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地形を読む
－進化する地形解析技術－

国際航業（株）　高見　智之

はじめに
　グーグルアースを見た人は誰もが驚い
たと思う。こんな詳細な航空写真や三次
元地形が簡単に見られることと、それが
ただ（無料）で見られることだ。ただほど
高いものはない、と昔から言われるが、
グーグルに関しても当てはまるかどう
か、定かではないとしても、驚きである。
グーグルアースをきっかけに、世界の地
形や地質に関して興味が深まった人も多
いと思われる。地形すなわち自然の大地
の複雑さを目の当たりにして、自然に対
する考えが変わる。ヒマラヤの8000m級
の山々や氷河、コロラド川のつくるグラ
ンドキャニオンなどを見に行くと半分は
行ったような気になると同時に、実際に
行ってみたいと思う。
　地形からは、多くの有用な情報が得ら
れる。それを活用して、低コストで的確
に問題解決することができる。その適用
範囲は、建設計画や防災、環境、地下水な
ど幅広い領域にわたる。地質技術者は、
地形解析技術を最大限活用して問題解決
にあたるべきだ。それには曖昧な知識で
はなく、経験や事例に裏付けられた正し
い知識が必要である。
　応用地形判読士という資格が昨年から
できて、試験が始まっている（全国地質調
査業協会連合会）。地形学を応用して地質・
地盤・地下水を的確に評価することによっ
て、より的確かつ低コストで防災や環境の
課題を解決することを幅広い周辺分野か
ら期待されている。今後これを契機に、こ
れまでの応用地質学的課題解決力に応用
地形判読技術を付加することにより、業務
領域の伸展と付加価値の創造、社会貢献
の増大が望まれる。
　ここでは、これまでの地形解析の方法
を解説し最近の地形情報の活用事例を紹
介する。

1．地形から地質・地盤・地下水・環境・防
　  災を読み解く技術
　地形は、その土地の地質営力の結果を
表している。地形を読むと言うことは、
その土地の成り立ち、すなわち地質形成
プロセスとそこに働いている営力を読み
とると言うことである。そのため、ある
程度、地形学や地質学の基本的な知識が
必要である。また、その地形学的情報が
何を意味し、社会にどのように影響して
いるかを推論するには、防災や環境、地
盤や地下水など幅広い知識も必要とな
る。近年、わかりやすく解説した教科書・
図書が数多く出版されているので、再度
通読されることを勧めたい。
　地形を読むためには、地形を三次元的
に頭の中にイメージできる必要がある。
これは意外と難しく、少し訓練が必要で
ある。地形を把握するには、現地に行っ
て見たり、斜面を登ってみて傾斜を実感
することのほか、地形図の読図や空中写
真の実体視によって地形を観察する、航
空レーザ計測データから地形モデルを作
成して主題図を作成する、といった方法
がある。日常的にこのような地形情報を
入手し、実際の地形と見比べてフィード
バックする習慣をつけておくと三次元空
間認識能力が向上する。

（１）地形図を読む
　国土地理院から発行されている二万五千
分の一地形図が全国をカバーしていて、ネ
ットでも閲覧可能である。この二万五千分
の一地形図からだけでも、相当量の情報
を読みとることが可能である。詳しくは、
「建設技術者のための地形図読図入門」
（鈴木隆介）のような解説書があるので参
考にしていただきたい。
　地形図には、等高線のほか地形記号や
地名が記載されている。等高線は二万五千
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分の一では高さ10ｍ間隔、千分の一地形
図では高さ１ｍ間隔で描画されている。
それぞれ、縮尺によって、読みとる情報の
性質や精度が異なってくる。
　等高線図で、山や谷、平野や扇状地と
いった地形のかたちを読みとることがで
きる。段丘地形や、自然堤防・旧河道な
ど平野の微地形から地形形成史を読みと
り、地形を形作っている地質地盤、地下
水状況を推定する。
　地形記号には、植生や土地利用の記号、
崖（土または岩）や露岩・崩壊地、湿地・沼、
河川流路などの種類があり、土地の状態
を示している。これらを含め、地形を形
成する営力やプロセスの推論から、その
土地の防災・環境上の課題を抽出するこ
とができる。

（２）空中写真判読
　地形図だけでなく、空中写真の実体視
によって直接地形を観察することによっ
て、より詳細に地形判読することができ、
得られる情報も飛躍的に増大する。空中
写真は、国土地理院や林野庁が撮影した
ものを入手することが可能である。空中
写真の入手方法は、撮影コースを記入し
た「評定図」から必要な写真番号を選択
し、各機関に印画紙に焼き付けを依頼す
るのが基本である。最近は、国土地理院
のホームページなどから画像ファイルを
入手することも可能となり、効率的かつ
安価に入手可能となった。
　空中写真判読の活用は、「建設技術者
のための空中写真判読」（武田・今村）に
代表されるように、高度成長期にすでに
土木建設分野で活用されてきている。ま
た、「写真地質」（松野久也）のような地質
構造そのものを読みとる手法も活用され
ている。

（３）航空レーザ計測からの地形モデル
　近年航空レーザ計測が普及して、詳細
な地形モデルを作成して活用することが
可能となり、今後ますます活用技術の発
展が期待されている。航空レーザ計測で
は、数値地形モデルのメッシュが0.5 ～ 2
ｍの詳細なデータが取得され、「微地形」
と呼ばれる詳細な地表面形状を把握する
ことが可能となった。また、数値標高モ
デルから陰影図や傾斜量図、鳥瞰図など
の主題図が容易に作成可能で地形の把握

がより詳細に具体的にできるようになっ
た。地形の定量的な解析や地形量算出が
普及してきている。

2．地形から何を読みとるか
　地形を読むことに何を期待しているか、
アウトプットは何か、何に使うか、明確に
しておく必要がある。地形からは、地表の
下の地質・地下水などの現在の状態の情
報（静的情報）と、これまでとこれからの
地形形成プロセス情報（動的情報）のふた
つの種類の情報を取り出すことができる。

（１）地形からの静的な情報
　沖積平野の微地形から地表付近の地質
性状や地下水の状態を推定することや、
地すべり地形・崩壊地形・露岩の分布を
把握することは、現状の状態に関する情
報である。地形からの情報の基本となる
静的な情報といえる。

（２）地形からの動的な情報
　地すべり地形の新旧判定や、段丘化し
た扇状地、活構造・変動地形の分析など
により、地形変化のプロセスを取り出す
ことができる。地形情報の持つ時間軸を
活用して、これまでの変化の方向を理解
して今後を推定することができるような
動的情報を得ることができる。

3．斜面変動を予測する
（１）地すべり地形の発達と進化
　地すべり地形の用語は、地形的に地す
べり運動によって形成された地形を指
す。全国の山地を空中写真判読して、防
災科学技術研究所から「地すべり地形分
布図」として印刷物が刊行され、現在ネッ
トで閲覧することやGIS データとしてダ
ウンロードすることができる。

図１　地すべりの不安定化プロセス
　（日本地すべり学会編：地すべり

－地形地質的認識と用語－（2004 年）より引用）
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　地すべりの分類は、渡（1970）の分類が
実用的に用いられており、地すべりに発
達する地形的特徴が整理されている。こ
の分類で、岩盤地すべりという分類が先
駆的に用いられていて、重力変形斜面や
初生地すべりに近い記載となっている。
　地すべりは、渡の分類にもあるように、
地すべりの発達過程という概念があり、
地すべりが発生する前段階から、系列的
に理解されている（図１）。このような地
すべりの進化過程を基に斜面の進化方向
を推測して、斜面変動の形態と危険度を
推定することが可能である。

（２）重力変形地形から初生地すべりや深   
　　層崩壊を予測する
　二重山稜に代表されるような重力変形
斜面の用語は、地形学や応用地質学の分
野で古くから広く使われている。地すべ
りの初期的変形地形や重力変形を示す用
語の種類としては、初期的変形地形1）、山
体重力変形２）、サギング（サックング）３）、
地すべりの前兆（前駆）地形４）、地形的テ
ンションクラック４）、クラック地形5）、岩
盤クリープ5）、緩み7）、地割れ地形8）など
がある。「斜面の重力変形」、「山体重力
変形」、「重力変形斜面」等の用語は、近年
の地形地質調査法の高度化からその実態
が明らかになり、用語として定着してき
ている。
　岩盤クリープを示す地形から、多様な
微地形に関連して地質構造が明らかとな
ってきている（図２）。

　重力変形に関連する微地形の用語とし
て、二重山稜や線状凹地、小崖地形（山向

き小崖・谷向き小崖）などが一般的に使わ
れている。山向き小崖地形は、トップリン
グによって生じるものの外、溝状の陥没地
の谷側や、尾根を越えた微小平面すべりな
どによって生じる。線状凹地は、地形形状
からの名称であるが、成因からは山向き小
崖の山側にできる凹地状の地形や、尾根越
えの微小平面すべりの滑落面と尾根の間
の凹地、微小平面すべりに伴う亀裂や陥没
に区分できる（図３）。斜面上部～尾根部に
発達する小崖地形の例を図４に示す。
　重力変形地形は、地すべりの初生や深
層崩壊に伸展して行く可能性のある箇所
であり、このような場所を特定して地形
特徴や侵食条件を検討することで危険度
を評価することができる。
　また、重力変形地形は岩盤のゆるみ領
域を反映していると考えられ、地山の状
態が劣化していることが多い。斜面変動
の危険性は少ないが建設工事等の人工改
変を行った場合に多くの問題が生じるリ
スクがある。

4．DEM で広がる空間情報認識技術
　地形を認識すると言うことは、頭の中で
三次元的にイメージすることであるが、平
面的な地形図や空中写真からイメージす
ることはやや難しい。
　数値標高モデル（DEM：Digital�Elevation�

図３　小崖地形の種類

図２　岩盤クリープの地形と地質構造
　（千木良雅弘 (1995)：風化と崩壊、近未来社　より引用）

図４　小崖地形の例（陰影鳥瞰図）
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Model）を用いて、陰影図や傾斜量図、鳥瞰
図を作ることによって地形を三次元的に
イメージすることが容易となった。
　DEMは国土地理院の公表するデータ
や、民間企業が提供する有償のDEMデー
タを入手することが可能である。
　DEMから目的にあった様々な主題図
を作るには、やや高価なGIS ソフトが必
要であるが、フリーソフトの「カシミー
ル」も広く活用されている。
　今後、DEMを活用した地形解析の発
展が期待されている。DEMのメッシュの
大きさは0.5m～ 50mと多様であるが、目
的に応じて選択することにより、効果的な
空間情報をとり出すことが可能である。

5．地形を読むトレーニング
　地形を読む技術を習得するには経験が
重要であり、日常的にトレーニングをす
ることが技術向上の近道といえる。それ
には以下のような方法が考えられるが、
材料は比較的身近にあり、仕事の環境に
応じて工夫することができる。
・ 空間認識のトレーニング：等高線を読
む、レーザ地形解析図を作る、立体視す
る、現地で地形を観察する。地形判読図
を作成する。現地で判読図を確認し、フ
ィードバックする。

・ 地形地質の知識習得：地形地質の教科書
を読む、文献収集により対象地区の情報
収集、日常的にローカルの地形地質を調
べる。地形要素が何を意味しているか、
成り立ちを知る。

・ 解釈の実践と検証：地形情報から地形地
質防災環境情報を読みとる。現地や文
献、実務の中で検証し、試行錯誤を通じ
て解釈能力を向上させる。

おわりに
　場所の情報は、脳の記憶能力に関して特
別な要素であるらしい。人間の生存にとっ
て最も基本的でかつ重要な情報であり、空
間的な位置情報の記憶が特別強いそうだ。
　地形は空間情報として包括される位置
情報と属性データの組み合わせである。
地質も同様に空間情報と言うことができ
る。地形や地質の情報は空間情報として
人間の生存や社会活動に不可欠であり、
今後、さらに高度に活用されていく。地
形を読むことから、その先に広がる成長
領域に発展していくことを期待したい。
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