
地理空間情報の時空間化とその応用に関する研究（第３年次） 
 

 

実施期間      平成 20 年度～平成 22 年度 

                       地理地殻活動研究センター 

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

 

１．はじめに 

地理空間情報を様々な分野で高度利活用していくためには，地理空間情報に時間軸を加えることで

地物の高頻度な変化を容易に管理し，これまで取得されてきた過去の地理空間情報も含めて貴重な財

産として付加価値を持たせることが不可欠である．本研究では，国土地理院で整備している地理空間

情報についてどの様な仕様で時空間化すべきか，時空間化された地理空間情報が国土変遷を評価・予

測するような領域でどの様な利活用が可能であるかを，中縮尺レベルを対象に明らかにすることを目

的とした． 

 

２．研究内容 

学識経験者や地方自治体等に対するヒアリングを実施し，その意見を参考に地理空間情報の時空間

化仕様を検討した．道路や建物の様に個々に発生や消滅が起こる地物については，地物毎に発生開始，

発生終了，消滅開始，消滅終了の４つの時間属性を入力した固定長のデータ仕様とした．土地利用や

DEM などの必ず存在し面的に覆うデータについては，属性が変化する毎にデータ更新を迅速に行える

様に，個別のメッシュ又はポリゴンに対して可変長のデータ仕様で変化時間の情報を追加できる様に

した．また，時間情報が曖昧性を持つことを許すことで，データ整備側が時間情報の取得をしやすく

した．モデル地区をつくば市の TX 沿線に設定し，約 10 年間の時間更新頻度の高い時空間データセッ

トを構築した．データ項目は，交通網（道路，鉄道），土地利用，地形（等高線，DEM），建物，水系で

ある．試作したデータセットは，単に背景地図として表示させるだけでなく，解析可能なデータセッ

トとして，個別に整備されていたデータを位置と時間情報をキーに一元化して試作した． 

 平成 22 年度は，つくば市で試作したデータセットを用いて，指定した時間断面において GIS データ

を切り出して地形図描画を行うシステム，およびそれらを配信する時空間電子国土 Web システムの開

発と，モデル地区における交通網の変遷と土地利用変化との関連性についての GIS 解析を行った． 

 

３．得られた成果 

試作した時空間データセットから，ユーザが任意の日付を指定すると，それに最も近い日付に存在

する地物をすべて抽出して GIS データ（XML，shp 形式）を作成し，地形図描画するシステムを開発し

た（図－１）．各地物を選択すると，時間属性を含めた属性情報を表示することができる．道路は真幅

で表示し，建物は真位置で描画し総描は行わなかった．等高線は DEM から生成し，複数の間隔設定が

可能である．等高線はすべて閉曲線とし，岩がけ・土がけ・被覆等は表現しなかった．土地利用に関

しては，ポリゴンに土地の利用景の地図記号をテクスチャとして貼り付けて地形図的に表示したり，

透過色で土地利用図的に表示したりできるようにした．限られたデータ項目ではあるが，共通白地図

的なデータとして利用可能な描画表現が可能である．さらに，描画した過去の地形図情報を背景地図

として Web 配信できるシステムとして，電子国土 Web システムを用いた配信システム（時空間電子国

土 Web システム）を開発した．このシステムでは，ユーザがカレンダー機能を用いて日付を指定する
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と，予めストックされた背景画像の中からもっとも近い日付のデータを配信する．これによりユーザ

は昔の地形図上に，その当時の様々なコンテンツ情報を別レイヤとして重ね合わせて，自由に配信で

きるようになる． 

試作した時空間データセットから１年毎の時系列地理空間情報を作成し，過去の人間活動（交通網

の変遷）と景観変化（土地利用の変化）との関係を解析した．研究学園駅を中心に円バッファを発生

させ，各バッファにおける土地利用の変化量と変化年を土地利用分類ごとに求めた（図－２）．2003

年以降の変化面積が大きくなっているが，これは TX 開通（2005 年 10 月）を間近に控えた開発ラッシ

ュのためと思われる．バッファ 200～300ｍにおける土地利用の変化内容については，2008～2009 年の

変化前は造成中地が多いのに対し，変化後は様々な土地利用を示しており，開発が進んできている様

子が伺える．バッファ 900～1000ｍに関しては，2008～2009 年の変化後の土地利用が造成中地になっ

ている割合がバッファ 200～300ｍより大きいことから，バッファ 200～300ｍよりは開発が少し遅れて

いる様子が伺われる．時空間データセットの更新が適宜行われていれば，データセットから任意の時

間断面の GIS データを切り出して時系列解析を行うことができ，それにより詳細な都市構造変化を捉

えることが可能となり，国土計画等の分野で有効な地理情報解析が行えることを示すことができた． 

 

４．結論 

時空間化すべき地理空間情報の仕様

を検討し，つくば市をモデルに時空間

データセットを試作した．試作した時

空間データセットを使用して，交通網

開通等の人為インパクトと土地利用変

化との関連性を解析した．地物等の時

間変化の更新を高頻度かつ定期的に行

うことが可能な時空間情報が構築でき

れば，多面的な時空間解析を行うこと

が可能であることを示すことが出来た．

また，Web-GIS にカレンダー機能を付

け，時系列的に背景データを配信する

システムを開発した．試作したデータ

セットは電子国土 Web システムを使っ

て公開する予定である． 

 

 

図－１ 時間指定による地形図描画システムの表示例 

 

図－２ 研究学園駅を中心とした土地利用変遷解析結果．左：バッファ200-300m，右：バッファ900-1000m． 
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合成開口レーダーによる地すべりの監視に関する研究（第３年次） 

 

実施期間          平成 20 年度～平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室   岡谷 隆基  中埜 貴元 

      小荒井 衛 

 

１．はじめに 

本研究は，平成 19 年に発生した能登半島地震の際に取得した SAR 干渉画像において地震のみによる地盤

変動では説明できない局地的な変動が存在し，それらが既知の地すべりと良く一致していたことを踏まえ，

衛星による高解像度 SAR データから地すべり等の地表変状を読み取る手法を開発することを目的とし，平

成 20 年度から３年間の特別研究として実施されたものである．本研究では，この目的の達成のため，災害

状況の効率的な把握に貢献するような画像判読マニュアルを作成すること，地すべりのモニタリング手法

を提示すること，そして地すべりの機構を検討することを目標とした． 

 

２．実施内容 

本研究では，これまで SAR 干渉画像により地すべり性変動を捉えた石川県能登半島地区，山形県月山地

区について，それぞれ SAR 干渉画像から地すべりの挙動を検討してきた．その成果として，航空レーザ測

量データから得られる微地形データと SAR 干渉画像の対応付けにより地すべりの様子を面的に把握できる

ことを改めて示すとともに，時系列的な SAR 干渉画像から地すべりの盛衰についてモニタリング可能なこ

とを示し，SAR 干渉画像判読マニュアルの主要部分を構成する SAR 干渉画像判読カードを試作した． 

これらのことを踏まえ，本年度は地すべり地形が全国的にも顕著に見られ，谷地地すべりなどで知られ

る秋田県東成瀬地区の地すべりを対象に，山形県月山地区で示されたような SAR 干渉画像における干渉縞

の現れ方と地すべりの盛衰の対応付けを普遍化し，地すべりの機構解明及びモニタリングが SAR 干渉画像

により可能であることを示した． 

 

３．得られた成果 

秋田県東成瀬地区における地すべりの挙動と SAR 干渉画像の対応付けに当たっては，平成 21 年度以前と

同様の手法をとった．すなわち，現地の航空レーザ測量データを取得し，当該データから微地形判読を行

い，地すべり土塊の分布を明らかにした上で，SAR 干渉画像と重ね合わせることにより，地すべりの各部

分での振る舞いを検証した．この際，解析済みであった SAR 干渉画像から東成瀬村役場から５km ほど東南

東に位置する，狼沢地すべりにおいて顕著な変動が確認されたことから，東成瀬地区において最も著名で

ある谷地地すべりとこの狼沢地すべりを対象とすることとした．２つの地すべりについて微地形分類の結

果を示したのが図－１及び図－２である． 

ともに以前から活動的であることが分かっているが，谷地地すべりについては平成 21 年度の検討でも示

唆されたとおり，秋田県雄勝振興局建設部の GPS 観測において平成 20～21 年のデータで滑動が鈍化してい

ることが確認され，SAR 干渉画像でもノイズを超える変動が認められないことが別途検証されているため，

以下では平成 20～21 年も引き続き滑動が見られる狼沢地すべりについて述べる． 

狼沢地すべりは，成瀬川右岸に位置し，北西～北北西方向に傾動する地すべりで，平成 18～19 年は場所

によって 30cm 以上，平成 20～21 年でも場所によって 10cm 以上の移動が現地移動杭の観測（秋田県雄勝振
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興局農林部による）から明らかになっている活動的な地すべりである． 

当地を含む SAR 干渉画像について，H18/4/27～H19/4/30（南行軌道）のものを図－３，H20/7/16～H21/6/3

（南行軌道）のものを図－４に示した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 谷内地すべりの微地形分類の結果   図－２ 狼沢地すべりの微地形分類の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 狼沢地すべり付近の SAR 干渉画像(H18-19) 図－４ 狼沢地すべり付近の SAR 干渉画像（H20-21） 

 

 SAR 干渉画像から分かることは，それぞれ楕円で示した範囲が周囲と色調が異なっており，ここで地す

べりが発生したことが推察される．具体的には H20-21 は H18-19 と比べて東側に移動域が移ったように見

える．ただ，H18-19 については移動杭の観測では実は楕円の東側（上部側）の方が移動量が大きいことが

確認されているため，現実には H20-21 の楕円で示した範囲が移動量が H18-19，H20-21 ともに大きく，そ

の絶対値が H18-19 から H20-21 にかけて小さくなっている点に注意が必要である．これらを踏まえれば，

H18-19 から H20-21 にかけて狼沢地すべりの滑動は鈍化しており，滑動する範囲も上部のブロックの一部

に限定されるように変化したことが SAR 干渉画像から読み取ることができ，SAR 干渉画像により滑動する

地すべりのブロック単位での把握及び滑動の盛衰のモニタリングが可能であることを示した． 

 

４．今後の課題等 

本年度は，ここに示したモニタリングや機構の解明に加え，SAR 干渉画像判読のマニュアル化等の成果

を残した．今後は，移動量の定量的把握等の検討が課題になると思われる． 

 

謝辞：データの利用にあたっては JAXA/METI，秋田県雄勝振興局建設部，農林部からの提供を受けた．さ

らに，SAR 干渉画像作成等にあたっては，測地部宇宙測地課の協力を得た． 

参考文献：宇根寛，佐藤浩，矢来博司，飛田幹男（2008）：SAR干渉画像を用いた能登半島地震及び中越沖地

震に伴う地表変動の解析，日本地すべり学会誌，45（2），33-39． 
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地震災害緊急対応のための地理的特性から想定した 

被害情報の提供に関する研究（第１年次） 
 

 

実施期間      平成 22 年度～平成 24 年度 

                       地理地殻活動研究センター 

                       地理情報解析研究室 神谷  泉  乙井  康成 

小荒井 衛  中埜 貴元 

岡谷 隆基 

 

１．はじめに 

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

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

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

る． 

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

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

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

ム，このシステムの出力が適切であるか否かを専門家が確認し，必要ならば修正するためのシステム

等を開発する． 

 

２．研究内容 

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

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

成可能な部分を作成した．表－１に，地域特性データの項目を示す． 

本研究で対象とする被害の種類は，地震による斜面崩壊，地すべり，地盤の液状化である． 

斜面崩壊については，既存文献を調査した結果，阪神淡路大震災における六甲山地の斜面崩壊を説

明する経験式である六甲式（内田ほか，2004）を用いることが最も適当であるとの結論に達した．六

甲式は，阪神淡路大震災以降に発生した他の地震における斜面崩壊についても，有効であることが検

証されている．ただし，地すべり地には適用できない．六甲式は，崩壊の発生を予測する指標（以下，

この指標を「六甲式」という．）を，地震動による最大加速度，傾斜，平均曲率の３つの数値をもとに

計算する式である． 

六甲式を計算するためには，10ｍ程度の分解能の DEM を用い，傾斜と平均曲率を計算する必要があ

る．この計算は，発災時の処理としては負荷が大きすぎる．そのため，六甲式のうち，傾斜と平均曲

率のみで計算可能な部分（以下，「部分六甲式」という．）を事前に計算し，３次メッシュ内の部分六

甲式のヒストグラムを事前に作成することとした．部分六甲式のヒストグラムと，地震時に得られる

最大加速度を使用することにより，３次メッシュ内の六甲式のヒストグラムの近似値を，発震時に短

時間に計算することが可能であり，このヒストグラムを使用して被害の程度を予想することとした． 

ところで，地震時に気象庁から送信されるデータは，震度であり，加速度ではない．しかし，震度

は，加速度から計算されるため，一定の仮定の下で震度から加速度を計算することが可能である．本

研究では，地震時に配信される震度（推計震度分布図においては，0.1 単位の計測震度）から，最大
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加速度を推定することにした． 

一方，地すべりと地盤の液状化に関しては，土地条件等の

地域特性データと震度から発生可能性を予想するのが適切で

あると考えられるが，その具体的なアルゴリズムに関しては，

斜面崩壊のような適切な方法を特定することができなかった．

そのため，震度と地域特性データを組み合わせて，テーブル

ルックアップ方式により，地すべりと地盤の液状化の発生可

能性を予測する汎用的なアルゴリズムを実装した． 

本システムは，このようにして計算された斜面崩壊，地す

べり，地盤の液状化の可能性を示す指標から，電子国土に重

ね合わせ可能な Geotiff 形式等の画像データと，市区町村ご

との集計データを出力するが，その出力様式についても，設

定ファイルを修正することにより出力方法を変更することが

できる汎用的な枠組みを用意している． 

 

３．得られた成果 

 図－１に地震時被害類型予想システムの出力例を示す． 

 

４．結論 

地震時被害類型予想システムがコンピュータシステムとして動作することを確認した．適切な予想

を得るためには，次年度以降テーブルルックアップ方式のアルゴリズムの選定等のシステムのチュー

ニングと，未作成の地域特性データの作成と入力が必要である．これに加え，次年度以降は，専門家

が参集しなくても意見を交換できるシステム，専門家の判断の参考とする重ね合わせ図を自動的に出

力するシステムを開発する． 

 

参考文献 

若松加寿江，久保純子，松岡昌志，長谷川浩一，杉浦正美（2005）：日本の地形・地盤デジタルマップ，

東京大学出版会． 

内田太郎，片岡正次郎，岩男忠明，松尾修，寺田秀樹，中野康雄，杉浦信男，小山内信智（2004）：地

震による斜面崩壊危険度評価手法に関する研究，国土技術政策総合研究所資料，2004，91p．   

表－１ 地域特性データ 
項目名 データソース 
最近隣地震計番号 気象庁 
市区町村コード 自治省 
水域フラグ 基盤地図情報 
標高 基盤地図情報 
傾斜 基盤地図情報 
平均曲率 基盤地図データ 
地形図分類 若松ほか(2005) 
表層地質 若松ほか(2005) 
液状化分類 若松ほか(2005) 
地質 1/20 万シームレス

地質図 
地質フラグ*1 － 
地すべり地の 
割合*2 

地すべり地形分布
図データベース（防
災科学技術研究所） 

部分六甲式 基盤地図情報 
*1 崩壊等に影響を与える地質を抽出したも

の（未整備）  
*2 地すべり地形分布図データベースの整備

範囲のみ作成  

 (a)斜面崩壊 (b)地すべり (c)地盤の液状化 

図－１ 地震時被害類型予想システムの出力例 
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リモートセンシング技術を用いた効率的な災害状況把握の研究（第５年次） 
 

 

実施期間      平成 18 年度～平成 22 年度 

                       地理地殻活動研究センター 

                       地理情報解析研究室 小荒井 衛  

 

１．はじめに 

 これまでの災害状況判読の経験から各種光学衛星画像の判読特性をとりまとめ，災害状況把握に必

要な次期光学衛星のセンサ仕様について検討した（小荒井ほか，2008）．特にステレオ視による高さの

情報の取得が，建物被害や変動地形の判読には極めて重要である．次期災害監視光学衛星の仕様とし

て，同一軌道の実体視は可能だが直下視と後方視のセンサの分解能が異なるものになる可能性があっ

た．そのため，分解能の違う空中写真のシミュレーション画像を作成して，分解能とステレオ視の関

係を考察した．また，2010 年１月 12 日にハイチ国で発生した地震（Ｍ7.0）によるポルトフランス周

辺の斜面崩壊について，衛星画像による判読を行った． 

 

２．研究内容 

阪神淡路大震災直後に撮影された神戸市の空中写真（CKK-94-2 C1）を地上解像度約 20cm でスキャ

ニングし，間引いて分解能 0.8ｍ，1.25ｍ，2.5ｍのシミュレーション画像を作成した．ステレオペア

として組み合わせて地震の被害状況を判読し，どこまで判読できるかを整理した．倒壊建物集中域の

0.8ｍ同士，0.8ｍと 1.25ｍの事例を，それぞれ図－１，２に示す．ハイチの斜面崩壊の判読に使用し

た画像は，１月 23 日撮影の ALOS PRISM 画像（分解能 2.5ｍ）（図－３）と１月 26 日撮影の Geo Eye-1

パンシャープン画像（分解能 50cm）（図－４）である． 

 

３．得られた成果 

解像度 0.8ｍ同士のステレオ視だと建物の被害等は判読可能である．解像度 1.25ｍ同士のステレオ

視だと壊滅的な建物被害の判読は可能であるが，建物密集域での一般的建物被害の判読は困難で判読

できるものは限られる．解像度 2.5ｍ同士のステレオ視だと建物の存在自体は判読可能であるが，建

物構造の詳細は判読できず，建物被害の判読は困難である．0.8ｍと 1.25ｍのステレオ視では，単画

像での細かさと立体感とが相乗効果を発揮して，建物被害等について判読できるものは多い．0.8ｍと

2.5ｍのステレオ視では，前述の相乗効果で建物被害等について判読できるものはあるが，片方の分解

能が 2.5ｍなので判読できるものは限られる．ハイチの土砂災害の判読についいては，ALOS PRISM 画

像だと，広域的な土砂崩壊の分布を押さえるのに効果的で土砂崩壊の存在自体は容易に判読出来るが，

土砂崩壊による被害状況までは判読出来ない．GeoEye-1 画像だと，具体的な土砂崩壊の状況が判読可

能で，土砂災害による建物の被害状況も判読可能であるが，崩壊の微地形判読にはステレオ視が必要

である． 

 

４．結論 

単画像でも分解能が高ければそれなりに判読できるものはあるので，直下視は出来るだけ高解像度

のセンサが良い．後方視は事情により直下との解像度が違っても，解像度が直下視の倍程度あれば，

建物被害はそれなりに判読可能である．以上の結果は，東京大学地震研究所研究集会「地震・火山活

動と関連する災害のリモートセンシング」や JAXA 土砂 WG で報告した． 
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図－1 ステレオペア衛星画像シミュレーション画像（左 0.8ｍ解像度，右 0.8ｍ解像度） 

  

図－２ ステレオペア衛星画像シミュレーション画像（左 1.25ｍ解像度，右 0.8ｍ解像度） 

  
図－３ ハイチの斜面崩壊の ALOS PRISM 画像  図－４ ハイチの斜面崩壊の GeoEye-1 画像 

参考文献 

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

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

©JAXA 
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屋内測位の実用化に向けた研究（第２年次） 
 

 

実施期間      平成 21 年度～平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 神谷 泉  乙井 康成 

 

１．はじめに 

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

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

上でも，測位は重要な技術である． 

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

Satellite System）が広範かつ無料で利用でき，ほとんどの屋外空間においては，だれでも容易に測

位を行うことができる．一方，屋内で広範に利用可能な測位サービスは存在しない．このような状況

のもと，多種多様な測位方式が提案されているが，電子タグを利用した測位も有力な方法の一つであ

る．電子タグを利用した測位を実現するための制度として，国土地理院が提唱している位置情報点（国

土地理院，2010）がある． 

 

２．研究内容 

平成 21 年度は，屋内測位に関する技術動向の調査，屋内測位の設備の整備方策について検討，地下

街等での無線 LAN のアクセスポイントの概略の位置の収集手法の検討を行った．平成 22 年度は，この

うち，位置情報点及び位置情報点に付加するコードである場所情報コードに的を絞り，測地部に協力

する形で，その仕様等を検討した．また，屋内測位に関して様々な技術開発を行う民間事業者等への 

ヒアリング調査を行った． 

図－１ 発行対象の信頼性等により場合分けした場所情報コードの案 
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３．得られた成果 

提案した仕様のうち，信頼がおける発行主体に対しては位置が完全にデコードできる場所情報コー

ドを発行し，不特定多数の主体に対しても，手軽に場所情報コードを発行することができるコード体

系の案を図－１に示す． 

また，この時期に，場所情報コードと同様に電子タグに記録することを前提とした空間位置情報コ

ード，地理識別子の一形態で地物を識別する共通地物 ID が国土地理院から提案され，国土地理院外部

から見ると，お互いの関連性がよくわからない状況になっていた．この３者の間の連携を可能とする

技術的方法を提案した（図－２）．しかしながら，このような技術的な調整以前に，場所情報コード等

の施策の目的を明瞭にすることが必要であることがわかった． 

一方，屋内測位普及においては，測位設備の設置位置を効率的に求める方法の開発が求められてお

り，設計図等の既存資料を活用する方法が注目されているが，位置精度の検証が重要課題となってい

ることが明らかとなった． 

 

４．結論 

 不特定多数の者に対し

て場所情報コードを簡便

に発行できる方策，空間

位置情報コード，場所情

報コード，地物共通 ID

の間の連携方策等を提案

した． 

 

参考文献 

国土地理院（2010）：基準

点体系分科会（Ⅳ）報

告，30p． 

図－２ 空間位置情報コード，場所情報コード，地物共通 ID の調整案 
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写真測量による地表変位の計測による災害調査（第２年次） 
 

 

実施期間      平成 21 年度～平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 神谷  泉  小荒井 衛 

中埜 貴元 

 

１．はじめに 

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

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

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

る可能性がある．本研究では，写真測量による地表面変位の計測を岩手宮城内陸地震に適用した． 

 

２．研究内容 

平成 21 年度は，概ね図－１に示す範囲において，岩手・宮城内陸地震における地表変位の計測を

行なった．本年度は，計測の解釈を進めるとともに，その過程で疑問が生じた部分について，必要に

応じ，追加の計測を行った．また，地すべり及び斜面崩壊と計測結果の間の関係等を調査した． 

 

３．得られた成果 

計測結果とその解釈を図－２（平面位置）と図－３（高さ）に示す． 

平面位置の変位量は，A–B（記号は，図－２あるいは図－３参照）を境界として，変位が収束して

いる．また，高さの変位量は，A–B の南西側ではほとんどないのに対し，北西側では最大３ｍ程度の

隆起となっており，A–B の北西側の A'–B' 付近で最大となっている．これらの変位の特徴は，逆断層

の運動による模式的な地表変位と同様であるとともに，震源断層の位置に近く，かつ走向も類似して

いる．従って，A–B は，震源断層の延長である断層あるいは撓曲に対応すると考えられる． 

一方，点 B より北東側では，このような逆断層様の変位は認められない．代わりに，B–C を境界と

して，左横ずれの変位が認められる．一方，B–C を境界とする高さの変位は，認められない．この特

徴は，震源断層の変位のうち，大きな変位が地表近くまで達していた部分は，南部（荒砥沢ダム周辺）

のみであるとする断層モデル（国土地理院，2008；Ando and Okuyama, 2010 など）と調和的である． 

F1，F2，G，H1，H2 の 5 ヶ所では，特に同一のステレオモデルを用いて

に，隣接点との高さの変位を比較した．その結果，これらの５ヶ所では，

東上がりと解釈できる明瞭な高さの変位量の急変が認められた．従って，

東上がりの撓曲が，少なくとも F から G を通り H まで続いていると解釈す

ることができる．一方，F–G–H に対応する平面位置の変位量の急変は認め

られない．また，高さの変位の不連続である F–G と平面位置の不連続であ

る B–C が一つの直線上にあると解釈することもできる．以上の事実あるい

は解釈は，Ando and Okuyama (2010)の「栗駒山周辺は火山の熱により岩石

が軟化し固着域となっていなかったため，固着域となっていた栗駒山の南

東側だけに栗駒山から遠ざかる断層変位が集中し，結果として栗駒山周辺
図－１ 計測範囲の位置
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では物質が減少したため，栗駒山周辺で大きな沈降を生じた」という解釈と調和的である． 

計測範囲に含まれる規模が大きな７箇所の地すべり（α～η）のうち，α，ε，γ，ζは変位量が

急変する部分，あるいは急変する部分を結ぶ線の付近に位置する．β，ηは，変位量の急変部分から

１km 程度の距離にある．以上，本地震により本計測の範囲内に発生した大規模な地すべりは，δを除

き，変位量の空間変化が激しい場所あるいはその付近に存在する．なお，地表変位量と斜面崩壊地と

の間には，地すべりとの間のような明瞭な空間的な隣接関係を見出すことができなかった． 

 

４．結論 

写真測量を用いて得られた岩手・宮城内陸地震における，平面位置と高さの変位は，地下の温度分

布から計算された Ando and Okuyama (2010)の変動もモデルと調和的であった．大規模な地すべりは，

変位の空間的な変化が激しい場所に発生している事例が多かった． 

 

引用文献 

Ando, R., Okuyama, S. (2010): Deep roots of upper plate faults and earthquake generation 

illuminated by volcanism. Geophysical Research Letters, 37, L10308. 

国土地理院 (2008)：東北地方の地殻変動．地震予知連絡会会報，81，208-263． 

図－２ 平面位置の変位     図－３ 高さの変位 
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主題図を中心とした防災地理情報の有効利用に関する研究（第２年次） 

 

実施期間  平成 21 年度～平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター   

地理情報解析研究室 中埜 貴元 

１．はじめに 

 近年多発する豪雨災害や地震災害に対する防災・減災意識が高まる中，防災地理情報として有用な

国土地理院の主題図（例えば土地条件図，火山土地条件図，治水地形分類図，都市圏活断層図等）の

一層の利活用が期待される．防災地理情報を含む主題図の利活用場面としては，地方自治体による防

災計画や都市計画，ハザードマップ作成時の基礎情報としての利用などが考えられるが，現状ではそ

の作成時において国土地理院の主題図が利用されることは多くない．その理由の一つとして，主題図

における表示項目や活用方法について，想定されるユーザー（主に地方公共団体）のニーズが十分に

反映されていないためと考えられる． 

本研究では，主に地方公共団体における防災・減災計画の場面で主題図の利活用を促進するために

は，どのような防災地理情報を含む主題図を作成すべきか，また，どのような利活用方法があるかに

ついて，主に防災地理情報として汎用性の高い土地条件図を対象に検討した． 

 

２．研究内容 

 平成 21 年度の研究では，土地条件図が基礎情報として役立つと考えられる洪水，内水，津波，高潮，

土砂災害，宅地ハザードマップと地震防災マップについて，いくつかの地方自治体のハザードマップ

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

各種ハザードマップの作成手法を考慮することで，土地条件図の問題点とその解決方法について検討

した（中埜,2010）．その中で，分類項目の再検討の必要性を掲げたが，それに関連して，近年多発す

る豪雨災害（土砂災害）への対策に有用な情報について，2009 年７月に発生した山口県防府市の豪雨

災害を対象に検討した．土砂災害ハザードマップには，法的な規制区域（土砂災害警戒区域等）や各

地方公共団体の調査による土石流危険渓流，急傾斜地崩壊危険箇所，地すべり危険箇所等が表示され

ることが一般的であるが，ここでは，豪雨による斜面崩壊のポテンシャル（危険度）を詳細な地形デ

ータから判別する岩橋・神谷（2010）の方法を用いた斜面崩壊危険度情報の利用を検討した． 

 

３．得られた成果 

 2009年７月に発生した山口県防府市における豪雨災害（以下，「防府豪雨災害」という．）では，

多数の斜面崩壊及びそれに伴う土石流が発生し，いくつかの集落や国道等が被災した．土石流が発生

した河谷の多くは，山口県の土砂災害危険箇所マップにおいて，土砂災害（土石流）警戒区域に指定

されていたにもかかわらず，谷の出口の集落等で大きな被害が生じた．この要因は，ハザードマップ

が未整備であったことや危険情報の事前周知の不足等，ソフト面での災害対策が不十分であったこと

が大きいと考えられるが，「土石流危険渓流」の渓流ごとに異なる土石流の規模やその到達域に関す

る想定が十分に行われてこなかったこともひとつの要因と考えられる． 

 そこで，山地の詳細な地形情報（傾斜，凹凸度（ラプラシアン））から，簡易的に斜面崩壊の危険

度を判定する岩橋・神谷（2010）の手法を用いて，防府豪雨災害地域において斜面崩壊危険度を評価

し，実際の斜面崩壊及び土石流発生域との関係を分析した．図－１に土砂移動範囲図と岩橋・神谷

（2010）の手法による斜面崩壊危険箇所とを重ね合わせたものを示す．この斜面崩壊危険度は，過去
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に崩壊した斜面の傾斜と凹凸度から，判別分析により求めたものであるが，豪雨を対象とした斜面崩

壊のアセスメントには，崩壊サイズに見合ったウィンドウサイズでの計算が必要であり（岩橋ほか，

2009），今回の危険度評価結果には改良の余地がある．しかし，図の中央を南北に走る国道の西側の

山地の崩壊危険度が高い斜面（黄色の部分）の分布密度が約3.8ha/km2に対して，東側の山地は約

6.4ha/km2となっており，実際に発生した土砂移動（崩壊，土石流）の分布密度も西側が約2.6ha/km2

なのに対して東側が約4.5ha/km2と倍近く大きくなっている．また，危険と判断された斜面で今回崩壊

しなかった地域は，今後崩壊する危険度が高まっている斜面と言える．このように，危険度判定が適

切に行われていれば，斜面崩壊アセスメントに有用な情報を提供することができ，土地条件図の利用

価値も高まると考えられる． 

 

４．結論 

 本研究では，主に土地条件図の利活用促進を目指した検討を行い，種々のハザードマップへの活用

の可能性と，それを促進するために必要な情報について提案してきた．本研究を進める間に，土地条

件図の凡例項目の見直しや，土地条件図と治水地形分類図の凡例の統合化等が実施され，これまでよ

りも広範囲で体系的な地形分類データの利用が可能となりつつある．しかしこのデータは，現在の地

表の形態を表現することと整備の効率化を重視しているため，整備項目は削減される傾向にあり，地

形発達史的な観点にも欠けている．整備目的の明確化（限定化）と整備の効率化による整備範囲の拡

充は重要であるが，ハザードマップの高度化に資する主題図という点では，今回示したように，昨今

軽視されがちな山地の地形に関する主題情報も重要と言え，今後は中長期的な視点で有用な情報項目

を見極める必要がある．また，地形発達史も考慮

した詳細な地形分類も防災上重要な情報であり，

地質図等のように国土表層の詳細な形態を可能な

限り全国整備することが望ましい．すなわち，両

者をハイブリッド的に整備することで，より意味

のある主題図を提供できると考える． 

 

参考文献 

岩橋純子，神谷泉（2010）：高密度地形データを用

いた斜面崩壊予測のための大縮尺地形分類手法

の開発（第３年次），平成21年度国土地理院調査

研究年報． 

岩橋純子，神谷泉，山岸宏光（2009）：LiDAR DEM を

用いた表層崩壊のアセスメントに適する勾配と

凹凸度の計算範囲の推定．地形，30(1)，15-27． 

中埜貴元(2010)：主題図を中心とした防災地理情

報の有効利用に関する研究（第１年次），平成21

年度国土地理院調査研究年報． 
 

図－１ 2009年７月豪雨による土砂移動範囲と岩橋・神

谷（2010）による斜面崩壊危険箇所．土砂移動 

範囲図はアジア航測（株）のホームページ 

（http://www.ajiko.co.jp/bousai2/hofu/hofu2

.htm）より引用． 
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地球地図データの利活用に関する研究（第１年次） 

 

実施期間          平成 22 年度～平成 23 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室  岡谷 隆基  乙井 康成 

 

１．はじめに 

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

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

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

これを踏まえ，同年建設省（現在の国土交通省）は，地理情報整備の分野でも一層の貢献が必要であると

の認識から，地球環境の現状と変動の把握のための地球規模の地理情報を，国際的な協力の下で整備して

いく構想－地球地図構想－を提唱した．その後，地球地図プロジェクトの国際的推進体制確立のための，

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

地図プロジェクトは 180 の国・地域が参加（平成 23 年３月現在．以下同じ）する一大プロジェクトに成長

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

が公開されるとともに，現在 75 の国・地域の交通網・水系等からなる国別データが公開されている． 

地球地図データの利活用事例は，これまで地球地図フォーラム等において紹介されてきたところである

が，交通網などのベクターデータについては，整備されている国・地域が一部となっているため，複数の

国にまたがるような広域的な解析はあまり行われてこなかったところである．しかしながら，特に東南ア

ジアから南アジアにかけての範囲は，カンボジアなど一部の国を除いて国別データが広く作成されている

ところであり，広域の解析が可能となっている． 

こうした状況を踏まえ，本研究では交通網のうち幹線道路に着目し，幹線道路の整備・開通という人間

活動が樹木被覆率や土地被覆などの地球表層環境に及ぼす影響について評価を行った． 

 

２．実施内容 

本研究は地球地図の各国データが広く整備されている東南アジアから南アジアの範囲（インド，ネパー

ル，ブータン，ミャンマー，タイ，ラオス，ベトナム）について，各国が整備した交通網データの中の幹

線道路(arterial roads)データ，及び 2008 年に公表された地球地図データ第一版に含まれている１km 解

像度の樹木被覆率データと土地被覆データ(Tateishi et al., 2010)とを重ね合わせて，両者の関係を調べ

た．また，土地被覆などの表層環境は地形に左右される部分も大きいと考えられるため，2000 年に公開さ

れた地球地図の標高データも利用した． 

 

３．得られた成果 

 最初に対象地域における幹線道路と樹木被覆率の重ねあわせを実施した（図－１）．樹木被覆率は一義的

には降雨の影響を受けると考えられ，ヒマラヤ山脈南部や東南アジアのモンスーン地帯等で高い値が出て

いるが，例えばタイなどを見ると幹線道路が網の目状になっている北部地域は樹木被覆率が低くなってお

り，耕作活動など人間活動の影響があることが示唆されている． 

 一方，先に指摘したとおり地形が樹木被覆率などの表層環境に多分に影響を与えていることが推察され

ることを踏まえ，ネパールについて幹線道路と標高データの重ねあわせを実施した（図－２）．この地域に 
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ついては，ヒマラヤ山脈にかかる高山地域の南端の縁に沿

う形で幹線道路が存在しており，耕地などに代表される人

工的被覆は道路を中心に拡がっているというよりは，地形

を反映して道路の南部に偏っているように見える（図－

３）．このように，ネパールの事例では土地被覆などの表

層環境を決める因子としては地形が絶対的であり，幹線道

路の開通は二次的であることが分かった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これと対照するため，図－４はネパール

と同様の形でタイの事例を示した．図で示

したように，幹線道路沿いのところには都

市，水田，耕地などの人工的被覆が一部見

られるが，周辺部は他の植生（耕地を含む）

や疎林が中心となっており差異が見られる．

このように，タイのケースでは幹線道路の

開通に伴い開発が進むような傾向が見られ

た． 

 

４．結論 

 東南アジアから南アジアを対象として，地球地図の幹線道路と樹木被覆率・土地被覆データ等の表層環

境との対比を行った．結論としては，表層環境は地形に左右される部分が大きいものの，タイの場合のよ

うに幹線道路の開通が人工的土地被覆の増加につながるケースも確認され，一定程度表層環境へのインパ

クトがあることが示唆された． 

 今後も引き続き，地球地図データの広域性を活かし，人的活動が土地被覆等に及ぼす影響等について研

究事例を積み重ねていくことが必要であると考える． 

 

引用文献 

Tateishi, R; Uriyangqai, B; Al-Bilbisi, H; Ghar, MA; Tsend-Ayush, J; Kobayashi, T; Kasimu, A; Hoan, 

NT; Shalaby, A; Alsaaideh, B; Enkhzaya, T; Gegentana; Sato, HP (2011). Production of global land 

cover data - GLCNMO. INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH, 4(1), 22-49.  

図－１ 幹線道路と樹木被覆率の対比 

図－２ 幹線道路と標高の対比（ネパール） 図－３ 幹線道路と土地被覆の対比（ネパール） 

図－４ 幹線道路と標高・土地被覆の対比（タイ） 
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米軍空中写真の標定手法に関する研究（第１年次） 

 

実施期間       平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター            

地理情報解析研究室 中埜 貴元  神谷  泉 

        

 

１．はじめに 

国土の景観・環境保全や防災対策を推進するためには，国土の変遷を明らかにした上で様々な対応

を取る必要がある．従来の時系列地理情報に関する研究により，「国土変遷アーカイブ整備」事業に

より整備されつつある米軍空中写真や迅速測図原図といった歴史的地理情報を高度に処理して時系列

的な空間データを作成する手法やそれらを用いた過去の景観復元等，時系列地理情報を計測・処理・

表現する技術が開発されてきた（例えば，長谷川ほか，2005；長谷川，2007；小荒井，2010）．しか

し，宅地耐震化事業等に伴う盛土地形抽出等に有効な米軍空中写真の利用，特にその標定手法につい

ては技術的な課題が残されており，地方自治体やコンサルタント会社等でも利活用できるよう，標定

手法のマニュアル化が求められている． 

そこで本研究では，従来の研究をレビュー・整理することで，より適切な米軍空中写真の標定手法

の確立を目指した． 

 

２．研究内容 

本研究では主に以下を実施した． 

１）過去に実施した米軍空中写真に関する研究（特別研究「国土の時系列地図情報の高度利用に関す

る研究」，科研費「米国公文書館所蔵の米軍撮影空中写真による東南海地震等終戦前後の災害検証手

法開発」）における標定に関連した成果や米軍空中写真を用いた既存研究，米軍空中写真について記

載された文献（例えば，American Society of Photogrammetry，1952）のレビュー・整理． 

２）国土地理院が保有する米軍空中写真の諸元情報（撮影年，縮尺，カメラ型式等）の収集． 

３）米軍空中写真を用いた効率的な改変地形データ作成手順の検討（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－地盤の脆弱性把握のための開

発」の成果の活用）． 

 

３．得られた成果 

１）過去の研究資料等から，米軍空中写真の標定時には，地上基準点（GCP）を多数設置することが望

ましい（長谷川ほか，2007）とされていたが，必ずしも米軍空中写真に写っている地物が現存してい

るとは限らないこと，また，標定時の写真の内部歪み（歪曲収差）に関する検討が不十分であったこ

とから，これらの点についてはさらに検討が必要であることがわかった．当時一般的に使用されてい

たメトロゴンレンズの歪曲収差については，最大で 100μｍに及ぶ一般的なディストーションカーブ

が報告されており（American Society of Photogrammetry, 1952），この値を用いた補正を施した上

で，再度標定手法を検討する必要がある． 

２）国土地理院が保有する米軍空中写真の撮影年月日，撮影高度，原縮尺，焦点距離，カメラ型式等

に関する情報を一元的に収集することができた． 

３）大規模盛土造成地等において，造成前の地形データ（DEM）と現在の DEM との差分を取ることで，
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切土・盛土分布を把握することができるが，造成前の DEM 作成には米軍空中写真が有効である．しか

し，前述したように米軍空中写真の標定には課題が残されており，絶対標定精度が低いことから，相

対的な利用が効果的と考えられる．すなわち，1960 年代の国土地理院撮影の空中写真を標定した後，

その空中写真内から米軍空中写真に写っている地物（送り点）を抽出し，その点をパスポイントとし

て米軍空中写真を標定することで，両者の空中写真間の相対精度が保たれる．新地形を計測する空中

写真との相対精度も保つためには，標定した新地形の空中写真から送り点を抽出すれば良いが，不変

地物が少ない場合が多いため，注意が必要である． 

４）財団法人放射線影響研究所は，放射線被曝による人体への影響を調査するため，原爆による被爆

者の被曝位置を正確に把握する必要があったが，被曝位置は米軍作成の地図上で計測されていたため，

計測に使用された米軍作成の広島及び長崎の地図の幾何補正について，国土地理院に相談があった．

そこで，当研究室では本研究の一環として，米軍空中写真，その他の空中写真，都市計画基図を用い

て幾何補正が可能であることを提案した． 

 

４．結論 

本研究では，米軍空中写真に関する様々な資料を入手することができた．また，従来の米軍空中写

真標定に関する研究成果における問題点を把握するとともに，その解決策について検討した．しかし，

本来の目的であった標定マニュアルの完成には至らなかったため，研究を延長して，今後米軍空中写

真を利活用する際の注意点や事例等も含めた利活用マニュアルを作成する． 

 

引用文献 

American Society of Photogrammetry（1952）：Manual of Photogrammetry (second edition), George 

Benta Publishing, pp.876. 

長谷川裕之 (2007) ：米軍写真を用いた終戦直後の自然景観の定量的再現，システム農学，23，1，21-31． 

長谷川裕之，小白井亮一，佐藤浩，飯泉章子 (2005) ：米軍撮影空中写真のカラー化とその評価，写

真測量とリモートセンシング，44，3，23-36． 

長谷川裕之，佐藤浩，小荒井衛（2007）：国土の時系列地図情報の高度利用に関する研究（第２年次），

平成18年度国土地理院調査研究年報． 

小荒井衛(2010) ：時系列地理情報を活用して把握した多摩丘陵の土地被覆変遷の特徴．国土地理院時

報，120，23-35. 
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表層崩壊の発生場および山地の地形分類に関する研究（第１年次） 
 

実施期間      平成 22 年度～平成 23 年度  

地理地殻活動研究センター            

地理情報解析研究室  岡谷 隆基   中埜 貴元 

            小荒井 衛  

１．はじめに 

平成 21 年度まで実施された特別研究「高密度地形データを用いた斜面崩壊予測のための大縮尺地形

分類手法の開発」では，豪雨による新規崩壊について傾斜と凹凸度による地形分類で危険度評価が可

能であることを明らかにし，地震による崩壊について傾斜が非常に重要であり傾斜分級図が危険度評

価に重要な役割を果たすことを明らかにした（岩橋ほか，2010）． 

一方，斜面崩壊は傾斜に代表される地形条件が重要であることに加え，根のせん断強度が土壌の安

定度に寄与することから植生状態が影響することが，森林関係の研究者（例えば阿部(1998)）などに

より指摘されている． 

本研究では，斜面災害に係わるハザードマップ整備の推進に貢献するため，航空レーザ測量による

詳細な標高データ等を用いて，従前より関連性が指摘されてきた地形に植生の影響を加えることによ

り，効果的な土地の脆弱性の評価方法を検討することを目的として，以下の作業を実施した． 

 

２．研究内容 

平成 22 年７月 16 日に３時間雨量 170mm を超える激しい降雨により，数多くの土砂崩壊と人的被害

が発生した広島県庄原市（範囲は図－１で表示される 1.5×１km とした）を対象として，アジア航測

㈱が災害発生直後に計測した航空レーザ測量データから，地形条件と植生条件を導き出し，崩壊発生

場所との対比を行った．この際用いたのは，航空レーザ測量による 1mDEM と 1mDSM である．地形条件

については傾斜度を選んだ．また，植生条件については，土地被覆，樹種，樹高や疎密度等などの指

標が想定されるが，DSM と DEM の差分を樹高と定義し今回はこれを採用した．作業にあたっては，航

空レーザ測量と同時に取得したデジタル航空カメラ画像から作成したオルソ画像を用いて，画像解析

ソフト eCognition による領域分割により，自動的に抽出された崩壊地分布を比較対象データとした． 

最後に，地形条件，植生条件，崩壊地分布を対比することにより，それぞれの類似性から斜面崩壊

への地形条件，植生条件の寄与について検討を行った． 

また，平成 21 年７月 21 日に豪雨による災害が発生した山口県防府市の事例についても検討した． 

 

３．得られた成果 

３．１ 広島県庄原市を対象とした eCognition による崩壊地の抽出について 

オルソ画像を用いて崩壊地の抽出を行った．手法は eCognition を用いて，画像の RGB 値から複数の

オブジェクトに領域分割を行った後，明度が高く RGB 中 R の反射強度が最も大きかったことを利用し

て，崩壊地を抽出した．最後に一連の崩壊地の最上部のオブジェクトを崩壊発生地として，その直上

にあるオブジェクトを崩壊発生地の植生を反映する崩壊地直上のオブジェクトとした． 

崩壊発生地の抽出結果は図―１に示すとおりである．一部抽出できていない場所があるが概ね一連

の崩壊発生地のうち最も高い崩壊源にあたるところを取得できている． 

３．２ 広島県庄原市を対象とした地形条件及び植生条件について 

対象地の傾斜度を eCognition による崩壊発生地分布と重ね合わせて図－２のとおりマッピングし
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た．黒で示される崩壊地直上のポリゴンが傾斜度の高い部分（具体的には 30 度以上）と良く一致して

いる．これに対して，植生条件については樹高と eCognition による崩壊発生地分布と重ね合わせたも

のの対比を図－３として示した．土石流の発生地や流路となっているところは地面が見えているため

０m を示す茶色が広く表示されている．一方，15m 以上の樹高を示す緑や水色の領域は山稜から斜面に

かけての領域にところどころ分布し，図の範囲では，中央付近や左上部，右上部等に確認され，左下

部等は少ない． 

３．３ 広島県庄原市を対象とした地形条件及び植生条件と崩壊地分布の対比について 

図－２からは，崩壊地が傾斜度の大きいところで多く見られることが読み取れるが，同図に示した

太い楕円の範囲では，傾斜度が大きいにも関わらず崩壊はあまりない．一方，同じ場所を図－３に重

ね合わせると，樹高の高い場所に一致することから，傾斜度が大きくても樹高が高い場合は崩壊が発

生しにくいことが示されている．すなわち，地形条件に植生条件を加えると土地の脆弱性の評価がよ

り正解に出来るのではないかということが示唆された． 

３．４ 山口県防府市の事例について 

 平成 21 年夏に山口県防府市で発生した豪雨に伴う斜面崩壊では，崩壊地周辺がほぼ真砂土であり，

地質要件の影響も大きいことが示唆されている．一方，大規模崩壊があった場所は伐採植生が含まれ

ており，幼木が多く見られるなど，庄原のケースと同様に植生の影響が示唆される結果となった． 

 

４．結論 

昨夏の広島県庄原市における豪雨に伴う斜面崩壊などについて地形及び植生との関連について検討

した．その結果，地形が大きく寄与していることは昨年までの特別研究で指摘されていたところと同

様であるが，樹高が大きいところでは，傾斜度が大きいにもかかわらず斜面崩壊が少ないという傾向

も見られたことから，斜面崩壊の多寡には樹高などに代表される植生条件も因子として影響している

と考えられる．来年度以降の特別研究において，その因果関係をより明らかにしていきたい． 

 

参考文献 

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

岩橋純子・神谷泉 (2010) 高密度地形データを用いた斜面崩壊予測のための大縮尺地形分類手法の開

発（第３年次），平成 21 年度国土地理院調査研究年報． 

 

 

図－３ 樹高と崩壊地の対比 図－２ 崩壊地と地形の対応 図－１ 崩壊地の自動抽出 
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小笠原硫黄島の詳細な段丘編年と地殻変動観測による火山活動の解明 

（第２年次） 

 

 実施期間      平成 21年度～平成 23年度 

 地理地殻活動研究センター 今給黎 哲郎 

 地理情報解析研究室    中埜 貴元  小荒井 衛 

       乙井 康成 

 

１．はじめに 

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

の火山活動で知られている火山島である．硫黄島における火山防災上，現在の活発な隆起活動が火山

活動ステージのどの段階に対応し，将来の火山噴火にどのように結びつくかを解明することが重要で

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

把握し，過去からの活動史の中で現在の火山活動を理解することを目的としている．本研究は科学研

究費補助金（基盤研究(C)，研究課題番号：21510193）によるものである． 

 

２．研究内容 

 本研究では目的を達成するために，（１）詳細な隆起活動史と火山編年，（２）詳細な地殻変動観測，

（３）火山活動のモデル構築の３項目について研究を実施している．（１）については，現地調査と化

学分析（年代測定，主成分分析等）を併用して実施し，（２）については GPS により観測を行った．な

お，地殻変動観測については平成 20 年度まで一般研究として行われた「硫黄島の火山性地殻変動に

関する研究」を引き継いでいる．（３）については，（１）と（２）の成果を基に実施するものである． 

 

３．得られた成果 

 本年度は，平成 22 年６，９，12 月に現地調査を実施し，海岸段丘の地形学的調査，火山地質調査

（露頭調査），試料採取および GPS 地殻変動観測を実施した．また，採取した試料の年代測定，化学分

析も実施した． 

（１）詳細な隆起活動史と火山編年に関する成果 

 火山編年については，地形・火山地質調査に加えて，採取試料および関係機関から提供を受けた試

料の分析とそれらに基づく過去の噴火時期の検討を行った．現地調査で採取したサンゴ化石礫や炭化

木片，火山噴出物（溶岩，軽石等）の試料について，14C 年代測定や全岩分析，火山ガラスや斑晶鉱

物の主成分分析，炭化木材の樹種同定を行うととともに，堆積物の磁化方位（堆積残留磁化）測定を

実施した．その結果，以下のような考察を得た． 

 １）Ｈ段丘面上の段丘礫層中のサンゴ，釜岩のペペライト中のサンゴ礫および摺鉢山東岸の段丘礫

層中のサンゴ礫の 14C 年代は，これまでの年代値と整合的であり，Ｈ段丘面の発達時期が今給黎ほか

（2010）等で提唱している 350～500cal.BP 頃であることや，旧期摺鉢山の活動期が 500～600cal.BP

であることを裏付ける結果となった． 

 ２）北ノ鼻の海岸段丘基部の元山凝灰岩層中から採取した大きな径の炭化木材の樹種については，

トウダイグサ科に似た散孔材の道管配列を持つ熱帯性の広葉樹であることがわかったが，樹種までは

同定できなかった． 

 ３）年代推定試料が得られていない釜岩海浜堆積層，金剛岩下最下位の海浜砂層，摺鉢山山頂およ
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び西岸の細粒砂層，神山海岸の元山凝灰岩層について過去の地磁気の方向を示す堆積残留磁化（DRM）

を測定した結果，①類似した環境で堆積したと考えられている釜岩海浜堆積層と金剛岩下最下位の海

浜砂層は異なる磁化方位を示し，異なる時期に堆積，②摺鉢山の堆積物は非常に綺麗な縞模様状に成

層しているにもかかわらず測定誤差が大きいことから，縞模様を構成する各層の堆積時期に時間間隙

があり堆積速度が遅い，と推定された．②については，堆積環境が静水域であるという従来の考え方

と調和的な結果と言える． 

 ４）全岩分析および火山ガラス主成分分析の結果，幾つかのことが明らかとなった．沖縄の遺跡で

見いだされる漂着軽石（BL スコリア）について火山ガラス主成分分析及び全岩分析を行い，硫黄島お

よび福徳岡ノ場の軽石の分析データと比較した結果，この漂着軽石は摺鉢山起源の火山岩組成グルー

プに属することがわかった．BL スコリアは，付着しているサンゴ化石の 14C 年代から 1400 年前より

古い時代に漂流した軽石と考えられている（加藤，2009）．この年代は 500 年前と考えられる摺鉢山活

動期より以前に，摺鉢山付近から沖縄まで到達するような多量な軽石を噴出する大規模な火山活動が

あったことを示す．また，元山南海岸において海岸付近の段丘上に見いだされた緑色漂着軽石が，二

ッ根の岩塔を構成する軽石に対比できることがわかった． 

（２）詳細な地殻変動観測に関する成果 

 地殻変動観測については，GPS 観測（連続観測および繰り返し観測）と衛星 SAR 干渉解析による地

殻変動の面的な把握を引き続き行った．2010 年初めから約１年間は硫黄島全体の隆起がやや停滞した

時期であったことが GPS 連続観測で確認された．水平変動は，硫黄ヶ丘を中心とする収縮変動と，阿

蘇台断層を中心とする膨張傾向の変動が見られる．上下変動は，前年度までの傾向と同様，島東部の

元山の中心部にあたる硫黄ヶ丘付近では沈降傾向が見られる．連続観測では，2011 年初め頃から島全

体が急速に隆起する傾向に転じたことが確認されており，2011 年１月初めから３月末までの３ヶ月間

で，島の西側にある硫黄島１では約 50cm の隆起が観測されている．この隆起速度は，2006 年の後半

に観測された顕著な隆起を上回り，隆起量も 2001 年～2002 年にかけての約１ｍの隆起が生じた時期

に近づく勢いである．しかしながら，2010 年 11 月と顕著な隆起開始後 2011 年２月データによる「だ

いち」PALSAR データの干渉解析でも，地殻変動の空間分布の特徴にはそれ以前と変化が見られないこ

とから，同じ変動源による変動が継続していると考えられる． 

 

４．結論 

 これまでの成果により，硫黄島の隆起活動は等速隆起（貝塚ほか，1985）ではなく，断続的な隆起

であると推定される．火山活動の前にはマグマの貫入によると思われる活発な隆起活動が発生する，

という硫黄島の火山活動モデルが明らかになりつつあり，近年の顕著な地殻変動との対比から，現在

の火山活動ステージについて検討する必要がある．今後，モデル構築のために，段丘編年と火山編年

を詳細に行うとともに，補足的な現地調査，分析および過去の地形図から作成した DEM と現在の DEM 

との差分による面的な隆起量の把握を行う． 

 

引用文献 

今給黎哲郎，小荒井衛，中埜貴元，大井信三，矢来博司，佐藤浩，佐々木圭一（2010）：小笠原硫黄島

の火山活動と隆起活動，日本火山学会 2010 年秋季大会予稿集，p.127． 

貝塚爽平，加藤茂，長岡信治，宮内崇裕（1985）：硫黄島と周辺海底の地形，地学雑誌，94，pp.424-436． 

加藤祐三（2009）：軽石－海底火山からのメッセージ，八坂書房，pp.288． 
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活褶曲地帯における地震に伴う斜面変動と地形発達過程に関する研究 

（第１年次） 
 

 

実施期間      平成 22 年度～平成 24 年度 

                       地理地殻活動研究センター 

                       地理情報解析研究室 小荒井 衛  岡谷 隆基 

中埜 貴元 

 

１．はじめに 

新潟県中越地方では，2004 年中越地震，2007 年中越沖地震と被害地震が相次いだ．中越地震では山

古志地区に集中して多数の斜面崩壊が発生したのに対し，中越沖地震での斜面崩壊は散在していた．

中越地方は活褶曲地帯としても有名であり，ALOS/PALSAR データを用いた干渉 SAR により，中越沖地

震と同期した小木ノ城背斜の 10cm 弱の隆起（活褶曲の成長）が報告されている．一方，中越地震では，

地震前の空中写真測量と地震後の航空レーザ測量のデータから，信濃川と魚野川の合流部あたりで

0.5～1.5ｍの隆起が報告されている(小長井ほか，2007)．このように，地震に伴う活褶曲の成長と斜

面崩壊の集中とには関連性があると考えられており，山古志地区で集中した斜面変動・地すべりを活

褶曲地帯における地形発達史と関連づけて説明することが求められている．本研究は科学研究費補助

金（研究課題番号：22500994）の予算によるもので，産業技術総合研究所の小松原琢主任研究員と福

岡教育大学の黒木貴一教授との共同研究である． 

 

２．研究内容 

山古志地区（特に芋川流域）において６～７月に予察調査を，10 月に本調査を行った．本調査に入

る前に，芋川流域で航空写真判読と航空レーザ測量による１ｍ間隔等高線図の読図により，明らかに

連続する平坦面の区分を行った．現河床の流下方向に５ｍ間隔で現河床流下方向と直交する方向に横

断線を引き，横断線と交わる平坦面の高さを航空レーザの DEM データから読み取りプロットし，河床

縦断面図を作成した．本調査では，芋川沿いの主要な段丘面，および東部にある道光高原に広がる活

褶曲で変形した古い地形面に載るローム層のサンプリングを行い，火山灰分析を行った．道光高原で

は５ｍを越える厚さの風成層が認められる．本研究では火山灰分析などの結果を基に，芋川流域の段

丘編年を行った．また，主要な露頭で弾性波探査による風化度の調査を行った．３月には，西山丘陵

で予察調査を行った． 

 

３．得られた成果 

河床縦断面図を図－１に示す．連続性の良い段丘面は最低でも３つ確認できる．最も低い段丘には

風成層は載らず，中間の段丘の風成層にはテフラは認められず，最も高い段丘には風成層の下部に火

山ガラスや斜方輝石が認められた．火山ガラスと斜方輝石の屈折率測定や火山ガラスの化学分析の結

果，このテフラは魚野川流域で普遍的に観察される約 15ka に噴出した浅間－草津火山灰（As-K）や，

同じ浅間火山起源で約 10ka に噴出したとみられる立川ローム上部ガラス質火山灰（UG）の可能性は否

定された．一方，魚野川との合流部に近い標高 150ｍの地点に断片的に存在する段丘からは UG に対比

される火山灰が検出された．以上のことから，芋川流域では 1.0 万年前より古い連続した地形面は存

在しない． 
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一方，道光高原の風成層の中間部（地表から約 120cm 下位）にはカミングトン閃石が認められ，化

学分析の結果このテフラは約 13 万年前に噴出した飯縄-上樽テフラ（It-KT）と考えられる．よって，

道光高原の広大な地形面は，少なくとも最終間氷期よりもっと以前に形成された地形面であり，破間

川が形成した中期更新世の地形面が残存していると考えられる． 

弾性波探査による露頭の風化度調査では，中越地震の崩壊地の露頭と，中越地震では崩壊していな

い切土の露頭とで比較を行い，５ｍ離れた弾性性速度が崩壊地および地すべり土塊の近傍で遅いこと

を確認した．また 10ｍ離れた地点間の弾性波速度は，類似した地質状況の露頭でもクラックの有無に

よって大きく異なった値を示すことが確認された． 

芋川流域で最も古い段丘面は，現河床とは下流部で比高約 20ｍ，上流の東竹沢付近で約 30ｍあり，

単にその比高を隆起量のみに限定して考えると，年間２～３mm 以上の隆起量となる．また，中越地震

での平均隆起量を約１ｍ程度と仮定した場合には，この程度の隆起量を２～３mm で割ると 330～500

年以下となる．1000 年に２回以上の高い頻度で，中越地震程度の地震が起きていたと説明すると，芋

川の隆起量が説明出来ることになる． 

 

４．結論 

芋川流域の段丘編年を行い，この地域の地形発達史を考える上で基礎となる資料を得ることが出来

た．芋川流域では，1.0 万年前より古い連続した地形面は存在していない．周辺には中期更新世の古

い地形面が存在するのに，芋川流域には新しい地形面が存在しないのは，芋川流域の隆起速度が極め

て大きいためと考えられる．今後は，活褶曲の成長速度を地形学的・地質学的視点から明らかにして

いき，隆起速度の違いと斜面崩壊の起こりやすさとの関連を，地形発達史と絡めてより定量的に明ら

かにしていきたい．次年度は，西山丘陵を中心に現地調査を行っていく予定である． 
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図－１ 芋川中～下流域の河床縦断面図．実線：連続する明瞭な段丘面，破線：連続性の悪い不明瞭

な段丘面 

 

引用文献 

小長井一男ほか（2007）：活褶曲地帯における防災シンポジウム講演概要集，土木学会，4-14． 
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航空レーザ測量データを用いた景観生態学図の作成と 

生物多様性データベース構築への応用 

－詳細地形データを用いた景観生態学図作成に関する研究―（第３年次） 
 

 

実施期間      平成 20 年度～平成 22 年度 

                       地理地殻活動研究センター 

                       地理情報解析研究室 小荒井 衛  乙井 康成 

中埜 貴元 

 

１．はじめに 

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

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

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

性保全に関連するデータベースの統合化を目指した．本研究は，環境研究総合推進費（課題番号：

D-0805）による研究で，国土地理院はサブテーマ１「詳細地形データを用いた景観生態学図作成に関

する研究」を，酪農学園大学はサブテーマ２「原生的自然環境における景観生態学図の生物多様性評

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

性評価への応用に関する研究」を担当した． 

 

２．研究内容 

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

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

きた中国山地（鳥取県日南町）を選定した．景観生態学図は，植生分類と地形分類との統合により作

成した．植生分類は，活葉期と落葉期の航空レーザの反射点の高さの変化から落葉単層・落葉複層・

常緑に分け，それに樹冠高，樹冠厚を組合せた植生三次元構造区分とした．地形分類は，航空レーザ

の詳細 DEM から，傾斜，凸度，尾根谷密度（テクスチャー）の定量的な３つの地形要素に着目した自

動地形分類とした．景観生態学図のグリッドサイズは，樹冠の大きさに近い４ｍとした．航空レーザ

のデータを４ｍグリッドに集約してから区分すると正しく区分されないため，１ｍグリッドで作成し

たレーザ植生図，自動地形分類図を４ｍグリッドに集約した． 

 

３．得られた成果 

知床半島の景観生態学図は，２時期の航空レーザデータのある羅臼岳南東麓，落葉期の航空レーザ

データのみの羅臼岳周辺，活葉期の航空レーザデータのみの知床岬の３つの景観生態学図から構成さ

れている（図－１）．羅臼岳南東麓の植生分類については，落葉樹林，針広混交林，常緑樹林，裸地・

草地・ハイマツに分け，それに樹冠高を組み合せた植生三次元構造区分を行った．鹿の食害の実態や

それが鳥類の生息環境に及ぼす影響が把握できるように，枝下高が４ｍ以上の箇所を重ねて表示した．

羅臼岳周辺の植生分類は環境省 1/25,000 現存植生図の植物群落区分を集約し，知床岬の植生分類は環

境省 1/25,000 現存植生図の植物群落区分を集約したものに樹冠高を組み合せた区分を行った．鹿の不

嗜好性草本であるハンゴンソウが広がっている状況を把握しやすいよう，草地を植生高で２分し高茎

草本（ハンゴンソウ等）を重ねて表示した．地形分類は，いずれの範囲も航空レーザの詳細 DEM から
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傾斜・凸度に着目した自動地形分類を行った．

なお，羅臼岳周辺の景観生態学図には，登山

者の多い岩尾別側登山道において，現地計測

に基づく登山道荒廃度も表示した． 

中国山地の景観生態学図は，２時期の航空

レーザデータのある道後山北麓の一部（出立

山）と，落葉期の航空レーザデータのみの道

後山北麓全域の２つの景観生態学図から構成

されている（図－２）．出立山の植生分類につ

いては，活葉期と落葉初期の２時期の航空レ

ーザの反射点の高さの変化と空中写真から，

常緑樹林（スギ・ヒノキ人工林），落葉時期の

早い樹冠薄の落葉樹林（オニグルミ変群集相

当），落葉の遅い落葉樹林（クリ-ミズナラ群

集相当），草地に分け，それに樹冠高と単層・

複層区分を組み合せた植生三次元構造区分を

行った．道後山北麓全体の植生分類は空中写

真判読で区分した．地形分類は，いずれの範

囲も航空レーザの詳細 DEM から，傾斜・凸度

に着目した自動地形分類を行った．また，鉄

穴流し跡地の分布が１ｍグリッド DEM を元に

したテクスチャーが 0.4 前後の範囲にほぼ該

当することから，テクスチャーが一定の数値の範囲を重ねて表示し，「人工改変の可能性あり」とした． 

 

４．結論 

原生的自然環境と里山環境に

おいて，航空レーザ測量を活葉

期と落葉期に行い，植生三次元

構造を反映したレーザ植生図と

詳細 DEM を用いた自動地形分類

図を組み合わせて景観生態学図

を作成することができた．この

景観生態学図は，鹿の食害や登

山道の荒廃が問題となっている

知床半島や，たたら製鉄に伴う

地形・植生改変が行われてきた

中国山地において，生物多様性

保全戦略を検討する上で，ベー

スマップとなるものである． 

 

 

図－１ 知床半島の景観生態学図 

図－２ 中国山地の景観生態学図 
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