
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 3 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 神谷 泉

1. はじめに

東日本大震災における深刻な液状化被害は，旧河道や旧水部の埋立地等に集中したが，現在全国で

画一的に整備されている 250m メッシュサイズの微地形区分情報（若松・松岡，2009）では，これら

の地域を十分に捉えられない事例があった．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，より空間分解能が高く，行

政機関の地震ハザードマップ作成担当者が理解しやすい土地の地震時脆弱性情報（ハザード評価基準

と対応付けられた地形・地盤分類情報）の整備が求められている．

そこで本研究では，地震ハザードマップ作成に必要な地形・地盤分類項目と各分類項目における相

対的なハザード評価基準を体系的に整理するとともに，この地形・地盤分類情報を詳細な標高データ

（DEM）や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 50m メッシュサイズで抽出

する手法及びそれを地震ハザードマップ作成に適用するための手順書の作成を実施した．本研究は，

平成 25 年度から 3 年間の特別研究として実施したものであり，本年度が最終年度であった．  

2. 研究内容

平成 27 年度は，1）地震ハザード評価基準に基づく地形・地盤分類情報を，DEM とマルチバンド衛

星画像を用いて効率的に抽出するアルゴリズムを実装したプログラムの開発と，2）同地形・地盤分類

情報を地震ハザードマップへ適用するための手順書の作成を実施した．また，研究全体の取りまとめ

を実施した．1）については，ベースとなる 250m メッシュ微地形区分データと DEM 及びマルチバン

ド衛星画像を読み込み，あらかじめ構築したアルゴリズムを参照することで，ほぼ自動的に 50m メッ

シュサイズの地形・地盤分類情報を抽出するプログラムを，市販の GIS 上で稼働するように外注にて

構築した．2）については，同地形・地盤分類情報の適用限界を示しつつ，行政担当者にもわかりやす

い手順書の作成を試みた．なお，1）のアルゴリズム・プログラムの実行結果の検証として，愛媛県松

山地区で地形の現地調査も実施した．

3. 得られた成果

3.1 地震ハザードマップ用地形・地盤分類情報の抽出プログラムの構築

ここでは，既存の 250m メッシュ微地形区分データと DEM・マルチバンド衛星画像データを併用し

て，前年度に作成した抽出規則に基づき，50m メッシュ地形・地盤分類情報を自動抽出・生成するプ

ログラムを開発した．このプログラムは，市販の GIS 上で稼働するものとした．プログラムの処理フ

ローを図-1 に示す．このプログラムでは，既存の土地条件ポリゴンデータを 50m メッシュデータに変

換し，地震ハザードマップ用地形・地盤分類属性を割り当てる機能も含まれている．

ここで抽出される 50m メッシュ地形・地盤分類情報に地震ハザード評価基準を適用すると，250m

メッシュ微地形区分データを用いた場合に比べて，より詳細な評価が可能であり，特に関東地区にお
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いて 2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う実際の液状化発生範囲と比較したところ，本研究で抽出し

た 50m メッシュ地形・地盤分類情報による液状化ハザード評価結果は，他の情報源を用いた場合より

も実際の液状化発生範囲をより的確に捉えられていることが分かった．

 この自動プログラムによる処理結果は，概ね適切に抽出されるが，ある程度の誤抽出を含むため，

従来の写真判読法を併用して確実な分類情報を抽出することとし，全体として半自動抽出となる手法

を提案した（図-2）．このうちの半自動抽出部分は，従来の空中写真判読法のみによりゼロから地形・

地盤分類情報を作成する場合と比べて，作業人日数が 5 分の 1 程度になることが見込まれる．  

図-1 50m メッシュ地形・地盤分類情報抽出・生成プログラムの処理フロー 

図-2 50m メッシュ地形・地盤分類情報半自動抽出フロー 

（1）ASTERデータ変換ツール
ASTERデータのGISデータへの変換

（2）250mメッシュ微地形区分
データの50mメッシュ化ツール
標準地域メッシュに基づく50mメッシュ化

（3）各指標算出ツール
基盤地図情報のDEMデータと（1）の
データの読み込み、処理範囲指定
各50mメッシュにおける各地形量・正規化
指標及びそれらの平均値等算出

（4）抽出規則に基づく地形分類
属性付与ツール

抽出規則表と（3）の指標に基づき、（2）の
データに地形分類属性を付与

（5）フィルタリングツール
（4）のデータにおける孤立分類除去処理

（6）他データ適用ツール
（5）のデータに治水地形分類データ属性
と基盤地図情報の水域データを適用

（7）地震ハザードマップ用地形・
地盤分類変換ツール

（6）の地形分類属性を地震ハザード
マップ用地形・地盤分類属性に変換

（a）土地条件データ変換プログラム
土地条件ポリゴンデータを50mメッシュに
変換
地形分類属性を地震ハザードマップ用
地形・地盤分類属性に変換

データ結合プログラム
（7）と（a）のデータを結合

Output
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3.2 地形・地盤分類情報の地震ハザードマップへの適用手順書の作成  

前年度までに作成した地震ハザードマップ作成用の地形・地盤分類項目及び地震ハザード評価基準

体系表（中埜ほか，2014；2015）と，それに基づいて生成される 50m メッシュ地形・地盤分類情報を，

地震ハザードマップへ適用するための手順書として，国土地理院が 2007 年に作成した「自治体担当者

のための防災地理情報利活用マニュアル（案）－土地条件図の数値データを使用した簡便な災害危険

性評価手法－」をベースとして，データや手法の適用限界を示しつつ再編集した利活用手順書を作成

した（図-3）．この手順書は，地方公共団体の防災担当者や防災教育などにも利用しやすいものとする

ため，事前に地方公共団体の方を対象にアンケートを実施した．その中で，総数 125 名の 3 分の 2 の

方が，本研究で作成・提案した地震ハザードマップ作成に有効な地形・地盤分類項目と地震ハザード

評価基準の体系表は，従来の評価基準よりも分かりやすいと回答した．

図-3 地震ハザードマップ作成用地形・地盤分類情報の地震ハザードマップへの適用手順書概念図 

4. 結論と今後の課題

本年度は，50m メッシュ地形・地盤分類情報の自動抽出プログラムの構築と地震ハザードマップ作

成用地形・地盤分類情報の地震ハザードマップの適用手順書の作成及び研究全体の取りまとめを実施

した．本研究により，高空間分解能の地形・地盤分類情報作成の効率化が図れるとともに，作成した

手順書は，地方公共団体における地震ハザード評価及び同ハザードマップ作成の支援につながると考

えられる．ただ，自動抽出プログラムによる抽出結果は，人工改変地形や人工物の影響を受けること

から，現状では従来の写真判読法などを併用した修正が必要である．そのため，本成果を実務で使用

する場合は，従来の写真判読法や別ソースの情報の併用を含めた具体的な作業手順や誤抽出のパター
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ン化の検討が必要である．また，本手法で利用する 250m メッシュ微地形区分データ（若松・松岡，

2009）は，最近改良されたため（Wakamatsu and Matsuoka, 2013），本研究での抽出規則が同データにも

適用可能かを検証する必要がある．そのほか，抽出結果を地震ハザード評価に利用する際に，現状の

地形・地盤分類情報の誤抽出が地震ハザード評価結果にどの程度影響を及ぼすのかを，関東地区以外

の事例も含めてより定量的に評価する必要がある．
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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 2 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

2.1 過年度の研究内容  

平成 26 年度は，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．その結果，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

要であることがわかった．一方，カラーと白黒の違い，縮尺の違いはあまり重要でなかった．

2.2 本度の研究内容  

平成 27 年度は，GNSS/IMU データがない空中写真から，オルソ画像を試作した． 

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）とした．標高は，概ね 0m～80m である．使用した空中写真を表-1 に示す．ここで，CCB-

2005-4X の標定要素が既知であるとして（基準画像），CCB-83-3 のオルソ化を行った．なお，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．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．また，実験の作業効率を考慮し，400dpi の画

像を使用した．

表-1 使用した空中写真 

地区名 撮影年月 縮尺 カメラ等 使用した写真 使用目的

CCB-83-3 1983 年 11 月 1/10,000 RC-10 

カラー

C10B-6~14  C11B-7~16 

C12B-7~15  C13B-8~15 

計 36 枚 

オルソ化

対象画像

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

カラー

C10-20~24  C11-20~25 

C12-22~27  計 17 枚  

基準画像
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2.2.1 準備  

使用した空中写真は，全て北が上となっており，飛行方向の違いに対応して，計器が右側に写って

いる写真と左側に移っている写真がある．これらの写真を PhotoScan Pro で使用するためには，写真間

で写真主点（以下単に「主点」という．）の位置をそろえる必要がある．本来であれば，全てに写真指

標（以下単に「指標」という．）を計測すべきであるが，同一地区内では，飛行方向が同じであれば，

指標の位置は同じであると仮定してもよいことがわかった．そこで，効率化のため，計器が左に移っ

ている写真のうちの 1 枚，右に写っている写真のうちの 1 枚の指標をマニュアルで観測し，それぞれ，

4 個の写真指標の画像座標の重心を主点とすることにした．  

従来の 60%オーバーラップ，30%サイドラップで撮影された空中写真は，PhotoScan Pro 等のソフト

で自動的マッチングを行うためにはラップが不足しており，これを補うため，経験上，写真を撮影し

た概略の位置が必要である．全ての地区の空中写真の主点の緯度経度及び高さは，既に標定図から数

値化されている．本研究では，そのデータを使用した．ここで，標定図から数値化された CCB-83-3 の

主点位置は，その値が世界測地系であると仮定しても，旧日本測地系であると仮定しても，実際の主

点の位置とも，標定図上の主点の位置ともずれていた．ズレの量から，旧日本測地系から世界測地系

に主点の位置を変換する際，誤って 2 回変換を行ってしまったと推定された． 

PHP を用いて，上記の主点を中心とした画像の切り出しと，関係する空中写真の主点の位置を取り

出すプログラムを作成した．このプログラムは，写真指標の観測値と，コースごとにどの観測値を使

用するかが記載された 2 つのパラメーターファイルを読み込み，自動的に処理を行う．なお，主点位

置は，変換しないことも，旧日本測地系から世界測地系に変換することも，上記のエラーに対処する

ため逆変換することもできる．

2.2.2 基準画像の標定  

PhotoScan Pro のマッチング機能を使用し，基準画像（CCB-2005-4X）を標定した．基準点を 7 箇所

（内，1 箇所は，確認のために隣接する場所に 2 点を配置したため，点数としては 8 点）に配置した．

ブロックの 4 隅と中心の基準点を用いて標定を行ったところ，残りの 2 点の誤差が最大で平面位置

2.9m，高さ 1.2m であった．精度が十分確保されていると判断し，この 2 点も基準点として使用し，基

準画像を標定した．

2.2.3 オルソ化対象画像の標定  

PhotoScan Pro 上で，基準画像と対象画像を同時にマッチングすることにより，対象画像を標定した．

基準画像の標定要素の初期値は，上記の標定結果を用い，その精度は位置が 0.001m，傾きが 0.00001

度として，事実上，標定要素を初期値に固定した．オルソ化対象画像（CCB-83-3）の標定要素（ただ

し，位置のみ）は，標定図の数値化結果を用い，その精度は 1000m とし，事実上拘束をなくした．以

上の写真と標定要素の初期値を用い，マッチング処理を行った．ここで，Align Photo の工程のパラメ

ーターAccuracy が Medium の場合はうまく動作したが，High の場合は正常に動作しなかった．この原

因は不明である．

2.2.4 オルソ画像の作成  

上記の基準画像とオルソ化対象画像が混在したプロジェクトから基準画像を削除し，オルソ化対象

画像のみを含むプロジェクトを作成し，PhotoScan Pro 上でオルソ画像を作成した．  
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図-1 作成されたオルソ画像 

2.2.4 その他  

本研究では，2CPU 計 28 コアのマシンを使用して処理を実行したが，処理の進行に応じ，コア間の

処理の分散が十分な場合とそうでない場合があった．一方，PhotoScan Pro は，コア数が増えてもライ

センスはマシン単位でよい．よって，マシンの動作速度が処理速度を決める主因であれば，複数のプ

ロジェクトを同時に処理したほうが，効率が高いと予想される．

3. 結論

撮影年がより新しく，かつ標定要素が既知の空中写真を用い，標定要素が未知の空中写真からオル

ソ画像を作成することができた．この工程でのマニュアル観測は，2 枚の空中写真の指標の観測のみ

であり，半自動化が可能である．
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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 2 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 中島 秀敏

 地理情報解析研究室 中埜 貴元 神谷 泉

 岩橋 純子

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 27 年度は，1）ALOS/PALSAR 及び ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた干渉 SAR により抽出さ

れた斜面変動を示す位相変化について，宇宙測地課と協力してその妥当性等を検討した．特に，四国

山地の事例については，2016 年 3 月に現地調査を実施し，現地の状況と ALOS-2/PALSAR-2 データに

よる SAR 干渉画像上の位相変化との対応関係を確認した．また，2）Pi-SAR-L2 データを用いた研究

については，仙台地区において，写真判読により抽出した津波被害度分類（3 分類）と各偏波の散乱

強度とを比較し，各津波被害度分類における散乱強度特性の傾向を分析した．そのほか，3）平成 27

年 9 月関東・東北豪雨に伴う茨城県常総市周辺における水害について，同地域の高分解能衛星画像

（WorldView-3 画像）を入手し，その時点の推定最大浸水範囲及び湛水範囲の判読を試みた．  

本稿では，上記 1）の成果の一部について報告する． 

3. 得られた成果

四国山地においては，ALOS-2/PALSAR-2 データを用いた干渉 SAR により，多数の斜面変動を示す

と考えられる位相変化が検出された．そのうちの主な地点を図-1 に示すが，図-1 中の地点（2）-①，

（2）-②，（3），（8）の 4 地点を 2016 年 3 月 9～11 日に現地調査した．なお，当初は地点（1）-①，

（1）-②，（2）-①，（2）-②，（3），（7），（8）（状況に応じて（6）も）の 7～8 地点を調査する予定で

あったが，道路の状況等（通行止め，採石場敷地内等）により上記 4 地点の調査に留まった．ここで

は，地表において人工構造物等の変形が確認できた地点（2）-②と地点（8）の調査結果について記す． 

地点（2）-②（高知県本山町奥白髪谷上流左岸斜面）の地質は，三波川変成岩類泥質片岩または珪

質片岩で，防災科学技術研究所の地すべり地形分布図の地すべり地形の範囲に該当している．この地

点の SAR 干渉画像を図-2 に示す．同地点を横切る林道は未舗装のオフロードであったが，干渉位相

の変化箇所の近くにコンクリート擁壁（2000 年 7 月 15 日敷設）があり，その背後（西側）の山体（地

すべりブロック）が斜面下方へ移動したことによると思われる擁壁の開口移動と開口亀裂が複数確認

できた（図-3，写真-1）．同地点の位相変化箇所は，防災科研の地すべり地形分布図では大規模な地す

べりブロックに付随する中規模の地すべりブロックの滑落崖及び移動体の上部に位置するが，基盤地
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図情報 5mDEM による陰影図（図-4）を見ると，位相変化の斜面上部縁には小崖（滑落崖）が，また

東縁には細長い浸食谷（ガリ）が確認でき，小さな地すべりブロックに該当しているように見える． 

 図-3 に示すように，擁壁の開口移動部の幅は約 120cm，開口亀裂 1，2，3 幅はそれぞれ約 11cm，

3cm，1cm で，開口亀裂 1 と 2 は擁壁と直交方向（西方向）に 3cm ずれていた．よって，位相変化が

現れている斜面は，概ね北北西方向（図-2 中の灰色矢印方向）に移動していると考えられる．開口亀

裂 1 と 2 の隙間内にはコケが生えており，あまり新しくないように見えたため，位相変化が観測され

た 2014 年 10 月 10 日～2015 年 10 月 23 日の間に発生したものかどうか定かではないが，開口亀裂 3

は比較的新しいものであったため，ここ最近も擁壁背後の斜面が変動している可能性が高い．また，

林道から位相変化を横切るように西側へ伸びる登山道では，位相変化の範囲で地盤の沈下が見られた

（図-2）．これは，地すべり土塊が斜面下方（北北西方向）に移動したことにより生じたものと考え

られる．  

 地点（8）（高知県いの町手箱谷下流右岸斜面）の SAR 干渉画像を図-5 に示す．この地点の地質は，

三波川変成岩類泥質片岩で，防災科学技術研究所の地すべり地形分布図の地すべりブロック内に位置

している．同地点では，位相変化箇所で再滑動し始めの地すべりを確認した（写真-2，写真-3）．この

地すべり地の西側の谷には，平成 24 年度に高知県による治山工事（山腹工）が入っており，また，地

すべり地内にも多数の計測機器（傾斜計またはひずみ計）が設置されていた． 

 

 
図-1 四国山地の調査地域図 
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図-2  地点（2）-②の SAR 干渉画像と写真撮影位置 
写真-1 地点（2）-②の林道沿いのコンクリート擁壁

で見られた開口亀裂 1（拡大） 

図-3  地点（2）-②の林道沿いのコンクリート擁壁の変形状況 

図-4  地点（2）-②の陰影図（基盤地図情報 5mDEM を使用） 
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図-5  地点（8）の SAR 干渉画像 

 
写真-2 地点（8）の地すべり崩壊．地すべり斜面にあった 

人工物（集水井？）も崩壊していた． 
 

写真-3 地点（8）の地すべり地の斜面変動．地すべり

土塊上の樹木が斜面下方に傾倒している． 

 

4. 結論と今後の課題  

四国山地の ALOS-2/PALSAR-2 データによる SAR 干渉画像において，斜面変動を示すと考えられる

位相変化箇所を現地調査した結果，4 地点のうち 2 地点で斜面の変動に伴う構造物の変形や樹木の傾

倒が確認できた．残りの 2 地点については，地表変形等は見いだせなかったが，位相変化周辺に人工

構造物が無いなどの理由により，干渉 SAR が示す微小な変動が確認できなかった可能性が高く，実際

に変動していないかどうかは不明である．今後も，このような位相変化箇所と現地との対比調査を実

施し，事例を蓄積することで，どのような位相変化パターンの場合に現地でも変動が確認できるのか

の判断基準を作成する必要がある．なお，Pi-SAR-L2 データを用いた研究と常総市周辺の水害に関連

した研究は，次年度以降も引き続き実施していく予定である．  
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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2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 田中 宏明

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（図-1）．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，先進国においては，独自に地図などの空間データを用いてそれぞれの目

的に合った地理空間情報が独自に作成されるようになっている，多くの先進国においては官民問わず

ニーズの高いデータが提供され，そのデータは利便性がよく，より詳細な地図や衛星画像，空中写真

が入手できるようになる等の変化があり，各国地図作成機関が持つ役割やそれを用いた問題解決のた

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，日本における，地球地図プロジェクトの課題把握とニーズへの適合に

向けた研究を行った．

図-1 地球地図の表示例
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2. 研究方法  

インターネット上における官民におけるデータの提供状況や個別の課題である地球環境や広域の防

災等といった事例を集めることにより，利用されている地球地図の地理空間情報の種類や利用方法に

ついて分析し，地球地図データの改訂において，利用者サイドから見た提案ができるのではと思って

いる．  

 

3. 地球地図の得られるべき成果について  

3.1 地球地図データの主に日本での利活用に可能性について  

 リモートセンシング技術の普及により，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，官民問わず，様様なかつ詳細な地図や空中写真・衛星写真やデータ

をインターネット上で簡単に閲覧したり，ダウンロードしたりできる状況にあり，地球地図の持つデ

ータの解像度が限られることや，その提供されている種類が限定されるなどしているため，国内だけ

で利用するには自らの研究目的に分類等が合致した場合のみ想定される．日本における利用ではその

大部分が，地球地図以上の詳細なデータが無償で時にはソフト付きで提供されている．このため，日

本においては地球地図のデータは，利用が限定されており，多くの利用者にとっては高解像度のデー

タや，ほかの機関から提供されている使いやすいデータ等のほうが魅力的である．一方，地球地図デ

ータは，各国の国家地図作成機関が共通の様式にのっとって作成したものであり，地球規模でその影

響を検討しなければならない「環境問題，防災」などのデータにおいてはその世界共通の様式の強み

が発揮されるところである．  

 

3.2 地球地図の利用方法について  

 日本国内での利活用はすでに多くのデータやソフトが，官民問わず提供されているが，地球規模で

取り組まなければいけない「環境，防災」といった課題については同じ基準で作成されている地球地

図のようなデータはいまだ提供されていない．また，今は第2版であるが，将来的には同じデータを積

み上げることで，地球規模での変化を監視するような利活用も可能となる． 

また，地球地図のデータを整備するために作られた各国の地形図，主題図，写真データが他の様々

なところで活用されるためには，コンピュータで容易に利用できるような環境を構築し，無償で手に

入れる環境が必要である． 

 また，一国の中では，その利用が難しいものの，地球規模の問題や持続可能な開発について検討す

る上では，地球地図のようなデータが役に立つ．また，地球地図を作るためのデータ整備が各国の発

展に役立つものもある．  

 

4. 今後について  

 本研究は平成 27 年度で終了するが，今後も引き続き，日本に限定されることなく地球規模の研究事

例や検討結果から，地球地図の利用状況やニーズを把握し，現況の地球地図の形態を大きく変わるこ

となく，持続性を保つとともに，ニーズに応じデータ項目の追加やデータの詳細化を図るべきである． 
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地理空間情報の取得・加工・表現に関する研究（第 2 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  

 

1. はじめに  

津波，活断層，岩屑なだれ・地すべり，赤土等土砂の流出など，陸域から海底まで一連の地形デー

タが求められる事象は数多くあり，東日本大震災後の地震・火山活動の活発化や，極端豪雨の増加に

より必要性が近年増している．地理情報解析研究室では，海陸一体のデジタル地形データの作成，お

よび作成した地形データを元にした研究を目的とし，平成 27 年 4 月 27 日に，海上保安庁海洋情報部

と共同研究協定「海陸一体のデジタル地形データの作成に関する研究」を締結した．平成 27 年度は，

中縮尺（50m メッシュ）の事例として鹿児島湾を中心とする薩南地域，大縮尺（5m メッシュ）の事例

として宮城県松島湾周辺について，陸域・海底の地形の接合データを試作し，ケース・スタディを行

った．  

 

2. 研究内容  

2.1 陸域と海域の地形データ接合  

陸域と海域の地形データ接合では，高さの基準が異なっている事が問題である．陸域は離島を除き

東京湾平均海面（TP），海域は各地の最低水面が高さの基準となっている．平均水面と最低水面の較差

は，全国の多くの験潮所について海上保安庁のウェブサイトから数値が公表されている．そこで最寄

りの験潮所での平均水面と最低水面の較差（Z0）を海底地形データの水深から減じる事によって，標

高値に変換した．なお，TP と各地の平均水面にも較差があり，厳密にはその補正も必要だが，今年度

データを試作した九州南岸や仙台塩竈付近では値の情報が無い．そこで今回は，TP と平均海面の較差

は無視した．無視して良いと判断した理由は次の通りである．箱岩（2002）から，TP と各地の平均海

面高の差は最大でも 30cm 程度と推測される．基盤地図 10m メッシュ標高（1/2.5 万地形図の等高線等

がソース）の高さ精度は等高線の半分とされており，また近年普及している航空レーザ測量データに

ついても，公共測量作業規定（作業規定の準則）による高さ精度は平均較差±25cm 以内が基準となっ

ている．すなわち現状では，陸域の地形データの高さ精度を考えれば，TP と平均海面の較差は無視で

きると考えられる．  

2.2 データ接合および補間計算  

 薩南地域の海域の地形データは等深線のコンターデータ（水路協会；M7000 シリーズ M7008 薩南，

コンター間隔 1～10m）が大部分であり，一部，開聞岳南方の海底地すべり（海上保安庁，2007）・鬼

界カルデラ（小野寺ほか，2009）についてマルチビーム音響測深データ（十数 m に 1 点の点密度）を

利用できた．陸域は広範囲のため，全国整備されている基盤地図 10m メッシュ標高を利用した．海域

は沿岸部 200m のバッファ内の陸域データを合わせ点群もコンターに変換し，まずコンターとしてデ

ータを揃えた．接合に難がある部分を削り，コンターの補間に強い ANUDEM の等高線補間法

（Hutchinson, 1988）を用いて DEM を作成した．そこに 50m メッシュに集約した陸域の DEM をモザ

イクし，海陸一体の 50mDEM を作成した．  

 松島湾周辺については，陸域は航空レーザ測量，海域はグリーンレーザ及びマルチビーム音響測深
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のデータを用いて，点密度が同等すなわち 5m メッシュ程度の点群をマージし補間計算を行った．補

間法には，ボロノイ分割を利用した補間法である Natural neighbor 法（Sibson, 1981）を利用した．この

手法では作成サーフェスは入力サンプルを通過し，かつ TIN 法よりスムースなサーフェスを作る．計

算時間は一般に Kriging より早く，パラメータの設定も不要である．なお，ANUDEM の等高線補間法・

Natural neighbor 法とも，ArcGIS 3D Analyst（ESRI）に実装されているコマンドを利用した．  

 

3. 得られた成果  

薩南地域について，50mDEM を作成し，陰影段彩図を作成した（図-1）．松島湾地域については 5mDEM

を作成し，陰影段彩図の作成や水文分析（図-2）を行った．  

 

 

図-2 松島湾周辺の 5mDEM を用いた陰影段彩図（一部抜粋，宮戸島南部）．海底のある地点

（任意に設定）に流れ込む落水線と集水域を追記している．空白部はデータ無し． 
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図-2 松島湾周辺の 5mDEM を用いた陰影段彩図（一部抜粋，宮戸島南部）．海底のある地点

（任意に設定）に流れ込む落水線と集水域を追記している．空白部はデータ無し． 

 

4. 結論  

 陸域と海域で起きた現象が相互に影響する地域について，防災上必要な地域については，海陸一体

の DEM があれば応用範囲は広いと考えられる．  
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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 2 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  岩橋 純子 

 

1. はじめに  

本研究は，航空レーザデータ，空中写真等とその他の調査手法を組み合わせて，地形解析や土地被

覆分類，地形特性の把握等を行い，地形・土地被覆と災害との関連に焦点をあて，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 27 年度は，2014 年 11 月に発生した長野県北部を震源とする地震（以下「2014 年長野県北部の

地震」という．）を対象に，地表地震断層周辺の地下浅部構造（特に断層の傾斜角）に焦点をあて，物

理探査法によりその構造を把握し，被害との関係を考察した．なお，本研究の詳細な成果は，中埜・

宇根（2015）で公表しているため，そちらを参照されたい．  

 

2. 研究内容  

本研究では，地下の構造を推定する物理探査法のひとつである地中レーダ（Ground Penetrating Radar: 

GPR）探査法を用いて，地下浅部の地表地震断層の構造（傾斜角）把握を試みた．GPR 探査は，電磁

波（レーダ波）を地中に送信し，埋設物や土壌水分率（体積含水率），土質等の誘電特性が変化する境

界で反射してきたレーダ波を受信し，イメージングする探査法である．探査可能な深度（可探深度）

は，使用するレーダ波の周波数と媒質の誘電率，導電率に依存するが，通常数 m から数十 m である．  

現地における探査は，2015 年 5 月 13～14 日に実施した．用いた機材は，名古屋大学所有の Sensors 

& Software 社製 Noggin スマートカートシステム（アンテナ中心周波数 250 MHz）である．この周波数

の場合の可探深度は，5m 以浅程度である．  

探査の測線位置を図-1 に示す．探査測線は，2014 年長野県北部の地震において明瞭な地表地震断層

が確認された白馬村北部では，北城塩島地区に 2 本（Line-Sh1，Line-Sh2），北城大出地区に 2 本（Line-

Oi1，Line-Oi2），また，地表地震断層の分布，形態から低角の逆断層の存在が推定されている白馬村南

部では，神城飯田地区に 1 本（Line-Ii1），神城堀之内地区に 4 本（Line-Ho1，Line-Ho2，Line-Ho3，

Line-Ho4）の測線を配置した．探査データの解析は，Sensors & Software 社製 EKKO _View Deluxe を用

いた．本解析では，探査断面に対して地表面の地形補正を施しているが，各測線上の地形データは，

現地でのハンドレベルによる簡易測量や中田ほか（2009）の Hi-View 方式により撮影した写真を用い

た三次元形状復元（SfM/MVS）により取得した．現地で地形を計測できなかった測線は，地震前の航

空レーザ測量による基盤地図情報 5m メッシュ標高データを使用した．  

 

3. 得られた成果  

9 本の探査測線のうち，Line-Sh1，Line-Oi2，Line-Ho4 の結果を，以下の 3.1～3.3 節で示し，3.4 節

で被害との関係を考察する．なお，以降で示す探査断面図における赤・青色は，反射パルスの正負を

示しており，その色の濃さで反射強度を表現している．そのため，赤・青色の反射面それぞれが地層

境界面を示しているわけではなく，物性の異なる地層境界面はある程度連続した強い反射面として捉

えられる．  
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図-1 GPR 探査測線位置図（背景は地理院地図） 

 

3.1 Line-Sh1 の探査結果と解釈  

Line-Sh1 の探査断面図及びその解釈を図-2 に示す．地表地震断層による変形が地表に生じていた範

囲（水平距離 3.5～7 m 地点）において，少なくとも反射が得られている地下 2 m までは，地表の変形

と同様に相対的東上がりの層構造の変形が見られ，併せて連続性のある反射面のずれ（図-2 中の深度

方向に伸びる点線）が確認できる．特に，断層崖下部付近では明瞭であり，その傾斜角は 40～60 度で

ある．このような連続性のある線状の反射面のずれは，断層部に現れることがあり（中埜・酒井，2007），

今回の地表地震断層やそれ以前の活断層部分を捉えている可能性がある．  
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図-2  Line-Sh1 の GPR 探査断面図及びその解釈 

 

3.2 Line-Oi2 の探査結果と解釈  

Line-Oi2 の探査断図及びその解釈を図-3 に示す．この探査断面の反射構造はやや複雑だが，地下 1 

m 付近に明瞭な反射面が，また地表地震断層出現箇所付近の地下 1 m 以深に複数の反射面（図-3 中の

水平方向に伸びる破線）の変形が認められる．これらは，アスファルト路面下の基礎部や断層周辺の

地層の変化を捉えている可能性があり，概ね相対的東上がりの鉛直変位が生じている．また，地表地

震断層出現箇所付近の複数の反射面の変形箇所を深度方向に追跡すると，全体として扇形を呈す複数

の線（図-3 中の深度方向に伸びる点線）が解釈される．この線を境界としてギャップを伴う反射面の

ずれも確認でき，地下の断層部を捉えていると考えられる．最も西寄りのものは傾斜角約 25～40 度で

東に傾斜しており，地表に近づくほど低角となっている．  

 

 
図-3  Line-Oi2 の GPR 探査断面図及びその解釈 

 

3.3 Line-Ho4 の探査結果と解釈  

Line-Ho4 のうち，地表地震断層を横切る水平距離 100～210 m 部分の探査断図及びその解釈を図-4

に示す．この区間では 4 つのマンホールがあったが，その部分では一様に反射の乱れとそこへ向かっ

て落ち込む構造が見られた．一方，水平距離約 163 m を中心とする前後数メートルの区間で，地表地

震断層による地表変形が生じていたが，その東側の水平距離 175 m 付近の地下 2 m 付近に，東側の反

射面が西側に若干乗り上げている構造が見られる．これが地表地震断層による変形だとすると，その

境界部（図-4 中の？部分の深度方向に伸びる短い点線）が断層に相当するが，その傾斜角は最大約 30

度で，浅くなるほど低角を示している．  
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3.4 地下浅部の地表地震断層の傾

斜角と被害との関係  

白馬村北部と南部で実施した

GPR 探査の探査断面図において，

いくつかの測線では地下浅部で

の地表地震断層の傾斜角を推定

することができた．白馬村北部の

北城塩島地区では，傾斜角は約 40

～60 度，北城大出地区では約 25

～40 度と推定され，地表に近づく

ほど低角となっていた．一方，白

馬村南部の神城飯田地区や堀之内地区周辺では，GPR 探査により地表地震断層を示す明瞭な反射構造

は得られなかったが，奥村ほか（1998）のトレンチ調査によれば，この地域の神城断層の地下浅部の

傾斜角はほぼ水平と推定されている．  

今回の地震では，堀之内地区に被害が集中したが，北城塩島地区では建物倒壊はほぼ発生しなかっ

た．低角逆断層の地表地震断層の上盤末端部付近における被害集中は，これまでにも報告されており

（安藤・川崎，1973 など），堀之内地区はそれに該当すると考えられる．GPR 探査により，今回の地

表地震断層（神城断層）の地下浅部の傾斜角は，白馬村北部では南部に比べて高角であることが示さ

れたが，北城塩島地区で建物倒壊被害がほぼなかったのは，地下浅部の地表地震断層の傾斜角が高角

だったことが要因のひとつと考えられる．  

 

4. 結論  

2014 年長野県北部の地震に伴って出現した地表地震断層において，その地下浅部構造（傾斜角）を

推定することを目的に，白馬村北部と南部の複数の地点で GPR 探査を実施した．その結果，白馬村北

城塩島地区や北城大出地区の測線において，明瞭な反射構造の変化が確認でき，そこから地表地震断

層の傾斜角を推定することができた．白馬村周辺での地表地震断層（神城断層）は，北部ほど高角で

あると考えられ，このような傾斜角の違いが，被害の程度の違いとなって現れた可能性がある．  
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図-4  Line-Oi2 の GPR 探査断面図及びその解釈 
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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 2 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  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，その地域が持つ特性を理解し，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．そのため本研究では，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 27 年度は，平成 27 年 9 月関東・東北豪雨における鬼怒川周辺（下妻市前河原地区周辺）の浸

水範囲と地形との関係の分析を実施した．この豪雨では，鬼怒川沿いで 9 月 10 日の朝から昼頃にか

けて，堤防の越水や決壊が発生し，茨城県常総市や下妻市などでは，住宅や農地の流失・浸水等，甚

大な被害が発生した．国土地理院は，発災後の空中写真などから浸水範囲を推定し，常総市を中心に

時系列的に公表した（国土地理院，2015）が，この浸水範囲と治水地形分類図を合わせて概観すると，

決壊・越水地点の周辺を除いて，浸水範囲の境界は概ね氾濫平野等の低地と自然堤防等の微高地との

地形境界付近に位置していた．一方，下妻市前河原地区周辺において，現地調査や空中写真判読によ

り推定した浸水範囲と治水地形分類図を詳細に比較すると，越水箇所周辺以外でも段丘面（更新世段

丘）が浸水している箇所が見られた．  

そこで本発表では，同地区周辺において，詳細な推定浸水範囲と治水地形分類図，土地条件図，航

空レーザによる標高（DEM）データ等を比較することで，同地区の浸水範囲と地形との関係を明らか

にするとともに，今後の地形分類情報を用いた浸水リスク評価について考察した．  

 対象とする下妻市前河原地区周辺では，推定浸水範囲が公表されていなかったため，国土地理院が

2015 年 9 月 11 日に撮影した空中写真（正射画像）を判読し，浸水範囲を推定した．なお，この空中

写真の時点ですでに水が引いていることから，判読可能な泥水の痕跡や 2015 年 11 月 9 日に実施した

現地調査結果を基に，最大浸水範囲と考えられる範囲を取得した．また，この地区を含む治水地形分

類図（2011 年更新「下妻」）の GIS データ，1:25,000 土地条件図（1978 年刊行「小山」）の GIS データ

（数値地図 25000（土地条件）データ），2006 年計測の航空レーザによる 2m グリッド DEM データ（以

下「航空レーザ DEM」という．）を準備し，それらを GIS 上で比較した．  

 

3. 得られた成果  

正射画像判読により作成した，対象地域の推定浸水範囲を図-1 に示す．鬼怒川と前河原地区が接す

る地点には完成堤防が無いが，この区間で主に 2 箇所の溢水が発生し，その南側の堤防区間の 1 箇所

で越水が発生した．これにより，背後の支谷閉塞低地が浸水した．なお，鬼怒川蛇行部北側の浸水は，

南北方向に流れる用水路への逆流・越水によって広がったと考えられる．  
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図-1 下妻市前河原地区周辺の浸水後（2015 年 9 月 11 日）の正射画像と推定浸水範囲 

 

前河原地区南部周辺の標高陰影段彩図を図-2 に，治水地形分類図を図-3 に，土地条件図を図-4 示

す．図-2 より，溢水部付近を除いて，浸水範囲は概ね標高 25m 以下の範囲に相当していることが分か

る．また，今回の現地調査による最大浸水深は，「ビアスパークしもつま」西側の 345 cm であった．

図-2 と図-3，4 を比較すると，無堤区間では堤外地との比高が 8m 以上ある段丘面や比高 6m 程度の自

然堤防が存在し，それらが堤防の代わりを成していたことが分かる．しかし，図-2 の溢水箇所①地点

を見ると，標高が周囲よりも 1～2m 程度低くなっており，実際にそこを流路として背後の氾濫平野に

水が流出したことを現地でも確認した．この地点は，1948 年撮影米軍空中写真を立体視しても，周囲

より低くなっており，以前から溢水等を繰り返してきた場所である可能性がある．  

図-3 を見ると，治水地形分類図で段丘面となっている箇所が，何箇所か浸水したことが分かる．図

-3 中の×印地点では，深さ 2m 近くまで浸水したことが現地調査で確認できた．これらの段丘面浸水

地点は，図-4 の土地条件図では段丘縁辺部の斜面であり，現地でも緩斜面を確認している．すなわち，

治水地形分類図では，段丘縁辺緩斜面も含めて段丘面としているのに対し，土地条件図では縁辺斜面

より上部の平坦地のみを段丘面としている．  

ここで，国土地理院防災地理課（2015）の「治水地形分類図解説書」を見ると，段丘面の取得基準

は「低地からの比高が 1m 以上の比較的平坦な地形」とされている．また，「災害との関係」として，

「低地からの比高が数 m 以上の段丘面は洪水に対して安全であるが，比高 2～3m 以下の段丘面は大

規模洪水時には浸水することがある」とされている．比高を求める低地の位置にもよるが，今回浸水

した段丘面は，低地からの比高が概ね 3m 以内であり，この記述と調和的である．  

一方で，段丘面は一般的に離水した平坦面とされ，かつ，この地点の段丘面は更新世段丘であるこ

とから，治水地形分類図を見ただけでは「段丘面は洪水に対して安全」という考えのみが先行してし

まう可能性が高い．そのため，地形分類図の位置精度の問題もあるが，段丘面の範囲は土地条件図の

図-2～4 の範囲 
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ように段丘縁辺斜面を含まない方が誤解を招きにくく，実際の浸水範囲と一般的な浸水リスクの解釈

が調和すると考えられる． 

 

 
図-2 下妻市前河原地区南部周辺の標高陰影段彩図と推定浸水範囲・現地計測浸水深 

 

 

図-3 下妻市前河原地区南部周辺の治水地形分類図と推定浸水範囲・現地計測浸水深 
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図-4 下妻市前河原地区南部周辺の土地条件図と推定浸水範囲・現地計測浸水深 

 

4. 結論と今後の課題  

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨における鬼怒川周辺（下妻市前河原地区周辺）の洪水災害を対象に，

現地調査と写真判読により浸水範囲を推定するとともに，浸水範囲と地形（DEM，治水地形分類図，

土地条件図）との関係を分析した．その結果，無堤区間で堤防を代替していた段丘面内で周囲よりも

低い箇所において溢水したことや，治水地形分類図の段丘面（土地条件図では段丘縁辺緩斜面）が浸

水したことが確認できた．一般的に「段丘面は洪水に対して安全」という考え方があり，水害に関連

した地形分類において，段丘縁辺緩斜面まで段丘面に含めるかどうか，今後検討が必要である．  
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屋内・地下空間に係る地理空間情報の整備・維持更新方法に関する研究 

（第 1 年次） 

 

 

実施期間 平成 27 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 
 

田中 宏明  神谷 泉 

 

1. はじめに 

戦前の 1927 年に日本初めての地下街が，東京の浅草から上野まで地下鉄が開通したのを機に整備され

た．その後須田町ストアー，室町ストアーなど戦前は地下鉄の各駅に併設される形で地下街の整備が進ん

だ．第二次世界大戦をはさみ，戦後は地下鉄の開通に合わせて整備されるものだけでなく，単独で整備さ

れるものなどさまざまな目的で大都市を中心に地下街が整備されてきた．（図-1） 

 

 

図-1 地下街の増加（「地下街の安心避難対策ガイドライン」より） 

 

また，地下街は駅と直結しているものも多く，気象に左右されないことから，日常的に多くの人が回遊

する場所となっている．場所によっては 10 万人の方がおとずれる場合もあり，そのような場所では緊急時

の避難対策や地下街の持つ環境などもそこを通る方にとっては重要な要素となる．（図-2） 

法制度については昭和 50 年代に入り，整備が続き，後を追うように，市街地の連続性の確保や都市活動

の快適性や安全性の向上を図るため等，何本もの法律等が施行された．その後，21 世紀に入り，地方分権
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に伴い，「地下街中央連絡協議会」の廃止等新たな動きが生まれている． 

地下街の多くは，高度成長期に整備され，老朽化が進んでいる．また，災害対策においても，屋外と同

等以上に地下街や駅構内などの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データ

の整備は，屋外が簡便に GNSS を利用できるのと比較すると屋内空間については様々な方法があるものの

コストが高く，大きくは進んでいない．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，データを作成する方法については，高い精度にこだわり，整備に非常に高い

費用を要することなど，これまで十分に整備されていなかった．本研究は，屋内空間における 3 次元デー

タの基本的な仕様を定め，これ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，3 次元データの適切な整備や更新を推進することを目的としている． 

 

 

図-2 主な地下街の 1 日平均来街者数（「地下街の安心避難対策ガイドライン」より） 

 

2. 研究内容 

平成27年度は，各地における地下街の整備年度・面積，役割，改修状況などを調査している．特に国土

交通省の統括官付けや国土調査課とも連携をとりながら，今年度開始された総プロである「3次元地理空間

情報を活用した 安全・安心・快適な社会実現のための技術開発」を支える形で進めてきた． 

具体的には海外を含め，各地における地下街の状況やその改修を踏まえ，今後特に防災対策において3次

元地図の果たす役割などについて検討してきた．地下街自体の整備については国土交通省の都市局がガイ

ドラインを出すなどその整備や防災対策などに様々な提言を行っている．国土地理院としては，今後省内

の一員として地下街における安価な3次元地図の整備方法や属性として何をまとめるかなどの検討を行い，

地下街の3次元地図の整備に努めてまいりたい． 

 

3. 得られた成果  

 高度成長期に整備を進めた地下街を中心としてその改修工事が近年なされている．改修方法は個別の地

下街によって優先順位やそれぞれのテーマ性，スペース，費用などの面からさまざまである． 

 

       

地下街数 

（箇所） 
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3.1 フロアマップなどの改変を必要としない改修について

フロアマップの改変まではいかなくても，今ある地下街の環境を改善するための照明やトイレなどのフ

ロアマップの改変を伴わない工事が行われている．その多くが，使っている照明を蛍光灯から LED に変え

たり，現在配置されている照明を増やしたり，光量を上げたりするなどの照明に関するものや，トイレの

オスメイト仕様への変更や AED の設置，手すりの増設などの変更である．これらは一般的に局所的であ

り，フロアマップの改変を伴わない場合やあってもごく一部にとどまる場合が多い．耐震化についても鉄

筋の補強や帯筋の設置などの場合は，フロアマップの改変を伴わない場合がある．

3.2 地図などの改変を伴う改修について

 一方，フロアマップを大きく改変するような改修工事としては通路の拡張や遮水版やスロープの設置等

がある．阪神淡路大震災以降建物のように地震波が増幅されることはないため，「地下街安全神話」のよう

な都市伝説が生まれたことや，建物以上に耐震化が高コストであり，耐震対策は進んでいない．また，水

害についても 1999 年に福岡などで起こった事件をきっかけに都市水害の一部である地下街の水害対策に

ついても認められるようになったが，やはり費用などがネックになっている．

4. 結論と今後の計画

各地の地下街の目的や構成要素によって 3 次元地図の整備方針も異なるが，改修時を主眼とした設計図

やフロアマップ等の既存資料の活用を図れるような更新について調査していきたい．そのためには多岐に

わたる目的などをヒアリングし，改修を伴う事象をピックアップしたい．今般では電子化が進み，作成時

や更新時には図面や資料等が電子化されている．今後，安価に 3 次元データが作成・更新できるよう，ま

た，浸水シミュレーション，耐震計画，避難計画等のベースとなる屋内空間の 3 次元データについてもさ

らなる検討が必要である．今後も屋内空間の 3 次元データ整備・更新の促進方策について，その整備目的

や構成要素とともに今後の更新についても視野に入れ，管理者をはじめとする地下街の関係者との意見交

換及び情報交換を進める予定である．

謝辞 

屋内 3 次元データの作成について JR 東日本コンサルタンツに現地測量等を通して現場に関する意見を

いただいた．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，屋内空間にかかわるデー

タの整備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．

参考文献 

国土交通省都市局街路交通施設課（2014）：地下街の安心避難対策ガイドライン，39p． 
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新技術の活用による地理空間情報整備・更新の迅速化に関する研究 

（第 1 年次） 
 

 

実施期間         平成 27 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  神谷  泉  

 

1. はじめに  

近年の小型無人航空機（UAV）の進展はめざましく，様々な分野・場面での活用が進んでいる．そ

れと並行して，多数の写真から三次元形状を復元する SfM 多視点ステレオ写真測量（SfM[Structure 

from Motion]/MVS[Multi-View Stereo]）技術の汎用化も進み，UAV 等で撮影した空中写真から，従来の

写真測量よりも容易に地表の三次元形状や正射画像を取得することが可能となっている．国土地理院

においても，公共測量での利用を想定し，UAV を用いた公共測量マニュアル（案）や安全基準（案）

の作成を進めてきた．  

本研究はこのような状況下で，UAV や SfM/MVS 技術を用いた災害対応や各種研究に必要な情報の

取得・処理技術に関して，実地訓練等も踏まえてノウハウを蓄積し，技術の向上・迅速化を目的とし

た研究を実施するものである．  

 

2. 研究内容  

平成 27 年度は，平成 27 年 9 月関東・東北豪雨に伴う湛水域等を対象に，航空機から撮影された鉛

直写真や斜め写真と SfM/MVS 技術を用いて，湛水面の標高モデルが作成できるかどうかを検討した．

今回は，平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害に際して，国土地理院の「くにかぜⅢ」が 2015 年 9 月 11

日に撮影した下妻市前河原地区周辺の鉛直空中写真画像（9 枚）を使用し，Agisoft 社の PhotoScan Pro

により三次元形状復元を行い（図-1），その時点の湛水面標高モデル（Digital Water Elevation Model: 

DWEM）の生成を試みた．空中写真画像は位置座標を持っておらず，地上基準点（GCP）を 6 点配置

した．カメラキャリブレーションは

セルフキャリブレーションとした．  

この他，  UAV を用いた公共測量

マニュアル（案）の作成において，

検討委員会の委員やプロジェクトチ

ーム（UAV-PT）のメンバーとして参

画し，これまでの知見を活かして活

動した．特に，工事現場での活用を

前提としたマニュアル（案）第 3 章

「UAV を用いた応用測量」を実用的

なものにした．  

 

 

 

 図-1 下妻市前河原地区周辺における SfM/MVS 処理 
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3. 得られた成果 

本稿では，湛水面標高モデルの検討結果についてのみ報告する．  

まず，入手した空中写真画像をそのまま用いて処理をした結果（三次元モデル鳥瞰図）を図-2 に示

す．この地区の湛水面はほぼ静水面であり，水面に波立ちなどの動きはないが，テクスチャが一様で

変化がないため，マッチングが適切に行われず，実際の水面の三次元モデルが正しく生成できなかっ

た．この処理においては，高密度点群の生成時のフィルタリング強度として Moderate（中間レベル）

を用いたため，より強度の強い Aggressive（最大レベル）も試したところ，多少の改善は見られたが，

やはり実際の水面とはほど遠い状態となってしまった．  

そこで，元の空中写真画像を PhotoShopCS6 により画像処理（ハイライト 50％適用＋自動コントラ

スト処理）することで，湛水面のテクスチャの変化をより際立出せた空中写真画像を作成し（図-3），

それを用いて SfM/MVS 処理を実施した．今回は最初から高密度点群の生成時のフィルタリング強度

を Aggressive とした．その結果を図-4 に示すが，画像処理を行わないよりノイズは低減したものの，

やはり水面には多数のピークが現れ，適切な湛水面標高モデルは生成できなかった．  

 

 
図-2 入手した状態の空中写真画像を用いた三次元モデル鳥瞰図 
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図-3 画像処理前の空中写真画像（左）と画像処理後の空中写真画像（右）． 

 

 
図-4 画像処理後の空中写真画像を用いた三次元モデル鳥瞰図 

 

4. 結論と今後の課題  

今回は，平成 27 年 9 月関東・東北豪雨に伴う湛水域等を対象に，鉛直空中写真と SfM/MVS 処理に

よる湛水面標高モデルの生成を試みた．しかし，湛水面はテクスチャが一様であるため，マッチング

が適切に行われず，適切な湛水面標高モデルは得られなかった．SfM/MVS 処理を実施する前に，湛水

面のテクスチャの変化が際立つように空中写真画像を処理した場合でも，ほぼ同様の結果となった．

今後は，別の空中写真（斜め撮影写真）を用いた処理や別の地区の事例の検討，湛水面付近に特徴点

を手動で設置するなどの SfM/MVS 処理の改善について，さらに検討していく必要がある．  
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3次元地図の整備・更新に関する研究（第1年次） 
 

 

実施期間 平成 27 年度～平成 29 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 

 中島 秀敏  下山 泰志 

神谷  泉  田中 宏明 

 

1. はじめに  

多くの測位衛星による測位技術の向上に伴い，様々な地理空間情報や ICT の発達にともない，自ら

の位置を精度良く求められ，誰もが移動支援や必要な情報の確保や的確な災害情報を得て，自ら必要

とする適切な位置に誘導される高精度測位社会が来つつある．  

その実現に向け平成 27 年度から 3 年間かけて測位環境の向上や地下街を含む公共的空間における

3 次元地図（以下「3 次元地図」という.）仕様の整備などを目的とした総合プロジェクト「3 次元地理

空間情報を活用した安全・安心・快適な社会実現のための技術開発」（以下「総プロ」という.）が開始

された.多くの部が参加しているプロジェクトで我がセンターが分担しているのは，3 次元地図の整備・

更新に関することである． 

 本プロジェクトでは技術開発の成果である技術基準やガイドライン等は官民による 3 次元地図の円

滑な整備・更新・活用を促すものである．屋内を含む統合された都市部の 3 次元地図により，人々が

スムーズに知らない場所でも移動することが可能となる．  

今年度から実施している「社会基盤としての 3 次元地図の整備・更新技術の開発」では他の総合プ

ロジェクトの研究項目と合わせ，東京オリンピック・パラリンピックをはじめとする外国人旅行者や

高齢者・障がい者等に対しても都市の複雑な空間構造の誰にでもわかる表現や災害時の避難誘導など

安全面で寄与するとともに，これらの技術開発の成果である技術基準やガイドライン等は官民による

3 次元地図の円滑な整備・更新・活用を促すものである．屋内外を問わず安価に地理空間情報の活用

による災害への備えある安全・安心な社会と，必要な情報を容易に得ながらストレスなく移動できる

快適な社会の実現を図っていきたい．  

昨年度実施している「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」の内容

についても本総プロに引き継がれるものである．  

 

2. 研究方法 

総プロの計画として地図作成の整備・更新にかかる部分は，平成 27 年度に高精度測位に伴う，高精

度測位と調和した 3 次元地図が，社会基盤として体系的・安定的に整備・維持更新され，誰でも容易

に，そして安価に活用できることが必要である．このため，複雑な都市空間の 3 次元構造を表現でき

る基盤的な 3 次元地図を効率的に整備・更新する技術を開発する．平成 28 年度以降は整備した 3 次

元地図を更新したり，より安価に提供したりする技術について開発を進めてまいりたい．  

具体的には省内における BIM や CIM の活用の推進と連携し，統括官付けや国土整備局といった関

係局が行う実証実験や技術基準を参考にし，都市部における駅や地下街などの公共的屋内空間におけ

る 3 次元地図データ仕様の検討を行う．実際には BIM や CIM 等の設計図面，フロアマップ等の既存

情報について，それぞれが持つひずみ等の誤差を解析・補正するとともに，地球上の 3 次元座標と整

合させ，それぞれの接続関係を示す情報を付与することにより，これらを基盤的地図として統合する

技術を実際にデータの作成や委員会における意見を通じて進めてきた．また，視覚障がい者を対象と
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したヒアリングを行い有用な意見をいただいたので，今後仕様に反映していきたい．  

 

 
図-1 東京丸ビルにおいてフロアマップから作った図 

 

3. 結果  

 仕様書では一般に地図の編集を行うのがシェープファイルであることがおおいため，地図業界では

事実上のスタンダードであるシェープファイルを利用する．これによって BIM/CIM をはじめとする

設計図やフロアマップ等の GIS 上での維持更新が容易になり，今後のスタンダードになりうるものと

思われる．なお，シェープファイル以外のデータについては，XML ファイル，CSV ファイルにて作成

するものとする．これによって屋内の 3 次元地図の仕様が明らかとなり，将来的には来年度以降開発

する予定である更新データの扱いを含めて公共測量作業規程のマニュアルとして用いられることとな

る予定である．  

 具体的には使用するフォーマット，使う文字コード，作成する地物データ，ファイルの命名規則等

からなり，また，3 次元地図のデータは地物のデータ，ネットワーク用のデータ，POI データ，異なる

地図を接合する際に用いるアンカーポイントデータからなる．また，各図形には ID が降られ，論理場

所情報コードからなる．  

 また，国土情報課が東京駅付近で行っている実証実験についても仕様書制作段階で密に意見交換す

ることで，今年行われた実証実験では大きなトラブルなく，こちらとほぼ同じ仕様書をもって執り行

われた（図-1）．次年時においても今年度同様の意見交換などの場を設け，お互いの進捗や仕様の中身

について調整を行いたい． 

 

4. 今後について  

 本研究は平成 27 年度から始まり平成 29 年度まで行われる．今年度は既存の成果を用いた地図の整

備に重点を置いた研究であったが，来年度以降整備された 3 次元地図の更新や障がい者・高齢者とい

った弱者にも適用できるようなものにしたい．また，国土情報課や政策統括官付けとも連携してより

良い仕様書を取りまとめ，地方公共団体の指針となるように整備する．そのためには単に利便性をよ

くするだけでなく，整備にかかる費用も抑えより効率的に整備・更新が進むようにしたい． 
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中～高解像度 DEM を用いたグローバルな防災に資する 
全球の自動地形分類図の作成（第 1 年次） 

 

 

実施期間 平成 27 年度～平成 29 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 

 

岩橋 純子  神谷  泉 

 

1. はじめに  

本研究は，科学技術研究費補助金基盤 C のテーマとして行っているものである．筆者が行ってきた

自動地形分類の始まりは 1990 年代前半にさかのぼる．まず，当時公表されていた国土数値情報や数値

地図 50m メッシュを用い，ピクセルベースで既存の地形分類図に似た分類図を作成する手法を開発し

た（岩橋,1994；岩橋・神谷,1995）．その後，全球の 30 秒メッシュ DEM（SRTM30，USGS）を用いた

世界の地形分類図を作成し，USGS の研究者（当時）と共に論文にまとめた（Iwahashi and Pike, 2007）．

この成果は被引用論文から地震波の地形増幅効果の推定（Hough et al., 2010; Yong et al., 2012），土壌の

推定（Reuter et al., 2008）等に利用されている．その後，地盤工学の研究者と共に，地形分類に用いた

地形特徴量から揺れやすさの指標（Vs30）を推定する研究を行った（Iwahashi et al., 2010）．平成 26 年

度の京都大学防災研究所共同研究「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～」の中で，地形分類手法にオブジェクトベース領域分割を

取り入れる実験を行った（Iwahashi et al., 2015）．本研究は，この実験をさらに発展させ，新しい地形

分類手法に基づいて全球の地形分類図をポリゴンベースで作成しようとするものである．  

本研究の目的は，低地の地盤強度の分類や土壌の推定などに役立つ全球の自動地形分類図の作成で

ある．既存の全球の地形分類図として，Iwahashi and Pike（2007）と Meybeck（2001）は European Soil 

Data Center（JRC）のウェブサイトで土壌データ補間用として提供されており，閲覧・送付申請が可能

である．また Iwahashi and Pike（2007）は国土地理院のウェブサイトでもデータを公開している．しか

しこれらは 1km メッシュであり，さらに高解像度の全球の地形分類図は，現時点では存在しない．本

研究では，近年整備された全球の 7.5 秒メッシュ DEM（GMTED2010，USGS）を用い，オブジェクト

ベースの画像分割によってさらに詳細な地形分類図を作成する事を目標としている．今年度は，アジ

ア太平洋地域を中心に試行錯誤と問題点の洗い出しを行った．  

 

2. 研究内容  

2.1 DEM による地形分類図の概要と注意点  

地形分類図は類似した地形的特徴を示す範囲を線引きした図であるが，土地条件図のような人間の

判読図と DEM の自動分類は，似て非なるものである．人間の判読では地形形成プロセスの解釈や年

代の情報を入れて線引きされ，従ってハザードマップへの利用が可能となる．DEM の自動分類は機械

的な分類であり，斜面型から機械的に分類しようという海外の事例（Speight,1984）に近い．DEM の

自動分類は，航空レーザ測量 DEM のような大縮尺では水文地形や斜面崩壊研究への応用を目指して

斜面を細分する方向と，本研究のような中～小縮尺では表層地盤の分類という方向に近年収斂しつつ

ある．なお時期的には人間の判読図・DEM の自動分類とも 1960-70 年代にはすでにあり，写真判読に

よる地形分類は日本で最も組織的に行われた．DEM の自動分類は，東西冷戦時代は米軍で研究が行わ

れた．  
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DEM の自動分類については，地形量の計算範囲と元データの質によって分類結果が変わること

（Iwahashi and Pike,2007）に注意が必要である．また重要な点は，DEM が正しければ定量的な地形的

特徴を現した結果になり，区分の違いには必ず何らかの意味があるという点である．問題は，分類結

果の可否ではなく，分類結果が何を意味するのか十分にわかってない点である．他の注意点として，

DEM の陰影図を見て見分けられないようなものは自動的に区分できない．具体的には，自然堤防のよ

うな微小な地形や，プロセスは異なるが似た斜面構成物質の堆積地形（例えば砂州と扇状地等）であ

る．岩相は違うが似たような形状をしている山地（例えば典型は第四紀火山と花崗岩のペディメント

山地）も区分できない．人工改変地も，元の地形は当然わからない．これらに注意が必要である．  

2.2 パラメータおよび領域分割  

本研究で地形分類に利用するパラメータとは，Iwahashi and Pike（2007）で用いた３つの地形量（slope 

gradient，Surface texture，Local convexity）を基本とすることとした．  

 近年，動画の圧縮などコンピュータビジョンの分野から，オブジェクトベースの画像領域分割と言

う手法が考案され（Baatz and Schäpe, 2000），汎用ソフトへの実装後，リモートセンシングの分野など

で盛んに使われるようになってきている．ラスタ画像に対して隣接画素との類似性を計算して基準よ

り似ていればマージしていき，結果をポリゴンで返すものである．GMTED2010 から求めた地形量の

画像を領域分割することによって，ポリゴンを作成した．  

2.3 属性によるポリゴンのグルーピング  

 分割したポリゴンに各地形量の代表値を格納し，グルーピングを行うための手法を検討した．グル

ーピングの手法は，閾値を用いる事やデータマイニング的手法など様々に考えられる．  

 

3. 得られた成果  

日本を含む東アジア，北米西海岸，東南アジアを中心とする GMTED2010 のタイルについて，地形

分類図をクラスタリングにより試作した．図-1 は，サンフランシスコ湾やセントラルバレー周辺の地

域について抜粋したものであるが，Iwahashi and Pike（2007）と比べて，地形の境界がより明瞭であり，

明らかに向上している．また，地質図や Wills et al.（2000）と比較すると，セントラルバレーの縁の段

丘・San Francisco Bay mud と呼ばれる軟弱地盤などを良く表現している．しかし山地についてはまだ，

どこまで細分するか等，分類方針が定まっておらず検討事項が多い．  

 

4. 結論  

GMTED2010 の 250mDEM を用い，オブジェクトベースの領域分割を取り入れることによって，

SRTM30 の 1kmDEM を用いてピクセルベースで行った従来の手法より，分類結果が大幅に向上するこ

とがわかった．ただし，グルーピングの手法を中心にさらなる検討が必要である．  
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図-1 a)Iwahashi and Pike(2007)による 1km メッシュの自動分類図 b)本研究で試作したポリゴンベースの自

動分類図 c)Jennnings(1977)による地質図  d)Wills et al.(2000)による地盤分類（Jennings(1977)等を

編集・追記） 
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宅地盛土の地震時安全性評価の実用化に向けたパラメータ解析と 

地形復元手法の開発（第 1 年次） 
 

 

実施期間 平成 27 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 

 

中埜 貴元  

 

1. はじめに  

2011 年東北地方太平洋沖地震では，仙台市等の大規模盛土造成地において盛土の滑動的崩落が発生

した．同様の現象は過去の地震でも発生しており，事前に盛土の崩落リスクを評価し，対策を講じる

必要がある．国土地理院では，平成 19～21 年度に実施した国土交通省総合技術開発プロジェクト「高

度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発」（以下「減災総プロ」という．）の中で，

盛土の地形データのみを用いた盛土の地震時崩落リスク評価手法を構築し，国土交通省（2015）で引

用されているが，本手法は海溝型地震による検証が十分ではないという課題があった．また，評価に

は造成前の旧地形データが必要であるが，現状ではデータ作成にコストがかかり，対策の遅れの要因

のひとつとなっている．  

そこで本研究では，東北地方太平洋沖地震による事例を導入することによる，より汎用性の高い評

価パラメータの導出とシステムの改良を行うとともに，新技術を用いた旧地形データの効率的作成手

法の確立を目的とする．なお本研究は，科学研究費補助金若手研究（B）（課題番号：15K16288）の予

算によるものである．  

 

2. 研究内容  

平成 27 年度は，（1）2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う宅地盛土の滑動崩落被害分布の把握，と

（2）造成前後の地形データの作成手法の検討，を実施した．  

（1）では，過去に実施した現地調査結果や各機関・研究者による報告（清田・京川，2011；若松ほ

か，2011；兵動ほか，2011；太田ほか，2011；釜井，2011；Mori et al., 2012；三嶋ほか，2014 など）

及び地方公共団体等の行政機関による被害報告を，宮城県を中心に網羅的に収集することにより，本

地震に伴う滑動的変動盛土のリストを作成した．  

（2）では，特に造成前の地形データについて，米軍空中写真を用いて，SfM 多視点ステレオ写真測

量（SfM[Structure from Motion]/MVS[Multi-View Stereo]）技術により作成する手法を検討した．対象地

域は，過去に写真測量により米軍空中写真からデジタル標高モデル（5m メッシュ DEM）を作成して

いた阪神地区とした．使用した米軍空中写真は，1949 年撮影の USA-R601-23～29，40～43（撮影高度：

3048 m，撮影縮尺：1/19,831，カメラ名称：K-17C，焦点距離：153.7 mm）の計 11 枚である．SfM/MVS

処理には，Agisoft 製 PhotoScan Pro を用いて，5m メッシュ DSM とオルソ画像を作成した．地上基準

点（GCP）は，過去の写真測量の際に使用した点のうち，2009 年の現地調査（GCP の座標取得）時の

目標物が米軍空中写真でも確認できる 10 点とした（図-1）．GCP の座標は，VRS-GNSS 測量により取

得した成果を用いた．また，カメラキャリブレーションはセルフキャリブレーションとした．なお，

SfM/MVS 技術により作成されるデータは，デジタル標高モデル（DEM）ではなくデジタル表層モデル

（DSM）であるが，米軍空中写真から写真測量により作成された DEM も一定程度の誤差を含むため，

DSM でも盛土の評価に活用できるとの仮説に基づいて研究を実施している． 
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図-1 米軍空中写真による造成前地形データ作成手法検討範囲図（阪神地区）及び GCP の配置 

 

3. 得られた成果  

3.1 仙台地区における滑動的変動盛土  

各種文献，資料を調査した結果，仙台地区においては 76 の滑動的変動盛土が確認された．なお，こ

こで言う滑動的変動盛土は，上述の減災総プロ研究の中での扱いと同様，ひとまとまりの盛土ブロッ

クがほぼ同様の方向に地すべり的に移動・変形した盛土を指し，門田ほか（2013）の「重たる変状範

囲」や三嶋ほか（2014）の「滑動崩落ブロック」と同義である．また，谷埋め盛土については，複数

の谷を大規模に盛土しているケースがあるが，変動箇所に応じて 1 つの谷に分離できる場合は，分け

て集計した．  

3.2 米軍空中写真を用いた SfM/MVS による DSM の作成とその有効性の検討 

SfM/MVS 処理により作成した三次元立体鳥瞰図を図-2 に，オルソ画像を地理院地図上に表示した

ものを図-3 に示す．図-2 を見ると，概ね良好に三次元モデル（5m メッシュ DSM 及びオルソ画像）が

生成されているが，宅地部については想定よりも建物が立体化され，起伏の多い DSM データとなっ

た．図-3 より，オルソ画像の位置ずれはほとんどないことが分かる．  

過去に写真測量により米軍写真から作成した 5m メッシュ DEM の陰影図を図-4 に，今回 SfM/MVS

処理により作成した 5m メッシュ DSM の陰影図を図-5 に示す．図-5 を見ると分かるように，宅地部

や谷合の森林部では，DSM に多数の起伏が生じている．また，点線で囲んだ範囲は，特徴点が取得さ

れていないため，DSM は強制的な補間処理により生成された箇所である．ここでは，起伏を除去する

ため，3×3 メッシュ内の平均をとったものを作成した（図-6）．その結果，比較的滑らかな DSM が生

成できたが，図-4 と比較すると細かな谷地形などが十分に表現できていないことが分かる．  

この 3×3 メッシュ平均化処理後の DSM から写真測量による DEM を差し引いた差分図を図-7 に示

す．暖色部分は SfM/MVS 処理による DSM の方が写真測量による DEM よりも高い箇所を，寒色部分

は低い箇所を示す．SfM/MVS 処理において特徴点が抽出されず，DSM が適切に生成されなかった範

囲や谷底部分では，大きな差が生じているが，その他の部分は概ね±5m 以内の差となった．  
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4. 結論と今後の課題  

仙台地区における 2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う滑動的変動盛土の情報を，文献調査等によ

り網羅的に収集し，リスト化した．次年度は，このリストと造成前後の地形データを用いて，盛土の

地震時崩落リスク評価パラメータの改良を行う予定である．また，米軍空中写真と SfM/MVS 技術を

用いて造成前の地形の DSM データを作成し，写真測量により作成した DEM データと比較した結果，

±5m 程度の差が生じた．これには写真測量による DEM データの誤差も含まれるため，今後は検証点

を用いた精度検証や造成後の地形との差分による盛土形状データでの比較，及び他地区での検討を踏

まえて，造成前地形データの作成手法の改善を図っていく．  

 

 

図-2 阪神地区（神戸市東灘区東部）の米軍空中写真

から作成した三次元立体鳥瞰図 

 

図-3 阪神地区（神戸市東灘区東部）のオルソ画像と

地理院地図（基盤地図情報）との重ね合わせ 

 

図-4 写真測量による DEM の陰影図（神戸市東灘区東 

部） 

 

図-5 SfM/MVS 処理による DSM の陰影図（神戸市東

灘区東部）．点線部は特徴点無しで DSM が生成

された範囲． 
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図-6 3×3 メッシュ平均化処理後の DSM 陰影図 図-7 3×3 メッシュ平均化処理後の DSM と写真測量

DEM の差分図．点線部は特徴点無しで DSM が

生成された範囲．
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