
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 3 年次） 

 

実施期間      平成 22 年度～平成 24 年度 
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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．  

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

れる地盤災害の類型と程度を，概ね 30 分以内に報告し，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予想する地震時地盤被害予想シス

テム等を開発する． 

 

2．研究内容 

平成 23 年度までは，地震時地盤被害予想システムの設計及び開発を行った．このシステムで対象と

する被害の種類は，地震による斜面崩壊，地すべり，地盤の液状化である．斜面崩壊については，阪

神淡路大震災における六甲山地の斜面崩壊を説明する経験式である六甲式を用いた．地すべりについ

ては，対象とする 1km 等のセル内で地すべり地が占める面積の割合（地すべり面積率）と震度のテー

ブル演算を用いた．液状化に関しては，地形分類と震度のテーブル演算を用いた．また，これらの計

算に必要な全国のデータを作成した．一方，国土地理院内において，判断の参考となる図面等を自動

的に作成・出力するシステム，担当者が参集しなくても意見を交換することのできるシステム，地域

の概要を示す文書（地震被害特性データ）を事前に作成しておき，発災時に該当する文書を自動的に

送信するシステム，インターネットのサーバーの応答をモニターすることにより被災地域を推測の補

助となるシステムを開発した． 

平成 24 年度は，地震時地盤被害予想システムの改良及びデータの追加を行い，過去の地震等に対す

る適用を試みた．また，地震被害特性データについては，ユーザーの意見を反映しつつ，全国のデー

タを作成した． 

23 年度までに開発したシステムは，震度速報，各地の震度，推計震度分布図という 3 種のデータに

対応したものであったが，データの得られるタイミング，精度及びユーザーの意見を参考として，推

計震度分布図のみを実際に使用することとした．推計震度分布図は，この 3 つの中で最も精度が高い

ものであるが，それでも震央付近においては，内挿の性質から生ずる震度の過小評価があり，予想に

重大な影響が生ずる場合がある．そこで，震源からの距離による震度の減衰式を併用することにより，

より適切な震度と予想結果を得る方法を開発した． 

斜面崩壊の予想においては，より広い範囲の震度に適用でいるよう六甲式を改良するとともに，脆

弱な地質を考慮する改良を施した．地すべりの予想においては，23 年度までのテーブル演算をより精

緻にした数式を考案し，過去の地震の予想結果が妥当となるようパラメーターを定めた．液状化の予

想においては，地盤構成からみた地震被害と対策に関する研究の成果をもとにテーブルを見直すとと
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もに，DEM 等を用いた地形分類の細分を行った． 

 

3．得られた成果 

距離減衰式を併用した震度の補正の例（2008 年岩

手・宮城内陸地震）を図-1 に示す．地震被害特性デ

ータの例（宮城県）を図-2 に示す．2004 年中越地震

における地震時地盤被害予想システムの予想結果の

例を図-3 に示す．また，研究期間中の 2013 年 2 月

25 日に発生した日光市付近の例を図-4 に示す．なお，

過去の地震への適用したすべての結果とアルゴリズ

ムは，国土地理院平成 24 年度第二回研究評価委員会

に 報 告 さ れ ， web ペ ー ジ

（http://www.gsi.go.jp/REPORT/HYOKA/hyoka-1.html）

掲載される予定である． 

予想結果は，(1)距離減衰式を併用しても十分な精

度の震度が得られなかったことが原因と考えられる

斜面崩壊と地すべりの過小評価（岩手・宮城内陸地

震，2005 年 3 月 20 日の福岡県西方沖の地震等），(2)

狭い帯状の急傾斜地における斜面崩壊の過小評価

（2007 年中越沖地震等），(3)水田の下の砂利を採取

した後に山砂を埋め戻した場所における液状化の過

岩手宮城内陸地震においては，震央（×印）付近に，推計震度分布図の作成に利用できる震度観測点が

存在しないため(a)，推計震度分布図(b)では震央付近の震度がそれほど大きくない．揺れやすさ（AVS30）

を考慮した震度の距離減衰式(c)と推計震度分布図(b)を併用することにより，震央付近（概ね赤丸内）

のみ震度が補正され，震源付近もある程度妥当な震度を得ることができた(d). 

 

図-1 震度の距離減衰式を併用した震度の補正の例（岩手・宮城内陸地震） 

(a) (b) (c) (d) 

図-2 地震被害特性データの例（宮城県） 
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小評価（中越地震）があったものの，概ね妥当であった． 

 

4．結論 

地震発生後 15 分をめどに，気象庁から配信される推計震度分布図から，斜面崩壊，地すべり，地盤

の液状化を予想し，送信するシステムを開発した．同システムを過去の地震と研究期間中に発生した

日光市付近の地震に適用した結果は，概ね妥当であった．また，全国の地震被害特性データを作成し

た．これらのデータ等は，国土地理院内部及び政府の災害対応部局で利用される予定である． 
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斜面崩壊と地すべりは，悉皆的な
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液状化は，日本液状化履歴マップ

745-2008 に示されている液状化

箇所を黒で示した．なお，液状化

が確認された範囲を含む矩形を

調査範囲と仮定し，被害発現率を

計算した． 

斜面崩壊

液状化 

広域図 拡大図 

図-3 震時地盤被害予想システムの予想結果の例（中越地震） 

地すべり
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航空レーザーデータを用いた土地の脆弱性に関する新たな土地被覆分類の研究 
（第 2 年次） 

 

 

実施期間      平成 23 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 岡谷 隆基 乙井 康成 

中埜 貴元 小荒井 衛 

 

1．はじめに 

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

分類手法の開発」では，豪雨による新規崩壊については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は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，根のせん断強度が土壌の安定度に寄与することから，森林の生育状況が斜面崩壊に影響する

ことが，森林関係の研究者（例えば阿部（1998））等により指摘されている． 

斜面災害に係わるハザードマップ整備の推進に貢献するため，航空レーザー測量による詳細なデー

タを用いて，従前より斜面崩壊との強い関連性が指摘されてきた地形だけでなく，新たに土地被覆の

影響を加えることにより，効果的な斜面の脆弱性の評価方法を検討することを目的に，平成 23 年度～

平成 25 年度の特別研究「航空レーザーデータを用いた土地の脆弱性に関する新たな土地被覆分類の研究」を

実施している． 

今回は，愛媛県新居浜地区，山口県防府地区，広島県庄原地区において毎木調査及び現地調査を行

うとともに，加えて熊本県阿蘇地区について現地調査を行ったため，これらについてその概要を報告

するとともに，新潟県出雲崎地区を対象に樹木形状と航空レーザーデータとの対応についての解析を

進めるとともに，斜面崩壊と植生状態の関係について解析を行ったため，その概要を報告する． 

 

2．実施内容 

 本研究の対象としたのは，10 年ほどの間に顕著な斜面崩壊が発生した以下の地区である． 

① 新潟県出雲崎地区（中永トンネル周辺）（平成 16 年．主要斜面崩壊発生年，以下同じ） 

② 愛媛県新居浜地区（多喜浜駅南部）（平成 16 年） 

③ 山口県防府地区（防府市街北部）（平成 21 年） 

④ 広島県庄原地区（篠堂・大戸地区）（平成 22 年） 

⑤ 和歌山県・三重県地区（新宮市・紀宝町周辺）（平成 23 年） 

⑥ 熊本県阿蘇地区（阿蘇市周辺）（平成 24 年） 

 このうち，①については平成 23 年度に毎木調査を実施し，樹高を用いた土地被覆分類の試行を行っ

たところである．本年度はさらに①について樹木形状と航空レーザーデータとの対応についての解析

を進めるとともに，斜面崩壊と植生状態の関係について解析を行った．また，②～④について毎木調

査を，⑥について予察的な現地調査を実施したため，それらの成果について以下報告する（⑤につい

ては，平成 24 年 2 月に予察的現地調査を実施済み）． 
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3．得られた成果 

3.1 愛媛県新居浜地区，山口県防府地区，広島県庄原地区における毎木調査及び現地調査 

 平成 16 年から平成 22 年にかけて豪雨による表層

崩壊が発生した上記 3 地区について，平成 24 年 9

月から 10 月にかけて毎木調査を行うとともに現地

調査を行った．昨年度の新潟県出雲崎地区のケース

では，樹種，傾斜，崩壊地との隣接関係を重視しこ

の 3 つの組合せから 8 箇所の毎木調査を実施したが，

本年度は樹種以外は樹高と粗密度を重視し方形区

を設定した．具体的には，樹高の高低と密生・疎林

の別の要素により，各地区 6 箇所程度の方形区を設

置した．以下，各地区の方形区設置パターンと特徴

について説明する． 

3.1.1 愛媛県新居浜地区 

 他の 2 地区と比較すると温暖で，常緑広葉樹林が

地区内に存在することが特徴的である．このため，

方形区の設置は表-1 の 6 区分とした．植生図上は尾

根部を中心にアカマツ林が存在することになって

いるが，マツクイムシの影響か分布は散在的である．

新居浜地区を特徴付ける常緑広葉樹林の例につい

て図-1（方形区 1）に示した． 

この方形区はクスノキなどが優占しているが，大

径木や小径木が生育していることから土壌流失の

可能性は低いとみられる箇所である． 

3.1.2 山口県防府地区 

 山口県防府地区は，佐波川右岸の森林において過

去の里山利用による伐採等の影響から土層厚の薄

さを反映したアカマツ林が多くみられることが特

徴的である．当該地区では，アカマツの混在の有無

も崩壊の多寡に影響を与えると考え，アカマツの混

在の有無を軸に表-2 のような方形区設定を行った． 

図 -2 はアカマツが混在する方形区の写真である

（方形区 2）．地形が急峻で乾燥しやすいとみられる

ことから土壌の流出が起きやすく，大径木も少ない

ため根系の土壌の緊縛力も弱いとみられる箇所で

ある． 

3.1.3 広島県庄原地区 

 広島県庄原地区は，以前実施した予察から疎林や

幼齢林となっている落葉広葉樹や常緑針葉樹にお

いて崩壊が多いとみられる箇所であり，方形区の区

分も樹高の高低と植生の粗密によって表-3のように

新居浜-1 常緑広葉樹林 比較的樹高の高いもの

新居浜-2 常緑広葉樹林 比較的樹高の低いもの

新居浜-3 落葉広葉樹林 比較的樹高の高いもの

新居浜-4 落葉広葉樹林 比較的樹高の低いもの

新居浜-5 常緑針葉樹林（人工林） 比較的疎林で樹高の高いもの

新居浜-6 常緑針葉樹林（人工林） 比較的密生し樹高の低いもの

表-1 愛媛県新居浜地区に設定した方形区 

防府-1 落葉広葉樹林 比較的疎林となっているもの

防府-2 落葉広葉樹林 比較的疎林でマツが混在しているもの

防府-3 落葉広葉樹林 比較的密生しているもの

防府-4 落葉広葉樹林 比較的密生しマツが混在しているもの

防府-5 常緑針葉樹林（人工林） 比較的密生し樹高が低いもの

防府-6 常緑針葉樹林（人工林） 比較的密生し樹高の高いもの

表-2 山口県防府地区に設定した方形区 

図-2 山口県防府地区現地写真（方形区 2） 

図-1 愛媛県新居浜地区現地写真（方形区 1） 

表-3 広島県庄原地区に設定した方形区 

庄原-1 落葉広葉樹林 比較的疎林となっているもの

庄原-2 落葉広葉樹林 比較的密生しているが樹高の低いもの

庄原-3 落葉広葉樹林 比較的密生し樹高の高いもの

庄原-4 常緑針葉樹林（人工林） 比較的伐採後の期間が短いもの

庄原-5 常緑針葉樹林（人工林） 比較的樹高は高いが疎林となっているもの

庄原-5-2 常緑針葉樹林（人工林） 極端な疎林で樹高の高いもの

庄原-6 常緑針葉樹林（人工林） 比較的密生し樹高の高いもの
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7 つに設定した． 

 図-3は比較的幼齢とみられるヒノキの植林地の写

真である（方形区 4）．樹高は 10m 弱となっており，

平成 22 年の豪雨時の崩壊地が隣接している．ただ，

林分としては成長過程であることから根系の緊縛

力は今後増していくものと考えられる． 

 

3.2 熊本県阿蘇地区における現地調査 

 斜面崩壊と植生状態との関係を明らかにすると

いう本研究の主旨を踏まえ，昨年 7 月に熊本県阿蘇

地区において発生した豪雨災害について現地調査

を実施した．この災害では，阿蘇山のカルデラ壁の

急斜面で多数の崩壊が発生しており，民家の上部が

崩壊する災害も複数あったことなどから，阿蘇市だ

けで死者・行方不明者は 22 名に達した．崩壊が発

生した箇所の主な地質は降下火山灰及び火砕流堆

積物（産業総合研究所，2012）であり，これらが崩

壊して土石流等を発生させた．斜面崩壊の様子につ

いては，国土技術政策総合研究所（2012）などが詳

しいため，ここでは植生状態をはじめとした土地被

覆と斜面崩壊の関係を中心に説明する． 

現地調査は図-4で示す斜面崩壊があった範囲につ

いて平成 25 年 2 月に実施した．崩壊地周辺で確認

した土地被覆は，スギの植林地，竹林，主に中低木

からなる照葉樹林，草地などであった．特に草地に

ついては，新潟県出雲崎地区などではほとんど見ら

れないケースであったため，例を図-5 に示す．草地

は根子岳の東側に拡がっており，極めて多数の崩壊

が確認された．先の国土技術政策総合研究所（2012）

による特に植被の薄い箇所については，1990 年に発

生した災害からの継続崩壊が示唆されており，こう

した箇所では同じ場所が繰り返し崩壊するケース

が多い．この南側で土地被覆が草地から森林に変化

するが，確認できる斜面崩壊はここで急激に減少し

ていた． 

 

3.3 新潟県出雲崎地区における航空レーザーデータと植生状態，及び植生状態と斜面崩壊との関係 

新潟県出雲崎地区において，航空レーザーデータと植生状態の関係について解析を行った．植生状

態は樹木形状に係る，樹高，樹木本数，胸高直径とし，航空レーザーデータからこれらに係る指標の

再現性について検討を行った． 

結論としては，樹高は落葉広葉樹・常緑針葉樹を問わず，航空レーザーデータと毎木調査による樹

図-4 熊本県阿蘇市周辺で発生した斜面崩壊 

（電子国土 Web による） 

図-3 広島県庄原地区現地写真（方形区 4） 

図-5 熊本県阿蘇地区現地写真（草地） 
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高の相関が高くある程度抽出できることが分かった．一方，樹木本数や胸高直径については，落葉広

葉樹については難しかったものの，常緑針葉樹（スギ植林地）ではある程度対応付けが出来ることが

分かった（岡谷ほか 2012a，2012b など）． 

次に，同地区における斜面崩壊と

植生状態の関係についての解析を行

った．樹高と傾斜量と崩壊の起こり

やすさの関係を表-1 に示す．傾斜 20

度以上でかつ樹高 20m 以下のところ

で崩壊セルの含有率が 20％以上と高

くなっていることが分かった．また，

この傾向は落葉広葉樹・常緑針葉樹

において共通していた． 

広島県庄原地区についても，岡谷ほか（2011）は，樹高が 25m 程度と高い場所では急傾斜地であっ

ても空中写真から判読される崩壊地とはほとんど隣接していないことを予察的に示していることか

ら，解析的にも樹木形状のうち樹高と崩壊の多寡には何らかの関係があることを示唆している． 

 

4．結論と今後の課題 

平成 24 年度は，愛媛県新居浜地区，山口県防府地区，広島県庄原地区における毎木調査及び現地調

査を実施し，現地調査を実施した熊本県阿蘇地区とともに整理を行った．加えて，新潟県出雲崎地区

における航空レーザーデータと植生状態，及び植生状態と斜面崩壊の関係について解析結果を示した．

これらの結果は，航空レーザーデータから樹木形状に係る指標をある程度取得できる可能性を示すと

ともに，その指標と崩壊の多寡が関連する可能性を示唆した． 

平成 25 年度は，平成 24 年度に毎木調査を実施した 3 地区について航空レーザーデータと植生状態

の関係等についての解析事例を蓄積するとともに，近年災害の発生した紀伊半島や阿蘇などの事例に

ついて毎木調査等必要な情報の収集を行い，植生状態と斜面崩壊との関係について整理を行った上で，

航空レーザーデータ等から斜面の脆弱性を評価する手法のマニュアル化を行う予定である． 
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表-1 斜面崩壊の起きやすさと樹高・斜面傾斜との関係 
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公共的屋内空間における三次元 GIS データの基本的仕様と効率的整備方法の開発

（第 2 年次） 

 

 実施期間      平成 23 年度～平成 25 年度 

 地理地殻活動研究センター 

 地理情報解析研究室 乙井 康成  神谷 泉 

 小荒井 衛 

 

1. はじめに 

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

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

存資料の活用によるデータ作成方法の開発が各所で試みられている．しかし，作成方法による GIS データ

の精度の違いについては理解されていないことも多く，一定の精度を保ちつつ効率的に GIS データを作成

することが課題となっている．本研究は，公共的屋内空間における三次元 GIS データの基本的な仕様とこ

れを効率的に整備する手法を開発し，これらを普及させるとともに，公共測量における助言や指導等に寄

与することにより，三次元 GIS データの適切な整備や更新を推進することを目的とし，平成 23 年度から 3

年間の特別研究として実施しているものである． 

 

2. 実施内容 

昨年度は３箇年計画の初年度として，国土地理院庁舎を対象に保有している全ての設計図から作成でき

る三次元 GIS データの試作と現地測量を実施し，データの精度検証やデータ作成等に要する作業人日の比

較を行った．２年目である今年度は，地下空間を含む現実の公共的屋内空間である TX 南流山駅舎におい

て三次元 GIS データセットを試作するとともに現地測量を行い，限られた資料から作成したデータの精度

を検証した．また，作業時間等の制約による現地測量に要する作業人日の違い等を確認した． 

TX 南流山駅舎は，1)「公共的屋内空間」であること，2)地下施設であること，3)エスカレーター，改札

口，ホームドア等前年度対象とした国土地理院庁舎には存在しない施設があること等を理由から選定した． 

TX 南流山駅舎の設計図については，管理運営する首都圏新都市鉄道株式会社と協議し，セキュリティ上

支障がある情報を除外した資料を提供して頂き，これを使用した．また，CityGML の仕様が 2012 年 4 月に

1.0 から 2.0.0 にバージョンアップしたため，新設されたトンネルモデルの試作も行った． 

  

図-1 国土地理院庁舎（左 2 図:地上階）と TX 南流山駅舎（右 2 図:夜間）における現地測量 

 

国土地理院庁舎では休日に現地測量を実施したが，TX 南流山駅舎においては終電後の深夜 1:00 から始

発前の早朝 4:30 までの間に実施することとなった（図-1）．駅とその周辺は人通りも多いため，営業時間外

の駅への関係者以外の者の立ち入り防止などが必要となるほか，三脚や仮設点の設置により床に傷を付け
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ることのないよう，また利用客等により設置した仮設点が亡失することのないよう配慮が必要となったこ

とから，作業上の制約による現地測量に要する人日の違いについても整理した．  

また，昨年度及び上記により得られた知見に基づき，既存資料を利用した屋内三次元 GIS データの効率

的な作成マニュアル骨子案や三次元GISデータのフォーマットであるCityGMLへのフォーマット変換プロ

グラムを作成した． 

 

3. 得られた成果 

3.1 設計図と現況との差異及び不足する情報について 

 TX 南流山駅舎の GIS データ作成にあたっては，1)セキュリティ上の理由から一般の昇降客が立ち入るこ

とのできる空間のみを対象とし，関係者のみが立ち入る空間については「存在しないもの」として整理し

た．2)貸与される設計図も，一般の昇降客が立ち入ることのできる空間以外を含まないものとした．なお，

TX 南流山駅では平成 24 年度にホームの延伸工事が行われた．今回の試作では開業時の設計図に加えて延

伸工事のための設計図を使用した．図-2，図-3 に示すように設計図と現況施設には各所に差異が見られる

ほか，一部の出入り口の外形に係る平面図や立面図がないなど，三次元 GIS データ作成に必要な情報すべ

ては得られなかった． 

 

   
    図-2 設計図（左図）と施設現況（中図及び右図）の違い（矢印：階段の有無） 

 

 

図-3 設計図（左図）と施設現況（側面：中図，裏面：右図）の違い（矢印部等屋根の形状） 

 

設計図に不足する情報や設計図と現況が一致しない箇所のうち，巻尺や簡易レーザ計測機による簡便な

計測で補える範囲のものは現地で計測し，これが困難な規模のものについては周辺や類似の箇所と同様と

見なした． 

3.2 屋内空間の現地測量について 

昨年度の国土地理院庁舎における現地調査では，3 名 3 日間で 200 点の検証点測量を実施した．一方 TX

南流山駅舎における現地調査では，100 点の検証点測量に 10 名 3 晩要した．これは，1)準備と撤収を含め

1 晩 3 時間半以内に作業を終える必要があり，作業効率を上げることが難しいこと，2)国土地理院庁舎では

窓を利用することができた（図-1 左 2 図）が，地下施設である TX 南流山駅舎では出入り口しか利用でき

ないこと，3)屋外の測量においても通行者等への配慮が必要になること（図-1 右 2 図），などの理由による

ものである． 
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3.3 既存資料から試作した三次元 GIS データセットと現地測量成果との比較 

TX 南流山駅舎には出入口が 3 箇所ある．このうち 2 箇所については地上部の外形が提供された平面図に

明示されていなかった．このため，設計図（平面図：図-2 左図）と基盤地図情報（図-4 左図）の双方に記

載されている残り一つの地上出入口から対応する 3 点（図-4 赤矢印）を選び座標を付与した．用いた基盤

地図情報は 2008 年に作成されたものであるため，座標付与にあたっては平成 23 年(2011 年)東北地方太平

洋沖地震による地殻変動の補正を行った．基盤地図情報から読み取った座標値（補正後）と現地測量成果

との差異は x 方向 y 方向ともに 20cm 以内だった． 

  

 図-4 座標付与に用いた基盤地図情報上の点（赤矢印） 

 

 

図-5 試作した TX 南流山駅舎のデータ 

 

  

   図-6 現地測量成果と GIS 上の座標値との差（左：水平方向，右：高さ方向）主な点の位置は図-5 参照 

 試作した三次元 GIS データを図-5 に示す．また，現地測量による検証点の座標値と三次元 GIS データに

おける対応点の座標値との差を図-6 に示す．差の大きな点は水平方向，高さ方向ともに座標を付与した建

物とは別の二つの出入口に集中した．これは，1)提供された平面図にこの二つの出入口の外形が記載され

ていないこと，また 2)うち一つの出入口については立面図の記載もないため，もう一方の出入口の立面図

01,02,23,24:ホームの両端 

12:地下 2 階ホームのエレベーター出入口（左図

では地下 1 階床面の影に隠れている） 

51:地下 1 階コンコースの天井 

79,80,81:地下 1 階と地上を結ぶ階段の天井とエ

スカレーターの手摺 

91,92,95,96: 設計図に外形の記載されていない

出入口の屋根と階段下り口，入口の上端 

97,98:出入口の屋根，立面図と現況施設の出入口

の外形は一致していない（図-3）． 

92

97 

95 

96

12 

80,81

98

91

79

51

12

51

01,02

01,02 

79,80,81

92,95,96

91

23,24

23,24

97

98

白矢印は庇（右図）により設計図（平面図：図-2 左図）

に対応する点が基盤地図情報上で選定できなかった例 
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を流用してデータを作成したこと，などによるものである．なお，この二つの出入口の外形には違いがあ

ることを後に現地で確認している．さらに 3)これら二つの出入口の外形データ作成に使用した立面図上の

外形も現況とは一部異なっていること（図-3）も理由の一つと考える． 

 また，断面図は縦断 1 面，横断 2 面に限られるため，同じフロアでも場所によって高さの異なる天井の

形を GIS データに反映させることができず，天井の高さが現況と大きく異なる点もいくつか見られる． 

 これらのように設計図に十分な記載がない箇所，設計図と現況が異なる箇所を除くと，現地測量成果と

作成した GIS データにおける対応点の座標値の差異は，水平方向，高さ方向のいずれも概ね 1m 以内とな

っている（図-6）． 

3.4 屋内空間三次元 GIS データ作成マニュアル骨子案について 

 マニュアルの目的は，「使用目的や条件に応じて，適切なデータ作成方法を選択できるようにすること」

とし，マニュアルの適用範囲は，「屋内三次元 GIS データの作成に係る計画機関」を主な対象者とすること

とした．一方，三次元 GIS のデータ作成項目は，「本体工事の設計図に記載されている柱，床，壁，天井等

主要構造部材とこれらで構成される屋内空間」を対象とすることとした． 

 データ作成については，1)データ項目，精度等の仕様，2)使用できる設計図の有無，現地の作業環境とい

った条件，3)予算や工期，データ品質等に関する優先順位により適した方法が異なる．また，条件によっ

ては仕様の見直しが必要となる場合もある．データ作成作業における手戻りをできる限り減らせるよう，

どの時点までにどのような判断を行う必要があるか，そのとき適切に判断するために必要となる事項など

について整理することを目標とした．構成は，基本的にデータ作成作業の工程に沿うこととした． 

3.5 CityGML へのフォーマット変換プログラムについて 

 CityGML は屋内外シームレスの三次元 GIS データフォーマットで国際標準を目指している．本研究で試

作する公共的屋内空間の三次元 GIS データに適しており，複数のフリービューアで閲覧可能であることな

どからデータフォーマットとして CityGML を選択した．一方，これまで CityGML を出力できるソフトウ

ェアは一般に提供されていないことがこのフォーマットのデータを作成する上での課題となっていた．こ

のことから，本研究においてデータを試作するためのプログラムを開発した．本研究と同様の仕様に限ら

れるが，定められた規則に従って作成された DXF ファイルをこのプログラムで CityGML に変換すること

ができる．プログラムは今後公開する予定である． 

 

4. 結論と今後の計画 

今年度は，使用できる設計図や現地作業に制約のある運用中の駅舎を対象に屋内三次元 GIS データの試

作と現地測量を行うとともに，既存資料を利用した屋内三次元 GIS データの効率的な作成マニュアルの骨

子案を作成した．次年度は，本年度作成したマニュアル骨子案について関係者から意見を頂き，三次元 GIS

データ作成マニュアル案としてまとめる計画である． 

 

謝辞：データ作成にあたっては，首都圏新都市鉄道株式会社鉄道事業本部技術部から TX 南流山駅舎に関

する資料の提供を受けるとともに，現地測量においてご協力頂いた．公共的屋内空間における三次

元 GIS データに関する分科会委員からは研究の進め方について意見を頂いた． 

 

参考文献 

 OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard (2012/4/4)  

(http://www.opengeospatial.org/standards/citygml) (accessed 4. Apr. 2013)  
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米軍空中写真の標定手法に関する研究（第 2 年次） 

 

実施期間            平成 22，24 年度 

地理地殻活動研究センター            

地理情報解析研究室  中埜 貴元  神谷 泉  

        

 

1．はじめに 

国土の景観・環境保全や防災対策を的確に実施するためには，国土の変遷の歴史を把握した上で適

切な計画を立案することが重要である．2011年の東日本大震災では，広範囲で液状化被害が発生した

が，その発生箇所の土地の履歴確認に，米軍空中写真などの過去の時系列地理情報が非常に有効であ

ることが改めて示された（小荒井ほか，2011）．従来の時系列地理情報に関する研究（例えば，長谷

川ほか，2005；長谷川，2007；小荒井，2010）においては，国土地理院の「国土変遷アーカイブ整備」

事業により整備されてい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．しかし，近年の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，米軍空中写真

のユーザにとって有用な標定手法や活用事例等の整理が必要である． 

そこで本研究では，従来の研究や活用事例をレビュー・整理することで，米軍空中写真の活用に寄

与する米軍空中写真標定事例集を作成することとした． 

 

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下記の研究における標定や地形計測に関連した成果や米軍

空中写真を用いた既存研究，手法提案等のレビュー，課題整理． 

＜対象とした過去の研究＞ 

・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」 

・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」 

＜レビューした既存研究，手法提案等＞ 

・小林（2006），前杢（2004），丹羽雄輔（ESRIジャパン）「IMAGINE OrthoBASEによる米軍撮影

航空写真のオルソ幾何補正」 

2）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；日本

写真測量学会編，2012）のレビュー・整理． 

3）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． 

4）上記から得られた情報を集約した米軍空中写真標定事例集の作成 

 

3．得られた成果 

 写真測量学会編（2012）によると，米軍空中写真の撮影は B-29 を写真偵察用に改良した F-13 写真

偵察機等によって行われ，搭載された航空カメラは 3 台の焦点距離 6 インチ（153mm）の広角軍事偵
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察用 K-17B，2 台の焦点距離 40 インチ（約 1000mm）の K-22，1 台の焦点距離 24 インチ（約 600mm）

の K-18 及び夜間用 K-19 であったとされる．K-17B の 3 台は，ボシュ・ロム社製のダブルガウス型 4

群 4 枚対称型のメトロゴンレンズを使用し，高精度の専用マウントに垂直 1 台と左右に 30 度外側を向

けた 2 台がセットされ，トリメトロゴンと呼ばれた．このメトロゴンレンズの歪曲収差は，中埜・神

谷（2010）でも報告したように，最大で 100μm に及ぶディストーションカーブを有しており（American 

Society of Photogrammetry, 1952），標定時にはこの値を用いた補正を施す必要がある． 

 宅地耐震化事業等に有効な改変地形データの作成に米軍空中写真を用いる際には，絶対標定精度が

低いことから，相対的な利用，すなわち米軍空中写真の撮影時期に近い 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を保つ方法

が効果的である（中埜・神谷，2010）．国土交通省総合技術開発プロジェクトにおいて，同様の方法

で作成した標高データの検証点較差は最大で約 0.49m で，標準偏差は約 0.27m であった（表-1）． 

 写真測量における標定事例ではないが，前杢（2004）は米軍空中写真画像や過去の空中写真画像を

オルソ化・モザイクして，広島市街地の画像データベースを作成している．このオルソ化・モザイク

手法については詳しく記述されていないが，画像解析・ラスター型 GIS 統合ソフトウェアである

ERDAS IMAGINE を用いている．ERDAS IMAGINE による米軍空中写真のオルソ幾何補正方法につい

ては，ESRI ジャパンの丹羽雄輔氏によりまとめられており，必要となるのはカメラ情報（焦点距離，

画像のピクセル間隔）と地上基準点（GCP）であり，GCP は米軍空中写真に写っている地物と同一地

物が写っている過去の空中写真のオルソ画像と現在の DEM データを用いて取得する．これによりオ

ルソ画像が作成できれば，GIS 上で他の情報と重ね合わせることができ，米軍空中写真の活用が容易

になると考えられる． 

 これまでの成果を踏まえた，米軍空中写真標定事例集の構成案は以下のとおりである． 

1．本事例集の概要，2．米軍空中写真の種類と特徴，3．米軍空中写真の標定事例（3.1．多摩地区に

おける地形データの取得，3.2．尾鷲地区における地形データの取得とオルソ画像作成，3.3．阪神地

区における改変地形データ作成），4．米軍空中写真標定における注意事項，5．米軍空中写真のオル

ソ化事例 

 

表-1 1949 年撮影米軍空中写真を用いて作成した阪神地区の標高データの検証点較差 

Ｘ座標 Ｙ座標 標高 Ｘ座標 Ｙ座標 標高 ＤＸ ＤＹ ＤＬ ＤＨ
16-P 9016100 93371.817 -135744.646 42.743 93371.769 -135744.47 42.93 -0.048 0.176 0.182 0.187
20 9020000 87340.192 -140378.141 22.574 87339.7 -140379.122 23.062 -0.492 -0.981 1.097 0.488
21 9021000 86144.614 -140439.212 40.761 86145.27 -140438.923 40.612 0.656 0.289 0.717 -0.149

標準偏差 0.469 0.266

較　差
検証点名 検証点番号

基準点（検証点）成果 空中三角測量成果

 

4．結論 

米軍空中写真に関する様々な情報を収集し，その標定手法やオルソ化手法についてレビューするこ

とで，米軍空中写真標定事例集の構成案を検討した．今後，正式版の事例集を作成し，ホームページ

等から公開する予定である． 

 

引用文献 

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

Publishing, 876pp. 
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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． 

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． 

小荒井衛・中埜貴元・乙井康成・宇根寛・川本利一・醍醐恵二（2011）：東日本大震災における液状化

被害と時系列地理空間情報の利活用，国土地理院時報，122，127-141． 

小林和夫（2006）：大阪城及びその周辺の時空間情報の取得，測量の日近畿地区連絡協議会技術発表会

資料，1-8． 

前杢英明（2004）：GISを用いた建造物の三次元データベースの構築，JACIC研究助成事業活動・報告

書，30pp． 

中埜貴元・神谷泉（2010）：米軍空中写真の標定手法に関する研究（第1年次），国土地理院平成22年度

調査研究年報． 

日本写真測量学会編（2012）：空間情報による災害の記録－Ⅳ．2．国土変遷アーカイブの米軍空中写

真，288-290． 
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場所情報コードと屋内測位に関する研究 

（第 2 年次） 

 

実施期間 平成 23 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 神谷  泉  乙井 康成 

 小荒井 衛 

 

1. はじめに 

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

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

上でも，測位は重要な技術である．現在では，測位のために，GPS（Global Positioning System）をは

じめとする GNSS（Global Navigation Satellite System）が広範かつ無料で利用でき，ほとんどの屋外空

間においては，だれでも容易に測位を行うことができるが，屋内で広範に利用可能な測位サービスは

存在しない． 

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

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

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

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

で，本研究を進める． 

 

2. 研究内容 

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

情報コードの利用技術に関する共同研究における実証実験に協力した． 

平成 23 年度も引き続き場所情報コードに関する技術的提案，実証実験への協力等を行った．このな

かで，特に位置情報基盤整備のためのガイドライン(案)の策定に対して，技術的な立場からの提案を

行った． 

 

3. 得られた成果 

位置情報基盤整備のためのガイドライン，あるいは場所情報コードの運用方針に関する主要な意見

を表-1 に示す． 

 

4. 結論 

 場所情報コードに関して，位置情報基盤整備のためのガイドライン(案)の策定に対して API 等の技

術面からの提案を行なった． 
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表-1  位置情報基盤整備等に関する主要な意見 

項目 意見 

場所情報コードに関連づけ

られた基本情報の取得方法 

まず，コンピューターが読み取るために， WEB を介した API

（Application Programming Interface）を定義すべきであり，その API

を利用して，人間が読むため（WEB ページを表示するため）のイン

ターフェースを開発すべきであると考える． 

場所情報コードに関連づけ

られた詳細情報の取得方法 

単に，詳細情報が記載されている WEB ページへのリンクが示されて

いるだけでは不十分である．人間が読むための詳細情報の URL の他

に，機械が読むための URL と，機械がその URL をどのように処理す

ればよいのかを示す API 番号のフィールドをリサーブしておくべき

と考える．  

「場所情報コード」と「場

所情報コード（ucode）」の

関係 

「場所情報コード」と「場所情報コード（ucode）」の関係を整理する

必要がある．「場所情報コード」は地理院が定義した 64bit，「場所情

報コード（ucode）」は，「場所情報コード」に 64bit のヘッダーを付し

て ucode として運用できるようにしたものという位置づけが妥当だと

考える． 

基本情報の公開 場所情報コードに関して国費を投入する意義は，設置者が設置者の目

的を実現するためにしっちした位置情報点に記載された場所情報コ

ードを利用し，第三者が利便を享受できる仕組みを作る点にあると考

えられる．このためには，基本情報のうち，少なくとも下記の項目は

公開されるべきであると考える．ただし，場所情報コードの発行機関

が有償サービスとして行う場合は，将来のビジネスモデルを縛らない

ため，この限りではないと考える． 

・媒体種別 

・位置測定の精度 

・位置の測定日 

・緯度経度 

・階層 

・登録日 

位置，標高 大規模な地殻変動等が生じた場合は，国土地理院（あるいは場所情報

コード発行機関）が一括して座標，標高を変換することが効率的と考

える．このため，測定結果としての位置，標高と，国土地理院（ある

いは場所情報コード発行機関）がその時点で最善の推定を行った結果

である位置，標高を区別すべきであると考える． 

精度の表示区分 特段の問題がない場合，精度は 1 ケタ違い（0.25m、2.5m、25m）で

区切るのがよいと考える．  
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土地被覆分類の高精度化に関する研究（第 2 年次） 
 

実施期間       平成 23 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室  岡谷 隆基       

 

1．はじめに 

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

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

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

量による DEM（数値標高モデル）等の利用によって，領域分割手法等を活用することにより極めて高

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

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

タを活用することで，分類の正確化，高度化が期待されるところである．このため，土地被覆分類デ

ータの高度化を目的とし，レーザデータを用いた建物抽出等について応用地理部環境地理課と連携す

る形で研究開発等を進めているところであり，昨年度の研究（岡谷，2012）では領域分割手法に着目

した分類を行い、空中写真画像及び航空レーザ測量データを用いた建物の分離を行ったところである． 

昨年度の研究では，建物抽出の際に樹木が混在して抽出される問題のほか，DTM を DSM からの編

集ではなく第三者によるフィルタリング後のデータとしたため，そもそも DSM-DTM が０とならない

箇所は第三者が建物又は樹木等と判断した箇所であり、建物や樹木など高さのある地物をそれ以外と

分離する技術については考慮されていなかった。このため、本研究では DSM ランダムポイントデー

タとそれから発生した DSM1m グリッドデータのみから建物や樹木など高さのある地物を習得する手

法を示した上で、建物と樹木を分離する方法について検討を行うこととした． 

 

2．研究内容 

対象地域は，昨年度の研究（岡谷，2012）と同様に、建物と森林をともに含む範囲として，平成 20

年 12 月 24 日に航空レーザ計測を実施した，愛媛県新居浜市多喜浜付近とした．作業内容は手法の検

討に当たるため，都市計画図の図郭（1.5×2km）よりもやや狭い図-1 の範囲を対象としている． 

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

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

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

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

適切に行われるように，幾つかの値を試しながら設定している． 

 

3．得られた成果 

まず，空中写真（画素 50cm 四方）の RGB 値と 1m グリッド DSM の値を用いて，領域を細かいポ

リゴンに分割した．RGB 値だけでも樹木とそれ以外の部分の分離は一定程度可能だが、DSM を用い

て草地と連続する樹木等についても分類精度を高めた。結果，分光特性が近く DSM のギャップが少

ないオブジェクトが 10 万超生成された．オブジェクト 1 つ当たりの大きさは約 30 ㎡である。 

次に，樹木や建物など高さを持つポリゴンが満たすべき条件を考えて分離を試みた．設定した条件

は主に以下のようなものである．①隣接する全てのオブジェクトより低いオブジェクトは地面の可能
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性大、②①の地面の可能性大としたものの近隣で比高が小さいオブジェクトも地面の可能性大、③そ

れ以外のオブジェクトは建物か樹木の可能性大．これらの仮定により暫定的にオブジェクトを建物・

樹木候補、非建物・樹木候補に分類した（図-2）。 

ただ、建物・樹木候補は実際の建物・樹木と重なっている部分は多いものの、この段階ではまだか

なりの誤差を含んでいる。このため、領域分割により取得したポリゴン状のオブジェクトを DSM ラ

ンダムポイントデータと重ね合わせ、各オブジェクト内の DSM ランダムポイントデータによる高さ

の標準偏差を見ることとした。 

結果は図-3 の通りである。樹木や建物（上部が平らになっている屋上部を除く）が高さのばらつき

のあるオブジェクトとしてほぼ取得されており、この傾向を図-2 で示した分類に反映させることで、

樹木＋樹木データをより正確に取得できることが示された。このような手法を取ればはじめから DTM

を用いることによる第三者のバイアス等を除去することができると考えられる。 

一方、樹木と建物の分離については、昨年度の研究のように RGB 値等を用いることも可能である

が，図-3 からは建物を構成するオブジェクトが樹木に対して比較的大きく、矩形に近い性質を示すも

のが多いことを示しているため，スペクトル値だけでなく形状も併用することで正確に分離が実施で

きる可能性を示唆している。 

 

4．結論 

カラーオルソ画像と航空レーザ計測による DSM データを用いることにより、領域分割等で樹木や

建物を精度よく取得できる可能性が示された．これに昨年度の手法も考慮しつつ建物と樹木を分離す

ることで、効率的かつ精度よく、「建物、樹木、その他」の 3 つに分類できるものと考える。 

 

参考文献： 

岡谷隆基（2012）：土地被覆分類の高精度化に関する研究（第１年次），国土地理院調査研究年報，158-159． 

 

 

図-1 解析対象範囲（台形の範囲） 

図-2 領域分割の経過図（上方の薄い部分は領域外） 

図-3 オブジェクト内の DSM 標準偏差 

（図-2 の矩形の範囲） 
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時間情報を含む地理空間情報の効率的な更新手法に関する研究（第 2 年次） 

 

 実施期間       平成 23 年度～平成 24 年度  

 地理地殻活動研究センター 

 地理情報解析研究室  中埜 貴元 

 

 

1. はじめに 

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

（以下，「時空間特別研究」という．）で提案した，国土地理院が整備する中縮尺レベルの地理空間情

報の時空間化仕様について，実業務における地理空間情報の更新プロセスに基づく効率的な整備・更

新手法を検討することを目的としている．そこで，地理空間情報の時空間化に対する社会的ニーズと，

国土地理院の地理空間情報の整備・更新の方針についてまとめた「フレッシュマップ 2012」も考慮し

つつ，時空間化の必要性と実現性も含めて検討した． 

 

2. 研究内容 

 本研究では，前年度に引き続き，国土地理院内における地理空間情報の整備・更新に関する現状と

課題を，研究連絡会議時空間分科会における意見聴収のほか，フレッシュマップ 2012 も参照しながら

把握し，併せて CS 向上調査結果や各部署における外部からのニーズ把握結果を横断的に閲覧して，

時間情報に対するニーズの有無を調査した．その結果を踏まえて，国土地理院が整備・提供する地理

空間情報の時空間化の在り方について再検討した． 

 

3. 得られた成果 

 地理空間情報の時空間化に対するユーザのニーズについて，各部署におけるニーズ調査やアンケー

ト調査においては直接的な調査結果はなかったため，あくまで間接的な状況であるが，国土地理院が

整備しているような中縮尺レベルの地理空間情報の時空間化についてのニーズはほとんど確認できな

かった．ただ，一部の地方公共団体においては，まちづくり（都市計画）のための情報活用（都市施

設設置などを含めたまちづくりの参考データ）として，時間別に人の動線を把握する将来構想があり，

その場合の背景地図として特定の時期の地図が必要となる可能性がある．人の動きを把握する場合の

地図の縮尺は，1/2,500 より大きい大縮尺になると考えられ，国土地理院が整備する情報としては基盤

地図情報が該当する．基盤地図情報にはすでに時間情報が付与されているが，その時間情報はデータ

の登録年月日（入手年月日）と消去年月日であり，地物そのものの発生・消滅時間ではない．また，

過去のデータは 1 年毎のスナップショットデータで時系列管理されているのみである．一方で近年，

人の動きを表現するパーソントリップデータなどのプローブデータの利用価値が高まってきており，

今後整備・活用が進む可能性が高いが，データの取得間隔が短くなると，1 年毎のデータでは対応が

難しくなる．その点，時空間特別研究で提案した時空間化仕様（中埜・小荒井，2011）は，中縮尺レ

ベルを対象としたものの，基盤地図情報のような大縮尺レベルの地理空間情報にも適用可能であり，

供用日等の時間情報が日単位で入手可能な道路データや公共施設情報だけでも，この仕様に基づき時

空間化することで，ユーザにとって有用なデータとなる可能性がある． 

 しかし，ここで問題となるのは，時間情報の入手と初期データの整備及びその後の更新にかかる手

間とコスト，すなわち費用対効果である．まず，フレッシュマップ 2012 によれば，道路や公共施設は，
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更新に対するニーズ，更新の優先度，情報の入手方法に応じて，更新に要する費用を踏まえた優先度

を設定して更新することになっており，例えば高速道路や国道の大規模変化などのように，迅速更新

により「供用と同時に更新・提供するもの」は，事前に供用区間と供用日の情報が入手可能で，時間

情報も付与可能と考えられる．また，市町村道などの軽微な変更で，面的更新で対応するものについ

ては，供用日等の時間情報の入手が困難であると考えられるが，中埜・小荒井（2011）による時空間

化仕様ではこのような場合，面的更新に用いる空中写真等の画像情報の取得日を入力することを提案

しており，すべてのデータに何らかの時間情報を付与することが可能である．しかし，ここでの問題

は，現状の更新項目だけでもすべての変化に対応することが困難な状況であり，そこに時間情報の更

新も加えることは難しい．また，時間情報を付与するためには，全データの仕様を変更して初期デー

タを作成する必要があり，これには相当の手間とコストがかかるため，それに見合ったニーズの発掘

と費用対効果の分析が必要である．仮に時間情報に対して相応のニーズがあり，時空間特別研究で提

案したような時間情報を付与することになった場合は，より効率的に時間情報を取得する仕組みとし

て，位置座標が付与された空中写真画像や衛星画像を時系列的に管理し，更新地物地点の画像及びそ

の撮影年月日を容易に検索できるシステムを構築することが望ましい． 

 以上をまとめると，現時点では時空間特別研究で提案した仕様レベルの時間情報に対するニーズは

未知数であり，作業効率や費用対効果を考慮するとこの仕様での時間情報取得は時期尚早のようであ

る．その点で，現在実施されている登録時間の付与や，スナップショットによる過去の情報の時系列

管理が現時点では有用と考えられる．なお，時系列管理は現状では 1 年毎であるが，データサーバの

容量的な問題が無ければ，時間間隔を短くすることで，迅速更新による道路等の変化がより意味のあ

るものとなると考えられる． 

 

4. 結論 

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

時間情報に対するニーズを調査し，時空間特別研究で提案した時空間化仕様の有効性，必要性を検討

した．その結果，現時点では時空間特別研究で提案した仕様レベルの時間情報に対するニーズは未知

数であり，作業効率や費用対効果を考慮すると，現状の登録時間による管理やスナップショットによ

る時系列管理が有用という結論に至った．ただ，将来的には人の動きを示すプローブデータなどの活

用が進み，それに対応可能な背景地図情報へのニーズも高まることが予想されることから，今後も機

会を捉えて検討していく必要がある． 

 

参考文献 

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

121，51-61． 
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リモートセンシング技術による災害のモニタリングに関する研究（第 2 年次） 
 

 

実施期間          平成 23 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室   岡谷 隆基  小荒井 衛 

 

1．はじめに 

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

ー（以下「SAR」と呼ぶ．）及び光学センサー用いた研究をそれぞれ実施している．以下，それぞれの成果

の概要について報告する． 

 

2．実施内容 

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

究」を受け，平成 23 年 5 月に運用を停止した「だいち」の PALSAR センサーにより取得されたアーカイ

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

わり実施した内容として，平成 23 年 7 月に台風 6 号に伴い高知県北川村で発生した土砂災害及び，平成

23 年 9 月に台風 12 号に伴い奈良県から和歌山県にかけての広い範囲で発生した土砂災害を対象に，災害

前の SAR 干渉画像による前兆現象の確認を行った． 

一方，光学センサーについては，JAXA が ALOS-3 の PRISM-2 を想定して ADS40（航空機搭載 3 ライン

スキャナー）から作成した筑波山周辺のシミュレーション画像について，災害状況判読の観点から判読特

性について検討した． 

 

3．得られた成果 

高知県北川村の災害の事例（図-1）では，特に平鍋地区で発生したものの規模が大きく，崩壊の規模は

長さ 290ｍ，幅 120ｍ，最大深さ約 40ｍに及ぶ深層崩壊の様相を呈している（土木研究所，2011）． 

当該地区における，事前の SAR干渉画像（2008年 7月～2009

年 7 月の約 1 年間）を図-2 に示した．東向きの変動があれば

北行軌道のデータにより確認できる可能性があったが，画像

からは地形などを反映した干渉縞が見られるが，地すべりな

どを示すような局地的な干渉縞は確認されなかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 高知県北川村で発生した災害の概要 

（土木研究所，2011 による） 図-2 高知県東部周辺の SAR 干渉画像 

Ascending FBD/ FBD 

Path：417   

Flame：660～670 

2008/07/18 ～ 

2009/07/21 

Bperp：- 242.88 m 

災害発生箇所 
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紀伊半島の事例では．災害の特徴として多数の深層崩

壊が発生しており，17 箇所にも及ぶ河道閉塞が発生して

いる（図-3）． 

当該地域における災害前のSAR干渉画像を図-4に示し

た．上が北行軌道，下が南行軌道である．災害が広域か

つ多数にわたるため，両方向の SAR 干渉画像を検証した． 

結果としては，いずれも○で示した箇所に，周囲とは異

なる局地的変動を示す画像上の変化が確認されたものの，

図-3 にみられる深層崩壊等の箇所と一致したものは無か

った． 

今回の 2 つの事例は，深層崩壊等の発生よりも 2 年以

上前のデータであるため，災害発生前に全く予兆が無か

ったことを確信させるものではないが，少なくとも今回

のケースからは深層崩壊を起こした斜面が，災害前に長

期間にわたりクリープ性の変動を，SAR 干渉画像で判別

可能なレベル（年数 cm 以上のオーダー）で発生させて

いることを，確認することは出来なかった． 

一方光学センサーについては，シミュレーション画像

の判読結果を JAXA に伝え，PRISM-2 の仕様検討に反映

された． 

 

4．今後の課題等 

深層崩壊等の土砂災害を監視する手法として，SAR デ

ータは，多偏波の強度画像による災害後把握等において，

国土技術総合政策研究所等による成果の蓄積が見られる

ところである．干渉 SAR を用いた予兆把握について今回

は明瞭な現象を見出すことは出来なかったが，今後災害発

生時に近いデータの解析等が可能になれば，予兆把握の可

否を含む知見の蓄積が進むのではないかと考える．また，

光学センサーについては，災害に関わる判読特性の整理等

を行ったところであるが，引き続き当該課題に取り組んで

いきたいと考える． 

 

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

っては，測地部宇宙測地課の協力を受けた． 

参考文献 

土木研究所（2011）：高知県北川村で発生した土砂災害の調査結果． 

（http://www.pwri.go.jp/team/volcano/kouchi_kitagawamura/110731hiranabe.pdf）(accessd 22.Mar.2013) 

国土交通省・気象庁（2012）：最近の土砂災害の特徴，第１回土砂災害への警戒の呼びかけに関する検討会資料． 

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/dosya/24part1/24-1-shiryo1.pdf）(accessd 22.Mar.2013) 

図-3 紀伊半島で発生した災害の概要 

（国土交通省・気象庁，2012 による） 

Ascending FBD/ FBD 

Path：414    

Flame：660～680 

2008/07/13 ～ 

2009/07/16 

Bperp：+ 201.71 m 

Descending FBS / FBS

Path：64    

Flame：2920～2940 

2010/05/18 ～ 

2010/08/18 

Bperp：+ 35.84 m 

図-4 紀伊半島周辺の SAR 干渉画像 
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時系列土地被覆データを用いた国土変遷予測に関する研究 （第 2 年次） 
 

 

実施期間      平成 23 年度～平成 25 年度 

                       地理地殻活動研究センター 

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

 

1．はじめに 

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

「時空間特別研究」という．）の後継研究として，高頻度時系列の土地利用・土地被覆データを使って，

国土変遷予測の分野でどのような研究が可能であるかを検討する．これらの研究を通じて，土地利用

等の国土情報を活用した将来予測等に利活用可能な知見・成果等が得られることを目指している． 

 

2．研究内容 

平成 23 年度は，つくば市や三浦半島の時系列地理情報を活用して，鉄道開通・道路開通等の人為的

インパクトや地形等の環境条件が，土地被覆変化等の地球表層環境に及ぼす影響について検討した．

平成 24 年度は少し指向を変え，国土地理院の「全国都道府県市区町村別面積調」のデータから埋立地

の面積が公表されている 1965 年以降のデータを抽出して東京湾に関して集計した．また，2 時期の土

地条件図の人工改変地のデータから，首都圏の土地改変の変遷について年代や地域ごとの違いを明ら

かにした．以上の検討は，専修大学文学部地理学教室の熊木洋太教授と連携して行った． 

 

3．得られた成果 

3.1 東京湾の埋め立ての変遷 

 東京湾の市区町村別の埋立面積を，5 年ごとの年代に区分して棒グラフで表示したものを図１に示

す．1975 年までの埋立地は大規模工場地帯が多く，君津市，木更津市，袖ヶ浦市，市原市，船橋市，

市川市，川崎市が該当する．大規模工業地帯は一般市民の海へのアクセス（パブリックアクセス）を

遮断することになり，そのような場所でのその後の埋め立てによる新たな土地の創出は 1975 年以降に

は余り行われていない．1976 年以降の埋め立て面積が大きいのは，富津市，千葉市，習志野市，浦安

市，江戸川区，江東区，品川区，大田区，横浜市であるが，これらの埋立地の土地利用は住宅地，商

業務用地，レジャー施設などでの埋め立てである．1986 年以降も大規模な埋め立てが行われていた市

区町村は大田区と横浜市で，大田区に関しては羽田空港の拡張展開に伴う沖合埋め立ての影響である．

1991 年以降は，横浜市を除いてほとんど埋め立ては行われていない．その一方で，市川市と船橋市の

境界付近の三番瀬や木更津市の小櫃川河口部などで豊かな自然も残され，お台場，葛西，検見川，稲

毛などで人工的に渚を復元して良好な自然環境の復元がなされている．以上のように，東京湾の埋め

立ては，時の経済情勢や政策の状況，市民の感性などに応じて様々な利用ニーズが表れ，それに対応

した発達段階に応じて，各時代や地域の特質を踏まえて進んでいったことが理解できる． 

3.2 人工改変地の変遷 

土地条件データを用いて作成した，昭和 40-50 年代と平成 22 年時点の首都圏の人工改変地の分布を

それぞれ図-2 左，図-2 中に示す．また，平成 22 年時点の分布から昭和 40-50 年代時点の分布を差し

引いて，2 時期間の変化箇所（昭和 40-50 年代以降の人工改変箇所）を抽出したものを図-2 右に示す．

対象範囲の台地・丘陵地を 4 つの大地形区分（入間・武蔵野台地，多摩丘陵・下末吉台地，三浦丘陵，
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相模野台地）に分け，各地域の時期ごとの人工改変地の面積および面積率（全面積に対する人工改変

地の面積の割合）を求めた．人工地形全体でみると，昭和 40-50 年代までは多摩丘陵・下末吉台地で

全地域の約 38％が改変されており，次いで三浦丘陵の約 23％，入間・武蔵野台地の約 18％，相模野

台地の約 13％と続く．昭和 40-50 年代以降は，多摩丘陵・下末吉台地が最も割合が大きく，三浦丘陵

が次に続く点は変わらないが，入間・武蔵野台地よりも相模野台地の方が人工改変地の割合が大きく

なっている．台地よりも丘陵地の方が改変面積が大きい．また，入間・武蔵野台地は昭和 40-50 年代

までと比べてそれ以降の人工改変地の面積が約 1/6 になっているのに対し，多摩丘陵・下末吉台地や

三浦丘陵はともに約 1/2，相模野台地は約 3 割減に留まっている．これは，入間・武蔵野台地は開発

時期が古く近年はほとんど開発が進んでいないことを，それ以外は近年の改変割合が減少傾向にある

がある程度継続されており，相模野台地については近年の改変割合が高いことを示している． 

 

4. 結論と今後の予定 

「全国都道府県市区町村別面積調」のデータから東京湾の埋め立ての変遷を，2 時期の土地条件図

のデータから首都圏の大規模宅地盛土造成地などの人工改変地の変遷を明らかにした．来年度は，国

土変遷のモデル化を行い，国土変遷予測に繋がるような解析を行っていきたい． 

 

  

図-1 東京湾の昭和 40 年以降の市区町村別埋立面積 

 

 

平成22年時点

 

入間・
武蔵野台地

多摩丘陵・
下末吉台地

三浦丘陵

相模野台地

2時期変化箇所

 

図-2 土地条件図による人工改変地分布図 

左：昭和 40-50 年代；中：平成 22 年時点；右：昭和 40-50 年代以降 
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地盤構成からみた地震被害と対策に関する研究（第 2 年次） 

 

 実施期間 平成 23 年度～平成 24 年度 

 地理地殻活動研究センター 

 地理情報解析研究室 中埜 貴元 小荒井 衛 

  神谷  泉 

 

1．はじめに 

 地震による液状化現象は，一般的に埋立地，干拓地，昔の河道を埋めた土地（旧河道），砂丘や砂州

の間の低地などで起きやすいとされる．2011 年東北地方太平洋沖地震でも，関東地方から東北地方の

広範囲にわたって液状化現象が発生し，これらの地形・地盤との対応が顕著であった（例えば，国土

交通省関東地方整備局・地盤工学会，2011；小荒井ほか，2011；千葉県環境研究センター，2011 など）．

このような地形・地盤情報は，国土地理院が整備している土地条件図や，若松・松岡（2009）による

地形・地盤分類 250m メッシュマップなどで確認することが可能である．また，地形・地盤分類と液

状化危険度との関係については，これまでにも多くの研究事例がある（例えば，若松ほか，2005；国

土地理院，2007；小荒井，2010；松岡ほか，2011 など）．本研究では，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」（以下，「地震被害情報特別研究」と

いう）における液状化被害予想への実装を見据えて，従来の研究事例を踏まえて新たな液状化危険度

と地形・地盤分類との対応表を作成した． 

 

2．研究内容 

 本研究では，地震被害情報特別研究における被害予想が全国を対象としていることから，全国で均

質なデータが整備されている若松・松岡（2009）による地形・地盤分類体系に基づき，液状化危険度

との関係を検討した．主に，若松ほか（2005），小荒井（2010），松岡ほか（2011），国土交通省北陸地

方整備局・地盤工学会北陸支部（2012）を参考に，筆者らの経験的知見を加えて東京工業大学の松岡

昌志准教授も交えて議論しながら対応表を作成した． 

 

3．得られた成果 

本研究で作成した液状化危険度と地形・地盤分類との対応表を表-1 に示す．若松ほか（2005）と小

荒井（2010）に基づいて考えた当初の対応表では，後背湿地は自然堤防などと同様の危険度レベル（危

険側から 2 番目）と考えてきたが，後背湿地は泥質で液状化しにくい場合もあり，国土交通省北陸地

方整備局・地盤工学会北陸支部（2012）における過去の液状化発生面積率が 2%未満と低いことから，

1 段階危険度を下げた．一方，砂洲・砂礫洲は砂丘と同程度の危険度レベル（危険側から 4 番目）と

考えてきたが，松岡ほか（2011）では表-2 に示す液状化の発生確率が比較的高いグループ②に属すた

め，1 段階危険度を上げることとした．また，砂礫質台地は従来ほとんど液状化しないと考えられて

きたが，松岡ほか（2011）では谷底低地と同レベルのグループ④に入ることから，1 段階危険度を上

げた．さらに，扇状地と谷底低地は勾配の違いが構成物質の粒子サイズに影響し，砂質であるほど液

状化の危険度が高くなると考えられることから，基盤地図情報の 10mDEM を用いて求めた勾配が

1/100 より緩い場合は 1 段階危険度を上げた．自然堤防は周囲の低地からの比高により地下水位が変

わることから，基盤地図情報の 10mDEM を用いて比高を求め，比高 5m 以上の場合は危険度を 1 段階

下げた．砂丘は本体部か低地と接する縁かで地下水位が変化し，液状化危険度も大きく異なると考え
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られることから，松岡ほか（2011）などに参考に両者の危険度を 3 段階変えた． 

この対応表を，地震被害情報特別研究で構築した「地震時地盤被害予想システム」に実装し，予想

結果と過去の液状化履歴（若松，2011）とを比較した結果を図-1 に示す．2005 年福岡県西方沖地震の

事例では，ほとんどの液状化発生履歴地点が危険度の最も高い危険度 4 の地域に分布していることが

わかる．2004 年新潟県中越地震の事例でも，概ね液状化発生履歴地点が危険度の高い地域に分布する

が，危険度の低い危険度 0 や 1 の範囲でも多く見られる．これは，若松ほか（2006）などで報告され

ている扇状地等の水田で行われた砂利採取の跡地に該当し，地形・地盤分類とは関係ない要素によっ

て発生したものである． 

 

 

表-1 液状化危険度と地形・地盤分類との対応表．危険度 0：可能性無し，危険度 1：起こりうる，危険度 2：

可能性あり，危険度 3：可能性大，危険度 4：可能性極大．地形・地盤分類の*1 は道，湖沼，沿岸海域，*2 は

傾斜が緩い場合（勾配 1/100 未満），*3 は比高が高い場合（5m 以上），*4 は低地に接する砂丘の縁の場合． 

 
 

 

表-2 松岡ほか（2011）による微地形区分別計測震度と液状化発生確率の関係 

グループ 計測震度と液状化発生確率との関係 微地形区分 
グループ① 計測震度 5.0 付近で液状化が発生し始める． 自然堤防，旧河道，砂丘末端緩斜面，

砂丘間低地，干拓地，埋立地 
グループ② 計測震度 5.0 程度では液状化が発生しないが，

震度が大きくなるにつれて発生確率が急激に
大きくなる． 

扇状地，扇状地（傾斜＜1/100），砂州・
砂礫洲 

グループ③ 計測震度 5.4 付近で液状化するが，震度が大
きくなっても発生確率はあまり上がらない．

後背湿地，三角州・海岸低地，砂丘 

グループ④ 計測震度 6.0 程度になって液状化が発生し，
震度が大きくなるにつれて発生確率が急激に
大きくなる． 

砂礫質台地，谷底低地，谷底低地（傾
斜＜1/100） 
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図-1 過去の地震による液状化発生履歴と液状化被害予想結果．左図：2005 年福岡県西方沖地震，右図：2004

年新潟県中越地震． 

 

4．結論 

 従来の研究事例を踏まえて，新たな液状化危険度と地形・地盤分類との対応表を作成した．作成し

た対応表を地震被害情報特別研究で構築した「地震時地盤被害予想システム」に実装し，予想結果と

過去の液状化履歴とを比較した結果，一部の特殊な事例を除いて良好な結果が得られた．今後，本研

究は平成 25 年度から始まる特別研究「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」に引き継がれる． 
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面積と角の歪みのバランスさせた地図投影法に関する研究 

（第 2 年次） 

 

 

実施期間 平成 23 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室 神谷  泉 

 

1. はじめに 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

軽視している．本研究では，極における歪も他の点と同様に評価することを目指す． 

 

2. 研究内容 

平成 23 年度は，設計に必要な地図投影法の評価手法と，地図投影法の設計に用いる数値計算方法を

開発した．平成 24 年度は，平成 23 年度に開発した評価方法を改良したうえで，実際に適用して，具

体的に地図投影法を求めた． 

平成 23 年度に開発した評価手法は，地球を楕円体とした場合には，下記の Ln の値が小さいものを

優れていると解釈するものである．  

  







cos

1
AASS

2

2
MNewewdd

A
L nn

n   

  11,max 2121S  mmmme  

121A  mme  

m1，m2 指示楕円の長半径，短半径   

N, M parallel/meridian radius of curvature 

wS ≥ 0，wA ≥ 0   (wS+wA=1)  









cos

2

2
MNddA  

  

ここで， wS と wA は，面積の歪みと角の歪みのバランスをとるためのパラメーターであり，wS=1 の

場合は面積の歪のみで，wA=1 の場合は角の歪のみで地図投影法を評価することになる．Ln の計算は，

全球を緯度と経度の間隔が一定のグリッドに区切り，被積分関数の値を，グリッドの中心の被積分関

数の値と近似して，数値積分を用いて行った． 

平成 24 年度においては，既存の地図投影法の Ln の値を比較すること等により，n = 2 が妥当である

との結論を得た．また，平成 24 年度の計算では，地球を長半径 1 の楕円体（扁平率は，GRS80 の値

＝1/298.257222101）とした． 

検索した地図投影法は，赤道及び中央子午線に対する対称性を有するものに限定した．エイトフ図
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法を多項式で変換した地図投影法と，緯度経度の多項式で表現される地図投影法の双方について，最

適な地図投影法を検索したところ，極付近を除き，その結果があまり異ならなかったことから，検索

する地図投影法は，緯度経度の多項式とした．極については，平成 23 年度の研究成果を参考として，

極が 1 点となるという制約条件を設けた．球面上の 360 度の角に対応する図上の角を θ °とするとき，

ここでは，360−θ を，極の角欠損と呼ぶ．本研究では，アイゼンロール図法のように極の角欠損が 0

度の場合（whole pole と呼ぶ），極の角欠損の制約を設けない場合（free pole と呼ぶ），エイトフ図法

のように極の角欠損が 180 度の場合（half pole と呼ぶ）について，wS = 0.1，0.3，0.5，0.7，0.9 として

最適な地図投影法を求めた． 

 

3. 得られた成果 

wS = 0.5，free pole の場合の結果を図-1 に示す．  

 

4. 結論 

 角の歪と面積

の歪を適切にバ

ランスさせる地

図投影法の評価

手法と設計手法

用いて，緯度経

度の多項式で表

現される地図投

影法の中から，

最適な図法を検

索し，歪の少な

い地図投影法を

得た． 

 

発表文献 

神 谷 泉 (2014) 

面積と角の歪

みのバランス

を考慮した地

図投影法の評

価手法と極の

性質，地図，

50(3)， 1-15． 

 

 

図-1 最適な地図投影法の検索結果とその指示楕円（wS=0.5，free pole） 
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（注意）x と y は，地球楕円体の長半
径と縮尺を掛けなければならない．  
以下の添え字は，16 進である．例え
ば，上の 101e は下の e1A に対応する．

 
e10= 0.6954788682468771 
e12=-0.09005414998043301 
e14=-0.06986345919861485 
e16=-0.01953365515507945 
e18= 0.046451019736718245 
e1A=-0.016141639241664472 
e30= 0.0011384960931224268 
e32=-0.003450991133948564 
e34= 0.0013487239230037988 
e36=-0.006866762072320007 
e38= 0.002760475306910267 
e50= 0.0007357713448450721 

e52=-0.001589879094588097 
e54= 0.001350475761644898 
e56=-0.00033516102583446174 
e70= 0.00001520087746111194 
e72=-0.000056871253557246154
e74= 0.00002055221989023227 
e90=-2.02288976919757e-6 
e92= 8.198463431722931e-7 
eB0= 0. 
h01= 0.9118980362631725 
h03=-0.05223797351406811 
h05= 0.02460842317571259 
h07=-0.003033313151202893 
h09= 0.0017584672639898975 
h0B=-0.00041458568861104 
h21=-0.006825870910489833 
h23= 0.02949701997147621 
h25=-0.01098441122490374 
h27= 0.005346787419973447 
h29=-0.0021421838795719775 
h41= 0.009631197561090085 
h43=-0.0035408005311873916 
h45=-0.001412412651701555 
h47= 0.0005128739721122037 
h61=-0.00018263325546641053 
h63=-0.00006746409706710239 
h65= 0.00005734072482853596 
h81= 8.61131754545959e-6 
h83=-3.490035545703986e-6 
hA1= 0. 
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地球地図データの精度向上に関する研究（第 1 年次） 

 

 

実施期間            平成 24 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理空間情報解析研究室  岡谷 隆基 

 

1．はじめに 

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

において，「持続可能な開発のための人類の行動計画：アジェンダ 21」が採択されたことを踏まえ，同年

建設省（現在の国土交通省）は，地理空間情報整備の分野でも一層の貢献が必要であるとの認識から，地

球環境の現状と変動の把握のための地球規模の地理空間情報を，国際的な協力の下で整備していく構想－

地球地図構想－を提唱した．その後，地球地図プロジェクトは,182 の国・地域が参加（平成 25 年 3 月現在．

以下同じ）する一大プロジェクトに成長するとともに，81 の国・地域の交通網・水系等からなる国別デー

タ及び全球の植生（樹木被覆率），土地被覆データが公開されるに至った． 

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

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

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

てより正確な分類が実施できれば，利活用も更に拡がるのではないかと思われる． 

昨年度実施した研究（岡谷，2012）においては ALOS/PALSAR データを用いた森林部の抽出を日本の新

潟県中越地方周辺を事例として試行し，その結果を踏まえつつ土地被覆データを用いた利活用事例にどの

ように影響を及ぼすのかについて事例研究を実施し，SAR データからある程度森林域を抽出できることを

示した． 

 これを踏まえ，本研究では他地域においても森林等の被覆抽出がどの程度行えるかを試行するとともに，

複数時期のデータから水田等被覆状態が変化するものをどの程度抽出できるかについて検討を行った． 

 

2．実施内容 

本研究は広島県北東部から島根県東部，鳥取県西部にかけ

ての中国山地地区を事例として，SAR 強度画像から抽出され

た土地被覆分布が，地球地図第 1 版における土地被覆 

（ GLCNMO ： The global land cover by national mapping 

organizations）をどこまで再現できるのかを分析し，加えて多

時期のデータにより農地等の精度向上の可能性について検討

を行った． 

 

3．得られた成果 

 最初に対象地域周辺における地球地図土地被覆データの画像

を図-1 に示す．背景は電子国土 Web に加筆修正を加えたもので

ある．庄原や新見の周辺（図の下部）には農地・自然地の混合

及び落葉広葉樹林が広がり，米子や松江の周辺（図の上部）に 図-1 中国山地地区の地球地図データ 
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は農地，農地・自然地の混合等に落葉広葉樹，常緑広葉樹林等が混

じる形となっている．中央部から上の落葉広葉樹や常緑針葉樹が広

がる部分が農地などとなっているが，ほぼ市街地は見られず，新見

北部の森林の拡がりや米子付近の農地・自然地の混合の拡がりなど，

GLCNMO の分類結果はある程度は当該地域の植生を捉えているも

のと考えられる． 

 一方，当該地域における SAR 強度画像は図-2 のとおりである．

2010年 8月 10日に観測されたものであり，分解能は約 10ｍである．

季節変化を捉えるためのもう一つのデータは 2009 年 12 月 23 日で

あるが，観測範囲はほぼ同じである．SAR 強度画像は地形の起伏に

よる倒れこみの影響を受けるが，地球地図データは 1km メッシュ相

当であり，その分解能では影響が小さいため補正は行っていない． 

 今回は，当該範囲に含まれる都市，農地，森林，水部について 2010

年 8 月 10 日のデータに対し，ISODATA 法による教師なし分類を用

いて簡単な区分を行った．30 クラスの区分を行い，生成された各ク

ラスの標準輝度値を 4 つの土地被覆区分に統合し，これらを教師と

して再度教師付き分類を実施した．結果は図-3 の通りである． 

 図-1 との比較した結果では，全体が森林と農地とにほぼ占められ

た点では同様であり，米子周辺など低地で農地が広がる部分におい

て農地の割合が高く出るなど妥当な傾向が出た一方，山間部の所々

に市街地が分布する結果となった．SAR 強度画像上では都市部が特

に輝度値が高い場所となるが，水田等も輝度値が高い場合があるた

め，これを誤抽出している可能性に加え，森林で高い輝度値のとこ

ろが，教師なし分類の最高輝度値のところに混ざっていた． 

これを踏まえ，2009 年 12 月 23 日のデータを用いて同様に分類を

行い，2010 年 8 月の分類で市街地と分類されたもののうち，ここで

農地及び森林と分類されたものについて分類項目を修正した結果

が図-4 である．2 時期ともに最高輝度に相当する市街地に分類され

る箇所は少なく，市街地となっていたもののほとんどが農地及び森

林となった． 

 

４．結論 

 ALOS/PALSAR データを用いた地球地図の土地被覆データの再現可能性と多時期のデータによる農地等

の精度向上の可能性について中国山地地区を対象に検討を行った．結果として，昨年度の新潟県中越地方

のケースと同様に，SAR データを用いることにより土地被覆分類がある程度できる可能性が示唆された．

来年度以降は，地球地図第 2 版が今後概成する見込みであることから，時系列データの利活用可能性を意

識しつつ研究を進める予定である． 

 

参考文献 

岡谷隆基（2012）：地球地図データの利活用に関する研究（第２年次），国土地理院調査研究年報，151-152． 

図-2 中国山地地区の SAR 強度画像 

図-3 単時期データによる分類の試行 

図-4 他時期データによる分類の修正 

米子 

新見 

庄原 

松江 

三次 
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電子地理空間情報の長期保管における課題に関する研究（第 1 年次） 
 

実施期間          平成 24 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室   乙井 康成 

 

1. はじめに 

地理空間情報についても流通しやすく活用範囲が広がるメリットから電子化が進められている．電子化

された地理空間情報の保管についても，ハードディスクへの格納により場所を取らなくなり，検索も容易

になるとメリットばかりが認識されることが多いようである．一方，アメリカの映画芸術科学アカデミー

は，2007 年「The Digital Dilemma」と題する報告書を発行し，35mm フィルムを保存する方法に比べて，同

等の画質の映像データの保存は格段にコストが高くつくという問題を提起した．日本国内においても，国

立国会図書館は平成 14 年度から「電子情報の長期利用保証に関する調査研究」を，内閣大臣官房管理室は

国立公文書館とともに「電子媒体による公文書等の管理･移管･保存のあり方に関する研究会」を設け，

平成 18 年度から「電子媒体による公文書等の管理・移管・保存のあり方に関する研究」等を実施しており，

電子情報を長期保管し利用するための課題について研究している．地理空間情報についても，過去の地形

や土地利用が現在の災害対策に有用となるなど，長期保管と利用可能な環境の確保は重要であるが，これ

まで電子化されたデータの長期保管における課題については，広く認識されていなかった．本研究では，

先行研究で示されている電子情報の長期保管における課題の地理空間情報への影響度合い，測量成果等の

地理空間情報に特有の課題について整理を試みた． 

 

2. 実施内容 

先行研究における電子情報が利用できなくなる原因と国土地理院における測量成果等の状況やこれまで

に整備された電子地理空間情報の状況，公共測量成果に係る電子納品運用ガイドライン（案）などから電

子地理空間情報の長期保管における課題について整理を行った．また先行研究では行われていない測

量成果等に特有の課題の有無について検討を行った． 

 

3. 検討結果 

3.1 電子情報が利用できなくなる主な原因 

 先行研究の成果から，電子情報が利用できなくなる原因としては，主に 1)電子データを記録する媒体（フ

ロッピーディスク，MO 等）の新たな規格の普及により，古い規格の媒体に対応するシステムやその部品

などが入手できなくなること，2)媒体からデータを読み出すことができても，古いフォーマットのデータ

を開くことのできるアプリケーションソフトが入手できなくなること，3)データとともにそのデータを利

用するためのアプリケーションソフトウェアが保存されていても新しい OS 上でそのアプリケーションソ

フトを動かすことができなくなること，4)データ記録様式に関する資料の亡失などによりデータの読み方

が分からなくなること，などが明らかにされている． 

 これらの課題に対する現在保存中の電子情報についての対策としては，先行研究において a)古い媒体か

らハードディスク等へのデータの移し替え，b)エミュレーションソフトによる再生環境の確保等が試みら

れている．しかし，媒体の破損，記録方式の不適合等により，全てのデータを再生することは非常に困難

であることも確認されている．映画等の場合には著作権保護の目的でデータコピーを防止する仕組みが組

み込まれている場合がある．この場合には媒体とともにその媒体を再生できるシステムも保管しない限り，
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利用できなくなる可能性がある．地理空間情報に関しては，データを編集し他の情報と組み合わせて利用

することが多いことから，提供されたデータのハードディスク等へのコピーが認められないことはそれほ

どないものと思われる． 

 一方，今後の長期保存のための対策としては，先行研究においてア)事務的及び技術的ルールの策定と長

期保存のためのシステム構築，イ)格納媒体やフォーマット等の標準化等が必要としているが，これらも対

策として万全ではなく，また定期的に見直す必要があることも示されている． 

3.2 測量成果等における課題 

3.2.1 測量成果の格納媒体とフォーマット 

国土地理院が電子情報として提供している基本測量の測量成果の格納媒体やフォーマットは必ずしも統

一されているわけではないが，現時点において読み出すことが困難な状況にはなっていないようである．

ただし，フロッピーディスクで提供している測量成果などは今後読み込むための環境が失われていくこと

は十分考えられる．また今後提供する電子情報の利用可能性をより確実なものとするためには，刊行地図

における「地図等複製標準仕様」に相当する電子情報の標準仕様策定も有効と考える．測量記録の格納媒

体やフォーマットは測量成果以上に多岐にわたる可能性があり，既に一部が再生困難となっている可能性

がある．長期的に測量記録を利用できるようにするためには，行政文書の管理規則と同様のルールの策定

が有効と考える． 

公共測量の測量成果や測量記録については，電子納品運用ガイドライン（案）【測量編】 により格納媒

体やフォーマット等がある程度統一されており，現時点では読み出しにそれほど問題は生じていないもの

と思われる． 

3.2.2 測量成果のバージョン管理 

 測量法において，測量成果とその写は明確に区別されている．また同法により，基本測量の測量成果は

現況と適合しなくなったときには修正しなければならないこととされている．長期保管のため別の媒体へ

のデータの移し替えやフォーマット変換を行う場合には，どれが測量成果の「原本」となるのか，また「原

本」を変更する場合は変更前の「原本」にどのような位置付けを与えるべきかについても整理する必要が

あると考える． 

3.3 電子情報の再生環境の変化 

 近年，基本測量の多くは外注により実施されている．また，電子情報を扱うハードウェア，ソフトウェ

ア共にリースである割合は低くない．今後もクラウドなど外部サービスの利用は増加し続ける可能性があ

る．このような場合，ハードウェアの更新やソフトウェアのバージョンアップとともに，古い電子情報の

利用環境を喪失してしまう危険性がある．長期的に地理空間情報を利用できるようにするためには電子情

報そのものの保管ルールだけではなく，利用環境を維持するためのルールも必要になるものと思われる． 

 

4. 今後の計画 

 今年度は先行研究の結果などから，電子情報の長期保管における一般的な課題について整理を試みた．

次年度は国土地理院における地理空間情報の保管状況から課題の洗い出しを試みる計画である． 

 

参考文献 

電子媒体による公文書等の管理･移管･保存のあり方に関する研究会（平成18年4月）：電子媒体による公

文書等の管理･移管･保存のあり方に関する報告 

国土交通省大臣官房技術調査課（平成 21 年 6 月）：電子納品運用ガイドライン（案）【測量編】 

国立国会図書館（平成 23 年 8 月）：電子情報の長期利用保証に係る調査研究（平成 18 年度～平成 22 年
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度）総括報告書 

The academy of motion picture arts and sciences (2007): The Digital Dilemma 
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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 3 年次） 
 

 

実施期間      平成 22 年度～平成 24 年度 

                       地理地殻活動研究センター 

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

中埜 貴元 

 

1. はじめに 

新潟県中越地方では，平成 16 年(2004 年)新潟県中越地震（以下，「中越地震」），平成 19 年(2007 年)

新潟県中越沖地震（以下，「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．また，平成 24 年度からは，平成 23 年

3 月 12 日に発生した長野県・新潟県県境付近の地震（以下，「長野県北部地震」）の被災地域も対象に

含めて研究を行っている．本研究は科学研究費補助金（研究課題番号：22500994）の予算によるもの

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

 

2. 研究内容 

平成 24 年度は，6 月に長野県北部地震の悉皆的な被害状況調査のため松之山地区を中心に現地調査

を行い，10 月にテフラの給源である浅間山付近での試料採集調査を，11 月に最終的なまとめの調査を

魚野川周辺で行った．新たな露頭調査で得られた火山灰の分析を追加して行い，段丘編年や活褶曲の

成長速度の見直しを行った．そして，活褶曲地帯として段丘の変形が著しい小千谷地区も加えて，山

古志地区，西山丘陵，松之山地区を対象に，隆起速度の違いと斜面崩壊の起こりやすさとの関連を，

地形発達史と絡めてより定量的に明らかにすべく，考察を行って最終年度の成果を取りまとめた． 

 

3. 得られた成果 

魚野川流域の段丘面分布と地質構造を図-1 に，過去の同地域における研究との対比案を表-1 に示す．

右岸側の道光高原①に最も古い面である H1 面が広く残され，ローム層中位に約 14 万年前に噴出した

飯綱－上樽テフラ（In-Kt）が存在することから，この面は約 30～40 万年前に離水したと考えられる．

左岸側②も破間川合流部から芋川合流部付近にかけて H1 面から L4 面までの段丘が発達する．魚野川

と信濃川の合流点付近④では，段丘の発達が著しく各段丘の比高も大きいが，最も古い面が AT を載

せる L1 面であり新しい段丘しか存在しない．これはこの地域の隆起量が大きいためと考えられ，中

越地震で 1m 程度の隆起が認められた．この場所は東山背斜の軸部に当たる．東山丘陵側③は地すべ

り地形による開析が進んでいるため，地形面がほとんど認められない．芋川流域のみに段丘が分布す

るが，そこで最も古く連続する芋川 3 面からはテフラが検出され，このテフラは主成分化学分析結果
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からは Choi et al.(2002)が破間川の低位段丘から報告している Ab-t1 に対比される（図-2）．芋川 1 面や

周辺の L2 面（幡谷ほか 2006 の Lf4 面）からは，主成分化学分析結果から立川ローム上部ガラス質火

山灰（UG）または浅間－草津火山灰（As-K）に対比可能なテフラが検出されている（図-2）が，芋川

3 面からは As-K や UG は検出されないことから，芋川 3 面は L3 面に対比され，段丘形成年代は 7,500

～16,500 年前と考えられる．このように芋川流域でも新しい段丘しか見られないことは，魚野川と信

濃川の合流点付近と同様に隆起が大きく，段丘面の開析が進み古い段丘面が残りにくくなっているも

のと推察される． 

断層モデルから想定される隆起量は断層の矩形の上端を地表面に投影した付近で最も大きくなって

いるのに対し，小長井ほか（2007）が示した実際の地殻変動では，隆起量はより西側の魚野川と信濃

川合流点付近（東山背斜軸部付近）で最も大きくなっていることから，中越地震により東山背斜が隆

起（成長）した可能性が高いと考えられる．一方，大規模地すべり集中域③の東側である道光高原周

辺の①の地域は，地すべり地形の分布密度も低く，地震による斜面変動もあまり起きていない．中越

地震では道光高原より東側の小平尾地区で地表地震断層が出現したので，道光高原もその意味では上

盤側になるが，斜面変動の集中は地表地震断層の位置より上盤側で起きたのではなく，断層モデルの

断層面をそのまま地表方向に延長した場所より上盤側で発生しており，地震時地すべりの東側の前線

がその境界に一致する． 

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

す SAR 干渉縞の範囲にあたる松之山地区に集中して発生していた．信濃川右岸の津南町では地震に

よる被害分布は少なく，活断層である宮野原断層に沿ってのみ重力性の変状が認められた．SAR 干渉

画像から推定される本震（M6.7）の震源断層の推定地表到達域付近では，その南東側すなわち断層矩

形モデルの上盤側の範囲に限定して，斜面崩壊や道路面の変状が多数認められた．地震による変状は

特定の地域や地質に集中して認められる．道路の変状等の分布も偏りが認められ，東北東－西南西方

向に並んで分布しているところが多く，地質断層である松之山断層の周辺や背斜軸，向斜軸の近傍に

集中している．電子基準点の変動から示唆される逆断層の上盤側のドーム状の隆起や，背斜・向斜構

造に支配された変状の分布から判断すると，地震時に松之山背斜が成長した可能性が示唆される．こ

の現象は、中越地震と共通する事象である． 

 

4. 結論 

ひずみ集中帯でもある信濃川流域周辺でここ 10 年以内に発生した中越地震，中越沖地震，長野県北

部地震の 3 つの地震について，地殻変動，活断層の分布，褶曲構造，斜面変動等の関連について整理

した（表-2）．斜面変動や道路の変状等は，逆断層の上盤側かつ地殻変動量の大きな領域に集中してい

たが，大きな変状や被害は既存の断層や褶曲構造の位置などの地質構造等に支配されていた．地震に

伴う隆起量の大きな箇所での被害集中が顕著で，その範囲は地表に地震断層が出現した箇所より上盤

側ではなく，震源断層モデル矩形をそのまま地表に延長して地表到達箇所より上盤側に集中していた．

逆断層の上盤側で特に隆起量の大きな場所は，褶曲構造が成長した場所だと考えることが可能である． 

 

参考文献 

Choi et al.（2002）：第四紀研究，41(1)，45-51． 

幡谷竜太ほか（2006）：応用地質，47，3，140-151． 

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． 

 

- 193 -



①

②

③

④

 

図-1 魚野川周辺の段丘面分布と地質構造 

 

表-1 魚野川周辺の段丘面対比案 

幡谷ほか
(2006)

信濃川ネオテクトニク
ス団体研究グループ
(2003a)

小松原ほか (2006)
信濃川ネオテクトニク
ス団体研究グループ
(2009)

渡辺(2007)
新潟平野団体
研究グループ
(1972)

新潟平野団体研
究グループ(1967)

小荒井(1990) 本研究

元中子面 Ⅶ面 L4 現在の沖積面に収れんする テフラ無

十日町面群 小千谷面 小千谷面 来迎寺面 Ⅵ面 L3
薄い明褐色ロームに覆われる
芋川３面に対比される(小荒井ほか，
2012)

Ab-ｔ1を含む(7.3～
16.5ka)

Lf4 L2’ 薄い黄褐色ロームに覆われる
As-K(15～16.5ka)を含
む

Lf3 L2 薄い黄褐色ロームに覆われる As-Kに覆われる

田麦山面
武道窪面

L1’ 田麦山と武道窪のみに分布 AT(26～29ka)を含む

Lf2 塩殿面群 潮音寺面・上富岡面
塩殿面
船岡山面

潮音寺面
船岡山面

Ⅳ面 L1
厚さ30～50cmの黄褐色ロームに覆われ
る

ATに覆われる

川西面 越路原Ⅲ面・関原面 市民の家面 小粟田原面 Ⅲ面（池中新田面） M3
厚さ50～100ｃｍの褐色ロームに覆われ
る

DKP(≧55ka)に覆われ
る

Lf1 片貝面・高寺面・三島面
市民の家面
山本山Ⅱ面

小粟田原面
越路原ⅡⅢⅣ面

Ⅲ面（小粟田原面）
Ⅱ面

M2 厚さ1m以上の褐色ロームに覆われる
Aso-4(85～90ka)とK-
Tz(95ka)に覆われる

Ｍｆ 越路原Ⅰ面 山本山Ⅰ面 越路原Ⅰ面 Ⅰ面 M1
赤褐色ロームに覆われる
風化レキからなる堆積段丘

In-Kt(≧130ka)を含む

Ｈｆ3 Ｈ3
厚さ2mのロームで覆われる
強風化レキを含む

Hf2 H2 強風化レキから構成される

Hf1 H1
厚さ3～4ｍのロームで覆われる
強風化レキから構成される

真人面群

特  徴 テフラ

段丘名

高梨面 小千谷面 来迎寺面 Ⅴ面
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図-2 主要なテフラの化学分析結果 

 

表-2 3 つの地震についての活褶曲の成長という視点での比較 

地震 

（地域） 

特徴 

2004 年中越地震 

（東山丘陵） 

東山背斜・小松倉背斜 

2007 年中越沖地震 

（西山丘陵） 

小木ノ城背斜 

2011 年長野県北部地震 

（東頸城丘陵） 

松之山背斜 

小千谷地区 

（地震なし） 

斜面崩壊 全面的に多数発生 少数発生 特定の地域に多数発生 － 

地質 
中新世～前期更新世の

堆積岩 

中新世～前期更新世の

堆積岩 

中新世のデイサイト、 

中新世～前期更新世の

堆積岩 

更新統の段丘 

堆積物 

段丘地形の 

発達 
新しい段丘のみ発達 ほとんど無し 

ほとんど無し 

(渋海川のみ) 
段丘発達 

地震断層 

モデル 
西側傾斜の逆断層 

本震は南東傾斜の 

逆断層 
南東傾斜の逆断層 － 

地表地震断層

の出現 

ディタッチメントして 

かなり東方に出現 

（小平尾断層） 

海部に出現か？ 
なし（断層面延長の地表

到達部に地表変動集中） 
－ 

断層モデルと

被害との位置

関係 

逆断層の上盤側で 

被害集中 

Nishimura et al. (2008)の

モデルで常楽寺断層が

動いたとすると逆断層の

上盤 

（漏斗状の構造部分） 

逆断層の上盤側で 

被害集中 
－ 

直接的か否か 地震断層とは直接的 地震断層とは間接的 地震断層とは直接的 － 

地
殻
変
動
量 

地震時 
0.5～1.5m(航空レーザ) 

70cm 強（水準測量） 
10cm 弱（干渉 SAR） 23cm（電子基準点）  

完新世段丘 8～18×10-7/年   北部：11×10-7/年 

後期更新

世段丘 

1.1～1.2×10-7/年 

4.4～4.9×10-7/年 
  

北部： 

1.0～1.2×10-7/年 

南部： 

4.5～10×10-7/年 

地質学的  8.3×10-7/年   
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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 1 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 小荒井 衛  岡谷 隆基 

中埜 貴元 

 

1．はじめに 

東日本大震災は地域ごとに実に「多様な」災害を引き起こした．その多様性と地域性の問題の解明

は，第一級の災害地理学的課題であり，社会的使命でもある．津波や液状化といった自然災害に限定

しても，その多様性・地域性は複雑で未だ混沌としている．これらを踏まえ，①災害の分布と発生要

因を精査し，②その地理分布を俯瞰的に類型化し，③今後の災害予測や被害軽減のあり方を検討する．

また，④被災地域における既存のハザードマップを総合的に検証し，⑤津波遡上や液状化予測シミュ

レーションの技術的限界を確認しつつ，予測を向上させるために，地形地質等の土地条件の「適切な

取り込み」を提案してハザードマップの改良法を提言する．さらに，⑥ハザードマップにリアリティ

を持たせるため，建物や微地形スケール生活空間の中で発生する災害像をイメージできる３Ｄハザー

ドマップを開発して，防災地理教育への展開を図ることを目的に本研究を実施している． 

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，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する．平成 23 年度の一般研究「東日本大震災における津波浸水被害に関する研究」，

「東北地方太平洋沖地震による液状化被害に関する研究」の成果を引き継ぐものである． 

 

2．研究内容 

平成 24 年度は，（1）津波被災分布の検証，（2）液状化分布の検証を行った． 

津波被災分布の検証に関しては，仙台平野の津波浸水域の被害状況と浸水深，地形分類，標高，土

地利用等との関係を小荒井ほか（2011）でとりまとめてある．同様の検証を他の地域でも行うため，

航空写真判読による津波被害度の 3 区分（流出，破壊，浸水）と，被災後 1～2 ヶ月後のモービル・マ

ッピング・システム（MMS）による計測画像からの浸水深計測を事前に行い，石巻平野（7 月，2 月），

三陸海岸南部（釜石～南三陸：7 月，2 月），三陸海岸北部（久慈～大槌：1 月），いわき市（7 月），九

十九里平野（3 月）で現場での浸水痕の測量や被害状況の現地調査を行った． 

液状化分布の検証に関しては，東京大学新領域創成科学研究科の須貝俊彦教授と共同で，10 月に鬼

怒川流域（下妻市鬼怒）・小貝川流域（常総市吉野），1 月に利根川流域（千葉県我孫子市布佐，千葉

県神崎町，千葉県香取市石納・茨城県稲敷市六角・結佐）の現地調査を行い，25 年度以降の詳細調査

地区の絞り込みを行った．また，産業技術総合研究所が 3 月に神崎町で行ったトレンチ調査でトレン

チ断面の観察を行った． 

 

3．得られた成果 

3.1 津波被災分布の検証 

石巻平野では海岸線に工場地帯が面しており，そこでは家屋の流出等は余り見られないため破壊域
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となっている．住宅地が直接海岸に面している地点では壊滅的な流出域となっており，残されている

建物で浸水深を計測すると 4m 以上のところが多い．工場地帯の背後の住宅地でパッチ状に流出域が

現れるが，石巻港が内陸側まで掘られて海岸線からの距離が短い場所である．破壊域と浸水域の境界

は微高地や水路等が該当しており，津波遡上方向の急激な標高増加が津波の被害を軽減させている． 

気仙沼市，陸前高田市，大船渡市の結果を図-1 左，中，右に示す．赤が流出域，黄が破壊域，青が

浸水域である．リアス式海岸の湾奥部に位置する気仙沼と大船渡は共通性が高く，湾の入口付近と湾

奥部で壊滅的な流出域が広がる．浸水深が 10m を越える地点もあり，津波が直撃したものと考えらえ

る．気仙沼の大川と大船渡の盛川では右岸と左岸で被害の程度が異なっている．津波が直撃して遡上

したか，堤防を越えて遡上したかの違いの可能性が考えられる．陸前高田市ではほぼ平野全域が壊滅

的な流出域となっている．リアス式海岸の湾奥部に位置する都市では，個々の市街地が湾の地形形状

に対してどのような位置にあるのかによって，被害の様相が大きく異なる可能性がある．釜石以北を

含む三陸海岸地域は調査実施が津波発生後 1 年以上のため建物の撤去が進んでいたが，ほぼ建物が残

存しない箇所の浸水深は 3～4m 以上のところが多く，石巻平野等の流出域の閾値と調和的であった． 

3.2 液状化分布の検証 

平成 25 年度以降の詳細調査地区として，下妻市鬼怒地区の鬼怒川の旧河道と神崎町の利根川の旧河

道を選定した． 

 

4．結論と今後の予定 

石巻平野と三陸海岸での浸水深と津波被害程度との関係は，流出域と破壊域の境界が浸水深約 4m，

破壊域と浸水域の境界が浸水深約 1.5m とした仙台平野のケースと同様であった．仙台平野の被害状

況が海岸線からの距離と標高で概ね決まるのに対し，リアス式海岸の湾奥部に位置する都市の被害程

度の空間分布は複雑である．その他地域の浸水深と被害程度との関係や，全地域の被害程度と地形や

土地利用との関連性の解析は，次年度以降に行う予定である． 液状化については，下妻市鬼怒地区と

神崎町の旧河道で地中レーザ等の物理探査を行い，液状化地点の地下構造について明らかにしていく． 

 

参考文献 

小荒井衛ほか（2011）：国土地理院時報，122, 97-111． 

   
図-1 津波の被害状況の 3 ランク区分と浸水深 

左：気仙沼市；中：陸前高田市；右：大船渡市 
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