
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 2 年次） 

 

 

実施期間          平成 24 年度～平成 25 年度 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室  乙井 康成 

 

1. はじめに 

地理空間情報についても，流通しやすく利用範囲が広がることから電子化が進められている．電子化さ

れた地理空間情報は，保管についても，場所を取らなくなり，検索も容易になるなどのメリットが強く認

識されている．しかし，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，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（The academy of motion picture arts and sciences ，2007）．日本国内においては，

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（国立国会図書館，2011；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，2006；他）．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，

地理空間情報分野における電子情報の長期保管において，どのような潜在的な課題があるか整理を試みた． 

 

2. 研究内容 

平成 24 年度は，電子情報が利用できなくなる原因など，主に技術的な課題について整理を行った．今

年度は，電子情報の長期保管における運用上の課題を中心に調査検討を行った． 

 

3. 検討結果 

3.1 電子情報の情報管理に係る課題 

 電子情報の利用には，その電子情報はどのようなものであり，どうすれば利用できるかを示す「メタデ

ータ」が必要となる．メタデータには，電子情報の所在，内容，品質，利用条件などが記される．電子情

報を長期保管し，利用可能な状態を保つためには，別の媒体へのデータの移し替えやフォーマット変換な

どを行う必要が生じる可能性が高い．このような作業により，電子情報のバージョンの変更や「原本」か

ら「写し」など位置付けの変更も必要になる場合がある．このような場合にはメタデータも電子情報に合

わせて変更する必要がある．さらに，利用条件等に関しては，電子情報そのものに変更が無くても，組織

改編等による電子情報を管理する者の変更によっても，書き換える必要が生じる．同様に，著作権，意匠

権，電子情報取得契約の内容等により電子情報の利用に制約がある場合にも，権利の譲渡や保護期間の終

了によって利用条件が変更される可能性がある．このようなメタデータを継続的にメンテナンスするには

大きな労力及びコストを要する． 

電子情報が改変されないためや唯一の原本であることを示すために，書き換えできない媒体に記録する

ことがある．この媒体の規格に対応した読み取り機器が手に入りづらくなった場合には，新たな規格の媒
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体に移し替える必要があるが，移し替えにあたっては，改変していないことや新たな唯一の原本となるこ

とを担保するための手続も必要になると思われる． 

3.2 ビッグデータの保存 

ビッグデータの活用に対する期待が高まっている．国土地理院においても，電子基準点で毎秒得られる

観測データなどはビッグデータと整理することも可能と考えるが，現在は地震発生時などの分を除いて保

存されていない．ビッグデータは，データ量が膨大であることに加え，構造化されていないデータが多い

ことが，利用及び管理における課題となっている．必要なデータと不要なデータの識別，データの重要度

の評価が鍵となっており，ビッグデータの保存と利用には，膨大なデータの自動的な選別が求められる．

つまり，どの業務フローを改善するかなど，利用目的が具体化しなければ，ビッグデータ保存の適否につ

いて検討できない． 

一方で，ビッグデータに関わる課題として，例えばネット上に置かれた膨大な量のメモや写真，メール

などのうち，重要なデータはどこに格納されているか，その重要なデータには誰がアクセスできるのか，

それぞれのデータに対して誰にアクセスを認めるべきかなど，ネットワーク環境下のデータ共有化におい

て，組織としてデータを適切に管理することが困難になってきたことが挙げられている（Rob Sobers ，

2013）． 

3.3 外字の表示 

 地名には JIS の第 1 水準，第 2 水準に含まれない漢字が使用されていることがある（国立国語研究所，

2008）．国土地理院の電子国土基本図では，このような漢字を JIS の第 1 水準，第 2 水準に含まれる漢字に

置き換えているが，電子情報によっては外字を用いている場合もある．外字を表示される場合には，電子

情報とともに外字を表示させるフォントも保存する必要がある．また，電子情報によって外字に割り当て

るコードが異なる場合があり，どの電子情報で使用するフォントか間違えることのないよう，フォントフ

ァイルをセットで管理する必要がある．  

 

4. 今後の計画 

 今年度は，電子情報の長期保管の運用に係る課題について整理を試みた．電子情報を長期的に利用する

ためには，メタデータのメンテナンスやビッグデータのアクセス管理など，情報管理に検討すべき課題が

あることが分かった．今後も必要に応じて，情報収集や意見交換を続ける． 
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地震時地盤被害予想システムの運用に関する研究（第 1 年次） 

 

 

実施期間      平成 25 年度～平成 26 年度 

                       地理地殻活動研究センター  

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

小荒井  衛  中埜 貴元  

 

1．はじめに  

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

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

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

る．この発想のもと，平成 22～24 年度に実施した特別研究「地震災害緊急対応のための地理的特性

から想定した被害情報の提供に関する研究」において，地震時地盤被害予想システムを開発した．

本研究は，国土地理院内での試験運用を通して，同システムの改善及び実用化を図るものである．  

 

2．研究内容  

平成 25 年度は，地震時地盤被害予想システムを国土地理院内で試験運用しつつ，システムの安定

性の向上と出力方法の改善を図った．  

安定性の向上に関しては，以下の対策をとった．ウィンドウズアップデートをマニュアルで実行

するように運用形態を変更し，ウィンドウズアップデートによる OS の再起動をなくすことにより，

OS の再起動に伴うシステムダウンを回避した．サンプルデータと異なる形式の推計震度分布図のデ

ータが入力された場合に，同データの入力を監視するプロセスが異常終了するという障害があった

が，これを修正するとともに，万一，同プロセスが異常終了しても，同プロセスを再度起動できる

ように改善した．  

出力方法の改善に関しては，利用者である国土地理院企画部防災推進室等の意見をきき，出力形

態の改善を図った．これまでは，出力形態は，KML と座標付きの画像ファイルであったが，院内に

おいては，文書として配布可能な PDF が望ましいという意見があった．これに対応するため，電子

国土の背景画像を背景とし，適切な範囲にトリミングされた予想結果を含む PDF ファイルを自動的

に作成するようにした．また，人口分布が重要であるとの指摘に基づき，総務省の人口分布データ

を KML あるいは上記の PDF ファイルに追加するとともに，人口分布データと予想結果を重ね合わ

せ，予想のランクごとの面積及び居住者人口の推定値をテキストで出力するように，システムを改

善した．  

なお，本システムを政府内の防災担当部局で利活用すべく，関係機関との意見交換やヒアリング

を行っている．その中で，出力形式としてシェイプ形式が必要である，予想のランクが具体的にど

の程度の危険性を示すのかの判断の参考になる文書がほしいという要望をいただいた．これらの要

望事項については，今後対応する予定である．  

 

3．得られた成果  

安定性の向上に関しては，平成 25年 9月末から，停止することなくシステムの運用を継続している．

PDF での出力結果を図-1 に示す（2013 年 4 月 13 日，淡路島の地震）．なお，本地震は午前 5 時 33 分
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に地震が発生したが，5 時 39 分に気象業務支援センターから推計震度分布データが国土地理院に到着

し，無人でシステムが動作し，5 時 40 分には国土地理院内で予想結果が自動的に送信され，国土地理

院災害対策本部において報告された．図-1 に示す液状化の予想結果を見ると，淡路島東岸の埋立地に

おいてランク 3 の予想結果が出ているが，当該箇所では液状化による被害が集中しており，概ね妥当

な予想結果であった．  

 

4．結論と今後の予定  

国土地理院本院に設置されたサーバーが地震等により被災しないという条件の下，地震時地盤被害

予想システムを安定して運用できるようになった．また，予想結果の出力形態について，院内外の要

望をきき，そのうち，結果の PDF 化及び人口との重ね合わせについて実装した．現在，国土地理院内

で試験運用すると共に，政府内の防災担当部局における利活用を図るべく，様々な機関とのヒアリン

グや意見交換を行っている．平成 26 年度は，予想結果の精度向上やシステムの安定性向上に向けたさ

らなるシステムの改良を進め，政府内の防災担当部局における試験運用を推進していく予定である．  

 人口分布と予想結果の重ね合わせ（テキスト） 液状化の予想結果 

 

 震度分布 人口密度 

 
図-1 PDF 化された予想結果（2013 年 4 月 13 日 淡路島の地震） 
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DSM データの利活用に関する研究（第 1 年次）  

 

 

実施期間        平成 25 年度～平成 26 年度 

地理地殻活動研究センター             

地理情報解析研究室  中埜 貴元        

 

1．はじめに  

近年，都市部や山地の樹林下の詳細な地形や標高（Digital Elevation Model: DEM）を把握すること

を目的に，航空レーザ測量が盛んに行われている．一方，地物の表層で反射した点群（ファーストパ

ルス）を抽出して内挿補間すると，メッシュ形式のデジタル表層モデル（Digital Surface Model: DSM）

データが作成できる．この建物や樹木の表層を捉えているDSMデータは，DEMデータ作成時には不要

となるため，国土地理院が保有するDSMデータは，これまで十分に利活用されてこなかった．しかし，

航空レーザ測量を実施すると必ず得られるデータであり，データの蓄積とともにその利用方法を検討

することが求められている．そこで本研究では，航空レーザ測量によるDSMデータのほか，Mobile 

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

データも含めて，同データを用いた近年の研究事例や利活用事例をレビューするとともに，有識者へ

のヒアリングを行い，それらを参考として今後の利活用方法を検討する．  

 

2．研究内容  

本研究では，まず，DSMデータの研究・利活用事例に関する文献調査や国土技術政策総合研究所都

市防災研究室（以下，「都市防災研究室」という）へのヒアリングを行った．これらの利活用事例の

うち，類似するものを大きなカテゴリーにまとめ，カテゴリーごとに国土地理院のDSMデータの適用

可能性を検討した．併せて，それらを参考に，新たな利活用方法についても検討した．なお，文献調

査 に は 主 に ， 国 立 情 報 学 研 究 所 が 提 供 す る 学 術 コ ン テ ン ツ ・ ポ ー タ ル 「 GeNii 」

（http://ge.nii.ac.jp/genii/jsp/index.jsp）と（独）科学技術振興機構が提供する総合電子ジャーナルプラ

ットフォーム「J-STAGE」（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja）を用いた．  

 

3．得られた成果  

 文献調査とヒアリングの結果，DSMデータの利活用事例は，大きく 5つのカテゴリーに分類された．

以下，各カテゴリーの詳細と，それらの事例への国土地理院の DSM データの適用可能性を記す．  

3.1 植生構造・林分パラメータ推定  

 航空レーザ測量データを用いて，植生構造や林分パラメータ（樹高，階層構造，林分材積など）を

推定する研究は，多数行われており（Næsset, 2002；瀬戸島ほか，2003；Nakajima et al., 2008；小荒井

ほか，2010；Song et al., 2013；小谷・粟屋，2013；岡谷ほか，2013 など），これらの研究は DSM デ

ータと DEM データとを組み合わせて利用している．樹高の推定等は，DSM データと DEM データと

の差分によるため，基本的にメッシュデータであることが多いが，林層構造の推定などには点群デー

タが必要となる．また，個別の樹木の形状を抽出したい場合は，かなり高密度のデータが必要である．  

国土地理院が保有する航空レーザ測量データは，1 点/1m
2に満たない低密度の場合が多く，林業関

係の目的には適さない可能性があるが，小谷・粟屋（2013）や岡谷ほか（2013）などでは，低密度の

データでも林分パラメータを推定できることが示されており，今後の活用が期待される．なお，デー
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タの形式は使用目的により異なっており，メッシュ形式と点群データ（オリジナルデータ）のいずれ

も利用できる体制を整える必要がある．  

3.2 三次元都市モデル，地図情報  

 DSM データを用いて都市の三次元モデルを作成する研究事例は複数見られ（政春・大坪，2002；石

川ほか，2005；柴田ほか，2007 など），主に大手航測会社を中心に事業展開も進んでいる（（株）パ

スコの「MAP CUBE」，朝日航洋（株）の「good-3D」など）．国土地理院においても，基盤地図情

報の建築物外周線ポリゴンデータと，DSM と DEM の差分により求めた地物の地上高データとを組み

合わせて，三次元建物データや建物の高さをグリッドごとに集約した建物グリッドデータが試作され

ている（稲澤・吉高神，2013）．これらの場合に用いられる DSM データは，航空レーザ測量による

もののほかに，MMS や空中写真のステレオマッチングによるものも多い（前者は，石川ほか，2009

など，後者は（株）パスコの「MAP CUBE」など）．なお，MMS データによる都市モデルは道路周

辺に限られる．このほか，DSM データを用いた三次元デジタル道路地図の作成も行われている（植村

ほか，2009）．  

以上のような，三次元都市モデルや道路周辺地物の三次元モデルの構築を効率的かつ高精度に行う

には，領域分割などの高度なデータ処理技術が必要であり，下徳ほか（2009）や Uemura et al., (2011)，

岡谷（2012），Herumurti et al. (2013)などの研究がある．これらの研究においては，サブピクセルの設

定によるエッジの抽出や色調による領域分割などが行われているが，これらの場合にはメッシュ形式

の DSM データで十分である．メッシュサイズは目的や要求精度により異なるが，柴田ほか（2007）

では 2m メッシュサイズのデータで三次元都市モデルが生成できており，国土地理院保有の航空レー

ザ測量データから生成できる DSM データも利用できる可能性が高い．なお，市販されている DSM デ

ータのメッシュサイズは，0.1～10m 程度である．一方，稲澤・吉高神（2013）は，建物の高さを示す

地上高データを点群データで作成しており，また，MMS データを用いる場合は，点群データから直

接，道路縁や道路周辺地物をモデル化することが多いため，これらの場合には点群データ（オリジナ

ルデータ）が必要となる．  

3.3 都市環境評価  

 ヒートアイランド現象に関連したパラメータである，都市空間の樹木の三次元形状や葉面積指数等

の推定，樹木の日射遮蔽効果の可視化などに，航空レーザ測量による詳細な DSM データが利用され

ている（佐藤ほか，2008；押尾ほか，2011；押尾ほか，2012 など）．また，都市気候に関連する地表

面パラメータである地表面粗度や天空率，空気力学パラメータの推定や（Priestnalla et al., 2000；高橋・

中村，2006a, b など），CO2 固定量の推定（半田ほか，2005）などにも利用されている．高橋・中村

（2006a, b）では，2.5m メッシュサイズの DSM データが用いられているが，押尾ほか（2011）などで

は 20～30 点/1m
2 の高密度点群データが用いられている．都市防災研究室へのヒアリングでも，都市

部の樹木形状推定には高密度なデータが必要で，通常の DEM 作成用のスペックでは不十分であると

いう意見を得た．したがって，これらの分野への国土地理院保有データの適用は，不適または限定的

になると考えられる．  

3.4 土木，建築，都市景観  

 先述の三次元都市モデルとも類似するが，航空レーザ測量データや MMS データを活用して都市景

観モデルを構築し，景観変遷把握や分析を行う研究が多数行われている（織野ほか，2008；塩田ほか，

2009 など）．また，MMS データの場合は，路面や堤防の性状管理などにも利用されている（森石ほ

か，2013 など）．さらに，拡張現実感（AR）と組み合わせることによる，建設イメージのビジュア

ル化などの研究も進んでいる（矢吹，2011）．都市景観モデルの場合は，航空レーザ測量による DSM
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データが活用できるが，路面性状管理などには MMS データのような超高密度のデータが必要となる． 

3.5 防災，減災，災害状況把握  

 朝香ほか（2013）は，航空レーザ測量データを用いて，津波避難ビル候補の選定方法の検討を行っ

ている．ここでは，国土地理院が保有する 1m メッシュサイズの DEM および DSM データが用いられ

ており，国土地理院の DSM データの具体的な利活用事例のひとつである．また，朝倉ほか（2011）

や須山ほか（2012）は，発災前後の航空レーザ測量データを用いて，2011 年東北地方太平洋沖地震に

伴う東京湾岸における液状化による標高変化量を求めている．同様の研究は，中埜ほか（2012）など

も行っているが，中埜ほか（2012）では発災前後の DEM データの差分により標高変化量を求めてい

るのに対し，朝倉ほか（2011）などでは DSM データの差分により求めている．この際，液状化によ

り沈下しなかった杭基礎建物の屋上面の高さ変化をゼロとすることで，より正確な標高変化量を求め

ている．これらの研究に用いられているデータのメッシュサイズは，1～5m 程度であり，国土地理院

保有データでも活用が可能である．このほか，都市防災研究室へのヒアリングでは，液状化による家

屋の傾きを知るために DSM データまたは点群データ（オリジナルデータ）が利用できないかという

提案があったが，傾きの要求精度は 6/1000 程度であり，現状では難しいと考えられる．  

 

4．結論と今後の課題  

航空レーザ測量等によるDSMデータの研究・利活用事例について，文献調査やヒアリングを行い，

現状の利活用状況を把握することができた．国土地理院が保有するDSMデータの具体的な活用事例も

確認できたが，より広い分野に活用できる余地があり，データ形式等の提供方法も含めて検討を続け

る必要がある．今後は，より具体的な事例として，DSMデータに対して従来の地形解析手法（凸度，

テクスチャ，地上開度解析等）を適用することで，津波シミュレーションに必要な地表面の粗度情報

と関連のある指標や土地被覆分類に有用な情報が得られるかどうかを検討する．  
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被災状況の画像計測に関する研究 

（第 1 年次） 

 

 

実施期間  平成 25 年度～平成 26 年度  

地理地殻活動研究センター  

地理情報解析研究室  神谷  泉  乙井 康成  

 

1. はじめに  

近年，携帯電話にビデオ撮影機能が付加されたこと，携帯電話で撮影されたビデオ映像（以下，単

にビデオという）の YouTube 等での共有が一般的に行われるようになったことから，災害後の状況で

はなく，災害時の状況を映したビデオが容易に入手できるようになった．2012 年 5 月 6 日のつくば市

の竜巻は，このような状況下で発生し，竜巻をとらえた多数のビデオが撮影された．  

ところで，竜巻の軌跡は，現地調査あるいは空中写真の判読にもとづく被害状況として確認するこ

とができる．一方，ドップラーレーダー（気象レーダー）を用いると，雨滴や飛散物の速度を 3 次元

的にマッピングすることができ，竜巻の渦の位置と風速を推定することができる．竜巻を映したビデ

オは，両者をつなぐ資料として重要である．  

本研究では，つくば市の竜巻を映したビデオを収集し，撮影位置を特定し，視覚的にとらえた竜巻

の渦中心線（たとえば，漏斗雲が確認できればその中心線）の接地位置を求めた．  

 

2. 研究内容  

2.1 ビデオの収集と撮影点の同定，基準点座標の計測  

ビデオは，インターネットの検索機能を使用して収集した．収集したビデオには，図 -1 に示す 3 桁

の数字を付与した．  

画面上での竜巻までの距離感と進行方向，高圧線の鉄塔等の地物，地形，土地利用等を総合的に判

断し，撮影位置を推測し，電子国土，Google Earth（あるいは，Google Maps；以下同様）との比較等

により，推測が正しいことを確認した．図-1 に撮影点が特定されたビデオの撮影位置を示す．  

画像の標定に使用する基準点は，主に，高圧線の鉄塔，電柱等の明瞭な地物を用いたが，基準点が

不足する場合は，樹木，遠方の山頂等も使用した．基準点の経緯度は，地理院地図（作業時の名称は，

電子国土）または Google Earth 上で計測した．なお，Google Earth 上で計測した結果は，地理院地図

の座標が正しいと仮定し，Google Earth と電子国土の比較により求めた「Google Earth の座標のオフ

セット」を用いて補正した．  

 

2.2 竜巻の軌跡を仮定した竜巻の位置の推定  

被災の翌日に撮影された正射空中写真上で，竜巻による被害の位置，竜巻による被害が確認できな

い場所においては落下物の位置をプロットした．プロットされた点はほぼ直線上に並んだが，直線が

わずかに湾曲していることが認めらたため，2 次式で竜巻の軌跡を近似した．この軌跡と，撮影点の

座標，撮影点から見た竜巻の方位角を用い，1 方向からの計測により，竜巻の位置を求めた．  

次に述べる前方交会法を用いるためには，同時に撮影された複数の動画が存在し，かつ，その間の

同期がとれている必要がある．これは，相当厳しい条件であり，竜巻の軌跡を仮定する方法の方が適
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用範囲が広い．この方法は，竜巻の形態と被害の関係等を明らかにするために役立つと考えられる．  

 

2.3 前方交会法による竜巻の位置の推定  

ビデオ 001，002，012，049 を用い，竜巻の軌跡に関する仮定を用いないで，前方交会法により竜

巻の位置を推定した．これらのビデオは，図 -1 に示す 2 つの位置で発生したスパークを用いて，同期

させた．以後，時刻は，最初のスパークを基準とした相対時刻を用いる．まず，最初のスパークの位

置をビデオ 001 と 049 の前方交会法で求めたところ（ビデオ 012 にも映っているが，位置が不明瞭），

ほぼ高圧線上となった（図-3）．スパークは，竜巻が巻き上げた金属が高圧線をショートさせたことに

よって発生したと考えられるため，この計測結果は，少なくても明瞭な対象を計測した場合の計測精

度が十分高いことを示唆する．  

-11.9 秒と-10 秒の竜巻の位置は，竜巻の形状が細長いため，特定しやすい．ビデオ 001，012，049

を用いて交会したところ，誤差楕円の長半径/短半径は，2.5/1.3 m と 0.3/0.1 m であった．一方，これ

らの時刻付近でビデオ 002 が利用可能な 7 秒の接地位置をビデオ 001，002，049 から求めたところ，

楕円の長半径 /短半径は，20.1/15.2 m であり，精度が大きく違っていた．  

上記の計測における標定の標準偏差を，目標の位置における距離に置き換えると，ビデオ 001 で 2.7 

m，002 で 0.5 m，012 で 2.9 m，049 で 1.6 m であった．この事実は，7 秒の交会結果に，標定誤差を

大きく上回る誤差の要因が存在することを示す．以上を踏まえ，誤差の要因を再度検討したところ，

ビデオ 002 の 7 秒の静止画における竜巻の位置の認定に誤りがあったことがわかった．  

以上を総合すると，時刻同期が正確であることを前提とするならば，前方交会法により竜巻の位置

を決定する際の最大の誤差の要因は，竜巻の位置の認定が正確にできないことにあると考えられる．   

上記の考察に基づき，静止画上での竜巻の位置関係に注意を払いながら，ビデオ 001 と 049 の-12

秒から 0 秒までの 13 組の静止画を用いて，前方交会法により，標高 30m（台地面の代表的な標高）

における竜巻の位置を求めた．  

 

3. 得られた成果  

竜巻の軌跡を仮定した竜巻の位置の推定の結果を図-2 に示す．  

前方交会法による竜巻の位置の推定結果を図 -3 に示す．図-3 に示す竜巻の位置は-3 秒から 0 秒の間

は，図-1 に示す竜巻の進行方向とほぼ同じ方向に進んでいるが， -12 秒から-3 秒の間は，これとは約

40 度異なる方向に進んでいる．本計測結果は，竜巻の接地点が蛇行しながら進んでいく状況の一部を

とらえたと考えられる．また，図 -3 の竜巻の位置は，被害の位置より北西側に位置する．これは，竜

巻の回転と竜巻の進行が強め合う側（本例では，反時計回りの回転であるため，進行方向の右側）に

被害が出やすいという知見と整合する．  

 

4. 結論  

 ビデオから切り出した静止画において，水平面上での写真測量を行い，竜巻の位置を特定した．前

方交会法で竜巻の位置を求める場合，最大の誤差要因は，静止画上での竜巻の位置の認定の誤差にあ

った．竜巻の接地位置は，被害の位置より進行方向に向かって左側であり，また蛇行していることが

わかった．一方，被害分布から竜巻の軌跡を仮定した場合，単一のビデオから位置を特定でき，竜巻

の形態と被害の関係を調べる目的には，有用であると考える．  
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図-１ ビデオ撮影位置の特定結果  

 

図 4 の範囲 

図 3 に示す竜巻

の位置の範囲  

矢印は，移動中の車内からの撮影 

星印は，同期に使用したスパークの位置 
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図-3 前方交会法により求めた竜巻の位置  

○ 標高 30m（台地面の代表

的な標高）における竜巻の

位置 

☆ スパークの位置 

いずれも，ビデオ 001 と 

049 の交会による 

× 発災直後の空中で確認で

きる竜巻の被害 

□ 送電線の鉄塔 

数字 スパークの時刻を基準

とした竜巻の位置の時

刻（秒） 

背景 発災翌日の正射空中写

真（国土地理院撮影）  

 

-12 

0 

 

-3 

低地 

台地 

  
 

200m 

図-2 竜巻の軌跡を仮定した 1 方向からの竜巻の位置の推定結果の例（ビデオ 013） 
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空中三角測量の自動化手法に関する研究 

 

 

実施期間  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  

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，GNSS/IMU データのない古い空中写真のオルソ化は，容易ではない．こ

の問題を解決するため，平成 26～28 年度に特別研究「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」を実施する予定である．本研究はその前段として，利用可能な既存技術の調

査等を行うものである．また，年度途中に発生した西之島の新島形成に関しても，写真測量によるア

プローチを試みた．  

 

2. 研究内容  

空中写真の自動マッチング，空中三角測量，オルソ化等の既存ソフトの調査を行った．一方，平成

25 年 11 月，西之島で噴火がおこり，新島を形成したが，その過程は，手持ちカメラによる斜め空中

写真によって時系列画像として記録されている．これらの写真は，標定要素の近似値が不明な空中写

真であるため，本研究の一環としてこれらの空中写真の標定を扱った．さらに，同島の UAV（無人航

空機）による空中写真撮影についても，必要な検討を行い，撮影を実施した．  

 

3. 得られた成果  

既存の空中三角測量ソフトを用いると，同一時期に同じ高度から撮影された典型的な空中写真の自

動マッチング，自動空中三角測量，自動オルソ化が可能である．特に，UAV が撮影した写真のオルソ

化用ソフトである Pix 4D Mapper は，国土地理院における UAV のデモフライトのデータを高速に処理

することができ，特別研究で使用するソフトとして有力であることがわかった．一方，異なる時期の

空中写真の間のマッチングができると謳う空中三角測量ソフト等は見つからなかった．したがって，

異なる時期の空中写真の間のマッチングのためのソフトは，自作するのが適当であると判断した．  

異なる空中写真の間のマッチングの容易さは，条件によって異なるが，条件が悪い場合は，多量の

CPU 時間を要すると予想される．多量の CPU 時間を要する処理を安価かつ効率的に行う数値計算用

のハードウェアーとして，  GPGPU（General-purpose computing on graphics processing units；グラフィ

ックプロセッサーユニットによる汎目的計算）を用いる方法がある．GPGPU の利用法として，ベンダ

ーが提供する開発環境を用いる方法が主であったが，OpenCL（Open Computing Language）の登場に

より，ベンダーによらない汎用的なソフト開発ができるようになった．OpenCL について調査したと

ころ，通常のコーディング手法とは，まだかなりかけ離れており，特に，汎用 CPU 向けに開発したソ

ースコードの一部を修正して GPGPU に移植する場合，一定量の書き換えを行うまではソフトが動作

しないことが，一般的なプログラマーにとって大きな障壁となることがわかった．一方 intel 社は，同

社の汎用 CPU をベースとした数値計算用のハードウェアーとして，Xeon Phi を提供している．少なく

とも intel 社の開発環境を使用すれば，Xeon Phi への移植が容易であることがわかった．Xeon Phi を用
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いるには，必然的に並列処理となるが，このためには，最初から並列処理に移行しやすいようにソフ

トウェアーを設計する必要がある．特別研究で開発するシステムにおいて，Xeon Phi を実際に使用す

るか否かは結論を出す段階ではないが，少なくとも並列化を意識して開発する必要があるとの結論に

至った．  

西之島の斜め空中写真を使用して，海岸線等の変化の把握を試みた．当研究室が保有する空中三角

測量ソフトである図化名人を使用して，斜め写真の標定（空中三角測量）を行おうとしたが，

Mathematica（数式処理ソフト）を使用して求めた妥当と考えられる初期値を含め，種々の初期値を用

いてトライしたが，バンドル法による空中三角測量が収束しなかった．さらに，相互標定の結果であ

る残存縦視差も正常に計算されていないことがわかった．その他，カメラパラメーターがコースごと

にしか設定できない等の制約があり，図化名人では，このような非定型的な空中三角測量はできない

との結論に至った．そこで，射影変換を使用して，西之島の海岸線の変化を把握することとした．そ

の結果を図-1 に示す．同図を見ると，11 月 21 日の午前と午後の間に，新島の面積が大きく広がった

ことがわかる．  

西之島の UAV による撮影においては，撮影計画について，受注会社と協議し適切なパラメーター等

を見出した．通常，UAV による撮影においては，画像のブレを防止するため，シャッター速度を固定

し，絞りを自動として撮影する．一方，本撮影では，カメラ検定を行うこととしたが，絞りが変化す

るとカメラ検定の結果が利用できない．そこで，絞りを開放近くで固定し，シャッター速度を自動と

して撮影することにした．この条件では，カメラ検定の精度が低下することに問題があるが，ブレ，

光量不足と比較すると，カメラ検定の精度の低下は容認できると判断したものである．  

 

4. 結論  

異なる空中写真の間のマッチングソフトは，自作する必要がある．これを含めて，システムの開発

においては，並列化を意識する必要がある．図化名人では，非定型的な空中三角測量はできない．代

わりに，正射変換を使用して，西之島の海岸線の変化を把握した．その結果，11 月 21 日の午前と午

後の間に，新島の面積が大きく広がったことがわかった．西之島の状況を UAV を用いて撮影した．

なお，本研究の成果の一部は，地理院地図の上乗せ情報として，国土地理院のウェッブページから公

開された．  

 

謝辞 

本研究においては，海上保安庁及び東京大学地震研究所の金子先生が撮影した西之島の空中写真を

使用した．ここに記して，謝意を表す．  
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図-1 西之島 2013 年新島の初期の形状及び面積等の変化  
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ユニバーサルデザインの電子国土の応用に関する研究  

 

 

実施期間                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 

乙井 康成  

地理空間情報部情報普及課 藤村 英範  橘  克巳  

 

1．はじめに  

現行の国土地理院研究開発基本計画では，基本的課題（3）「次世代の高度な地理空間情報活用社会

の実現のための研究開発」の重点研究開発課題①「暮らしを豊かにする地理空間情報の高度活用技術

に関する研究」の中で，「ユニバーサルデザインへの電子国土の応用に関する研究開発」として，すべ

ての人々が地理空間情報活用の恩恵を享受できるよう，電子国土の枠組みを利用した社会的弱者等に

対する情報サービスの提供手法の確立を目指した技術開発を行っている．  

電子国土 Web システムの 2.5 万分 1 地形図に対応した触地図原稿作成システムを開発したが，現時

点で大きなユーザは無く，また，その後の電子国土 Web システムの更新に対応できておらず，同シス

テムで使用できる電子国土データは平成 20 年度以降更新されていない．このような背景の元，触地図

原稿作成支援システムに対する視覚障害者や視覚障害者を支援する団体のニーズ把握と，そのニーズ

に対応するための新たな研究課題の抽出を，地理地殻活動研究センター地理情報解析研究室と地理空

間情報部情報普及課とで連携して実施した．併せて，電子国土基本図（地図情報）及びその他縮尺の

地図データに対応するための技術的な調査検討を行った．  

 

2．研究内容  

 視覚障害者に関連する各団体や研究者等と情報交換や意見交換，ヒアリングを実施し，視覚障害者

等における地理空間情報に対するニーズの把握，特に触地図原稿作成支援システムに対するニーズの

把握を行った．主な意見交換の対象者は，以下の通りである．  

2013 年 3 月 9 日（土）：視覚障害者支援団体との意見交換．  

2013 年 4 月 19 日（金）：筑波技術大学（春日キャンパス公開イベント）．  

2014 年 2 月 19 日（水）：新潟大学工学部福祉人間工学科 渡辺哲也准教授．  

2014 年 3 月 24 日（月）：産業技術総合研究所サービス工学研究センター行動観測・提示技術研究チ

ーム蔵田武志研究チーム長．  

 また，少子高齢化の進展に当たって，単に視覚障害者だけでなく，高齢者や色覚障害者なども検討

対象に加えて，地図情報のユニバーサルデザイン化の検討を行った．  

 

3．得られた成果  

 視覚障害者支援団体との意見交換の結果では，国土地理院の地形図の触地図化へのニーズは余り無

かった．視覚障害者にとって，移動の際に地理空間情報が最も必要となるが，視覚障害者の自律移動

支援にとって必要な地理空間情報は，音声ナビなどの言葉による地理空間情報であり，触地図等の活

用場面はほとんど無い．一方で，視覚障害者が単独で音声ナビ等で移動する際に，移動する範囲の場

の概況を，出かける前に触地図等に触れることにより予め知っておく，という使い方があることがわ
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かった．ただし，この場合に必要な触地図の縮尺は，視覚障害者が出かける範囲を詳細に記述した大

縮尺レベルのものである．従って，2.5 万分 1 地形図の縮尺レベルの情報では小縮尺過ぎて，自律移

動支援等では活用できない．  

一方，国土地理院の基本図については，教育レベルでのニーズが盲学校関係者にあった．そのニー

ズとは，社会科の授業で日本の国土の概況等を理解してもらうというものであり，50 万分 1 地勢図等

の小縮尺レベルの地図情報が中心である．従って，2.5 万分 1 地形図の縮尺レベルの情報では大縮尺

過ぎて，社会科教育関係で触地図として十分に活用されているという状況ではないことが理解できた． 

筑波技術大学での調査では，視覚障害者への情報の伝達手法として，電気信号や振動などが活用さ

れていた．特に，iPad 等の端末画面に表示された地図情報について，視覚障害者が画面を手で触れる

ことにより，電気信号や振動を感じて画面に表示されている内容を理解するという技術は，触地図の

ような図面上のふくらみを感じるという手法と類似した部分があり，よりデジタル情報に向いた表現

技術となる可能性がある．その他，点字（点図）ディスプレイを用いた地図や地球儀などもあり，パ

ソコン上の絵や文字でも 2 値化することができれば，これにより表現が可能ということであった．ま

た，視覚障害者の移動支援の際，介助者は言葉で伝えるのではなく，障害者の腕を進む方向に引っ張

るなど，身体の動きで伝えていることも分かった．  

 新潟大学渡辺准教授との意見交換では，以下のことが明らかになった．新潟大学で開発した触地図

作成システム（TMACS）では，当初，国土地理院の空間データ基盤を使用していたが，視覚障害者に

必要な情報が不足しているため，現在は民間地図データを使用している．地理院地図にない触地図に

必要な情報は，主要建物の入口，地下鉄の地上出入口，商業施設，歩道，その他ランドマークとして

24 時間普遍的に扱えるものである．点字の判読・理解には時間がかかるため，視覚障害者向けの地理

空間情報は必要最低限に絞った方が良い．また，障害者のニーズは多様で，新潟大学では個別対応で

触地図を作成しており，商業ベースで行うのは難しいとのことであった．最近は，駅構内や地下街な

どの屋内空間の触地図作成依頼が増えているようである．国土地理院からは TMACS に対して道路中

心線や触地図素図画像のタイルデータ提供を提案したが，データを変更するモチベーションは現時点

ではない．従って，国土地理院で開発した現行の触地図作成支援システムの運用が停止しても，現時

点では大きな問題は発生しない状況である．  

 また，産業技術総合研究所の蔵田チーム長との意見交換では，以下のことが明らかになった．盲導

犬の方が白杖よりも視覚障害者の負荷が小さく，音声ナビを理解しやすい．触地図を補助に使った音

声ナビが有力であるが，触地図は道路だけでは不十分で，周囲の建物の情報も必要のようである．JIS

規格で障害者用の触地図基準（線の太さ，記号の大きさ等）が決められているため，それに沿って表

現する必要がある．スケールバーが表現できるのであれば，縮尺は決め打ちにはせず，目的の範囲が

用紙いっぱいに表示されることが望ましい．また，描画の足し引き（表示・非表示）が簡単にできる

データであること，他の情報とリンクしやすいこと，ルート検索に使えることが重要である．自律移

動には，音声ナビシステムと触地図とのリンク（ハイブリット化）が重要であり，今後は触地図を触

る指の位置をスマートフォンで写すと，AR 技術等によりその位置を認識して，その地点の情報を音

声ガイドで伝える，などの技術開発が考えられる．また，最近はタッチパネルで振動等を感じる技術

が拡がりつつあり，この技術は障害者だけでなく健常者にも有効である．これらの技術が確立すれば，

紙の触地図が不要になり，スケールフリーになる．その他，触地図では坂道などの傾斜の度合いが判

断できないが，3D プリンタで立体模型を作成すれば解決でき，今後の展開が期待される．  

 

4．結論  
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 各機関へのヒアリング等を行い，視覚障害者が求める地理空間情報は音声等で提供されるものが通

常であり，触地図として提供されることが望ましいものとしては，出かける前の地域概要を把握する

ためと，社会科教育として日本国土の概況を把握することの 2 つであった．前者については，縮尺レ

ベル 500 程度の大縮尺のものが求められており，後者については 50 万分 1 程度の小縮尺の地図に対し

てニーズがあった．現在，新潟大学の触地図作成システム（TMACS）が触地図作成システムとして具

体的なユーザニーズに応えながら活用されており，地理院地図がこのようなシステムで活用可能な触

地図の素図として使いやすい形の，いわばユニバーサルに活用可能なデータを提供することが望まし

い．そのため，このようなシステムで活用可能なベクトルタイル形式のデータ提供方法を確立すれば，

国土地理院が開発した触地図作成支援システムの運用を停止しても問題はなく，ユニバーサルに活用

可能な地理空間情報の提供が国土地理院の役割と理解できた．現在，触地図の素図として活用可能な

道路中心線ベクトルタイルの提供が可能か，また，地理院地図で表示できる触地図素図を整備・提供

することが可能か検討中である．また，高齢者や・色覚障害者用地図を一般に利用可能とするための

手法の検討も重要である．一方，視覚障害者への地理空間情報分野の支援に関する新しい研究課題と

しては，音声ナビや携帯端末での触覚認識など，地図表現という枠を超えた IT 分野との連携が不可欠

な課題のみが抽出された．よって，電子国土のユニバーサルデザイン化という地図表現及び特定目的

システム開発の視点では，国土地理院の立場から新たに取り組むべき研究開発課題は見当たらず，今

後は，IT 分野との連携や 3D プリンタとの連携が重要になってくるものと考える．  
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東日本大震災の災害地理学的検証 

－「想定外」回避のためのハザード評価手法の再検討－（第 2 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  中埜 貴元 

                                 神谷  泉  

                       企画部       岡谷 隆基  

 

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の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．  

 

2．研究内容  

平成 25 年度は，前年度に引き続き，（1）津波被災分布の検証，（2）液状化分布の検証を行った．  

（1）に関しては，既に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．平成 24 年度は，浸水被害と浸水深の関係の検討を

石巻平野，三陸海岸，いわき市，九十九里平野の旭市などで行った．平成 25 年度は，仙台平野と同様

の詳細な検討を石巻平野について行った．津波被害状況については，空中写真判読により被害が甚大

な方から，流出域（ランク 1），破壊域（ランク 2），浸水域（ランク 3）とした．浸水深は，MMS（モ

ービル・マッピング・システム）による計測，現地調査による計測，他の調査報告（東北地方太平洋

沖地震津波合同調査グループ，2011）からの引用などによる．地形分類は土地条件図を，標高は地震

後の航空レーザ計測を，土地利用は国土数値情報を用いた．最終的な現地検証を平成 26 年 2 月に仙台

平野と石巻平野で行った．これらの研究成果については，小荒井ほか（2013）にまとめている．  

（2）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らと共同で，平成 26 年 2 月に鬼

怒川流域（下妻市鬼怒）において，地中レーダ探査と簡易ボーリング調査を行った．地中レーダ探査

では，カナダ Sensors & Software 社製 Noggin plus を用いた．アンテナ中心周波数は 250MHz とした．

測線は，Line1～Line8 の 8 測線を設けた（後述図-6 左図）．Line1～5 と Line7，8 は，鬼怒川の旧河道

を横断するように設定し，測線長はおおよそ 200～350m である．Line6 は，旧河道の攻撃斜面側の縁

に沿う形で設定し，測線長はおよそ 1200m である．解析には，同社製の EKKO_View Deluxe を用いた．  
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3．得られた成果  

3.1 津波被災分布の検証  

石巻平野の津波浸水被害と地形分類・標高・土地利用との重ね合わせをそれぞれ図-1，図-2，図-3

に示す．海岸付近には工場地帯が分布しており，建物の流出はあまり見られなかったため，ランク 2

となっている．住宅地が直接海岸に面している南浜町・長浜町などではランク 1 となっている．工場

地帯の背後の住宅地では，ランク 2 の背後に島状にランク 1 が現れる．そのような場所は，石巻港が

内陸側まで掘られ海岸線からの距離が短い場所が多い．また，島状に出現するランク 1 の箇所の標高

が他の地区よりは低くなっている傾向がある（LiDAR の標高データでは良くわからないが，現地調査

では確認可能な程度）．ランク 2 と 3 の境界は，少し標高が高くなっている微高地の縁や水路（北上

運河）等に該当する．海岸線から離れているエリアでは標高が影響しており，海岸線から離れていて

も標高が低い地域は，広域にわたって浸水している．また，そのような地域では，砂州・砂堆の縁（標

高が急に高くなる箇所）が被害度ランクを下げる境界になっているところが多い．その他，水路を超

えると被害度ランクが下がる部分が多い．  

10 箇所について地形と浸水高の断面図を作成した．このうち，石巻市西部（測線 5）の断面図を図

-4 に，東松島市東部（測線 6）の断面図を図-5 に示す．図-4 を見ると，海岸線から 500m 付近で地形

が砂州・砂堆から後背低地に変わり，その場所で浸水深も低下し，津波被害度もランク 1 から 2 に下

がっている．また，海岸線から 1200m 付近に水路があり，そこで標高に大きな変化があるが，この水

路を越えると浸水深が下がっており，被害度がランク 2 から 3 に下がっている．図-5 を見ると，海岸

線から 900m 付近で地形が砂州・砂堆から海岸平野・三角州に変わり，津波被害度もランク 1 から 2

に下がっている．海岸線から 2200m 付近で地形が海岸平野・三角州から砂州・砂堆に変わり，標高に

も大きな変化があるが，そこで浸水深が下がっており，被害度もランク 2 から 3 に下がっている．  

上記のような特徴は，仙台平野での浸水被害でも見られた．  

 

 

測線１

測線１０

測線６

測線５

測線３

北
上
運
河

南浜町 長浜町

 

図-1 地形分類と津波浸水被害のオーバーレイの結果 
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図-2 標高と津波浸水被害のオーバーレイの結果   図-3 土地利用と津波浸水被害のオーバーレイの結果 

被害度別地形断面と浸水高（石巻平野05　西側）
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被害度別地形断面と浸水高（東松島市06_東側）
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図-4 地形と浸水高の縦断面（石巻平野西部・測線 5） 図-5 地形と浸水高の縦断面（東松島市東部・測線 6） 

 

3.2 液状化分布の検証  

鬼怒川流域（下妻市鬼怒）の旧河道を横切るように実施した地中レーダ探査結果のうち，Line4 と

Line7 の探査プロファイルを図-6 右に示す．横軸が水平位置，縦軸がレーダ波の往復走時および深度

である．深度は，水平位置に対して 10 倍拡大している．また，実際には探査測線沿いの地表面は平坦

ではないが，ここでは地形補正は実施していない．  

Line4 は，鬼怒ニュータウンの北側の縁にあたる畦道上にあり，隣の水田では多数の噴砂が発生し，

地震後は地下水位が上昇して水没した状態にあった場所である．探査プロファイル（図 6 右上）を見 

 

 
 

図-6 地中レーダ探査測線配置図（左）と Line4，Line7 の探査プロファイル  
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ると，水平位置 40～150m の深さ 0～1.2m 付近に明瞭な反射面が見られる．この位置は，水田に隣接

している範囲にほぼ相当する．この反射面は深度が浅いが，旧河床面を捉えている可能性がある．水

平位置 60～80m 付近にある，上に凸の反射パターンは，人工的な構造の可能性があるが，詳細は不明

である．Line7 は，噴砂が多数発生した水田の中を通る畦道上の測線である．探査プロファイル（図 -6

右下）を見ると，測線のほぼ全域にわたって深さ 1m 弱の部分に明瞭な反射面が見られる．この反射

面は浅いため，耕作土とその下の旧河道の埋積土との境界の可能性があるが，この地域の水田は旧河

道をそのまま利用していると考えられるため，旧河床面かもしれない．深さ 2m 付近にも弱い反射面

があり，これが旧河床面を捉えている可能性もある． 

 

4．結論と今後の予定  

 仙台平野と石巻平野での津波被害と各種地理空間情報との GIS 上での重ね合わせを実施したところ，

以下のような特徴が明らかになった．流出域は津波の浸水深が影響しており，概ね浸水深 4m 以上で

あり，海岸線からの距離が近ければ標高が高くても家屋の流出等の壊滅的な被害を受けていた．砂州・

砂堆等の微高地が，その後背地の浸水高の低下をもたらしており，砂州・砂堆の高さや土地利用が内

陸の被害の程度に影響していた．標高の低い砂州・砂堆の背後は，建物流出被害がより深刻であり，

畑の背後は保安林の背後よりも建物流出被害がより深刻であった．破壊域や浸水域の範囲は概ね標高

に支配されており，浸水域と非浸水域の境界部は水路や盛土の擁壁部などの人工構造物の存在が影響

してした．今回の研究成果を砂浜海岸の施策に活かすとしたら，以下のようなことが考えられる．防

災の視点から，沿岸域の砂州・砂堆の土地利用をどうするかという視点に集約される．住宅地は作ら

ないことで人家の壊滅的被害域を作らない，津波に対して抵抗力の高い土地利用にして内陸の被害軽

減を図る，内陸の微小な高低差（水路，盛土）を活用するなどが考えられる．  

砂浜海岸域の津波被害状況が，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った．このような地域の被害程度と浸水深，地

形や土地利用との関連性の解析は，最終年度に行う予定である．  

液状化については，下妻市鬼怒地区の旧河道で地中レーダ探査等を行い，旧河床面の検出を試みた．

反射波の検出深度が 3m 未満であったため，それほど深くまでの地下構造を把握できなかったが，い

くつかの測線で旧河床面と考えられる反射面が得られた．今後は，他の測線の探査結果と東京大学が

実施した簡易ボーリングの結果も含めて総合的に検討する．また，平成 26 年度は神崎町の旧河道でも

地中レーダ等の物理探査を行い，下妻市鬼怒地区の探査結果と合わせて，液状化地点の地下構造につ

いて明らかにしていく．  

 

謝辞：石巻平野での GIS 解析の一部は，平成 25 年度に地理情報解析研究室にインターンで来ていた，

京都大学防災研究所大学院生の中居楓子さんに担当していただいた．  
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干渉 SAR とレーザー測量による深層崩壊危険斜面ピンポイント検出技術 

（第 1 年次） 
 

 

実施期間      平成 25 年度～平成 26 年度 

                       地理地殻活動研究センター  

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

                                 岩橋 純子  

 

1．はじめに  

近年深層崩壊が発生した地域では，崩壊に至らなかったものの「豪雨によって少しだけ動いて止ま

った斜面」が多く見られる．このような斜面は重力変形の加速や，地盤変動による地下水経路の切断

などの恐れがあり，近い将来に深層崩壊が発生する可能性が相対的に高い斜面と考えられる．このよ

うな重力変形が進行中の斜面について，詳細な地形測量と変位の計測を行い，合成開口レーダ（SAR）

を用いた干渉処理によって変形現象の検出が可能かどうかを検証する．研究結果によっては，広域か

らの深層崩壊危険斜面のピンポイント検出という，画期的な技術の実現に大きく近づくことができる． 

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

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

林業総合センターが参画している．この中で，国土地理院は衛星データ解析を主に担当する．  

 

2．研究内容  

道路や法面の変形から，実際に斜面の重力性変形が確認された次の 4 地区を対象にした．1）長野県

松本市上高地地区（坂巻温泉西方斜面），2）長野県伊那市尾勝谷地区（南アルプススーパー林道の長

谷側入口），3）静岡県小河内地区，4）奈良県五條市大塔町堂平地区．小河内地区については，2013

年 6 月に赤崩，山伏，口坂本地すべり，大谷崩れまで含めて現地調査を行った．上高地地区について

は 2013 年 11 月に現地調査を行った．尾勝谷地区については，2013 年 8 月に研究グループでの現地調

査が行われたが，国土地理院のメンバーは参加できなかった．現地調査にあたっては，測地部宇宙測

地課が全国監視のために作成したアーカイブの SAR 干渉画像の当該箇所を事前にチェックするとと

もに，既存の航空レーザ測量データ等も入手した．  

 

3．得られた成果  

小河内地区については，現地調査で斜面や林道に変形が生じていることが確認されたが，干渉 SAR

画像では該当箇所において明瞭な変動は確認できなかった．2009 年 9 月 8 日と同年 10 月 24 日の

Descending（東側からの照射）による SAR 干渉画像に，口坂本集落北方の谷壁斜面で局所的な変動を

示す干渉縞が観測された（図-1 左）．この変動は，東からの照射に対して遠ざかっている（西向き or

沈下）変動であり，地すべり性の変動の可能性が高い．干渉縞を見る限りは，約 1 ヶ月半の期間中に

電波照射方向に 6～7cm 程度の変動があったことになる．一方，それより約 1 年前の 2008 年 9 月 5 日

と同年 10 月 21 日の Descending による SAR 干渉画像でも，同じ場所で局的な変動を示す干渉縞が観

測された．同地域では，2012 年 11 月に静岡県河川事務所が航空レーザ測量を行っており，その時点

では空中写真で判読できるような地すべり変動は認められず，同時期の DEM でもその場所が地すべ

り地であることは判読できるが，大きな地形変化を伴うような地すべりの発生は確認できない．2013
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年 6 月の現地調査では，SAR 干渉画像で変動が検出された箇所で大規模な地すべりが発生しており，

倒木が広い範囲で見られた（図-1 右）。このような広い範囲での倒木は、2012 年 11 月のオルソ画像

では認められない．従って，2012 年 11 月～2013 年 6 月の間に倒木を伴う大きな地すべり変動が発生

したと考えられる．そのため，2008 年と 2009 年の干渉 SAR で捉えられた変動は，大規模な地すべり

変動の前兆的変動である可能性が高い．  

Descending

仰角：34.3˚

電波照射方向

衛
星
進
行
方
向

口坂本口坂本

Analysis by GSI from ALOS raw data of JAXA, METI   

図-1 口坂本地すべりの干渉 SAR 画像（2009/9/8-2009/10/24）（左）と現地確認した地すべり変動（右） 

 

上高地地区（坂巻温泉西方斜面）については，2008 年から 2009 年にかけての干渉 SAR 画像上に，

2013 年 11 月の現地調査結果と現地写真を重ねたものを図-2 に示す．坂巻温泉の西方にある崩壊地の

背後斜面では，干渉 SAR 画像で有意な変動が確認されており，その範囲は現地調査で確認された地す

べり性変動の範囲（滑落崖や林道の変状の範囲）と一致する． 約 1 年間で電波照射方向に 6～7cm 程

度遠ざかる（東向き or 沈下）変動であり，北東方向の地すべり性変動と考えることができる．この変

動域の下方斜面では，2011 年 9 月に大きな崩落が発生している．崩落前の航空レーザデータを共同研

究者である長野県林業総合センターの戸田堅一郎氏が開発した CS 立体図で表現すると，崩壊斜面の

背後に線状凹地が多数確認でき，現地調査でも確認できた．以上のことから，坂巻温泉西方斜面では，

干渉 SAR で大規模崩落の背後斜面の地すべり性変動の前兆が捉えられていた可能性が高いと考えら

れる．  

また，宇宙測地課が作成した SAR 干渉画像を元に行った地形変動調査結果（長野県分のみ）を長野

県林業総合センターに提供したところ，戸田氏から，SAR 干渉画像で変動が検出されていた長野県天

龍村虫川地区，長野県大鹿村小塩地区において，現地調査で変状を確認できた報告があった．  

 

4．結論と今後の予定  

口坂本地すべりや坂巻温泉西方斜面の事例からは，2008 年から 2009 年にかけて干渉 SAR で捉えら

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

で地すべり変動の前兆を捉えることの有効性を示したといえる．  

平成 26 年度は，平成 25 年度に現地調査を行っていない箇所（長野県尾勝谷地区，奈良県堂平地区

など）について本年度と同様の調査を行うと共に，口坂本地区等で航空レーザデータを活用した詳細

な現地調査を行う．現地で変状が確認できているにもかかわらず干渉 SAR では変動が捉えられていな

い箇所については，干渉 SAR の再解析に取り組む予定である．また，航空レーザデータを用いたクリ

ープ性変状の微地形の抽出についても，戸田氏が開発した CS 立体図の技術も組み合わせて，詳細な

検討を行う予定である．  

 

-227-



 

1974-78年空中写真
Analysis by GSI from ALOS 

raw data of JAXA, METI

Analysis by GSI from ALOS 

raw data of JAXA, METI

地すべりの滑落崖

2011年9月の大崩壊

線状凹地が認められる

線
状
凹
地
が
集
中

線
状
凹
地
が
集
中

線状凹地は、大規模崩壊前の

航空レーザデータでも確認できる。

Ascending

 

図-2 坂巻温泉西方の干渉 SAR 画像（2008/07/20-2009/09/07）と現地確認した斜面変状  
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