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災害対応のサイクル 
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減災目標 

災害応急対策 

災害復旧・復興 

災害発生 

リスクの軽減 

地理空間情報 

災害予防・ 
事前準備 



地図は悪夢を知っていた（伊勢湾台風） 
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木曽川流域濃尾平野水害地形分類図（1956） 
（総理府資源調査会） 

中部日本新聞記事（昭和34年10月11日付） 



リスクの軽減のための地理空間情報 
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地形 推定浸水範囲 洪水ハザードマップ 

決壊箇所 



資料：国土地理院「都市圏活断層図」 

リスクの軽減のための地理空間情報 

gsi20160501123523955.html
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リスクの軽減のための地理空間情報 



いざ災害発生！地理空間情報の役割は？ 
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災害の全体像を迅速かつ正確にとらえること 
空中写真撮影 
空中写真判読 

国土の変化を精密に把握すること 
地殻変動観測 
航空レーザ測量 
干渉SAR 

復旧・復興のための基準を提供すること 
基準点改測 
応急復旧対策基図 

災害を分析し、次の災害に備えること 
地殻変動解析 
災害調査 
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緊急撮影実施区域図 
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写真公開 オルソ公開 

4/14 21:26 地震（M6.5 最大震度7）発生 

4/15 

① 熊本県益城地区 熊本市、八代市、宇土
市、宇城市、美里町、
菊陽町、西原村、御船
町、嘉島町、益城町、
甲佐町、山都町、氷川
町 

4/15 － 

② 熊本県益城地区 4/16 4/16 

③ 熊本市南区地区 4/16 4/16 

④ 熊本県宇城地区 4/16 4/16 

4/16 

01:25 地震（M7.3 最大震度7）発生 

⑤ 合志地区 
熊本市、八代市、山鹿
市、菊池市、宇土市、
宇城市、阿蘇市、合志
市、美里町、大津町、
菊陽町、高森町、西原
村、南阿蘇、御船町、
嘉島町、益城町、甲佐
町、山都町、氷川町、
別府市、日出町 

4/17 4/17 

⑥ 熊本中央地区 4/18 4/18 

⑦ 西原地区 4/17 4/17 

⑧ 阿蘇地区 4/17 4/17 

⑨ 南阿蘇地区 4/17 4/17 

⑩ 別府地区 4/17 4/17 

⑪ 宇土地区 4/16 4/17 

4/17 
～19 

17日  降雨 
18、19日 最大震度5強の地震発生 

4/19 ⑫ 小国地区 
大牟田市、柳川市、み
やま市、熊本市、八代
市、荒尾市、玉名市、
山鹿市、菊池市、宇土
市、上天草市、宇城市、
阿蘇市、天草市、美里
町、玉東町、南関町、
長洲町、和水町、大津
町、菊陽町、南小国町、
産山村、高森町、西原
村、南阿蘇村、御船町、
嘉島町、益城町、甲佐
町、山都町、氷川町、
五木村、別府市、日田
市、竹田市、杵築市、
宇佐市、豊後大野市、
由布市、日出町、九重
町、玖珠町 

4/20 4/20 

4/20 

⑬ 阿蘇２地区 4/21 4/22 

⑭ 南阿蘇２地区 4/20, 21 4/20, 21 

⑮ 菊池地区 4/21 4/24 

⑯ 山鹿地区 4/21 4/22 

⑰ 玉名地区 4/22 4/24 

⑱ 御船地区 4/24 4/24 

⑲ 八代地区 4/21 4/22 

⑳ 天草地区 4/22 4/24 

㉑ 西原２地区 4/21 4/21 

㉒ 湯布院地区 4/21 4/21 

㉓ 竹田地区 4/21 4/21 

• 約10,000枚の航空写真を撮影 

• 垂直写真、オルソ画像を迅速に提供・公開 

• 高解像度（20cmの解像度）で、A4版紙を判別 

• 災害対応初動期・復旧期に不可欠 

• 災害記録としても重要 

航空写真撮影 
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航空写真撮影 

＜提供先＞ 

• 現地対策本部 

• 内閣官房・内閣府を初めとする関係府省庁 

• TEC-FORCE 

• 熊本県     等 

都市部の例（益城町役場周辺） 山間部の例（南阿蘇村大字立野周辺） 

＜主な活用事例＞ 

• 行方不明者捜索時の参考資料（警察・消防・自衛隊） 

• 家屋や土砂崩壊による被害状況の把握（TEC-FORCE等） 

• がれき除去（環境省） 

• り災証明発行時の現況資料（熊本県）    等 

たての 
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写真判読による土砂崩壊の体積計測 

現地対策本部からの依頼により、土砂崩壊現場における土砂崩れの
体積を計測。行方不明者の捜索に活用。 

崩壊前の地形データと、崩壊後の写真測量
により求めた地形データを比較し、土砂が
堆積したエリアの体積を計測 

 

南阿蘇村高野台地区 

崩壊前の地形データと、崩壊後の写真測量
により求めた地形データを比較し、土砂が
えぐられた／堆積したエリアの体積を計測 

 

南阿蘇村阿蘇大橋周辺 

A 

B C 

（崩落部） 
（河床部） 

たかのだい 
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11 自衛隊における救助・捜索活動への活用 

 陸上自衛隊が被災地における救助・捜索活動に使用する地
図作成のため空中写真・土砂崩壊地分布図等を活用。 
約2万6千人の隊員に編集した地図・写真約21万部を配布。 

4/16 
阿蘇地区等 
空中写真撮影 

4/17 午前 
低解像度空中写真を 
ウェブサイトに公開 

4/17 14:16 4/17以降 
陸上自衛隊からの依頼に 
応じ空中写真等を随時提供 

陸上自衛隊から高解像度版 
空中写真の提供依頼があり提供 

陸
上
自
衛
隊
地
理
情
報
隊
が
編
集 

被災地での活動用に配布された 
阿蘇地区の地図 

提供した地震後の 
空中写真 

既存の地図情報等 

※常時自衛隊において現地の救助・捜索活動を実施 

A３版で打ち出し現地捜索活動を行う隊員が携行 

11 



12 二次災害防止（亀裂の発見、避難指示発令の支援） 

空中写真判読中に、土砂崩壊箇所の上にさらに地割れがある
のを発見 
 →現地に大雨情報が出ていたことから、現地災害対策本部 
  及び熊本県警等に至急連絡、ふもとの住民へ避難指示が 
  発令される 

4/21 11:18 
判読中に地割れを 
発見の第一報あり 

4/21 11:49 
現地本部に 
連絡 

4/21 12:30 
現地本部から 

県災対本部に連絡 

4/21午後 
県災対本部から 

阿蘇市、県警等に連絡 

4/21午後 
避難指示 
発令 

判読中に発見した地割れ 

拡大 
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被災後（左側：4月16日撮影）と被災前（右側：平成25年撮影）の
状況をホームページ上で比較 

               （ホームページ公開：4月17日） 
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スライドして境目を移動 

航空写真での被災前後の比較（阿蘇大橋周辺） 
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航空写真での被災前後の比較 

長野地区（南阿蘇村）の土砂流出箇所 

被災後（4月16日撮影）、被災前（平成25年撮影） 
ホームページ公開：4月17日 

阿蘇神社（阿蘇市）付近 

益城町中心部付近 熊本城（熊本市）付近 

被災後（4月16日撮影）、被災前（平成25年撮影） 
ホームページ公開：4月17日 

被災後（4月16日撮影）、被災前（平成20年撮影） 
ホームページ公開：4月17日 

被災後（4月16日撮影）、被災前（平成20年撮影） 
ホームページ公開：4月17日 

ながの 
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被災状況把握（写真判読による） 

土砂崩壊地分布図 
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• 4月16日・19日及び20日撮影の写真
から、土砂崩壊地の分布を判読 
（4月18日に公開、その後の写真か
ら図を更新） 

 

• 現地対策本部やTEC-FORCE等により
現地調査資料として活用 

• 4月16日撮影の写真から、地震によ
り生じたと推定される地表の亀裂を
判読 
（4月20日に公開、5月13日に更
新） 

 

• TEC-FORCEや専門家等により現地調
査・断層の把握に活用 

 

亀裂分布図 
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国土地理院ランドバードの活動状況 

  4月15日 8:00出動命令 

        9:30出動、17:00福岡到着 
  4月16日～18日 活動 

             （派遣人数：4名） 

無人航空機（ドローン）による被災状況把握 

撮影：4月16日  公開：4月16日  
撮影目的：阿蘇大橋周辺における土砂崩れの状況把握 

撮影：4月16日                       4月18日 

公開：4月16・18日  

南阿蘇村河陽(かわよう)周辺の断層 

撮影：4月16日  公開：4月16日 

 
撮影目的：断層が出現した範囲の 
               確認 

益城町下陳(しもじん) 

周辺の断層 

撮影：4月17日  公開：4月17日 

  
撮影目的：土砂崩壊の状況把握 

山王谷川(さんおうだにがわ) 

の土砂災害 
（南阿蘇村大字長野） 

撮影目的：断層が出現した範囲の確認 

阿蘇大橋周辺 
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いざ災害発生！地理空間情報の役割は？ 
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災害の全体像を迅速かつ正確にとらえること 
空中写真撮影 
空中写真判読 

国土の変化を精密に把握すること 
地殻変動観測 
航空レーザ測量 
干渉SAR 

復旧・復興のための基準を提供すること 
基準点改測 
応急復旧対策基図 

災害を分析し、次の災害に備えること 
地殻変動解析 
災害調査 

 



・地震時に南阿蘇村の電子基準点
「長陽」が南西に97cm移動 

・地殻変動情報から、断層モデル
を推定 

・４月１８日に公表、政府地震調
査委員会に提供。 
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電子基準点「長陽」 
南西に97cm移動 

電子基準点「熊本」 
東北東に75cm移動 

電子基準点 

電子基準点による地殻変動観測 

ちょうよう 
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干渉SARによる地殻変動観測 
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地理院地図による重ね合わせ地図 

電子基準点のベクトル図、干渉SAR、活断層の位置の重ね合わせ 
 



・水平方向には、断層の北側で東向きに最大１ｍ以上、断層の南側で西向きに最大
50cm以上の変動 

・上下方向には、断層の北側で最大1m沈降、断層の南側で最大30cm以上隆起 

・4月19日までの観測結果をもとに推定、4月20日に公表 

水平方向 垂直方向 
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SAR干渉画像 

変動後 

地表 

変動前 地震前後の衛星画像を比較し、地殻変動の 
大きさを面的に把握。 

最大１ｍ以上沈降 

最大30cm以上隆起 東向き 
最大1m以上 

西向き 
最大50cm以上 

干渉SARによる広域な地殻変動の把握 
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干渉SARで確認できない地域の地殻変動の確認 

② -0.1m 

3km 

⑦ -1.1m 
⑧ -1.3m 

③ -0.8m 

④ -2.1m +0.4m 

速報値 

⑥ -1.8m 

⑤ -0.5m 

① -0.2m 

⑨ -0.6m 

 ⑫+0.1m 

 ⑩-1.0m 

 ⑪-0.6m 

⑬+0.2m 

 － 活断層(地震調査研究推進本部） 

※ 背景は地理院地図に干渉SARで得られた地殻変動の準上下変動成分を重ねたもの 

緊急GNSS観測の実施結果（上下成分の変動量） 
1. 地震前の基準点の成果と比べ

て最大で2.1mの沈降が確認。 

2.  GNSSと干渉SARで整合的

な結果だった(干渉SARで上

下変動量が得られている観測

点①②⑤⑨⑩⑪) 

3.  干渉SARでは明瞭な干渉が

得られなかった西原村西部も

含め，布田川断層の北西側

では周辺地盤全体が緩やかな

傾斜で最大２ｍ程度の沈降

が生じたものと考えられる。 

4. なお、水平位置についても断層

に近い④⑥⑧⑩の観測点で東

北東に約1.4ｍの変動が観測。 
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22  地盤変動把握について益城町の要望に対応 

 益城町からの要望により、地盤変動把握のための緊急GNSS
観測及び航空レーザー測量を実施。 

5/6 
観測結果を 
益城町に報告 

5/3~5/5 
緊急GNSS 
観測を実施 

5/12~5/17 
航空レーザー 
測量を実施 

5/1~5/2 
益城町と打合せ 
ニーズを把握 

5/23 
航空レーザー測量結果を 

益城町に報告 

測量結果を益城町長に説明（5/23） 

航空レーザー測量結果（標高差分段彩図） 緊急GNSS観測結果 
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いざ災害発生！地理空間情報の役割は？ 

23 

災害の全体像を迅速かつ正確にとらえること 
空中写真撮影 
空中写真判読 

国土の変化を精密に把握すること 
地殻変動観測 
航空レーザ測量 
干渉SAR 

復旧・復興のための基準を提供すること 
基準点改測 
応急復旧対策基図 

災害を分析し、次の災害に備えること 
地殻変動解析 
災害調査 

 



避難所マップの作成・更新 

24 

・4/20    熊本県、熊本市の避難所データを元に地図化して現地対策本部に提供 
          地図は、全体図、市区町村別（熊本市、大津町、菊陽町、西原村、 
        御船町、益城町）など 
・4/26まで  毎日更新 
・それ以降   7/28まで、約1週間ごとに更新 

現対本部 
で活用 

被災者支援を円滑に行うため、避難所の位置や避難者数などをわかり
やすく示した避難所マップを作成。震災後しばらく毎日更新し、最新
情報を自治体や災害ボランティアグループなどに提供 

点線は熊本市の範囲 



 災害復旧等の事業に必要な基準点の復旧測量 

測地基準点（三角点、水準点）が大きく変動して現況と合わなくなっており、
被災地の災害復旧等の事業に必要な位置情報（三角点、水準点）の提供が急務 

• 測量成果公表を停止していた 

     電子基準点38点の内、 

    「千丁」（熊本県八代市）を除く 

     37点の改定成果を5月19日に公表。 

• 「千丁」の改定成果を6月16日 

   に追加公表。 

測量成果を改定した電子基準点配置図 
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復旧のための地図・写真図の整備 

熊本地震では、広範囲にわた
り土砂崩壊、地表亀裂が発生
し、橋梁崩落や建物の倒壊等、
甚大な被害が発生。 

⇒地図が現況と不整合。 

 

今後の迅速な復旧に資す
るため、応急対策や災害
復旧事業を行う上で共通
に利用できる地図を整備 
 －現況反映した2500分 
    の１の地図 
 －写真に等高線や地名 
    などの情報を重ね合 
    わせた写真図 
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応急復旧対策基図（益城町役場付近） 

都市計画基図（DM）
と同等。被災状況を 
上乗せしている。 
 
８月31日に被災市町村
（熊本市、益城町、南阿蘇村、 
 西原村、嘉島町） 

に速報版を提供 
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いざ災害発生！地理空間情報の役割は？ 
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災害の全体像を迅速かつ正確にとらえること 
空中写真撮影 
空中写真判読 

国土の変化を精密に把握すること 
地殻変動観測 
航空レーザ測量 
干渉SAR 

復旧・復興のための基準を提供すること 
基準点改測 
応急復旧対策基図 

災害を分析し、次の災害に備えること 
地殻変動解析 
災害調査 

 



地殻変動から推定した断層モデル 
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地理空間情報の新技術が災害対応を進化させつつある 

ウェブマッピング 
web mapping 

 

オープンデータ 
open data 

 

3D表現 
3D display 

 

画像処理 
image processing 

 

リモートセンシング 
remote sensing 

 
UAV 
unmanned aerial vehicle 

 

高精度衛星測位 
high resolution satellite navigation 

 

モバイル端末 
mobile devices 



だいち2号の成果： 2015年5月～箱根大涌谷の火山活動 



だいち2号の成果： 2015年5月～箱根大涌谷の火山活動 



だいち2号の成果： 2016年10月 鳥取県中部の地震 

http://maps.gsi.go.jp/


航空レーザ測量 

アジア航測ＨＰより 



ＵＡＶ（無人航空機）による被災状況把握 

 
 

マルチコプター型UAV 

 全幅 数10cm～１ｍ程度  
 自重 500g～数kg程度 
 飛行時間 最大で30分～40分程度 

小回りの利く飛行が可能で、機動的に飛行経路

を選ぶことができます。また、対象物に近づき、

詳細な調査をすることが可能です。 

パンフレット内側に掲載した災害現場の画像は、

いずれもこの型のUAVで撮影したものです。 

 全長 数ｍ程度    
 自重 数kg～数10kg程度 
 飛行時間 数時間程度 

通常の飛行機を小さくした構造を基本としており、

小回りの利く飛行は苦手ですが、飛行プログラムを

設定し、長時間、広範囲に飛ばせます。例えば 

西之島は、晴天ならば、約130km離れた父島から 

一回の飛行で全島を撮影できます。 

また、全島に対し避難指示が出された口永良部島の

ように、火山活動が突然活発になるおそれがある場

合でも、パイロット等の人命の心配をする必要はあ

りません。 

 
 

固定翼型ＵＡＶ 

西之島 
（平成28年3月） 

口永良部島 
（平成27年9月） 



斜め写真の利用 



斜め写真の利用 



斜め写真の利用 



斜め写真の利用 

斜め写真による正射画像 



被災家屋 

正射画像なら地図に載る 



災害時にさまざまな情報を重ね合わせ 



地理院地図３Ｄ 

http://maps.gsi.go.jp/3d/gallery/20160414kumamoto/asooohashi/index_webgl_map.html


統合災害情報システム（DiMAPS） 
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防災対応における地理空間情報の役割 

• 災害対策基本法（平成24年改正） 
 
第51条 
２  災害応急対策責任者は、前項の災害に関
する情報の収集及び伝達に当たっては、地理
空間情報（地理空間情報活用推進基本法 （平
成十九年法律第六十三号）第二条第一項 に規
定する地理空間情報をいう。）の活用に努めな
ければならない。  

44 



防災対応における地理空間情報の役割 

• 仙台防災枠組2015-2030 
（2015年3月第3回国連防災世界会議で採択） 
 
国連が防災における地理空間情報の役割の重
要性を公式文書で確認 
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防災対応における地理空間情報の役割 

24(c) 
地理空間情報技術を可能な限り利用して、リス
クマップを含む、位置に基づく災害リスク情報を
整備し、定期的に更新し、意思決定者や一般市
民、災害リスクのある地域コミュニティに適切な
形式で提供すること。 
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防災対応における地理空間情報の役割 

24(f) 
信頼できるデータへのリアルタイムなアクセス、
地理情報システム（GIS）を含む宇宙及び地上
からの情報の利用、また、計測手段やデータの
収集、分析、提供の強化のための革新的情報
通信技術の利用を促進すること。 
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防災対応における地理空間情報の役割 

25(c) 
技術移転を含む国際協力を通じて、地理空間
情報、宇宙技術及び関連サービスへのアクセ
ス、共有及び利用を促進し、強化すること。地
上及びリモートセンシングによる地球及び気候
の観測を維持し強化すること。 
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減災目標 

災害応急対策 

災害復旧・復興 

災害発生 

リスクの軽減 

地理空間情報 

災害予防・ 
事前準備 

防災対応における地理空間情報の役割 
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