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1．はじめに  

 東日本大震災における液状化被害などを受けて，よりきめ細やかな地震ハザードマップ（揺れやす

さマップや液状化ハザードマップ）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・地盤分類情報の必

要性が明らかとなった．また，行政機関がハザードマップを作成するためには，その担当者が理解し

やすく使い勝手の良い形の土地の地震時脆弱性情報（地形・地盤情報）の整備が必要である．  

本研究は，地盤の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の作成，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，その情報をリモートセンシング技術等の活用によ

り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を目的に，平成 25 年度から 3 年間

の特別研究として実施しているものである．  

 

2．研究内容  

 平成 26 年度は，1）前年度に作成した地震ハザード評価基準の再検討，2）前年度に取得した航空レ

ーザ反射強度データと地表の土壌水分率・地形分類との関係性解析，3）前記 1）で再構築した地震ハ

ザード評価基準に基づく地形・地盤分類を，リモートセンシングデータを用いて効率的に抽出するア

ルゴリズムの開発，を実施した．1）については，現在応用地理部が整備を進めている脆弱地形データ

との整合性も考慮しつつ，再構築した．2）については，液状化に対して脆弱な地域の抽出を目的とし

て，地表の相対的な土壌水分率の航空レーザ計測（反射強度データ取得）による推定可能性を，航空

レーザ計測とそれに同期した地上での土壌水分率測定結果を比較することで分析した．3）については，

アルゴリズムを導き出すための処理工程を検討し，データ試作及び検証を実施した．  

 

3．得られた成果  

3.1 再検討した地震ハザードマップ用の地形・地盤分類とハザード評価基準  

前年度の研究成果に基づき再検討した，地震ハザードマップ作成用の平野部の地形・地盤分類とそ

れに対応した地震ハザード（液状化発生可能性，揺れやすさ）評価基準を表 -1 に示す．この地形・地

盤分類及びハザード評価基準の基本的な設定方法については，中埜ほか（2014，2015）を参照された

いが，特に液状化発生可能性の評価基準については，東日本大震災における関東地方での事例の定量

的解析結果等を踏まえて再検討することで，より信頼性の高いものとした． 
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3.2 航空レーザ反射強度データと地表の土壌水分率・地形分類との関係性解析  

鬼怒川流域の鬼怒地区（茨城県下妻市：約 18km2）と利根川流域の神崎・石納地区（千葉県神崎町・

香取市，茨城県稲敷市：約 10km2）のうち，国土地理院の土地条件図で 7 つの地形分類（谷底平野・

氾濫平野，後背低地，旧河道等）に該当する 48 点（鬼怒地区 17 点，神崎・石納地区 31 点）において，  

1 地点につき 3 回測定し，その平均値を求めた地表の土壌水分率と，8 ビット（0～255）値で表現され

た 2m×2m グリッドの反射強度データを比較した．なお，土壌水分率測定地点の土地被覆は大半が水

田で，一部畑と空地であった．  

谷ほか（2007）によると，土壌水分率（体積含水率 V（%））と航空レーザ反射強度値（I）との間

には，次式のような負の相関関係がある．  

V = -1.41× (0.129× I + 5.66) + 54.2 

本研究においても，両者の間に同様の関係が成り立つかを確認するとともに，地形分類ごとにその

傾向を分析した．土壌水分率測定地点における反射強度値と体積含水率の散布図を図 -1 に示す．ここ

では測定地点の地形分類別に凡例を分けて表示している．鬼怒地区，神崎・石納地区それぞれにおい

て，体積含水率が 25～30%を超える地点では負の相関があるように見えるが，体積含水率が低くなる

と相関は見られない．そこで，体積含水率 25%以上（図-1 中赤破線より上）の地点において近似直線

を求めると，鬼怒地区では相関係数（R）が-0.57 の弱い負の相関を，神崎・石納地区では -0.82 のやや

強い負の相関を示し，両者を合わせても-0.56 の弱い負の相関があった．地形分類別にみると，旧河道

と自然堤防，砂（礫）堆・州では体積含水率が低い測定点しかないため，相関が見られないが，その

他の地形分類においては 25%以上の体積含水率において負の相関が見られた．  

今回の結果においては，体積含水率が 25%を上回る地点において，航空レーザの反射強度値と地表

の土壌の体積含水率との間に負の相関があることが示された．ただ，反射強度値は使用する航空レー

ザシステムや対地高度により変化し，関係式は一定ではないため，今回の実験地以外で反射強度値か

表-1 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）

250mメッシュ微地形区分＋α
地震ハザードマップ用
地形・地盤分類

液状化
発生可能性

揺れやすさ

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 完新世段丘 小さい やや小
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 砂州・砂堆・砂礫州等 やや大きい 中

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

谷底低地（勾配1/100以上） 谷底平野・海岸平野等（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）

三角州・海岸低地
谷底平野・海岸平野（勾配1/100未満）・ やや大～大

後背湿地 後背湿地等 大
砂洲・砂丘間低地 砂洲・砂丘間低地 非常に大きい 大

旧河道 旧河道 旧河道 旧河道 非常に大きい 大
高水敷

低水敷・浜

埋立地 埋立地（＊2） 非常に大きい

干拓地 干拓地（＊2） 大きい

河原等 大きい

（＊1）形成前の地形（現在の隣接地形）に含めることとし，液状化発生可能性・揺れやすさもそれに準ずる．

（＊2）土地条件データに含まれる陸地部の人工地形（低地の一般面上の盛土地等）は，改変前の地形に含めることとし，液状化発生可能性・揺れやすさもそれに準ずる．

中頻水地形 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

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

中

やや大

やや大

－
（＊1）

大

台地・段丘
更新世段丘 ローム台地／岩石台地 更新世段丘 ほぼ無し 小

後背低地 後背低地

-
（＊1）

-
（＊1）

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
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ら体積含水率 25%以上の地点を求めることは難しい．また，体積含水率が低い地点（図-1 中青丸で囲

んだ点）では相関が見られない理由は定かではないが，反射強度値は同じ水田でも，稲ワラの有無や

未耕か既耕によって変化し，土壌の体積含水率が低い地点ではそれらの影響の方が強く反映されるた

めとも考えられる．実際，体積含水率が低い地点のほとんどは，耕されてフカフカ状態になっている

耕作地で，空隙を多く含んでいたことから，土壌水分率が正確に測定できていなかった可能性がある．

ただ，これらの点について，相関の有無を決める条件が明らかになれば，土壌水分率が高い地域を抽

出できる可能性がある．一方で，本来土壌水分率が高いと考えられる旧河道は，今回は土壌水分率が

低く，地形との関係は確認できなかった（図-2）．これは，反射強度値は地形よりも土地被覆を反映す

るためで，土地被覆も考慮する必要がある．  

 

 

図-1 航空レーザ反射強度データと土壌水分率（体積含水率）の関係．左上：鬼怒地区，右上：神崎・

石納地区，下：鬼怒地区＋神崎・石納地区  

 

 

図-2 地形分類別反射強度値のヒストグラム 
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3.3 地震ハザードマップ用地形・地盤

分類の効率的抽出アルゴリズムの開発  

地震ハザードマップ用地形・地盤分

類を，リモートセンシングデータと

GIS 解析を用いて効率的に抽出するア

ルゴリズム（分類規則）を構築するた

めの処理フローを図-3 に示す．このフ

ローにあるとおり，まずベースとなる

250m メッシュ微地形区分データの細

分化と土地条件データの地形分類の再

整理を行い，各地形分類において，航

空レーザによる詳細な標高データ

（DEM）から各種地形量（傾斜度，曲

率，地上開度等）を，マルチバンド衛

星（ASTER）画像から各種パラメータ

を求め，各地形分類を特徴づける指標

の抽出を試みた．その指標に基づく分

類規則によりデータを試作し，土地条

件データと比較することで検証するこ

ととした．  

 

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，前年度の成果から発展させた．また，利根川流域と鬼怒川流域において，航空レーザ反射強度

データと地上の土壌水分率測定結果を比較することで，両者の関係性を分析した結果，体積含水率 25%

以上で負の相関が見られたが，体積含水率が低い場合に相関が見られない点の原因が明らかにならな

い限り，反射強度から相対的な体積含水率を推定することは難しく，課題が残る．地震ハザードマッ

プ作成用地形・地盤分類を，リモートセンシングデータや GIS 解析により効率的に抽出するアルゴリ

ズム構築のための処理フローは示したが，アルゴリズム自体は本稿執筆時点では完了していないため，

次年度に報告する．  
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関する事例研究，環境情報科学学術研究論文集，21，463-466． 

１．業務全体計画

２．250mメッシュ微地形区分データの細分化のため
の解析

（関東地区１、大分地区、宮崎地区）

250mメッシュ微地形区分データ
の50mメッシュ化（データA）

土地条件データの地形分類の
変更（その１）（データB）

土地条件データの地形分類の
変更（その２）（データC）

３．地震ハザードマップ用地形・地盤分類データの試
作と分類規則の修正

（関東地区１、関東地区２、福岡地区、大分地区、宮崎地区）

分類に必要な各指標の抽出

分類規則に基づく250mメッシュ微地形区分データの
50mメッシュ地形分類化（データG）

分類規則修正

データAとデータCとの関係性解析
（データD、面積・面積割合表）

土地条件データの地形分類の変更（その３）
（データE）

データEの各50mメッシュにおける各指標の算出
（データF）

1）標高値、2）傾斜度・斜面勾配、3）曲率、4）起伏量、5）尾根谷

密度、6）地上開度、7）地下開度、8）湿潤度、9）ASTER各バンド
値、10）NDVI、11）NDSI、12）NDWI

データFにおける250mメッシュ微地形区分ごとの各
指標の整理

分類規則の導出

修正分類規則に基づく再分類
（データG'）

50mメッシュ地形分類データの地震ハザードマップ用
地形・地盤分類への変換

水域の修正

４．試作した50mメッシュ地形・地盤分類データの
検証

５．報告書の作成
成果等

 

図-3 地震ハザードマップ用地形・地盤分類抽出アルゴリズム

構築のための処理フロー 
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空中三角測量の全自動化によるオルソ画像作成の効率化に関する研究  

（第 1 年次） 

 

 

実施期間 平成 26 年度～平成 28 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  

国土地理院は，多量の空中写真を保有しているが，その一部はオルソ化され，地理院地図等で公開

されている．しかしながら，国土地理院が保有するすべての空中写真をオルソ化しようとすると，

GNSS/IMU データのない古い空中写真（すべてアナログ空中写真）においては，その処理が容易では

ない．本研究では，この問題を解決するため，オルソ化されている空中写真等を基準として，ほぼ自

動的に空中三角測量を実施し，オルソ化するシステムを開発する．   

 

2. 研究内容  

国土地理院撮影のアナログ空中写真は，すべてスキャンされており，TIFF 形式及び JPEG 形式の画

像が存在する．ここで，JPEG 形式は院内からオンラインでアクセス可能であるが，TIFF 形式はオフ

ラインの外付けハードディスクに保存されている．実運用時のオペレーション効率を考慮すると，

JPEG 形式が望ましいため，本研究では，JPEG 形式の画像を用いることとした．  

UAV 用の DEM，オルソ作成ソフトである Agisoft 社の PhotoScan Pro を用い，さまざまな空中写真

の間のマッチングの可能性を試験した．ここで，PhotoScan Pro によるステレオマッチングの工程は，

標定要素を未知としたマッチング（空中三角測量）と，標定要素を既知としたマッチング（マッチン

グ点の増設）の 2 工程に分かれるが，前者のマッチング結果を用いて評価している．  

対象とした地区は，土地勘のある静岡県浜松市西区の平地（開析谷のある洪積台地；主に，畑，市

街地，田）と，同市北区の山地（森林）とした（図 -1）．表-1 に使用した空中写真を示す．  

図-1 テストエリア  

山地 

平地 
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表-1 使用した空中写真  

地区名  撮影年月  縮尺 カメラ等（すべてアナログカメラ）  

CB-70-10Y 1970 年 6 月  1/40,000 RC-8 モノクロ  

CCB-75-35 1976 年 2 月  1/8,000 RC-8 カラー（色調が悪い）  

CB-76-8X 1976 年 9 月  1/20,000 RC-8 モノクロ  

CB-78-8Y 1978 年 10 月 1/40,000 RC-8 モノクロ  

CCB-83-3 1983 年 11 月 1/10,000 RC-10 カラー  

CCB-84-1Y 1984 年 4 月  1/40,000 RC-10 モノクロ  

CCB-86-9X 1986 年 12 月 1/20,000 RC-10 モノクロ  

CCB-88-3 1988 年 11 月 1/10,000 RC-10 カラー  

CCB-88-4Y 1988 年 10 月 1/40,000 RC-10 モノクロ  

CCB-90-1X 1990 年 11 月 1/25,000 RC-20 カラー  

CCB-91-1 1991 年 5 月  1/12,500 RC-10 カラー  

CCB-97-1X 1991 年 11 月 1/30,000 RC-30 カラー  

CCB-2005-4X 2006 年 1 月  1/20,000 RC-30 カラー  

CCB-2008-3 2008 年 5 月  1/10,000 RC-30 カラー  

CCB-2009-5 2009 年 6 月  1/1,0000 RC-30 カラー  

 

3. 得られた成果  

3.1 同一地区（同一年，同一季節）の平地  

CCB-83-3，CCB-88-3 を用い，それぞれ同一時期の空中写真の間のマッチング（使用した写真の数

は、それぞれ、2 コース、1 コース当たり 3 枚、計 6 枚）を行った．その結果，同一コース内（オーバ

ーラップ 60%）では 1 ペアあたり約 5 万点のマッチング点が得られたが，隣接コース間（オーバーラ

ップ 30%）においては，1 ペアあたり約 100 点のマッチング点しか得られなかった．  

同一コース内では，道路及びその周辺でのマッチング点が最も点が多く，それ以外では駐車場，果

樹園，家屋，田，畑でもマッチング点が得られたが，樹林では，ほとんど得られなかった．一方，隣

接コース間でのマッチング点は，道路など，ほぼ 3 次元形状が平面的な部分でのみであった．  

同一地区の空中写真間のマッチングにおいては，視線方向の違いによる 2 次元形状の違いが，マッ

チングを制限する主要な原因であることがわかった．これは，PhotoScan（Agisoft 社）あるいは

Pix4Dmapper（Pix4D 社）において，測量用の撮影計画と比較して，はるかに密に写真を撮影すること

が推奨されていることと整合する．当然のことながら，異なる年の空中写真のマッチングにおいても，

視線方向が類似していることが重要であると予想される．  

3.2 異なる年，同一季節の平地  

CCB-83-3 と CCB-88-3 の間（間隔 5 年，秋同士）のマッチングを行った結果，オーバーラップ 80%

の写真間において，1 ペアあたり 500~1,000 点程度のマッチング点が得られた．ここで，田，畑，樹林

ではほとんどマッチ点が得られてないが，他の土地利用においては目立った特徴は見いだせなかった． 

季節が同じで撮影間隔が短く撮影方向が類似している場合，マッチングが成功する可能性が高いと

予想される．  

3.3 異なる年，異なる季節の平地  

CCB-88-3 と CCB-91-1 の間（間隔 3 年，秋と冬）のマッチングを行った結果，オーバーラップ 100%

-167-



         

（カバレッジの狭い写真の全体がカバレッジの広い写真に含まれている場合に 100%と表現している）

の写真間において，1 ペアあたり約 200 点のマッチング点が得られた．ここで，マッチングした点の

多くは，道路や駐車場のペイントであった．季節の違いがある場合は，このような明瞭な点しかマッ

チングが期待できないと考えられる．  

CCB-75-35 と CCB-88-3 の間（間隔 13 年，秋と春；オーバーラップ 100%）では，マッチングが成功

しなかった．すなわち，CCB-88-3 に含まれる写真の標定要素のみが確定し，CCB-75-35 に含まれる空

中写真の標定要素は確定しなかった．PhotoScan Pro では，それぞれの空中写真群の調整（空中三角測

量）は可能であるが，両方の写真群を同時に調整しようとすると，片方の写真群の標定要素しか決ま

らないという状況がしばしば生じた．本例も含め，このような事態は，標定要素をほぼ一意に確定で

きるだけのマッチング点が得られなかったと解釈される．このように，撮影年代が大きく異なる場合

は，経年変化のため，既存ツールではマッチングができない可能性が高いと予想され，年代の近い空

中写真で順次マッチングしていくことが有効と考えられる．なお，後述のように，秋と冬の違いより，

秋と春の違いの方がマッチングが困難と予想されるため，季節の違いが重要である可能性もある．  

3.4 異なる縮尺，カラーと白黒の違い  

CCB-86-9X と CCB-88-3 の間（間隔 3 年，秋同士，縮尺は 2 倍，カラーとモノクロ）のマッチング

を行った結果，1 ペアあたり 700～800 点程度のマッチング点が得られた．ここでは，縮尺が小さい写

真の端を切り落とし範囲を概ね合わせる前処理（オーバーラップ 100%），リサンプリングにより範囲

は異なるが解像度を概ね合わせる前処理（オーバーラップ 80%）を試みたが，結果に大きな違いはな

かった．2 倍程度の縮尺の違い，カラーとモノクロの違いは，マッチングの大きな制約とはならない

と考えられる．  

3.5 山間部  

CCB-88-3 を用い，同一時期の空中写真の間のマッチングを行った．その結果，同一コース内（オー

バーラップ 60%）では 1 ペアあたり 5 千～1 万点程度，隣接コース間（オーバーラップ 30%）におい

ては，1 ペアあたり 100 点程度のマッチング点が得られた．得られたマッチング点は，山間部におい

ても存在する平地，道路，果樹園等に多かったが，傾斜地の樹林においても，少数ながらマッチング

点が得られた．  

次に，カラーと白黒の差，縮尺の差を考慮せずに撮影年と撮影時期の違いにより，CCB-88-3（1983

年 11 月撮影）とのマッチング結果が得られるか否かを調査した．結果を表 -2 に示す．表-2 を見ると，

1983 年（5 年前）以降で，かつ秋または冬の写真ではマッチングが得られた．一方，春，あるいは 1978

年（10 年前）以前の写真では，マッチングが得られた．よって，マッチングが得られるか否かは，季

節の類似性と撮影年が近いことが重要であることがわかった．  
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表-2 撮影年の違いによるマッチング結果  

空中写真１  
空中写真 2 

結果 
地区名  撮影年月  縮尺 

CCB-88-3 

1988 年 11 月 

1/10,000 

CB-70-10Y 1970 年 6 月  1/40,000 マッチングできず  

CCB-75-35 1976 年 2 月  1/8,000 マッチングできず  

CB-76-8X 1976 年 9 月  1/20,000 マッチングできず  

CB-78-8Y 1978 年 10 月 1/40,000 マッチングできず  

CCB-83-3 1983 年 11 月 1/10,000 OK 

CCB-84-1Y 1984 年 4 月  1/40,000 マッチングできず  

CCB-86-9X 1986 年 12 月 1/20,000 OK 

CCB-88-4Y 1988 年 10 月 1/40,000 OK 

CCB-90-1X 1990 年 11 月 1/25,000 OK 

CCB-97-1X 1991 年 11 月 1/30,000 OK 

CCB-2005-4X 2006 年 1 月  1/20,000 OK 

CCB-2008-3 2008 年 5 月  1/10,000 マッチングできず  

CCB-2009-5 2009 年 6 月  1/1,0000 マッチングできず  

 

4. 結論  

異なる地区の空中写真間でマッチングが得られる条件として，撮影方向が類似していること，季節

が近いこと，撮影年が近いことが重要である．一方，カラーと白黒の違い，縮尺の違いはあまり重要

でないことがわかった．  

平成 27 年度は，複数の計算機を利用する等の方法により，空中三角測量とオルソ画像の作成を効

率的に行うシステムの開発を行う予定である．平成 28 年度は，検証実験と，より困難と考えられる米

軍写真の処理を試みる予定である． 
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地震時地盤被害予想システムの運用に関する研究（第 2 年次） 

 

 

実施期間         平成 25 年度～平成 26 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  

中島 秀敏  中埜 貴元  

 

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考えられ

る．この発想のもと，平成 22～24 年度に実施した特別研究「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」において，地震時地盤被害予想システム（以下，SGDAS: 

Seismic Ground Disaster Assessment System という）を開発した．本研究は，国土地理院内での試験運

用を通して，SGDAS の改善及び実用化を図るものである．  

 

2．研究内容  

平成 25 年度は，SGDAS を国土地理院内で試験運用しつつ，(1) ウィンドウズアップデートへの対

処，プログラム異常終了時における自動的なシステムの再稼働等のシステムの安定性の向上，(2) 国

土地理院企画部防災推進室等の要望に従った出力方法の改善（PDF ファイルの自動生成）を行った．  

平成 26 年度は，国土地理院のメールシステムの変更等に対する対処，河原における液状化の予想

が過大であることへの対処を行った．  

2.1 メールシステムの変更等に対する対処  

平成 27 年 2 月に，国土地理院のメールシステムが，国土地理院の管理するメールサーバーから，

国土交通本省が管理する行政情報基盤システムに変更された．行政情報基盤システムでは，メール

の送信のためにユーザーのログイン手続きが必要であり，SGDAS をこの手続きに対応させることは

困難であった．幸い，院内で限定的に運用される新規のメールサーバー（本稿では「限定的メール

サーバー」とよぶ）が運用されるようになったため，限定的メールサーバー経由でメールを発信す

るように SGDAS を変更した．  

限定的メールサーバーは，受信したメールを行政情報基盤システムに転送する．このため，SGDAS

が送信するメールは，行政情報基盤システムの制約を受ける．具体的には，政府，地方自治体以外

を宛先とするメールは， (1) 添付ファイル（HTML メールに使用する画像ファイルを含む）を暗号

化してアーカイブし，その解読方法を別途メールで送信する， (2) 送信が 10 分間遅延される．  

(1) は，院幹部の携帯電話向けのメールの添付ファイル（画像ファイル）において問題となった．

すなわち，携帯電話で，暗号化されたアーカイブファイルを解凍し閲覧することは現実的ではない

と考えられる．そこで，メールに画像を添付する代わりに，画像を含む HTML 文書を自動的に生成

し，公開 HTTP サーバー（gisstar.gsi.go.jp）にアップし，その URL をメールに添付することにした．  

(2) は，情報システム課からのアナウンスでは遅延が発生するとされていたが，(1) の実機では遅

延が確認できなかった．ただし，この状態が今後も維持されるか否かは不明なため，情報システム

課を通じて行政情報基盤システムが SGDAS のメールを遅延させないように設定してもらうことに
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なった．  

地震時地盤被害予想システムは，院内向けデータを CIFS サーバー1 にアップしていた．しかしな

がら，CIFS サーバー1 が運用を中断しため，アップロード先を CIFS サーバー2 に変更した．  

2.2 河原における液状化の予想  

SGDAS は，地形分類（若松・松岡（2008）による 250m メッシュの地形分類を基本とし，一部 DEM

を使用して細分類したもの）と震度により液状化の発生可能性を予想している．この中で，地形分

類「河原」は，低地に隣接する砂丘，砂州・砂丘間低地，埋立地，旧河道とともに最も液状化が発生

しやすいとされている．この判断は，砂泥質の河原においては概ね適切であるが，大井川等の礫質

の河原においては，予想結果が過大となっていた．  

礫質の河原を持つ河川は，下流域であっても河床勾配が急峻であるため，まず，傾斜を用いて河

原を細分類することを試みた．しかしながら，河川勾配としては急峻であっても，10m メッシュの

DEM から計算される勾配は 0 であることが多いことから，うまく細分類ができなかった．例えば，

大井川では東海道本線の鉄橋から河口までの 16km の間の平均河床勾配は 0.4%であるが，10m メッ

シュでは標高がメートル単位で記載されているため，3×3 のフィルター処理による傾斜の計算では，

0.5m/20m = 2.5%以下の傾斜は 0 となることが多い．  

ところで，地形分類が液状化の予想に寄与するメカニズムは，地形分類と表層物質の相関，地形

分類と地下水位の相関にあると考えられる．ところが，河原においては，礫から泥まで幅広い表層

物質が存在し，地形分類から表層物質に関する情報を得ることができない．一方，液状化が発生し

やすい平地においては，堤外地（河原）と堤内地の表層物質はある程度類似していると考えられる．

そこで，「河原の液状化の予想結果は，その周囲（概ね 2km×2km の矩形）の液状化の予想結果（た

だし，河原，河道，水域を除く）の中間値を超えられない」という制約を設け，対処することとし

た．  

 

3．得られた成果  

国土地理院のメールシステムの変更に対応し，メールが自動送信できる環境を維持した．CIFS サ

ーバーの運用休止に対して，別の CIFS サーバーで代替することにより，院内向け自動アップロード

の機能を維持した．院幹部の携帯電話向けには，添付文書の代わりに HTML 文書の閲覧で対処し，

動作を実機で確認した．メールの遅延に関しては，政情報基盤システムで対応することとなった．

図-1 に，SGDAS に関係するサーバー等の関係を示す．  

2009 年駿河湾の地震におけるアルゴリズム修正前と修正後の液状化の予想結果を図 -2 に示す．安倍

川，大井川，天竜川の河原の過大な予想結果が改善していること（天竜川河口部の河原は，修正後は

危険度 0 と判定されたため，自動的にトリミングされ表示されていない），河原以外の場所では結果が

変わっていないことがわかる．  

地震時地盤被害予想システムに用いている予想アルゴリズムを，神谷ほか（ 2014）にとりまとめ

た．  

 

4．結論と今後の予定  

SGDAS は，メールシステムの変更等に対応し，適切に運用されている．本研究は本年度で終了し

たが，今後も防災当局からの要望等に応じ，システムが適切に運用できるようにする予定である．  
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5．その他  

本文書は国土地理院外に公開されるため，一般に公開されているサーバー以外のホスト名，暗号化

の方式等を隠匿している．  

 

参考文献  

神谷泉・小荒井衛・乙井康成・中埜貴元（2014）：地震時地盤被害予想システムの構築，国土地理院時

報，第 126 集．  

若松加寿江・松岡昌志（2008）：地形・地盤分類 250m メッシュマップ全国版の構築，日本地震工学会

大会－2008 梗概集，222–223． 

 

 

  

図-1 SGDAS に関係するサーバー等の関係  
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図-2 河原における液状化の予想結果（2009 年駿河湾の地震） 

修正前 

修正後 
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被災状況の画像計測に関する研究 

（第 2 年次） 
 

 

実施期間         平成 25 年度～平成 26 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  中島 秀敏  

中埜 貴元  岩橋 純子  

 

1. はじめに  

ビデオ映像を含む様々な画像により災害の状況が記録されている．これらは災害の状況を定性的に

把握するために重要であるほか，写真測量の手法を用いることにより，災害の状況等の定量的な把握

が可能なることがある．2008 年岩手・宮城内陸地震においては，地震前後の測量用の空中写真を用い，

地表面変位を計測した．2011 年東北地方太平洋沖地震においては，報道機関が撮影した空撮ビデオ映

像を用い，津波の到達時刻等を明らかにした．本研究においては，過去に発生した災害，あるいは研

究期間内に発生した災害において，このような計測を行うこととした．  

 

2. 研究内容  

平成 25 年度は，2012 年のつくば市の竜巻において一般市民が撮影したビデオ映像を用い，竜巻の

軌跡を計測し，竜巻の被害が，竜巻の進行方向の左側でより大きいことを示した．平成 26 年度は，2013

年 11 月に噴火した西之島を UAV により計測して得られた空中写真による地形計測，2014 年 11 月に

発生した長野県北部の地震（神城断層地震）における地表面変位を計測した．  

2.1 西之島の地形計測  

父島の西方約 130 km に位置する西之島は，2013 年 11 月に噴火が始まり，2015 年 3 月時点でも噴

火が継続している．地理情報解析研究室では，2014 年 3 月 22 日と，同年 7 月 4 日，エアフォートサ

ービスに外注し，UAV（Unmanned Aerial Vehicle；無人航空機）を用いて西之島を撮影した． DEM お

よびオルソモザイク作成ソフトである Pix4Dmapper を用い，撮影された空中写真から DEM とオルソ

画像を作成した．さらに，3 月と 11 月のオルソ画像の差分をとることにより，この間の地形変化を把

握した．  

2.2 長野県北部の地震の地表面変位の計測  

長野県白馬村が 2013 年に撮影した空中写真，アジア航測が地震後に撮影した空中写真，名古屋大学

が地震後に撮影した空中写真を用いて，地震前後の地表変位を計測した．白馬村撮影の空中写真は，

公共測量作業規程の準則に従った空中三角測量がなされており，その結果を利用できた．地震後の空

中写真については，GPS/IMU の調整結果とタイポイント，パスポイントの観測結果を用い，地上基準

点を使用しないで空中三角測量を行った．このため，公共測量作業規程の準則と比較して，より多数

のタイポイント，パスポイントを取得した．  

変位の計測は，4 点以上の近接する対応点の変位を計測して，その平均を採用する方法と，地震前，

地震後ともに同一のステレオモデルを用い，設定した路線に沿って対応点の変位を計測する方法（路

線計測と呼ぶ；今回は高さの変位のみを計測）を併用した．  
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3. 得られた成果  

3.1 西之島の地形計測  

本研究における UAV によ

る撮影と，それ以前に行われ

たくにかぜⅢによる撮影によ

る地形計測結果の概要を表 -1

に示す．写真測量で把握でき

る噴火の強さを示すパラメー

タとして，1 日当たりの海面

上の体積の増加がある．この

値は，2013 年 12 月から 2014

年 7 月までの間に大きな変化

はない．したがって，少なく

とも写真測量結果からは，こ

の間の噴火活動が衰えること

なく継続してきることが示さ

れた．  

図-1 に，2014 年 3 月 22 日

～2014 年 7 月 4 日の西之島の

標高の変化を示す．新たな溶

岩が供給されれば標高が上昇

するが，一部で標高が低下し

た．以下，神谷ほか（2014）

に基づき，その解釈を示す．  

D などの筋状の 2～4 m の小

さな標高の低下は，溶岩流が

流下する経路と対応し，固結

した表面の下において，未固

結の溶岩が流出しているために生じた．A は噴煙による誤差である．B と C は，ともに，約 7 m の同

心円状のコンパクトな標高低下である．B は火口であり，ドレインバックが生じたため，標高が低下

した．C の標高の低下は，D 等と同様なメカニズムによる溶岩の流出に起因することを完全には否定

できないが，その形状から，火口を形成するまでに至らない火道が存在し，地表面下の未固結の溶岩

部分に溶岩を供給していたが，ドレインバックが発生した可能性が高い．  

3.2 長野県北部の地震の地表面変位の計測  

図-2 に，姫川第二ダム南方から千国駅北方までの範囲の地表面変位の計測結果を示す．そのうちの

姫川第二ダム南方部分の拡大図を図 -3 に示す．図-4 に白馬村堀の内周辺の高さの変位の路線計測結果

（東西投影）を示す．  

表-1 西之島の地形計測結果の概要  

撮影日  
最 高  

標 高  

噴火前と比較

した面積の増

加  

噴火前と比較

した海面上の

体積の増加  

1 日当たりの

海 面 上 の 体

積の増加  

2013 年  

12 月 17 日  
39 m 0.0097 km2  80 万 m3 

 

12 m3/day 
2014 年  

2 月 16 日  
66 m 0.51  km2  790 万 m3 

10 m3/day 
2014 年  

3 月 22 日  
71 m 0.67  km2  1,130 万 m3 

10 m3/day 
2014 年  

7 月 4 日  
74 m 1.08  km2  2,220 万 m3 

 
 

図-1 西之島の標高の変化（2014 年 3 月 22 日～7 月 4 日） 

-   

D. 
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4. 結論  

西之島の地形計測においては，2013 年 12 月から 2014 年 7 月の間の噴火活動が衰えることなく継続

してきることが示された．2004 年 3 月と 7 月の DEM を比較したところ，既知の火口におけるドレイ

ンバックを発見するとともに，未知の火道がありそこでもドレインバックした可能性が高いことを見

出した．また，この種の計測ではカメラ検定が重要であることを示し，日本測量協会が実施している

カメラ検定結果を Pix4D Mapper で使用する方法を開発した．  

長野県北部の地震の地表面変位の計測においては，堀之内地区周辺における詳細な変位と，姫川第

二ダム南方から千国駅北方までの範囲の概略の地表面変位を計測した．その結果，堀之内地区の複雑

な上下変動，地表地震断層に対応する姫川第 2 ダム南方における高さの変位の急変を見出すことがで

きた．しかしながら，それ以外の計測結果については，有意であるか否かを含め，その解釈は，今後

の課題である．  

図-2 姫川第二ダム南方から千国駅北方までの範囲の地表面変位の計測結果 

 

枠は、図-3 の範囲 
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図-3 姫川第二ダム南方の計測結果  

-   

現地において確認さ

れた地表地震断層の

概略位置 

図-4 白馬村堀の内周辺の高さの変位の路線計測結果（東西投影）  

-   
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DSM データの利活用に関する研究（第 2 年次） 

 

 

実施期間          平成 25 年度～平成 26 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  

近年，都市部や山地の詳細な地形や標高（Digital Elevation Model: DEM）を把握するために，航空レ

ーザ測量が盛んに行われ，多数のデータが蓄積されてきている．一方，DEMデータ作成の前段のオリ

ジナルデータとして取得されるデジタル表層モデル（Digital Surface Model: DSM）データは，これま

で十分に利活用されてこなかった．本研究では，航空レーザ測量によるDSMデータのほか，Mobile 

Mapping System（MMS）や空中写真のステレオマッチングなど，その他の技術により作成されたDSM

データも含めて，同データを用いた近年の研究事例や利活用事例のレビュー，有識者へのヒアリング

を実施するとともに，同データに対して地形解析手法を適用し，防災等に役立つパラメータが得られ

るかどうかを探ることで，新たな利活用方法を検討した．  

 

2．研究内容  

平成26年度は，DSMデータに対して，傾斜度や曲率，起伏量といった地形量を算出する解析手法を

適用し，それらの値と津波シミュレーションで用いられる地表の粗度係数とを比較することで，それ

らの関係性を分析し，DSMデータ解析から粗度係数に相当するパラメータが得られるかどうかを検討

した．粗度係数は，地表の構造物や植生の密度や凹凸の大きさ等を反映していると考えられるため，

DSMデータから求めた曲率や起伏量と何らかの対応関係があることが期待される．  

解析地域は，2011年東北地方太平洋沖地震で甚大な津波被害を受けた仙台平野の一部とした．使用

したDSMデータは，2008年に航空レーザ測量により取得された5mメッシュデータである（図-1）．こ

の5mメッシュDSMデータは，航空レーザのオリジナルデータ（ランダムポイントデータ）を用いて，

5mメッシュ内の最高値を抽出して作成した

データである．津波シミュレーションで使

用される粗度係数は，国土交通省水管理・国

土保全局海岸室・国土交通省国土技術政策総合

研究所河川研究部海岸研究室（2012）（以下，

「国土交通省（2012）」という．）に示され

ている小谷ほか（1998）に基づき，土地利用

区分に対して各数値を割り当てた．土地利

用区分データは，国土数値情報の都市地域

土地利用細分メッシュデータ（100mメッシ

ュ）を用いた．  

 

3．得られた成果  

まず，都市地域土地利用細分メッシュデータの土地利用区分に対して，小谷ほか（1998）に基づい

て割り当てた粗度係数分布図を図 -2 に示す．ここで，都市地域土地利用細分メッシュデータの土地利 

 

 

図-1 対象地域の 5m メッシュ DSM データ 
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用区分と小谷ほか（1998）における土

地利用区分は同一区分ではないため，

表-1 に示す対応関係で粗度係数を割

り当てた．小谷ほか（1998）では，「住

宅地」を密度によって 3 段階（高密

度，中密度，低密度）に分けているが，

都市地域土地利用細分メッシュデー

タでは，「高層建物」，「低層建物」，

「低層建物（密集地）」の 3 区分とな

っているため，ここでは「高層建物」

と「低層建物（密集地）」を「住宅地

（高密度）」に割り当てた．「低層建

物」は建物密度が不明のため，「住宅

地（中密度）」と「住宅地（低密度）」

を 1 つにまとめたものに割り当て，粗

度係数も両者の平均値とした．道路や

鉄道等の線状用地については，国土交

通省（2012）に従い，「その他（空地，

緑地）」に割り当てた．  

 次に，図-1 に示した 5m メッシュ

DSM データをリサンプリングし，

10m メッシュ DSM と 50m メッシュ

DSM を作成した．この 3 種類のメッ

シュサイズの DSM データを用いて，

傾斜度，曲率（ラプラシアン），起伏

量を求めた．解析は，ArcGIS10.2.1 で

行い，傾斜度は傾斜計算ツールで，曲

率は，カーネルサイズ 3×3 のラプラ

シアンフィルタにより求めた．起伏量

は，カーネルサイズ 3×3 における最

大値と最小値の差をとることで求め

た．これらのパラメータ値を図-2 で

示した粗度係数とオーバーレイ解析

し，各粗度係数における各パラメータ

値のメッシュ数のヒストグラムを作成した．  

粗度係数ごとの各パラメータのヒストグラムの一部を図-3 に示す．傾斜度は，どのメッシュサイズ

の場合も，粗度係数が大きくなるほど傾斜度も大きい方にシフトする傾向が見られた．特に 5m メッ

シュサイズで顕著で，10m と 50m メッシュでは，粗度係数が大きくなると差が見られなくなった．曲

率については，どのメッシュサイズの場合も，粗度係数が小さいほど曲率の幅が小さい（0 付近に集

中する）傾向が若干見られたが，明瞭な関係は見られなかった．起伏度については，傾斜度と同様，

粗度係数が大きくなるほど起伏度も大きい方にシフトする傾向が見られたが，ヒストグラムのピーク

表-1 都市地域土地利用細分メッシュデータと小谷ほか（1998）の土

地利用区分の対応関係 

都市地域土地利用細分メッシュ  

データの土地利用区分  

小谷ほか（1998）における

土地利用区分  

粗度  

係数  

田  
農地  0.02 

その他の農用地  

森林  林地  0.03 

高層建物  
住宅地（高密度）  0.08 

低層建物（密集地）  

低層建物  
住宅地（中密度）＋  

住宅地（低密度）  
0.05 

工場  工場地等  0.04 

荒地  

その他（空地，緑地）  0.025 

道路  

鉄道  

公共施設等用地  

空地  

公園・緑地  

ゴルフ場  

海浜  

海水域  
水域  0.025 

河川地及び湖沼  

 

 

図-2 粗度係数分布図 
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は粗度係数 0.03 以上では明瞭な差が見られなかった．  
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図-3 粗度係数ごとの各パラメータのヒストグラム（傾斜度と起伏量のみ）  

 

4．結論と今後の課題  

航空レーザ測量によるDSMデータに対して，従来の地形解析手法（傾斜度，曲率，起伏量）を適用

し，津波シミュレーションで使用する粗度係数との関係性を検討した結果，傾斜度と起伏量において，

粗度係数が大きくなるほど値が大きくなる傾向が若干見られたが，粗度係数を区分できるほどの明瞭

な傾向は見られなかった．今回は，上記の3つのパラメータとの比較しかできなかったが，凸度や尾根

谷密度（テクスチャ），地上開度等とも比較することが望ましい．また今回は，小谷ほか（1998）に

おける「住宅地（中密度）」と「住宅地（低密度）」を1つにまとめて都市地域土地利用細分メッシュ

データの「低層建物」に割り当てたが，基盤地図情報等の建物データを用いて建物密度を求めること

で，都市地域土地利用細分メッシュデータを細分できると考えられるため，この点も今後の課題であ

る． 

 

引用文献  

国土交通省水管理・国土保全局海岸室，国土交通省国土技術政策総合研究所河川研究部海岸研究室（2012）：

津波浸水想定の設定の手引き（ver.2.00），日本リモートセンシング学会誌，86p． 

小谷美佐，今村文彦，首藤伸夫（1998）：GISを利用した津波遡上計算と被害推定法，海岸工学論文集，45，

356-360． 
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リモートセンシング技術による効率的被害把握に関する研究（第 1 年次） 
 

 

実施期間         平成 26 年度～平成 30 年度 

地理地殻活動研究センター 飛田 幹男  

地理情報解析研究室 中埜 貴元  中島 秀敏  

                                神谷  泉  岩橋 純子  

                                乙井 康成  

 

1．はじめに  

本研究は，人工衛星や航空機等に搭載された光学・マイクロ波センサにより取得された情報をもと

に，災害のモニタリングを行うための研究を実施するものである．具体的には，期間内に大災害が発

生した場合には必要に応じ，これまでの研究成果を活かした衛星データ（SAR や高分解能衛星画像）

からの災害状況把握とその特性を把握する研究を行う．また， JAXA が所有する航空機 SAR

（Pi-SAR-L2）データを用いた，津波や洪水による浸水・建物被害度，土地被覆（樹高等）や土壌水

分率などとの関連性解析なども実施する．  

 

2．研究内容  

平成 26 年度は，2014 年 11 月 22 日に発生した長野県北部の地震（以下，「2014 年長野県北部の地震」

という．）に伴う地盤変動（地表地震断層，地すべり性変動）について，国土地理院が「だいち 2 号」

のデータを用いて解析した SAR 干渉画像との対応状況を現地にて調査・整理した．この地震に関連し，

4 ペアの SAR 干渉画像が作成された（森下ほか，2015）．これらの SAR 干渉画像の妥当性を検証する

ため，SAR 干渉画像における急激な位相変化箇所（長野県小谷村，白馬村一帯）や地すべり性の変動

を捉えていると考えられる箇所（長野県小谷村土谷川右岸の県道 330 号線）において，2014 年 12 月 2

～3 日にかけて現地調査を実施した．なお，この調査結果の詳細については，森下ほか（2015）にま

とめており，下記では小谷村の事例についてのみ紹介する．Pi-SAR-L2 データを用いた研究について

は，アーカイブデータの入手と新規データ取得に同期した地表の土壌水分率測定のみに留まった．  

 

3．得られた成果  

小谷村周辺での SAR 干渉画像と現地調査の結果を図-1，図-2 に示す．小谷村泥崎地区を通る市道や

その周辺の耕作地，家屋（車庫）の土台，水路等を横断するように，NS から N25°E の走向を持つ東

側隆起の 3 列の短縮性亀裂が確認された（図 -1(a)，図-2(a)～(d)）．また，その亀裂の南側延長線上の

水田畦道やアスファルト道路にも東側隆起の亀裂が確認された（図 -1(b)，図-2(f)）．この地域の地表変

形の一部は，局所的な重力性変形に伴う亀裂であったが（図-1(b)），その他の短縮性亀裂は東側が最

大 10cm 隆起しており，周囲の地形から考えても地すべり性の短縮変形とは異なることから，地表地

震断層の可能性が示唆される．また，この地点から位相変化の南方延長線上にある JR 千国駅周辺に

おいても，ほぼ NS 走向の短縮変形が，コンクリート路面と駅に付随する屋根付きのアスファルト歩

道で確認でき（図-1(c)），同様の変形の可能性が考えられる．この地域では，2014/11/27 と 2014/10/02

のペアの干渉画像が他の干渉画像に比べて，現地との対応が良かった．  

小谷村を流れる土谷川右岸の県道 330 号線においては，地すべり性変動を示す干渉縞と現地との対

応を調査した．調査結果を図-3 に示す．干渉縞にはノイズが多く，地すべり性変動の形状は明瞭では
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ないが，地すべり性変動の可能性のある干渉縞の地点のアスファルト道路や擁壁等には，多数の開口

亀裂や一部の短縮変形が確認できた．図-3(a)は今回の地震前から実施されている地すべり対策工事現

場，図-3(b)は道路の重力性変形（赤矢印が開口亀裂及び段差の位置）で，地すべり地形の境界部に相

当し，繰り返し補修されている痕跡があった．図 -3(c)は道路及び擁壁の開口亀裂で，地すべり地形の

境界部に相当する．図-3(d)は道路の短縮変形（黒矢印は短縮方向）で，この付近の家屋のほとんどに

は「要注意」の張り紙がされていた．図 -3(e)は道路及びその脇の敷地の開口亀裂（赤矢印の位置）で，

写真奥の敷地は道路面より約 12cm 沈下していた．図-3(f)は道路の開口亀裂，図-3(g)は道路脇の集水

桝の圧縮性変形による鉄蓋の浮き上がり，図 -3(h)は擁壁の開口亀裂で，擁壁下の道路にも多数の亀裂

を確認した．ただし，この地域には多数の地すべり地形が存在しており（防災科学技術研究所，2000），

それら土塊の変動によるものなのか，より局所的な道路盛土等の変動によるものなのかは現段階では

区別できていない．  

 

 

図-1 小谷村南部の SAR 干渉画像（2014/11/27 と 2014/10/02 のペア）と地すべり地形分布図（防災科学技術研

究所，2000）の重ね合わせと現地調査結果． 
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4．結論と今後の課題  

SAR 干渉画像における急激な位相変化箇所を中心に現地調査を実施した結果，小谷村泥崎地区や  

JR 千国駅付近では，重力性変形では説明が難しい東上がりの上下変位を確認することができた．この

上下変位は，断層性の変動によるものである可能性が高い．また，地すべり性変動を示す干渉縞が現

れた小谷村北部の土谷川右岸での調査では，アスファルト道路や擁壁等に多数の開口亀裂や一部の短

縮変形を確認したが，干渉縞との関係は明瞭ではなく，今後，既存の地すべり地形との関係も含めた

さらなる分析が必要である．  

 

謝辞 

ここで使用しただいち  2 号の原初データの所有権は，JAXA にあります．これらのデータは，だい

ち 2 号に関する国土地理院と  JAXA の間の協定に基づき提供されました．地震後の観測データは，

地震 SAR 解析 WG の活動によって得られました．数値気象モデルは，「電子基準点等観測データ及

び数値予報格子点データの交換に関する細部取り決め協議書」に基づき，気象庁から提供されました．

現地調査においては，小谷村役場及び（独）産業技術総合研究所から情報を提供頂きました．この場

を借りて，御礼申し上げます．  

 

 

図-2 小谷村泥崎地区の地表変形の詳細図（背景は 2014 年 11 月 24 日アジア航測（株）撮影空中写真）．図中

の白矢印は写真（a）～（e）の撮影位置と撮影方向．  
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図-3 小谷村北部，土谷川右岸の県道 330 号線周辺の SAR 干渉画像（2014/11/27 と 2014/10/02 のペア）と地

すべり地形分布図（防災科学技術研究所，2000）の重ね合わせと現地調査結果．SAR 干渉画像中の黒矢

印は，写真（a）～（h）の撮影位置と撮影方向．  

 

参考文献 

防災科学技術研究所（2000）：地すべり地形分布図「白馬岳」，防災科学技術研究所研究資料第 200 号． 

森下遊，山田晋也，山中雅之，吉川忠男，和田弘人，矢来博司，中埜貴元，飛田幹男，小林知勝，中

島秀敏，神谷泉（2015）：だいち 2 号 SAR 干渉解析により捉えられた平成 26 年（2014 年）長野県

北部の地震に伴う地殻変動と地表変形，国土地理院時報，127，ページ未定． 
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地球地図第1版・第2版のデータの利活用に関する研究（第1年次） 
 

 

実施期間        平成 26 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  乙井 康成  

 

1．はじめに  

地球地図は，地球規模の環境問題について検討するために必要となる基礎的な地理空間情報として，

各国の国家地図作成機関が協力して整備している地上解像度約 1km（縮尺 100 万分の 1 に相当）のデ

ジタル地図である．全球整備されているのは標高データ及び，リモートセンシング技術で作成した土

地被覆・樹木被覆率データで，第 1 版は 2008 年 6 月に，第 2 版は 2013 年 7 月に発行されている． 

地球地図を整備するプロジェクトは，1992 年ブラジルのリオ・デジャネイロで開催された「地球サ

ミット」で採択された行動計画「アジェンダ 21」を契機に始められたものだが，その後のリモートセ

ンシング技術の普及により，それぞれの目的に合った地理空間情報が各自で作成されるようになる，

民間会社等により，利便性がよく，より詳細な地図や衛星画像，空中写真が提供されるようになる等

の変化があり，各国地図作成機関の役割や地球環境問題解決のためにそれぞれが行うべき施策も見直

す必要が生じてきた．  

このことを受けて今年度は，地球環境研究に利用される地理空間情報の現状を分析し，地球地図プ

ロジェクトの課題把握とニーズへの適合に向けたフィジビリティスタディを行った．  

 

2．研究内容  

インターネット上における地球環境研究の事例収集により，利用されている地理空間情報及びその

利用方法について分析し，現在提供している地球地図データの利活用における課題と可能性について

検討した．また，学術審議会における検討結果から，地球環境研究を進める上で必要としている地理

空間情報を調査し，地球地図の貢献可能性について検討した．  

 

3．得られた結果  

3.1 地球地図データの利活用における課題  

 リモートセンシング技術の普及により，Bagan H., Kinoshita T., Yamagata Y. (2012)など地球環境研究

に関わる研究者が，それぞれの研究の目的に最適化した土地被覆等のデータを自ら作成するようにな

っており，汎用目的の地球地図データを作成提供する必要性が相対的に低下してきた．また現在は，

グーグルマップ等で詳細な地図や空中写真をインターネット上で簡単に閲覧できる状況にあり，地上

解像度約 1km（縮尺 100 万分の 1 に相当）に限られることや，GIS ソフトでダウンロードしたデータ

を開かなければならないことは，地球規模の環境研究を支援する目的には即しているものの，それ以

外の利用者にとっては物足りなさや使いづらさを感じる可能性がある．一方，地球地図データは，各

国の国家地図作成機関がそれぞれの国の立場に基づいて作成したものであるが，このことが，データ

作成国とは異なる立場の国の機関を含めて共通基盤として使用することを困難にしているものと考え

る．環境研究に使用する地理空間情報としては，共通基盤以外にも．現在又は過去の状況を把握する

ための資料も必要とされるが，この目的で使用するためには，共通基盤とするために記載項目を絞り

込んだことが悪影響を及ぼしている可能性がある．  
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3.2 地球地図に期待される役割  

 文部科学省科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会環境エネルギー科学技術委員会持続可能な

地球環境研究に関する検討作業部会（2013）では，「水─食糧─エネルギーに関する世界規模の現状

把握と将来推計に必要な地形標高，人口，植生，農地・灌漑農地，土地利用・土地被覆，帯水層，ダ

ム貯水池等の分布といった基礎情報を海外に依存せざるを得ないのが実態．」としている．人口，帯

水層については，各国の地図作成機関が作成する地形図から情報を得ることができないが，地形標高，

植生，農地・灌漑農地，土地利用・土地被覆，ダム貯水池の分布については，各国の地形図が根拠資

料して活用できる可能性がある．各国の地形図が活用されるためには，地形図の電子化やインターネ

ットを通じて簡単に入手できる仕組みを構築することが重要であり，地球地図プロジェクトはこれを

支援できる可能性がある． 

 また，地球規模の環境問題や持続可能な開発について検討する上では，開発が行われる前の状況を

客観的に把握することも重要であり，矢吹裕伯  et al.（2008）による氷河分布域の調査の事例に見ら

れるように，旧版地形図や古い空中写真が最新の地形図や衛星画像以上に有用な情報源になる場合が

ある．地球地図データは，地球規模の問題を議論検討するための共通基盤とされるために，仕様が統

一されている．上記の研究は，共通基盤とするためにデータ化の対象から外れた情報の中にも，地球

環境研究に有用なものが含まれる可能性を示している．旧版を含めて地形図や空中写真の流通を支援

する仕組みを構築することが地球規模の環境研究の大きな助けになることが期待できる．国により地

形図の仕様やデータ取得基準等の作業規程，精度等は異なることから，各国地形図に関する解説書を

作成し，地形図とともに提供することができれば，利活用がさらに広がる可能性がある．  

 

4．今後の計画  

 今年度はフィジビリティスタディとして，地球規模の環境研究事例や検討結果から，地理空間情報

の利用状況やニーズを調査し，地球地図の課題となっている可能性のある点を洗い出した．地球地図

データが各国の立場で作成されていることが，国の機関が共通基盤として使用することの障害となっ

ている可能性がある一方，旧版を含む地形図や空中写真が開発以前の状況を示す根拠資料として有用

である可能性があることが分かった．次年度以降は研究者へのヒアリング調査等により地球地図利活

用における課題分析を進め，対応方策についても検討したい．  

 

参考文献  

Bagan H., Kinoshita T., Yamagata Y. (2012) ：Combination of AVNIR-2, PALSAR, and polarimetric 

parameters for land cover classification. IEEE T. Geosci. Remote., 50 (4), 1318 -1328． 

真壁拓也，仲吉信人，Alvin VARQUEZ，神田学（2013）：気象解析のための全日本都市幾何データ

ベースの構築と世界への拡張可能性，水工学論文集, 58． 

文部科学省科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会環境エネルギー科学技術委員会持続可能な

地球環境研究に関する検討作業部会（2013）：持続的な地球環境のための研究の進め方について 

中間とりまとめ（論点整理），34pp， 

(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/068/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2014/02/2 7/13

41083_01.pdf) (accessed 3 Mar. 2015)． 

矢吹裕伯 et al.（2008）: 1945-47 年撮影の航空写真を基にして作成された地形図より抽出を行った

氷河分布域(サンプル版). Data Integration and Analysis System in Japan Agency for Marine-Earth 

Science and Technology, Yokohama, Japan．  
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地理空間情報の取得・加工・表現に関する研究（第 1 年次） 

 

          

実施期間 平成 26 年度～平成 30 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  

乙井 康成  

 

1. はじめに  

本研究は，地形データをはじめとする様々な地理空間情報について，取得・加工技術や，分かりや

すい画像表現の手法をリサーチするものである．平成 26 年度は，航空レーザ測量データに関する検証

等について，研究連絡会議の「航空レーザ測量技術に関する分科会」での議論やニーズを踏まえ，文

献調査や必要な解析を実施した．また，海外の状況や，近年話題となっている UAV（Unmanned Aerial 

Vehicle；無人航空機）の利活用についても情報収集を行った．  

 

2. 研究内容  

2.1 航空レーザの利活用に関する問題点についての検討  

 航空レーザ測量の主として点群データ（オリジナルデータ，グラウンドデータ）の利活用について，

現行の納品フォーマット（CSV 形式）が，データ容量の増大や，ウェーブフォームへの対応の点でネ

ックとなっている．CSV テキストの場合，1mDEM では 2500 分 1 地形図 1 面分で 80MB 弱（XYZ）～

100MB 程度（ID・XYZ・P）のファイルサイズとなる．ランダムポイントの点群データはさらにサイ

ズが大きく，数点/㎡で 1 ファイル数百 MB，30 点以上/㎡のデータでは 1GB 以上あり，汎用 PC での

利用は難しい．そこで，米国写真測量学会が制定した LAS 形式について内容を調査した．  

2.2 航空レーザ測量 DEM の高さ誤差の調査  

 航空レーザ測量の高さ精度は，メッシュ内に地上参照点がある所については標準偏差 30cm 以内，

周辺から補間した所については標準偏差 2m 以内とされている．しかし，一般的に，レーザ測量 DEM

の標高が正解データと理解され，これに誤差が含まれることが考慮されないことが多く，航空レーザ

測量の専門家と一般には理解のギャップがある．また，山間部についても高い精度が要求されること

がある．そこで，本研究では，高解像度の 1mDEM を用いて基準点成果の標高と比較した．併せて基

盤地図情報 10mDEM と航空レーザ 1mDEM についても比較を行った．  

2.3 その他の新技術についての情報収集  

 米国の航空レーザ測量データ公開サイトである OpenTopography,昨今急速に普及している UAV（無

人機）や SfM/MVS（Structure from Motion/Multi View Stereo）について，情報収集を行うと共に，西之

島の観測や災害時の斜め空中写真の処理を通じて，知見を集積した． 

 

3. 得られた成果  

3.1 航空レーザの利活用に関する問題点についての検討  

LAS 形式は米国写真測量学会（ASPRS）が 2005 年に発表したスケーラブルなバイナリ形式であり，

ファイルフォーマットは ASPRS のウェブページから閲覧できる．2015 年 2 月現在，v.1.4 が最新の形

式である．ヘッダーにデータに関する情報を含むことができ，分類コードは 31 種類まで格納できる．

v.1.3 以降はウェーブフォーム形式に対応している．LAS 形式は，すでに ALS 等，航空レーザ機器の

現在の標準フォーマットとなっている．国土地理院保有の航空レーザ機器でも，データ保存形式やフ
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ィルタリング処理システムは LAS 形式となっており，後に CSV に変換している．  

平成 25 年度終了の特別研究「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」のために平成 25 年に調整した阿蘇地区のグラウンドデータについて，CSV 形式と LAS 形

式のファイルサイズを調べたところ，LAS は CSV テキストと比較して概ね 1/10 程度のファイルサイ

ズであった．また，LAS 形式に対応したソフトウェア（ArcGIS 10.0（ESRI），フリーソフト LAS tools

等）は，大きなファイルサイズを想定して設計されており，描画などの処理が高速である．  

3.2 航空レーザ測量 DEM の高さ誤差の調査  

御嶽山麓の基準点（三角点）成果を，中部地方整備局多治見砂防国道事務所の平成 19 年航空レーザ

測量 1mDEM・岐阜県の平成 18 年航空レーザ測量 1mDEM，さらには基盤地図情報 10mDEM（1/2.5 万

地形図の等高線から作成）と比較した（図-1）．まず基盤地図情報 10mDEM と比較して航空レーザ測

量 1mDEM の高さ精度は良好で，大部分の基準点について，1m 以内に標高差が収まっている．しかし，

四等三角点「滝越」で誤差が 2m 以上となっていた．近隣の同じような地形（尾根）の場所にあり航

空レーザ測量データの高さ精度が良好な三等三角点「御瀬場」と，オルソフォトを用いて現況を比較

した．その結果，「御瀬場」が葉の落ちた落葉樹林内にあるのに対して，「滝越」は常緑樹林内にあり，

三角点周辺でレーザが地表に届いていないため，データの尾根部分が削られた可能性が示唆された． 

 

図-1 基盤地図情報 10mDEM(青)，中部地方整備局多治見砂防国道事務所 H19 年航空レーザ測量 1mDEM

（赤；凡例では砂防部と記載），岐阜県 H18 年航空レーザ測量 1mDEM(緑)と基準点標高地の差（m） 

 

基盤地図情報 10mDEM と航空レーザ測量 1mDEM の比較も行った．まず注意点としては，1/2.5 万

地形図に対応する DEM 解像度は，準則の「地図情報レベルと格子間隔」に沿って縮尺分母の千分の 1

と考えると 25m 程度である．本来，航空レーザ測量による高解像度 DEM と，1/2.5 万地形図の地形で

ある基盤地図情報 10mDEM を定量的に比較する事はできない．しかし，基盤地図情報 10mDEM は全

国整備されているため利用頻度が高く，その精度についてユーザーの関心が高い事から，検討を行っ

たものである．  

植生の無い御嶽山頂付近の航空レーザ測量 1mDEM から作成した 10m 間隔の等高線を，1/2.5 万地形

図（地理院地図）と重ね合わせた所，緩斜面で平面位置のずれが見られた他，山のピークの位置に若
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干のずれが見られたが，谷など斜面の形状は，概ね一致したものであった（図 -2）．1/2.5 万地形図等

高線の作成時期や当時の作成手法を鑑みれば，非常によく一致していると言える．  

地形解析でよく行われる体積計算，水系網の発生についても検討した．御嶽山麓の調査区域のデー

タについて，標高 760m の平面以上の体積を求めた所，基盤地図情報 10mDEM と航空レーザ測量

1mDEM から求めた体積の誤差は，全体の 0.135%だった．水系網については，ArcGIS Spatial Analyst

（ESRI）を用いて，御嶽山麓の 25 万㎡以上の集水域を持つ水路を描画した（図 -3）．その結果，基盤

地図情報 10mDEM と航空レーザ測量 1mDEM から計算した流路はほとんど一致した．  

なお，平面位置で基盤地図情報 10mDEM と航空レーザ測量 1mDEM の差分を取った場合，緩斜面で

は，平均して 5m 以内の差に収まっているが，急斜面では格差が大きい（図-4）．これは，急斜面ほど

位置ずれの影響が大きくなるためと考えられる．  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 その他の新技術についての情報収集  

 昨今急速に普及している SfM/MVS，UAV について，他機関の研究成果やウェブ情報等から情報収

図-2 1/2.5 万地形図の等高線と H19 年岐阜県航

空レーザ測量 1mDEM による等高線（紫）（御

嶽山頂付近）  

 

図-3 25 万㎡以上の集水域を持つ流路：航空レー

ザ測量 1mDEM による流路（黒），基盤地図情

報 10mDEM による流路（桃）（御嶽山麓）  

図 -4 斜面傾斜と航空レーザ測量

1mDEM － 基 盤 地 図 情 報

10mDEM 差分値の関係（1m メ

ッシュで計算）． 

※1/2.5 万地形図等高線の位置精

度は 1m もない事に注意 
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集を行うと共に，2014 年 7 月に UAV による西之島の空中写真撮影及び SfM/MVS 技術によるオルソ画

像・DEM データ作成（飛田ほか，2014）や，2014 年 7 月の長野県南木曽町での土石流災害，同年 8

月の広島豪雨災害（地理地殻活動研究センター災害対策班，2014），同年 9 月の御嶽山噴火に関連した

斜め空中写真からのオルソ画像作成等を通じて，UAV によるデータ取得や SfM/MVS によるデータ処

理に関する知見を集積した．また，UAV については，地理情報解析研究室で Phantom2 vision+（DJI）

を購入し，地理院構内・高知県の山間部で操縦訓練を行った他，運用ノウハウを蓄積中で，今後研究

に使用予定である．  

 OpenTopography の運営ボランティアであるアリゾナ州立大学のエミリー・クレーバー氏から，平成

26 年に聞き取り調査を行った．このサイトは，NSF（National Science Foundation;アメリカの科研費の

ようなもの）から予算を得て，研究者がボランティアで運営しており，USGS 等政府機関が撮影した

航空レーザ測量データを公開している．データはカリフォルニア大学サンディエゴ校のスーパーコン

ピュータセンターにアーカイブされている．API は LAStools や GDAL 等，フリーのものを利用してい

る．マップ上でユーザーが自由に範囲を設定し，グラウンドデータのフォーマット（LAS/ASCII から

選択），DEM の作成法（TIN/最大値/最小値/平均値/IDW）・フォーマット（ArcGIS ASCII/GeoTIFF/IMG

から選択）・メッシュ間隔を設定してダウンロードする事が可能である．同時に陰影と傾斜画像

（GeoTIFF/IMG），集水域等を自動作成してダウンロードすることもできる．ユーザー登録を行えば，

フィルタリング前のオリジナルデータもダウンロード可能である．  

 

4. 結論  

基準点成果と航空レーザ測量 1mDEM の標高を比較した所，航空レーザ測量 1mDEM は概ね 1m 以

内の高い精度を持っている事が分かった．ただし，常緑樹林の尾根では標高差 2m を超す格差が認め

られた．現実的には，全ての点で標高差を 2m 以内にする事は困難であるが，ユーザーに誤差があり

うる事について周知することが重要であると考えられる．  

基盤地図情報 10mDEM について，山体のボリューム計算や水系網発生については，1/2.5 万地形図

等高線の作成時期や当時の作成手法を鑑みれば，概ね一致しており，そのような解析作業の比較対象

とするのに大きな問題はないという結果が得られた．ただし，航空レーザ測量 1mDEM との差分では，

位置ずれに起因すると思われる誤差が急斜面に認められており，例えば土砂災害について，発災前の

地形を基盤地図情報 10mDEM として発災後の航空レーザ測量 DEM との差分を取り土量を計算する事

はできない．  

航空レーザ分科会にて議論の結果，航空レーザ測量オリジナルデータのフォーマットについては，

大規模な点群でなければ CSV が使いやすいとの意見もあり，CSV と併せて中間成果として LAS 形式

を納品させる流れができれば良いというコンセンサスが得られた．また，航空レーザ測量技術に関す

る分科会に替えて，UAV を用いた測量技術に関する分科会を平成 27 年度から立ち上げる事が了承さ

れた．同分科会では，これまでに得られた技術的な知見と合わせて，UAV の安全な運用方法等につい

て検討する予定である．  

 

参考文献 

地理地殻活動研究センター災害対策班（2014）：平成  26 年 8 月豪雨災害に関する地理地殻活動研究セ

ンターの対応，国土地理院時報，126，15-16． 

飛田幹男，神谷泉，中埜貴元，岩橋純子，大角光司，高桑紀之（2014）：無人機による西之島地形計測の高精

度化，国土地理院時報，125，145-154． 
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地形・土地被覆情報の防災への活用に関する研究（第 1 年次） 

 

          

実施期間 平成 26 年度～平成 30 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  中島 秀敏 

中埜 貴元  神谷 泉  

 

1. はじめに  

本研究は，航空レーザデータ，空中写真等を用いて，地形解析や土地被覆分類を行い，地形・土地

被覆と災害との関連に焦点を当て，国土保全と防災に貢献するための研究を行う事を目的としている．  

平成 26 年度は，まず，平成 25 年度に終了した特別研究「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」について，成果をとりまとめ，INTERPRAEVENT2014 にて発

表すると共に（Iwahashi et al., 2014），標高等のデータ作成マニュアルをウェブ公開した．  

現在，産業技術研究所地質情報研究部門・防災科学技術研究所等の研究者と連携して，四国山地の

中央部にあたる 1/5 万「日比原」「伊野」地区（いの町，大川村，日高村，越智町等を含む）を対象に

地形災害の研究を実施している．平成 26 年度は，「日比原」図幅内の本川・大川地区を中心に，土地

利用・地誌の地図や文献による概要調査を行うと共に，「日比原」「伊野」を含む広範囲な地域につい

て地形・地質の概要を現地にて観察した．本稿ではそちらについて紹介する．  

 

2. 研究内容  

2.1 地形の調査  

四国地方整備局が平成 20～21 年度に撮影した航空レーザ測量 5mDEM を用いて，傾斜分布等を調査

すると共に，簡単な斜面分類を行った．地形分類図（図-1）は，岩橋（1994）・Iwahashi and Pike(2007)

の手法を応用し，オブジェクトベース領域分割の汎用ソフトウェア（eCognition(Trimble)）にて作成し

た． 

 

図-1 大川村周辺の航空レーザ 5mDEM を用いた斜面の分類（同じ色は似た地形の斜面であることを表す）．   

地すべり地形（黒ポリゴンとケバ）は防災科学技術研究所の地すべり地形分布図による． 
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2.2 土地利用の調査  

地すべり土塊（移動体）を利用した畑は，四国山

地の広範囲に見られ，一般に，石垣を組んだ段々畑

となっている（写真-1）．本川・大川地区にも，同様

の土地利用が見られる．  

1:50,000 地形図「日比原」「伊野」について，明治

41年測量の旧版地形図のスキャンデータを GISに取

り込み，航空レーザ測量と同時期に撮影された簡易

オルソフォトと比較しながら，集落の分布と残存・

消滅を調べた．旧版地形図は，航空レーザ測量

5mDEM の陰影図と三角点等の山頂・小河川の合流

部を用いて位置合わせし，多項式近似でジオリファ

レンスを行い，バイリニア補間した．結果，両者の

尾根・谷の位置が良好に一致した（図 -2）．  

旧版地形図を GIS に取り込んだのち，明治期の集

落について，現在の現況をオルソフォトと比較して

調査した．建物・耕地が残存している集落と，集落

としては無くなっているが建物が 1 つ以上残ってい

る所，消滅している所に分けた（図-2）．さらに，旧版地形図の凡例から土地利用を調べ，明治期の田

と荒れ地の分布を調べた．   

 

図-2 旧版地形図（5 万分 1 地形図「日比原」（明治 41 年測量））と航空レーザ 5mDEM の地形陰影をオーバー

レイした地図に，地すべり地形分布図（凡例※1，防災科学技術研究所），2004 年の早明浦豪雨崩壊地（凡

例※2，高知県土木砂防部・国土交通省四国山地砂防事務所，2004），明治期の集落（建物と耕地）を記

した GIS データの一部． 

 

2.3 地誌の文献調査  

本川・大川地区について，地名辞典（「角川日本地名大辞典」編纂委員会 ,1986）や村史等の文献を

用いて地域の地誌を調査した．  

写真 -1 横倉山展望台から見た越智町の松坂集

落（写真中央）  
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3. 調査結果の考察  

研究地域は，非常に急峻な，平地を欠く山地であるが，人が住み始めた時期は古い．本川・大川地

区の主要な集落は，戦国時代にはすでに検地の記録にあって（大川村史編纂委員会，1962；以後大川

村史），400 年以上に渡って存続している．地すべりは，この地域では貴重な，比較的平滑な斜面を供

給しており（図-1），屋敷地や，主として畑に利用されている（図-2）．現在では廃れているが，地形

の険しい四国山地では，古くから「切畑」と呼ばれる焼畑農業が行われ，1950 年代でも 7 割以上の農

家が焼畑であった（青野・尾留川，1969）．本畠と呼ばれる，焼畑ではない固定的な畑には，換金作物

として茶・楮が植えられていたという（大川村史）．地すべり土塊上の段々畑を利用した茶の栽培は，

現在でもよく見られる．  

地すべりに関連した斜面の，他の利用例としては，山頂近くの二重山稜の窪みにあたる斜面に，明

治期からの水田が現存している地域がある（土佐町峯石原）．  

明治期の荒れ地は，明治 41 年測量の 1/5 万地形図によると，山頂や尾根部分に広く分布していた．

尾根はこの地域では相対的に緩斜面である．古い徒歩道は，険しい山腹を避け，尾根筋を通っている

所が多い．明治期の荒れ地の多くは，オルソフォトや現地での観察によると，現在では落葉樹林等の

森林に覆われている．  

本川・大川地区には，明治期には多くの家屋があったが現在は消滅している集落がいくつか見られ

る（図-2）．それらの多くは，文献から，鉱山の閉山と，早明浦ダム建設の影響と考えられる．この地

区にはかつて黒滝，三森などいくつかの銅山があった（山崎・佐藤，1908）．特に，早明浦ダムの北に

あった大川村朝谷の白滝銅山は，大正時代に日本鉱業に経営が渡ってから大規模な開発が行われ，1972

年に閉山するまでは 2 千人以上の人口がありにぎわっていたが，現在では，宅地も無くなっている．

また，明治期に県道ができるまでは河川がインフラであり，林業の材木運搬を担っていた．「船戸」な

どの地名に残るように，渡し場として栄えた川沿いの集落があったが，多くは，大正期以降の自動車

道の充実や，早明浦ダムの建設により寂れた．（以上，大川村史）  

大川村朝谷周辺では，豪雨による土砂災害が頻発し，1972 年，1975 年，1976 年に死者の出る大き

な災害があった（関，2013）．さらに，2004 年には早明浦豪雨によって小規模な斜面崩壊や浸水の被

害が出ている（高知県土木部砂防課・国土交通省四国山地砂防事務所，2004）．早明浦豪雨での表層崩

壊は，小規模なもので，地すべり土塊（移動体）以外の急斜面を中心に起きている（図 -2）．朝谷周辺

には，三波川変成岩類の苦鉄質片岩・珪質片岩等が分布している（青矢・横山，2009）．これらは極め

て急峻な斜面を形成しており，3 月の現地調査時には，雨であったが，谷から滝のように出水してい

た．土地被覆の面では，大正時代初期に，白滝銅山の精錬の煙害によって朝谷周辺の地域で草木が枯

れ，岩石が現れ荒廃したため，大正 8 年に精錬を取りやめ，伊予三島に鉱石を運ぶこととしたという

記録が残っている（大川村史）．しかし 1970 年代の空中写真では，朝谷周辺にはすでに森林が戻って

おり，はげ山だった頃の土砂生産の影響が，その後の表層崩壊にどの程度響いたかは不明である．早

明浦豪雨で被災した朝谷・小松地域には，元々，崩壊を思わせる伝承が残っており，朝谷と小松の境

について，宝永 3 年（1706 年）の記録に，「此谷先年つゑ申ニ付潰（つえ）谷と申伝由，朝谷川へ落

合」と記載されているという（大川村史）．なお，「つえ」は西日本に広く分布する方言で崖や崩壊地

を表す地名とされているが，現在，「つえ谷」として一般に知られている谷は，７キロほど離れた大川

村川崎の山腹であり，小松とは異なっている（立石ほか，1995）．  

歴史的には，本川・大川地区での崩壊発生の原因は，豪雨だけではなく，昭和 21 年の南海地震発生

時に大川村で小規模崩壊が発生した他，白鳳地震（684 年）の頃の年代を示す木片も山腹の土中から

見つかっているという（立石ほか，1995）．  
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4. まとめ  

地形が険しく平地を欠いた四国山地では，地すべり地や尾根の利用という，一般に考えられるイメ

ージとは逆転した住まい方が古来から行われてきた．本川・大川地区での集落の成立や土地利用への

影響は，自然条件（比較的平坦な地すべり土塊への居住や耕作）と人為（近代以前の交通網であった

河川沿いへの居住）に分かれるが，一方，集落が消滅した理由の多くは人為（鉱山町の閉山，ダム建

設による水没，水運の衰退の影響）と考えられる．豪雨による表層崩壊の多くは，地すべり地と異な

る斜面で起きている．四国山地の特徴的な地形・土地利用と，災害の関係について，今後も研究を進

めていく予定である．  
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地形・環境解析による地域特性の把握・解明に関する研究（第 1 年次） 
 

 

実施期間        平成 26 年度～平成 30 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  中島 秀敏 

                                 岩橋 純子  

 

1．はじめに  

災害や環境変化に対してレジリエンス（抵抗力，復元力，弾力性）を備えた国土や地域を構築して

いくためには，その地域が持つ特質を理解し，それを活かした国土保全，環境保全，開発利用を進め

ていく必要がある．そのためには，地理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おくことが重要である．本研究は，地形・土地被覆等から地域の災害特性や環境

特性を適切に評価する手法を研究することを目的に，DEM データや既存の地理空間情報を利用し，

GIS 解析や領域分割手法を適用することにより，効率的な領域区分や災害・景観特性に対応した地理

的地域特性区分手法などを検討するものである．  

 

2．研究内容  

平成 26 年度は，1）平成 22～24 年度特別研究「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」で作成した，地震による全国の地盤災害特性データのうち，斜面崩壊

の危険性が高い領域の抽出手順の改良及びデータの再作成，2）関東甲信越地区の災害特性と景観特性

に対応した地理的地域特性区分の作成，を実施した．  

1）については，従来の抽出手順では，抽出された斜面崩壊の危険性の高い領域が，過去の地震での

斜面崩壊箇所を十分にカバーできない課題があったため（中埜ほか，2013），その点が改善されるよう

に手順を改良し，データを再作成した．なお，このデータは 2）に示している地域特性区分の研究で

も使用されている．  

2）については，平成 23～25 年度一般研究「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」（小荒井・中埜，2014）の中で，災害特性と景観特性の地域特性区分の素案をそれぞれ作成して

いたが（小荒井ほか，2013；芮ほか，2013），今年度は国土マネジメントのための地域特性区分を行う

ため，定性的であった災害特性の地域区分案を GIS データ化するとともに，両者の地域特性区分案の

統合プロセスを検討した．なお，この研究は千葉大学の芮京禄特任講師と共同で実施しており，芮ほ

か（2014）にまとめられているため，本稿 3.2 節の図表は，芮ほか（2014）からの引用である．  

 

3．得られた成果  

3.1 全国の地震時地盤災害特性データの改良  

従来の地震時地盤災害特性データの斜面崩壊危険領域の抽出は，以下の手順で実施していた．①50

万分 1 土地分類基本調査の地形分類図より，「丘陵地」，「山地」，「火山地」を抽出し 3 次メッシュ（1km

メッシュ）に分解．②国土数値情報の標高・傾斜度データより最大傾斜度 30 度以上の 5 次メッシュ

（250m メッシュ）を抽出．③3 次メッシュに含まれる②のメッシュ数が半分以上の 3 次メッシュを抽

出．④①と③の条件に一致するメッシュを危険度大と評価．⑤④のうち，シームレス地質図で危険度

の高い地質区分（脆弱地質）のメッシュを危険度極大と評価．この手順で抽出された斜面崩壊危険領
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域（危険度極大，危険度大）では，2003～2011 年の地震に伴って発生した斜面崩壊のうち，全体の 36.7%

しかカバーできていなかった．これは，従来の抽出手順では，傾斜度が小さくても危険度の高い地質

区分である領域が抽出されていないことが要因と考えられた．そこで，本研究では抽出手順を以下の

とおり修正した．①50 万分 1 土地分類基本調査の地形分類図より「丘陵地」，「山地」，「火山地」を抽

出し 3 次メッシュに分解．②シームレス地質図で危険度の高い地質区分（脆弱地質：超苦鉄質岩，高

圧型変成岩，火砕流堆積物，新第三紀以降の堆積岩類，グリーンタフ，メランジュ）が半分以上の面

積を占める①の 3 次メッシュを抽出．③②の 3 次メッシュの範囲において，国土数値情報の標高・傾

斜度 5 次メッシュデータの最大傾斜度が 23 度以上の 5 次メッシュを抽出し，それが半数（8 メッシュ）

以上占める 3 次メッシュを抽出し，危険度極大と評価．④②を除く①の 3 次メッシュの範囲において，

国土数値情報の標高・傾斜度 5 次メッシュデータの最大傾斜度が 30 度以上の 5 次メッシュを抽出し，

それが半数（8 メッシュ）以上占める 3 次メッシュを抽出し，危険度大と評価．なお，手順③，④に

おける最大傾斜度の閾値は，それぞれ過去の斜面崩壊地点を含む 5 次メッシュの最大傾斜度の正規分

布の－1σの値と平均値である．この改良により，過去の斜面崩壊のカバー率は，全体で 79.9%に増加

した．新旧の抽出手順による斜面崩壊危険領域の新潟県の事例を図 -1 に示す．図を見ると，旧手順で

は過去の斜面崩壊箇所（黒点）をカバーできていないが，新手順では概ねカバーできていることがわ

かる．  

 

  

図-1 地震時地盤災害特性データの抽出手順の違いによる斜面崩壊危険領域分布の相違（左：旧手順，右：新手順） 

 

3.2 災害特性と景観特性に対応した関東甲信越地区の地理的地域特性区分  

小荒井・中埜（2014）では，災害特性による地域区分を行うために，地形分類と地質データを用い

て表-1 のようなカテゴリー案を提案していた．しかし，このカテゴリー化は定性的なものであったた

め，まず地質区分と災害特性を組み合わせて，｢安定｣，｢斜面崩壊+土石流｣，｢斜面崩壊＋地すべり｣，

｢液状化｣の 4 つに区分した．この区分と地質区分との関係は以下のとおりである．「安定」：洪積砂

礫（段丘堆物を含む），火山灰・ローム岩洪積砂礫（段丘堆物を含む），火山灰・ローム岩頁岩・礫

岩など，粘板岩・砂岩・チャート・シャールスタイン，玄武岩類，安山岩類，石灰岩，「斜面崩壊+

土石流｣：緑色凝灰岩以外の新第三系，斑れい岩・輝緑岩，花崗岩類，片麻岩類，流紋岩類，溶結凝灰
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岩，｢斜面崩壊＋地すべり｣：蛇紋岩・橄欖岩，結晶片岩，緑色凝灰岩，「液状化」：砂丘砂，砂礫・

粘土，埋立地．これに基づき新たに面積算出した結果，14 種類の特性タイプを持つ 92 エリアに整理

できた（表-2，図-2）．最も大きな面積で出現したのは，約 20％を占める｢MF 山地・斜面崩壊＋土石

流｣であった．地形・地質で区分された各エリアの災害特性を，前記 3.1 節の地震時地盤災害特性デー

タと比較すると，各エリアの災害特性はほぼ合致しており，地震災害の場合，斜面崩壊と液状化の発

生可能性エリアが圧倒的に多いという特徴が見られた．  

 

表-1 小荒井・中埜（2014）による災害特性によるカテゴリー案 

 

表-2 災害特性による新たなカテゴリー案 

 

 

図-2 関東甲信越地方の災害特性による地域区分 

 

 この災害特性に基づく地域区分と，芮ほか（2013）による地形分類データと土地利用・植生データ

を用いて作成された景観特性に基づく地域区分のエリア統合のプロセスとして，以下のようなプロセ
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スを検討した．①景観特性と災害特性区分で共通しているエリアを画定する．②10～20％程度範囲が

異なる部分については，エリアを調整する．③山地部分についてはまず，法律によって保全・管理の

基準が定められた指定エリア（国立公園，国定公園，鳥獣保護区等）をできるだけ 1 つのエリアに統

合するように，景観特性と災害特性による区分をベースにしつつ，包括したエリアとして結合し，画

定する．④面積が 100km2 を下回る植生や地質区分のうち，サブエリアとして区分した方が適切なエ

リアについては，統合してエリアを画定する．  

 

4．結論と今後の課題  

全国の地震時地盤災害特性データの斜面崩壊危険領域の抽出手順を改良した結果，過去の地震に伴

う斜面崩壊のカバー率を向上させることができた．この地震時地盤災害特性データは，災害対応機関

に常時備えておくことで，発災直後の災害情報が入ってこない段階に，参考情報として閲覧するため

のものであり，今後，改良版のデータを各機関にも提供する予定である．  

地域特性区分研究においては，災害特性に基づく地域区分を画定し，その特徴を明らかにすること

ができた．また，景観特性に基づく地域区分との統合プロセスについて検討したが，そもそも統合す

る必要があるのかという意見もあり，今後，さらに検討を進める必要がある．  

 

謝辞 
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行政等における地理空間情報の流通・利活用の高度化に関する研究 

（第 1 年次） 

 

 

実施期間        平成 26 年度～平成 30 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 

 

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地理空間情報（GIS データ）の整備は，屋内空間については進

んでいない．このような状況を受けて，平成 23 年度から 3 年間の特別研究として，「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」を実施し，データ試作と精度検証により，

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． 

平成 27 年度から 3 年間の計画で国土交通省総合技術開発プロジェクト（総プロ）により，屋内測位環境

や，複雑な都市空間（地下街を含む公共的屋内空間等）を表現する 3 次元の地理空間情報（以下，「3 次元

地図」という）の未整備等，高精度測位社会の実現にかかる課題を解決するため，ビル街など衛星測位が

困難な箇所を含む屋内の測位環境の改善と屋内外測位の相互連携，3 次元地図の整備・更新に関する技術

を開発しようとしている． 

一方，国土交通省国土政策局国土情報課では，2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて，

屋内外の測位技術等を活用した様々なサービスを生みだし，国内外に広くアピールするため，「東京駅周辺

高精度測位社会プロジェクト検討会」を設け，先行的に電子地図や屋内測位環境等の空間情報インフラの

整備・活用に向けた検討を進めている．また，このような屋内空間における地理空間情報は，公共測量以

外の測量により整備されることも多いが，このような測量の実態は十分把握できておらず，様々な課題が

埋もれている可能性がある． 

このような状況を踏まえ，地理空間情報の高度な利活用事例を提示することで，行政等における地理空

間情報の流通と利活用を推進させること，また，次年度からの総プロ研究開始に向けて，関係者へのヒア

リング等により，屋内空間に係る 3 次元地図整備更新における課題整理と必要とされる施策項目に関する

検討を試みた． 

 

2. 研究内容 

施設管理者，3 次元都市モデルの整備及びこれを利用したビジネスを検討している者等へのヒアリング

調査や資料収集を行い，3 次元地理空間情報の利用において何が重要であるか，整備において何が課題と

なるか等について現状の整理を行った．  

また，地方公共団体が行う公共測量以外の測量における課題把握の可能性について，測量業界団体への

ヒアリング調査を行うとともに，測量成果の複製使用承認状況について，地方公共団体へのヒアリング調

査を行った． 

 

3. 得られた成果 

3.1 屋内地図利用を用いたサービスにおける課題 

 現状では，屋内・地下空間の地図提供の効果は限定的である一方，屋内・地下空間の地図を整備更新す
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るコストは屋外に比べて高く，投資先としての魅力が高いものとはなっていないようである．特に 3 次元

都市モデルの事業化においては，建物等の著作権，意匠権処理が大きな課題となっている．3 次元モデル

は 3D プリンターでプラスチック模型が出力できることもあり，権利者の許可を得る必要がある場合があ

るが，権利者を確認し，個別に許可を得ていくことには負担が大きく，また許可を得る条件となる対価の

相場が形成されていないことも事業化に向けたリスク要因となっている． 

 

3.2 屋内地図整備における課題 

 現実世界のどの地物をデータ化するかという取得基準は，どのような地図でも利用目的により異なるが，

縮尺が小さければ目的による取得基準の違いが誤差に埋もれてしまうものもあり，これを共通基盤とする

ことができた．しかし，空間分解能の高い屋内地図においては，目的により「本体構造物」，「電気設備や

空調設備を含む内装」，「ロッカーや自動販売機，屋台」等のどこを「壁面」とするかが異なるなど地図の

共用化が難しい．共通基盤となりうるのは，目的による分類が行われていないオルソ画像，点群データ等

との意見が多いことが分かった．一方で，屋内空間における写真撮影やレーザスキャナ計測には，セキュ

リティや商業上のノウハウ保全の観点から，施設管理者の許可を得ることは容易ではない．また顧客への

配慮から，写真撮影やレーザスキャナ等機器を用いた計測は，営業時間外の深夜以外には実施できないこ

とも少なくないなど，屋内における作業実施には様々なハードルがある．同様にセキュリティ保全の観点

から，施設管理者から設計図を借りられないことも少なくない．東京駅周辺高精度測位社会プロジェクト

では，各施設のフロアマップを接合し屋内地図を作成する実証実験を実施している．この成果として，フ

ロアマップの利用には，階により縮尺が異なる，縦軸と横軸で縮尺が異なる，デフォルメされており，地

物の位置，大きさが正確とは限らない，二次利用が制限されている場合がある等の課題があることが分か

っている． 

 さらに，大縮尺地図に記載される小規模の地物は，改修や模様替えにより配置等が頻繁に変更されるこ

とから，頻繁に更新しても短期間で地図が現況と一致しなくなる． 

 このようなことから，1 社単独で屋内地図を整備するには労力やコスト負担が大きく，地図整備者にと

って利益を出しづらいことが課題となっている． 

 

3.3 施設管理における課題 

 施設管理者の立場では，多数の地図整備者と個別に現地調査や設計図等資料の貸与について調整するこ

とは過度の負担となり，セキュリティ保全の観点からも資料を貸与する者は限定すべきと考えている． 

 

3.4 屋内基盤地図の共同整備に関する検討について 

 東京駅周辺高精度測位社会プロジェクトにおける検討において，施設管理者と地図整備者の双方から「屋

内における共通基盤となる地図を整備更新する団体」の設立を希望する意見が出され，それぞれがこの団

体に参加する意向も示された．このような状況において屋内基盤地図が継続的に更新され，使用され続け

るものとなるためには，屋内基盤地図の仕様，セキュリティ保全のための仕組み，地図更新頻度等につい

ても，団体設立に向けた調整においてこれら当事者で決めていく必要があるものと考える． 

 

3.5 地方公共団体が行う公共測量以外の測量における課題把握について 

 地方公共団体が行う測量において発生している具体的な課題については，受注者発注者の双方とも積極

的に公表したいわけではないという気持ちがあることから，地方公共団体や測量業界団体へのアンケート
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やヒアリング調査により把握することは容易ではないことが分かった．様々な方向からアプローチ方法を

探っていく必要があるものと考える． 

 

4. 今後の計画 

 平成 27 年度は，屋内基盤地図の仕様，セキュリティ保全のための仕組み等具体的な論点について，関係

者と整理しながら，効率的な整備方法などを開発していく計画である．地方公共団体等が行う公共測量以

外の測量における課題把握については，引き続き有効な実態把握方法について検討する．  
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東日本大震災の災害地理学的検証 

－「想定外」回避のためのハザード評価手法の再検討－（第 3 年次） 
 

 

実施期間        平成 24 年度～平成 26 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  神谷 泉 

                               

 

1．はじめに  

本研究は，科学研究費補助金（研究課題番号：24240114；研究代表者：鈴木康弘名古屋大学教授）

の予算によるもので，東日本大震災で見られた災害の多様性と地域性の問題を，災害地理学的な視点

で解明するために，津波被害と液状化被害を焦点に，ハザードマップの改良も含めて各種研究を実施

したものである．国土地理院は，（1）津波被災分布の検証，（2）液状化分布の検証，（3）ハザードマ

ップの検証を担当した．  

 

2．研究内容  

平成 26 年度は，前年度に引き続き，（1）津波被災分布の検証，（2）液状化分布の検証を行った．（3）

ハザードマップの検証は，実施することができなかったため，次年度以降に一般研究で実施する．な

お，新規要求している新たな科研費研究が受理されれば，その中で実施する予定である．  

（1）に関しては，これまで仙台平野と石巻平野の津波浸水域の被害状況（津波被害度）と浸水深，

地形分類，標高，土地利用等との関係性解析を実施してきたが（小荒井ほか，2011；2014），浸水深と

津波被害度との関係は定性的な解釈に留まっていたため，国土交通省による津波浸水深データとの対

応関係も含めて定量的に解析した．本研究で用いている津波浸水深データは，東北地方太平洋沖地震

津波合同調査グループ（2011）によるデータ（以下，「津波合同調査グループデータ」という．）と

国土地理院が取得した MMS（モービルマッピングシステム）の画像から計測したデータ（以下，「MMS

データ」という．）及び筆者らが独自に現地調査により取得したデータ（以下，「地理院現地調査デ

ータ」という．）の 3 種類がある．津波合同調査グループデータは，元々浸水高データであり，浸水

深データに換算するためには詳細な標高値を差し引く必要があるため，その処理ができていた仙台平

野と石巻平野のみ比較した．MMS データと地理院現地調査データは，仙台平野南端から岩手県北部

にかけての平地部に離散的に分布するデータである．まず，これらの浸水深データと，国土交通省が

津波浸水域を悉皆的に調査して作成した浸水深データとを比較し，両者の対応関係を調べた．国土交

通省の浸水深データ（以下，「国交省データ」という．）は，浸水の痕跡等の高さを計測した離散的な

データを内挿補間して作成された 100m グリッドデータであり，復興支援調査アーカイブ

（http://fukkou.csis.u-tokyo.ac.jp/）から入手した．  

（2）に関しては，昨年度鬼怒川流域（下妻市鬼怒）において，東京大学新領域創成科学研究科の須

貝俊彦教授らと共同で実施した地中レーダ探査の結果と簡易ボーリングの結果を比較・検討した．ま

た，千葉県神崎町の利根川旧河道で新潟大学が実施した地中レーダ探査データを入手・解析し，結果

を検討した．解析には，カナダ Sensors&Software 社製の EKKO_View Deluxe を用いた．  
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3．得られた成果  

3.1 津波被災分布の検証  

国交省データと全津波合同調査グループデータ，全 MMS データ，全地理院現地調査データを比較

したものを，それぞれ図-1，図-2，図-3 に示す．図-3 を見ると，計測点によっては 2m 程度の差があ

るが，国交省データと地理院現地調査データはよく合っていることが分かる．一方で，図-1，2 に示

した津波合同調査グループデータと MMS データはばらつきが大きく，国交省データとの差が大きい

ことが分かる．津波合同調査グループデータは，元は浸水高データであり，詳細な標高値を差し引く

ことで浸水深データに変換しているが，その際にマイナス値となる計測点が存在することから，デー

タの信頼性がやや低い．MMS データは，画像計測により取得しているが，現地検証では 10cm オーダ

ーの精度で計測できている一方，浸水痕とは異なる点を計測している事例（すなわち誤判読事例）が

存在しており，それらが影響している可能性がある．  

 

 

図-1 国交省データと全津波合同調査

グループデータの浸水深比較 

 

図-2 国交省データと全 MMS デー

タの浸水深比較 

 

図-3 国交省データと全地理院現地

調査データの浸水深比較 

 

 以上から，津波合同調査グループデータと MMS データは，計測点数は多いものの，その計測値に

若干問題があると考えられる．一方で，国交省データは，筆者らが現地で観測した地理院現地調査デ

ータと整合的であり，計測値が面的に存在することから，このデータを用いて津波被害度との関係を

分析した．  

 仙台平野と石巻平野における浸水深別津波被害度面積を，図 -4，図-5 に示す．これらの図を見ると，

津波被害度（rank1：流出域，rank2：破壊域，rank3：浸水域）ごとに津波浸水深が明瞭に異なってい

ることが分かる．両平野ともに，建物等が流出して最も被害度の高い rank1 は，浸水深 4～5m をピー

クに，概ね浸水深が 2m 以上となっている．建物等が破壊され，瓦礫等が堆積した領域である rank2

は，浸水深 2～3m をピークに，概ね浸水深が 1～5m となっている．浸水だけの領域である rank3 は，

浸水深 1m 未満がピークで，概ね浸水深が 3m 未満である．これらの結果を箱ひげ図で表すと（図-6，

図-7），仙台平野の浸水深の中央値は，rank1 で 5m，rank2 で 3.1m，rank3 で 1.1m，石巻平野は rank1

で 4.1m，rank2 で 2.6m，rank3 で 0.8m となり，石巻平野の方が若干浸水深が浅い傾向が示された．小

荒井ほか（2011）は，仙台平野では浸水深が 4m を超えると rank1 になる傾向があることを定性的に

述べているが，今回の仙台平野の結果（図-4，6）でも，rank1 と rank2 の浸水深の境界は 4m 程度で，

定量的に裏付ける結果となった．  
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図-4 仙台平野の浸水深別津波被害度面積 

 

図-5 石巻平野の浸水深別津波被害度面積 

  

 

図-6 仙台平野の浸水深の被害度別箱ひげ図 

 

図-7 石巻平野の浸水深の被害度別箱ひげ図 

 

3.2 液状化分布の検証  

鬼怒川流域（下妻市鬼怒）の旧河道を横切るように実施した地中レーダ探査結果のうち，Line2 の

探査プロファイルと，その測線脇で実施した簡易ボーリング結果を図-8 に示す．探査プロファイルの

横軸は水平位置，縦軸はレーダ波の往復走時（左軸）および推定標高（右軸，深度に相当）である．

縦軸は，横軸に対して 10 倍拡大して表示している．また，探査測線沿いの地形に合わせて地形補正を

行っている．  

Line2 は，液状化により噴砂が多発するとともに，地下水位が上昇して地震後しばらくの間は水没

していた水田内を通る畦道上の測線である．また，簡易ボーリングはこの測線の水平位置 164m 地点

の脇で実施した．図-8 上の探査プロファイルを見ると，旧河道内（水田）において，地表から約 50

～80cm の深さに明瞭な反射面が見られ，旧河床面を捉えていると考えられる．ここで，簡易ボーリン

グの結果を見ると，深さ 50～60cm に泥炭層が確認でき，同地点の探査プロファイルの反射面は，こ

の泥炭層の上面に相当する．この泥炭層は，直近の河道閉塞後の池沼形成時に堆積したものと考えら

れることから，探査プロファイルにおける明瞭な反射面は，直近の旧河床面を捉えていると言える．

その他の測線の探査結果を含めた詳細については，中埜ほか（2014）にまとめている．  

 その他，新潟大学から入手した神崎町の旧河道での地中レーダ探査データの解析も実施したが，探

査時の設定条件等の影響で，良好なデータが得られていなかったため，明瞭な地下浅部構造は得られ

なかった．  
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図-8 Line2 の地中レーダ探査プロファイル（上）と簡易ボーリング結果との比較（下）  

 

4．結論と残された課題  

 津波被災分布の検証に関連して，仙台平野と石巻平野を中心に，津波被害度と浸水深との関係を定

量的に分析した結果，流出域（rank1）の浸水深は 4～6m，破壊域（rank2）は 2～4m が卓越しており，

仙台平野よりも石巻平野の方が若干浅いことが確認された．このような明瞭な特徴が得られたことか

ら，津波被害度は浸水深の影響を受けていることは明らかであるが，同じ被害度の範囲における浸水

深の差異について，地理的な分布を検討する必要がある．また，津波被害は土地利用・土地被覆や海

岸からの累積比高も関係していると考えられることから，これら要素との関係性解析も実施する必要

がある．液状化分布の検証に関連した研究では，鬼怒川の旧河道における地中レーダ探査によって，

旧河床構造等の地下構造を検出することができた．ただ，検証用に実施した簡易ボーリングが 1 地点

に限られるため，探査結果の解釈の信頼性を向上させるためには，より多くの簡易ボーリングを実施

する必要がある．  

謝辞：津波被害に関する解析においては，地理情報解析研究室非常勤職員の持木佐友里さんにご尽力

頂いた．ここに記して感謝いたします．  
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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検出技術 

（第 2 年次） 
 

 

実施期間          平成 25 年度～平成 26 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  中島 秀敏 

                                 岩橋 純子  

 

1．はじめに  

深層崩壊や大規模地すべりが発生した地域の周辺には，崩壊に至らなかったものの「豪雨や地震に

よって少しだけ動いて止まった斜面」と推定されるものが多く見られる．このような斜面は重力変形

の加速等により，近い将来に崩壊が発生する可能性が相対的に高い斜面と考えられる．このような重

力変形が進行中の斜面について，航空レーザ等による詳細な地形測量と変位の計測と，干渉合成開口

レーダ（干渉 SAR）による地盤変動観測を併用することにより，実際の変形現象の検出が可能かどう

かを検証することを目的とする．そのために，主に干渉 SAR により過去に変動が検出された箇所にお

いて現地調査を行い，地表変形等の有無を確認し，その結果を整理した．  

本研究は，科学研究費補助金挑戦的萌芽研究（課題番号：25560185；研究代表者：大丸裕武森林総

合研究所水土保全研究領域室長）の予算によるもので，森林総合研究所，国土地理院の他に，長野県

林業総合センターが参画している．  

 

2．研究内容  

平成 26 年度は，測地部宇宙測地課が全国監視のために作成した，干渉 SAR アーカイブ画像におい

て変動が検出された紀伊半島の 3 箇所（奈良県十津川村神納川沿い，和歌山県田辺市右会津川沿い，

和歌山県日高川町川原河・三千木地区）において現地調査を実施した．また，前年度の調査結果等も

踏まえて，検出条件について整理した．  

 

3．得られた成果  

奈良県十津川村神納川沿いにおいては，2010 年 5 月 18 日と同年 8 月 18 日のペア（南行，東側から

の照射）と，2010 年 6 月 4 日と同年 9 月 4 日のペア（南行，東側からの照射）の SAR 干渉画像に，

ともに約 3 ヶ月間で 8～9cm 程度衛星から遠ざかる変動（沈下または西向きの地すべり性変動）が確

認されていた（図-1）．同地点は，防災科学技術研究所の地すべり地形分布図では地すべりに認定さ

れていないが，同地点の航空レーザによる基盤地図情報 5mDEM データから作成した等高線図及び陰

影起伏図と比較すると，位相変化は地すべり土塊の滑り残りの部分に現れていることが分かる（図 -2）．

森林総合研究所による 2014 年 10 月の現地調査では，位相変化が現れている斜面において，明瞭な線

状凹地や亀裂が確認され（図 -2），重力性の変形が生じていることが明らかとなった．この線状凹地

等が干渉 SAR により捉えられた変動により生じたものかどうかは定かではないが，この斜面が微小

な変動を繰り返していることは明らかである．  

和歌山県田辺市右会津川沿いにおいては，2010 年 5 月 5 日と同年 9 月 20 日のペア（北行，西側か

らの照射）の SAR 干渉画像に，約 5 ヶ月間で 3～4cm 程度衛星から遠ざかる変動（沈下または東向き

の地すべり性変動）が検出されていた．同地点は，防災科学技術研究所の地すべり地形分布図におい
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て地すべりに認定されている．2014 年 12 月に現地を調査した結果，当該斜面の下部を通る道路に付

け替え工事が施されており，位相変化の末端付近にあるコンクリート被覆にも幅数 cm の新しい開口

亀裂及びはらみ出しが確認できた．地元住民の話では，2011 年 8 月の台風 12 号災害の前から，北側

から斜面変動が始まり，道路が付け替えられ，変動は徐々に南側へ移動しているとのことだった．干

渉 SAR による変動の検出時期は，道路の付け替え前頃に相当し，道路付け替えを生じさせた大きな変

動の前兆的な変動を捉えていた可能性がある．  

和歌山県日高川町川原河・三千木地区においては，2010 年 5 月 5 日と同年 9 月 20 日のペア（北行，

西側からの照射）の SAR 干渉画像に，約 5 ヶ月間で 3～4cm 程度衛星から遠ざかる変動（沈下または

東向きの変動）が検出されており，防災科学技術研究所の地すべり地形分布図では地すべり地形に認

定されていないが，地形的には地すべり様を呈している．しかし，2014 年 12 月に現地を調査した結

果，特に目立った変形は確認できなかった．  

 

 

図-1 奈良県十津川村神納川沿いの SAR 干渉画像（左：2010/05/18-2010/08/18，右：2010/06/04-

2010/09/04） 

 

 

図-2 奈良県十津川村神納川沿いの SAR 干渉画像（2010/06/04-2010/09/04）と現地調査結果（現地写真は森林

総合研究所大丸氏提供）．背景図は基盤地図情報 5mDEM による等高線図及び陰影起伏図．  
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図-3 和歌山県田辺市右会津川沿いの SAR 干渉画像（2010/05/05-2010/09/20）と現地調査結果．  

 

これまでの調査結果等から，干渉 SAR による地すべり性変動検出事例数を整理すると，表 -1 のよ

うになる．少なくとも，現地調査を実施した箇所のほとんどで，実際に地表変動（変形）が確認され

ており，干渉 SAR で検出された変動はかなりの確率で本物の地すべり性変動を捉えていると言える．

また，本研究で現地調査を実施し，変動を確認した 7 事例のうち，大きな崩壊を起こしたのは 2 事例，

道路等のインフラに影響を与えたのは 2事例，地すべり対策工事が行われていたのは 1事例であった．

大きな崩壊を起こした 2 事例は，干渉 SAR で位相変化が確認されてから 2～5 年後に大崩壊に至って

おり，干渉 SAR により崩壊の前兆的微小変動を捉えた貴重な事例と言える．  

 

表-1 干渉 SAR による地すべり性変動の検出事例数 

 

 

4．結論と今後の課題  

干渉 SAR で地すべり性変動が検出された奈良県，和歌山県において現地調査を実施した結果，これ
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までと同様，実際の地表変動（変形）が確認できた．これまでの成果と合わせて，干渉 SAR で捉えら

れた変動は，大規模な地すべり変動の前兆的変動である可能性が高く，干渉 SAR によるモニタリング

で地すべり変動の前兆を捉えることの有効性を示したといえる．  

一方で，今回の事例はすべて通常の地すべりに相当し，いわゆる深層崩壊における事例は確認でき

ていない．深層崩壊は局所的な豪雨によって発生することが多く，定常的な微小変動を起こさずに一

気に崩壊に至る可能性があるため，干渉 SAR により前兆的な微小変動を捉えられるケースは稀であ

る可能性がある．ただ，千木良（2013）などで示されているように，深層崩壊発生箇所には，崩壊発

生前の滑落崖付近に線状凹地等が形成されていることがあるため，今後調査事例を増やすことで，そ

れらの地形を形成するような，事前の地盤変動を検出したケースが見つかる可能性もある．  

また，これまでは，多数の位相変化箇所から，地形や地質を考慮して地すべり性変動を抽出してい

たが，地すべりとは関係ない場所でも位相変化が数多く確認されていることから，より効率的にスク

リーニングとモニタリングを実施するためには，地すべり性変動における位相変化の特性を定量的に

把握する必要があり，引き続き研究を進めていく予定である．  

 

参考文献 
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海陸一体の地形分類に基づく大規模地すべり地形の抽出  

～南海トラフを含む西南日本外帯を対象として～  

 

          

実施期間 平成 26 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  

本研究は，平成 26 年度京都大学防災研究所萌芽的共同研究として研究資金を受けて行ったものであ

る（研究協力者：京都大学防災研究所の松四雄樹准教授，新潟大学災害・復興科学研究所の福岡浩教

授）．本稿ではその概要を紹介する．  

地形研究は，従来，陸上での研究が圧倒的に多く，また，陸上と海底を分けて別個に分析が行われ

ている．しかし日本列島に於いては，海溝での沈み込みに伴う陸地の隆起が山地形成の主因となって

おり，本研究が対象とする西南日本外帯も，一連のプレート境界上の構造である．近年，一般の研究

者が利用できる海底地形データの解像度が向上しており，数は少ないが地下構造のデータも公表され

るようになってきた．そこで，陸域と一連での視覚化・解析を試みるべきであると考えた．  

 

2. 研究内容  

2.1 研究開発の概要  

 研究地域は西南日本外帯から駿河トラフ・南海トラフにかけての陸・海域（東経 130 度～141 度，

北緯 30 度～38 度の範囲）である．陸域と海底地形の DEM を，解像度の違いを考慮しつつ滑らかに結

合して，海陸を一体として地形の分析を行った．  

2.2 陸・海の DEM 接合，地下構造のデータについて 

 本研究で利用したデータは下記の通りである．  

標高データ：基盤地図情報 10m メッシュ（標高）（国土地理院），津波シミュレーション用海底地形メ 

ッシュデータ（西日本）3 次・4 次メッシュ（海上保安庁），J-EGG500（海上保安庁・JAMSTEC）． 

その他のデータ：地震波トモグラフィー（日本全国三次元地震波速度構造モデル；Matsubara and Obara, 

2011），震源（気象庁 日本の地震カタログ http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/bulletin/hypo.html），

フィリピン海プレート境界（気象研 弘瀬冬樹氏の HP http://www.mri-jma.go.jp/Dep/st/member/ 

fhirose/ja/PlateData.html；Baba et al.（2002），Nakajima and Hasegawa（2007），Hirose et al.（2008）をま

とめた XY と深度のテキストファイル））．  

 陸・海の DEM 接合に際しては，データ密度の粗い海底地形（浅田,2000）に解像度等を合わせ，地

域全体については 490m メッシュ，陸域と沿岸域については 150m メッシュの海陸一体 DEM を作成し

た．陸・海の GIS データは投影法が異なるが，できるだけ元データのメッシュの XY 間隔が等しくな

るように，データが粗い海域に合せてランベルト正角円錐図法とした．沿岸部など陸・海のデータの

重複が見られる地点については，陸域のデータを優先し，海洋のデータは削除した．浅海など，海域

の DEM が存在せず隙間が空いている部分については，データをマージ後，TIN を作ってリニア補間

した．水深は標高値に変換し，すべてメートル単位の整数とした．なお，本研究で利用した海底地形

データの水深基準面は平均水面（陸域の標高ゼロに相当）のため，水深値の補正は必要なかった．（※

通常，海図では干潮時の最低水面が基準）  
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 地震波トモグラフィーのデータは，防災科学技術研究所のウェブページからダウンロードし，XYZ

のデータに変換して，3 次元データを表示する汎用ソフトウェアにて視覚化した．  

 

3. 得られた成果  

3.1 陸～海底までの落水線  

海陸一体の DEM を用いて，陸地から海溝までの落水線を ArcGIS Spatial Analyst にて作成した．落

水線は海溝まで連続し，タービダイト層の分布域（奥田 ,1977）に落水線の集中が見られた．  

図-1 は，落水線のプロファイル（縦断面図）である．陸棚斜面までは陸地と一連であり，それより

深い海底地形とは明瞭に区別できる事が，図-1 からも明らかである．490m メッシュの大縮尺では，

下流の緩斜面上の曲流をショートカットする形で落水線が作成されるので，陸域～陸棚までの落水線

プロファイルは，岩相に関わらず直線的になっている．四国-紀伊半島の主要河川について陸上～陸棚

斜面の落水線プロファイルをさらに観察したところ，それらの傾きは河川により異なっており，また，

陸棚斜面までプロファイルが直線的である河川（日高川，熊野川）と，海岸線でプロファイルの傾斜

が変わる河川（四万十川，日置川）が見られた．  

 

 

3.2 陸・海の地形と地震波トモグラフィーの視覚化  

地震波トモグラフィーのデータは，P 波速度から，深さ毎の平均 P 波速度を元に dVp を計算し，3

次元データ表示ソフトの Voxler（Golden Software）にて，地表面の陰影図と共に視覚化した．こちら

のソフトウェアでは，任意の平面で 3 次元モデルをスライスする事ができる．日本列島下の速度構造

の不均一，地下深部から大阪湾周辺に延びる高温部等を分かりやすく図示できた（図-2）． 

 

 

 図-2 地形陰影図・地震波トモグラフィー（Matsubara and Obara, 2011）による dVp・2011 年の震源（気象

庁 ）・ フ ィ リ ピ ン 海 プ レ ー ト の プ レ ー ト 境 界 （ http://www.mri-jma.go.jp/Dep/st/member/    

fhirose/ja/PlateData.html）の重ね合わせイメージ  

図-1 海陸一体の 490mDEM を用いた陸

地～海溝までの落水線プロファイル  
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3.3 陸・海一体の地形分類図  

 海底地形データは沿岸部や南海トラフと遠洋での実データ密度に大きな差があり，場所によって傾

斜等の値が変動するため，数値地形解析はかなり困難であった．しかし実データ密度の違いによる傾

斜等の変動に関する補正曲線を作成し，補正を試みた．さらに，原データの種類を地図上に示した区

分け図を作成し，それを取り込んで eCognition（Trimble）を用いてオブジェクトベースの領域分割を

行う事によって，陸・海一体の地形分類図を作成した． 

 図-3 は 490m メッシュ DEM を用い，岩橋（1994）・Iwahashi and Pike(2007)の手法を応用して作成

した地形分類図の例である．海洋には，陸地の非火山山地に見られるような，尾根谷が細かく入り組

んだ急斜面（図-3 では茶系統）はほぼ分布していない．そのかわり，伊豆弧や銭洲海嶺に沿って，長

大な急斜面を持つ巨大な火山が多数点在し，陸上の富士山，八ヶ岳等につながる．このような長大な

急斜面（図-3 では赤・濃ピンク）は，陸上では，まず第四紀火山の斜面，さらに花崗岩類・チャート

など珪質なメサに見られ，これらは「堆積中」あるいは「浸食が進まない」事により尾根谷密度が低

いと考えられる．一方，堆積岩類や，第三紀以前の火山岩類であるにもかかわらず，長大急斜面を呈

するものも見られ，それらは，活断層に近接した分布から，明らかに造構運動の影響によると考えら

れる．海底地形では，長大な急斜面は，海溝近くの沈み込み付加体や陸棚斜面にも特徴的に分布して

いる． 

地すべり密度データとの比較から，陸域では，傾斜の増大に伴い地すべりの頻度が増大し，さらに，

尾根谷密度が高いか低いかという斜面型の違いに於いても，若干の頻度の差が出た．陸域特有の，尾

根谷が細かく入り組んだ山地と，海域にも見られる長大な急斜面のうち凹みが多い斜面（下図では濃

ピンク）で地すべりの頻度が高かった．なお地すべり密度データは，（独）防災科学技術研究所の地す

べり地形分布図 GIS データのうち土塊データを利用して，半径 1 キロの範囲での密度分布の指標とし

て求めた． 

 

図-3 海陸一体の 490m メッシュ DEM を用いた斜面の分類（同じ色は似た地形の斜面である事を表す）  
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4. 結論  

陸域のみならず，海底や地下構造も含めた広域な地形・構造の可視化を行う事ができた．西南日本

の海底地形は，陸棚までは陸域とよく似ていること，それ以深では，陸上では第四紀火山や活断層周

辺に見られるような長大な急斜面が多く分布していることが分かった．  
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