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時　　期 概　　　要

1月22日～

1月27日

2月3日～

2月8日

島根県西部の地震 4月9日
マグニチュード6.1　最大震度５強

負傷者9名

●
大分県耶馬渓の斜面
崩壊

4月11日
地震や降雨が無い状況下で斜面崩壊が発
生

● 大阪府北部の地震 6月18日
マグニチュード6.1　最大震度６弱

死傷者459名，家屋被害5万４千棟以上

6月28日～

7月8日

9月3日～

9月5日

●
平成30年北海道胆振

東部地震
9月6日

マグニチュード6.7　最大震度７

死傷者700名以上，家屋被害9千棟弱

厚真町を中心に無数の斜面崩壊が発生

9月28日～

10月1日
台風第24号による暴

風・高潮等

南西諸島及び西日本・東日本の太平洋側
を中心に暴風
紀伊半島などで顕著な高潮

● 平成30年7月豪雨
西日本を中心に全国的に広い範囲で記録
的な大雨

台風第21号による暴

風・高潮等

西日本から北日本にかけて暴風 特に四
国や近畿地方で第二室戸台風以来の顕著
な高潮

主な災害(●:事例紹介)

南岸低気圧及び強い
冬型の気圧配置によ
る大雪・暴風雪

関東甲信地方や東北太平洋側の平野部で
大雪。日本海側を中心に暴風雪

強い冬型の気圧配置
による大雪

北陸地方の平野部を中心に日本海側で大
雪

表 2-1 2018 年（平成 30 年）の主な災害 

頻発した 2018 年災害における空間情報取得と活用 

 

小林 浩（朝日航洋株式会社）/北市 将平・伴野弘幸（中日本航空株式会社） 

今井 靖晃（国際航業株式会社）/佐藤 潤（株式会社シン技術コンサル） 

下村 博之・木村 了三・平松 多光男・大山 容一・安田 岩夫 

（日本測量調査技術協会 国土管理・コンサル部会） 

 

1. 国土管理・コンサル部会の活動  

国土管理・コンサル部会は、国土管理、社

会資本の維持管理、環境、防災、産業、地域

活性化等の社会の様々な分野における応用解

析、機器・ソフトウェア適用、品質管理、複

合・統合化等に関する分野を担当し、測位・

測量及び地理空間情報に関する国土管理・コ

ンサル分野への利活用技術の研究部会と位置

づけ、経済活動や国民生活の様々な場面にお

ける利活用の仕組みづくり、活用検証・実証

等を行っている。 

最近は、防災に関する技術テーマを中心に

活動しており、先端的測量技

術を活用したハザードマップ

のあり方に関する研究を行う

とともに、平成 29 年九州北部

豪雨での UAV を含む各種緊急

撮影に関する実態と課題のと

りまとめを行ったところであ

る 1)。  

 

2. 頻発した 2018 年の災害  

近年は気候変動の影響もあ

り、災害が多発化・甚大化し

てきていると言われている。

とりわけ 2018 年には、大規模

な災害や特徴的な災害が何度

も発生したことは記憶に新し

い。下表に示すように、年明

けから豪雪災害が各地で発生したことを皮切

りに、大分県での無降雨での斜面崩壊、大阪

府北部の地震が発生した。さらに平成最大級

の被害となった 7 月豪雨が西日本を中心に大

きな被害をもたらした。北海道では震度７を

記録する胆振東部地震が発生し、また繰り返

される台風通過による被害が各地で発生して

いる。  

 

3. 災害での空間情報取得および活用例  

大規模災害時には、被害状況把握のために

上空からの写真撮影が有効で、これまで多く
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の災害対応で実施されており、昨年の災害に

おいても国土地理院による撮影・判読や会員

各社の社会貢献としての企業活動で、衛星や

航空機、UAV など様々な手段で災害撮影・計

測を実施された。これらに基づく空間情報が

どう取得され、災害情報としてどう活用され

たかを、いくつかの災害対応事例で整理して

みる。  

 

3.1. 大分県耶馬溪の斜面崩壊  

平成 30 年 4 月 11 日の未明、大分県中津市

耶馬渓町金吉において無降雨時の突発的な斜

面崩壊が発生した。建物 4 棟が被災し、6 名

の住民の方が亡くなった。 

山塊や斜面の崩壊による災害では、崩壊範

囲を３次元座標で特定し、地形情報・地質情

報と合わせて解析することにより、現況を詳

細に把握できるとともに、崩壊の生起要因を

究明するための貴重な情報を得ることができ

る。本災害では、航空機による斜め写真撮影

を実施し、3 次元地形モデル生成により概括

形状を把握した。また、UAV レーザ計測によ

り、詳細な地形情報を把握し、災害対応に活

用された。 

 

(1) 航空機による斜め写真撮影および 3 次元

地形モデル作成 

災害発生直後の現場では、救助活動の妨げ、

あるいは二次災害の危険性から、現地への直

接立ち入りは困難な場合が多く、空からの写

真・映像の撮影成果の活用が効果的である。 

写真や映像からの３次元座標の取得には、

従来からの航空測量のステレオ図化技術が基

本となる。元来、オーバーラップ・サイドラ

図 3.1-1 斜め写真に基づく被災状況図 2) 
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ップを規定した垂直写真が用いられてきたが、

画像処理技術の発展、ステレオマッチング等、

複数写真間の共有点探索技術の開発により、

共有点を持った斜め写真からの３Ｄ地形デー

タ取得の技術が、実用化されてきた。 

SfM(Structure from Motion)技術は、被写

体（撮影対象地域）を撮影方向の異なる多数

の画像で取得し、共有点を自動抽出すること

により、数多くの３次元点群が得られ、もっ

て３次元地形データを構築するものである。

本災害では、航空機により複数方向から斜め

写真撮影を実施し、3 次元地形モデル生成に

より地形形状を把握した（図 3.1-1）。 

現地立ち入りが制限される被災地において、

基準点が設置できない場合、また、緊急撮影

で、さまざまなアングルの写真が得られる場

合でも、一定精度の処理が可能であり、幅広

い利用が期待される。 

 

(2) UAV レーザ計測および詳細地形データ作

成 

発災後、現地では消防・自衛隊の関係機関

による行方不明者の捜索が行われていたが、

崩壊箇所や崩壊斜面上部からの二次災害の恐

れがあり難航していたため、迅速な災害状況

の把握が必要であった。 

そこで機動性を活かした実機ではなく、崩

壊した特定斜面の詳細計測に有効な UAV レー

ザ計測を実施した。 

 

①  UAV レーザ計測の実施 

UAV レーザ計測は、UAV 搭載型レーザ計測シ

ステムを用いて、発災 2 日後の 4 月 13 日に実

施した。計測範囲は、二次災害の危険性があ

る崩壊斜面上部や周辺地形状況を把握するた

め、崩壊箇所より広く設定し、計測は 0.1m×

0.1m に 1点のデータ取得ができるように計画

して実施した（図 3.1-2）。 

 

 

②  地形データ作成 

取得データは有人機の航空レーザ測量と同

様に、GNSS/IMU 計算、三次元点群データを作

成し、樹木等を分類除去するフィルタリング

解析を行って、地表面のデータを作成した。 

災害対応であり、計測による現場地形の速

やかな把握が必要とされていたため、データ

解析も速やかに行い、計測翌日の 4 月 14 日に

は災害対策本部をはじめとする関係機関へデ

ータを提供した。提供したデータは、三次元

点群データ、地形起伏図（図 3.1-3、特許第

5587677 号）、オルソ画像、断面図等である。 

 

 
 

 

③  地表の微細状況解析 

三次元点群データは、データの利活用性

を考慮して一般的にはメッシュ化を行うが、

地表の微細状況の判読に課題があった。そ

図 3.1-2 UAV レーザ計測機材および計測諸元 3) 

図 3.1-3 UAV レーザ計測に基づく地形起伏図 3) 
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こでオリジナルデータを再統合処理した

S-DEM （ Substratum Digital Elevation 

model）を作成した（図 3.1-4）。S-DEM は浮

石・転石、倒木等の地表における微細状況

の可視化が可能であることから、道路斜面

防災等に利用している。UAV レーザによる高

密度点群データは、可視化できる浮石等の

微細状況を多く取得できており、救助を行

っている災害現場で大いに活用された。  

 

 

④  取得データの高次利用 

災害前後の二時期の LP データを用いての

差分解析を行った。本地区では災害前の LP

データがなかったため、国土地理院の基盤地

図情報数値標高モデルを使用して比較解析を

実施した（図 3.1-5）。概略の崩壊土砂量や崩

壊深さなどの算出を行い、関係機関への報告

を行った。 

 

 

 

また災害箇所の周辺地形データからは、過

去の崩壊地形などが確認できた（図 3.1-6）。 

 

 

 

UAV レーザ計測システムは、高密度で高精

度な三次元データ取得が可能なことから、災

害状況の把握だけでなく、対策工事の検討・

詳細設計にも活用できるデータであるため、

計測データの有効性は非常に高い。本災害の

ように発生のメカニズムがわからない場合に

は、詳細なデータを取得することで、従来の

手法では把握できなかった知見を得られる可

能性がある。崩壊地周辺部で以前から崩壊を

繰り返していた事が確認され、三次元データ

による災害予防への利活用にも期待できる。  

 

3.2. 大阪府北部の地震  

6 月 18 日朝に大阪府北部を震源とした地震

（M6.1）が発生し、最大震度 6 弱が大阪市北

区・高槻市など 5 市で観測された。大都市で

発生したことから、死者 6 名、負傷者 462 名

の他、非常に多くの建物に一部損壊の被害が

現れた。この災害では、合成開口レーダ（SAR）

の干渉性解析による状況把握が試みられた。 

使用した SAR データは表 3.2-1 に示す地震

前後の Sentinel-1 データで、干渉処理におい

て得られるコヒーレンス（干渉性）の比を算

出し、建物被害の検出を試みた。 

結果を図 3.2-1 に示す。同図から、震源の

近傍で干渉性の低下が著しいことが分かる。

また、震源からやや離れた場所でも、活断層

に沿って干渉性が低下している様子が分かる。 

干渉性は地表面形状の変化が大きいと低下

するため、干渉性が低下している領域は、建

図 3.1-4 S-DEM でみる浮石、倒木の状況 3) 

図 3.1-5 災害前後の差分解析図 3) 

図 3.1-6 過去の崩壊地形の確認 3) 
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物の全壊・半壊、瓦の落下などの被害が大き

いと考えられる。  

 

表 3.2-1 使用した SAR データ（Sentinel-1） 

 地震前 地震後 

南行軌道 2018/5/31、6/12 2018/6/24 

北行軌道 2018/5/24、6/5 2018/6/23 

 

 

3.3. 平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨）  

6 月 28 日から 7 月 8 日にかけて、九州北部・

中国・四国・近畿・東海・北海道で平年の 7

月の月降水量の 2～4 倍の記録的な雨量とな

った。全国各地で河川の氾濫・浸水・土砂災

害が発生し、1 府 10 県で特別警報が発表され

るなど、その被害は非常に広域に及んだ。 

このため、初動で斜め写真撮影が実施され、

航空機による空中写真撮影や航空レーザ計測

が急がれたが、天候回復が遅れたことやその

広域性から、衛星画像・SAR 解析も用いられ

た。 

 

(1) 航空機による斜め写真撮影 

河川氾濫が平野部で発生すると、平坦な堤

内地の広い範囲が氾濫域となってしまう。現

地立入りも困難となり、水害被災範囲の把握

には航空写真撮影は効果的な情報のひとつと

なる。従来から行われてきた垂直撮影による

オルソ作成・ステレオ図化の技術が基本とな

るが、湛水が広がる写真では、タイポイント・

パスポイントの取得や地上基準点の取得は困

難であり、前段処理で多くの労力を費やす。 

 このような場合に、広範囲を１枚の写真に

納めた斜め写真成果は、写真接合の必要がな

く、湛水範囲外の地物による単写真標定によ

り、一定精度のオルソ化が実現でき、氾濫域

特定のための解析を進めることができる。 

 図 3.3-1 に挙げた事例は、平野部の氾濫範

囲の把握事例であるが、山地部の斜面崩壊箇

所の場合も同様で、地形が変化してしまい、

基準点取得や接合処理が困難な場合が多く、

１カットの斜め写真の画像処理が、一定精度

のバランスのとれた情報を得ることができる。 

 

  

   

 

図 3.2-1 SAR による建物被害推定図 4) 

図 3.3-1 斜め写真による洪水状況把握 

（上：岡山市、下：倉敷市） 5) 

建造物被害推定マップ
南北軌道平均
（活断層付）

被害小 被害大

変化なし 干渉性 低下

震源

☆
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(2) 航空機による垂直写真撮影および被害状

況図作成（国土地理院） 

国土地理院と(公財)日本測量調査技術協会

では、｢災害時における緊急撮影に関する協

定｣を締結し、広域にわたる災害状況を迅速か

つ効率的に空中写真に記録する体制を構築し

ている。平成 30 年 7 月豪雨においても、国土

地理院より同協定に基づく緊急撮影依頼があ

り、国土地理院からの指示に基づき対応可能

な会員企業による緊急撮影が実施された。 

成果は単写真とオルソ写真それぞれ地理院

地図サイト内で迅速に公開された（図 3.3-2）。 

また、国土地理院はこれらの成果を用いて

崩壊地等を判読し、崩壊等分布図を作成、地

理院地図サイト内で迅速に公開した。これは

国土地理院が 7月 9日から 19日にかけて撮影

した空中写真から、平成 30 年 7 月豪雨で生じ

たと考えられる崩壊地等を判読したものであ

る。 

図 3.3-3 はその全体図であるが、発生密度

や分布の偏りなど災害対策上重要な情報を読

み取ることができる。 

 

 

図 3.3-2 国土地理院による緊急撮影成果の公開例 6) 

図 3.3-3 国土地理院による崩壊地等分布図成果の公開例 7) 
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また国土地理院では、7 月 7 日の映像等の

情報から浸水した範囲の縁辺位置を確認し、

その地点の標高を確認して、標高データを用

いて浸水面と浸水深を推定した、浸水推定段

彩図を作成、地理院地図を通じて公開した。 

図 3.3-4 は岡山県倉敷市の例であり、報道

等でも広く紹介された。 

国土地理院では近年、災害時に迅速に災害

の全体像を把握し、それをいち早く地理院地

図上で公開して、行政機関や支援機関、防災

従事者だけでなく、国民に広く知らせる活動

を進めている。これらの情報を通じて、住民

から行政機関までが自らのおかれている状況

を理解し、緊急対応や復旧・復興にかかわる

活動が円滑に進む一助となっていると考えら

れる。 

 

(3) 衛星データ解析による浸水区域推定 

甚大な浸水被害が発生した岡山県倉敷市真

備町において、SAR 衛星による浸水区域推定

を行った。使用した SAR データは表 3.3-1 に

示す発災前後の Sentinel-1 データである。 

2 時期の後方散乱強度画像の重ね合わせ画

像を図 3.3-5 に示す。後方散乱強度は、地表

面の粗度が小さい水面や裸地で低い値を示す

ため、発災後に後方散乱強度が低下した赤色

の領域が浸水被害を受けた区域と考えられる。 

SAR は波長の長いマイクロ波を使用してい

るため、曇天時にも雲を透過して地表の状態

を観測することができる。そのため、集中豪

雨のように雲が長く停滞する災害では、天候

の影響を受けずに被災状況を把握することが

でき、初動対応に対して効果的である。 

 

表 3.3-1 使用した SAR データ（Sentinel-1） 

 災害前 災害後 

南行軌道 2018/6/17、6/29 2018/7/11 

 

図 3.3-5 SAR による浸水区域推定マップ 4) 

LANDSAT-8被災前後色合成

図 3.3-4 国土地理院による浸水推定段彩図成果の公開例 8) 
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(4) 航空レーザ計測および河道閉塞状況把握   

7 月 8 日、京都府では平成 25 年以来の大雨

特別警報が発令され、福知山市大江町公床で

は、地すべりによる大規模な斜面崩壊により、

一級河川由良川水系谷河川を堰き止め、土砂

ダムが発生した。 

福知山市においては、土砂ダムが決壊し土

石流が流出する恐れがあるため、国道及び鉄

道は運行停止とし、地区の住民に対して、土

砂災害警戒のため避難勧告を発令した。 

斜面崩壊の規模は、幅約 110ｍ、長さ約 180

ｍ、層厚約 30ｍ、地すべり土塊の末端が左岸

側にせり上がるように谷河川の河道を閉塞し

ている。 

航空レーザ計測（2018 年 7 月 11 日計測）

は次のように実施した。 

・京都府福知山市大江町 

・航空レーザ計測（2018 年 7 月 11 日計測） 

・機体：回転翼 

・面積：約 1.4k ㎡ 

・計測密度：1.0m×1.0m に 10 点 

 

赤色立体地図で判読することにより、樹木

の影で空中写真では判読しにくい小規模な崩

壊地や大地形が同時に把握できることから、

各方面での災害対策に活用されている。 

 

図 3.3-6 京都府福知山市における河道閉塞状況（左：赤色立体地図、右：オルソ写真） 9) 
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3.4. 平成 30 年北海道胆振東部地震  

9 月 6 日未明に北海道胆振東部地方で発生

した地震（M6.7）は、震央近くの厚真町など

では震度７を記録し、著しい土砂災害をもた

らした。また、距離が離れた札幌市・北広島

市の大規模造成地では盛土の沈下・流動によ

る被害が発生した。 

 航空機による斜め写真撮影、道内会社によ

る斜め・垂直写真撮影が実施され、また衛星

画像による崩壊地分布把握や、SAR による盛

土造成地の変動把握などが試みられた。空間

情報の活用により災害対応機関から次々と要

望が生まれた。 

 

(1) 航空機による斜め写真撮影および土砂災

害状況把握 

災害発生直後、まずは被害状況の把握を目

的として、上空からの斜め撮影が行われた。

その結果、震央近傍の厚真町付近を中心に、

山間部で崩壊が密集して発生していることが

判明した（図 3.4-1(1)～(3)）。また一部では

大規模な地すべりが発生し河道閉塞が疑われ

ることが明らかになった（図 3.4-1(4)）。 

 

(2) 道内会員企業における空中写真撮影およ

び情報提供 

大規模災害時には、被害状況把握のために

上空からの空中写真撮影が有効であり、北海

道内に拠点を持つ会員企業においても撮影に

関して迅速な対応が求められている。災害時

の空中写真撮影にあたっては、「どこで、なに

が起きている」といった情報を入手し、撮影

計画を行う必要がある。 

しかし、今回の地震にともなって、北海道

(2)厚真町冨里地区の連続的崩壊 11) 

(4)日高幌内川の大規模地すべり 10) 

(1)厚真町内山地部の崩壊密集状況 10) 

(3)厚真町吉野地区の連続的崩壊 10) 

図 3.4-1 航空機による斜め写真 
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全域が停電（ブラックアウト）し、被災地域

からの撮影依頼に関する問い合わせ（電話・

メール）がないことに加え、真夜中の地震と

いうことで、報道（テレビ・ラジオ等）から

も情報を入手することができなかった。その

ため、地震の揺れ等を勘案し、大規模災害の

発生を見込み、まずは震央周辺の斜め撮影を

実施する方針を掲げた。地震発生から、約 4

時間後の午前 7時 10分に、丘珠空港を離陸し、

厚真町上空から、「著しい土砂災害の発生状

況」を確認し、その状況を撮影して、午前 11

時 30 分には、防災関係機関へ画像データの提

供を行った。さらに、土砂災害の発生状況が、

広域になっていること等を踏まえ、翌日以降

に垂直写真撮影を決行し、オルソ画像を作成

して被害状況判読の実施、情報提供等を行っ

た。 

ブラックアウトといった状況下であっても、

正確な被害状況を把握し、災害応急対策を実

施する必要があるため、空中写真撮影による

情報提供は有効な手段であると言える。 

 

(3) 航空機による垂直写真撮影・レーザ計測

および土砂災害状況解析 

大規模な災害であることから、国土地理院

では災害当日から垂直写真撮影を開始した。

撮影は天候条件をふまえながら可能な範囲か

ら何回かに分けて繰り返し行われた。これら

はオルソ化され、崩壊面積の算定や想定土砂

量の概算、河道閉塞箇所の状況把握などに活

用された。 

図 3.4-2 には、厚真町内日高幌内川に発生

した河道閉塞箇所の例を示す。斜め写真では

全貌を捉えることは難しいが、オルソ写真を

用いることで巨大な地すべりブロックの形状

やその移動方向が明らかになり、主たる地す

べりブロックが実に約 400m 移動しているこ

とが判読され、その規模の大きさが再確認さ

れた。 

また、国土交通省北海道開発局等では厚真

川流域を対象とした航空レーザ測量を実施し、

崩壊土砂量や河道閉塞箇所の諸元、斜面の変

動状況などの詳細情報を求めた。これらの成

果は、緊急対策や復旧・復興の検討のための

図 3.4-2 日高幌内川の河道閉塞状況の判読 （地理院地図 12)より抜粋編集・加筆） 



先端測量技術 113 号 113-13 詳細版 

 

11 
 

基盤情報として活用されている。図 3.4-3 は、

写真判読だけでは詳細な確認が難しい地すべ

りによる小渓流の閉塞状況を、航空レーザ測

量成果で確認した事例の一つである。 

 

(4) 光学衛星画像による土砂災害分布把握 

大規模災害時には，被害状況把握のために

上空からの写真撮影が有効であるが、人工衛

星は航空機に比べてさらに広域の撮影が可能

であることや、画像統合処理時間が短く済む

ことから、光学衛星画像による災害概況把握

は速報性が高い手段になり得る。 

9 月 11 日には快晴となり、震源域を中心と

して広範囲に解像度 1.5ｍおよび 0.5m の光学

衛星画像が撮影された（図 3.4-4）。画像から、

山地域でこれまで類を見ないほど斜面崩壊が

多数発生していることが視認されたことから、

土砂災害の発生量を把握するべく、自動画像

解析により土砂移動痕跡分布域を求めた（図

3.4-5）。この解析結果に基づき土砂分布面積

等を推計し、防災関係機関に情報報告を行っ

た。 

図 3.4-3 2 時期の地形比較による地すべりの判読例 13) 

図 3.4-4 震源域を中心とした広域の光学衛星画像 14) 
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(5) SAR 衛星データ解析による地盤変状箇所

把握 

本地震は震度 7 が発生した内陸地震であり、

地殻変動や地盤変状が出現することが想像さ

れたことから、SAR 衛星(ALOS-2)による二時

期の観測データ（表 3.4-1）を元に干渉解析

を行った。 

その結果、札幌市清田区等の複数地点で地

盤変状を示すと思われる位相変化が捉えられ

た（図 3.4-6）。干渉解析図を元に現地調査を

実施すると、位相変化が見られる箇所で地面

に変状が発生していることが確認された（写

真 3.4-1）。それらは谷部を盛土造成した地域

にあたり、地震動によって液状化や地盤沈下

が発生したものと推察される。写真①や写真

②の変状は地震動による異常現象と直ちに認

識できるが、写真③④のケースは、干渉解析

図の情報が状況判断に有効となる。  

これは、災害直後に取得された空間情報の

分析を先行実施した上で現地調査にあたるこ

とで、被害状況を効果的に把握できることが

示された例である。  

 

表 3.4-1 使用した SAR データ（ALOS-2） 

 災害前 災害後 

南行軌道 2018/8/23  2018/9/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4-6 SAR による干渉解析図 14) 

写真③ 

写真② 

写真④ 

写真① 

①地盤沈下        ②噴砂跡 

③歩道部の圧縮変形  ④歩道ブロックの転倒 

写真 3.4-1 現地状況写真 14) 

図 3.4-5 土砂移動痕跡分布解析図 15) 

背景に地理院地図使用 
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(6) アーカイブデータを活用した液状化発生

地区の地形改変変遷分析  

大規模地震における液状化や盛土造成地の

地盤災害、また近年激甚化しつつある豪雨に

よる土砂災害の多くは人工的地形改変に関わ

っており、その経緯をたどることで災害要因

の把握や分析に役立てることができる。地形

の改変（変遷）の状況を把握するには、国土

地理院等が所管の歴年の空中写真や旧版地形

図等のアーカイブが有効に活用される。 

 本地震において、札幌市清田区里塚及び美

しが丘地区他の住宅地で大規模な地盤陥没に

伴う建物崩壊や液状化被害がもたらされた。 

この地域は、北寄りに傾斜した基盤上の起

伏のある丘陵地で幾筋もの小規模河川が合流

しながら北方に流れ行く地形状況であったが、

昭和 40 年代後半に国道 36 号がこれらの谷を

横断する形で建設されて以来、札幌都心に近

く急速に宅地造成が進められた。 

図 3.4-7 は当該地震発生の折に国土地理院

が応急的に作成した「札幌市清田区の地形復

元図（地形分類図）を背景に、当該地震によ

る代表的な被災位置を示した図で、図 3.4-8

はその部分拡大図である。 

 当該地震による被害状況の前にこの区域の

地形の改変、造成履歴を国土地理院の空中写

真アーカイブを用い辿ってみる。 

図 3.4-9～図 3.4-14 は、当該地区について

昭和 36年から平成 5年にかけて時代を追って

空中写真を比較表示したものである。 

新国道 36 号が建設された時、横断する小河

川においては橋梁でなくすべて盛土構造で横

断管（カルバート）が敷設されている。これ

は周りを盛って宅地造成することを前提とし

た施工である。造成は一気にではなく、中規

模の宅地造成が徐々に進められていった。 

 

  

 

 

 

三

里

川  

大

曲

川  

厚

別

川  

国道 36 号 

国道 36 号 

図 3.4-8 宅地地盤災害箇所（拡大図） 

（国土地理院 16)に加筆） 

 

清田区 

美 し が 丘 地

 

清田区 

里塚地区 

北広島市 

大曲並木地区 

 

大

曲

川  

三

里

川  

清田区 

里塚地区 

（住宅陥 

没・倒壊） 

清田区 

美しが丘地区 

（液状化） 

北広島市 

大曲並木地区 

（護岸家屋崩落） 

図 3.4-7 宅地地盤災害箇所 

（国土地理院 16)に加筆） 

国道 36 号 
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「里塚地区」は昭和 51 年時点では周辺の造

成に対し比較的遅く昭和 57 年時点でようや

くその区域が造成されている。「美しが丘地

図 3.4-9 昭和 36 年の状況 

 （地理院地図 17）に加筆） 

図 3.4-10 昭和 46 年の状況 

 （地理院地図 17）に加筆） 

図 3.4-11 昭和 49 年の状況 

 （地理院地図 17）に加筆） 

図 3.4-12 昭和 51 年の状況 

 （地理院地図 17）に加筆） 
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区」はさらに昭和最後期に造成されている。  

一方、北広島市の「大曲並木地区」は昭和

49 年には一次造成が終えられ、その後河岸側

区画二次的に増設しているが、平成 5 年時点

ではいずれの地区も造成完了となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

その後平成 15 年に発生した十勝沖地震の

際に美しが丘地区で顕著な液状化現象が発生

したが、里塚地区でも変状があったとされる。 

本来、丘陵地で液状化現象は発生しにくい

地形であるが、人工造成地で液状化現象が発

生するのは水と粒度の揃った砂質土が造成盛

土材として供給された場合である。美しが丘

地区はとりわけ顕著にこの液状化発生条件を

満たす盛土材であったことになる。 

写真 3.4-2①は、今回の美しが丘住宅での

液状化の状況であるが、15 年前の十勝沖地震

の時と同じ場所でも発生し、旧地形の谷線に

も沿っている。 

 写真 3.4-2②は、美しが丘地区の旧小河川

が北流し里塚で合流する途中、国道 36 号を横

切る箇所で発生した斜面崩壊（写真奥）の手

前の公園で発生している液状化の状況である。 

 写真 3.4-2③は、北広島市大曲並木地区の

河川への家屋崩落の状況であるが、二次造成

以前の擁壁が撤去されず生き埋めされていた

ことによりそこがすべり面として大きな被害

をもたらした。 

 

図 3.4-13 昭和 57 年の状況 

 （地理院地図 17）に加筆） 

図 3.4-14 平成 5 年の状況（地理院地図 17）に加筆） 
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そして写真 3.4-2④は、里塚地区で 2ｍ以上

の住宅地陥没が広域にわたり発生した地区の

状況である。 

図 3.4-15 は、清田区里塚地区について、発

災後 9月 11日撮影空中写真画像上に被害状況

を表記したものであるが、地盤変状の詳細判

読、変位測定、確認ができる資料でもある。 

 

4. 今後の課題と展開  

近年の激甚災害の多発は、繰り返し多数の

犠牲者を出し、積み上げてきた防災対策の無

力感を日本社会に与えているようであるが、

決してそうではない。明治～大正～昭和～平

成と、繰り返された大災害では今とは桁違い

①美しが丘地区 

住宅内の液状化現象 

②里塚地区 

道路のり面崩落箇所 

③北広島市大曲並木地区 

河岸沿い造成区画の崩落 

④里塚地区 

広域住宅陥没地域の応急

復旧中の状況 

写真 3.4-2 現地状況写真（安田岩夫撮影） 

図 3.4-15 被害状況図（9 月 11 日撮影写真 18）に加筆） 
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の犠牲者を出し、そのたびに先人達は智恵を

絞り対策を講じ、防災体制を積み上げてきた

実績が存在する。 

本稿執筆中にも 2019 年台風 19 号による各

地での災害により、100 人に迫る多数の犠牲

者が出たが、同規模の台風と話題にされる

1956 年狩野川台風では死者 1,300 人を数えた

ことを思い合わせると、日本社会において防

災対策が確実に蓄積されてきたと言える。 

 その一方で、多大な経費をかけ防災対策を

講じても、それを超える災害はいつか起こる

ことを、私たちは東日本大震災で身にしみて

感じた。また、蓄積されてきたはずの防災知

識が現代社会に継承されずに断絶していたと

ころに被害が再発した事例もあり、伝承の重

要性を何度も認識させられている。 

さらなる防災対策を継続して講じる必要が

ある中で、地理空間情報はそのときどきの現

況情報を提供し続けることとなる。また、空

間情報により災害時の状況把握・分析を行う

ことで災害対応に寄与するとともに、災害の

貴重な記録ともなる。 

ただし、空間情報取得手段の中に万能なも

のはなく、災害の種類や状況、時間経過等に

より必要な手段・情報が異なる。このため、

空間情報取得・解析技術の災害時における適

用面での体系化を検討するとともに、迅速

性・正確性・広域性・網羅性・緻密性などの

技術向上に努めることが肝要である。 

一方で、災害発生後の空間情報利用が拡が

るのはよいが、日頃からの危険区域の周知と

非常時警戒情報の伝達がなされているにも関

わらず、災害のたびに避難できなかった（し

なかった）人が現れ、結果として犠牲者が生

まれてしまう社会的問題が存在する。我々は、

予防的な防災対策においても、空間情報とそ

れを用いた解析技術を効果的に活用する方策

を見出していくことにも取組んでいく所存で

ある。  

 

参考文献  

1) 北野智也・甲斐健司・平川泰之・園田晋

平・那須裕司・葛島明人・伊藤友和・嶋

田茂樹・森力・阿部正雄・田中憲治・柴

田俊彦・下村博之・小林浩：平成 29 年 7

月九州北部豪雨における緊急撮影対応．

先端測量技術、111 号、pp.110-120、2018． 

2) 国際航業株式会社：国際航業 HP、http:/

/www.kkc.co.jp/service/bousai/csr/di

saster/201804_oita/index.html 

3) 北市将平：UAV を活用した災害対応事例．

第 5 回測量・地理空間情報イノベーショ

ン大会資料集、pp.39-42、2019 

4) 本田謙一・浅田典親・虫明成生・西村智

博・向山栄：衛星リモートセンシングに

よる平成 30 年の災害対応事例．日本リモ

ートセンシング学会第 65 回学術講演会概

要集、pp.17、2018. 

5) アジア航測株式会社：「平成年 7 月豪雨」

災害（2018 年 7 月）第一報．アジア航測

株式会社 HP、https://www.ajiko.co.jp/

news_detail/?id=12853 

6) 国土地理院：地理院地図 平成 30 年 7 月豪雨

正射画像．http://maps.gsi.go.jp/#11/34.4

04077/132.706947/&base=std&ls=std%7C2018

07H3007gouu_ort&disp=11&lcd=201807H3007g

ouu_ort&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=vl． 

7) 国土地理院：地理院地図 平成 30 年 7 月豪雨 

崩壊地等分布図．http://maps.gsi.go.jp/#1

1/34.404077/132.706947/&base=std&ls=std%

7C201807H3007gouu_hokaichiline_1&blend=0

&disp=11&lcd=201807H3007gouu_hokaichilin

e_1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=vl． 

8) 国土地理院：地理院地図 平成 30 年 7 月豪雨 

浸水推定段彩図速報版．http://maps.gsi.go.

jp/#11/34.620212/133.541908/&base=std&ls



先端測量技術 113 号 113-13 詳細版 

 

18 
 

=std&disp=1&lcd=201807H3007gouu_kurashik

i_0707dansaizu&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0

f1&d=vl 

9) アジア航測株式会社：「平成年 7 月豪雨」

災害（2018 年 7 月）第二報．アジア航測

株式会社 HP、https://www.ajiko.co.jp/

news_detail/?id=12749 

10) 朝日航洋株式会社：平成 30 年北海道胆振東部

地震の航空写真．朝日航洋株式会社 HP、http

s://www.aeroasahi.co.jp/news/detail.php?

id=201． 

11) アジア航測株式会社：｢平成 30 年北海道胆振

東部地震｣被害状況(2018年9月6日)第一報．

アジア航測株式会社 HP、https://www.ajiko.

co.jp/news_detail/?id=15125． 

12) 国土地理院：平成 30 年北海道胆振東部地震正

射画像 厚真当部地区(9/11 撮影) ．http://m

aps.gsi.go.jp/#15/42.735997/141.995738/&

base=std&ls=std%7C20180906hokkaido_atsum

toubu_0911do&blend=0&disp=11&lcd=2018090

6hokkaido_atsumtoubu_0911do&vs=c1j0h0k0l

0u0t0z0r0s0m0f1&d=vl． 

13) 村上奏啓・水垣滋・西原照雄・伊波友生・藤

波武史：平成 30 年北海道胆振東部地震におけ

る崩壊地特性について．2019 年度砂防学会研

究発表会概要集、pp.13-14、2019． 

14) 株式会社パスコ：2018 年 9 月北海道胆振

東部地震災害．株式会社パスコ HP、https:

//www.pasco.co.jp/disaster_info/2018

0906/ 

15) 宮崎真由美・望月寛一郎・下村博之・小更亨：

平成 30 年北海道胆振東部地震における衛星

データの活用について．2019 年度砂防学会研

究発表会概要集、pp.395-396、2019． 

16) 国土地理院：平成 30 年（2018 年）北海道胆

振東部地震に関する情報．国土地理院 HP、ht

tps://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H30-hokkaidoi

buri-east-earthquake-index.html#9 

17) 国土地理院：地理院地図 空中写真．https:/

/maps.gsi.go.jp/#5/36.104611/140.084

556/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h

0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=vl 

18) 株式会社八州：平成 30 年 9 月 11 日撮影

写真． 


