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一般講演
物理探査・装置開発
マルコフ連鎖モンテカルロ法に基づく電磁探査 2 次元インバージョン結果の誤差評価 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ後藤 忠徳・小路 久稔

1

南海トラフ地震発生帯掘削の総仕上げに向けた準備状況 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 木戸 ゆかり

3

解析手法・応用
三次元地質モデルを利用した地震動予測の一手法 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 中田 文雄

5

選鉱における単体分離状態の指標としての分散とエントロピー ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 正路 徹也

7

大阪府千里丘陵における等高線間情報から作成した DEM と航空写真から作成した DSM との比較 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 平山 雄貴・根本 達也・升本 眞二

9

Investigation of land cover change for simulating future urbanization in Colombo City, Sri Lanka ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ Pavithra Jayasinghe・Venkatesh Raghavan

11

Simulation of vapor and liquid reservoir evolution in geothermal system ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ Nurita Putri Hardiani・Katsuaki Koike

13

地質情報や物理法則を考慮した地球統計学による空間モデリングの深化 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 小池 克明・切山 拓也・呂 磊・劉 春学・Mohamad N. Heriawan

15

Effectiveness of geostatistical simulation for sparse geologic dataset ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ Vitor Ribeiro de Sá・Katsuaki Koike

17

数理・論理
全順序集合上の区間グラフによる生層序単元中の化石タクサの表示－絶滅と出現が同時期にある場合－ ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 山口 久美子・塩野 清治

19

画像処理
X 線 CT 画像を用いたサンゴの内部構造解析システムの開発ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 今井 凜太郎・根本 達也・江﨑 洋一・升本 眞二

21

ＧＩＳ・Ｗｅｂ-ＧＩＳ
Development of service oriented framework for geospatial field data management and analysis ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ Niroshan Bandara・Venkatesh Raghavan

23

日本シームレス地質図 V2 Web API の開発と公開 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 西岡 芳晴・長津 樹理

25

リモートセンシング
Pixel- and object-based deep neural network LULC classification using remote sensing data and R softwareꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ Hang T. Do・Venkatesh Raghavan・Go Yonezawa

27

光学センサ画像の鉱物指数と DEM リニアメントによる地熱兆候地の抽出ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ加納 陸生・久保 大樹・小池 克明

29

UAV を用いた超高解像度 DEM の作成と地熱資源探査への応用 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ久保 大樹・Ahmad Ali Syafi'i・
Arie Naftali Hawu Hede・Asep Saepuloh・Mohamad Nur Heriawan・小池 克明・Sudarto Notosiswoyo

31

Detailed mapping of metal deposit-related minerals by a combination of hyper- and multi-spectral images with geological
informationꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ Nguyen Tien Hoang・Katsuaki Koike

33

How can satellite imagery be used to locate groundwater wells in semiarid region with crystalline basement? ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ Luís A. Magaia・Katsuaki Koike

35

Correlating geologic properties of tidal flat sediments with reflectance spectra for remote sensing-based environmental
monitoring from a case study of Van Uc estuary (Vietnam) ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ Vu Thi Thu Thuy・Nguyen Thi Thu Ha・Nguyen Thuy Linh・Katsuaki Koike

37

SBAS-InSAR for detecting and characterizing topographic change in a geothermal plant area ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ Panggea G. Sabrian・Katsuaki Koike・Asep Saepuloh・M.N. Heriawan

39

地質モデリング
ボーリングデータを用いた３次元地質モデリングのための地層対比支援システムの検討 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
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１．はじめに
電磁探査法は非破壊で地下の比抵抗構造を可視化する物
理探査法の一つであり，資源探査や活断層調査等に用いら
れている．近年は特に，装置の簡便さや，探査深度の深さ
などから，地磁気地電流法（Magnetotelluric 法; MT 法）
による探査が盛んになされている．MT 法で得られる観測
値（見掛比抵抗・位相など）に対して逆解析（インバージ
ョン）を行うことで，地下比抵抗構造を決定できる．
MT 法などの電磁探査で得られる比抵抗モデルは，測定
時の電磁ノイズや，インバージョンを行う上での諸制約の
ために，真の比抵抗構造とは一致しない．従って，推定さ
れた比抵抗構造の信頼性の議論が必要となる．従来の研究
では，得られた比抵抗モデルの一部を変化させた時に観測
値が変化する度合いを調べ（感度チェック）
，これに基づい
て比抵抗モデルの妥当性を議論している（例えば Goto et
al., 2005）
．しかし，この方法は定性的であるといえる．
本研究では，従来法とは異なり，比抵抗モデルの定量的
かつ客観的な誤差評価方法の開発を目指す．ここでは，定
量的な感度検定方法として，マルコフ連鎖モンテカルロ法
（MCMC 法）を用いることとした．本手法は近年，物理
探査の精度推定に用いられており，例えば Oh and Kwon
(2001)では電気探査へ適用を試みている．また山中(2013)
は，地震探査（微動探査）に MCMC 法を適用し，地層の
S 波速度や厚さの平均値や標準偏差を求めている．
MCMC 法を電磁探査のインバージョンに適用する場合，
比抵抗モデルの未知数の多さが問題となる．例えば，ある
測線沿いに実施した電磁探査に基づいて，測線下の断面図
（2 次元比抵抗モデル）を得るためには，地下を水平・鉛
直方向へ細かく分割し，各小領域の比抵抗値を求める必要
がある．このときの未知数は数万個に及ぶが，MCMC 法
では計算時間の制約から，全ての未知値を安定して求める
ことは困難である．既往研究では，MCMC 法に平滑化制
約を導入してこの問題を解決した例も見られるが（Chen
et al., 2012; Rosas-Carbajal et al., 2013）
，平滑化の程度
によって得られる解の平均値や標準偏差は大きく異なるこ
とが報告されている．そこで本研究では，主成分分析を用

いて比抵抗モデルのパラメータ数を低減し，これに対して
MCMC 法を適用するアルゴリズムを提案する，

２．手法
本研究での比抵抗モデルの誤差評価法は次のようである．
第 1 段階として，
（MCMC 法ではなく）従来型のインバー
ジョンを用いて最適な比抵抗モデルを得る．ここでは
ABIC 最小化法に基づき平滑化の程度を決定できる 2 次元
インバージョンコード（Uchida, 1993）を用いる．第 2 段
階として，インバージョンで得られた 2 次元比抵抗モデル
を 1 枚の画像と捉えて主成分分析を行う．モデル中の主な
比抵抗異常体は，寄与率の大きな主成分に反映されている
と考えられる．つまり，主成分情報の一部を用いればモデ
ルの特徴的構造の抽出が可能となり，比抵抗モデルのパラ
メータの削減につながる．第 3 段階では，抽出された主な
比抵抗異常体に対して MCMC 法を適用する．メトロポリ
ス・ヘイスティング法に従って，乱数によって異常体の比
抵抗を定数倍し，新たな比抵抗モデルのサンプリングを繰
り返す．このサンプル群から，異常体の比抵抗値の平均値・
最頻値・標準偏差を算出することができる．
本提案法の妥当性を検証するため，仮想的な比抵抗モデ
ルから得られる合成データ（MT 法の TE モードでの見掛
比抵抗・位相）に対してインバージョンを行い，得られた
比抵抗モデルの信頼度評価を行うこととした．例えば，第
1 図のような 2 つの異常体が埋没しているモデルを用意す
る．これから得られる合成データに対して，主成分分析に
よって比抵抗異常体の抽出が可能かを確認し，さらに
MCMC 法によって異常体の比抵抗値の誤差推定が可能か
どうかを検討した．

３．結果および考察
簡単な比抵抗モデルに対しては，本提案手法によって，
比抵抗異常体の推定誤差評価を行うことができた．まず，
図 1 に示した比抵抗モデルに対して主成分分析を行った結
果を図 2 に示す．第 1・2 主成分のみで 2 つの異常体の抽
出が可能となっている．次に，MCMC 法を適用し，低比

2

抵抗・高比抵抗異常体の比抵抗値についてサンプリングを
行った．第 3 図にその頻度分布を示す．従来型インバージ
ョンで求められた比抵抗値は，MCMC 法でサンプリング
されたモデル群の最頻値近傍に位置することが第 3 図から
分かる．すなわち，MCMC 法での最適解と，インバージ
ョンで得られた最適解が概ね一致することが示された．

第1図

法では高比抵抗異常体よりも低比抵抗異常体の決定精度が
高いことが知られている．第 3 図の頻度分布の特徴は，こ
の MT 法の一般的な特徴と矛盾しない結果となった．
本研究では，より複雑な比抵抗モデルに対しても同様の
数値実験を行ったが，本提案手法が比抵抗構造の推定精度
評価に有効であることが示された．今後は比抵抗値以外の
パラメータ（異常体の位置や幅など）の誤差評価を試みる
とともに，実データへの適用を行う予定である．

仮定した地下比抵抗モデル

第 3 図 低比抵抗体（上）および高比抵抗体（下）の比抵抗値を
変化させた場合に，得られたサンプルの頻度分布

文

第 2 図 (a)従来のインバージョン法で得られた比抵抗モデル．
(b) (a)のモデルのうち，
第 1・第 2 主成分のみを重ね合わせて表示．
(c) (a)のモデルのうち，第 1・第 2 主成分以外の成分を表示．

低比抵抗体・高比抵抗体の比抵抗値の推定精度を定量化
するため，
各々の比抵抗値の分散に注目する．
第 3 図では，
最頻値を中心として，グラフの左側および右側で頻度分布
は非対称である．そこで，最頻値の左側・右側別々にガウ
ス分布を仮定して，標準偏差を求めた（第 3 図中に表示）
．
これらからは，低比抵抗体の比抵抗値のほうが，高比抵抗
体よりも標準偏差の幅が小さいことが示された．すなわち，
低比抵抗体のほうが精度良く決定できている様子が示唆さ
れる．高比抵抗体については，最適解の 4 倍程度高い比抵
抗値であっても標準偏差の範囲内であった．一般に，MT
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南海トラフ地震発生帯掘削の総仕上げに向けた準備状況
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１．はじめに

３．いよいよ最終段階へ

2007 年 10 月に国際深海掘削計画の枠組みでスタートし
た南海トラフ地震発生帯掘削も，いよいよ次の航海で終盤
戦に入る．本講演では 11 年間の軌跡を示し，第 358 次航
海への挑戦に向けた取り組み，準備状況を紹介する．

3.1 第 348 次航海で難航
いよいよ南海トラフでの最終段階では，C0002 のさらに
深部を掘り込む（第 4 図）
．事前に得られていた 3 次元地震
波構造断面図では，C0002 の海底下深度 3000m 以深の地質
構造は不明瞭であった．一体この深度の地層はどうなって
いるのか．2013 年 1 月まで行われた第 348 次航海では，掘
っても掘っても大量の削りカス（カッティングス）が戻り泥
水と一緒に船上にあがってきた．切り立つような断層崖か
ら削りカスと共に孔壁が剥がれ落ち，孔底を埋めていった
と考えられる．掘削の先端のビットが何度も捕らわれ，計画
通りに掘進できなくなった．その深度はちょうど 3 次元構
造断面図では，速度構造が不明瞭になる箇所と一致する．
3.2 第 358 次航海へ向けて
さらなる超深度を狙うためには，より正確な速度，密度情
報が必要である．2006 年に取得した 3 次元構造探査データ
を見直し，再解析することとなった
（Shiraishi et al., 2016）
．
このほど，明瞭な速度異常の断面図が公開され，その解析結
果をもとに，熊野灘海底下にある巨大分岐断層を目指す掘
削計画が練られている．2018 年 10 月からの第 358 次航海
は，乗船研究者が決まり，作井プラン，ケーシングデザイン，
検層種目が注意深く検討され，研究者，運用スタッフともに
机 上の 掘削 シミ ュレ ーシ ョン 訓練 の段 階を 迎え てい る
（2018 年 5 月現在）
．

２．南海トラフ掘削 11 年の歩み
第 1 図は南海トラフ地震発生帯掘削の 11 年間の軌跡であ
る．この 11 年の掘削航海前の 1995 年からの 12 年は，新た
な物理探査船「かいれい」ができ，掘削点選定に向けた事前
調査や掘削安全確認のための調査期間であった．この期間
に 2 次元・3 次元地震波探査が行われ，しんかい 6500 によ
る海底目視観察，ハイパードルフィンでのカメラ調査，海底
堆積物の耐荷重試験，掘削機器の性能試験，船上ラボの準備
等，大勢を巻き込んだ準備の後，紀伊半島南東沖の熊野灘か
ら南海トラフにかけての掘削点が決まった（第 2 および 3
図）
．国内外の専門家を呼んでリスクアセスメントを行い，
掘削点や検層オペレーションの優先順位，荒天待機や機器
のトラブルなどを計算したスケジュールが組まれた．2007
年 10 月「ちきゅう」の初めての国際運航となる第 314 次航
海がスタート．まず，南海トラフを横切る全長 60km のト
ランセクトで６箇所の孔が掘られた．パイプの中に様々な
センサーを埋め込んで，掘削時同時検層（ロギングまたは
LWD: Logging While Drilling）により垂直方向の物理探査
データが得られた．続く 7 航海では，15 箇所のコアリング
が行われ，様々な地質柱状試料が得られ，4 航海では，長期
孔 内計 測機 器の 設置 がな され ，海 底面 を張 り巡 らし た
DONET （ Dense Oceanfloor Network system for
Earthquakes and Tsunamis）とも接続．これにより，熊野
海盆（C0002）
，巨大分岐断層浅部（C0010）
，トラフ軸に近
い付加体斜面（C0006）の 3 箇所の深部からの微小な動きを
モニターできるようになった．南海トラフでの航海数，掘削
の記録については，第 1 表にまとめた．

掘削サイト数
ホール数
総掘削長
総コア長

12 航海（314, 315, 316, 319, 322, 326,
332, 333, 338, 348, 365, 380）
15 サイト
68 ホール
34,224.9 m
6,555.1 m

最大掘削深度

海底下 3,058.5 m（Exp.348）

航海数

第 1 表 IODP「ちきゅう」南海トラフ掘削記録（2018 年 5 月時点）
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第１図 「ちきゅう」IODP 南海トラフ航海の 11 年の軌跡：

横軸は 2007 年から 2018 年まで．Exp.314 から 380 は，航海番号．
C0001 から C0022 までは，
「ちきゅう」で掘削したサイト番号であ
る．赤字は，長期孔内計測機器の設置場所を示す．

第２図 南海トラフ掘削点近傍の海底地形図

第 4 図 C0002 の深度模式図．後ろは地震波探査の振幅値を表す．

文

第3図

南海トラフ掘削点の 3 次元投影図

献
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三次元地質モデルを利用した地震動予測の一手法
中田 文雄 *

One approach of the seismic ground motion prediction
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1.はじめに
マイクロゾーニングを目的として，地震時の地表の揺れ
の大きさ(以下，地震動)などを予測する場合には，例えば 8
分の 1 地域メッシュに区分した動的な地盤モデル(例：鉛
直一次元柱状体モデル)を対象範囲の全てで推定する必要
がある．通常，動的な地盤モデルは，ボーリング調査結果
から誘導するが，全てのメッシュでボーリング調査が実施
されていることはまずあり得ない．このため，隣接するメ
ッシュで実施された単数～複数のボーリング調査結果を引
用せざるを得ない．しかし，欠落のある全てのメッシュに
ついて，隣接するメッシュの柱状図や土質試験結果を参照
することになるため，極めて非効率な作業であると言える．
筆者は，三次元地質モデルから動的な地盤モデルを推定
する方法を利用しているが，前述の方法より効率的である
と考えるため，本文でその概要を紹介する．

③地層境界面モデル：いわゆる「サーフェスモデル」の
ことであるが，3D-CG 用語と混同することがあるの
で，本文では使用しなかった．
④パネルダイアグラム：地層境界面モデルから任意に切
断された断面．通常はイメージモデルであるが，本文
では「再利用可能なデータ」として扱った．
⑤メッシュ地層情報：④から等間隔に算出した各地層の
上面標高または各地層の厚さ(第 2 図参照)．
⑥地盤定数(属性テーブル)：地層ごとにまとめた動的な
土質定数であって，地層と共通のキーワードを持つ．

2.地震動予測手順と三次元地質モデル
(1)地震動予測手順
第 1 図は，本文で紹介する地震動予測の手順であるが，
紙面の都合上重要なポイントのみ記述したい．

第 2 図 メッシュ地層情報の推定(イメージ)
(2)三次元地質モデルと使用したモデラー
三次元地質モデルは，「CIM に対応するための地盤情報
共有基盤開発(全地連，2016)」で無償提供されている「サ
ンプルデータその 2(TEST-6)」を使用した．以下にその
諸元を略記する．
・サイズ：直交座標系の X 軸(南北)；120m，Y 軸(東
西)；100m．メッシュ間隔；2m．区分数；61 × 51．
・地層数：5 層
・モデラー：CIM に対応するための地盤情報共有基盤
開発(全地連，2016)のウェブサイト

3.三次元地質モデルと地震動予測結果

第 1 図 地震動予測手順(イメージ)

(1)三次元地質モデル
第 3 図(1)は，地層境界面モデルとパネルダイアグラム
を重ねて表現したイメージである．各地層上面の形状を表
すワイヤーフレームに，その地層を代表するカラーリング
を施した．
第 3 図(2)は，パネルダイアグラムだけを表現したイメ
ージである．地質断面図を見慣れた筆者にとって，地層境
界面が重なり合って，階層の形状を見ることのできない地
層境界面モデルよりも，こちらの方が良く理解しやすいよ

6

第 1 表 地盤定数(属性テーブル)［架空値］
減衰常数
h

湿潤密度
(Kg/cm3)

非線形
特 性

平均粒径
D50(mm)

500

0.03

1.6

砂質土

0.35

750

0.03

1.7

砂質土

0.35

10

200

1,000

0.02

1.6

粘性土

0.03

70

更新統

350

1,600

0.04

2.0

礫質土

2.00

0

更新統

400

2,000

0.04

2.1

礫質土

2.00

0

Vs
(m/s)

記号

年代

V1

沖積層

100

V2

沖積層

150

V3

沖積層

V4
V5

Vp
(m/s)

細粒分
FC(%)
10

(4)地震動予測結果
合計 143 点について「S 波の浅層地盤重複反射理論」
に基づいて，地表面の卓越周波数を推定した．ただし，工
学基盤面の模擬地震動を使用しない簡易版である．
結果を第 5 図に示す．卓越周波数の三次元形状は，第 3
図(1)に示す V4 層(工学基盤層)の三次元形状と，軟弱層
を想定した V2 層の三次元形状と調和的であったと評価し
ている．

坂本他(2012)を利用して 3D 可視化
第 5 図 地表面の卓越周波数(推定値)

第 3 図 三次元地質モデル(表示例)
うに感じている．MRI などによる人体の断層イメージに
近いせいであろう．

4.おわりに
地層境界面モデルとパネルダイアグラムの作成を除き，
143 点メッシュ地層情報の算出・整理と卓越周波数の予測
計算に掛かかった時間は，約半日間であった．
三次元地質モデル(地層境界面モデル)が構築された後の
処理を担う「自動処理化ツール」は未開発であるが，その
可能性は十分にある．自動処理化ツールを使用するならば，
ボーリング調査の追加など新しい知見によって三次元地質
モデルが改定される都度，地震動予測も迅速に実施できる
ようになるであろう(実際に行うかどうかは，予算面その
他の条件が必要だろうが)．
なお，本文では紙面の都合上，三次元地質モデルの見せ
方についての記述ができなかった．文献(中田，2018)を
参照されたい．

(2)メッシュ地層情報
第 4 図に，Y 座標 62150m のパネルダイアグラムを例
示した．専用ツールを開発して，第 4 図(1)の断面図に記
入した等間隔の縦線位置における各地層の上面標高を求
め，第 4 図(2)のテーブルデータを作成した．間隔は 10m
の計 13 点である．パネルダイアグラムを全部で 11 面作
成したので，合計 143 点のメッシュ地層情報が得られた．
(3)地盤定数(属性テーブル)
第 1 表は，本文のために作成した架空の地盤定数であ
る．第 1 表に記載した「記号」と第 4 図に記載した「記
号」は同じ地層を表している．従って，第 4 図の地層上
面標高値と第 1 表の地盤定数を組み合わせると，地震動
の予測計算が可能となる．
なお，V2 は軟弱層とし，V4 を工学基盤と仮定した．

水平距離
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第 4 図 メッシュ地層情報例(各層の上面標高)
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選鉱における単体分離状態の指標としての分散とエントロピー
正路

徹也

Variance and Entropy Indicating Degree of Liberation in Mineral Dressing
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1．はじめに
金属鉱床の価値にとっては，対象である鉱石鉱物の含有
量が最大の因子であるが，その鉱石鉱物を鉱石から分離す
るための選鉱特性も価値を決める重要な因子である．理想
的に鉱石鉱物を分離するためには，選鉱粒子が鉱石鉱物の
みで構成されている必要があり，そのために鉱石は粉砕さ
れる．この粒子の構成鉱物を鉱石鉱物のみにする過程を単
体分離といい，全粒子の量に対する単体分離された粒子の
量，すなわち，次の式(1)を単体分離度(degree of liberation =
DoL) L という．
𝑊O + 𝑊G 𝑊 − 𝑊M
(1)
𝐿=
=
𝑊
𝑊
ここで，𝑊O は鉱石鉱物(ore mineral)のみからなる粒子(以下
単に鉱石粒子)，𝑊G は脈石鉱物(gangue mineral)のみからなる
粒 子 ( 脈 石 粒 子 )， 𝑊M は 両鉱 物 を含 む ， すな わ ち 片 刃
(middling)粒子，𝑊 = 𝑊O + 𝑊M + 𝑊G は全粒子の重量である．
単純には粒子のサイズが小さいほど，鉱石粒子と脈石粒子
(両者を合わせて単体粒子)が多くなって，単体分離度が高く
なる．
単体分離の程度は，鉱石の強度などの岩石力学的性質に
大きく依存するが，それはさらに構成鉱物である鉱石鉱物
と脈石鉱物の種類および岩石組織に依存する．したがって，
鉱床探査における地質学には，鉱石の岩石学的解析も含ま
れる．ここでは，そのための解析手法の開発の 1 つとして，
MLA (= Mineral Liberation Analysis/Analyzer)で得られた銅鉱
石の選鉱粒子の品位データを使って，単体分離度と鉱石鉱
物含有率(以下，簡単のために品位)の粒子間でのバラツキと
の関係を調べた結果を述べる．使用したデータは，正路
(2017)で解析した銅鉱床から得られた 8 種の試料のうちの
試料 A である．
2．全粒子群の分散
選鉱粒子全体(bulk)のデータの分散𝑉B (𝑥)は，粒子𝑖の品位
を𝑥 ，重さを𝑤 とすると，次の式(2)で与えられる．
∑ (𝑥 − 𝑥̅ ) 𝑤
∑ (𝑥 − 𝑥̅ ) 𝑤
𝑉B (𝑥̅ ) =
=
(2)
∑ 𝑤
𝑊
ここで，𝑥̅ = ∑ 𝑥 𝑤 ⁄∑ 𝑤 は平均品位である．いま，単体分
離が完全に行われたとすると，片刃粒子は存在せずに鉱石
粒子か脈石粒子しか存在しない．したがって，各粒子の品
位𝑥 は鉱石粒子ならば 1，脈石粒子ならば 0 であり，式(2)
は次の式(3)のように簡単になる．

(3)
ここで，添字が B0 ではなく 0 としてあるのは，完全単体
分離の状態での分散は，個々の粒子の品位には関係なく，
全体の品位のみで決まるためである．
ところで，0 ≤ 𝑥 ≤ 1であるから，𝑥 < 𝑥̅ ならば(𝑥 − 𝑥̅ ) <
(0 − 𝑥̅ ) であり， 𝑥 > 𝑥̅ ならば(𝑥 − 𝑥̅ ) > (0 − 𝑥̅ ) である．
したがって，式(2)と(3)を比較したとき，必ず𝑉B (𝑥̅ ) ≤ 𝑉0 (𝑥̅ )
である．つまり，この𝑉 (𝑥̅ )は，分散が取りうる最大値を与
える．そこで，以下では全粒子群の分散の最大期待値と呼
ぶ．𝑉 (𝑥̅ )が取りうる分散の最大値であるということは，選
鉱粒子の単体分離が進むにつれて，選鉱粒子の品位の分散
は大きくなり，最終的に𝑉0 (𝑥̅ )に収束することを意味する．
したがって，単体分離の程度を 𝑉B (𝑥̅ )⁄𝑉0 (𝑥̅ ) で評価すること
ができる．
今回，解析の対象としたデータは，粉砕の一段階におけ
る選鉱粒子の個々の品位と粒径である．このため，粉砕過
𝑉 (𝑥̅ ) = 𝑥̅ (1 − 𝑥̅ )

第 1 図．試料 A における単体分離度(DoL)と全粒子群
の分散の関係．黒丸が分散(Variance)で左の軸，黒三
角が分散比(VB/V0)で右の軸．塗りつぶしの各点は粒
径の違いを表し，DoL の小さい方から，200-，150200，106-150，75-106，45-75，10-45，-10 μm．白抜
きは全粒子の値．
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程における 𝑉B (𝑥̅ )⁄𝑉0 (𝑥̅ )の変化を示ことはできない．そこで，
第 1 図には，粒度で分けられた 7 種の粒子群に対する単体
分離度と分散の関係を示した．両者は，明瞭な正の相関を
示し ，相関係 数は DoL と𝑉B (𝑥̅ ) の間が 0.709， DoL と
𝑉B (𝑥̅ )⁄𝑉B0 (𝑥̅ )の間が 0.846 である．
3．個別粒子の分散およびエントロピーの平均
1 個の片刃粒子に着目すると，この粒子は，単体分離する
ためさらに粉砕され，最終的に単体粒子の集合となる．こ
のとき，式(3)が成り立つ．このように考えると，その粒子
の現在の品位から式(3)を用いて求められる分散は，その粒
子の現在の片刃の程度を表しているといえる．そこで，式
(3)を適用して個々の粒子の品位から分散を求め，次の式(4)
で表されるそれらの重み付き平均を個別(individual)粒子の
平均分散と定義する．
∑ 𝑥 (1 − 𝑥 )𝑤
∑ 𝑉(𝑥 )𝑤
𝑉I =
=
(4)
∑ 𝑤
𝑊
ここで，𝑉I は全粒子の平均品位とも個々の粒子の品位とも
直接は関係しないので，関数関係を示す(𝑥)は書いていない．
単体粒子の場合，式(4)の𝑉(𝑥 )は，𝑥 が 0 か 1 のため 0 であ
る．したがって，すべの粒子が単体の場合，すなわち単体分
離が完全になされた場合，𝑉I = 0となる．このことは，単体
分離が進行するにつれて，𝑉I は小さくなる，つまり𝑉B (𝑥̅ )と
は逆の傾向をとることを意味する．このことを示すために，
第 2 図に単体分離度 DoL と個別の平均分散𝑉I および DoL
と個別の分散比 𝑉I ⁄𝑉0 の関係をプロットした．平均分散の値
𝑉I は 0.015～0.028 と，全粒度範囲にわたってほとんど一定
であるが，両者の相関係数は-0.693 と，明瞭に負の相関を
示している． 一方，DoL と分散比 𝑉I ⁄𝑉0 の相関係数は-0.964
とさらに高い．
次に，全体の分散𝑉B と個別の分散𝑉I ，および全体の分散比
𝑉B ⁄𝑉0と個別の分散比 𝑉I ⁄𝑉0 の関係を見ると，DoL との場合
と同様，前者は𝑉I がほぼ一定であり，後者は負の相関を示し
ている．相関係数は，前者が-0.166 で，後者が-1.000 であ
る．前者がほとんど無相関で，後者が完全負相関である原
因は同一の理由によると考えられる．その理由に関しては
現在検討中である．
式(4)で与えられる個別粒子の平均分散は，正路(2018)が
地球科学的調査の進行に伴うあいまいさの減少を定量化す
るために定義したセル分散とほぼ同じである．違いは平均
を求めときの重みで，セル分散ではすべてのセルを同じと
しているのに対し，個別粒子の分散は粒子の重量を重みと
している．正路(2018)はセル エントロピーも提案している．
その概念を選鉱粒子に適用すると，次の式(5)が得られる．
∑ −{𝑥 ln𝑥 + (1 − 𝑥 )ln(1 − 𝑥 )}𝑤
𝑠̅I =
(5)
∑ 𝑤
∑ 𝑠(𝑥 )𝑤
=
𝑊
この𝑠̅I をここでは個別粒子の平均エントロピーと呼ぶ．単
体分離度 DoL と個別の平均エントロピー𝑠̅I ，および DoL と
個別の分散比 𝑠I⁄𝑠B0 の相関係数は，前者が-0.817，後者が0.896 である．
4．まとめと今後の課題

第 2 図．試料 A における単体分離度(DoL)と個別粒子
の平均分散の関係．黒丸が分散値 (Variance)で左の
軸，黒三角が分散比(VI/V0)で右の軸．塗りつぶしの
各点は粒径の違いを表し， Dol の小さい方から，
200-，150-200，106-150，75-106，45-75，10-45，-10
μm．白抜きは全粒子の値．

銅鉱山の選鉱粒子から得られた MLA データの銅鉱物含
有量(品位) を使って，式(2)と(4)で与えられる 2 種類の分散
を求め，以下の結論を得た．
1) 式(2)で与えられる全粒子群の分散𝑉B は，単体分離度
DoL と正の相関を示すのに対し，式(4)で与えられる個
別粒子の平均分散𝑉I は負の相関を示す．
2) 𝑉B と𝑉I はほとんど無相関である．一方，式(3)で与えられ
る全粒子群分散の最大期待値𝑉0 で規格された 𝑉B ⁄𝑉0 と
𝑉I ⁄𝑉0 は完全負相関である．その理由は今後の検討課題
である．
3) 個別粒子の平均分散と似た個別粒子の平均エントロピ
ー𝑠̅I も求めた．その性質は𝑉I とほとんど同じである．
今回提案した全粒子群の分散𝑉B ，個別粒子の平均分散𝑉I ，
個別粒子の平均エントロピー𝑠̅I が，選鉱粒子の単体分離状
態の解析にどのように役立つか現在のところ不明であり，
今後この点に関する追及が必要である．特に，今回は単体
粒子を含む粒子全体を計算の対象としたが，片刃粒子のみ
を対象とした解析が必要である．その最大の理由として，
片刃粒子は定義として単体分離度が常に 0 のため，単体分
離度で評価できないことが挙げられる．
謝辞：解析の対象とした MLA データは，早稲田大学，創造
理工学研究科の所研究室の堀内健吾博士(現 JOGMEC)に
提供していただいた．記して感謝の意を表する．
引用文献
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１．はじめに
大規模な開発のため地形改変された土地は地盤が弱く，
特に盛土が行われた場所では地震による斜面崩壊等の自然
災害が起きる可能性がある．開発によりどの地域がどのよ
うに地形改変されたかを知ることは重要である．地形改変
による地形の変化量（標高差）は，開発前と開発後の 3 次元
地形モデルを作成し，その差分を求めることで算出できる．
しかし，古い開発地域の開発前の地形モデルの入手は容易
ではない．本研究では，開発前の地形モデルを作成する手法
を検討するために地形図から DEM（ Digital Elevation
Model：数値標高モデル），航空写真から DSM（Digital
Surface Model：数値表層モデル）を作成し，両モデルを比
較した．

２．地形モデルの作成
2.1 対象地域
地形モデルを作成した地域は大阪北部の豊中市の東側と
吹田市の西側に広がる千里丘陵の一部で，第 1 図の赤枠の
東西 2.4km，南北 1.9km の領域である．この地域は現在，
千里ニュータウンと呼ばれており，1961 年 7 月から開発が
行われた．開発事業前は丘陵部と谷が入り組んだ起伏に富
む地形であったが，現在は大幅に改変されている．
2.2 地形図から作成した DEM
DEM は地形図から STRIPE 法（能美ほか，2003）を用
いて作成した．STRIPE 法とは，地形図の等高線間の空白部
分に不等式で表現される標高情報が存在するとみなし，こ
の情報を不等式制約条件として利用する DEM 作成方法で
ある．解析する地形図をスキャナーでラスター化を行い，等
高線のみを抽出し，各等高線間の標高を区別することで曲
面推定の不等式標高データを作成することができる．曲面
推定の計算にはブログラム BS-Horizon（野々垣ほか，2008）
を利用した．
DEM 作成には大阪府航空寫眞地図『千里丘陵地』（大阪
府，1961）の一部を用いた．1959 年 10 月に測量された縮

尺 1/10000 の地形図で，等高線の間隔は 5m である．DEM
には曲面推定の際に，標高の残差が極力小さく，かつなめら
かさが極力大きいものを採用した．DEM の推定結果を第 2
図に示す．
2.3 航空写真から作成した DSM
DSM は航空写真のステレオペア画像から SfM（Structure
from Motion）を用いて作成した．SfM は多視点画像から 3
次元形状を復元する技術である．SfM のソフトウェアには
PhotoScan Pro（Agisoft 社）を用いた．
航空写真は国土地理院の MKK-61-2-C7 の 77～79 を解像
度約 20m でデジタル化したものを購入して用いた．これ
らは 1961 年 5 月に撮影された 1/10000 の写真である．DSM
の作成には DEM 作成に用いた地形図から 27 点の GCP
（Ground Control Point：地上制御点）を設定して用いた．
DSM の推定結果を第 3 図に示す．

３．作成したＤＥＭとＤＳＭの比較
DEM と DSM の差を第 4 図に示す．赤色は DSM のほう
が高く，青色は DEM のほうが高いことを示している．DSM
は木や建物の地物を含んだ標高であり，DEM よりも高くな
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第 4 図 作成した DEM と DSM の差．
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航空写真から作成した DSM．

ると予想されたが，一部では DEM のほうが高い領域が見
られた．
これらの領域をオルソ画像と重ね合わせて比較を行った
（第 5 図）
．赤枠で囲われた領域は，利用した地形図と航空
写真の作成年度の差の 2 年間に山地の一部が開発で削られ
たことにより標高が低くなっている．
青枠で囲われた領域は，DSM が実際よりも低く算出され
たと考えられる．航空写真から作る DSM は GCP を理想的
に配置できれば細やかに地形の凹凸を再現できる．しかし，
今回作成した DSM では，標高の高い領域の多くが森林で覆
われていて，山地の尾根付近に GCP を配置できなかったた
めと考えられる．
緑枠で囲われた領域は，棚田や段々畑など急激に標高が
変化する地形的特徴が見られる．等高線間情報から作る
DEM は，なめらかな曲面として計算される特性があるため，
急激に標高が変化する地形を再現することは難しい．その
ため，局所的に DSM と DEM の逆転が起きたと考えられ
る．
以上の特徴から青枠領域では DEM のほうが優れたモデ
ルであり，緑枠領域では DSM のほうが優れたモデルである
と考える．

４．おわりに
地形図から作成した DEM と航空写真から作成した DSM
を比較した．その結果として両モデルの得意不得意な部分
がわかった．DEM と DSM の良い部分を合わせることによ
り，より精度の良い地形復元が可能になると考えられる．
今後の課題として，セル毎にどちらのモデルを採用する
かを判断する定量的な基準を検討し，精度良く短時間で過
去の地形復元を可能にしたい．
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１．Introduction
Colombo is the commercial capital of Sri Lanka which
is experiencing significant spatial changes over past few
decades. As Colombo is in a stage of rapid development, a
broader understanding and consideration on urbanization
process and spatial changes has become a timely need.
Many Land use (LU) Land Cover (LC) change detection
studies have carried out over decades concerning urban
expansion, conversion of LU/LCs, impacts on different
environmental aspects etc. On the other hand, urban
simulation studies are focusing on identify future LULC
changes. There is a lack of studies that focus both the
aspects to understand the existing or current urbanizing
process as well as predicting the future growth and its
associated consequences that can occur if the current
urbanizing trend is continued. Accordingly, the attempt of
this study was to first examine the LC change of Colombo
District (CD) and study the spatial changes and
expansion of built-up areas. Secondly, to simulate future
urban growth using FUTURES model (Meentemeyer et
al.,2013) and predict the expected growth in 2030. The
third step was to investigate the relationship between
Land Surface Temperature (LST) increase in relation
with identified spatial changes in terms of vegetation
cover and built up areas. Further, study tried to evaluate
corresponding impacts for the predicted change.

２．Methodology
In the first step Supervised Classification was
performed for LC classification to identify three major LC
classes namely, built-up, non-built and water using
Maximum Likelihood Classification (MLC) algorithm for
four Landsat images in 1997, 2005, 2009 and 2016.
Twenty ground truth reference polygons were created for
each class based on Google Earth images. In order to
improve the classification, results were visually compared
with Google images and misclassified reference polygons
were discarded and new ones were created; the process
was repeated until the results become observably
accurate (Fonji and Taff, 2014). The accuracy for four LC
maps was assessed using 125 points for each map through
careful visual inspection using random sampling method.
Using classification results, built-up areas were extracted
to compare the pattern of urban expansion. Extracted
urban patches were used as input data for FUTURES
simulation model which is the second step.

FUTURES model is a multilevel modelling framework
consists of 3 sub models namely, POTENTIAL, DEMAND
and PGA. POTENTIAL sub-model quantifies the
development potential of a cell based on multilevel
relationships between land change and hypothesized
environmental, infrastructural, and socioeconomic factors.
DEMAND sub-model quantifies differences in per capita
land demand among sub-regions based on increases in
population concurrent with the rate of development
specific to each sub-region or level. PGA is a stochastic
patch-growing algorithm that bridges field-based and
object-based representations of change by constructing
discrete land conversion events prescribed by DEMAND
from cell-level state transitions on the POTENTIAL
surface. Application of each sub-model is performed using
r.futures extension in GRASS GIS. FUTURES model was
applied in two cases, first is to predict for 2016 using
1997,2005 and 2009 development trend (development
starting point=2009, end point=2016) and second is
predict for 2030 assuming the same development trend
will continue further considering development starting
point at 2016 and end at 2030.
Finally, spatial change (Vegetation cover -NDVI, builtup areas - NDBI) detection is the third step to analyse its
impact on LST. It is assessed under this step and 1997,
2005 and 2016 years with approximate time gaps. As
previous two phases of the methodology tried to identify
the rapid expansion of built-up areas, final stage of this
study tried to further analyse its impact on LST.

３．Results and Discussion
LC change detection in first phase distinguishd the
spread of built-up areas from coastal side towards the
inland. From 1997 to 2005, built-up areas have increased
by 36.11km2 and it is 58.10km2 between 2005 to 2009.
After 2009 it showed a rapid increase up to 380km2 of
total built up areas in 2016 which was in total 135.25km2
during 1997. It has more than doubled (64.46% total
increase) within 19-year period compared to the start of
analysis time.
According to urban simulation in second phase, model
resulted an extensive amount of urban patches converting
all existing sites for the generated map of 2030
development considering current trend. It emphasizes
that if the current trend will continue, the built areas will
be more than available sites that can influence on
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conversion of conservation areas which were excluded
from the model (protected areas).
So, two other scenarios infill growth and sprawl was
tested using the same model by changing model
parameters. The results are shown in Figure 1 comparing
with Business as Usual scenario for 2030 prediction. The
development map resulted which encourages infill growth
clearly showed the built-up areas are emerging along road
network as a development corridor. Sprawl growth
resulted emerging built areas with dispersed pattern
which convert more lands in discrete locations from
undeveloped status to developed.

Figure 2. LST classes-(a). 1997 (b). 2005, (c). 2016

Moreover, relationship with NDVI vs LST and NDBI vs
LST analysis using bivariate scatter plot and regression
analysis for each year. Relation between built-up areas
and LST showed a high positive correlation with R2 =
0.714 in 2016 and relation between NDVI showed a
significant negative correlation with R2 = 0.468.

5. Conclusion

Figure 1. 2030 Prediction-(a). Business as usual scenario, (b).
Infill Growth, (c). Sprawl

NDVI analysis and comparison of three maps in 1997,
2005 and 2016 clearly illustrate the rapid declining rate
of area covered by vegetation over 19 years period.
Simultaneously, rapid expansion of built-up areas was
observed through NDBI analysis. LST estimation was
performed to understand the impact of spatial change.
LST distribution for this period shows a significant
increase of areas with raised temperature. Urban Heat
Islands (UHI) where areas with accumulated heat could
observe along the coast with highest intensity. Compared
to 1997, number of UHI distribution (Figure 2) and spread
of areas with raised temperature have increased. LST
values were categorised in to 5 classes; (1). 21-24 0C, (2).
24-27 0C, (3). 27-30 0C, (4). 30-33 0C, (5). 33-38 0C. Areas
under 1st, 2nd and 3rd categories showing a decreasing
trend while 4th and 5th categories showed a total increase
of 72.73% and 97.81% respectively. The result
demonstrates the increase of high temperature and
decrease of moderate and lower temperature areas.

Based on findings of the study, it is clear that Colombo
is experiencing a rapid expansion of built-up areas and
resulting growth of UHIs within the time span considered.
Rapid decline of vegetated areas in CD should be
minimized by promoting more green spaces even inside
urban areas to discourage UHI effect. Understanding
natural urban expansion pattern will help to introduce
practical urban development scenarios. According to
predicted growth, using FUTURES model, promoting
compact vertical development along road network by
encouraging infill growth scenario can be proposed as a
better solution to preserve sensitive environments by
policy initiatives.
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1. Introduction
Occurrence of geothermal systems, in which
vapor-dominated conditions are found, are less frequent
than liquid-dominated conditions. However, how vapor
conditions may evolve in geothermal systems is worth to
investigate.
The
well-known
conceptual
model
illustrating how the vapor-dominated conditions are
formed in the natural state are tested using the 3D
model TOUGH2. The model represents a system in a
moderate
topografic
relief
with an extensive
near-vaporstatic vapor-dominated zone and a possible
lack significant liquid reservoir throughflow underneath
the vapor-dominated zone. This condition may be
developed due to increasing heat or decreasing
permeability from the upper boundary which causes
more water to be boiled off than is replaced by recharge.
The purpose of this study is to build a numerical model
in order to understand the development of vapor and
liquid reservoir in geothermal systems based on the
description of the proposed well-known geothermal
conceptual models.

2. Model Development
2.1. Model Preparation
Before a numerical model being set up, a conceptual
model must be developed. The numerical model was
constructed based on the conceptual model. TOUGH2
computer code was used to carry out the natural state
simulation (Pruess et al., 1999). In model preparation,
the rock properties such as permeability, rock density,
specific heat capacity were assigned to each block in
every layers in the model. Initial and boundary
conditions were also defined according to measured data.
In order to have a reliable model which closely
represents the real condition of reservoir, a model must
be validated through the matching process between
observed data and simulation result. This process
involves an iterative process which requires running the
models to steady state until a good matching or
agreement between the simulation result and the
observed data obtained.
2.2. Grid system and layer
The model was constructed with size of 4000 x 4000 x
3000 cubic meters which is divided into 8000 cells. In

vertical, the model is divided into 20 layers, while
laterally each layer is divided into 20 x 20 cells.
The entire model domain has a density of 2600 kg/m3,
porosity of 10%, thermal conductivity of 2.5 W/mK, and a
specific heat of 1 kJ/kg.
2.3. Initial and boundary conditions
The initial condition of the model is fully liquid
saturated at a normal geotherm (30°C/km) with
hydrostatic pressure.
During the period of time, the boundary condition has
to be set up to maintain the system inside the reservoir
which allows the system to be equilibrated.
The side boundary was set to be conductive heat and
mass flow with relatively tight permeability. The initial
state of the simulations is a normal thermal gradient
and a hydrostatic pressure gradient.
A number of grids at the bottom layer was set as heat
source with very high temperature and huge volume
factor to indicate the magnitude of intense heat source
which drives the pressure temperature profile in the
upper layers.

Fig. 1: Illustration of the model.

The illustration of the model configuration is as shown
in Fig. 1. At the top is the surficial layer represents the
surface layer underlying caprock. The reservoir
permeability is set to be fixed at 10-13 m2. While the
other permeability values were assigned using trial and
error method.

3. Results and Discussion
As mentioned earlier, only permeability value for
reservoir is set to be fixed while others were assigned
using trial and error approach to be able to replicate a
probable geothermal system condition. After several
times simulation, the configuration of permeability
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settings for cap rock, side, and bottom boundary is 10-16
m2, while for surficial, reservoir, and heat source is 10-13
m 2.
To understand the process happening in a geothermal
system, the model was run for a long period of time. We
run a series of simulation. Each stage of simulation
series is run for 10 kyr. The choice of 10 kyr for the
duration of the high basal heat flow phase was
influenced by the time for vapor-dominated conditions to
form as stated in Raharjo et al. (2016).
In the natural-state, the simulation should be carried
out over long period of time. This suggests that the
simulation in natural state condition requires running
the simulation until it reaches steady state condition.
Even though there is no rule as to how long is the time
to be set to create natural state condition, some
modellers tend to set the simulation time as long as for
example 300,000 years. But, since the aim of this study
is not to understand the condition after it reaches the
equilbrium, instead we use a series of simulation time in
order to understand the evolution of geothermal system
in every slice of time.
a

The development of heat body becomes less and less in
near boundary and more intense in the center of the
model. The temperature becomes hotter after 20,000
years suggesting more intense heat added into the
reservoir.
While, the vapor formation cannot be seen clearly after
10 kyr (Fig. 4) suggesting that additional time needed to
create such condition. However, two phase condition at
the top of the reservoir can be formed after 10 kyr. After
~20 kyr, vapor starts to appear and develop at the top of
the reservoir as shown in Fig. 5.

Fig. 4: Vapor (left) and liquid (right) reservoir development after
10.000 years simulation time.

b

c

d

Fig. 5: Vapor (left) and liquid (right) reservoir development after
20.000 years simulation time.

4. Conclusion

Fig. 2: Temperature distribution development result after
10,000 years simulation time. a = sliced in the middle part of
the model (x = y = 2000 meter), b = at 2500 meter, c = at 3000
meter, d = at 4000 meter (boundary).

a

c

b

d

Fig. 3: Temperature distribution development result after
20,000 years simulation time. a = sliced in the middle part of
the model (x = y = 2000 meter), b = at 2500 meter, c = at 3000
meter, d = at 4000 meter (boundary).

As shown in Figs. 2 and 3, the temperature growth can
be seen after 10 and 20 kyrs. The temperature
distribution is also strongly influenced by the location.

It has been simulated the evolution of vapor and liquid
reservoir formation in a geothermal system. As the
simulation time increases, it can be seen the growing of
the heat in the entire model and vapor formation at the
top of the model.
Such condition can be achieved in a geological settings
where reservoir is overlain by low permeability value
body (cap rock) as indicated by the conceptual model.
The formation of vapor is detected after 20 kyr
suggesting that with certain geological properties as
used in the model, additional heat and time is needed to
make the evolution of geothermal system from liquid
reservoir to two-phase and finally vapor reservoir at the
top of the model.
It is also found that the convergence issue in TOUGH2
is the main challenge to simulate a behaviour of the
model. Even though the model seems to be a simple
generic model, the issue cannot be easily overcome.
Sometimes it can take many hours only to solve the
convergence issue. Therefore, for the modellers, the
convergence issue has been more challenging than the
simulation itself.
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１．はじめに
金属は社会のあらゆる工業製品やインフラストラクチ
ャーの材料であり，中国や発展途上国での経済成長に伴
い，世界的な需要の指数関数的増加が 2050 年まで見込
まれている（Halada et al., 2008）．需要増加に対処するた
めには，(i)「開発中の鉱床，あるいは有望地域における
品位（鉱石中の金属濃度）の高精度空間分布推定」，およ
び(ii)「 鉱床を形成した物理法則と形成時の地質環境の解
明」の 2 つが不可欠である．金属濃度の空間分布推定に
は，これまで地球統計学が広く用いられてきた（例えば
Ilyas et al., 2016）．地球統計学はサンプルデータの定常性
を仮定し，データ間の空間的相関構造に基づく手法であ
るが，2 つの問題点があげられる．1 つはデータ値が地質
に依存する場合もあることで，データ間の距離と方向の
みの相関構造ではこの地質依存性が考慮されない．他方
はデータ値分布を支配する何らかの法則が，空間統計の
みでは抽出できない点である．例えば，金属濃度分布は
元々溶解していた鉱液の流動形態に強く支配されると考
えられ，鉱液も物理法則に従って流動する．しかし，こ
のような物理法則をトレンドとして地球統計学で考慮さ
れたことはこれまでにない．
これらの問題点に対処し，地質データの空間モデリン
グ精度を向上させることを目的として，本研究では金属
濃度分布をケーススタディに選び，地質情報，物理法則
を取り入れた 2 つの地球統計学的手法の開発を試みた．
地質情報の考慮は上記(i)に関連する．また，(ii)の物理法
則・地質環境が解明できれば鉱床形成プロセスを把握で
き，地質的性質の類似する地域での鉱床有望地の検出に

活用できるようになる．(ii)は開発途中であるが，これを
SPG（Spatial modeling by joint use of Physical law and
Geostatistics）と称し，手法(i)との統合を目指している．

２．クリギングへの地質情報の組み込み
本研究で用いた金属濃度データは，秋田県北鹿地域に
位置する大規模な黒鉱鉱床での調査ボーリングによる．
ボーリング数は77本であり，いずれも垂直，あるいはそ
れに近い．解析領域は，データ密度が最も高くなるよう
に直交3軸を定め，水平方向から8°傾くようにxy軸を取っ
た．領域の大きさは，x，y，z軸方向にそれぞれ420 m，
970 m，280 mであり，領域をxy軸方向に10 m，z軸方向に
も10 mの格子で区切った．
地質情報の利用としては，次の2つの手法を検討した．
前処理として，地質柱状図に記載の地質を複数のタイプ
にまとめる．1つめでは，各ボーリングデータで注目する
地質タイプは1，それ以外は0を与えるというバイナリー
セットを作成し，これと主要金属濃度を組み合わせて主
成分分析（PCA）を行う．得られた主成分値に対してク
リギング計算，さらにその逆解析によって，地質タイプ
と金属濃度，および金属ペアの相関性を考慮する．これ
をPCA-kriging（PCAK）と称する．他方では，地質タイ
プごとに主要金属濃度のクリギング計算を行い，平行し
て作成した地質モデルと重ね合わせることで，各地質タ
イプの分布範囲にクリギング計算結果を合わせる．その
ため，地質データのバイナリーセットにPCAKを適用し，
地質モデルを作成する．これは，地質タイプと金属濃度
の相関性に重点を置く手法であり，kriging with geological
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第 1 図 3 つの地球統計学的手法による垂直断面での鉛濃度分布の比較（黒鉱鉱床）．丸は KGC のみに現れている高濃度部を示す．

constraint(KGC)と称する．
金属濃度データに含まれる空間的相関構造の異方性を
考慮して，水平方向と垂直方向のバリオグラムを描き，
球モデルに当てはめた．以上の設定のもとで，普通クリ
ギング（ordinary kriging：OK），PCAK，KGCによる推定
精度を，cross-validation（以下CV）によって比較した．
銅，鉛，亜鉛の濃度に対するCVでの相関係数はKGCが多
少大きいものの，3つの手法には大差なかった．しかし，
鉱量評価で最も重要となる高濃度部での推定精度が
KGCによれば向上し，平滑化効果を軽減できた．これは
第1図の鉛濃度推定分布が示すように，KGCによる高濃
度部の連続性が最も良いとともに，KGCのみに現れてい
る高濃度部があることから確かめられる．
また，PCAKとKGCによれば3次元の地質モデルも作成
できるという利点もある．黒鉱鉱床では，一般に下位か
ら上位に向けて珪鉱→黄鉱→黒鉱の順に分布することが
知られているが，KGCによる地質モデルの方がこれに整
合的である（第2図）．さらに，この地質モデルによれば
黒鉱と黄鉱の3次元分布も明らかにでき（第3図），資源開
発計画の策定に寄与できる．
スラウェシ島（インドネシア）の大規模斑岩銅鉱床に
対してもKGCを適用し，金属の種類によって濃集部の位
置が異なることなどの特徴を抽出している．

たところ，高濃度部は黒鉱と黄鉱の分布と重なるので，
高濃度部のトレースは，鉱液の主要なパスに対応する可
能性が高い．よって，鉱液の移動と金属の沈殿は移流拡
散現象で近似できると考えられる．移流拡散方程式によ
る金属濃度の物理モデルs(u)（uは領域での任意の地点の
座標），サンプルデータのクリギングによる推定値z*(u)，
および移流拡散方程式によるサンプル点での計算値を用
い，これとクリギングによるuでの推定値s*(u)は，次式で
条件付き推定 ζ(u)になるように組み合わせられる．

ζ (u) = z * (u) + [ s (u) − s* (u)]
以上がSPGの基本原理である．非線形最小二乗法によ
りサンプルデータから直接，移流拡散方程式を解けるの
が理想であるが，収束性に問題がある．そのため，フォ
ワ ード 計算 によ り KGCに よ る 濃度 分布 に適 合す るよう
にソースの位置とパラメータの値を与えた．その結果を
第4図に示す．まだ十分な計算結果ではないが，SPG に
よれば，サンプルデータが殆どない疎な領域で金属濃度
分布を妥当に推定できるようになることが期待できる．

第 4 図 移流拡散方程式による金属濃度分布（濃度は相対値）
第2図 主成分を利用した2つの手法による地質モデルの比較

z
y
x
第 3 図 KGC 地質モデルによる黒鉱（緑）と黄鉱（黄）の 3 次元分布

３．移流拡散方程式を用いた SPG アプローチ
KGCに よ る 地 質モ デル と金 属高 濃度 部を 重ね 合わせ

４．まとめ
黒鉱鉱床での金属濃度分布を例として，主成分分析を
用い，クリギングによる空間モデリングに地質情報を組
み込むことの有効性を実証できた．また，移流拡散方程
式という物理法則もクリギングで考慮することで，地質
学的により妥当な空間モデルの作成を進行させている．
謝辞：黒鉱鉱床の貴重なボーリング調査資料のご提供と
整理にご協力いただいた DOWA メタルマイン(株)，エコ
システム花岡(株)に深甚の謝意を表したい．
文

献

Halada, K., Shimada, M. and Ijima, K. (2008) Materials
Transactions, vol. 49, no. 3., pp. 402–410.
Ilyas, K., Kashiwaya, K. and Koike, K. (2016) Journal of
Geochemical Exploration, vol. 165, pp. 174–188.

第29回日本情報地質学会講演会 講演要旨集 017-018頁 2018年

Effectiveness of Geostatistical Simulation for Sparse Geologic Dataset
Vitor Ribeiro de Sá* and Katsuaki Koike*
*Graduate School of Engineering, Kyoto University, Katsura C1–2–215, Kyoto 615–8540, Japan.
E–mail: koike.katsuaki.5x@kyoto–u.ac.jp (K. Koike)

Key words: Geostatistics, Stochastic simulation, Turning Bands simulation, Sequential
Gaussian simulation, Metal concentration

1. Introduction
Geostatistics is founded on its pioneer methods
developed by Krige and Matheron in 1950’s and 1960’s,
whose works aimed to estimate values of random
variables in unknown locations using spatial linear
regression approaches, called kriging techniques (Olea,
2003). These methods provide the most likely value at
every cell in the model as their outcome. Such methods
are known to smooth the data because the kriged values
have less variability than the original data from which
they were calculated (Deutsch, 2002). Stochastic
methods have been turned out to bring light to aspects
which traditional geostatistical techniques do not
properly cover, such as the assessment of uncertainty
innate to their proposed models. Uncertainty may be
understood as the error associated with the model. These
methods yield numerous equiprobable realizations as
their results and the data variance tend to be honored
and are preferable approaches to deal with
heterogeneous environments.
Based on those background, this study aims to
compare the effectiveness of two different stochastic
methods, Sequential Gaussian Simulation (SGS) and
Turning Bands Simulation (TBSIM), for a spatial
modeling of metal concentration in a hydrothermal area.
Both methods are conditional simulations, i.e., the
original data values can be reproduced at their location.
SGS is regarded as fast and straightforward due to the
modeling of a Gaussian conditional cumulative
distribution function (ccdf) at each location and the need
of solving only a single cokriging system there (Chilès
and Delfiner, 1999), whereas TBSIM simulates the
variable along 1-D lines and then combined into a 3-D
model: one of its main advantages is to handle with
non-stationary data which SGS does not consider
(Deutsch, 2002). Since stochastic methods provide
several equiprobable scenarios, the modeler must select
one or few of them to present as reality’s illustration. To
make the best informed decision, this professional may
use the assessment of uncertainty of each realization
and its expected spatial distribution, once a conceptual
model, also known as Empirical model, of the geologic
structure of target area was previously designed. These
criteria are also applied not only to decide which the best
model of each conditional simulation methods fits better
but also which method is more indicated for the current
study area, a volcanogenic massive sulfide (VMS) deposit
type in the seafloor under survey. This type of deposits

account for important source of economic mineral, to wit:
Zn, Cu, Pb, Ag, and Au.
Due to their capacity to quantitively characterize the
spatial distribution of grades and physical parameters of
lithotypes, the importance of numerical models in
targeting potential areas for mineral exploration cannot
be overstated.

2. Model Domain and Dataset
Fig. 1 depicts the 250mx700mx300m model’s domain
located around 1500m below sea level (mbsl). This area
is rich in Ba-Zn-Pb according to previous geochemical
studies. Logarithm values of Pb concentration are used
as input data for implementing SGS and TBSIM, which
were sampled from six boreholes (black dots) practically
distributed along the E-W direction, with variable
lengths from 46m (borehole 1) to 180m (borehole 3).
The borehole 1 was drilled in a mound and is
considered as a discharge zone of the hydrothermal
system, whereas borehole 6 presented few evidences of
sulfide and altered material in its sample core
descriptions and geochemical analysis, being more likely
a recharge zone. Core descriptions were used to identify
shear zones, such as presence of breccias and lack of
hydrothermally altered materials.

3.Methods
The same semivariogram model was set for both
conditional simulations. However, in order to reach the
best cross-validation score and preserve the data
variance, different search neighborhoods were adjusted.
The following subsections briefly describe the main
characteristics under SGS and TBSIM.
3.1. Sequential Gaussian Simulation (SIS)
As Olea (1999) succinctly describe, SIS method
consists of generating a partial realization using
multivariable normal random function where its kernel
dwells in drawing from this multivariate distribution
and drawing from a sequence of univariate distributions
are conditioned to univariate realizations. That is, its
principle is to sequentially draw the value at each new
simulated point from the conditional distribution
through the data and the values simulated previously
(Chilès and Delfiner, 1999).
3.2. TBSIM
The principle of TBSIM is to produce a non-conditional
simulation at first. That is, yielding a map that reflects
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the variogram, but the data is not honored. Afterwards,
in order to correct it, a map is obtained by interpolating
the experimental error between the measured data and
non-conditional simulated value at each data point
(Chilès and Delfiner, 1999).

5. Conclusion
Both methods have their own merits. SGS is
straightforward and not a time-intensive method.
Conversely, sequential simulations tend to yield
smoothed outcomes. TBSIM may be considered as a
powerful tool to depict the spatial distribution of metal
concentrations in a deposit, once TBSIM broadly
preserves the characteristics of original data.
Acknowledgement: We sincerely thank Dr. Tatsuo
Nozaki and Dr. Yutaro Takaya for providing the chemical
analysis data obtained by D/V Chikyu.

Fig. 1: Dimension of study area and its spatial distribution of
boreholes (black dots).

3.3. Method Evaluations
To assess which method, SGS or TBSIM, is more
suitable for the current study area, the best model must
fit to empirical model and its uncertainty. The former
can be based entirely on facts, such as field observations,
geochemical and geophysical data, or theoretical based
on conceptual ideas generally borne out of experience
and knowledge, and extrapolation from known mineral
districts (Pirajno, 2009). Regarding the latter, such
model must reproduce the first- and second-order
statistics of the conditioning data, the histogram, and
variogram of the samples (Deutsch and Journel, 1998).

4. Results and Discussion
The
set
semivariogram
is
considered
as
omnidirectional along XY with a normal component to
this reference plane. Applying the spherical model, its
nugget effect is 0.3186. Considering the plane XY, its
range and sill are 100 m and 0.34, respectively, while, for
its normal component, its range is 112m and sill is fixed
to 1.32. As Chilès and Delfiner (1999) asserts SGS tends
to show much shorter range than the domain, a
suggested and followed solution was to set a larger
neighbourhood. In spite of the cross-validation scores for
both SGS and TBSIM reached similar values, 0.80 and
0.82, respectively, increasing the neighbourhood implies
a higher risk of estimating the mean values of the
samples, which decreases the variability of realization
outcomes. Even cautiously setting all parameters, SGS’
outcome realizations presented lesser variability and are
not consistent with the first- and second-order statistics
of the original data contrasting with their TBSIM’s
counterparts.
Fig. 2 illustrate three cross-sections along E-W, where
the conceptual model (Fig. 2A) shows the expected
lithotypes distribution, and Figs. 2B and 2C represent
the spatial distribution of log (Pb) of SGS’ and TBSIM’s
realizations respecting the assessment of their outcomes.
SGS method depicts better the concentration of higher
values in the sulfide layers as well as in the mound. On
the other hand, TBSIM properly reflects locations with
lower values of the random variable.

Fig. 2: Cross-sections along E-W in which (A) illustrates the
conceptual model of study area, and (B) and (C) depict spatial
distributions of log (Pb) using Sequential Gaussian Simulation
(SGS) and Turning Bands Simulations (TBSIM), respectively.
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１．はじめに
タクソン(taxon)は生物の分類単位で，タクサ(taxe)はその
複数形である．タクソンは階層的であり，生物は，上位か
ら界，門，綱，目，科，属，種というタクソンに分類され
る．生層序区分の基本は，時間軸上のタクソンの生存期間
が層序断面から読み取れることにある．或る種の絶滅時期
と別の種の出現時期が同じであることは，しばしば起こる．
区間グラフは，塩野・山口(1996)が提案した 2 次元の平面
座標図で，区間を点で表示するものである．山口・塩野(2013)
は，区間グラフを用いて，ある 2 つの仮定を満たす種を選
択したとき，時間軸上の時刻(時期)に生存する種の集合(以
下，生存種という)の順序を示した．
しかしながら，種の絶滅と出現が同時期にある場合，そ
の時期を境界とする 2 つの生層序単元に対応する化石種の
順序は，山口・塩野(2013)による順序に合わない．これは，
山口・塩野(2013)では，種の生存期間を出現時期も絶滅時期
も含めた期間として，同時期に絶滅と出現がみられる場合，
その時期には絶滅種も出現種もどちらもが生存するとして，
その時期だけの生存種も認めたからである．
そこで，本研究では，種の生存期間を見直し，出現時期
は含むが，絶滅時期を含まない期間と仮定して，絶滅と出
現が同時期にみられる場合の層序断面に現れる化石種と時
間軸上の生存種を求めた．全順序集合の区間グラフを用い
て，化石種と生存種の順序を表示してみた．

２．全順序集合上の区間グラフ
2.1 全順序集合上の区間
直観的に，全順序集合(A,≦)とは集合 A のすべての要素が
順序≦で順番に並べられる集合である．全順序集合(A,≦)上
の区間[a,b]を，a≦b である a，b∈A に対して，
[a,b] ={ x| a≦x≦b，x∈A }
(1)
と定義する．

(A,≦)上の[a,b]を，A×A の座標図上の点(a,b)で表示する．
この座標図を区間グラフとよぶ．
第 1 図(a)は A={ a，b，c }，a≦b≦c である場合の(A,≦)上
の[a,b]である．[a,b]={a,b}である．第 1 図(b)は，[a,b]を表示
した区間グラフである．
2.2 全順序集合(A,≦)上の区間の集合 A★上の順序≦★
(A,≦)上の区間全体の集合を A★と書くことにする．A★上
の順序≦★を次のように定義する．
[a, b]≦★[c, d] ⇔ a≦c かつ b≦d．
(2)
第 1 図(c)は，(A★,≦★)を表示した区間グラフである．

第１図 (a)A={ a，b，c }，a≦b≦c である場合の全順序集合(A,≦)
上の区間[a,b]．(b) [a,b]を表示した区間グラフ．(c) (A★,≦★)の区間
グラフ．

３．生存種と化石種
3.1 タクソンの生存期間
数直線で表される時間軸があるとする．時間軸は，或る
時刻を 0(原点)として，過去から未来に向かうとする．時刻
を 100 万年，1 万年，年などの時間の単位の実数とする．時
刻 p の整数部分を p*と書くことにする．時刻 p は
p= p*+Δ
(0≦Δ＜1)
(3)
である．時刻の整数部分を時期とする．時期が層序断面か
ら読み取れるとする．
タクソン Σ は，時間軸上のある時刻 t1 に出現し，ある時
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刻 t2 に絶滅すると仮定する．本研究では，時間軸上の Σ の
生存期間 T を t1 以上 t2 未満の実数の区間とする．つまり，
絶滅時刻を含めず，
T=[t1, t2) ={ t | t1≦t＜t2，t は実数}
(4)
とする．T=[t1, t2)に対して，T*を
T* =[t1*, t2*) ={ t | t1*≦t＜t2*，t は実数}
(5)
とする．T*が層序断面に記録される生存期間であるとする．
t1*が Σ の出現時期，t2*が絶滅時期である．
なお，[t1*, t2*)のような区間を一般に半開区間という．
3.2 化石種と生存種
Σ を上位のタクソンとし，Σ の種の集合を S0 とする．種 α
の生存期間 τ*(α)が層序断面に記録される．
τ*(α) =[t1*, t2*)，τ*(β) =[t3*, t4*)のとき，S0 上の順序
(6)
ακβ ⇔ (t1*＜t3*，かつ，t2*＜t4*)，または，α=β
と定義して，
次の 2 つの仮定を満たす S を S0 から選択する．
仮定 1 (S,κ)は有限な全順序集合である．
仮定 2
T= ∪α∈Sτ* (α)
S の種で生層序区分する．
層序断面の t∈T*の化石種 σ*(t)は，
σ*(t)={ α|t∈τ* (α)，α∈S }
(7)
である．時間軸上の時刻 t∈T の生存種 σ(t)は，
σ(t)={ α|t∈τ(α)，α∈S }
(8)
である．

４．同時期に出現種と絶滅種がある場合の生層序
4.1 化石種の順序
第 2 図(a)のような S={α, β, γ}，ακβκγ を選択したとする．
層序断面に記録された生存期間は，τ*(α) = [t1*, t3*)，τ*(β) =
[t2*, t4*)，τ*(γ) = [t3*, t5*)である．α の絶滅と γ の出現が同
時期 t3*である．化石種 σ*(t)は(1)の例で全順序集合(S,κ)の区
間である．化石種の集合(σ*(T*), κ★)は全順序集合であり，
[α, α] κ★[α, β]κ★[β, γ] κ★[γ, γ]
(9)
である．ここで，κ★は，(2)で定義される≦★の例で，(6)で
定義される κ に対する順序である．生存期間は絶滅時期を
含まない半開区間であるとすることで，生層序単元に対応
する化石種の順序が表現された．
第 2 図(b)は化石種の順序を表示した(σ*(T*), κ★)の区間グ
ラフである．
1 目盛の上向き矢印と 1 目盛の右向きの矢印は，
山口・塩野(2013)による生存種を表示する区間グラフにある
が，右上向きの矢印は無く，山口・塩野(2015)によれば，化
石の欠落を表す．しかし，この例では化石の欠落はない．

4.2 生存種の順序
第 2 図の S={α, β, γ}について，時間軸上の生存期間は，τ(α)
= [t1*+Δ, t3*+Δα)，τ(β) = [t2*+Δ, t4*+Δ)，τ(γ) = [t3*+Δγ, t5*+Δ)
である．山口・塩野(2016)では，生存期間を出現時期も絶滅
時期も含めた期間としたので，同じ時期に生存種と絶滅種
がある場合，その時期の生存種の順序は 2 通りあった．本
研究では，生存期間は絶滅時期を含まないので，生存種の
集合(σ (T), κ★)の順序は，次の 3 通りである．
(ⅰ)Δα<Δγ のとき，[α, α] κ★[α, β]κ★[β, β]κ★[β, γ] κ★[γ, γ]．
(ⅱ)Δα=Δγ のとき，[α, α] κ★[α, β]κ★[β, γ] κ★[γ, γ]．
(ⅲ)Δα<Δγ のとき，[α, α] κ★[α, β]κ★[α, γ]κ★[β, γ] κ★[γ, γ]．
(ⅰ)と(ⅲ)は山口・塩野(2013)による生存種の順序と同じで
ある．[α, β]と[β, γ]の間にある[β, β]，[α, γ]は(9)の化石種にな
い生存種である．[β, β]，[α, γ]の時間軸上の期間は，それぞ
れ，[t3*+Δα,t3*+Δγ,)，[t3*+Δγ, t3*+Δα)で，出現と絶滅があ
る時期 t3*内の期間である．これらの期間は層序断面ではど
ちらも[t3*, t3*)=空集合である．
(ⅱ)は化石種と一致する．しかし，このとき，τ (α) =[t1, t3)，
τ (γ) =[t3, t5)である．[t1, t5)を t3 で区切ったとき，[t1, t3)と
[t3, t5)が自然に現れること，および，時間軸上の時刻は実数
で無数にあり，絶滅と出現が同時刻であることはとても稀
であることから，(ⅱ)の場合はないと推定する．
4.3 生存種と化石種を表示する区間グラフ
第 3 図は，生存種の集合(σ(T), κ★)の区間グラフである．
第 3 図(a)，(b)は，それぞれ，(ⅰ)，(ⅲ)の場合である．化石
種にない生存種を黒丸で，化石種にない生存種を白丸で表
示した．(9)より，(σ(T), κ★)は化石種の順序集合(σ*(T*), κ★)
を含むので，生存種を表示する区間グラフは，化石種も表
示する．

第 3 図 生存種の順序を表示する(σ(T), κ★)の区間グラフ．
黒丸は化石種でもあること，白丸は化石種にない生存種を表す．
(a) α の絶滅時刻の方が前の場合．(b) γ の出現時刻の方が前の場合．

５．おわりに
タクソンの生存期間は絶滅時期を含まない半開区間であ
るとして，同時期に絶滅種と出現種がある場合の生層序単
元の化石種と時間軸上の生存種を表現した．区間グラフを
用いて，この場合の生存種と化石種を表示した．

文

第 2 図(a) 種の集合 S={α, β, γ}を選択して，α の絶滅と γ の出現が同
時期である場合の生層序区分．σ* (T*)は化石種の集合である．
(b) 化石種の順序を表す(σ* (T*), κ★)の区間グラフ．[α, α] κ★[α, β]κ★
[β, γ] κ★[γ, γ]を表示する．
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ボクセル）とした．この処理によって，莢部および共骨部
の空隙をサンゴ外部の空間とは別のものとして扱うこと
近年，サンゴの出芽の規則性に関する研究が行われ，サン
ができる．
ゴ自体の成長形態の解明が重要になってきた（Sentoku and
③第 2 図（c）の白ボクセルの範囲内（サンゴ内）に半径 3
Ezaki，2012；大野他，2016 など）．その中で石橋他（2011）
ボクセルの球を定義し，スキャンすることでサンゴ内の
は六射サンゴ目キサンゴ科の造礁性サンゴであるスリバチ
空隙を抽出した．ここで，第 2 図（b）の画像は莢部の空
サンゴ（Turbinaria pletata）について検討している．スリ
隙に一部欠損が見られるので，空隙部分を大きく残すよ
バチサンゴは光受容面積を最大化する形態をとっているた
う，サンゴ内で断面画像ごとにヒストグラムを作成し，判
め，出芽の規則性の検討に重要な莢部を外形から確認する
別分析法によって二値化したもの（第 2 図（d））をサン
ことが難しいが，X 線 CT 画像を取ることで，筒状の構造で
ゴ骨格のデータとした．内部にサンゴ骨格を含まない球
ある莢部と，莢部同士の間を埋める共骨部の存在を確認で
をサンゴ内の空隙（白ボクセル）とし，サンゴ骨格を含む
きる．
球は処理を行わず，最終的に黒ボクセルとした（第 2 図
内部構造解析方法の例として薄片の作成があげられるが，
（e）
）．
試料を破壊してしまうためデータが欠損し，精度の高い解
④第
2
図（e）の白ボクセルを 4 ボクセル分縮退し，10 万ボ
析をすることができない．石橋他（2011）や Sentoku et al.
クセル以上の塊を出力した（第
2 図（f））．ここでは，6 近
（2015）は X 線 CT 装置を利用しているが，断面画像から
傍で接するボクセル同士を同一の塊として扱った．この
莢部を自動抽出するシステムが開発できておらず，手作業
処理によって，規模の小さい共骨部の空隙を概ね除去す
を組み合わせた抽出を行っているため，処理できる画像の
ることができた．
数が少なく，精度が十分とは言えない．
サンゴの内部構造を高い精度で自動抽出するためのシス
３．結果
テムを開発することを最終的な目的とし，本研究では，莢部
得られた結果を米国国立衛生研究所の画像解析ソフト
を自動抽出するシステムを開発した．開発には C 言語を用
ImageJ を用いて 3 次元に可視化した（第 3 図）．共骨部の
いた．石橋他（2011）と同じスリバチサンゴ骨格（第 1 図）
空隙が僅かに残った部分と，莢部の空隙が欠損した部分が
の X 線 CT 画像（第 2 図（a））を用いた．
見られるが，莢部の空隙を概ね抽出することができた．

１．はじめに

２．解析工程
サンゴ莢部の空隙の概形の抽出は，判別分析法による二
値化，球を用いたサンゴ内外の識別，球を用いた空隙抽出，
縮退，体積計算により概ね可能となった．
①サンゴ骨格の概形を抽出するために原画像（1024×1024
ピクセル）を判別分析法により二値化した（第 2 図（b））．
処理を行う際のヒストグラムは 320 枚の画像に対して 1
つ作成した．二値化画像からボクセルを構築した．
②白ボクセルをサンゴの骨格部分として，ボクセル空間内
に半径 70 ボクセルの球を定義し，球でスキャンすること
でサンゴの内部と外部を区別した（第 2 図（c））．内部に
サンゴ骨格を含まない球をサンゴの外部とし，球を黒ボ
クセルとする．サンゴ骨格を含む球は処理を行わない．最
終的に処理が行われずに残った部分をサンゴの内部（白

（a）

（b）

10mm
第1図

スリバチサンゴ骨格の写真
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（a）

（b）

（c）

（e）

（f）

10mm

（d）

第2図
（a）

スリバチサンゴ骨格の断面画像の解析工程

４．おわりに
開発したシステムの現時点の課題として，つぎの二つが
あげられる．
・莢部の空隙（とくに，出芽部位周辺）をより正確に抽出す
ること．
・莢部の抽出後に空隙を囲うように隔壁を形成して，サンゴ
骨格を明確にすること．
今後，これらの課題を解決するとともに，他の試料につい
ても検討し，汎用性の高い内部構造解析システムを開発し
たい．

（b）

文

第3図

抽出結果の３次元可視化例
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１．Introduction
Field data collection is one of the important and basic
tasks for any geoscientific investigation. Geospatial field
data can be collected based on human observation as field
surveys. Also, field data can be collected by utilizing field
sensors. With the development of technologies such as
GNSS and proliferation of GPS enabled smartphones,
geospatial field data aggregation has become more
conceivable than ever before. Moreover, there are various
ready-to-use software tools to facilitate collection,
management and sharing of field data using mobile
devices. On the other hand, nowadays mobile applications
which are running in mobile platforms are capable of
connecting to variety of external sensors over wireless
channels such as Bluetooth. However, there is a lack of
proper implementation in field data collection, storage,
sharing and analysis with human and external sensor
gathered data. Therefore, this research aims demonstrate
on how the geospatial ecosystem comprising of Open
Source Software, Open Data and Open Standards can be
leveraged for deploying geospatial field data management
and analysis platform with human and sensor inputs.

２．System and Methodology
ODK that provides tools to facilitate collection of
georeferenced data and transmit to a centralized server in
near real time is used to deploy the proposed system along
with Android Sensor applications such as Ardui2Andro
and ODK Sensor app. Moreover, human and sensor
integrated data collection method, data sharing and
geoprocessing are the main enhancement implemented in
order to provide a comprehensive framework for
Geospatial field data management and analysis. Both
data sharing and geoprocessing tasks are compliant with
Open Geospatial Consortium Web Services (OWS)
standards allowing for interoperability and scalability. In
the present system, Web Map Service (WMS) and Web
Feature Service (WFS) have been used to offer data
oriented interoperability. Further, Web Processing
Services (WPS), which is designed to standardize the way
that geoprocessing algorithms are made available on the
Internet has been used to facilitate instantaneous and
remote processing of geospatial field data. ZOO-Project
which enables existing open source libraries to interact
through its WPS framework has been used to facilitate

WPS in this system. The system framework demonstrates
the seamless integration of field data with desktop as well
as Web GIS software. The various Open Source tools used
to deploy the framework is shown in Figure 1.

ODK Sensors app

Figure 1 System architecture

３．Work-flow and System Implementation
The workflow for geospatial field data management and
analysis system is depicted in Figure 2, consists of a
server-side
and
client-side
component.
Firstly,
administrator has to create forms which can be designed
using LibreOffice and upload it to ODK Aggregate. Next,
users download the forms to their mobile devices and start
to collect/aggregate field data. Most importantly, ODK
facilitates gathering of georeferenced and multimedia
data such as photo of the location, also text and number
values. In addition, special row/parameter needs to be
defined in the form when user wanted to enable the data
collection from external sensors via Bluetooth. Then user
can add human observation data along with external
sensor data in separate pieces. The collected forms can be
uploaded to ODK Aggregate server when the internet is
available and store them in the spatial database. The
stored data is automatically published as WFS and WMS.
Moreover, it can be visualized or further processed.
Besides, visualization facilities are extended via mobile
application as well. The process can be done either by
using desktop application or Web application and user can
visualize the WPS results using bowser client for
rendering dynamic map on a web browser.
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But, the field party or decision makers may need to view
the processed results instantaneously. Access to software
and knowledge regarding operation of desktop GIS could
be lacking. In order to overcome these limitations and
facilitate geoprocessing and visualization on a web
browser, WPS for spatial interpolation using gdal_grid
function is deployed using ZOO-Project. Collected data is
automatically processed the water depth model is shown
in the same web interface (Figure 6).

Figure 2 Workflow

4. Results and Discussion

Firstly, a form has to be created for the field survey and
the parameters need to be identified based on the purpose
and study. The system has been deployed for an imaginary
flood mapping survey in order to evaluate and
demonstrate the functions of the system. After collecting
data, it can be seen in ODK Aggregate and also be directly
displayed on Web Viewer as described in Bandara et al,
2016. This study tries to emphasize the further
development. As of, data can be imported to QGIS in two
different ways. First method is to connect the PostgreSQL
database directly (Figure 3) to QGIS, the second way is to
import as WFS (Figure 4). It allows user to save layers as
ESRI Shapefile.

Figure 5 Water level interpolation map processed in QGIS

Figure 6 Web processing result

Similarly, functions such as visualizing sharing and
analysis (Figure 7) can be made with the data which are
collected from external sensors.

Figure 3 Data import to QGIS from PostgreSQL

Figure 7 Data analysis from external sensors

5. Conclusion

The system described in this article provides
functionality for simple visualization, archiving and
managing, seamlessly exchange of geospatial data with
desktop GIS and online geoprocessing. The result
demonstrates the efficacy of the system to deliver solution
for varies geospatial data collection, management and
analysis needs, and it can be utilized in varies disciplines.

6. Reference
Figure 4 data import to QGIS as WFS

As a demonstration of further analysis in QGIS, the
flood depth levels are interpolated water surface
elevations using Inverse Distance Weighting (IDW)
algorithm for generating the water depth map (Figure5).
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1．はじめに
日本シームレス地質図 V2 は，正式名称を「20 万分の 1
日本シームレス地質図 V2」と呼び，これまで出版されてき
た 20 万分の 1 地質図幅の図郭における境界線の不連続を，
日本全国統一の凡例を用いることによって解消したもので
ある．本発表では，この日本シームレス地質図 V2 を外部
Web サイト，外部アプリケーションから利用するための
Web API(第 1 図）について報告する．

2．日本シームレス地質図 V2
日本シームレス地質図 V2 は，2005 年より公開を開始し
た旧版の全面改定版として，2017 年 5 月 10 日より公開を
開始した．凡例は全面的に見直され，旧版の 386 個（詳細
版）から大幅に増加し，2400 個を超えている（ただし，現
時点では使用されていない凡例を含む）．
https://gbank.gsj.jp/seamless/v2.html

3．日本シームレス地質図 V2 Web API
日本シームレス地質図 V2 の WebAPI を開発し，2018 年
3 月 11 日に ver 1.0 を公開した．その後， 2 回の機能追加
を経て，執筆時点での最新版は，ver 1.2(2018/5/18)である．

日本シームレス地質図 V2 Web API は，タイルサービス
凡例取得サービス，地図取得サービスの 3 つのサービスを
提供する．
3.1 実装
Web API の実装は主として PHP によって行っており，3
つのサービスはそれぞれ tiles.php, legend.php, map.php
というプログラムが処理している．ただし，サーバ設定の
modrewrite を利用し，Web API 利用者は REST 形式で利
用可能にしている．
使用する凡例情報等のデータは，保守の利便性から，表
示用 Web ビューアと共通の json ファイルを使用している．
3.2 タイルサービス
タイルサービスは，ウェブ地図タイルライブラリ等で利
用できるタイル形式の地質図画像を取得できるサービスで
ある（第 2 図，第 3 図）．
3.3. 凡例取得サービス
凡例取得サービスは，位置や範囲を指定して凡例情報を
取得できるサービスである（第 4 図）．

第 1 図 日本シームレス V2 Web API
https://gbank.gsj.jp/seamless/v2/api/1.2/
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第2図

日本シームレス地質図 V2 Web API タイルサービス

第4図

第3図

日本シームレス地質図 V2 Web API 凡例取得サービス

タイルサービスの使用例

3.4 地質図取得サービス
地質図取得サービス サービスは，範囲を指定して地質図
画像を取得できるサービスである（第 5 図）．

4．利活用
旧版においてもタイルサービスが提供され，その利用方
法も紹介されている（野々垣他，2013)．日本シームレス
地質図 V2 においてもほぼ同様の利用法が適用でき，すで
に宮崎県庁の Web サイト「ひなた GIS」等で利用されてい
る．
ひなた GIS の URL:
https://hgis.pref.miyazaki.lg.jp/hinata/hinata.html

さらに西岡・長津(2015)は，タイルサービスに関してよ
り高度な利用法を提案している．

5．おわりに
日本シームレス地質図 V2 Wev API は，ver.1.2 において
基本的な機能の開発，公開を終了した．今後はユーザの要

第5図

日本シームレス地質図 V2 Web API 地質図取得サービス．

望を取り入れて機能強化を図るとともに WMTS 対応等を行う
予定である．ご助言，ご批判等をいただければ幸いである．
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1. Introduction
Deep-learning (DL) algorithms, which learn the
representative and discriminative features in a
hierarchical manner from the data have been applied for
RS data analysis, including Land Use/ Land Cover
(LULC) classification (Zhang L. et al., 2016). R is the free
software environment for statistical computing and
graphics which provides Keras package - a high level
neural networks API develop which a focus on enabling
fast experimentation. In this study, a deep learning
algorithm in Keras named Stochastic gradient descent
(SGD) optimizer is explored to establish LULC map from
multispectral RapidEye imagery in pixel-based and
object-based approaches.

2. Methodology
2.1. Data and study area
Remotely sensed data used is 5 meters RapidEye
multispectral dataset acquired on September 2014
covering a part of Lao Cai province, Vietnam. Main
LULC classes: water, bare land, road, building, paddy
field, terrace field and forest will be classified. Reference
data is collected from forest map in scale 1:10000
(Ministry of Agriculture & Rural Development, Vietnam).
144569 points of reference data (number point of each
LULC classes is selected based on square area of the
class) is separated to three sets: training set (80%);
validation set (13%) and test set (7%).
2.2. Methodology
2.2.1. Segmentation
Image segmentation technique is a process of
grouping similar neighbor pixels to objects. To assess the
dynamics of local variance (LV) from an object level to
another, Rate of Change of Local Variance (ROC)
measurement is used:

Where L is LV value (defined by standard deviation
value of pixels inside segment of target level and (L-1) is
the value of next lower level. Peaks in the ROC graph
show the object levels at which the segments match the
types of objects characterized by equal degrees of
homogeneity (Draguţ, L. et al., 2010). Segments at
threshold 0.03, 0.14, 0.23, 0.26 and 0.45 are used for deep

learning classification (Fig 1).

Fig 1. ROC graph, segments at threshold 0.03, 0.14, 0.23,
0.26 and 0.45 are used for next analysis step.
2.2.2. SGD
SGD is a stochastic approximation of the gradient
descent optimization and interactive method for
minimizing and objective function (Botou, L., 1998). In a
simple supervised learning setup, each example z is a
pair (x, y) where x is arbitrary input and y is scalar
output. The empirical risk En(f) measures the
performance of training set is calculate:

Where l is loss function, f w(x) is the function
parameterized by a weight vector w, f is the function
which is seek to minimizes the loss l(fw(x),y), dP(z) is
unknown distribution that embodies the Laws of Nature.
The expected risk E(f) determines the generalization
concert. SGD algorithm is the drastic simplification
which is not computing the gradient of En(fw) precisely,
each iteration estimates this gradient based on a single
randomly selected example zt:
The stochastic process {wt, t = 1 …} depends on the
selected random examples at each interaction. Since the
algorithm does not need to remember which examples
were visited through the previous iterations, it can
analyze examples on the fly in a deployed system. It
leads SGD can optimize the expected risk directly, since
the examples are randomly drawn from the reference
distribution (Bottou, L., 2010).
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2.2.3. SGD parameters setting up
Deep neural network SGD uses five bands of
RapidEye image as input of network; output is the seven
LULC classes. 5 bands input and reference data are
converted to ascii format. Main parameters of the
network are established: hidden layers = 4, neurons =
150, l1 = l2 = 0.00001, learning rate = 0.01, activation of
input and hidden layers is rectified linear unit („relu‟), of
output layer is softmax normalization („softmax‟). The
model named “keras_model_sequential”, Stochastic
gradient descent optimizer is defined with learning rate
= 0.01. The model then is compiled using „sparse_categorical_crossentropy‟ loss function and training set. Next,
the model is fitted to the validation data using callbacks
function named “callback_tensorboard”. R script is
modified based on Github (Zia Ahmed, 2018). Since the
training process finishes, test set then uses for assessing
accuracy of the classification method. The neural
network is shown in Fig 2.

and forest (97.7%) correspondingly. Especially, road
shows the lowest accuracy value in most of approach
cases in comparison with other classes. Road, building
and terrace field classes accuracies various in larger
range than other classes.
In future work, combination of pixel-based and
object-based approach may be established as a more
effective classification solution. On the other hand, it
needed to find a method that can support to select
optimal parameters from a lot of available parameters of
SGD optimizer.

Pixel-based

Object-based, threshold = 0.03

Fig. 2. Deep neuron network model of this study

3. Result and Conclusions

Object-based, threshold = 0.14 Object-based, threshold = 0.23

LULC maps in pixel-base and object-base are
produced (Fig. 3). Table 1 shows accuracies of six
classifier maps. The approaches demonstrate very good
classification results since accuracy values are almost
equal and range from 94.5% to 94.9%. However, each
method can classify effectively different LULC classes.
Pixel-based approach illustrates the highest accuracy of
water (99.6%), building (90.9%) and paddy field (85.9%),
while object-based approaches at threshold=0.03, 0.14,
0.23, 0.26 and 0.45 confirm the best outcomes of terrace
(97.1%), forest (97.7%), road (84.1%), bare land (91.2%)

Object-based, threshold = 0.26 Object-based, threshold = 0.45
Fig 3. LULC classification maps

Table 1. Accuracy of Pixel-based and Object-based LULC classification (%)

Objectbased
Pixel-based

Threshold

Water

0.03
0.14
0.23
0.26
0.45

99
99.4
98.4
99.2
99.5
99.6

Bare
land
90.9
89.7
90
91.2
89.6
88.5

Road
81.3
78.4
84.1
83.4
77.1
79.6
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白
１．はじめに
地熱資源探査における広域調査では，衛星画像から熱水
変質鉱物の存在を強調する鉱物指数とリニアメント解析が
用いられる．鉱物指数を用いた光学センサ画像単独の解析
では，植生の被覆や岩石の風化の影響により地熱兆候地以
外の場所まで検出されてしまう．一方，リニアメント解析
では地表面に現れる断裂系を検出し，大規模断裂系や亀裂
の交差が卓越している場所から透水性の高い場所を推定で
きるが，地熱兆候地の検出精度は低い．そこで本研究では，
2 つの解析を組み合わせることで地熱兆候地の検出精度を
向上させることを目的とした．そのためにインドネシアの
Wayang Windu 地域をケーススタディの対象に選んだ．

２．鉱物指標の改良
鉱物に特有な反射スペクトル，特に吸収波長帯に着目した指
数(鉱物指数)によって，対象とする鉱物の分布を抽出することが
広く行われている．単純な例としては，対象とする鉱物の吸収波
長帯の値を分母に，反射波長帯の値を分子に置くことで，特有
の反射吸収を強調することが可能となる．
本研究では，現地岩石試料の反射スペクトルの特徴を反映し
た鉱物指数を提案し，これを解析対象地域に適用することで，
既存指数よりも熱水変質帯の抽出精度を向上させることを目指
した．提案の必要性は３つある．１つ目は同じ鉱物でも地域によ
って化学組成は多少異なり，これに伴って反射スペクトルも異な
ると予想されるためである．２つ目は，各鉱物がどのような割合で
分布しているかの既存情報がなく，３つ目は Wayang Windu 地
域一帯が主に安山岩によって構成されている（Maghsoudi et
al., 2018）ためである．第１図は Wayang Windu 地区の熱水変
質帯での岩石試料に対して，FieldSpec を用いて測定された反
射スペクトルのデータである．元データから，ASTER バンドに対
応する波長での反射率を選出している．対象地域の熱水変質
帯で採取した岩石試料は，類似した反射スペクトルを示すことが
確認できる．そこで，この反射スペクトルデータに基づいて適
切な鉱物指数を作成し，これを ASTER 画像に適用した．
鉱物指数とは，OH 基や水分子などによる反射率の吸収を
強調する指数である．本研究では特に 2 µm 付近の短波長赤
外域での反射率吸収に着目し，ASTER データの 9 バンドを
使用した．

第１図 熱水変質帯の岩石試料に基づく反射スペクトル（ASTER
バンドでの反射率に変換している）

３．リニアメント解析

解像度 30 m の SRTM DEM データから線素追跡アルゴリ
ズ ム （ Segment Tracing Algorithm: STA, Masoud and
Koike, 2011）によってリニアメントを抽出した．リニアメント解
析では，種々の太陽照射方向の設定により地形の凹凸を強
調した多方位陰影図を用い，陰影の急変部の連続性が線上に
繋がるという線状構造を抽出した．方位が類似するとともに近接
するリニアメントをグループ化し，実際の断層に対応するように
連続性を向上させた．さらに，このグループの走向傾斜を算
出し，ボーリング亀裂データの方位と比較することで手法
の妥当性を検証した．リニアメントの方位分布を第２図に
示す．
解 析 対 象 地 域 に 存 在 す る 大 規 模 断 層 の 走 向 は N49°E,
N54°W, N71°W であることが報告されている（Alzwar et al.,
1992）．まず，NW-SE 方向について比較すると，大規模断層と
リニアメントの卓越方向は NW-SE 方向で対応しているものの，
N54°W 方位の大規模断層周辺にある抽出リニアメントの方位
は N80°W であり，整合していない．この方位の亀裂は，N54°W,
N71°W 方位の大規模断層の影響により生成したものと推測さ
れる．これは，断層の周辺の亀裂は大規模断層が形成される際
に生じるためである．また，リニアメントと地熱兆候地，および生
産井の先端の位置関係を第 3 図に示すが，これより傾斜が急な
推定断裂面の近くに地熱兆候地，および生産井の先端が位置
していることがわかる．
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５．鉱物指数とリニアメント解析結果の統合
先行研究ではリニアメントの密集している場所では透水
性が高く，熱水の上昇で変質が生じやすくなると解釈され
ている（Saepuloh et al., 2018）
．そこで，リニアメント分
布と鉱物指数分布とを重ね合わせた結果，第 5 図に示すよ
うに，リニアメント密集地とその中で鉱物指数が高い箇所
が地熱資源有望地であると考えられる．
第２図 抽出リニアメントの方位分布（ローズダイアグラム）

第５図 リニアメント密集地（左図）と地熱有望地（右図）．右図
で鉱物指数が高い箇所を緑と黄色で示す．

６．まとめ
第３図 リニアメントに基づく推定断裂面と地熱兆候地，生産井の先
端との位置関係

鉱物指数を用いた衛星画像解析とリニアメント解析の組
み合わせは，地熱兆候地を広域から検出するのに有効であ
ることが確かめられた．

４．リニアメントとボーリング亀裂の方向の比較

謝辞 ボーリングデータを提供していただいた Star Energy
社に深甚の謝意を表す．

リニアメントからの推定断裂面の走向傾斜について評価
する．そのために，Wellpad から掘削されたボーリングに
よる観測亀裂の走向傾斜データに注目した．Wellpad とは
生産井が地表面に現れる地点の集積場所である．第 4 図に
は ボーリング調査による亀裂データとリニアメントに基
づく推定断裂面の方向分布の一例を表す．
第 4 図よりボーリング調査による亀裂データとリニアメ
ントによる推定断裂面の方向分布を比較すると，走向に関
して第一卓越方向は整合していることがわかる．シュミッ
トネットによる極分布に関しては，極の頻度が最も集中し
ている方向は概ね対応しており，傾斜方向（南側傾斜か北
側傾斜か）も良く整合している．
よって，リニアメントに基づく推定断裂面は実際の亀裂
データと概ね対応し，リニアメント解析からでも地下の亀
裂分布が推定できるといえる．
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１．はじめに
地熱資源はベースロード電源としての利用が期待される
再生可能エネルギーであり，火山国である日本にとっての
貴重な埋蔵資源として今後一層の活用が求められている．
またアメリカに次ぐ世界第二位の地熱資源量を保有するイ
ンドネシアでも，政府主導のもと急速な開発が進められて
いる．しかし各国共通の課題として，高額な導入コストが障
害となっており，特に開発可能地域を特定するための探査
コストの削減が求められている．
地熱資源探査を実施するにあたり，対象地域の地形に関
する情報は極めて重要なもので，現地調査計画の策定や地
形解析による広域の概要調査など幅広く利用される．日本
国内であれば，国土地理院によって国内全域を網羅する
DEM(数値標高モデル)が無償で提供されており， 地域によ
っては 5 m メッシュの高精細データまで完備されている．
また広く利用されている世界規模の地形情報として，宇宙
航空研究開発機構(JAXA)による 30 m メッシュの全球数値
地表モデル (DSM)や，アメリカ航空宇宙局(NASA)による
スペースシャトル地形データ(SRTM)の公開も行われてい
る．しかし，インドネシアの特に非都市域，山岳域において
は地形や標高などの測量情報は容易に利用できる形態での
整備・公開がなされておらず，前述の全球 DSM や SRTM
もデータが欠損していたり，最新の情報への更新が滞って
いたりという問題がある．
そこで筆者らを含む京都大学・バンドン工科大学の研究
チームは，探査コストの削減を目的とした先進的な地熱資
源探査技術の開発の一環として UAV(Unmanned Aerial
Vehicle，近年では総称としてドローンと呼ばれる場合もあ
る)を用いてケーススタディサイトであるインドネシア西ジ
ャワ州に位置する Wayang Windu エリア(以下，WW エリ
ア)の高解像度 DEM(High resolution DEM，
以下 HR-DEM)
の作成を行った．さらに作成された HR-DEM を用いて，地
熱資源開発有望地域の抽出を目指した解析を実施した．
なお本発表は，JICA・JST 地球規模課題対応国際科学技

術協力プログラム(SATREPS)として，2015 年より京都大
学・バンドン工科大学の共同により実施されている研究プ
ロジェクトの成果の一部である．

２．Wayang Windu エリア

対象地域である WW エリアは，西ジャワ州の州都である
Bandung の南方約 35 km に位置しており(第 1 図)，インド
ネシア国内最大級の地熱発電所(Star Energy Geothermal
Ltd., 発電容量 227 MW)が稼動している．当該地域は海抜
1500 m から 2200 m ほどの連山帯に属し，周辺に大規模・
小規模のカルデラ地形が見られる活発な火山地域で，複数
の噴気や高温温泉などの地熱兆候が確認できる．基盤岩は
安山岩を主としており，その上を地域ごとに年代の異なる
溶岩層が不整合に覆っている(Maghsoudi et al., 2018)．主
な地表の利用形態としては，茶葉やコーヒーの栽培が広範
囲で行われており，プランテーションとして樹高 1 m 程度
の低木が植えられている．

３．UAV を用いた HR-DEM の作成

航空機型の UAV(写真 1)を使用し，WW エリアの空中写
真撮影を行った．撮影範囲は南北に約 10 km，東西に約 5
km で，撮影シーン数は約 10,000 シーンに及ぶ．撮影方法
として垂直撮影法を採用し，各シーンは隣接するシーンと
60 %程度ずつ重複している．空中写真から標高値への変換
には，航空写真測量ソフトウェアである Pix4D mapper を
用いた．標高値は，実測標高による較正，および UAV の飛
行高度とカメラの焦点距離から計算される．変換後の HRDEM の解像度は水平方向・垂直方向ともに約 0.5 m であ
る．しかし，撮影には光学式カメラを用いるため，得られる
標高の値は植生被覆を含んだ結果となる．そのため今回は，
現地調査に基づいてエリアごとに樹高の平均値を設定し，
これを差し引いたものを地表の標高とした．WW エリア全
域の空中写真(全シーンの連結画像)と変換後の HR-DEM を
第 2 図に示す．
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４．地熱資源探査への HR-DEM の活用

作成された HR-DEM を用いた地形解析の一例として，リ
ニアメント抽出を実施した．リニアメントは地形に現れる
線状構造であり，断層などの断裂系と関連性が強いことか
ら，地熱発電で重要となる地熱流体パスの推定に利用され
ている．リニアメント抽出には，Saepuloh et al. (2018)によ
る解析プログラム(m-STA)を用いた．ただし，HR-DEM の
元データは合計で 1 億ピクセルを超える大容量データであ
り，そのままでは計算に膨大な時間を必要とするため，今回
は試験的な解析として解像度を 20 m メッシュに低下させ
たものを使用している．
第 3 図は，推定されたリニアメント分布から求めた密度
(リニアメント本数)マップである．既知の断層マップと重ね
て比較すると，密度の高い領域と断層交差部に対応が見ら
れる．研究プロジェクトの一環として同地域で行われてい
るラドン調査結果(久保ほか，2018)では，断層交差部におい
てラドン濃度が高くなる傾向が確かめられており，地下か
らのガスの流動性が高いと考えられる．すなわち，リニアメ
ントが密集する領域の深部には，地熱流体パスとなる断裂
系が存在する可能性が高く，地熱開発の有望地域として期
待される．また，既知の断層交差部と対応しない高密度領域
には，未確認の断層が存在している可能性も考えられる．
上記のように， HR-DEM の地熱資源探査への応用例と
してリニアメント解析は一定の有効性があるといえるが，
前述のように原データを用いた場合は計算に膨大な時間を
要し，また高解像度の DEM では畑や道路など人為的な地
形変化の影響がノイズとなり，断層に関連する大規模リニ
アメントの推定精度が低下することが予想される．そのた
め今後は，解析領域を分割し，従来の DEM では検出できな
い小規模リニアメントの抽出へ利用することを検討してい
る．また，最新の地形情報であることから，既存の DEM や
干渉 SAR（Maghsoudi et al., 2018 など）による解析結果
と比較することで，地すべり跡の検出や地形変動量の推定
への応用が期待される．

５．まとめ
本研究では先進的な地熱資源探査技術の開発を目的とし，
インドネシアの WW エリアにおいて UAV を用いて高解像
度 DEM を作成した．得られた 0.5 m メッシュの DEM か
ら，地形解析の一例としてリニアメント抽出を行い，既知の
断層分布や現地調査データとの比較により，地熱資源の開
発有望地域の特定に活用できる可能性を示した．今後は，他
のリモートセンシングデータとの統合的な解析を実施する
予定である．

文 献

Maghsoudi, Y., Van Der Meer, F., Hecker, C., Perissin, D.
and Saepuloh, A. (2018) Using PS-InSAR to detect
surface deformation in geothermal areas of West Java
in Indonesia. JAG, vol. 64, pp. 386-396.
Saepuloh, A., Haeruddin, H., Heriawan, M. N., Kubo, T.,
Koike, K. and Malik, D. (2018) Application of lineament
density extracted from dual orbit of syntheticaperture
radar (SAR) images to detecting fluids paths in the
Wayang Windugeothermal field (West Java, Indonesia).
Geothermics, vol. 72, pp. 145-155.
Kubo, T., Kitamura, S., Iskandar, I., Heriawan, M. N.,
Notosiswoyo, S., Koike, K. and Sakurai, S. (2018) 地中
ガスラドン濃度の時間・季節変化に基づく地熱地域での
蒸気スポット検出の可能性. 資源・素材学会 平成30年度
春季大会(東京) 講演要旨.

1 km

標高 (m)

1500

2200

第 2 図 連結後の空中写真(左)と変換後の HR-DEM(右)

第 1 図 Wayang Windu エリアの位置

写真 1 空中写真撮影に用いた UAV
第 3 図 HR-DEM を用いた抽出リニアメントの密度マップ
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1. Introduction

Remote sensing has been effectively applied in geology with
a low cost and minimal risk. Resource-related minerals on the
Earth surface in sparsely vegetated areas can be detected and
mapped from remotely sensed image by combining geological
and structural mappings with the recognition of
hydrothermally altered rocks. Generation of epithermal
vein-type deposits has been mostly related to hydrothermal
alteration of the adjacent country rocks (Sabins, 1999).
Multispectral and hyperspectral remote sensing have been
widely used for mineral mapping and resource exploration
(van der Meer et al., 2012). Hyperspectral imagery has proven
its capability for detailed discrimination of various types of
Earth surface materials because of having hundreds of bands
with high spectral resolution. Hyperspectral instruments
have been increasingly developed including airborne sensors
such as AVIRIS and HyMAP, and spaceborne sensors such as
EO-1 Hyperion. Despite using a small number of bands,
multispectral imagery with high spatial resolution is also
effective in terms of signal to noise ratio and identifying
mineral groups with small distribution areas (Hoang and
Koike, 2018). Based on that background, this research is
aimed to propose a new data combination of hyperspectral
and multispectral remote sensing, geology, and field survey
for improving the accuracy of mineral identification.

2. Data and study area

An integration of AVIRIS, a hyperspectral sensor covering
the 0.4–2.5 μm range with 224 contiguous spectral bands,
and WorldView-3, the first multi-payload and highest
resolution commercial satellite sensor, was selected to test the
accuracy of mineral mapping in the Cuprite area in the
western United States (Fig. 1). An AVIRIS flight has to be
requested months in advance and can cost upwards of 70,000
USD. Obtaining AVIRIS archived data from the years 2006 to
2018 is free of charge though the AVIRIS Data Products

Figure 1. Location of the Cuprite study area.

Portal. The pixel size of AVIRIS image is 15.7 m. WorldView-3
consists of eight visible-to-near infrared bands with 1.2-m
spatial resolution, eight shortwave infrared (SWIR) bands
with 7.5-m spatial resolution, and one panchromatic band
with 0.31-m spatial resolution.
The study area consists of two main centers, which were
formed by extensive development of the late-Miocene
advanced argillic zones of iron-bearing minerals, clays, micas,
sulfates, and carbonates. Because of the geological and
surface conditions, which is mostly desert with sparse
vegetation, Cuprite has been a suitable site to test the
accuracy of mineral mapping through various remote sensing
imagery produced by airborne and orbital visible,
near-infrared, thermal-infrared, and hyperspectral sensors
(Swayze et al., 2014; Hoang and Koike, 2017).
AVIRIS and WorldView-3 scenes were acquired on 6 March
2013 and 19 September 2014, respectively. The field survey
was carried out for four days from the end of October to the
beginning of November in 2017. More than 100 rock samples
were collected during this field survey as the ground truth
data and then, their spectral reflectance were measured using
FieldSpec 4 spectroradiometer and the mineral compositions
were identified by X-ray diffraction. Preceding field survey
data published by USGS were also referred in this study.

3. Methodology

As a main part of the data preparation step, atmospheric
correction was applied to both the AVIRIS and WorldView-3
images. For this, both the images were atmospherically
corrected using the Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of
Spectral Hypercubes (FLAASH) module of ENVI software.
Subsequently, the AVIRIS image was processed using the
Spectral Hourglass Wizard package in ENVI software and
following the step-by-step workflow of hyperspectral
image-based mineral mapping in Kruse et al. (2003).
First, noises of reflectance band data were removed by
Minimum Noise Fraction transformation, and computational
requirements were reduced for the subsequent processing.
Second, by repeatedly projecting n-D scatter plots on a
random unit vector, the Pixel Purity Index was computed
from the MNF output to collect the most spectrally pure
pixels in the image. Third, n-dimensional visualization of
large PPI value pixels was performed to locate and group the
purest pixels into classes. Mineral endmembers were then
identified by comparing spectral profiles of the purest pixels
with the USGS spectral library and considering ground truth
data measurements. Finally, the distribution and abundance
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of selected minerals were mapped by the mixture-tuned
matched filtering (MTMF) method integrated with several
mineral indices, such as hydroxyl, Al-OH-bearing,
Mg-OH-bearing, Fe-OH-bearing, iron-stained, carbonate,
kaolinite, calcite, and jarosite indices, which were calculated
from the WorldView-3 image.

4. Results and discussion

The MTMF of AVIRIS image provided a set of two-rule
images, showing the MF score and infeasibility value at each
pixel by comparing the spectrum of each endmember.
Through this procedure, a mineral map of the distribution
and abundance of a selected mineral was produced. Based on
the scatter-plot trend between the MF score and infeasibility
value, a selected mineral was assigned to each pixel with
small infeasibility value and large MF score in which 1.0 is
the perfect match. Subsequently, the optimal threshold was
selected on a case-by-case basis to represent well the results of
WorldView-3-based mineral indices calculation and field
survey data. At a pixel in which multiple endmembers were
mixed, the endmember with the largest MF score was
selected as the representative mineral there.
In total, more than ten mineral categories were mapped
and verified by the laboratory analyses of field samples. These
categories include iron-bearing minerals, clays, micas,
sulfates, and carbonates. Figure 2 compares spectral profiles
of K-alunite by the AVIRIS and WorldView-3 images, the
USGS library, and the FieldSpec 4 spectrometer of a sample,
and shows an XRD chart representing conspicuous presence
of K-alunite. The main absorptions of K-alunite in SWIR
region clearly appear in the AVIRIS spectral profile but not in
the WorldView-3 profile. The reflectance absorptions of
jarosite, goethite, and hematite in the electronic region
(0.4–1.3 μm) were successfully differentiated within the study
area. In addition, the distribution of minerals with absorption
features in the vibrational region (1.3–2.5 μm) provides the
most detailed map of advanced argillic alteration.
Consequently, the resultant map clarifies the complex
distributions of minerals in Cuprite, including homogeneous
and heterogeneous zones of mineral composition (Fig. 3).

5. Conclusion

Hyperspectral remote sensing, in conjunction with
multispectral remote sensing, geology, and field survey,
allowed the detailed mapping of hydrothermal alteration
zones in the Cuprite area. The application of AVIRIS image
and multiple data integration method are expected to
improve the accuracy of mineral exploration. An additional
analysis is necessary to distinguish opal and chalcedony in
the hydrated silica zones.

Comparison of airborne hyperspectral data and EO-1
Hyperion for mineral mapping. IEEE Trans. Geosci. Remote
Sensing, vol.41, pp. 1388-1400.
van der Meer, F. D. et al. (2012) Multi– and hyperspectral
geologic remote sensing: A review. Int. J. Appl. Earth Obs.
Geoinf., vol.14, pp. 112–128.
Sabins, F. F. (1999) Remote sensing for mineral exploration.
Ore Geol. Rev., vol.14, pp. 157–183.
Swayze, G. A. et al. (2014) Mapping advanced argillic
alteration at cuprite, Nevada, using imaging spectroscopy.
Econ. Geol., vol.109, pp. 1179–1221.

Figure 2. (A) Comparison of spectral profiles of K-alunite by
the AVIRIS and WorldView-3 images, the USGS library, and
the FieldSpec 4 spectroradiometer of a sample. (B) XRD chart
of a sample showing conspicuous presence of K-alunite. Each
profile of the AVIRIS and WorldView-3 images is spectral curve
of a pixel covering the sampling location.
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1. Introduction
In crystalline basement areas of the arid and
semiarid regions, exploring for groundwater resources is
challenging due to limited precipitation amount and high
rates of evapotranspiration combined with the complex
structurally
controlled
hydrogeology.
Effective
explorations in such areas have been achieved by
geophysical surveys to locate thick zones of weathered
basement. Such explorations require a considerable
number of data, resulting in high cost of exploration,
usually not affordable for many African countries.
In contrast, use of satellite imagery for groundwater
survey has the advantage of providing spatially
distributed measurements on a temporal basis over large
areas, including areas inaccessible and insufficient in the
coverage of detailed hydrogeological data. Another
advantage is the availability of high resolution data
supplied at no cost for research purposes.
This paper introduces a method that integrates
optical and microwave sensor satellite images to support
the drilling programs for water supply in crystalline
basement rocks of arid and semiarid regions with less
detailed hydrogeological data.

2. Study Area
The selected area is chiefly siting on the
Mesoproterozoic rocks of Nampula complex, mainly
composed of leucocratic quartz-feldspar gneiss,
hornblende-bearing granodioritic gneiss, and banded
biotite gneiss and migmatite (Lächelt, 2004; Macey et al.,
2006). With 2025 km2, it covers west of the Nampula and
east of the Murrupula districts, Mozambique. Like many
other areas located in the crystalline basement rocks of
the country, problems in locating suitable groundwater
wells have been reported in this area. Poor groundwater
amount and quality are generally found in the zones of
shallow weathered basement.

3．Data and Methodology
Two scenes representing the dry season: one from
Sentinel-2A level 1C and another from the Advanced
Land Observing Satellite (ALOS) Phased Array type
L-band Synthetic Aperture Radar (PALSAR), and Digital
Elevation Model (DEM) data from the Shuttle Radar
Topographic Mission (SRTM) were selected for this study.

3.1 Linear Features
Fractures represent zones of rock weakness that can
facilitate the groundwater flows and enhance the
weathering of the subsurface rocks. In this study,
extraction of lineaments, which are regarded as
fracture-related topographic features, was performed
using a non-filtering technique, Segment Tracing
Algorithm, combined with a technique termed
adaptive-tilt multi-direction shading (Masoud and Koike,
2011) using the DEM data.
3.2 Vegetation Index
Vivid vegetation in arid and semiarid regions during
the dry season indicates richness of shallow groundwater
zones. To access such zones, a vegetation index suitable
for areas with sparse vegetation,a Modified Soil Adjusted
Vegetation Index (MSAVI: Qi et al., 1994), was applied
as:
(1)
2𝜌𝜌b8 + 1 − �(2𝜌𝜌b8 + 1)2 − 8(𝜌𝜌b8 − 𝜌𝜌b4 )
MSAVI =

2

where 𝜌𝜌b4 and 𝜌𝜌b8 are the red and near infrared band
reflectances, respectively.

3.3 Clay Index
Advance of weathering of the basement rocks induces
development of secondary clay minerals such as kaolinite.
Accessing such zones is implemented with a Modified
Clay Index (MCI), in which a simple shortwave infrared
(SWIR) band ratio (𝜌𝜌SWIR1 ⁄𝜌𝜌SWIR2 ) (Segal and Merin, 1989)
is normalized by a simple vegation index ( 𝜌𝜌NIR ⁄𝜌𝜌Red )
(Jordan, 1969) as:
𝜌𝜌SWIR1 /𝜌𝜌SWIR2 𝜌𝜌b11 ∙ 𝜌𝜌b4
(2)
MCI =
=
𝜌𝜌NIR /𝜌𝜌Red

𝜌𝜌b12 ∙ 𝜌𝜌b8

where 𝜌𝜌b11 and 𝜌𝜌b12 are the reflectances in the SWIR1
and SWIR2, respectively.

3.4 Surface Backscattering Coefficient
Abundance of clay minerals results in generation of
smooth Earth surface. To convert the digital number of
the microwave amplitude ( 𝐷𝐷𝐷𝐷 ) of the ALOS PALSAR
image into surface backscattering coefficient (𝜎𝜎 0 ), an
equation by Shimada et al. (2009) is applied as:
𝜎𝜎 0 = 10 ∙ log10 (𝐷𝐷𝐷𝐷)2 + 𝐾𝐾
(3)
where 𝐾𝐾 is the calibration factor.

4. Results and Discussion

The results of the study are summarized in maps of
Figure 1. In the maps, the lineaments are distributed
along narrows zones of high vegetation activity. Such
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activity is also denounced by large 𝜎𝜎 0 as the result of
volumetric scattering due to vegetation. These zones are
regarded to indicate shallow groundwater occurrence
(Magaia et al., 2018). The mountain area in the southeast
is marked by poor clay content class and large 𝜎𝜎 0 class.
Despite showing active vegetation, its groundwater
amount is probably small as the result of poor
weathering of the granites due to slopping conditions
that accelerate the runoff of precipitation. The north
areas, dominated by small 𝜎𝜎 0 and rich in clay content
are regarded as areas of thick weathered regolith.

Moderate to active vegetation is also noticeable in
these areas. High amount of groundwater is likely to be
found in such zones if high lineament density occurs as
similar to dense fault zones, because they promote
weathering of the subsurface rocks. Conversely, the
occurrence of dykes and sealed faults may pose barriers
to groundwater movement. Our next step will consider
the integration of subsurface structure obtained from
geophysical explorations.

5. Concluding Remarks
This study represents preliminary results to access
high groundwater potential zones in semiarid regions by
an integration of optical and microwave data from
satellite imagery. Zones along the lineaments in low land
areas were regarded to indicate shallow groundwater
occurrence. Clay-rich areas with low backscattered
coefficient values were considered as occurrence of thick
regolith in which large amount of groundwater is likely
to be stored. Further integration of groundwater wells
data and hydrogeological and geophysical data is
expected to improve the present results and pinpoint
with high accuracy potential zones to locate correctly
groundwater wells in arid and semiarid regions.
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1. Introduction

Tidal flat is an important part of the coastal zone with
many functions such as storage capacity, protect
estuaries ecological system and also the filters of
pollutant contaminant from land-based discharge.
Several researches have addressed a significant
relationship of composition with different sediment
types (Zhang, 2001; Duquesne et al., 2006). As the
results, grain-size sediment property was specified as an
important factor to understand the intertidal
environment as well as monitor the environmental
change in the estuary area. According to Ngoc et al.
(2013), there is a strong correlation between the grainsize property and the reflectance spectra, and this
correlation can be estimated from the satellite images
such as ALOS-AVNIR. Furthermore, Sentinel 2A (S2A),
one of satellites of an Earth observation mission in the
Copernicus Programme developed by the European Space
Agency has a multi-spectral imager including 13 spectral
bands spanning from the blue to shortwave infrared
(SWIR) region, with high quality image at 10, 20, and 60 m
ground resolutions. It is suitable to apply the images to
estimate the change in grain-size of surface sediment in the
tidal flat of Van Uc estuary with high accuracy.

with 10, 20, and 60 m resolutions. Level-1C (L1C) MSI
dataset was downloaded from the Copernicus Open
Access
Hub,
which
contained
orthorectified,
georeferenced and radiometrically calibrated top-ofatmosphere (TOA) reflectance in the UTM projection
with the WGS84 datum. The S2A Toolbox in the
Sentinel Application Platform (SNAP) ver. 5.0 on
Windows 10 was used to resample the images at the 10
m resolution. Then, a traditional empirical line method
(ELM) was applied as an atmospheric correction to the
S2A scene. Finally, the distribution map of grain size
was generated by the density slicing tool of ENVI 5.3
and ArcGIS 10.5.

2. Materials and methods

The Van Uc estuary belonging to Thai Binh river is
situated in the northern part of the Red River Delta
coastal zone, the second most important flat plain in
Vietnam. As the discharged area of the Thai Binh river
system, this area has complex environment components
with mangrove and intertidal eco-systems (Fig. 1).
Total 20 sediment samples were taken from the tidal
flat of Van Uc estuary on 17 December 2017 by spoon,
preserved in plastic bags under cool condition after
measuring their reflectance spectra by the field
spectrometers RS3. In the laboratory, the Laser Particle
Size Analyzer MODEL LA-950V2 of laser scattering
method was used to identify the grain-size properties of
all samples and transform them into soil types by the
method of Wentworth (1922).
The S2A image used in this study was acquired at
17:46 GMT on 25 September 2016 at the UTM zone 48N

Figure 1. Land covers in the Van Uc estuary in which mudflat
area is colored yellow.

3. Results

The measured grain-size of the total 20 sediment
samples in the Van Uc estuary were ranged in wide
value, from 78.22 % of the maximum silt content to 1%
of the minimum sand content. As the average, the
highest and lowest proportions were silt content (mean
60.84%) and clay content (mean 17.25%), respectively.
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The measured reflectance spectra of all the sediment
samples were in the range from visible to SWIR region.
By focusing on the relationship between the reflectance
spectra and the soil type of sediment, there seemed
small correlation between all kinds of grain-size and the
simulated S2A band reflectance in the total wavelength
range, because their Pearson coefficients (R) were 0.1,
0.2, and 0.3 for the clay, sand, and silt content,
respectively.

the change in grain-size components in the tidal flat is
demonstrated.

Figure. 2 Cross-relationship of in-situ silt content with
simulated S2A ratio band reflectance.

On the contrary, all sediment types were well
correlated with the in-situ S2A band ratios with R larger
than 0.5. The maximum R was specified for the
relationship between the silt content and the ratio of the
band in NIR (band 7, B7) versus the band in deep blue
(band 1, B1) with R = 0.77 (Fig. 2). Accordingly, the most
suitable equation to estimate the silt content from the
ratio of S2A band 1 versus band 7 is expressed as:
S (%) = 23.62e 0.33 (B7/B1)
where S is the silt content in the surface sediment of
tidal flats (%) and B7/B1 is ratio of S2A band 7 versus
band 1.
Applying the above equation to the S2A image scene
acquired on 25th September 2016, the distribution of silt
content in surface sediment in the study area was
mapped as shown in Fig. 3. It can be observed from the
result that the silt content of surface sediment in the Van
Uc estuary is wide in the range from 33.6 to 81.2%. The
highest proportion of the silt content was detected near
the shoreline and decrease to off-shore, the lowest level is
located in the north tidal flat and two small areas in the
middle estuary. Besides, the in-situ silt content data is
totally fitted to the estimated silt content, which can
demonstrate the highly accurate estimation of the silt
content by satellite remote sensing technique.

4. Conclusion

A strong correlation was clarified between the in-situ
reflectance spectra data and the sediment types of the
surface sediment samples in the Van Uc estuary.
Applying the correlated equation to the S2A image, the
distribution map of silt content was generated. The result
confirmed the potential of Sentinel 2A band ratio to
estimate the distribution of grain-size properties in the
surface sediment in tidal flat of the estuary. Furthermore,
a high possibility of using satellite image for monitoring

Figure. 3 Distribution map of silt content estimated from
Sentinel 2A acquired on 25th September 2016 by a correlation
equation.

References

Duquesne, S., Newton, L.C., Giusti, L., Marriott, S.B.,
Stark, H.J., Bird, D.J. (2006) Evidence for declining
levels of heavy-metals in the Severn Estuary and
Bristol Channel, UK and their spatial distribution in
sediment. Environmental Pollution, 143, pp.187-196.
Mueller, J.L., Morel, A., Frouin, R., Davis, C., Arnone, R.,
Carder, K., Lee, Z.P., Steward, R.G., Hooker, S., Mobley,
CD. (2003) Volume III: Radiometric Measurements and
Data Analysis Protocols.
Mueller, J.L., Giulietta, S.F., McClain, C.R., eds. (2003)
Goddard Space Flight Space Center: Greenbelt, MD,
USA.
Ngoc, N.T., Koike, K., Tue, N.T. (2013) Correlating mass
physical properties with ALOS reflectance spectra for
intertidal sediments from the Ba Lat Estuary (northern
Vietnam): an exploratory laboratory study. Geo-Marine
Letters, 33, pp.273-284.
Ryu, J.H., Na, Y.H., Won, J.S., Doerffer, R. (2004) A
critical grain size for Landsat ETM+ investigations into
intertidal sediments: a case study of the Gomso tidal
flats, Korea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 60,
pp.491-502.
Small, C., Steckler, M., Seeber, L., Akhter, S.H., Goodbred,
Jr.H., Mia, B., Imam, B. (2009) Spectroscopy of
sediments in the Ganges-Brahmaputra delta: Spectral
effects of moisture, grain size and lithology. Remote
Sensing of Environment, 113, pp.342-361.
Zhang, W. (2001) China’s Yangtze estuary: I. Geomorphic
influence on heavy metal accumulation in intertidal
sediments. G Journal, 41, pp.195-205.

第29回日本情報地質学会講演会 講演要旨集 039-040頁 2018年

SBAS-InSAR for detecting and characterizing topographic change in a
geothermal plant area
Panggea G. Sabrian*, Katsuaki Koike*, Asep Saepuloh**, and M.N. Heriawan***
*Graduate School of Engineering, Kyoto University, Katsura C1-2-215, Kyoto 615-8540, Japan.
Email: sabrian.ghiyats.57n@st.kyoto-u.ac.jp
**Faculty of Earth Sciences and Technology, Bandung of Institute Technology, Bandung, Indonesia.
***Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Bandung of Institute Technology, Bandung,
Indonesia.

Key Words: Geothermal resource, SBAS, coherence, deformation, uplift, Wayang Windu

Introduction
Geothermal potential in Indonesia is estimated
approximately as 28,100 MW with potential resources of
13,440 MW and reserves of 14,473 MW at the 265
locations throughout the country. Currently only about
1,189 MW (4%) is utilized to generate electricity.
Geothermal energy has advantages of being renewable
and
environmentally
friendly.
Thus,
intensive
exploration and clarification of geothermal potential are
indispensable to develop this huge renewable energy.
One of the regions that has high potential of geothermal
resource is the Wayang Windu field, West Java. The
geothermal system in this area is known to be a
transition between vapor domination and water
dominance with four upwelling centers. The system
becomes young and more dominated by water towards
the south (Bogie et al., 2008).
Surface deformation has been prevalent in many
geothermal fields around the world, especially alreadyoperated geothermal fields in Indonesia. This requires
many sets of spatial technologies to precisely detect and
monitor the deformation. One of the effective
technologies for this is Interferometric Synthetic
Aperture Radar (InSAR). Based on those background,
this study focus on the use of InSAR technique for
detecting and characterizing the surface deformation in
the Wayang Windu field (Figure 1).

criteria to reduce “ link” the separate small baseline
subsets, clearly increasing the temporal sampling rate.

Methods
To analyze the surface deformation in the Wayang
Windu field, seven scenes of ALOS PALSAR image (Lband) in the period of 2009-2011 and a method, Small
Baseline Interferometric Synthetic Aperture Radar
(SBAS-InSAR) were used. This method can provide
accurate result and minimize the atmospheric effect.
The SBAS-lnSAR algorithm was firstly demonstrated
by Berardino et al. (2002) as a method to reduce the
atmospheric effect and topographic error. Then, this
algorithm was improved to clarify the time-series
deformation by using interferograms generated by image
pairs of small baselines only, because such pairs can
reduce the spatial decorrelation. The atmospheric effect
can be removed through applying the temporal high-pass
and low-pass spatial filters to the interferograms.
Because there are temporal gaps in the image pairs (i.e.,
their acquisition dates are more or less different), SBASlnSAR uses the Singular Value Decomposition (SVD)
approach based on the minimum deformation standard

Figure 1. Location of the Wayang Windu geothermal field and a
geological map around the field by Malik and Rustadi (2012)
and Masri et al. (2015).

After that, the SBAS algorithm has been improved to
(1) suppress errors caused by temporal decoration and
other noise effects, (2) increase the estimate of linear
deformation by reducing the phase unwrap error, (3)
reduce furthermore the atmospheric effect and
topographic errors, and (4) reduce the orbital errors by
using specific reference points and interferogram phase
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values in the other pixels. For example, Lee et al. (2010)
improved the SBAS algorithm to increase the estimation
accuracy of the time-series deformation by the following
four methods. First, the error of unwrap phase was
corrected under an assumption that the atmospheric
effect was generally correlated spatially and temporally.
After the removal of atmospheric effect, the time series
deformation was again calculated by applying the SVD
approach and other methods (Schmidt and Biirgmann,
2003) to furthermore suppress the noise effect. Thirdly,
the applied procedure eliminated the possibility of a
phase bias at reference points caused by the orbital and
atmospheric effects (Lee et al., 2010). Finally, those
reductions of the atmospheric effect and topographic
errors and the accuracy time-series measurements of
deformation were enhanced through the iteration
procedures of the three steps.

InSAR analyses are in progress to enhance the
deformation accuracy using more SAR data pairs.
Acknowledgement: We sincerely thank Star Energy
Geothermal (Wayang Windu) Ltd. for the collaboration
of the Science and Technology Research Partnership for
Sustainable Development (SATREPS) Program with JST,
JICA, and Institute Technology of Bandung.

Result and Discussion
The coherence values among the seven scenes were
low in general (Figure 2), which may originate from the
thick vegetation in the study area. Coherence is an
indicator for the level of noise in phase and describes all
properties of the correlation between physical quantities
of several SAR images by a value between 0 (high phase
noise) and 1 (low phase noise). Because of the low
coherence, the resultant SBAS-InSAR deformation map
(Figure 3) shows that the detected deformation areas
were limited in flat topography with sparse vegetation.
The most noteworthy feature of the deformation
pattern is that the deformation is different between the
northern and southern regions: the northern region is
generally subside, while the southern region is uplift.
This different pattern may be caused by the movement of
the Bandung Basin boundary fault (Figure 1). The
deformations at the production wells of geothermal plant
were estimated to subside between 2 mm to 17 mm
except for one well, WWT well at which the 16 mm uplift
was estimated. This is likely due to the large uplift in
the south region.

Figure 2. Coherent value over the Wayang Windu field in the
single looking.

Conclusion
The results of SBAS-InSAR analysis suggested the
deformation pattern was different between the northern
and southern regions of the Wayang Windu geothermal
field, subsidence or uplift pattern, respectively, due to
the movement of the Bandung Basin boundary fault. In
addition, geothermal reservoirs are known to be different
between the two regions, vapour or liquid dominated
reservoir. This physical different may also be a cause of
the difference in deformation pattern. More detailed

Figure 3. Deformation velocity estimated over the study field.
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１．はじめに
ボーリングデータを用いて都市表層部の 3 次元地質モデ
ルを構築する際に，最も時間を要するのが地層の対比であ
る．本研究の目的は，地層の対比作業を効率よく行える支
援システムを開発することである．ここでは，現時点での
システム開発の検討状況等について述べる．

２．対比支援システムの検討
対比支援のための基本システムには，これまで開発して
きた Web-GIS による 3 次元地質モデリングシステムの地
層対比モジュール（櫻井ほか，2008）を改良して用いる．
このシステムは，地質構造の論理モデルをもとに 3 次元地
質モデリングを行うものである．対比支援システム開発の
前提として，対象地域の層序・構造から地質構造の論理モ
デルが構築されているものとする．システム開発に向けて
次の 4 つの課題を検討している．
2.1 ボーリングデータの表示方法
ボーリングデータの表示は，既存のシステムでは第 1 図
(a)に示す柱状図の形式を用いていた．しかし，情報量が多
く，図が複雑になるため，第 1 図(b)～(d)のように，土質
区分，鍵層（貝・腐植混じり等），および N 値に限定して
表示する方法を検討した．
2.2 対比の補助となる情報の表示方法
対比画面の背景に作業の補助となる N 値の空間分布や
地質の境界面・断面図などを表示できるように検討した（第
2 図(a)）．N 値の空間分布はボーリングデータの値を Voxel
形式で 3 次元空間補間して断面図を作成する．境界面や断
面図は概略的な 3 次元地質モデルから作成する．

2.3 対比結果の論理的な確認方法
地質構造の論理モデルと対比した結果の論理的な整合性
を確認できるように検討した．岩村ほか（2012）の論理と
プログラムを応用して，対比結果に矛盾がないかを確認す
ることで対応する．
2.4 モデルの高速な構築方法
対比の進捗に合わせて，対比結果を背景とする地質境界
面や断面図に反映させて確認することが望ましい．このた
めには，3 次元地質モデル構築の中で最も時間のかかる境
界面の推定を高速化することが必須である．ボーリングデ
ータは深さが個々で大きく異なるために不等式標高情報を
多く含み，多くの反復計算を必要とする．このためにマル
チコア CPU と OpenMP を用いてスレッド並列化を行った
BS-Horizon（野々垣ほか，2012）を更に改良して，GPGPU
と OpenACC を用いた並列化で高速化を試みている．現時
点では速度の改善はみられるが高速にはなっていない．

３．おわりに
野々垣ほか（2017）は，データ密度等に応じた節点を自
動配置して曲面を効率よく推定する方法を検討している．
この方法と並列化を組み合わせて高速に境界面を推定でき
るよう検討を進めたい．しかし，現状から考えて境界面推
定の高速化には限界がある．とくに，対比作業が進み，デ
ータが増加すると推定時間がより多くかかり，境界面や断
面図の更新が難しくなる．地層の対比作業を進める際の対
比するボーリングの選択順序や背景を更新するタイミング
等についても検討する必要があると考える．なお，本研究
は JSPS 科研費 16K00158 の助成を受けたものである．
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第 2 図 背景を加えたボーリング情報の表示例．
(a) N 値を背景とした例，(b) 地質境界線を背景とした例，
(c) 地質断面図を背景とした例．

文

第 1 図 ボーリング情報の表示例．
(a) 従来の表示例，(b)～(d) 新規の表示例．

献

岩村里美・升本眞二・塩野清治 (2012) 野外調査データにも
とづいて地質構造の論理モデルを決定するアルゴリズム－地
層の接触面の性質－. 情報地質, vol.23, no.1, pp.3 -16.
野々垣進・根本達也・升本眞二 (2012) 曲面推定プログラム
BS-Horizon の改良: OpenMP によるスレッド並列化. 情
報地質, vol.23, no.2, pp.66-67.
野々垣進・升本眞二・根本達也 (2017) 双 3 次 B－スプライ
ンを用いた地層境界面推定のための節点配置方法. 情報地
質, vol.28, no.2, pp.70-71.
櫻井健一・サラウット ニンサワット・塩野清治・升本眞二 (2008)
ボーリングデータを用いた岩相対比支援システム－Web-GIS
による 3 次元地質モデル構築に向けて－. 情報地質, vol.19,
no.2, pp.82-83.

第29回日本情報地質学会講演会 講演要旨集 043-044頁 2018年

大量のボーリングデータの自動地層区分と三次元地質モデルの作成
豊田 守*・柴原 幹*

On the Automation of Stratum Assignment and Geological Modeling with
a Large Amount of Borehole Data
Mamoru TOYODA*, Miki SHIBAHARA*
*

ジーエスアイ株式会社

GSI CO., LTD., 2-8-37 Chuo, Mito-shi, Ibaraki, 310-0805 JAPAN.
.

キーワード： 地質情報、3 次元地質モデル
Key words : geological information、Three dimensional geologic model

１． はじめに
２０１８年、国土交通省は、直轄事業の「土木工事共通仕
様書」と「地質・土質調査業務共通仕様書」を改訂し、地質・
土質調査と工事の受注者に地盤情報を「地盤情報データベ
ース（仮称）
」に登録することを義務付けた。このことによ
り、多くの地盤情報が利用できる可能性がでてきた。
地盤情報から三次元地質モデルを作成するには、ボーリ
ング柱状図の地層区分から始めなければならない。ボーリ
ング柱状図の地層区分を行うためには、地質を解釈する技
術者が必要となる。ただし、同じ地区を複数の技術者で行う
と往々にして統一的な区分にならない。今回、あらかじめ地
層区分は必要となるが、未区分のボーリング柱状図に対し
て自動的に地層区分を行うことを試みた。

G:礫質土 SL:粗粒砂 SM:中粒砂 S:細粒砂 Si:粘性土
C:粘土 Lm:ローム,火山灰 Pt:腐植土 B:表土,盛土
距離が近い示準柱状図と地層ごとに①～④項目の数値を
（１）式に示した計算式にて非類似度を求める。非類似度
が５以下の場合に示準柱状図に区分された層と同一層と判
定した。
第 1 図(a)図は、
示準柱状図と未区分柱状図を示し、
(b)図は類似性評価による地層区分の結果を示した。地層区
分は繰り返し行い、９５％以上地層区分が完了した柱状図
は示準柱状図に追加される。

２． 非類似度によるボーリング柱状図の地層区分
地層区分は、地形分類ごとに地層区分を設定した示準柱
状図を１～３本作成し、地層区分が未区分のボーリング柱
状図の地層と類似性評価を行い非類似度が設定した閾値よ
り低い層を同一層とした。
類似性評価は以下の項目と重み係数にて行った。

① 第 1 表に示す層相類似度(k1=1)
② 平均 N 値の差（k2=0.3）
③ 層中心の標高値の差（k3=5.0）
④ 孔口標高の差（k4=0.2）
非類似度＝①×k1+②×k2+③×k3+④×k4

G
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第１表 層相類似度マトリックス
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6
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3
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2
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2
0
3
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4
7
6
4
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8
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(a)
示準柱状図

(1)
B
20
19
18
16
14
12
4
10
0

(b)

第１図

類似性評価による地層区分

地形分類が複数ある場合は、各地形分類ごとに示準柱状図
を設定する。第２図には、２種類の地形分類ごとに示準柱

44

状図を設けた例を示す。類似性評価は、地形分類ごとに行
う。第２図(a)図は、地形分類ごとの示準柱状図と未区分
柱状図を示し、類似性評価による地層区分の結果を第２図
(b)図に示す。地層区分が９５％以上達成した柱状図は、示
準柱状図に追加される。

モデルを作成した。第４図にはボーリング柱状図の分布を
示し、第５図には、示準柱状図の地層区分をもとに作成した
三次元地質モデルを示した。第６図には、地層区分を自動的
に行って作成した三次元地質モデルを示した。

(a)

地形分類 A 示準柱状図

地形分類 B 示準柱状図

第４図

ボーリング柱状図の分布図

(b)

追加された示準柱状図

第２図

異なる地形分類での類似性評価による地層区分

次に、示準柱状図による地層区分を行わず、柱状図の土質
区分に自動的に地層番号を設定し地層区分を行うことを試
みた。柱状図に未区分の層が発生した場合は、地層番号を自
動的に追加して類似性評価による地層区分を繰り返し行う。
９５％以上地層区分が完了した柱状図は示準柱状図に追加
される。あらかじめ定めた示準柱状図による地層区分と比
較すると地層区分数は増えるが、機械的に地層区分を行う
ことが可能である。地層区分が完了後に、上下の層をまとめ
ることで地層数を減らすことができる。

第５図

第６図

地層区分を設定して作成した地質モデル

自動地層番号による地層区分による地質モデル

４．まとめ
類似性評価を地形分類ごとに行うことで地層区分が向上
し、多くの未区分柱状図への地層区分が可能となった。し
かしながら、地形分類の境界領域は、地層構成が複雑で地
層対比の率が低下する。また、埋没地形は、地形分類に現
れない場合が多い。今後の課題である。

示準柱状図
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建設省（1992） 地層対比への DWM の利用 地下空間の利
用技術の開発報告書 229-236
豊田守(2015) 「地盤情報活用システム」を利用した WEB
札幌地盤図の作成 情報地質 第 26 巻 第２号 068-069 頁
追加された示準柱状図

第３図

自動地層番号による地層区分

３． 三次元モデルの作成
柱状図ごとの地層区分を元に各地層面に標高点を追加し、
補間計算を BS-Horizon にて行い Geomap3D にて三次元地質
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大阪上町断層問題における虚像断層
空白
岩崎 好規

空白

False Images of Uemachi Faults Problems in Osaka

空白

Yoshinori Iwasaki

空白
(一財)地域地盤環境研究所 Geo Research Institute,
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Key words : Uemachi-Fault, Hidden Fault, Flexure, geomorphology, virtual fault

空白
空白
１．はじめに
大阪市中央部を南北に通貫する上町断層は，上町台地西
縁が，表層断層地形として認識されていたが，近畿鉄道難
波延伸に伴う開削工事で，地層断面が明らかとなり，断層
地形の位置は，図 6 に示されているように，実際の断層よ
り数百メートル東側に位置しており，浸食による影響であ
ろうと結論された。地形断層による上町断層の虚像議論が
現在も継続していることを報告する。

２．上町断層の情報史
上町断層に関する地質情報は構造地質図として表現さえ
ているが，ここでは代表的な 3 例を示す。図 1 は，新編大
阪地盤のボーリング地盤図(1987)に藤田和夫が示したもの
である。従前の上町断層図との違いは，淀川と並行に示さ
れている NE-SW の方位に示されている断層線である。図 2
は，国土交通省・国土地理院による都市活断層図，図 3 は
通産省産総研地質調査所によるものでともに 2018 年のイ
ンターネットから得たものである。1995 年兵庫県南部地震
後に，著者は，大阪市から活断層調査についての依頼を

受け，地震探査を上町断層と直交する天王寺測線(Osaka-1),
なにわ筋の南北線(Osaka-2)を中心として実施した。

３．桜川撓曲に見るボーリング地下断層情報

図 4 にこれらの弾性波探査結果を示した。Osaka-1 測線
では，中之島測線で確認されていた上町断層構造は消失し
ている。Osaka-2 測線においては，明瞭なる断層構造が大
阪層群の撓曲として明らかとなった。撓曲構造を示す特性
値の一つとして撓曲幅 W を注目すると，Osaka-2 の桜川撓
曲の撓曲幅は W=0.6-0.7km 程度となる。さらに図 5 にボー
リング情報を柱状断面図および大阪層群海成粘土層 Ma12
の上端レベルの平面分布変化を示した。桜川撓曲線に従っ
て上面標高が変化していることが分かる。このような変化
は同時に示されている Osaka-2 測線断面の撓曲構造と一致
していることから，撓曲面を示していることが分かる。

４．地表標高情報による上町断層

文部科学省上町断層帯における重点的な調査観測平成 22〜
24 年度成果報告書(2013)を基礎にして，近藤久雄ら(2015)

3.2

図 1 新編大阪地盤図(1987)

図 2 国土交通省国土地理院(2018)

表題等

図 3 経産省

産総研地質調査所(2018)
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Real Fault

断層崖と認定された
False Fault

図 6 近畿鉄道沿線の地下構造と表層地形
が，精力的に地表地形高さの急峻変化を図面化して断層を
議論した。その一部を図 7 に示した。

Osaka-2 測線

図 7 地表標高の PN11, PN13 線上の標高変化
図 4 大阪における弾性波探査による地質構造

図 8 Osaka-2 反射断面に図 7 の枠線域を挿入
1 ページ目の最初は以下の書式で作成して下さい．
＜2 行空白 12pt 明朝（約 13mm）＞

地表面標高で急峻変化を示している個所の反射断面には断
層構造は見られていない。すなわち，断層虚像であること
が分かる。

５．結論
表面標高データで活断層の位置を同定しようとする試みは，
必ずしも真実の断層位置ではない。ボーリングデータや反
射波による地下の反射構造に裏打ちされない限り，断層と
はは同定できない。このような地形学からの断層虚像が大
手を振っていることは，いまだ，1960 年代以前の地学が歩
んできた文学的想像地学から脱却できていない状況にある
ことを示している。

６．文献
図 5 Osaka-2 測線とボーリングデータ

文部科学省研究開発局・京大防災研究所，上町断層帯にお
ける重点的な調査観測平成 22〜24 年度成果報告書(2013)
近藤久雄ら(2015) 数値標高モデルを用いた上町断層帯の詳
細位置および分布形状の再検討, 活断層研究 42 号,pp1-34
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富良野盆地を対象とした有効熱伝導率の推定
森野祐助*

Estimation of Effective Thermal Conductivity in Furano basin, Hokkaido
Yusuke MORINO*
* 北海道立総合研究機構地質研究所 Hokkaido Research Organization, Geological Survey of Hokkaido,
Kita 19-Nishi12, Kita-ku, Sapporo, Japan. E-mail: morino-yuusuke@hro.or.jp

キーワード：富良野盆地，有効熱伝導率，地中熱ヒートポンプ
Key words : Furano basin, Effective Thermal Conductivity, Ground Source Heat Pumps

１．はじめに
近年，公共施設や工場，住宅等で，地下浅部（約 100m
以浅）の熱を利用する地中熱ヒートポンプ（GSHP）の採
用が進んでいる．GSHP の熱交換井の採熱量の試算は熱応
答試験を実施して求めた有効熱伝導率と平均地温を用いる．
本研究では，森野・小澤（2016）が推定した水理地質構
造と森野（2017）が地下水流動・熱輸送解析を実施し求め
た地下水位，地下水流速，地下温度を用いて富良野盆地内
で 100m 掘削時に得られる有効熱伝導率分布と平均地温分
布を推定した．

２．水理地質
富良野盆地は，第四紀層（盆地埋没層）により埋積され，
盆地の東西両縁が活断層により限られる構造盆地である．
盆地周辺では十勝火砕流堆積物（FT 年代でおよそ 120 万
年前）が白亜系および新第三系を覆っている（田近ほか，
2007）． 盆地内の第四紀層厚は 400m 以上と見積もられて
いる（北海道，2003）、（森野・小澤，2016）．このため、
今回対象になる富良野盆地内の深度 100m 以浅の地下地質
は主に第四系の盆地埋没層および十勝火砕流堆積物で構成
される。

３．推定方法
3.1 有効熱伝導率
有効熱伝導率を求めるためには，地層の熱伝導率と地下
水の流れによる移流の効果を考える必要がある．
100m 掘削時の地層の熱伝導率を求めるために，森野・
小澤（2016）が示した十勝火砕流堆積物と盆地埋没層の境
界標高分布を用いて 100m 掘削時の盆地埋没層および十勝
火砕流堆積物の割合を求めた．地層の熱伝導率は熱応答試
験結果から盆地埋没層の熱伝導率を不飽和 1.85 W/(m･K)，
飽和 2.00 W/(m･K)，十勝火砕流堆積物の熱伝導率を不飽
和 1.50 W/(m･K)，飽和 1.70 W/(m･K)とした．飽和・不飽
和の区分は森野（2017）の 100m 掘削時の地下水位分布と
地表面の標高を比較して求めた．
地下水の移流の効果は，冨樫ほか（2013）は大久保ほか
（2009）が示したペクレ数（Pe）と有効熱伝導率（λα）
/地層の熱伝導率（λ）関係から，ペクレ数 Pe を変数とし
て有効熱伝導率λαを概算する以下の式を提案した。

（λα=(e0.0733Pe)λ）
変数のペクレ数を求めるには地下水流速が必要になる．
盆地埋没層及び十勝火砕流堆積物の地下水流速分布を森野
（2017）の地下水流動解析結果から求めた．
3.2 平均地温
森野（2017）で実施した地下水流動・熱輸送解析結果か
ら各地点の深度 10m～100m までの 10m 毎の地温を求め，
平均値を 100m 掘削時の平均地温とした。

４．推定結果
4.1 有効熱伝導率分布
富良野盆地の有効熱伝導率（図 1）は地層の熱伝導率が
高い盆地埋没層が厚く堆積している盆地中央の富良野市北
部から中富良野町にかけての地域で最も高く（1.95～2.00
W/(m･K)）、盆地縁辺部（例えば中富良野町西部と上富良
野町）で低い（1.70～1.80 W/(m･K)）推定結果になった。
4.2 平均地温分布
富良野盆地の平均地温（図 2）は盆地北半部の低地を北
東～南西に流れる河川沿いで最も高く（17～19℃）盆地
の縁辺部で低い（7～9℃）推定結果になった．

５．まとめ
富良野盆地を対象に有効熱伝導率分布と平均地温分布を
推定した．その結果，有効熱伝導率は地層の熱伝導率が高
い盆地埋没層が厚く堆積している富良野市北部から中富良
野町にかけての地域で高く，平均地温は盆地北半部の低地
を北東～南西に流れる河川沿いで最も高い結果になった．
本研究で推定した有効熱伝導率と平均地温の情報に利用
する温度情報を加えることで，100m の熱交換井 1 本当た
りで得られる熱量が推定できる．建築物などの必要熱量が
決まっていれば熱交換井の必要本数の試算に活用できる．
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北海道（2003）
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第1図

100m 掘削時の有効熱伝導率分布
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第2図

100m 掘削時の平均地温分布
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Surface Elevation Estimation Using Global DEMs and
Geographically Weighted Regression
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1. Introduction
Digital elevation model (DEM) has become one
of the most important and essential data sources
for various terrain related applications. The
available global DEMs including the Advanced
Land Observing Satellite World 3D-30m DEM
(ALOS AW3D30 or ALOS-30), the Advanced
Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer (ASTER) Global DEM (GDEM) and
Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM)
DEM are being used widely. Although these
above global DEMs are freely access and can be
effectively applied for many purposes, they still
contain some height errors that affect the
processing results significantly. This study
presented an advanced method to improve the
accuracy of global DEMs using Geographically
Weighted Regression (GWR).

2. Methodology

2.1 Data set
Study area is Danang city, located in middle of
Central Vietnam, with the elevation range from
0 to 1664m. Global free DEMs used in this
study including ASTER GDEM version 2
(earthexplorer.usgs.gov),
ALOS
AW3D30
(eorc.jaxa.jp) and SRTM (srtm.csi.cgiar.org). All
of the global elevation sources are in 30m
resolution. The reference elevation data is spot
height elevation data with more than 130,000
elevation points, was developed by Danang city
government in 2009.
2.2. DEM Estimation Using Geographically
Weighted Regression (GWR)
GWR is a local form of linear regression which
is a method for exploring how the relationship

between a dependent variable (Y) and
independent variables (X). Subsequently, it will
predict the dependent variable based on
independent variables. In contrast to global
regression, instead of using same equation
coefficient for entire study area and one
independent variable, GWR can use multiple
independent variables and can build a separate
equation for local area in the dataset within
given bandwidth (neighborhood size). That
means GWR can consider geographical
differences in the estimation. The equation of
GWR model is based on Fotheringham et al.,
2002.
This study has explored the advantages of GWR
for estimation of a new DEM using three global
DEMs (ALOS AW3D30, ASTER GDEM, SRTM)
and referent elevation points. Firstly, reference
points were separated randomly into two groups.
One group was used for estimation DEM and
the remaining group was used for validation of
estimated DEM. This was done using the
r.random function in GRASS GIS. Many cases
with different number of reference points were
applied for running GWR in DEM estimation.
The different estimated DEMs were evaluated
in relation with slope, landform, and landuse. As
the results, estimated DEM used random 50.000
input points showed the best result. Therefore,
we selected random 50,000 reference points for
DEM estimation and the remaining reference
point for validation.
In GWR model, the term of bandwidth and
kernel function have effect on the estimation
result. Various conditions of bandwidth and
kernel were applied and bi-square function (1)
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with fixed bandwidth size 50 showed the best
estimated DEM.
wp = (1 – (d/bw)2)2
(1)
Where, bw is the bandwidth, d is the distance
from a pixel to the current pixel, and wp is the
weight assigned to a pixel.
GWR is available as module r.gwr in GRASS
GIS. As a result, the estimated DEM which
derived from three global DEMs and the number
of 50,000 reference elevation points was
generated.
2.3. Evaluation of Estimated DEM
The remaining group of reference elevation
points including 80000 points was used for
evaluation of the GWR derived DEM. The
accuracy of the estimated DEM can be
determined by statistical analysis such as Mean
of Absolute Error (MAE), Root Mean Square
Error (RMSE), Standard Deviation (SD) and
correlation coefficient (R2). The MAE, RMSE
and SD of the estimated DEM were much
improved compared to individual global DEMs.
The RMSE was reduced from 7.0m in ALOS-30,
8.3m in the GDEM and 6.4m in SRTM to 4.1m
in the GWR DEM. The MAE was also reduced
from 5.2m in ALOS-30, 5.4m in GDEM and 4.6m
in SRTM to 1.9m in the estimated DEM (Table
1).
The GWR DEM and reference data also shows
the significant correlation, with R2 = 0.9994
(Table 1). It can be, therefore, concluded that the
estimated DEM shows better correlation to the
reference data, comparing to global DEMs.
Statistics about vertical accuracy of ALOS-30,
GDEM, SRTM and the estimated DEM is shown
in Table 1. The MAE, RMSE and SD of the
estimated DEM show much improvement
compared to ALOS, GDEM and SRTM before
estimation.
Table 1: Summary statistics for the error of global
DEMs and GWR DEM
DEM

R2

MAE

RMSE

SD

(m)

(m)

(m)

ALOS-30

5.2

7.0

5.9

0.9985

GDEM2

5.4

8.3

8.2

0.9973

SRTM

4.6

6.4

5.5

0.9987

GWR DEM

1.9

4.1

4.1

0.9994

The vertical elevation errors of estimated DEM
and the global DEMs were compared again in
relation to landform characteristics. The

classification of landform is based on Bien Le
(2017). As a result, the RMSE of estimated DEM
shows really significant improvement than the
individual global DEMs (Table 2). In general,
the vertical error in the mountainous areas
tends to be highly considerable than in the flat
areas.
Table 2: RMSE of global DEMs and estimated DEM
for different landforms
Root Mean Square Error (m)
(RMSE)

Landform

GWR

ALOS

GDEM

SRTM

Flat

5.5

5.0

4.4

1.6

Valley

9.1

12.4

9.7

6.9

Mountain

12.2

17.6

12.1

9.5

DEM

3. Conclusion
In this study, GWR model was applied
successfully in surface elevation estimation for
Danang area, using the available global DEMs
and field survey elevation points. Results
indicate that the estimated DEM has improved
accuracy compared to individual global DEMs.
It means GWR for DEM estimation can provide
significant enhancement on quality of DEMs
derived from various sources.
In this study, GWR only used less than a half of
reference points to generate the combined DEM.
However, in comparison with three global DEMs,
the estimated DEM showed most accurate
results. Thus, estimation an elevation model
based on field survey-based and satellite-based
elevation data using GWR is effective for area
with limited number of survey point data.
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３Ｄレーザースキャナーによる微小地形の点群データ
能美洋介、石垣忍、西村龍太郎

Point cloud of micro topography using 3D laser scanner
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１．はじめに
恐竜化石を発掘調査する際に、化石がある程度埋積した
状態を保存できれば、化石の復元や化石含有層の解析など
に有用である。特に外国での調査では時間的な制限もあり、
発掘作業を長く中断して埋積状態を記録することができな
いこともある。また、恐竜化石発掘地は、広範囲にわたり地
層が露出しており、その一部がガリー侵食を受けて、小規模
にかつ複雑に起伏を繰り返しながら地層面や断面が現れる
ので、化石含有層を記載する作業においても、効率的な調査
が要求される。以上のような場面で３D レーザースキャナ
ーは非常に便利な発掘記録・露頭記載ツールである。
文部科学省の平成 28 年度私立大学等研究ブランディング
事業で、岡山理科大学が応募した「恐竜研究の国際的拠点形
成―モンゴル科学アカデミーとの協定に基づくブランディ
ング―」が採択された。この研究助成によって地上型３D レ
ーザースキャナーを導入し、平成 29 年度のゴビ砂漠での現
地調査で利用したので、その成果の一部を紹介する。

２．３D レーザースキャナー
導入した３D スキャナーは、FARO 社の Focus3D X130
である（第 1 図）
。カタログデータでは、130m までの中距
離用地上型レーザースキャナーで、本体サイズは 24cm×
20cm×10cm、本体重量は約 5kg と小型軽量化されている
ため現地調査への持ち出しが可能である。測定速度は最大
976000point/秒で、位置情報の取得と同時に測定点の色値
も取得できる。垂直方向・水平方向の解像度は 0.009°とな
っている。
点群データの処理及び地形モデルの作成は、付属の専用
解析ソフト Scene を利用する。Scene では複数地点でスキ
ャンされた点群データの接合や、地形モデルの表示、距離測
定などができる。

３．平成 29 年度夏の調査での利用
平成 29 年度夏の調査は、7 月後半から 9 月上旬にかけて、
モンゴル東南部から南部の上部白亜系を対象として実施し
た。
3.1 足跡化石
平成 29 年度の現地調査では、Khavirgiin Zoo で、最大
106cm の大型竜脚類の足跡化石が発掘された。最終的に複

数の足跡が掘り出されたが、これらは 1 個体が連続的に付
けたものと考えられ、移動しながら足跡を残したものと解
釈された。また、足跡形態からこの竜脚類の歩行中の姿勢な
ども考察されている（石垣,2018）
。それらの足跡化石は現地
でスキャニングされ、足跡化石の３D 地形モデルが作成さ
れた（第 2 図）
。
3.2 露頭記録
モンゴル南東部の Shar Tsav の調査地は、高さ約 30m の
段丘崖の下にあたる侵食前線となっている場所で、平坦な
地層面が露出して数段の平坦面を形成し、それらをガリー
が切り込んでいる。ここには上部白亜系 Bayanshiree 層が
露出しており、広大な地域全体が露頭である。本調査で使用
した３D レーザースキャナーは、地表面の位置からなる点
群データと同時にその点群付近の色値を取得できるので、
点群が密な場所は、デジタルスチール写真のように露頭の
様子が記録できる。Shar Tsav における地形モデルの一例を
第 3 図に示す。

４．使用感など
当初、ゴビ砂漠での３D レーザースキャナーの使用にあ
たり、直射日光による温度上昇で電子機器へ影響がでるこ
と考えられたため、簡易のカバーを用意したが、使用中にカ
バーが風を受けて機器が微動する影響が見られた。結局カ
バー未使用でも熱暴走することはなかったので、長時間連
続使用しなければ、この影響は抑えられることがわかった。
むしろ、風の影響は深刻で、測定時の機器の揺れ、ミラー等
の汚損、砂粒子の精密駆動部への侵入などが心配される。
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(製品カタログ) FARO® Laser Scanner Focus3D X 130．
http://www.neo-tech.co.uk/assets/faro-focus-3d-x-130laser-scanner-brochure.pdf
石垣 忍(2018) モンゴル国南ゴビ県 Khavergiin Zoo の上
部白亜系より大型竜脚類行跡の発見とその解析．文部科
学省私立大学研究ブランディング事業 恐竜研究の国際
的な拠点形成－モンゴル科学アカデミーとの協定に基づ
くブランディング－2016 年度・2017 年度事業報告書，岡
山理科大学，pp.50-51．
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第1図

第2図

Shar Tsav における露頭記録での利用

日よけのカバーを装着した状態。

Khavirgiin Zoo で発掘された大型竜脚類の足跡（点群処理ソフト Scene でオルソ表示）

第3図

Shar Tsav 調査サイトの地形モデル（Scene による鳥瞰表示）
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GIS を用いた凍結指数および凍結期間の推定法について
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Estimation of freezing index and period using GIS
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２．凍結指数と凍結期間
一般に凍結指数の計算は，1 時間間隔の気温データを積
算した時の最大値と最小値の差（累積気温の最小になる積
算値－累積気温の最大になる積算値）で求める 2 点法が用
いられる．単位は（℃・days）で，F 記号で表される．凍
結期間の計算は，（累積気温の最小になる日付）－（累積
気温の最大になる日付）が用いられる．単位は（days）で，
t 記号で表される．

4.1 年変動特性
AMeDAS 観測点の 158 地点のうち，気温観測期間が長
い，気象台・測候所区分と AMeDAS（以下，AMeDAS 主
要観測所）の 22 地点の気温観測データを用いて，1957～
2016 年度までの年変動特性を調べた（第 1 図）．
その結果，1957～1987 年度の間では，凍結指数は，1957
年度の凍結指数を下回る（1.0 以下）のは 1/31 回，1988
年度以降は，15/29 回，同様に，凍結期間は，1957 年度を
下回るのは 1/31 回，1988 年度以降は，17/29 回であり，
1988 年度を境にギャップがあることがわかった．
1.8
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1957年度を基準とした凍結期間比

北海道のような積雪寒冷地では，道路やそれに付帯する
土留め擁壁およびカルバートボックスなどの構造物で，凍
上による被害が発生している．凍上対策の設計には凍結深
さが重要であり，実測のほか，地盤の熱定数と凍結指数や
凍結期間により算出することができる（高見，2006)．凍
結指数や凍結期間を知るには気温観測データが必要である
が，凍結深さを知りたい場所で必ずしも気温観測が行われ
ているとは限らない（川端ほか，2013）．
本研究の目的は，気温観測データから年変動や地域特性
を解析し，気温観測が行われていない場所で，GIS 等を用
いて最適な凍結指数や凍結期間を推定することである．

1957年度を基準とした凍結指数比

１．はじめに

0.0
1965

1973

1981

1989

1997

2005

2013

観測年(1957-216年度)

３．利用した気象データと期間
道内の気温観測は，主として気象台や 1975 年～観測を
開始した気象庁の自動気象データ収集システム（以下，
AMeDAS 観測点）のほか，道路管理者（以下，Telemeter
観測点）によりおこなわれている．本研究では，AMeDAS
観測点の 158 地点と，Telemeter 観測点のうち，峠などの
比較的標高の高い 41 地点，計 199 地点（以下，全観測地
点）の 1 時間間隔の気温観測データを DB 化し，年度毎に
日平均気温，凍結指数，凍結期間などを算出した．凍結深
さの推定に必要な凍結指数と熱比の相関式なども求めた．
凍結指数や凍結期間の推定に用いた期間は，AMeDAS
観測点は，1957～2016 年度まで，Telemeter 観測点は，
1961～2008 年度（11 月～翌年 5 月）までである．

４．凍結指数や凍結期間の年変動特性と地域特性

第1図

1957 年度の凍結指数および凍結期間
を基準とした年変動

4.2 地域特性
1961～2008 年度までの全観測地点の平均凍結指数およ
び平均凍結期間の空間分布を第 2 図，第 3 図に示す．作図
には Esri 社の ArcGIS を，空間補間にはその Extention の
一つである Spatial Analyst の Kriging を用いた．
その結果，道内の凍結指数や凍結期間の空間分布の特徴
は，大局的に道央～道東の内陸部が大きく，隔海度が小さ
い（より海に近い）ほど，小さくなり，また，道内では比
較的温暖な道南では小さく，海岸線沿いは，宗谷岬～日本
海（積丹半島）～渡島半島～室蘭～襟裳岬，宗谷岬～オホ
ーツク海～知床岬～根室～襟裳岬まで同レベルの値を示す
ことがわかった．これらは標高と調和的な結果である．
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また胆振・十勝総合振興局は，比較的標高の高い観測点は
あるが，標高の低い観測点が多いため，相関係数が 0.5 前
後と弱く，推定には利用できないこともわかった．
従って，それぞれの利点を活かすとともに，年変動や地
域特性を加味すれば，凍結指数や凍結期間を推定には利用
できると考える．

第 2 図 1961～2008 年度の全観測地点における
平均凍結指数の空間分布図（℃・days）

第4図

重力の地形補正値（半径 20 km）の空間分布

６．おわりに

第3図

1961～2008 年度の全観測地点における
平均凍結期間の空間分布 (days)

５．新たな推定法の試み
重力探査は地下の密度構造を把握するための物理探査の
1 つである．重力は高さや地形の影響を受けるため，解析
には，ある範囲内の地形を平らな地盤上の値と仮定する地
形補正（以下，地形補正値）などを施す．
本研究では，気温も標高や地形の影響を受けることから，
地形補正値から凍結指数や凍結期間を推定する方法を試み
た．地形補正を行う計算範囲は，気候の地域特性などを勘
案し，既知観測点から半径 20 km 範囲とした．
地形補正値の空間分布を第 4 図に示す．地形補正値は,
標高が高く地形の起伏に富む場所は大きく，平野や盆地で
は小さい結果を示し， 第 2 図，第 3 図の結果と調和的で
ある．標高の高い場所では，地形補正値と凍結指数や凍結
期間には相関係数が 0.7 以上と強い相関を示し，推定に利
用できるが，帯広のように内陸部の平野で，かつ気温が低
い場所では，相関係数が 0.4 以下と相関が弱く，推定には
利用できなかった．また地形補正値は，年変動しない定数
であり，年変動する凍結指数や凍結期間を推定する場合，
地形補正値との相関だけでは難しいこともわかった．
次に総合振興局・振興局毎に標高と凍結指数や凍結期間
との相関から推定する方法を試みた．その結果，オホーツ
ク・渡島・上川・釧路・後志総合振興局，石狩振興局では，
相関係数が 0.7 以上と強い相関があり，知りたい場所の標
高がわかれば，推定できることがわかった．しかし，観測
地点の標高が同じような空知・宗谷総合振興局，根室・檜
山・留萌・日高振興局では，相関係数が 0.4 以下と弱く，

以上の結果を纏めると以下のとおりである．
(1) AMeDAS 観測点や Telemeter 観測点による計 199 地点
の気温観測データを最大 1957～2016 年度まで収集し，
DB 化した．
(2) 気温観測データから凍結指数や凍結期間を求め，凍結
深さの推定に必要な凍結指数と熱比の相関式を求めた．
(3) 凍結指数や凍結期間は，年変動特性から 1988 年度を境
にギャップがあること，空間分布から隔海度が小さい
ほど，小さくなるなどの地域特性を明らかにした．
(4) 気温は標高や地形に影響を受けることより，重力探査
で用いる地形補正値と，また総合振興局・振興局毎に
既存観測点の標高と，凍結指数や凍結期間の相関から
凍結指数や凍結期間を推定する方法を試みた．その結
果，それぞれの利点を活かすとともに，年変動や地域
特性を加味すれば，利用できることを明らかにした．
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１．はじめに
愛媛県の佐島にある宮ノ浦（みやんな）遺跡では，愛媛
大学と上島町教育員会によるこれまでの発掘調査で古墳
時代前期の製塩炉や多数の製塩土器が出土している．これ
らのほとんどは黒褐色に変色した砂層から出土されてお
り，この黒い砂層は考古学の分野では「クロスナ層」と呼
ばれ人間活動の痕跡を明らかにする上で重要な地層とさ
れている．クロスナ層は温暖・湿潤期に地表が植物，動物
遺体の腐食によって分解されて形成されたものとされ，宮
ノ浦の沿岸地域に人々が足跡を残した時期はすべてこう
した環境下に残されたものと考えられている（村上，2016）
．
本研究ではこのような製塩に関わる人間活動を明らか
にするため，これまでの調査から得られた地形情報や発掘
調査（トレンチ）情報から情報地質学的手法を用いて古地
形環境を明らかにすることを目的としている．さらに，こ
れまで培った情報地質学の長年の知識を考古学という新
しい分野へ活用・貢献する一つの有効な事例研究として位
置づけたいと考える．

第１図 研究対象地域．
村上（2016）
『宮ノ浦遺跡Ⅱ』, p.1（一部修正）.

２．研究対象地域
瀬戸内海は古くから製塩活動が活発であり，塩田や製塩
土器などが瀬戸内の島々から見つかっている．本研究で対
象とする宮ノ浦遺跡も製塩遺跡の一つである．宮ノ浦遺跡
は愛媛県越智郡上島町佐島に所在しており，佐島は芸予諸
島の上島群島に属する面積約 2.5km2 の島である．佐島の人
口は約 600 人であり，居住地は佐島港のある北西部のやや
広い平地に形成されている．沿岸域は狭い砂丘を形成し，
島の最高地点は中央部の横峯山山頂であり標高約 119m で
ある．宮ノ浦遺跡は島の東側の小規模な入り江の砂丘地域
に立地している（第 1 図）
．
宮ノ浦遺跡は瀬戸内特有の変化する海岸域に位置し，海
岸砂丘を利用して形成された砂堆上の遺跡と考えられ，そ
の背部には後背湿地が存在している（第 2 図）
．このため，
後背湿地を利用した稲作も考えられるため，生業としては
塩業だけでなく漁撈や稲作などの多様な社会が構築され
ていた可能性もある．対象とする宮ノ浦遺跡の大きさは南

第2図

宮ノ浦遺跡と地形環境の概念図（槙林作成）．

北 150m 東西 150m の領域であり，2011 年から 2017 年まで
7 回のトレンチ調査がおこなわれている（第 3 図）．

３．トレンチから得られる情報
トレンチから得られる情報としては，出土遺物の情報と
各土層（砂層）情報である．出土遺物としては，縄文土器，
土師器，製塩土器，陶器，貝，魚骨等である．これらの遺
物は年代特定に有効であり，製塩活動を含めた人間活動の
時期を特定することができる．
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第4図
第 3 図 宮ノ浦遺跡の地形とトレンチ地点．
村上（2016）
『宮ノ浦遺跡Ⅱ』, p.21.

クロスナ層

宮ノ浦遺跡第１トレンチの平面図・土層図．
Ⅳ層がクロスナ層．
村上（2016）
『宮ノ浦遺跡Ⅱ』, p.24.

度を上げることも人間活動の解明には欠かせない．これら
のことから，トレンチデータからまず 3 次元的に地形や地
下構造の復元を行い，発掘調査へフィードバックすること
が重要であると考える． そのため本研究では 3 次元地質
モデリングの手法を用いた地形・地下構造の可視化が考古
学分野でも有効であると考える（米澤ほか，2015）
．また，
土質情報を含めたトレンチデータの管理や活用について
も櫻井ほか（2008）のシステムが効果的であると考え，現
在入力等をおこなっている．

５．おわりに

第5図

古墳時代前期のクロスナ層．

トレンチ平面図・土層図の例を第 4 図に示す．トレンチ
は 24 箇所おこなわれ，土層の形状と層厚がまとめられて
いる．トレンチ平面図・土層図は層厚の数値や砂の形状・
種類はデジタルデータとしては記録されていないため，土
質区分や地層面の推定をおこなうためにデジタルデータ
として変換する作業を行う必要がある．また，24 箇所のト
レンチのうち人間活動の痕跡として重要なクロスナ層は 8
箇所で確認されている（第 5 図）
．研究の第一段階として
はクロスナ層面を DEM（デジタル標高モデル）として作
成する必要がある．

４．地形環境の復元
クロスナ層は温帯の海岸域ではよく見られる普遍的な
自然現象であり，人間活動の汚染層でもある．人間による
海岸域利用を考古学的にモデル化する上でこのクロスナ
層を可視化することは重要であると考える．考古学的な遺
跡調査の場合，遺跡全面積を発掘できるわけではない．ト
レンチ調査により，遺跡各所を選んで部分的にしか地下構
造のデータを取ることしかできない．しかしながら，この
ようなクロスナ層の広がりを空間的に見ることで人間活
動の痕跡を出土遺物と紐づけて把握することができる．さ
らに，海岸砂丘の発達や後背湿地の消長の空間的把握の精

海岸域における古地形環境を把握するためには，該当遺
跡だけでなく周辺環境を含めた立体的な利用を包括する
必要がある．宮ノ浦遺跡は主に製塩をおこなっていたこと
は明らかであるが，製塩に関わる遺構は見つかっているも
ののこれまで住居址等の日常生活空間は見つかっていな
い．また，日常生活を営む場合の食料生産もしくは獲得に
ついても考古学的には未解明である．
今後 3 次元地質モデリングの手法により，クロスナ層を
含めた地下構造が明らかになることで古代の生活空間や
景観が復元できれば新しい知見を得ることができるかも
しれない．
本研究は科研費(16K03158)の助成を受けたものである．

文

献

村上恭通編（2016）宮ノ浦遺跡Ⅱ−第 1 次〜第 5 次発掘調
査報告−．上島町教育委員会・愛媛大学考古学研究室，
193p．
櫻井健一・サラウット ニンサワット・塩野清治・升本眞
二（2008）ホーリングデータを用いた岩相対比支援シス
テム−Web-GIS による 3 次元地質モデル構築に向けて−．
情報地質, vol. 19, no. 2, pp. 82-83.
米澤 剛・野々垣 進・櫻井健一・三田村宗樹・升本眞二・
ベンカテッシュ ラガワン・スアン ルアン ツォン・根
本達也（2015）ベトナムのボーリングデータにもとづく
３次元地質モデリング．情報地質, vol. 26, no. 2, pp.
100-101.

第29回日本情報地質学会講演会
講 演 要 旨 集

2018年6月11日 発行
発

行

日本情報地質学会
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-5-13
内神田TKビル3階
特定非営利活動法人 地質情報整備活用機構内
Tel. 03-6689-5353

