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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、一昨年度、昨年度には災害時

の緊急撮影・判読等に関する実態と課題のと

りまとめを行っている 1)2)。  

 

2. 繰り返し発生した 2019 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。先

報 2)で示した 2018 年も大規模な災害や特徴

的な災害が何度も発生したが、2019 年も繰り

返し大きな災害が発生した。表 2-1 は、総務

省消防庁ホームページに掲載されている事例

のうち、都道府県災害対策本部が設置された

災害事例を示したものである。 

 

 

表 2-1 2019 年（平成 31・令和元年）の主な災害（総務省消防庁 3）を参考に作成） 

 

時期 概要

熊本地方を震源とする地震 1月3日 マグニチュード5.1、最大震度6弱、負傷者4名、住家被害60棟

北海道胆振地方中東部を震源とする地震 2月21日 マグニチュード5.8、最大震度6弱、負傷者6名、住家被害19棟

5月18日からの寒冷前線による大雨 5月18日～5月21日 九州から中部・関東にかけて大雨、負傷者5名、住家被害51棟

山形県沖を震源とする地震 6月18日 マグニチュード6.7、最大震度6強、負傷者43名、住家被害1,608棟

6月29日からの梅雨前線による大雨 6月29日～7月4日 九州・中部地方にかけて大雨、死傷者7名、住家被害436棟

梅雨前線および台風5号による風雨 7月18日～7月23日 中部地方から九州・沖縄地方にかけて大雨、負傷者7名、住家被害825棟

台風6号による風雨 7月27日 三重県に上陸後、熱帯低気圧に変わり東日本を通過、住家被害2棟

台風9号による風雨 8月8日～8月9日 沖縄県先島諸島に接近、負傷者6名

台風10号による風雨 8月14日～8月16日 広島県に上陸、西日本～東日本にかけて大雨、死傷者60名、住家被害70棟

8月27日からの前線による大雨 8月27日～8月30日
前線の停滞による線状降水帯の形成、福岡・佐賀・⾧崎県に大雨特別警報発表、死傷者8名、住家被害

6,718棟

台風13号による風雨 9月5日～9月6日 沖縄県に接近、負傷者7名、住家被害3棟

● 台風15号による風雨 9月7日～9月9日 『令和元年房総半島台風』三浦半島付近を通過後千葉県に上陸、死傷者177名、住家被害93,372棟

台風17号による風雨 9月22日～9月23日 西日本及び北陸地方の接近、死傷者71名、住家被害1,113棟

台風18号による風雨 10月1日～10月4日 先島諸島に接近後北上、負傷者10名、住家被害101棟

● 台風19号および前線による風雨 10月12日～10月26日
『令和元年東日本台風』伊豆半島に上陸後関東～東北地方を通過、1都12県に大雨特別警報発表、24日～

26日に低気圧・台風21号により大雨、死傷者530名、住家被害105,699棟

主な災害（●：事例紹介）
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3. 2 つの台風災害 

2019 年（令和元年）は、風水害や地震災害

など数多くの災害が発生し被害をもたらして

いるが、特に象徴的なのは、2 つの台風災害

である。気象庁は、防災関係機関等による災

害発生後の応急・復旧活動の円滑化を図ると

ともに、当該災害における経験や貴重な教訓

を後世に伝承することを期待し、顕著な災害

を起こした自然現象について名称を定めるこ

ととしている。 

今回、台風第 15 号および台風第 19 号がそ

れに当たり、それぞれ『令和元年房総半島台

風』、『令和元年東日本台風』と命名された。 

これらは双方とも被害が顕著であったこと

から選定されているが、影響を与える現象や

それに関連した緊急対応に関して、特徴的な

相違点がある。台風第 15 号は主として暴風害

で千葉県に集中被害をもたらしたのに対し、

台風第 19 号は非常に広域の豪雨災害となっ

た。また、前者は事前の警戒情報が少ない中

での思いがけない被害集中発生で、後者は早

くから広域に特別警報が出されるなどにより

警戒体制がとられるなど、国・自治体の緊急

対応の立ち上げに違いが表れ、その影響もあ

って国土地理院や航空測量業界における緊急

撮影対応への取り組みにも違いが表れている。 

本稿では、これらの経験と反省を踏まえる

ために、2 つの台風災害に関する空間情報取

得と活用に関する実態を整理し、今後の課題

と教訓を得ることとしたい。 

 

4. 令和元年房総半島台風（台風第 15 号） 

台風第 15 号は、2019 年 9 月 5 日に南鳥島

近海で発生し、7 日午後には強い勢力で小笠

原諸島に接近した後、8 日午後には非常に強

い勢力となって伊豆諸島に接近している。9

日 3 時前には三浦半島を通過し、その後強い

勢力で千葉市付近に上陸した後、関東地方を

北東に進み、9 日朝には海上に抜けている。 

当該台風は暴風を伴い、最大瞬間風速は神

津島村で 58m/s を観測するなど、伊豆諸島と

関東地方南部の 3 地点で最大瞬間風速 50m/s

以上を観測し、関東地方を中心に 19 地点で最

大瞬間風速の観測史上 1 位の記録を更新して

いる。 

関東地方に上陸した台風としては観測史上

最強クラスの台風で、千葉県房総半島を中心

に顕著な災害をもたらし、気象庁が「令和元

年房総半島台風」と命名した。気象庁による

台風の命名は昭和 52 年（1977 年）の「沖永

良部台風」以来 42 年ぶりの命名であることか

ら、その被害の甚大さが伺える。 

 

図 4-1 令和元年房総半島台風による被害相関 

 

この台風に伴う被害は、従来の台風とは異

なる非常に特徴的な被害状況が発生した。図

4-1 の被害相関に示されるように、通常の台

風被害で見られるような浸水被害や大規模な

土砂災害はほとんど発生せず、直接的な被害

の多くは強風による家屋被害や倒木被害であ

った。台風による非常な強風が道路網や送電

網の破壊的な寸断を引き起こし、広域にわた
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る大規模停電が発生した。ひいては停電によ

り給水網も広域でストップすることとなり、

いわゆるライフラインが広域で長時間寸断さ

れる事態となった。  

 

4.1. 空中写真撮影と行政機関等への協力 

広域にわたる自然災害時には、迅速な状況

把握手段として空中写真の撮影が実施される。 

しかしながらこの台風では人的被害や顕著な

土砂災害が僅かであったことから、国土地理

院による緊急撮影は実施されなかった。 

このような状況の中、千葉県を地盤とする

会員企業は、被災エリアにおける垂直空中写

真撮影を実施し、被災状況の把握を望む行政

機関への情報提供を行った。図 4.1-1 は建物

被災エリアの空中写真であり、撮影日が 9 月

後半であることから、屋根が破損した建物に

ブルーシートが被覆されていることが明確に

判読できる。 

 
図 4.1-1 家屋被災エリア（鋸南町勝山） 

の空中写真 4) 

図 4.1-2 は送電鉄塔の倒壊被害箇所の空中

写真である。山地域は倒木被害等により道路

が寸断されており、地上からの構造物の被害

把握がままならない状況にあったが、空中写

真による状況把握は有効で、電力関係者への

情報提供も行った。 

 

図 4.1-2 鉄塔倒壊現場（君津市長石） 

の空中写真 4) 

 

 

図 4.1-3 空中写真判読による 

家屋被災状況速報図 4) 
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図 4.1-4 空中写真判読による被災状況図（鋸南町） 4) 

 

図 4.1-4 には、空中写真判読による被災状

況図の例を示す。鋸南町の建物被害、農業施

設被害および倒木の発生状況、鉄塔被害を総

合的に示したものである。 

また、図 4.1-3 は房総半島広範囲における

建物被災状況を速報としてまとめたものであ

る。これをみると、暴風の影響は台風経路に

近い房総半島の南西側が顕著で、また広い範

囲に被害をもたらしていることが伺える。広

域の垂直空中写真は、被害の全体像および詳

細状況を捉えるのに適しており、千葉県にお

ける台風第 15 号の影響が明瞭に記録されて

いる重要な情報と言える。 

 

4.2. 島しょ部の被害 

この暴風は房総半島での被害が注目されて

いるが、伊豆諸島でも大きな被害が発生して

いる。大島町（伊豆大島）では住家屋等の約

700 棟の被害があり、新島村（新島・式根島）

で約 520 棟、神津島村（神津島）で約 60 棟の

被害が発生している。 

島しょ部において斜め写真を撮影した事例

として、新島での被害撮影写真を図 4.2-1 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-1 新島の被害撮影写真（撮影日 9/24） 5) 

 

4.3. 詳細写真撮影と利用 

(1)撮影の概要 

 会員企業の航空測量会社は、令和元年 9 月

27～28 日にかけて内房地域の台風 15 号によ

る家屋損壊及び風倒木等の被害状況を把握す
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るため、航空機による空中写真撮影を行った

（使用カメラ：DMCⅡ230、撮影縮尺 1/35,000、

地上解像度 20cm）。 

 

(2)オルソ画像の Web 公開 

 撮影した空中写真から図 4.3-1 に示すオル

ソモザイク画像を作成し、WebGIS で公開した。

公開にあたっては、プライバシーへの配慮の

ため、地上解像度を約 40cm とした 6)。この解

像度では、洗濯物などの生活情報は識別でき

ないが、家屋にかかったブルーシートや風倒

木の状況は読み取ることができる。 

 

(3)二次利用促進の取り組み 

公開したオルソモザイク画像は、GIS によ

る分析・解析にも活用できるように、G 空間

情報センターから XYZ 方式のラスタタイルの

配信を行った。また、ライセンス条件をクリ

エイティブ・コモンズ・ライセンスで明示し

（CC-BY-NC-SA：表示—非営利—継承）、利便性

の向上を図った。 

 

(4)今後の課題と展望 

近年は、災害査定や罹災証明の簡素化が進

み 8)、航空写真の活用場面はさらに広がるも

のと考えられる。一方、今回公開したタイル

データは、ボランティアセンターにおける

GIS への利用が把握されているものの、利活

用の全体像はわかっていない。 

今回提供したタイルデータを含め、災害時

の撮影及び計測したデータがどのように復旧、

復興、生活支援等に役立っているか、有効性

を確認するとともに、利用者の目線でさらに

使いやすいデータを提供していく取り組みが

重要である。 

 

 

図 4.3-1 オルソモザイク画像 7) 

 

 
図 4.3-2 住宅屋根被害の状況 7) 
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図 4.3-3 斜面崩壊に伴う流木被害の状況 7) 

 

5. 令和元年東日本台風（台風第 19 号） 

 2019 年 10 月 6 日に南鳥島近海で発生した

台風第 19 号は、マリアナ諸島を西に進み、一

時大型で猛烈な台風に発達した後、次第に進

路を北に変え、日本の南を北上し、12 日 19 時

前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した。

その後北北東方向に進んで関東地方を通過し、

13 日未明に東北地方の東海上に抜け、同日 12

時には日本の東で温帯低気圧に変わった。 

 当該台風による記録的な大雨により、12 日

15:30 に、静岡県、神奈川県、東京都、埼玉

県、群馬県、山梨県、長野県、19:50 に茨城

県、栃木県、新潟県、福島県、宮城県、13 日

0:40 に岩手県の 1 都 12 県に対して大雨特別

警報が発表された。 

広範囲に大量の降雨をもたらしたことから、

被害は東日本を中心に全国的に発生した。特

に、広い範囲で複数の一級河川の氾濫が相次

いだほか，土砂災害や浸水害が発生し、人的

被害や住家被害，電気・水道・道路・鉄道施

設等のライフラインへの被害が発生した。 

 

5.1. 国土地理院における取組み 

国土地理院は(公財)日本測量調査技術協会

と、｢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。令和元年東日本台風においても、同協

定に基づく緊急撮影依頼により、対応可能な

会員企業による緊急撮影が実施された。緊急

撮影の成果である垂直写真、斜め写真、正射

画像は、それぞれ地理院地図サイト内で迅速

に公開された（図 5.1-1）。 

 

図 5.1-1 緊急撮影成果の公開例 9) 

 

また、国土地理院は、UAV（ドローン）で撮

影した千曲川の破堤に伴う被災状況の動画を

YouTube に公開し（図 5.1-2）、緊急撮影の成

果を用いて作成した丸森地区の斜面崩壊・堆

積分布図は GIS データ（GeoJSON）でも公開し

た。この 2 つのデータについては、地理院地

図サイト内でも公開されている。 

 
図 5.1-2 被災状況の動画の公開例 10) 
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さらに、国土地理院は、浸水推定段彩図を

作成し、地理院地図を通じて公開した（図 

5.1-3）。 

図 5.1-3 浸水推定段彩図の公開例 11) 

 

浸水推定段彩図は、浸水範囲における水深

を算出して色の濃淡で浸水の深さを表現した

地図である。速報性を重視し、空中写真撮影

が行われる前から、SNS 上に投稿された被災

状況の画像等の断片的な点情報と標高データ

から浸水域を推定し作成されている。例えば

千曲川地区の浸水推定段彩図は、千曲川が破

堤した 2019 年 10 月 13 日に SNS 上の画像等

と標高データから、千曲川の一部の地域の浸

水推定段彩図を作成している。その後、10 月

15 日には撮影された空中写真からの情報を

追加することで、精度を向上させ、作成範囲

も広げている。 

浸水推定段彩図は、平成 30年 7月豪雨（2018

年）で初めて作成され、その後の大雨による

災害時にも必ず作成されるようになっている。

推定ではあるものの公開の速さと地図表現の

わかりやすさが災害発生初期の被害状況の把

握に役立ち、災害時の初動対応に広く活用さ

れている。また、各種メディアにも取り上げ

られており広く一般にも認知されてきている。 

 

5.2. 衛星 SAR による即時浸水域把握 

本台風では、内閣府総合科学技術・イノベ

ーション会議の戦略的イノベーション創造プ

ログラム（SIP）「国家レジリエンス（防災・

減災）の強化」（管理法人：防災科学技術研究

所） 12)の活動の一環で、SAR 衛星による即時

浸水域把握が実施された。 

 SAR 衛星は、夜間や悪天候時でも観測でき、

近年は観測頻度も向上している。豪雨災害時

は悪天候が継続する場合があり、光学衛星や

航空機等での観測が困難な状況下でも、いち

早く被害状況等の情報提供を行うことが可能

である。 

 本台風における災害対応タイムラインおよ

び使用した SAR 衛星データの諸元を表 5.2-1、

表 5.2-2 に示す。  

 

表 5.2-1 災害対応タイムライン 

 

 

表 5.2-2 使用した SAR 衛星データの諸元 

 

日付
時間

(開始時間)
衛星観測・解析および災害状況

10月12日 18:00～ 越辺川の入西観測所で最高水位
を記録。

10月12日 19:00～ 丸森町周辺の阿武隈川支流で氾
濫が発生したとみられる。

10月13日   0:00～ 都幾川の野本観測所で最高水位
を記録。

10月13日   0:55～ 穂保地区周辺の千曲川左岸
58km付近で越水を確認。

10月13日   5:00～ 阿武隈川水系阿武隈川の丸森水
位観測所で最高水位を記録。

10月13日   2:56 ALOS-2：観測。

10月13日   5:30～ 穂保地区周辺の千曲川左岸58㎞
付近で堤防決壊を確認。

10月13日   5:42 Sentinel-1：観測。

10月13日   6:00～ 東松山町周辺の越辺川左岸7.6㎞
付近で堤防決壊を確認。

10月13日   7:15～ 東松山町周辺の都幾川右岸0.4㎞
付近で堤防決壊を確認。

10月13日 16:45 ALOS-2：観測データを入手。

10月14日   8:30 ALOS-2：穂保地区の被害状況

に関する情報提供

10月14日 20:29 Sentine-1：東松山町･丸森町の

被害状況に関する情報提供

長野県穂保地区周辺
埼玉県東松山町周辺
宮城県丸森町周辺

25.6

単時期の画像解析 2時期の差分解析

災害発生後 災害発生前 災害発生後災害発生前後

衛星名 Sentine-1Sentine-1ALOS-2 PALSAR-2

観測時間

解析地域

衛星軌道 ディセンディング ディセンディング

2019/10/13 2:56 2019/10/7 5:42 2019/10/13 5:42

オフナディア角

手法
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(1) 千曲川の浸水解析（長野市穂保地区周辺） 

長野市穂保地区周辺において、13 日 0 時 55

分頃に千曲川左岸で越水が発生し、その後堤

防が決壊して浸水被害が発生した。この時、

発災直後の 13 日 2 時 56 分に ALOS-2 が緊急

観測されており、この観測データを用いて浸

水範囲・浸水深の推定を行った事例を図 5.2-

1 に示す。千曲川左右岸の浸水状況および中

野市の広範囲が浸水している様子を確認する

ことができる。 

また、この地域はリンゴの栽培が盛んであ

り、浸水しても SAR の後方散乱強度が低くな

らない領域が多く見られた。そのため、SAR 解

析による浸水範囲と DEM から推定される浸水

範囲が一致しない箇所も確認された。  

 
図 5.2-1 千曲川の浸水範囲および 

浸水深推定結果 13) 

 

(2) 都幾川の浸水解析（東松山市周辺） 

関東から東北にかけては、発災前の 7 日 5

時 42 分と発災後の 13 日 5 時 42 分に

Sentinel-1 による観測がなされた。 

この 2 時期の Sentinel-1 データを用いて、

埼玉県東松山市周辺の都幾川の浸水深推定を

行った事例を図 5.2-2 に示す。  

 

図 5.2-2 都幾川の浸水深推定結果 13) 

 

(3) 阿武隈川の浸水解析（丸森町周辺） 

 (2)の事例と同様、発災前後の Sentinel-1

データを用いて、宮城県丸森町周辺の阿武隈

川の浸水深推定を行った事例を図 5.2-3 に示

す。 

都幾川、阿武隈川の事例では、いずれも市

街地にも浸水が広がっていた。市街地は浸水

被害状況の有無にかかわらず、後方散乱強度

が強いため、発災前後の差分に基づく方法で

は浸水範囲の抽出が困難な場合が多い。その

ため、市街地をマスクし、農地の浸水範囲か

ら水面標高を求めて市街地に拡張する手法に

より、浸水深推定図を作成した。 

 

図 5.2-3 阿武隈川の浸水深推定結果 13) 
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5.3. 光学衛星による広域被害把握 

 広域災害においては、人工衛星による広範

囲撮影は、災害状況把握の有力な手段となる。

光学衛星は、SAR 衛星と比較して撮影時間が

日中の特定時刻に限定されること、雲等の天

候条件により地上が確認できない場合がある

点で即時対応手段として制約がある。ただし、

台風の場合は災害直後に天候回復が見込める

ことがあり、今回も台風一過の 13 日から直ち

に衛星画像取得が実現された。 

 また、光学画像は直観的に地表状況を把握

することが可能で、衛星の地上分解能によっ

ては空中写真のように判読に用いることがで

きることも利点である。 

  
図 5.3-1 阿武隈川氾濫域の光学衛星画像 14) 

 

図 5.3-1 は、光学衛星 SPOT7（地上分解能

1.5m）により台風通過翌日の 13 日午前に撮影

された宮城県角田市・丸森町を流れる阿武隈

川沿いの画像である。阿武隈川は、上流から

角田盆地に入ると、左右両岸の各地で内水氾

濫を引き起こした。南方から流入する支川で

は上流域の斜面崩壊・土石流発生により多量

の土砂が扇状地で氾濫し、また平野部の堤防

で決壊が引き起こされた。角田市の市街地・

圃場も各地で浸水している様子が確認される。 

 

図 5.3-2 那珂川氾濫域の光学衛星画像 14) 

 

 図 5.3-2 は、光学衛星 Pleiades（地上分解

能 0.5m）により 13 日午前に撮影された茨城

県水戸市を流れる那珂川沿いの画像である。

那珂川は中流から下流域の複数地点で堤防越

水・決壊が発生しており、同図に示す下流地

点でも本川や支川で堤防決壊・越水・溢水に

より氾濫が発生した。解像度の高い画像は、

堤防の決壊・越水範囲の判読が可能であり、

水没道路等の状態も把握できることから、緊

急・応急対応のための情報として活用するこ

とが期待される。 

 

5.4. 航空写真による河川氾濫の把握 

(1) 台風 19 号による河川氾濫の概要 

台風第 19 号による総雨量は、関東甲信地

方と静岡県の 17 地点で 500 ミリを超え、新

潟県、福島県、宮城県、岩手県を含めて１都

12 県に特別警報が発表された。この降雨によ

る河川氾濫については、国管理河川において

は鳴瀬川水系吉田川、阿武隈川、千曲川、久

© 2 0 1 9 C N E S -D i s t r i b u t i o n  A i r b u s  D S © 2 0 1 9 I N C R E M E N T  P  C O R P O R AT I O N

© A i r b u s  D S / S p o t  I m a g e  2 0 1 9  © 2 0 1 9 I N C R E M E N T  P  C O R P O R AT I O N  

堤防越水箇所  

堤防決壊箇所  
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慈川、那珂川、荒川水系・越辺川及び都幾川

の 12 箇所、県管理河川においては 128 箇所

で堤防が決壊した 15)。 

 

(2) 航空写真撮影の実施状況 

 民間各社による航空写真撮影の実施状況の

一部を以下に示す。  

 

表 5.4-1 民間会社による主な航空写真撮影 

日付 対象河川 地区 

10 月 
13 日 

千曲川 
 
荒川 
 
渡良瀬川、秋山
川 

長野県長野市、上田市、
千曲市 
埼玉県川越市、東松山
市、川島町 
栃木県佐野市、足利市 

10 月 
16 日 

久慈川、那珂川 
阿武隈川 
吉田川 

茨城県常陸大宮市 
宮城県角田市 
宮城県大郷町 

10 月 
17 日 

吾妻川 群馬県嬬恋村 

 

(3) 千曲川空中写真からみる出水の特徴 

空中写真は、水位や浸水予測の情報と併せ

ることで、状況確認のみならず浸水経緯等の

推察も可能になる。そのことを以下に千曲川

出水の例で示す。 

千曲川流域の多くの地点で観測史上最大の

降雨を記録し、生田（上田市）・杭瀬下（千曲

市）・立ヶ花（長野市）の各水位観測所では計

画高水位を越え（図 5.4-1）、既往最高水位と

なった 16)。 

図 5.4-1 杭瀬下水位観測所の水位 16) 

 

この出水により、千曲川沿川では上田市、

千曲市、長野市等の広範囲で浸水が発生した。 

国土地理院が撮影した航空写真においても、

千曲市の平和橋下流右岸における浸水が確認

できる（図 5.4-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4-2 千曲川霞堤周辺の浸水 

（ハザードマップポータルサイト近年の災害に加筆） 

 

 なお、この地域では千曲川の右岸堤防に霞

堤があり、洪水時は遊水地としての調節機能

を担っている（図 5.4-3）。今回は危険水位を

大きく上回る出水であったことから、堤防の

越水はもちろん、霞堤を超えた流水が市街地

に浸水した可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4-3 千曲川霞堤の陰影図表示 

（ハザードマップポータルサイトに加筆）  

 

また、長野市穂保地先では、千曲川本川の

左岸堤防が約 70mに渡り決壊した 16)。図 5.4-4

に航空写真による決壊地点周辺の状況を示す。 

  

千曲川  

霞堤  

霞 堤 を 越 流
し た 水 が 市
街 地 に 浸 水
した可能性  

浸水した  
地域  

霞堤  

千曲川  

堤防  

堤防  

平和橋  



 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4-4 千曲川決壊地点周辺状況 17)に加筆 

 

堤防調査委員会の報告書によると、ピーク

水位は堤防天端よりも 0.8m 程度高く、監視カ

メラの映像等から、越流によって堤防等の欠

損が発生し決壊に至ったと推定される。図

5.4-5 に決壊地点に設置されていた危機管理

型水位計の水位を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4-5 決壊地点の水位 18) 

 

なお、破堤した穂保地先のある長野盆地は

下流に立ヶ花狭隘区間があるため、水位がせ

き上げしやすく、洪水氾濫を繰り返してきた

地域である（図 5.4-6）。 

 長野市の洪水ハザードマップでは、穂保地

先周辺で最大想定規模の浸水深が 10m を超え

ている。 

また、北陸新幹線の車両基地の浸水状況が

航空写真からよくわかる（図 5.4-8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4-6 千曲川立ヶ花狭窄部 

（ハザードマップポータルサイトに加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4-7 長野市洪水ハザードマップ 19) 

 

 

図 5.4-8 千曲川氾濫による新幹線の浸水 20) 

 

台風 19 号では、多くの河川で土砂堆積が発

生し、対策が必要となっているが、千曲川の

高水敷における土砂堆積の状況は航空写真か

らも読み取ることができる（図 5.4-9）。 

河道幅約 1,000m 

河道幅約 250m 

千曲川  

長野盆地  
（決壊地点は約 5km 上流）  
 

立ヶ花狭隘区間  
 

【決壊地点】左岸 57.5kp 付近  
長野市穂保地先  

千曲川  

氾濫流の  
流下方向  

 

 

 ピーク水位 339.0m  
13 日 2:40 

13 日 0:30 頃  

12 日 22:40 頃  
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図 5.4-9 千曲川高水敷の土砂堆積状況 20) 

 

(4) 近年の洪水撮影の課題 

近年の洪水時撮影における課題について考

えてみたい。台風 19 号では、民間会社を含め

台風一過の 13 日から被災地の撮影を開始す

ることができたが、前線型の出水では、天候

回復が遅れることから、洪水直後の撮影を行

うための技術開発及び体制整備が必要である。 

また、災害撮影の効率化、撮影区域の分担、

撮影情報の共有を行い、重複や抜けのない撮

影実施が望ましいと考える。そのためには、

行政関係者、研究者等のニーズと撮影実施会

社のシーズのマッチングを即座に行う体制づ

くりも望まれるところである。 

さらに、撮影した災害写真を有効活用する

ために、災害直後の即時情報としてのみなら

ず、写真のアーカイブとしての価値の再確認

とデータベースの一元的整備が望まれる。 

 

5.5. 航空写真による土砂災害の把握 

航空機による撮影は、土砂災害を早期に俯

瞰的に捉えるために有効である。現場目線で

は直ちに把握できない現象の全体像、施設の

有無、植生、崩壊規模、発生原因、崩壊土砂

の堆積状況等を知ることが可能である。令和

元年 10 月の東日本台風（台風第 19 号）及び

10 月 24～26 日の大雨で発生した土砂災害の

斜め写真上での図上計測等による状況把握の

事例を示す。 

 

(1) 人家付近の斜面崩壊の事例 

台風 19 号の後に千葉県エリアに強い影響

をもたらした 10 月 24～26 日の大雨により、

千葉県長柄町長柄山の人家付近で発生した斜

面崩壊であり、図 5.5-1 は 10 月 26 日に撮影

された斜め写真である。  

 

図 5.5-1 千葉県で発生した崩壊箇所 21) 

 

崩壊箇所は道路沿いの直線斜面であり、斜

面脚部にブロック積擁壁が施工され、上部に

は低層木が繁茂する自然斜面である。 

斜め写真から、崩壊規模はおよそ幅 15ｍ、

高さ 10ｍ、深さ 1～2ｍで、ブロック付近の堆

積状況から土砂の堆積厚は約 2ｍと推定され

る。崩壊土砂は巨礫が少なく広く分布するロ

ーム層と推察される。 

斜面上方は宅地へと続く平坦地と見られ、

斜面上部の遷急線付近で崩壊した。崩壊土砂

は当該斜面のブロック積擁壁を倒壊して、斜

面下の道路下方まで到達し建物を押し流して

いるが、堆積土砂上面には表層の植生がそれ

ほど乱されておらず、土塊すべりとして移動

したと推察される。濁水が当該斜面の左方向

の道路沿いに流下し、一部は斜面下方の宅地

及びその周辺まで流れ込むほど広範囲に広が

っていることがわかる。 
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(2) 高速道路沿いの斜面崩壊の事例 

台風 19 号により、首都圏中央道連絡自動車

道の八王子西 I.C.付近で発生した斜面崩壊

であり、図 5.5-2 は 10 月 16 日に撮影された

斜め写真である。 

 
図 5.5-2 八王子西 I.C.付近の崩壊箇所 14) 

 

崩壊箇所は南北方向の比較的急勾配の切土

斜面であり、斜面内には段差状の排水施設及

び脚部にはブロック積擁壁が施工され、斜面

全体には法面保護を目的とした植生工が確認

される。 

斜め写真から、崩壊規模はおよそ幅 50ｍ、

高さ 30ｍ、深さ 3～5ｍで、処理中の土砂の堆

積厚はバックホウとの比較から約 2ｍと推定

される。崩壊した土砂は巨礫や岩塊は見られ

ず、崩壊面にも岩盤は見られないことから、

表層の風化土と推察される。 

崩壊土砂が堆積している側道には、車両が

走行している高速道路本線よりも低いポケッ

ト状態になっており、横方向に広がっている。

しかし道路面の色の変状の様子から泥水の広

がりは広範囲ではないことがうかがえる。  

 

(3) 林地における山腹崩壊の事例 

台風 19 号により、東京都青梅市の JR 青梅

線御岳駅から南方約 2 ㎞の山中で発生した山

腹崩壊であり、図 5.5-3 は 10 月 16 日に撮影

された斜め写真である。 

 

図 5.5-3 JR 青梅線 御岳駅周辺の 

崩壊箇所 14) 

 

崩壊箇所は渓岸斜面の中腹部に位置するや

や凸型の直線斜面であり、針葉樹の幼木林で

覆われている。 

斜め写真から、崩壊規模はおよそ幅 20ｍ、

高さ 30ｍ、深さ 1～3ｍであり、崩壊土砂が林

道を乗り越えわずかに見える渓床まで流下し

ている状況が確認できる。崩壊面には岩盤や

巨石は見られないため、粘性土主体の風化土

と推察される。 

斜面は中腹付近から崩壊しており、周辺の

植林は樹高が低いことから、当該崩壊地の植

生も同様であり、根が浅く土の緊縛力が弱か

った可能性も考えられる。崩壊土砂は林道に

堆積しており、林道下方の渓床にも土砂が堆

積していると思われる。なお当該崩壊地の左

側には押出し地形が発生していると見られる

ため、注意が必要であることも示唆される。 

 

5.6. ドローンの活用  

台風 19 号は東日本の広い地域に甚大な被

害をもたらしたが、このような豪雨災害は、

降雨の最中や直後に起こるばかりではない。

その時点では災害に至らなくても、通例では

ない降水量により地盤が緩み、相当の時間が

経過したのちに、その後の降雨などで地盤が



 
 

14 
 

持ち堪えられずに災害に至る場合がある。 

 年度が替わった令和 2 年 4 月 17 日、日雨

量 90mm 以上を記録した埼玉県秩父市では、市

街地から市東部山地に通じる「定峰林道」に

おいて、幅 90m、奥行き 55m の地すべりが発

生し、林道は完全に寸断された。 

 当地を管轄する埼玉県秩父県土整備事務

所では、定峰川の流水閉塞を避けるための

応急対策工を施した後に、林道開通までを

含む抜本的な災害復旧事業に着手し、詳細

な現況地形データが必要となった。そこで、

ドローンによる地形データ計測を提案し採

用された（以下、「本計測」）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.6-1 オルソ画像およびフライトコース図 22) 

 

 本計測においては、被災現場（崩壊斜面、 

寸断林道、河道）およびその上方に延びるヘ

アピンカーブ区間を含む、山岳斜面全体をド

ローンレーザにより計測した（図 5.6-1）。取

得密度は平米 300 点に及ぶ細密なデータ取得

とし、対空標識による調整用基準点設置、自

動フィルタリングによる詳細な地盤データ取

得を行い、自動処理を主体とした迅速な解析

を実施した。そして、後工程の現況把握や諸

設計に供するため、1:1,000 現況平面図を編

集するとともに、現場の要請に応じた測線位

置での断面図を作成し、復旧工事の担当社に

逐次提供した（図 5.6-2、図 5.6-3）。 

図 5.6-2 1:1,000 現況平面図成果 22) 

（グラウンドデータからの等高線自動生成、オルソ

画像からの道路縁描画による） 

 

 

図 5.6-3 断面図成果 22) 

（図 5.6-2 中、測線 1 による） 

 

 ドローンによる災害現場での計測の利点は、

その高精細データの取得にある。また、飛行

高度の自由度も大きいため、自動フィルタリ

ングで十分実用可能な地盤データを、レベル

1000～500 で得ることができる。本計測で見
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られるように、復旧事業のための設計や施工

のため、レベル 1000 以上の地理空間情報は不

可欠であり、これが可能なドローンの活躍の

場は今後も広がっていくと考える。 

 一方、災害現場で飛行操縦を行うことから、

現場の種々の制約を受けることも留意しなけ

ればならない。本計測においては、崩壊現場

下流側での流出土砂の河床堆積状況を把握す

る需要もあり、下流側での計測可能性も検討

されたが、樹林地の繁茂状況の違い、目視確

認のための立哨位置確保の困難さ、さらには

下流側沿道に複数の民家がある（第三者の存

在）ことなどの制約条件が大きく、ドローン

レーザは断念しヘリレーザに変更した経緯が

ある 22)23)。 

このような利点と制約の兼ね合いを踏まえ、

迅速な計測・解析の可能性に挑み、災害復旧

に貢献する貴重な地理空間情報の取得を、今

後も目指すものである。  

 

6. 地形と災害  

 地形の特徴を知ることにより、水害や地震

災害等に対する自然災害リスクを推定できる。

地形の特徴を知る手段は、現在・過去の地形

図のほか、土地条件図や治水地形分類図等の、

国土地理院が作成している地形分類を主眼と

した主題図の活用が有効的である。中でも、

治水地形分類図は、治水対策を進めることを

目的に、国管理河川の流域について詳細な地

形分類及び堤防等の河川工作物を表示してい

るものであり、水害に脆弱な土地を把握する

目的に適している。  

 令和元年東日本台風では、台風の接近・上

陸に伴い、関東地方から東北地方にかけての

太平洋側を中心に広い範囲で記録的な大雨と

なった。降水量は信濃川水系千曲川、久慈川

図 6-1 治水地形分類図と浸水推定区域（阿武隈川） 

（地理院地図、浸水推定段彩図の浸水範囲の輪郭線データを用いて加工） 
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では河川の計画規模を超え、阿武隈川や成瀬

川水系吉田川、利根川においても、計画規模

に匹敵する程であった。この大雨の影響で、

各地で河川の氾濫が発生し、全国の浸水面積

は、2018 年に発生した西日本豪雨を上回り、

国直轄河川だけでも 25,000ha に及ぶ。 

 国土地理院では、浸水被害が発生した河川

流域について、収集した情報や標高データを

用いて算出した水深を地図上に表現した浸水

推定段彩図を公開している。この区域を治水

地形分類図上に重ねると、浸水範囲は氾濫平

野と大部分が一致する（図 6-1）。治水地形 

分類図では、氾濫平野は河川の堆積作用によ

って形成された起伏の小さい低平地を示し、

破堤・越流による洪水氾濫のほか、内水氾濫

も起こりやすい土地であるとしているため、

本災害においても、地形の性質が浸水範囲に

現れている。また、氾濫平野上に分布する微

地形は、浸水深や浸水時間、流下方向に影響

を与える。微高地（自然堤防）は、過去の洪

水によって上流からもたらされた土砂等で形

成された地形であり、大規模な浸水では浸水

する可能性が十分にある土地である。過去の

河川流路である旧河道は、周囲の氾濫平野よ

り土地が低く、地表水が集まりやすい。また、

規模の大きな旧河道は両側に自然堤防上の高

まりを発達させていることが多い。氾濫流は

一般的に、等高線と直角の方向に直線的に流

下するが、微地形の影響を受けやすく、微高

地を回りこむように旧河道を流下する場合が

ある。 

平野部の微地形のみではなく、流域の構造

的な地形の特徴を捉える視点も重要である。

堤防の決壊等により、約 1,360ha の浸水被害

を受けた信濃川水系千曲川（長野県長野市）

においては、微高地（自然堤防）や、周囲と

の比高が 2m 以上の盛土地も含めた、氾濫平野

の広範囲で浸水が発生した（図 6-2）。破堤・

浸水発生箇所より下流側の立ヶ花付近では、

丘陵の谷に川が流れ込む（図 6-3）。  

 

図 6-2 千曲川流域浸水推定段彩図 9) 

 
図 6-3 浸水範囲周辺の地形 

（地理院地図、浸水推定段彩図を基に加工）  

 

この狭窄部が水流を妨げてしまうため、大

雨等で水位が上昇すると、上流側で越水や破

堤を引き起こす原因となる。本災害で浸水被
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害が発生した地区は、過去にも洪水が発生し

て甚大な被害を受けた記録が複数残っており、

元々洪水が発生しやすい地域であることを表

している。 

 

図 6-4 内川流域の浸水推定段彩図（左）と洪水浸

水想定区域図（想定最大規模）（右） 

（地理院地図（左）、重ねるハザードマップ（右）

に追記） 

 

 阿武隈川水系内川流域（宮城県丸森町）に

おいては、流域内での土石流・がけ崩れが多

発し、土砂・洪水氾濫による被害が発生した。

下流の平野部に土砂等が堆積し、人的・家屋

被害をもたらしたほか、被害の把握や救援活

動の障害となった。この地域では、内川・五

副谷川・新川において堤防が決壊して浸水被

害が発生しており、その範囲は治水地形分類

図の氾濫平野にあたる。しかし、当該区域の

一部は、国土交通省及び都道府県が公表して

いる洪水浸水想定区域図では、浸水想定区域

に含まれていなかった（図 6-4）。このように、

浸水リスクがある土地であるにもかかわらず

リスク評価が空白域となっているケースも存

在し、適切なリスク情報の提供が課題となっ

ている 24)。  

 

7. 今後の課題と展望  

2019（令和元）年に発生した２つの大型台

風による災害撮影とその空間情報としての利

活用事例を主体に紹介したが、撮影媒体の特

徴と利活用例を表 7-1 にまとめた。 

本稿では、台風災害の緊急撮影事例の紹介

となったが、実例としては大規模地震災害時

の緊急撮影機会も多くある。最近の大規模地

震災害事例も含め、緊急撮影を初動とする災

害時空間情報技術適用の今後の課題と展望に

ついて事例を挙げて整理する。 

 

(1) 被災地域の確実な撮影 

 ここで紹介したように、現在災害時の空中

写真撮影は、公的機関（国交省、国土地理院、

地方自治体など）との災害協定等に基づく契

約撮影と、民間企業が社会貢献として実施す

る自主撮影がある。  

前者は撮影対象・範囲は計画機関が設定し

ており、後者は民間会社が撮影箇所を選定し

ている。双方の撮影に関する情報流通は十分

ではなく、撮影範囲の重複や空白が発生する

ことがある。とりわけ被災地における撮影範

囲欠落は、災害対応上で支障をきたす恐れが

ある。  

また、洪水災害などは浸水域が時間ととも

に変化しており、天候や時刻の制限がある中

での希少な撮影機会が、情報不足や撮影実施

判断の遅れにより失する事例もある。  

被災地域の確実な撮影には、空中写真撮影

のニーズ情報や実施情報が、撮影実施機関に

提供・共有されることが望ましい。  

 

(2) より早期の緊急撮影実施 

①  撮影実施体制の有効なシステム化  

災害種別により異なるが、自治体単独での

対応が困難なほどの大規模災害であれば、国

（国土地理院など）が撮影体制の司令塔とな
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り、衛星→航空機→UAV の基本撮影事項（撮

影仕様、撮影エリア、撮影機関分掌、撮影期

限等）について検討し、撮影運営を管理して

いくことが理想形であろう。基本撮影事項を

計画された上で、それ以外の撮影課題につい

ては民間会社が任意対応するなどを検討・実

施することがよいと思われる。 

また、大規模地震災害対応として、首都圏・

近畿圏・中部圏及び仙台都市圏等では、地形

分類、土地利用条件等をもとに予め想定撮影

エリアを区分設定し準備しておくことが考え

られる。また、区分を代表する地震計位置の

震度階により判定し、半自動的に撮影を開始

するシステム対応もあり得る。 

②  撮影画像情報伝送の高速化  

 緊急初動時の災害撮影目的は、災害状況の

把握と被災箇所の特定にあることから、早期

に撮影可能な、広範囲の情報が得られる衛星

画像及びピンポイントの被災箇所を捉える斜

め写真撮影画像を利用することが有効である。

この時点では、それらを処理し利用する特定

機関間での短時間での情報伝送の仕組みが望

まれる。  

広域空中写真撮影や航空レーザ計測が実施

され、それらのデータの利用が開始されると、

オルソ画像を含めた超大容量データの送受が

必要となり、様々な機関における広範利用化

に答えられる通信環境が求められる。  

 

(3) 撮影情報のライセンスと利活用 

 災害時撮影情報の利用規約を一般運用化し、

必要とされる各方面の多数の人が参照できる

ように、また同時にライセンス保護について

も明瞭化する必要がある。国土地理院の空間

情報使用規約などが参考となる。  

 

(4) 3 次元空間情報としての利用 

①  空中写真ステレオ判読の価値の再確認  

垂直撮影空中写真の最大の特長はステレオ

再現ができることで、他の媒体に無い特性で

ある。前述図 4.1-2 の鉄塔倒壊の画像もステ

レオ視することで、リアルに三次元状況が再

現でき、詳細三次元ベクトルデータが直接取

得できる媒体である（図 7-2）。参照図（図 7-

1）25)は国土地理院撮影の災害前の同鉄塔周辺

ステレオ画像で、実体視で周辺地形の三次元

状況がよく判り、災害前後を比較することで

被災状況が詳細に判読できる。 

災害調査技術者が空中写真画像を単画像で

利用するのに比べ、ステレオ判読することで、

斜面崩壊の方向・規模・形状や山間地形や造

成地形の勾配・傾斜方向・比高、倒壊建造物

の高さ・大きさなどが容易に判読できる。こ

うした従来からのステレオ視スキルが、残念

ながら調査の現場から遠ざかっている傾向に

ある。災害情報の利活用面で、３Ｄデータ取

得機会とともに空中写真画像情報活用の復活

がもっとあってよいはずである。  

②  3 次元情報の利用  

航空レーザ計測や SfM 等による 3 次元地形

生成技術が発達し、BIM/CIM における 3 次元

情報管理が主流化しつつある現在では、災害

時の 3 次元情報取得・利用を進めることが時

代の流れであろう。 

一方で、災害時には空中写真等に含まれる

3 次元情報が十分に利用されていないという

現状は、それらの利用環境が欠乏しているこ

との証左である。レーザ点群データや 3 次元

画像データなどの最新の 3 次元情報に関して

は、情報提供側における有用情報分析技術開

発とともに、利用者における 3 次元利用環境

の確立・普及が望まれる。 

 

(5) 情報の共有化 

災害撮影画像情報等を使用して、二次処理

（空中写真のオルソ画像化等）や画像解析に
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よる広域の分析結果のアウトプット（即時浸

水域図、浸水推定段採図、各種被害箇所（実

績）図）などは、しかるべき情報の確度条件

を明示した上で、できれば共通の場で公表機

会があるとよい。この場については、災害撮

影アーカイブ紹介と併せ協会が利活用サービ

ス関わることも意義があると思われる。  

また、過去のフィルム撮影の災害写真のデ

ジタル化と併せ、民間災害撮影フィルムの公

開、あるいは公的利用への提供についても実

現に向け検討されると良い。 

 

 

 

 

 

 

撮影媒体の取得・特徴 利活用事例

衛星SAR
昼夜の別、天候障害に影響されない
指示後最も早く撮影機会が得られる

後方散乱特性を利用した水
張域（即時浸水域）の把握

衛星光学画像 天候障害の解除後に撮影 浸水域の画像把握

斜め撮影
（スポット）

多少の天候不良（雲）でも撮影機会あり
回転翼プラットフォームが優れている

国土地理院の「浸水推定段
彩図」は高評価
（空中写真、UAVでも整備）

空中写真撮影
（垂直）

天候障害解除後撮影、撮影チャート準備
ステレオ再現、三次元ベクトルデータ取得

オルソ画像（広域）
倒木、建物被害箇所の判読
浸水区域の把握

UAVレーザ
災害箇所特定後、詳細三次元データ取得
撮影可能地域要件あり

詳細三次元地形データ
（斜面崩壊地など）

UAV写真撮影
災害箇所特定後、大縮尺撮影
撮影可能地域要件あり

詳細画像、詳細被害把握

撮影媒体

表7-1 災害発生緊急撮影媒体の特徴と利活用事例（風水害・土砂災害）

衛星
（広域）

エアボーン
（広域）

UAV
（小域）
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図 7-2 本文図 4.1-2 の災害後の状況（ステレオ写真） 4) 

2019 年 9 月 27 日撮影 
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