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私ども地すべりチームでは、地すべりの災害があっ
た場合に国や県から要請をいただきまして、技術支援
を行っております。今年は令和2年度7月豪雨など、画
面に映っているような災害に対して技術支援を行いま
した（図－1）。
5月の埼玉県の事例は、令和元年の台風19号で被災
した護岸の災害復旧をしていたところ、実は地すべり
災害であって、さらに被災を受けたという事例です。
それから、長崎県、岐阜県、宮崎県、山形県は令和
2年7月豪雨によって発生した地すべり災害への技術支
援です。そして9月にも愛知県で地すべり災害がござ
いまして、技術支援を行っています。
地すべり災害の対応をする場合には、まず実際にど
ういう現象が起きているのかということについて、緊
急的に現地の調査を行います（図－2）。その上で警戒
避難体制の整備、応急対策工事を実施します。
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調査または対策の検討を行う際に大切なのは、地す
べりの地形、地すべりによって生じる変状、守るべき
保全対象の位置、それらがどのような位置関係にある
かなど、地すべり災害の全体像を三次元的にきちんと
把握して、現象として何が起きているのか、そして今
後どのように進展していく可能性があるのか、それを
考えた上で対策を検討していくことが非常に大切で
す。
しかし、災害時というのは時間が限られていますか
ら、地すべり災害の全体像を把握できるような十分な
資料を作ることは難しいです。昔ながらの方法です
と、画面に映しているような（図－3）、地図の周りに
現地の写真を貼り付けるような資料です。このような
資料をご覧になられた方も多くいらっしゃると思いま
す。これで全体像は地形図で見てわかりますが、災害
が発生する前の地形図ですから、起きた現象はここに
は表現されていません。そのため、現在どうなってい
るか、現地で撮ってきた写真をその地図の周りに並べ
るわけです。この資料では控えめに4枚ぐらい貼って
ありますが、実際は30枚位いっぱい並んでいる場合も
あって、なかなか見るのが大変です。地図で表現され
る地形とたくさんの現地の写真を頭の中に全部入れて
1つにまとめ上げて地すべりのイメージを作るという
のは、なかなか難しいところがあります。
そのような訳で、昔から立体の写真があればいいと、
ずっと思っていたところなのですが、最近になって、
それを実現できる技術が容易に手の届くところまで来
ています。

これは昨年の台風19号で、群馬県富岡市で起きた土
砂災害です（図－4）。これはドローンで数十枚の写真
を撮って、測量などで使われているSfMという専用の
ソフトを使って三次元で災害現場を再現できるような
データを作っています。このデータは、カラー点群デ
ータといって、写真のようですが、コンピュータ上で
自由に動かすことが出来、様々な視点から災害現場を
見ることができます。縮小すれば全体像がわかります
し、拡大すれば現地の細かな状況が大体わかります。
例えば、地面の土が黒っぽいところと白っぽいとこ
ろがありますけれども、この黒っぽいところはまだま
だ水が染み出てくるところで、白っぽいところは乾燥
しています（図－4右下）。崩れた中央部分は水が豊富
だったことがわかります。また、ここは火山灰層が崩
れたのですが、滑落崖の崖面を見ると、軽石がありそ
うだということもわかります。ちなみに、滑落崖の上
に青いのが映っていますけど、これはドローンを飛ば
している人間です。
このように、自由にいろいろな視点から見たり、遠
くから全体像を見たり、近寄って大きくして見たり、
こういうことが自由自在にできるようになっていま
す。
昔は、先程お見せした地図と写真を組み合わせた資
料で、全体像を理解するのが大変だったのですが、カ
ラー点群データが手軽に使えるようになってきたの
で、私どものチームでは、これを災害対応に活用して
いこうと考えていて、そのための技術開発をしていま
す。

図－3 図－4
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点群データを見ていただきましたが、これはまさに
バーチャルな現場だと言っています（図－5）。地形だ
けじゃなくて地面にある地物の形状や色を三次元的に
表現できるので、災害の全体像を把握するのが容易と
いうか、非常にわかりやすいです。
低い高度のUAVの撮影、地上型のレーザースキャ
ナーなどで、詳細な点群なども撮れますから、もっと
詳細な点群データも作成することができます。
このような点群データを基本とした「地すべり災害
対応の新モデル」を提案していますが、これは鳥の目、
虫の目といった自由な視点から見ることができるバー
チャルな現場としていろいろなことに使えます。地す
べり災害だけではなくて、地形を見ながら対応を考え
なければならない現場では、効果的に使えるのではな
いかと考えています。
点群データについてもう少し説明をいたします。こ
れは（図－6）、写真と点群データを比較した絵になり
ますが、上は現地で撮った写真、下は現地でレーザー
スキャナーを使用して撮った点群データを上の写真と
同じ視点から表示させたものになります。
これを拡大していくと、右のようになるわけで、写
真データもXY平面上の点の集合ですから、大きくす
れば点々になっていくわけですけど、これは視点を変
えることは当然できません。決まった視点からしか見
えないわけです。
一方で点群データというのは、さっきも見ていただ
きましたけれども、XYZ空間上の点の集合に色が付
いています。大きくしていけばやはり点になるわけで
すけど、いろんな角度から動かしてみることができる
ということで、ここに大きな違いがあります。
これらを地すべり災害対応に活用するために、その

作成方法や活用について、私どものチームで技術資料
を5月にまとめてホームページで公表しております（図

－7）。
これを見ていただければ、一定の技術を持っている
方であれば、すぐに作っていただけると思います。国
や自治体の方々は、測量専門の方に技術資料を渡して
いただければ作ってもらえるようにまとめてあります
ので、ぜひご覧いただければと思います。

図－5 図－6

図－7
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CIMモデルの概要を簡単に紹介いたします（図－8）。
まず、目的としては、発災直後の地すべり災害の全
体像の三次元的な把握、警戒避難対策や応急対策工事
の検討に使うことを想定しています。
要件としては3つ考えております。１つは、短時間
で作成できることで、UAVの撮影、パソコンの処理、
合わせて1日程度でできることを目標としています。
それから、既往技術でできることで、UAVの写真の
撮影、SfM解析、GIS処理、これらができるような方々
であれば作成できると思います。それから迅速性を優
先していますから、全体像が把握できればいいという
ことで、精度は求めないということにしてあります。
精度が必要なものは、発災直後の1日、2日ではあまり
求められないと思います。その後、1週間、2週間、1
カ月という中で、きちんとした精度のものを作って、
対策の計画をしていけばいいというコンセプトで考え
ております。
このCIMモデルの構成ですけれども（図－9）、一番
重要なのが点群データの「①地すべり全体の概略地形
モデル」です。それに、「⑤基盤地図情報・国土数値
情報などの公開データ」を重ねますと、UAVで撮影
できた狭い範囲だけでなく、周囲もわかるようになり
ます。
加えて、「②変状が発生したところの部分的な詳細
地形モデル」ですとか、「③緊急的な調査の結果」、も
しくは「④警戒避難対策・応急対策工事の検討結果」
などを追加するのも有用だと思います。
ただ、これらは順次必要に応じて追加していただけ
ればよくて、基本は概略地形モデル、それにプラスし
て公開データを加えるようなかたちで使っていただく
といいと思います。

この作業の流れですけれども（図－10）、まず、概
略地形モデルについては、UAVの撮影をして、それ
からSfMによって点群データを作ります。さらに、公
開データをダウンロードして、GISソフト上で点群デ
ータと重ね合わせ終わりです。1日ぐらいあれば大体
できると思います。
このCIMモデルを今年の災害の支援、われわれの技
術支援で使った事例について、ご紹介をしたいと思い
ます。

図－8 図－9

図－10
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これは長崎県の佐世保市で起きた地すべり災害の
例です（図－11）。先ほどの群馬県富岡市のCIMモデ
ル（図－4）に比べると少し点の密度がスカスカな感
じがすると思います（図－12）。これは、もともと点
群データを作るために撮ったUAVの写真ではなくて、
長崎県さんから参考に送っていただいた30枚ぐらいの
写真が綺麗に撮れていたので、三次元データを作れる
のじゃないかということで試みたところ、たかだか30
枚のUAVの写真から、これだけの点群データが作る
ことができました。木が生えているところは、なかな
かデータが取得しにくいところがあるのですが、今回
の地すべりはかなり崩落をして地肌が出ていましたの
で、地すべりの大部分のところは綺麗に捉えられてお
ります。
点群データと組み合わせている等高線データなどは
公開データで、道路は緑色の線、河川は青い線、建物
が黄色いボックスで表示されています。地すべりとそ
の周囲の状況について、実際に災害の現場がどうなっ
ているかが、よくわかるかと思います。
このCIMモデルから読み取れることを解説します。
まず地すべりの範囲ですが、この急な崖が滑落害と言
われる地すべりの頭の部分になります。地すべりが動
いて、ずれた分だけ崖が露出しています。

この辺の木の部分は、そのまますっかり滑ったので、
木が立ったままずれているというのがわかりますが、
もう少し下にいきますと、全体的に土が露出していま
す。薄い灰色に見えるところは、実はもともと道路で、
真っすぐに通っていた道路が、斜面下方に垂れ下がる
ように移動しています。これだけ地すべりが動いたと
いうことになるわけですが、この上の部分は地すべり
がある程度固まりなんですが、下半分は木もバラバラ
になっている感じで、かなり下流まで流れてきていて、
下半分が流動化しているというのが見てとれます。
ここで、点群データを非表示にして、元の地形の等
高線と河川のデータを見ますと、この地すべりが発生
した斜面の下は川になっていまして、地すべり土塊が
川の中に突っ込んだように見えます。大雨ですから、
当然ある程度の流量があったと想定されるので、それ
によって土塊が水を含んで流動化した可能性が考えら
れます。こういったことが、CIMモデルを見るだけで
現地に行かなくても、このぐらいの考察ができるよう
になります。時間が限られる現地調査ですから、事前
の分析をしっかりやった上で、現地で確認をすべきポ
イントというのを絞り込むなど、現地での調査効率を
高めるような作業を行いました。

図－11 図－12
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この時の災害の支援では（図－13）、最初にCIMモ
デルを作り、それを見ながら土木研究所の中で、どう
いう現象が起きているのかというところをしっかり分
析しました。実は、これは現地に行けば詳しくわかる
というものでもなくて、現地では虫の目の視点でしか
物は見えないですから、なかなか全体像は掴みにくい
です。それがCIMデータを使うことによって、鳥の目
の視点で全体像が非常によくわかるというのは、今ま
ではできなかったことの一つだと思っています。
その後、現地調査にまいりまして、細かいところの
チェックをしっかりやっていきます。現地で、どうい
う現象が起きているのかをしっかり確認し、CIMモデ
ルを見ながら、どういう対策が必要か、どの範囲まで
が危ないかということを検討しました。

図－13左下のCIMモデルを用いた調査報告というの
は、その調査の所見を県と市の担当の方に説明する時
に、先ほどのCIMモデルをお見せしながら、説明しま
した。これはもう二次元の図面で説明をするよりも、
圧倒的にわかりやすいですし、非常に話がスムーズに
進んで、かなり突っ込んだところも質問を頂くという
ことで、かなり理解が深まったのではないかと思って
います。
さらにその後、地元のマスコミ向けに記者会見をし
ましたが、これについてもCIMモデルを使いながら説
明をさせてもらいました。記者さんは地すべりという
現象に馴染みがあるわけではありませんから、目で見
てわかるような形でお見せすることが重要だなと感じ
ました。

それからもう一つ、山形県の地すべり災害の事例も
少しだけ説明させていただきます（図－14）。
こちらのほうも同じようなCIMモデルになります
が、より密度が高い点群データが取れています。
川沿いで地すべりが発生して、発電所や護岸、村道
に被害が発生しました。CIMモデルを見ると、地すべ
りの滑落害なども非常に明瞭にわかります（図－15）。
木が生えていない部分などでは、拡大すると、地すべ
りの活動によって地面に亀裂がいっぱい生じている事
がわかります。また、道路が食い違って、道路1本分
ぐらいずれているとか、そういう状況も、この点群デ
ータを見てわかりますので、全体像がはっきりわかり
ます。

図－13 図－14

図－15
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このようなCIMモデルは、GISソフトで作っていま
すので、簡単に見られるということでもないのです
が、汎用性のあるドキュメント表示用のファイルフォ
ーマットでも3D表示ができるような形式もあるので、
その形式に変換すれば、仕事場でそれぞれお使いにな
っているパソコンで見ていただくようなこともできま
す。今後、汎用性の高いファイルフォーマット等で、
CIMモデルのやりとりができるようになれば、だいぶ
いろいろな仕事のやり方が変わってくるのではないか
と感じております。
こちらも長崎県の災害対応と同じような流れで対応
しました（図－16）。去年までは、事前分析というと
ころがほとんどできませんでしたが、今年からCIMを
使うことで、我々の災害指導の仕事のやり方はガラッ
と変わりました。この事前分析というところは、CIM
を使うメリットの一つの「フロントローディング」、
上流工程で負荷を掛けて、下流工程の負荷を軽くする
ということですが、現地に行く前にだいぶいろんな作
業をしておいて、現地は確認することを中心にやると
いった仕事の仕方に変えてきております。
それから、現地でのいろいろな説明においてCIMモ
デルを使って「見える化」することで、コミュニケー
ションも円滑になり、これも仕事がスムーズにいく、
一つの要因となっています。
それから、このCIMを活用しながら、リモートだけ
で技術支援を行った事例もご紹介いたします。
これは埼玉県さんから要請を受けたのですが（図－

17）、今年の5月に緊急事態宣言の関係で移動が自由で
なかった時期で、事前に作成してもらったCIMモデル
で現地の全体像を把握し、詳細については、web会議
で、コンサルタントの方が現地調査をした結果をCIM

モデル上で確認しながら、技術指導をやらせていただ
いたという事例がございます。
リモートだけで、どのぐらいできるか最初は不安で
したが、CIMモデルがあったことによって、現地のイ
メージがだいぶ掴めました。また、現地の調査をされ
たコンサルタントの方の調査結果も、CIMモデルがあ
ったことによって、web会議でも非常によく理解でき
ました。

図－16 図－17
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もちろん、これだけで終わっているわけではなくて、
実際の対策工を決定していくような段階の8月には、
現地調査を行って確認をしています（図－18）。この
際、現地に行ったときに感じたイメージというのは、
CIMモデルを見て描いていたイメージとそれほど大き
な解離はなかったので、リモートでも、CIMモデルが
使えることを改めて確認しました。
ここまでは、土研での技術支援における活用につい
て話をさせてもらったのですが、CIMモデルの災害へ
の活用について、一般に想定されるものをいくつかご
紹介していきたいと思います。
まずは、警戒避難体制の検討に使えるだろうと考え
ています。さまざまな視点から地すべりの状況を確認
し、また保全対象との位置関係を確認し、影響範囲が
どこまでかというのを予測して、避難すべき範囲を決
めることに使えると考えています（図－19）。
また、現地調査をするときにタブレットでCIMモデ
ルを持っていって、現場で自分が今いる位置、それか
ら見ている現象が全体のどこにあるのかというのを確
認するというのも非常に有効だと思います。
それから、応急対策の検討にも使えると考えていま
す。この場合は、現地の地形や土砂の堆積状況、河川、
植生、構造物、進入路等の確認をすることができます
（図－20）。どの位置に対策をすべきかということに加
えて、どうやって対策位置に資機材を入れるかという、
進入路などの判断にも使えると考えています。
例えば、崩壊による土砂が堆積していて、ここは通
れるとか、通れないとか、そういうこともCIMモデル
で分かりますから、非常に有用だろうと考えています。

図－18 図－19

図－20
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それから情報の共有というのもまた非常に重要なポ
イントだと思います（図－21）。災害対応は現場だけ
でやるのではなくて、例えば県の本庁、それから国交
省の本省だとか、そういうところとの情報のやりとり
というのが非常に重要になります。しかし、県庁の方、
本省の方、当然現場に行っておりませんし、限られた
情報の中でいろいろな判断をしなければなりません。
しかし、このCIMモデルを共有することによって、現
地のイメージをみんなで共有でき、それによって話が
スムーズに通っていくということもあろうかと思いま
す。
それから、現地で実際に対応に当たっていただく、
建設会社の方、調査会社の方、そういう方々との協議
においてCIMを活用することも、災害という時間との
勝負の中では効果的だと思います。
さらには、土木研究所などからも、遠隔で技術支援
ができると考えております。
また、説明にCIMを使うことで、現象の「見える化」
ができ、全体像が非常にわかりやすくなって、関係者
との協議、地域の住民やマスコミへの説明にも非常に
有効に使えると考えております（図－22）。
また、災害の場合には、同じような説明をいろいろ
なところでしなければいけないと思いますが、CIMを
使うことで一目瞭然になりますから、時間との勝負に
なる災害対応では、非常に有効だと考えています。
将来的には、CIMモデルだけではなくて、リアルタ
イムの現地の映像等を共有しながら、CIMモデルの鳥
の目と現地映像の虫の目をあわせて、全体像の把握に
必要な情報を通信技術によって共有し、関係者が同じ
ものを見ながら一緒に協議し、災害対応を進めるよう
なことも考えられます（図－23）。

また、災害調査の最中に、現地の専門家が気付いた
ことがあったときに、研究所にいるサポート班に解析
してもらって、その結果を見ながら判断するような使
い方もできるのではないかと思います。
これ以外にもいろんな使い方があると思いますが、
使い方によっては今後の災害対応のやり方を非常に大
きく変えていく可能性があるのではないかと考えてお
ります。

図－21 図－22

図－23
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今後の課題としては、そのようなことを実現するた
めに、いくつか必要なことがあると考えております。
まずは何と言っても災害対応に当たる関係機関のICT
環境の整備が必要だろうと思っています（図－24）。
組織に1台だけ高速なコンピュータがあるのではだ
めで、1人1人が使うコンピュータの性能が、CIMなど
に対応してくるようになれば、仕事の仕方が大きく変
わるのではないかと思います。
それから、データ量が大きいですから、当然そのや
りとりをするネットワークも重要になってきます。
さらには、ハードウェア、ソフトウェアの進化とい
うのもぜひ期待をしたいと思っています。タブレット
やスマートグラスを現地に持っていきたいと思ってい
るのですが、夏の日差しの強いときは良く見えなかっ

たりします。それから三次元のデータを見るのに、画
面の中で動かしているだけならいいのですが、VR空
間で共有して見たりするときに、空間の一点をみんな
と共有するためのポインティングデバイスみたいなも
のもあったほうがいいかもしれません。ソフトウェア
に関して言えば、点群データの編集、分析を簡単にで
きるソフトの普及が期待されます。
最後に宣伝になりますが（図－25）、「地すべり災害
対応のCIMモデルに関する技術資料」を当チームのホ
ームページで公開しておりますので、ぜひ一度お試し
いただければと思います。地すべり災害に限らず、い
ろんなところで使っていただける可能性があると思っ
ております。
以上です。ありがとうございました。

図－24 図－25


