013）に存在しない地形・地盤分類の評価は，国土地理院（2007）を参考に新たに

設定した．揺れやすさについては，内閣府防災担当（2005a, b）および藤原ほか（2012）において示さ

れている地盤増幅率と地形・地盤分類との関係を基に対応関係を検討し，「大」，「やや大」，「中」，「や

表-1 地形・地盤分類情報を用いた地震ハザード評価基準 

 

大分類
土地条件図
地形分類（新）

土地条件図
地形分類（旧）

地形・地盤分類（小荒井ほか，2013）
液状化

発生可能性
揺れやすさ

壁岩
崩壊地

禿しゃ地・露岩
崖 崖

地すべり地 地すべり地
高位面
上位面
中位面
下位面

完新世段丘 低位面 砂礫質台地 小さい やや小
麓屑面
崖錐

土石流堆
扇状地 扇状地（勾配1/100以上） 小さい
緩扇状地 扇状地（勾配1/100未満） やや大きい

自然堤防（比高5m以上） やや大きい
自然堤防（比高5m未満） 大きい

砂（礫）洲・砂（礫）堆 砂洲・砂礫洲 やや大きい 中
砂丘 小さい

低地隣接砂丘縁辺部 非常に大きい

凹地・浅い谷 凹地・浅い谷 凹地・浅い谷
-

（形成前の地形（現在の隣接地形）による）
小さい
～大きい

やや大

谷底低地（勾配1/100以上） やや大きい 中～やや大
谷底低地（勾配1/100未満） 大きい やや大～大

海岸平野・三角州 海岸平野・三角州 三角州・海岸低地 大きい やや大～大
後背湿地 やや大きい

砂洲・砂丘間低地 非常に大きい
旧河道 旧河道 旧河道 非常に大きい 大

高水敷
低水敷・浜

農耕平坦化地 農耕平坦化地 -　（元の地形による） ほぼ無し／大きい

平坦化地
切土地
切土斜面
凹陥地 大きい 大

高い盛土地 高い盛土地 -　（埋立地も含む） やや大きい／

非常にお大きい
大

盛土斜面
盛土地
埋土地
埋立地

干拓地 干拓地 干拓地 大きい 大
改変工事中の区域 改変工事中の区域 -　（元の地形による） - -

火砕丘
溶岩円頂丘
火口

溶岩流地形
-

旧水部
落堀

河川・水涯線及び水面 河川及び水面 水域 - -

人工地形

非常に大きい 大
盛土地・埋立地

埋立地

-
（元の地形による）

-　（埋立地も含む）

切土地

頻水地形

旧水部
-

（埋立地と同等の扱い）
非常に大きい

水部
大

-火山地形 小～中火山地／火山山麓地／火山性丘陵

ほぼ無し

自然堤防

後背低地後背低地 大

ほぼ無し

高水敷・低水敷・浜 河原 大きい 中

やや大きい

小～中

大きい やや大

低地の一般面

扇状地

自然堤防

天井川沿いの微高地
天井川・天井川沿いの

微高地

砂丘
砂洲・砂堆・

砂丘 やや大

低地の微高地

氾濫平野・谷底平野谷底平野・氾濫平野

山地斜面等

ローム台地／岩石台地 ほぼ無し 小～中

やや大
-

（自然堤防（比高5m以上）と同等の扱い）

中

やや大～大

台地・段丘

変形地

山地斜面等
（斜面）
（変形地）

山麓堆積地形 山麓堆積地形 山麓地 ほぼ無し やや小

更新世段丘

山地／丘陵地 ほぼ無し 小

斜面（山地）

表-2 液状化ハザードマップ用地形・地盤分類（案）とその評価基準 

 

大分類
土地条件図
地形分類（新）

土地条件図
地形分類（旧）

地形・地盤分類
（小荒井ほか，2013）

液状化ハザードマップ用
地形・地盤分類

液状化
発生可能性

台地・段丘 完新世段丘 低位面 砂礫質台地 砂礫質台地 小さい
扇状地 扇状地（勾配1/100以上） 扇状地（勾配1/100以上） 小さい
緩扇状地 扇状地（勾配1/100未満） 扇状地（勾配1/100未満） やや大きい

自然堤防（比高5m以上） 自然堤防（比高5m以上） やや大きい

自然堤防（比高5m未満） 自然堤防（比高5m未満） 大きい
砂（礫）洲・砂（礫）堆 砂洲・砂礫洲 砂洲・砂礫洲 やや大きい

砂丘 砂丘 小さい
低地隣接砂丘縁辺部 低地隣接砂丘縁辺部 非常に大きい

凹地・浅い谷（完新世段丘上） やや大きい

凹地・浅い谷（扇状地上） やや大きい
凹地・浅い谷（自然堤防上） 大きい
凹地・浅い谷（砂丘上） やや大きい

谷底低地（勾配1/100以上） 谷底低地・海岸低地等（勾配1/100以上） やや大きい

谷底低地（勾配1/100未満）

三角州・海岸低地
後背湿地

砂洲・砂丘間低地 砂洲・砂丘間低地 非常に大きい
旧河道 旧河道 旧河道 旧河道 非常に大きい

高水敷
低水敷・浜

人工地形
水部

高い盛土地
盛土地・埋立地

干拓地
旧水部

高い盛土地
盛土地
埋立地
埋土地
干拓地
旧水部
落堀

埋立地
干拓地

埋立地・干拓地等
大きい～

非常に大きい

河原 大きい頻水地形 高水敷・低水敷・浜

低地の微高地

低地の一般面

凹地・浅い谷 凹地・浅い谷凹地・浅い谷

谷底低地・海岸低地・後背湿地等
（勾配1/100未満）

大きい

河原

自然堤防
天井川沿いの微高地

自然堤防
天井川沿いの微高地

谷底平野・氾濫平野
海岸平野・三角州

氾濫平野・谷底平野
海岸平野・三角州

扇状地

-
（形成前の地形（現在の隣接地

形）による）

砂洲・砂堆・
砂丘 砂丘

後背低地 後背低地
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や小」，「小」の 5 段階の評価基準を割り当てた．ただし，土地条件データの地形分類のいくつかは上

記の対応関係に含まれていないため，それらについては国土地理院（2007）および小荒井（2010）を

参考に再検討した．  

この地震ハザード評価基準のうち，液状化発生可能性評価に関連する平野部の地形・地盤情報のみ

を抽出し，発生可能性に応じて統合した液状化ハザードマップ用地形・地盤分類（案）とその評価基

準を表-2（黄色マスク部分）に示す．ここでは，小荒井ほか（2013）の地形・地盤分類との対応関係

は一義的に決めているが，実際にはより複雑になる可能性がある．  

3.2 航空レーザ反射強度データ計測，比抵抗二次元探査，土壌水分率測定結果 

利根川・鬼怒川流域で取得した航空レーザ反射強度データのうち，鬼怒地区と神崎地区の結果を図

-1 に示す．当初，土壌水分率が大きいと考えられる旧河道等において，反射強度が弱くなると予想し

たが，そのような傾向は一部（図-1 の青丸部分）に留まった．利根川流域の神崎地区で実施した比抵

抗二次元探査の比抵抗断面図およびその解釈を図 -2 に示す．この探査は，利根川の旧河道内外を横断

する形で実施したが（図-1 下図内の赤線），相対的に高比抵抗（20～30Ω・m 以上）な旧河道内部の

埋積土と，相対的に低比抵抗（20～30Ω・m 未満）な旧河道外の地盤との違いを明瞭に捉えることが

できた．この境界が地表付近に達する位置は，東北地方太平洋沖地震時に液状化（噴砂）が発生した

範囲の境界とほぼ一致した．ただ，この比抵抗分布は当初の考えとは逆の傾向であり，比抵抗値には

土壌水分よりも土質の影響が大きく効いていると考えられる．なお，地下水位は比抵抗二次元探査結

果からは明瞭には推定できなかったが，旧河道内外で大きな差はないと推定された．また，地表面付

近の比抵抗値と地表の土壌水分率（重量含水率）を比較した結果，高比抵抗部で含水率が低いという

相関が見られた．  

 

4．結論と今後の課題  

 地震ハザードマップ（揺れやすさマップ，液状化ハザードマップ）の作成に有用な土地の脆弱性情

報（地形・地盤）の分類体系とそのハザード評価基準を，従来の研究成果等を基に検討し，体系表（案） 

 

 

図-1 鬼怒地区の航空レーザ反射強度データ（橙色のポリゴンは旧河道の範囲） 

 

 
 

比抵抗二次元
探査測線

鬼怒地区

神崎地区
旧河道の範囲
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図-2 神崎地区の比抵抗二次元探査結果とその解釈 

 

を作成した．今後は，この分類体系要素を，リモートセンシング技術を用いて効率的に抽出するアル

ゴリズムを開発するが，小荒井ほか（2013）で用いられている若松・松岡（2009）の微地形区分と土

地条件データの地形分類とのデータ上の対応関係が複雑であるため，オーバーレイ解析を実施して，

その結果によっては表-2 の対応関係を見直す可能性がある．  

また，利根川流域と鬼怒川流域において，航空レーザ計測や比抵抗二次元探査，土壌水分率測定を

実施した結果，比抵抗二次元探査により旧河道周辺の地下の比抵抗構造が推定できると共に，比抵抗

値と地表の土壌水分率との間の相関が確認できた．ただし，地下水位は明瞭には推定できなかった．

今後は，反射強度データと地表の土壌水分率とを比較・検証し，反射強度データから相対的な土壌水

分率を推定する手法を検討する．  
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場所情報コードと屋内測位に関する研究（第 3 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  中埜 貴元 

 

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．すなわち，実社会における利用の場面においては，測位と地理空間情

報は，車の両輪の関係にあるといえる．測地部においては，この 2 つの技術をつなぐキーとして，場

所情報コードに関する施策を遂行しており，平成 22～24 年度に実施された場所情報コードの利用技術

に関する官民共同研究に続き，平成 25～26 年度は，場所情報コードの位置情報サービスへの応用に関

する官民共同研究を実施している．地理情報解析研究室では，これらの共同研究へ参加することで，

場所情報コードの施策に協力している．また，平成 25 年度においては，地理空間情報の新たな利活用

研究会において，測位と関連の深い屋内の 3 次元地理空間情報のありかたについて検討した．  

 

2. 研究内容  

平成 23 年度は，場所情報コードの利用技術に関する官民共同研究に参加する中で，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った．平成 24 年度も引き続き場所情報コードに関す

る技術的提案，官民共同研究への協力等を行い，位置情報基盤整備のためのガイドライン (案)の策定

に対して，技術的な立場からの提案を行った．平成 25 年度は，場所情報コードの PT チームとして活

動を継続したほか，地理空間情報の新たな利活用研究会における 3 次元地理空間情報の検討に参加し

た．また，同研究会の活動の一環として，基本図情報部とともに，3 次元地理空間情報のユーザーと

なる可能性のある日本情報経済社会推進協会，ヤフー，日立製作所，トヨタ自動車，NHK へのヒアリ

ングを行った．これらのヒアリング結果と，特別研究「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」等で得られた知見をもとに， 3 次元地理空間情報に関して，現

時点で国が関与すべき点を考察した．  

 

3. 得られた成果  

ヒアリングの主要な結果は，以下の通りであった．  

 

 屋内の 3 次元 GIS データの最も大きなニーズはマンナビであるが，それには厳密な 3 次元 GIS デ

ータは不要で，鮮度の高いフロアーマップが階層構造を持って連結していれば十分である．  

 ロボットの制御等では，基準となる地物の高精度な（数 cm レベル）位置情報が必要である．  

 自動車運航の燃費向上のためには，道路の勾配のデータが重要である．  

 ある程度フォーマットが決まっていれば変換できるので，標準化に対する具体的な要望はない．  

 BIM（ビルディングインフォメーションモデル）を活用する際には，異なる BIM の間の関係を把

握する必要がある．  
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以上のヒアリング結果と，特別研究「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」等で得られた知見をもと，屋内地理空間情報について，以下のとおり考察した．  

 

 地下街を含む屋内の地理空間情報に関しては，現在想定されていないような利用方法が発明され

る可能性が高いため，標準化より自由な発想による競争の方が重要である．  

 需要が多く，すぐに整備が見込まれる情報は，既存のフロアー図等から容易に作成できる「階層

別フロアーマップ」である．  

 今後，簡便な標定により作成された階層別フロアーマップが整備されると予想されるが，それら

は，階層内の相対精度は高いものの，絶対精度は必ずしも高くないと予想される．後日，より精

密な標定がなされる可能性もある．このような状況において，階層別フロアーマップと結びつけ

る属性データは，階層別フロアーマップ内の局所座標に紐づけることが妥当である．  

 階層別フロアーマップと屋外地理時空間情報とのリンク（出入り口等），階層別フロアーマップ間

のリンクを明示することが重要である．同様の情報は，BIM の相互利用においても必要である． 

 報道機関においては，データがすぐに使用できる必要があるため，利用条件が明確になっている

こと，データがすぐ使える状態になっていることが重要である．  

 

以上を考慮すると，今後登場するサービスに対する制約となる可能性があるため，現段階において，

汎用的な利用を前提とした屋内地理空間情報の詳細な形式を決定することは，適切ではない．一方，

局所座標系で記述された屋内地理空間情報の相互関係，国家座標系との関係を明示する仕組みの標準

化は，少ないコストで地理空間情報の相互利用を可能とするため，国の施策として重要であると考え

られる．  

 

4. 結論  

 階層別フロアーマップ等の屋内地理空間情報の具体的な仕様は自由競争に任せ，国は，局所座標系

で記述された屋内地理空間情報の相互関係，国家座標系との関係を明示する仕組みを標準化すべきで

ある．その仕組みの概念を図-1 に，UML クラス図で表示したものを図-2 に示す．  
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図-2 局所座標系と国家座標系の関係等を示す方法の例（UML クラス図）  
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図-1 局所座標系と国家座標系の関係等を示す方法の例（概念図）  
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土地被覆分類の高精度化に関する研究（第 3 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 岩橋 純子  神谷 泉  

 

1．はじめに  

国土地理院では地理院地図上の全国植生指標データや地球地図など，250m～500m メッシュレベル

の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，より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，デジタル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 DSM（Digital Surface Model）

等の利用によって，ある程度自動化を図る状況が整いつつあると考えられる．  

そのような背景のもと，地理情報解析研究室では，土地被覆分類データの高度化を目的とし，3 年

間の一般研究として研究開発を進めている．平成 23 年度の研究では，空中写真画像及び航空レーザ測

量データ（以下 LiDAR データ）を用いて，領域分割手法により建物の分離を行った（岡谷，2012）．

平成 24 年度の研究では，DSM ランダムポイントデータとそれから作成した 1m グリッドデータから

建物や樹木など高さのある地物を習得する手法を示した上で，建物と樹木を分離する方法について検

討を行った（岡谷，2013）．  

今年度は，データの種類を広げ，陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）の AVNIR2 画像から取得さ

れる植生指標（NDVI：Normalized Difference Vegetation Index）と，LiDAR データから得られる地形・

樹高および建物高を組み合わせた土地被覆分類を試みた．さらに，国土地理院が撮影したデジタル航

空カメラによる近赤外画像についても，応用地理部環境地理課と連携しながら利用方法を検討した． 

 

2．研究内容  

分析したデータの撮影地域は，ALOS AVNIR2 については山口県防府市周辺，デジタル航空カメラ

については茨城県牛久市周辺である．AVNIR2 画像は，主として着葉期（2009 年 6 月 14 日）のオル

ソ画像を用いた．デジタル航空カメラの画像は，2013 年 5 月 8 日に撮影され，解像度は 20cm である．  

NDVI は，階調を輝度変換してから計算した．NDVI のようなバンド間演算をもってしても，太陽高

度が低い場合は地形の影が値に影響してしまう．地形の影の部分の輝度を厳密に補正する方法として

は， Minnaert 定数による方法などが提唱されているが（村上ほか，1996），複雑で，汎用ソフトを用

いて計算できない．本研究では，神谷の発案により，簡易的に輝度補正をする事によって NDVI の影

を軽減する手法を用いた．まず，赤と近赤外バンドについて，ヒストグラムの目視上での最大値・最

小値を求め，式 1・2 に基づいて輝度を 256 階調（8 ビット）に線形変換する．NDVI は本来-1～1 の

数値であるが，画像として表示するために，式 3 によって 256 階調の値として計算する．  

 近赤外補正値＝255×(BAND4-BAND4 最小値)/(BAND4 最大値-BAND4 最小値) ・・・(1) 

 赤補正値＝255×(BAND3-BAND3 最小値)/(BAND3 最大値-BAND3 最小値) ・・・(2) 

 NDVI’＝128+(近赤外補正値－赤補正値)×127/(近赤外補正値＋赤補正値）・・・(3) 

AVNIR2 データの NDVI 画像では，ヒストグラムの高輝度値の部分に，密生した森林・草地に相当

する植被域の山が見られた（図-1 の右のピーク）．本研究では，ヒストグラムに基づいて，図-1 のよ

うに 3 つに区分することとした．  
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航空機デジタルカメラの近赤外バンドを用いて計算した NDVI は，非常に高解像度であるため，密

な森林と疎な森林ではなく，樹木１本１本の活性度が反映される．ヒストグラムには，高輝度値の部

分にピークが見られるが（図-2），これは樹木に対応しており，ヒストグラムを用いて樹木の分布箇所

を抽出できる．なお，スギ・ヒノキの植林地は NDVI の値が相対的に小さい傾向が見られ，樹林地内

での NDVI の輝度の差は，活性度と併せて樹種に対応している可能性がある．  

 

 

 

 

 

 

 AVNIR2画像を利用した土地被覆分類図作成について述べる．本研究では，AVNIR2画像による NDVI，

LiDAR による DEM から求めた傾斜，LiDAR による DEM と DSM の標高差から求めた建物・樹木高

（DHM：Digital Height Model）の，３つのパラメータを用いて，閾値によって領域を分割し，組み合

わせて分類した（図-3）．斜面傾斜は，LiDAR による 10m メッシュ DEM から標高点と隣接標高点間の

計算により求めた．この程度の解像度で計算した傾斜では，概ね 5 度が山麓に相当するため，傾斜の

閾値は 5 度とした．樹高は，LiDAR による DSM と DEM の差分から求め，30m メッシュで平均化し

た．樹高 1m 以下を草地，１～10m を中低木，10m 以上を高木とした．さらに，建物を抽出するため，

2m メッシュの DHM を，2.5m で閾値処理したデータを用意した． 

NDVI については，落葉期（2008 年 3 月 11 日）の画像からも求めて，着葉期の NDVI との差分を計算

し，観察した．  

 

3．得られた成果  

 AVNIR2 画像を利用した土地被覆分類図は図 -3，航空機デジタルカメラの画像を利用した植被域の

抽出結果は図-4 に示す．場合分けのケースは凡例に表示した他にもあるが（例えば，平地林を示すと

NDVI 小(裸地・

その他) 

NDVI 中(耕作

地・まばらな

森林・草地) 

NDVI 大

(密な森

林・草地) 

NDVI 

図-1 ALOS AVNIR2 のデータ

から求めた NDVI（256

階調に輝度補正）のヒス

トグラム 

図 -2 航空機デジタルカメラ

の デ ー タ か ら 求 め た

NDVI（256 階調に輝度

補正）のヒストグラム 

樹木地 草地・裸地 

NDVI 
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考えられる傾斜小・NDVI 大・DHM≧1m など），極めて分布面積が小さいため，図 -4 では白抜きにし

て省いている．  

AVNIR2 による着葉期・落葉期の NDVI 画像の差分については，それを利用して常緑樹・落葉樹を

正確に分類する事は困難であったため，成果には利用しなかったが，以下のような特徴が見られた．

差分が大きい所には２種類あり，一般に考えられている落葉広葉樹の他に，草地でも大きかった．DHM

による高木の分布と，夏・冬の NDVI 画像の差分が小さい所には類似が見られた．ただし高木がまと

まって分布する地点は，年数を経過したスギ・ヒノキ植林地に対応しており，常緑針葉樹人工林の抽

出には，NDVI の差分画像より LiDAR による樹高がむしろ適していると考えられる．竹林は，夏・冬

の NDVI 画像の差分が小さい．  

 

 

 
図-3 ALOS AVNIR2 画像から求めた NDVI・LiDAR による斜面傾斜および樹高・建物高から作成

した土地被覆分類図（山口県防府地区）．10m メッシュ（建造物のみ 2m メッシュ） 
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4．結論  

衛星画像（ALOS AVNIR2）と LiDAR による斜面傾斜，樹高・建物高のデータを組み合わせる事に

より，土地被覆分類図を作成できた．航空機デジタルカメラから求めた NDVI を利用する事により，

植被域を簡単に抽出する事ができた．また，過去 2 年間の一般研究で， LiDAR データと衛星画像と

の組み合わせや領域分割ソフトの活用により建物や樹木の分離が出来ることを示せた．  

一般研究としては終了するが，今後は応用地理部との連携を深めながら，本研究で開発した手法や

既存の行政資料等の活用も含めて，廉価で人手をあまりかけずに土地被覆の高い分類精度が維持でき

る実効的な手法について，今後も実施していく予定である．  

 

参考文献：  

村上拓彦・寺岡行雄・今田盛生（1996）：標高データを用いた衛星リモートセンシングデータの輝度補

正－九州大学宮崎演習林における事例－．日林九支研論集，49，29-30． 

岡谷隆基(2012)：土地被覆分類の高精度化に関する研究（第１年次），国土地理院，平成 23 年度調査

研究年報，158-159． 

岡谷隆基(2013)：土地被覆分類の高精度化に関する研究（第２年次），国土地理院，平成 24 年度調査

研究年報，172-173． 

 

図 -4 航空機デジタルカメラの

近赤外バンドを用いて求

めた NDVI（中）と，ヒス

トグラム（図-2）から求め

た閾値により NDVI 画像

を分割して求めた植被域

（右の緑の部分） 
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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 3 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   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（SAR：Synthetic Aperture Radar）及び光学センサーを用いた研究をそれぞれ実施している．本年度は一

般研究の最終年度にあたるので，全体の成果概要について報告する． 

 

2．実施内容 

SAR 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，平成 23 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．平成 25

年度は，新たに科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「干渉 SAR とレーザー測量による深層崩壊危険斜面ピン

ポイント抽出技術」が採択されたので，干渉 SAR による地すべり性変動の抽出の検討については，科研費

研究で対応した．3 年間の成果については，宇宙航空研究開発機構（JAXA）の土砂 WG 委員として参加す

ることで，WGで報告するとともに，他機関の研究状況について情報収集を行った．平成 24年度からは JAXA

水害 WG の委員も兼ねており，衛星 SAR や航空機 SAR の散乱強度画像や偏波画像を用いた津波浸水域の

抽出や洪水の冠水域の抽出技術について，他機関の研究状況について情報収集を行った． 

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

に被害判読を行って判読特性を整理すると共に，JAXA が ALOS-3 の PRISM-2 を想定して ADS40（航空機

搭載 3 ラインスキャナー）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検討して，ALOS-3 に搭載される PRISM-2 のスペックについて，必要な要件を提

案した． 

 

3．得られた成果 

SAR センサーについては，干渉 SAR の全国アーカイブデータの判読による地すべり変動の抽出結果につ

いて，国土技術政策総合研究所の砂防研究室と森林総合研究所の山地災害研究室に提供した．その結果，

静岡県静岡市口坂本地すべり，長野県松本市坂巻温泉，同天龍村虫川，同大鹿村小塩，などで斜面変動が

確認されており，干渉 SAR の有効性を示すことができた．これらの結果については、林野庁でも関心を持

っており，今後データを提供して林野行政の実務で活用される予定である．一方，SAR の散乱強度画像や

偏波画像については，現時点では特段の検討は行っていない．ただし，JAXA が所有する航空機 SAR であ

る Pi-SAR-L2 の公募研究に研究代表者として平成 25 年 10 月に採択されたので（期間は 3 年間），今後検討

を行うことになる． 

光学センサーについては，東日本大震災の津波被害，液状化被害，地表地震断層，斜面災害について，

50cm 解像度の商業衛星や ALOS 等を対象に被害判読を行って判読特性を整理した．また，災害状況判読

の観点から ALOS-3 に搭載される PRISM-2 の必要とされるスペックについて，1m よりも細かな分解能を
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持ったパンシャープン画像，常時ステレオ観測，ポインティングによる 1 日 1 回以上の同一地点の観測，

50km 以上の観測幅を JAXA に提案した．直下視と後方視とで分解能を異なることについては，直下視の高

分解能とステレオ視が相乗効果をもたらすので，本来はお互いが同じ分解能であることが望ましいが，直

下視の分解能が高いことを優先すべきと判断した．これらの提案は，JAXA の方でもそのスペックを実現

すべく検討が進められてきたが，現在 ALOS-3 の予算が認められておらず，平成 25 年度は JAXA からの依

頼による検討は行われていない． 

土砂 WG では，国土地理院からは前述の干渉 SAR のアーカイブデータの判読による地すべり変動の抽出

結果，50 ㎝解像度光学衛星画像による 2011 年 4 月のいわき市における直下型地震による地表変動（活断

層等）の判読，2011 年 9 月の台風 12 号による紀伊半島における土砂災害の現地調査結果（同年 12 月）と

光学衛星画像（FORMOSAT-2，WorldView-2）の判読結果について報告した．また，国土技術政策総合研究

所からは，干渉 SAR 画像による変動出現候補地として，長野県小海町天狗岳・稲子岳，同小谷村赤倉山，

新潟県糸魚川市長栂山，群馬県嬬恋村浅間山が報告された．今後，実際に変動が有るのか無いのかの検証

が必要である．紀伊半島の深層崩壊と土砂ダムによる湛水域について COSMO-SkyMed，TerraSAR-X，

RADARSAT 等が観測しており，散乱強度画像や偏波画像の活用により抽出が可能であることが報告された．

また，Pi-SAR-L2 により霧島の観測が行われており，降灰域の抽出や降灰量の算出の試みがなされている． 

水害 WG では，国土地理院からは国土地理院が所有する航空機 SAR の観測（東日本大震災における石巻

市北上川河口周辺（2011年 8月観測），2011年台風 12号による紀伊半島の深層崩壊による河道閉塞箇所（2012

年 7 月 8 月観測））について報告した．また，東日本大震災，2012 月 7 月の九州北部豪雨の阿蘇地区の洪

水，2013 年 7 月の山口・島根豪雨などの災害について，Pi-SAR-L2，COSMO-SkyMed，TerraSAR-X による

観測が行われており，WG で災害前後差分画像や偏波カラー合成画像により浸水域の抽出が可能であるこ

とが報告されている．2011 年タイのチャオプラヤ川の洪水や 2013 年 11 月の台風 30 号によるフィリピンの

レイテ島の高潮災害について，MODIS，LANDSAT，ASTER による NDVI（Normalized Difference Vegetation 

Index）や NDWI（Normalized Difference Water Index）から被害域の抽出が可能であることが報告されている． 

 

4．結論と今後の課題 

深層崩壊等の土砂災害を監視する手法として，SAR の多偏波の強度画像による災害後把握等において，

国土技術総合政策研究所等による成果の蓄積が見られるところである．干渉 SAR を用いた予兆把握につい

ては，後追いではあるが口坂本地すべりや坂巻温泉等で確認された．この手法は，林野庁でも注目されて

おり，行政資料として提供される予定である．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，ALOS-3 に搭載されるステレオセンサーの仕様要件について，引き続き取

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受けた． 
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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 3 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 小荒井 衛  中埜 貴元 

 

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」の後継

研究として，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．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．  

 

2．研究内容  

平成 23 年度は，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ついて検討した．

平成 24 年度は，専修大学の熊木洋太教授と連携して，国土地理院の「全国都道府県市区町村別面積調」

のデータから 1965 年以降の東京湾埋立地の変遷の年代や地域ごとの違いを，2 時期の土地条件図の人

工改変地のデータから首都圏の土地改変の変遷の年代や地域ごとの違いを明らかにした．  

平成 25 年度は，筑波大学の堤盛人教授と連携して，小荒井・中埜（2013）で作成したつくば市 TX

研究学園駅周辺の時空間土地利用データから 1 年毎の土地利用データを作成し，空間計量経済学の手

法を用いて土地利用変化の予測・推定を試みた．具体的には，ある 3 時点の土地利用データの内，任

意の 2 時点を既知として与えられたもとで，パネル離散選択モデルを用いて残り 1 時点の土地利用の

内挿・外挿の予測精度の検証を行った．土地利用属性区分は，データの 19 区分を森林・荒地，田，畑，

造成中地，建物用地・道路用地，公園，河川の用地 7 区分にまとめた．説明変数は，①土地条件の中

分類によるダミー変数，②用途地域を表すダミー変数，③最寄りバス停までの距離（単位：m），④最

寄り公園までの距離（単位：m），⑤前期の土地利用カテゴリーのダミー変数である．  

また，国土将来予測を行うのは，レジリエンスを備えた国土や地域を構築していくために，その地

域の持つ特質を活かした環境保全・国土保全・開発利用を進めていく必要があるからで，地理学的な

特質が類似した地域をまとめた地域区分を行い，地域ごとの特質を整理してインベントリーを作成し

ておくことが重要である．このような観点から千葉大学の Ye 先生と連携して，関東甲信越地方を対

象に災害特性の視点からの地理的地域特性区分（小荒井ほか，2013）と景観特性の視点からの地理的

地域特性区分（Ye ほか，2013）を行った．  

災害特性の視点からの地域特性区分は，以下のような考え方で実施した．まずは地形分類によって，

山地，丘陵地，火山地，台地，低地に区分した。次に，山地，丘陵地，火山地については，地質によ

って細分した．低地は台地を刻むように分布しているので，平地系については台地が卓越する領域と

低地が卓越する領域という視点で区分した．それに，DEM，地質図，地すべり分布図，地形分類図な

どの地理空間情報の解析から，斜面崩壊，地すべり，液状化，山体崩壊などのリスクの高い地域を抽

出して，最終的には災害特性が同質になるように配慮して地域区分した（表-1）．  

景観特性の視点からの地域特性区分は，以下のような考え方で実施した．まずは地形分類によって，

山地，丘陵地，火山地，台地，低地に区分した．次に，現存植生図から自然植生，代償植生，植林地，
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水田・畑，住宅に細分した．  

 

3．得られた成果  

3.1 高頻度時系列地理空間情報を用いた人為インパクトと土地利用変化との関連性解析（つくば市） 

 2002 年と 2008 年の土地利用から 2005 年の土地利用を予測（内挿）した．2002 年，2008 年におい

て多項ロジットモデルを用いてパラメータを得，パラメータを線形に補間できることを仮定して 2005

年（中点）のパラメータを得，2005 年の説明変数と合わせて多項ロジットモデルを適用して 2005 年

の土地利用を得た．内挿の予測結果と的中有無の分布を図 -1 に示す．的中有無の分布をみると，元自

動車研究所跡地周辺の推定精度が低い．この原因は，2002 年の自動車研究所の土地利用の観測値が建

物用地・道路用地であることから内分点のパラメータの値が 2002 年側に大きく偏っていたためと考え

られる．全体の的中率は 82.38%であった．的中有無をカテゴリー（区分）ごとにまとめると，建物用

地・道路用地は概ね的中しているのに対し，造成中地は全観測数の半分も一致していない．  

 2002 年土地利用と 2005 年の土地利用から 2008 年の土地利用を予測（外挿）した．まずは 2005 年

の土地利用を 2002 年のデータを用いて推定し，パラメータを得る．次に，2005 年のデータとパラメ

ータを用いて多項ロジットモデルを適用することで，2008 年の外挿値を得る．外挿の結果と的中有無

の分布を図-2 に示す．研究学園駅北西部の予測精度が良くない．的中有無をカテゴリー（区分）ごと

にまとめると，造成中地の的中率が低く，造成中地の約半数が森林・荒地に予測している．全体の的

中率は 82.52%と内挿とほぼ同じであった．外挿がうまく行かなかった原因は，十分に開発圧力をコン

トロールできなかったと考えられる．図-2 左と中の図をみると，予測では研究学園駅から北に 1km 弱

しか開発の圧力が及ばず，以北は森林・荒地のままとしているが，観測では 1km 以上，同駅西側も開

発圧力が波及している．波及のほどを量るには，研究学園駅からの距離を説明変数に加え，より時間

詳細に造成中地のパラメータの変化を検討することが重要になるであろう．  

 

3.2 災害と景観の視点からの地理学的地域特性区分（関東甲信越地方）  

地質区分を背景に関東甲信越地方の災害特性の視点からの地理的地域特性区分案を表示したものを

図-3 に，土地被覆・土地利用を背景に関東甲信越地方の景観特性の視点からの地理的地域特性区分案

を表示したものを図-4 に示す．  

 

   
図-1 2005 年土地利用の観測値（左）とその内挿結果（中）の比較と的中有無の分布（右）  
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図-2 2008 年土地利用の観測値（左）とその外挿結果（中）の比較と的中有無の分布（右）  

 

表-1 災害特性による地域区分案のカテゴリー 

地形区分  地質  災害特性（●はリスク大）  

 

 

山  

 

 

地  

 

 

系  

山地  堆積岩（中古生層）  斜面崩壊  

堆積岩（新第三系）  斜面崩壊●、地すべり  

石灰岩・チャート  斜面崩壊  

火山岩  斜面崩壊  

花崗岩・片麻岩  斜面崩壊  

結晶片岩  斜面崩壊●、地すべり●  

蛇紋岩  斜面崩壊●、地すべり●  

メランジェ  斜面崩壊●、山体崩壊  

丘陵地  新第三系堆積岩  斜面崩壊、地すべり  

更新統   

火山地  玄武岩・安山岩  斜面崩壊、山体崩壊  

流紋岩・火砕流  斜面崩壊●、山体崩壊  

平

地

系  

台地  更新統   

低地  完新統（砂泥）  液状化  

完新統（礫）   

 

災害両者を比較すると，最初の区分が地形に基づいているので共通性が多く，平地系や火山地につ

いてはほぼ共通した領域になっている．平野系では，景観保全の視点での地域区分が宅地開発の程度

でやや細分化されている．一方，山地については，災害特性の地域区分が地質によって細分されてい

るのに対し，景観特性の地域区分は森林植生の違いが標高により決まる傾向があるので，そこの部分

で領域の大きな差異が認められる．  

 

4. 結論と今後の予定  

この 3 年間で，国土変遷の将来予測に利活用可能な知見が得られることを目標として，土地利用変

遷の実態解明，土地利用変遷と人為インパクトとの関連性の解明，土地利用変遷のモデル化の検討，
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災害や景観の視点からの地理学的地域特性区分などを行ってきた．この研究はひとまず今年度で終了

するが，国土地理院で国土変遷のモデル化までは行わないとしても，今後とも国土変遷予測研究に必

要な地理空間情報が何かの検討は引き続き行っていきたい．  

 

日本海
太平洋

 

図-3 関東甲信越地方の災害特性の視点からの地理的地域特性区分案  

 

 

図-4 関東甲信越地方の景観特性の視点からの地理的地域特性区分案  

 

謝辞：つくば市の土地利用変遷解析は，平成 25 年度に地理情報解析研究室にインターンで来ていた，

筑波大学大学院システム情報工学研究科の吉田崇紘氏さんに対応していただいた．  
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地球地図データの精度向上に関する研究（第 2 年次） 

 

 

実施期間      平成 24 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 岩橋 純子  

 

1．はじめに  

地球地図プロジェクトは，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，「持続可能な開発のための人類の行動計画：アジェンダ 21」

が採択されたことを踏まえ，始まった．2014 年 3 月現在，166 カ国/16 地域が地球地図プロジェクト

に参加し，110 カ国/8 地域（うち第 2 版（後述）を公開しているのは 69 カ国/ 4 地域） の地球地図

が公開されている．  

平成 24 年度は，広島県北東部から島根県東部，鳥取県西部にかけての中国山地地区を事例として，

SAR 強度画像から抽出された土地被覆分布が，地球地図第 1 版における土地被覆  （GLCNMO：The 

global land cover by national mapping organizations）をどこまで再現できるのかを分析し，加えて多時期

のデータにより農地等の精度向上の可能性について検討を行った（岡谷，2013）．その結果，SAR デ

ータを用いることにより土地被覆分類がある程度できる可能性が示唆された．  

今年度は，地球地図第 2 版が平成 25 年 7 月に公表された事から，地形・気候帯ごとに第 2 版の土地

被覆を集計し，その特徴と妥当性を検討した．  

 

2．研究内容  

地球地図第 2 版の土地被覆レイヤー（GLCNMO）は，20 項目の土地被覆情報を持つ，解像度 15 秒

（約 500m）のラスタデータである．国土地理院，千葉大学，協働機関の協力により，MODIS データ

2008 を用いて作成された．凡例は FAO(国際連合食糧農業機関)の整備による土地被覆分類体系（LCCS）

をもとにしている．  

比較対象の地形分類図は，SRTM30（スペースシャトルによる 30 秒 DEM）を用いた自動地形分類

図を使用した（Iwahashi and Pike，2007）．この地形分類は，閾値の値を定めない教師なし分類で，あ

る地域の傾斜の平均値がその地域に重要な地形界（例えば山麓線）と一致するという性質を利用して，

斜面を分類し，さらに尾根谷密度（テクスチャ）や凸部の分布密度の大小で 16 種類に細分したもので

ある．SRTM30 を利用した全球の分類図については，クラス番号と地形の関係を，表-1 のように整理

している．奇数番号（シリーズⅠ・Ⅲ）は，主として浸食地形であり，クラス番号の小さい方から山

地→丘陵地→段丘と変化する地形である．偶数番号（シリーズⅡ・Ⅳ）は，主として新しい火山や崖

錐・扇状地等の堆積地形，または基盤の透水性が高く（火山岩類・花崗岩類等）谷密度が低い地形で

ある．  

植生は気候の影響を大きく受けるため，集計は，ケッペンの気候区分の GIS データ（Kottek et al.，

2006）を用いてゾーン分けし，代表的な気候帯（熱帯雨林：Af，温暖湿潤：Cfa，亜寒帯湿潤：Dfa～

Dfd，砂漠：BWh・BWk）を取り上げて分析した． 

地球地図第 2 版の土地被覆レイヤーは，自動地形分類図に合せて Robinson 図法の 1km メッシュに

リサンプリングした上で，クロス集計した．  
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表-1 SRTM30 を用いた自動地形分類図における 16 種の地形区分（数字）と含まれる代表的な地形．（ Iwahashi 

and Pike，2007） 

 

3．植生分布の分析結果  

 まず，気候帯と地形を土地被覆データにオーバーレイすることによって，「あり得ないデータ」を可

視化しチェックすることができた．熱帯雨林・温暖湿潤気候における雪氷，熱帯雨林の急斜面（クラ

ス１～４）における砂，亜寒帯湿潤気候におけるマングローブが挙げられる．集計の結果，いずれも

0～175 セル（1km メッシュ変換後）に留まり，面積比で 0.1%以下であった．湿地・水部は，すべて

の気候帯で緩斜面ほど多い傾向があり，妥当な結果であった．雪氷は亜寒帯湿潤気候・砂漠気候に多

く分布するが，山岳地に相当する急斜面ほど面積比が高く，妥当な結果だった．  

 地球地図土地被覆レイヤー（第 2 版）と地形の関係を，地形クラス毎にまとめて面積比の棒グラフ

を作成した（図-1）．図-1 から読み取れる事は下記の通りである．  

 熱帯雨林には常緑広葉樹林が最も広く分布しているが，凸型斜面と凹型斜面で植生の分布状況が異

なる．常緑広葉樹林は水はけの良い凸型斜面で割合が高く，しかも凸型斜面においては，緩斜面ほど

割合が高くなるという特異な傾向を示す．地球地図土地被覆レイヤーの森林については人工林・自然

林の分類は行われておらず，熱帯雨林の凸型緩斜面に分布する常緑広葉樹林は，アブラヤシ（オイル

パーム）に代表される人為的な森を多く含む可能性がある．畑等の耕作地の割合は，熱帯雨林ではさ

ほど高くないが，扇状地や沖積平野などに相当するなめらかな凹型斜面で多い．  

 温暖湿潤気候では，人間の耕作の影響が，分析した 4 気候帯の中では最も高く，尾根谷の少ないな

めらかな斜面では中～緩斜面の実に半分以上が耕作地である．常緑針葉樹林と常緑・落葉広葉樹林を

合わせた森林の割合は，人手が入りにくい山岳部（クラス 1・3）で 50%程度なだけで，他の地形では

少なく，緩斜面では大きく減少する．畑は尾根谷の少ないなめらかな斜面に多いが，水田については，

最も多いのは，沖積平野や海岸平野が含まれるクラス 16 ではなく，緩傾斜な段丘に相当する地形であ

る（クラス 11・15）．  

 亜寒帯湿潤気候でも，耕作地（畑）の割合が，なめらかな斜面で高い．最も高いのは，扇状地に相

当する地形である．常緑針葉樹林は尾根谷密度の高い凸凹した地形により多く分布している．森林の

割合は緩斜面ほど少なく，ここでも人間活動の影響が考えられる．  

 砂漠気候では砂や礫・岩が半分以上を占めており，植被は少ない．しかしわずかながら耕作地も見

られる．耕作地は，湿潤な地域同様，なめらかな凹型の緩斜面に多いが，山岳（クラス 1・3）にも少

し多めに分布している．植被の割合と傾斜の関係は，湿潤な地域ほど顕著ではないが，山岳で少し多

い他，扇状地や沖積平野に相当する地形（クラス 12・16）で多く，降水量や大河の分布との関係が示

唆される．  

- 199 -



 

図-1 地球地図第 2 版土地被覆レイヤーから求めた気候帯・地形毎の土地被覆割合．  

 

4．市街地の分布と地形  

 表-2 の数字は，各地形クラスに均等に市街地があった場合と比べた倍率であり，市街地が分布する

地形クラスの面積比を，母集団での各地形クラスの面積比で除したものである．数字が大きいほど，

その地形が好んで開発されていることを示す．色を塗ったセルは，倍率が 1.5 倍以上の地形であり，

色が濃いセルは特に倍率が大きい．  

 沖積平野・平坦地に相当する地形（クラス 16）が開発されているイメージがあるが，降雨が充分な

熱帯雨林/温暖湿潤気候では，適度に尾根谷密度が高い地形（丘陵・段丘）も好まれている．さらに，

熱帯雨林は他と比べて市街地の立地の偏りが大きい．亜寒帯湿潤気候では凹型斜面の方に市街地が作

られやすいようだ．砂漠気候では，他と異なり，尾根谷密度の高い凸凹した地形には市街地があまり

作られず，中～緩傾斜でなめらかな凹型斜面に市街地が作られている．  

 なお，倍率を出す前の市街地面積の傾向も，上記とほぼ同じであり，降雨が充分な地域では市街地

は丘陵・段丘に広く分布し，砂漠気候では中～緩傾斜でなめらかな凹型斜面で市街地面積が大きい． 
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表-2 地球地図第 2 版土地被覆レイヤーから求めた市街地分布の偏り（各地形クラスに均等に人が住んだと仮定

した場合と比べた倍率）  

 

 

5．結論  

平成 25 年度 7 月に公開された地球地図第 2 版土地被覆レイヤーを，気候区分・地形分類の GIS デ

ータと重ね合わせ，分類の妥当性を確認しつつ，集計結果を分析した．土地被覆データには，熱帯雨

林における雪氷などの明らかな誤分類は，ほとんど存在しない事が確認できた．分析の結果，気候帯

ごとに，地形と植生の関係，また耕作地や市街地など人間活動の影響と地形の関係を明らかにできた．

このように地球地図第 2 版は，他の GIS データと重ね合わせる事によって今後様々な分析に利用でき

ると考えられる．  
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