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１． 緒言 

 

宮城県の仙台湾には、江戸時代初頭から明治 10 年代の約 400 年間に、南より阿武隈川から旧北上川ま

での各河川をつなぐ野蒜築港（明治 15 年開港）や貞山運河、東名運河、北上運河が整備され、松島湾を通

じ外洋を経由しない約 60km の日本一長い運河群を含む舟運航路網が形成された。 

2011 年（平成 23 年）3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震津波では、これら運河群や野蒜築港関

連の土木遺産が津波により大きな被害を受けた。筆者は、この歴史的土木構造物群の記録に、Photog-CAD

や地上型 3 次元レーザー測量を利用してきた。 

 Photog-CAD は 3 次元レーザー測量やドローンを用いた高価な機材や解析技術を必要とせず、市販のデ

ジタルカメラで３方向から３枚の撮影で簡便に記録保存と解析ができる利点がある。Photog-CAD による

記録保存は、震災復興時のようにガレキや盛土の仮置き場、津波で被災した河口周辺の運河や海岸線の砂

の移動など現地の地形が時々刻々変化する場合や、工事中での緊急発掘調査で構造物の記録保存に時間や

予算がない場合有効であり、その簡潔な解析技術から現地から専門家にリアルタイムで意見を聴収するこ

ともできる。 

本研究では、一般家庭用に用いられるデジタルカメラを用いた 3 枚の写真画像による Photog-CAD の解

析技術をさらに利活用するため、以下の新たな項目の取り組みを実践した。 

 

１）デジタルカメラの撮影機材（ＵＡＶを含む）と撮影条件の確立 

２）水中での Photog-CAD による計測技術の確立 

３）津波で被災した河川・運河等での災害復旧時の迅速な歴史的構造物や水辺環境の記録保存の実証調査 

４）直線性の高い面的なレーザー光を用いた空中や水中での迅速な計測技術の開発 

５）1/1000 秒の同期性をもつ 3 台のカメラ同期シャター撮影システムの開発と動きのある対象物への 

定量的評価 

６）津波被災した汽水・海水域などの水辺環境の地形変遷や生態系調査への応用 

７）ゲーム感覚で楽しむ Photog-CAD 解析や防災・環境教育などへの学習ツールとしての展開 

  将来、「いつでも、どこでも、みんなで、フォトジー（Photog-CAD）」を目指す。 

などを目的としている。 

 

それぞれの項目の意義は、 

１）防水型・非防水型のデジタルカメラなどの撮影機材の使い分けと、水と砂の動きや生物の動態観測な

どに必要なタイムラプス（コマ撮り）撮影方法や時間合わせなどの撮影条件の確立を行い、各デジタ

ルカメラの特徴を生かした写真撮影を行い、Photog-CAD の解析技術の進化を図る。 

 

２）は、水中での写真撮影時の防水対策と、水中と空中で撮影する際の屈折率の影響を考慮した写真画像

の特性を把握し、水中での Photog-CAD の解析の有用性を立証する。 

 

３）は、１）と２）の技術検証を踏まえ、津波震災後の河口やそれにつながる運河での流砂や漂砂による

地形変形の解析を行う。この計測技術は、災害復旧時の水中被害の迅速な情報収集や、海中などの土

木遺産や文化遺産の発掘調査に有効となると期待される。 

   さらに、津波震災で被災した運河の護岸工事に伴い、柴工護岸や空石積み護岸が発見され緊急の発
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掘調査が行われる。Photog-CAD は 3 次元レーザー測量やドローンを用いた高価な機材や解析技術を

必要とせず、市販のデジタルカメラで記録保存と解析ができる利点がある。この利点を生かし、多く

の運河護岸の Photog-CAD による発掘調査の事例からその課題と対応策を実施してきた。その利活用

についての技術的ポイントを、同時に行った地上型 3 次元レーザー測量と対比して評価する。 

 

４）は、直線性の高い面的なレーザー光による水中の長さ計測技術を開発する。水中の土木構造物だけで

なく、水の動きや生き物の長さ・活動速度・捕食など棲息空間での生物動態の解析が期待できる。汎

用のデジタルカメラ撮影で撮影画像から生き物の生態系における動態を定量的に評価できる点が画期

的である。 

 

５）3 台のデジタルカメラを 1/1000 秒の同期性をもつリモート同時シャッター撮影システムを構築し、動

きの速い事象の定量的解析技術を開発する。 

 

６）は、Photog-CAD 解析の利便性を実証するため、東日本大震災時に津波で壊滅的な被災を受けた宮城

県東松島市の野蒜海岸と洲崎湿地をフィールドとして、津波被災後の自然の再生過程を記録保存し、

次世代への教訓として発信する。 

 

７）は、Photog-CAD は優れた解析技術であるが、その開発経緯からも土木関係の災害査定に特化した解

析システムである。それ故に Photog-CAD の解析画面は、土木技術に関係のない学校教育などの次世

代を担う若い世代へのアピール度に欠ける。まずは、日常はゲーム感覚で Photog-CAD を楽しみ、非

常時には災害などに関する有用な画像情報を自ら発信できる人材を育成したいものである。その可能

性を考察する。将来、「いつでも、どこでも、みんなで、フォトジー（Photog-CAD）」を目指す。 

 

筆者は、大学教員として測量学の講義を経験しているが、建設現場や災害現場での測量経験は少ない。

また、Photog-CAD 解析で重要なカメラ機能特性などへの理解も乏しい。さらに、Photog-CAD 解析の熟

練者でもない。すなわち、測量の専門家ではなく、Photog-CAD のファンである。Photog-CAD の新たな

利活用への展開に大いに興味を抱いており、その期待も大きい 

 

「災害復旧工事時の Photog-CAD による空中・水中の歴史的土木構造物および水辺環境モニター計測技

術の開発」を申請した際の構想と、研究を実践した成果に異なる部分もあるが、以下に、構想時の考え方

を参考に記しておく。 

 

１． デジタルカメラである撮影機材の選定と撮影条件の確立…一般家庭用に用いられるデジタルカメラの撮影

特性を把握し、以下の条件を検討し、目的にあった機材と撮影条件を検討する。 

１）時間合わせの工夫 

汎用のデジタルカメラは、時間合わせは１秒単位である。静止した構造物の撮影はこれで十分であるが、

生き物や水の流れなど動きのあるものは、時間合わせが重要となる。また、水や生物の動態などの動くも

のを解析で用いるカメラのタイムラプス（コマ撮り）撮影でも、その撮影インターバルがより短く、３台

のカメラの撮影時間がより一致すれば有用である。動画機能上でのインターバル録画計測は、フルハイビ

ジョン規格で（30 枚/秒、または 60 枚/秒）であり、約 1/100 秒単位の時間合わせが行えればその活用範囲



3 
 

が広がる。これらは、1/100 秒表示のストップウォッチの写し込みでの評価を検討する。 

２）撮影カメラの工夫（静止画（暗視画）と動画の選択） 

 １）で述べたように、静止画と動画の使い分けが有効である。また、光量の少ない夜間の撮影にあわせ、

最近のカメラでは撮影が可能であるが、やはり補助光量が必要な場合の光の波長域と光量を検討する。 

３）タイムラプス（コマ撮り）撮影の工夫 

 現在市販されている防水型カメラは、インターバル間隔が 10 秒以上であまり有用でない。そこで、スマ

ートフォン付属のカメラは約１秒間隔の撮影・記録が可能であり、その活用法が期待される。また、高速

に動く被写体の移動速度の解析には、フルハイビジョン規格の動画が有効であるが、画像の画質（1920×

1080 画素、約 207 万画素）が劣化する。その活用の利便性を検討する。 

４）長時間撮影の工夫 

 生物や水の動きを観測する場合、24 時間以上あるいはそれ以上の観測が求められる。計測は現地が多い

ので 100V の交流電源は利用しにくい。市販のカメラの電池容量は数時間未満が多い。これを解消するに

は、別途外部からの電源が必要である。電池方式のカメラは電池ボックスで対応できるが、近年のバッテ

リーは各社それぞれ規格が異なり、乾電池ボックスによる対応が困難となっている。この外部電源の確保

を検討し、現場対応の方策を検討する。 

５）水中撮影の工夫（防水型カメラと非防水型カメラの利用の使い分け） 

 防水型カメラはインターバル時間が 10 秒以上と長く使用しにくい。そこで、スマートフォンなどの非防

水型の水中撮影はカメラ本体とバッテリーなどの収容する防水ケースの検討が必要である。画像が歪まな

い透明度の良い防水ケースの開発を行う必要がなる。 

 

２．現地計測での検証  

１）津波被災を受けた運河での歴史的土木構造物と水辺環境の調査 

 東日本大震災の津波で被災した野蒜築港跡地のレンガ橋台の Photog-CAD 解析を行ない、潜水調査との

結果を比較検討する。また、鳴瀬川河口の津波による河口侵食で運河の砂が堆積し漁港の機能が麻痺して

いる。その砂の移動に関する調査は実施されておらず、緊急な計測が望まれている。Photog-CAD による

砂州の移動を上げ潮と下げ潮の潮汐間のタイムラプス撮影と解析を検討・評価する 

2016 年災害復旧工事中に、東名運河で発見された柴工護岸がある。復旧工事の狭い現場で見通しが出来

ず、３ヶ所から撮影画像を用いて Photog-CAD 解析をそれぞれ行い、これらをつなぎ合わせて横断面図を

作成した。明治 16 年、内務省から宮城県宛の「東名運河の工事単価調」に、柴工護岸の記載があり、柴工

の位置が現在の計画運河河床高 T.P‐1.24ｍより約 1.3ｍ下方に位置することより、明治 16～17 年の東名

運河の創設期の可能性もあることが判明した。 

この様に、緊急時に予算も時間もないときに Photog-CAD 解析は威力を発揮し、後世に歴史的建造物の

記録を残すことができる。ちなみに、この柴工護岸は避難道路の橋脚が建設されるため保存されず撤去さ

れてしまった。Photog-CAD 解析の記録だけが残された。 

２）直線性の高い面的なレーザー光を用いた水中での迅速な計測技術の開発 

 筆者の試作した直線性の高い面的なレーザー光を用い、空中や水中でのスケールとして利用する。この

方法は 1500 円程度の安価で水中で光の減衰しにくい緑のレーザー発振器を用い、レーザー光の前にガラス

棒を設置することで直線性の高い面的なレーザー光を作成している 
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２．撮影機材と撮影条件の検討 

２．１ デジタルカメラの検討 

 軽量で携帯に便利なコンパクトデジタルカメラの選定には、タイムラプス（インターバル）撮影対応・

防水性能・GPS 搭載などの条件から検討した。現在所有の Nikon COOLPIX P900 に替わる機種として、

コンパクト性・防水性・機能性に優れた OLYMPUS Tough TG-5 4K（1200 万画素、CMOS F2.0 、15m 防

水、100kgf 耐荷重、GPS+電子コンパス&内蔵 Wi-Fi 。約 50,000 円。ただし、1 回のタイムラプス撮影枚

数は、299 枚）を選定した。 

 3 台のデジタルカメラ同時シャッター撮影には、CHDK（Canon Hack Deveropment Kit）機能を活用

するため、Canon 製のカメラを選定した。現在の仕様の中古品 Canon PowerShot A550（サイズ 3072 x 

2304：3.7 MB）に替わる機種として、同じく中古品で画素数の多く、マニュアル焦点が可能な Canon 

PowerShot SX50 HS（サイズ 4000 x 3000：2.5 MB）を選定した。 

 

        

                図 2.1.1 デジタルカメラ 

 

２．２ ターゲットの検討 

１）地表面設置方式 ～お手玉とビニールテープ、折り畳み式三角コーン～ 

 Photog-CAD の新たな活用法として、津波被災を受けた宮城県東松島市の野蒜海岸の環境調査への活用

を検討する。砂浜海岸では、貝殻・流木・ゴミなど漂着物や植物のターゲット（マーカー） となるものが

多いが、ジグゾーパズルのように同じパターンの繰り返しで、マーカーとして視認しにくい。 

a）市販品のターゲット利用 

 ターゲット（マーカー）には、運搬・操作性が良くて、カラフルな色どりのお手玉を 100 円ショップ（4
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個で 100 円）で購入した。このお手玉は 4～5 ㎝の大きさで、近距離の Photog-CAD 計測には十分である。

遠距離の場合は、お手玉に測量用の視認性の良いビニールテープを巻き付け、視認性を向上させた。 

   

          図 2.2.1 Photog-CAD 解析用の写真とターゲットの視認性 

お手玉に測量用ビニールテープを巻いて視認性の向上を図る 

 

            図 2.2.2 Photog-CAD 解析用の写真と視認性 

背景の色と測量用ビニールテープの視認性 

b）ターゲットの色 

黒色・白色・透明のそれぞれの板に、一般的に使用される測量用の視認性の良いビニールテープを用い、

砂浜海岸でのターゲットの視認状況を確認した。この中で、砂浜海岸では桃色が も視認し易く、乾いた

白い砂では、黄色、橙色が視認しにくい。 

また、市販のお手玉（カラフルな布でできている。4 ヶ/100 円）のそれぞれに各色の視認用ビニールテ

ープを巻き付けたが、砂浜のような凹凸のある地表面では、お手玉が小さいため視認しにくい。また、視

認用テープも地表面に張り付くと視認しにくい。 

 

ｃ）市販のターゲット（その 2） 

市販の折り畳み式三角カラーコーンは、大きさが 20 ㎝程度あるので、携帯性と視認性は良好で、ドロー
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ン撮影などのターゲットとして活用が期待される。 

   

     図 2.2.3 ドローンによる空撮 2018.08.19  市販の折り畳み式三角カラーコーン 

 

２）ターゲットの試作 ～9×18cm 矩形マーカー～ 

厚さ 3 ㎜、90 ㎝×180 ㎝のベニヤ合板を 9×18cm の矩形に切断して 100 枚のターゲット板とし、表に

赤の水性塗料、裏に赤の蛍光色スプレーで塗布した。試作のターゲットは、制作が簡単で、安価であり、

軽く、かさ張らず、携帯性に優れている。ターゲット板は、中央に 6 ㎜の穴を 1 つ開けたものと、3 つ開

けたものを作成した。ターゲットの中央に穴を 1 つ開けたものは、この穴に長さ 20 ㎝程度の丸カンを差し

込み、地面に斜めに設置でき、写真撮影方向から視認し易いように角度を変える工夫である。また、矩形

の短辺（9 ㎝）と長辺（18 ㎝）を使い分けを行い、距離が長くなれば短辺を撮影側に向けて設置して、長

辺の視認確度が上がる工夫をした。一方、砂浜のようなジグソーパズルのようで視認する目標が乏しい場

合は、撮影側に短辺のみを単純に向けるだけでなく、あえて、撮影側に長辺を向けてターゲット位置の区

別がし易い配置とした。なお、太陽光のある日は、砂浜が乾燥していて白いので蛍光色の赤より水性塗料

の赤（少し暗い）の方が視認し易い。 

ターゲットに穴を 3 つ開けたものは、海岸線の波打ち際のようにターゲットが波に洗われる場合に、3

ヶ所の穴に丸カンを角度を変えて差し込み、砂地に固定した。ただし、波の掃流力は大きく、長時間保持

することは困難である。 

   

    図 2.2.4 ターゲット板の短辺と長辺の設置状況と海岸線の波打ち際でのターゲットの設置 

〇撮影距離とターゲット：携帯性はお手玉単独が良い。お手玉に視認用ビニールテープを巻き付けて視認性を向上させた。

ただし、平面では 50m 以上で視認しにくい。〇携帯性：ベニヤ合板（90×180 ㎝）から、9×18 ㎝の長方形の板をつくる。

中央にピン（丸カンなど）用の穴（１つ）をあける。汀線では、流れないように３つのピン用穴をあける。水性ペイント（赤）、

蛍光性ペイント（スプレー式：赤）でそれぞれ裏表を塗る。 

〇視認性：マーカーの視認を確保する撮影とするため、穴にピンを差し込み、地表面に固定する。近距離では、板を水平に

する。中距離では斜めに地表面に固定する。距離が長い場合は、長辺方向が撮影されるよう設置する。汀線は、３つの穴に

ピンを差し込み、地表面に水平に設置する。一般に、蛍光色が視認し易いが、乾いた白い砂などは蛍光色よりペイント（少

し暗い）がコントラストを出しやすく、視認しやすい。 
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   図 2.2.5 Photog-CAD 用の画像（部分）       （拡大部） 

 

          図 2.2.6 波打ち際の試作ベニヤ合板マーカーの設置と視認状況（部分） 

 

３） 写真の画素数とマーカーの大きさ 

 今回、海岸線や河口の砂洲の撮影に用いた Photog-CAD 用のデジタルカメラは、Nikon COOLPIX P900

（画素数 4608×3456）と OLYMPUS Tough TG-5（画素数 4000 × 3000）である。 

カメラ撮影は、三脚を用いた撮影が望ましいが、本研究では 3 台のカメラ同時シャッター撮影以外は三

脚を利用していない。特殊な撮影機材が無い条件を想定しているためである。 

3 方向からの撮影は、おのおの複数枚撮影し、撮影後は画像の鮮明度を確認した。 

太陽光のある昼間は、解像度の確保のため ISO100を基本とし、シャッター優先で 1/2000、1/3200、1/4000

秒とした。夏の晴天時の海岸線は砂とマーカーの区別がしにくく、シャッターは早くして手振れを防止し、

若干暗めの画像が Photog-CAD 解析での視認性が上がる場合がある。 

 

 画角の中心に基点の長さと鉛直のスケールを写し込み、撮影距離に応じた 1 ピクセル当たり分解能の目

安は、Nikon COOLPIX P900（画素数 4608×3456）の広角撮影（焦点距離 4.3 ㎜）で、図 2.2.7 に示す

2018年8 月22日撮影分が基点（3m スケールで検定）約 0.36 ㎝/ピクセル、基点から 50m 地点（2m スケ

ール）約 1.8 ㎝/ピクセルであった。同図の 2018年8 月19日撮影分では、基点（5m スケールで検定）約 0.55

㎝/ピクセル、基点から 75m 地点（3m スケール）約 2.6 ㎝/ピクセル、基点から 100m 地点（3m スケール）

約 3.4 ㎝/ピクセルである。なお、Nikon COOLPIX P900 での望遠撮影（焦点距離 357 ㎜）は、今回対象

とした 50m～150m の被写体では画像が拡大され過ぎるので使用していない。 
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図 2.2.7 野蒜海岸（2018年8 月22日、広角：DSCN9126） 野蒜海岸（2018年8 月19日、広角：DSCN8706） 

 

 図 2.2.8 に示す OLYMPUS Tough TG-5（画素数 4000×3000）では、広角撮影（焦点距離 4.5 ㎜）で起

点（5m スタッフで検定）約 0.76 ㎝/ピクセル、基点から 90m 地点（3ｍスタッフ）約 3.5 ㎝/ピクセルであ

る。望遠撮影（焦点距離：18.0 ㎜）では、基点から 90m 地点（3ｍスタッフ）約 0.86 ㎝/ピクセルであり、

分解能が向上しており、Photog-CAD の解析も容易に行える。 

      

図 2.2.8 鳴瀬川河口（2018年9 月14日、広角：P9141218） 鳴瀬川河口（2018年9 月14日、望遠：P9141232） 

 

 ターゲットに、大きさ 4～5 ㎝のお手玉を用いると、50m を越えると視認が厳しくなる。試作の 9 ㎝×

18 ㎝の蛍光色ターゲット板は、基点から 100m 先でも視認が可能である。 
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２． ３ レーザー光によるターゲット設置 

１） ラインレーザーの試作 

レーザーモジュール（点レーザー発振器）を用いてラインレーザーを試作し、水中の生き物の動態をモニ

ターするという考えは、東北大学工学部 1 年生の授業「創造工学研修」で実施されたものである。点レー

ザー（ポインター）の直進性の高いレーザー光の前に丸いガラス棒を置くと、点レーザーからライン（線）

レーザーとなる。 

レーザーモジュールは、赤色と緑色があり、緑色が若干高価である。水中では、緑色より赤色の光の減

衰が大きいので、緑色を選択した。防水性のないレーザーモジュールは、透明アクリル管とアクリル板の

接着、O リングやステンレスのボルト・ナットなどによる試作防水ケースを入れ、10m の電源延長ケーブ

ルと携帯用の乾電池式電源スイッチを製作した。電源ケーブルは、透明アクリル防水容器に穴を開けて通

し、隙間はシリコンで固着させた。2 つの緑色の防水レーザー発信機を台座に固定され、5,10,20 ㎝など、

任意の間隔に設置調整が可能である。レーザー発信器から 20,70,120 ㎝など使用される距離に合わせ、10.0

㎝のレーザー幅になるよう 2 つのレーザー発振器の位置を微調整した。 

      

         

         図 2.3.1 緑色の点レーザーモジュールを用いたラインレーザーの試作 

 

２) レーザー光の形式（色、点・線・十字） 

 直進性の高い点レーザー光の入手は、市販のポインタ―として購入できる。ポインターは、比較的安価

な赤色と高価な緑色がある。一方、レーザーモジュールとして、赤色と緑色の点（ポインター）・線（ライ

ン）・十字（クロス）の各モジュールが市販されている。電源は DC3～5V、出力は 5～50ｍW が多く、価

格は数千円程度が多い。 

 家庭用の交流電源 100V を利用する場合は、AC/DC コンバーターで直流３V に変換する必要がある。ラ

イン・クロスレーザーは点レーザーを線・十字に変換しているだけで、元の点レーザーの出力が同じであ

るのでライン・クロスレーザーの光は点レーザーより弱い。一方、室内灯の光を徐々に暗くしていくと、

点レーザーの光量が大きいので、画像の白飛びが生じるのでカメラの撮影条件の調整が必要である。 

 なお、ライン・クロスレーザーを照射すると、カーテンなどの凹凸が明瞭にすることができる。また、

レーザーの照射面の色によってもレーザーの反射する光量が異なるので、これもカメラの撮影条件の調整
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が必要である。 

    
図 2.3.2 室内灯の明るさとレーザーモジュールの点・ライン・クロスレーザー光の撮影状態と視認性 

 

レーザーモジュールの電源は、直流 DC3V なので、家庭用交流電源 AC100V を用いる場合は、AC/DC

コンバーターで DC3V を提供する。屋外使用の場合は、車用バッテリーDC12V から、DC/AC インバータ

で交流 AC100V を得て、AC/DC コンバーターでレーザーモジュールの電源 DC3V を提供する。 

       
図 2.3.3 レーザー光照射台座とマルチカメラバー上の 3 台のデジタルカメラ 

および鉛直・長さスケールの設置状況 
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    室内灯（明るい）           室内灯（暗い）             常夜灯 

          図 2.3.4 室内灯の明るさによるレーザー光の撮影状態 

 

  

   

      室内灯 明るさ 大              室内灯 常夜灯 

図 2.3.5 室内灯の明るさと照射面の色によるレーザー光の撮影状態 

 一般用ポリスチレン製カラーボードへのレーザー光の視認状況。カラーボードの色により視認性が異なる。緑色のレーザ

ーポインターは赤色のレーザーポインターより出力が大きいので明るい。 
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図 2.3.6 室内灯の明るさと照射面の色による撮影状態 

     （上：室内灯 明るい、 下：室内灯 暗い） 

 

２． ４ プロジェクタ―による撮影システム 

１）普及性の高いプロジエクターの活用 

レーザー光による被写体への非接触型のターゲット（マーカー）設置は、危険性の高い被災地などで現

地に近づけないときに有効である。一方、レーザー光（赤・緑）はレーザーモジュールの価格やレーザー

光の配置に若干の難がある。 

 近年、プロジェクタ―は、光量が大きく、小型かつ安価となってきている。このプロジエクターを用い、

以下のパターンの様に、任意のライン（色、太さ、点線・実戦・一点破線など）、任意の点（ターゲットの

色、大きさ、形、明るさなど）、背景の明るさ（カメラ撮影時の撮影面の光量により、プロジェクタ―の背

景の光量を調整）などを自由に設置できる。また、現在のプロジェクタ―は、投影面への歪みを調整でき

るので、投射面が水平から垂直などの仰角に合わせて瞬時に調整（台形補正）して、任意の矩形図形など

を投影できる利点がある。 さらに、被写体の色により、より視認し易い点・線パターンを準備することが
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可能であり、レーザー光の赤・緑の 2 色のみより汎用性が高い。また、照度計を参考に、マーカーの相対

的な光量とカメラの撮影条件を確認した。照度計はシンワ製デジタルルックスメーターを用いた。 

  
任意のライン（色、太さ、点線・実戦・一点破線など） 

  
任意の点（ターゲットの色、大きさ、形、明るさなど） 

  
背景の明るさ（カメラ撮影時の撮影面の光量により、プロジェクタ―の背景の光量を調整） 

  
      図 2.4.1 プロジエクターによる被写体へのターゲット（マーカー）の照射 
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  図 2.4.2 室内灯を落した場合の各パターン（点・線の色、背景の明るさ）の撮影状況と視認性 

    

    図 2.4.3 室内灯の明るさによるプロジェクターでの点・線ターゲットの視認性 
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        図 2.4.4 点ターゲットの相対的な明るさと視認性（点の大きさは同一） 

桃色は視認性の良さ、赤色・緑色はレーザー光の代用、桃色の外側の白色枠はターゲットの明るさ確保。 

 

  
          図 2.4.5 点と線によるターゲットの相対的な明るさと視認性 

            赤色は相対的な照度が も小さく、緑色、桃色の順に相対的照度が大きくなる。 

桃色に白枠は、背景や被写体が暗ければ相対的照度も大きく、視認性も高い。 
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       左              正面               右 

図 2.4.6 Photog-CAD 解析用の３枚の写真 

 背景のカーテンの凹凸や被写体の凹凸が明確に視認できる。点（色、形など）や線（色、太さ、実践、点線、破線）を組

み合わせれば、Photog-CAD 解析時の視認性が向上し、解析作業の効率化が期待される。 

 

２）マーカー形式 ～色、点・線・十字など自在な形式～ 

 プロジエクターによる被写体への投影は、任意のライン（色、太さ、点線・実戦・一点破線など）、任意

の点（ターゲットの色、大きさ、形、明るさなど）、任意の背景の明るさ（カメラ撮影時の撮影面の光量に

より、プロジェクタ―の背景の光量を調整）などの設定など、被写体の撮影条件を設定できる。 

点ターゲットの相対的な明るさと視認性（点の大きさは同一）の検討では、桃色は視認性が良く、赤色・

緑色はレーザー光の代用として、桃色の外側の白色枠の設置でターゲットの明るさを確保できる。また、

赤色は相対的な照度が も小さく、緑色、桃色の順に相対的照度が大きくなる。桃色に白枠は、背景や被

写体が暗ければ相対的照度も大きく、視認性も高い。 

以上のように、普及性の高いプロジエクターの活用で、背景のカーテンの凹凸や被写体の凹凸が明確に

視認でき、点（色、形など）や線（色、太さ、実践、点線、破線）を組み合わせれば、Photog-CAD 解析

時の視認性が向上し、解析作業の効率化が期待される。 
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２．５  UAV（ドローン）撮影の条件 

UAV（Unmanned Aerial Vehicle）の一つであるドローンを利用した東日本大震災の被災地での

Photog-CAD 解析や震災後の環境調査への適用を検討した。 

ドローンによる撮影条件の確認は、2017年9月に宮城県東松島市の野蒜海岸と洲崎湿地や東名運河など、

東日本大震災の津波被害を大きく受けた地域で行った。東松島市には、自衛隊の松島基地があり、ドロー

ンの飛行制限のある空撮規制条件空域を確認した。 

  

                      図 2.5.1 DJI 社の MABIC Pro とファントム３Pro 

  

東名運河                          洲崎湿地  

図 2.5.2 ドローンによる被災地・復旧工事中の水辺環境調査（操縦者：阿武隈生物研究会 池田洋二） 

 

 津波で大被害を受けた野蒜海岸や東名運河・洲崎湿地の周辺は、ガレキ置場、土砂の仮置き場、嵩上

げ盛り土の造成など、津波による自然現象の外乱だけでなく、復旧工事に伴う人為的な外乱を大きく受け

る。その結果、手入れがされず放置された農地や運び込まれた土砂で、植物の外来種（特定外来生物：オ

オキンケイギク・オオハンゴンソウ、要注意外来生物：セイタカアワダチソウ、アメリカアザミ等）など

が大きく勢力を伸ばし、日本三景の一つである松島の自然環境が危機的な状況になっている。 

 その実態把握のためにも、被災地の標高などのリアルタイムの地形データや、植生群落調査にドローン

の空撮が大いに活用できると期待される。 

 Photog-CAD 解析用の写真撮影は、2018 年 8 月にターゲットの種類・大きさなどによる視認性を確認し

た。ただし。この際、画角を 16：9 で撮影したので、2018 年 10 月に再度 4：3 で撮影を行っている。 

砂浜海岸のような砂地で平坦な地表面には様々な漂流物や植生群落があり、ターゲットに利用できそう

であるが、ジグソーパズルの様で Photog-CAD 解析時に対応点の視認に時間がかかり、大きな負担となる。 
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試作の 9×18 ㎝の蛍光塗料のベニヤ合板マーカーの視認性は良好で、短辺・長辺の使い分けや、合板の

設置角度や太陽光の当たり具合を調整するとさらに視認性が改善する。 

また、人間や折り畳み式三角コーンのような大きなターゲットは、単純な地表面である砂地では特に有

効である。また、砂地に文字・記号や数値を書き込んでおくのも Photog-CAD 解析時に有効である。 

     

               図 2.5.3 防潮堤から汀線までの一括撮影 

     
              図 2.5.4 勾配の大きな前浜から汀線までの追加撮影 
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図 2.5.5 ターゲットの視認性 
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３．津波被災した構造物の災害復旧時の迅速な歴史的構造物や水辺環境の記録保存 

  

 宮城県の仙台湾には、南より阿武隈川から旧北上川までの各河川をつなぐ貞山運河、東名運河、北上運

河が整備され、松島湾を通じ外洋を経由しない日本一長い運河群（運河部約 49 ㎞、現在は仙台港の建設に

より貞山運河の一部が消滅し、約 44 ㎞である）による舟運航路網が形成された。 

江戸時代、仙台藩が舟運のため 1620 年前後に木曳堀、1670 年代に御舟入堀、明治 5 年前後に仙台藩士

が新堀を開削した。明治政府の大久保利通内務卿は、東北開発の扇の要として、宮城県の中央を流れる鳴

瀬川の河口に「野蒜築港」を計画した。明治 11 年から北上川と接続する石井閘門と北上運河の開削から始

まり、同 15 年に開港し一時活況を呈した。これに関連し、明治 17 年、鳴瀬川から松島湾につなぐ東名運

河が完成し、同 22 年、御舟入堀・新堀・木曳堀も拡幅改修された。御舟入堀、新堀、木曳堀は、宮城県が

野蒜築港に連動して明治16年から拡幅改修は始める。これら3つの堀を明治17年に貞山堀と全国に紹介。

その後、明治 22 年に宮城県は「運河取締規則」を定め、3 つの運河「野蒜（北上）・東名・貞山」を定め

た。    

これら 3 つの運河群、北上運河、東名運河、貞山運河が整備されることで、松島湾を通じ外洋を経由し

ない約 60km にわたる日本一長い運河群による舟運航路網が形成された。しかし、同 17 年の嵐で港の機能

が頓挫し、翌年廃港となる。野蒜築港は幻の港となった。 

これらの「野蒜築港関連事業」である、石井閘門・北上運河・野蒜築港跡地・東名運河・貞山運河は、

平成 12 年度土木学会「選奨土木遺産」に認定された。後に、石井閘門は国の重要文化財に指定されている。 

 

 

            図 3.1.1 野蒜築港と日本一長い運河群 
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        図 3.1.2 野蒜築港と日本一長い運河群 桃色の部分は津波浸水区域 

 

 

図 3.1.3 野蒜築港市街地跡の近代土木遺産 

左：新鳴瀬川のレンガ橋台群と悪水吐暗渠（黒：現況、平成 11 年現在、赤：野蒜築港市街地（築港当時）、橙：悪水吐暗渠 

協力：（株）大江設計。右：新鳴瀬川と下の橋（左岸）、被災前。 
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 ３．１  地上型３次元レーザー測量と Photog-CAD による計測結果の比較 

１） 東名運河 

 

2011 年（平成 23 年）3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震津波で、これら運河群や野蒜築港関連

の土木遺産が津波により大きな被害を受けた。筆者は、この歴史的土木構造物群の記録に、Photog-CAD や

地上型 3 次元レーザー測量を利用してきた。 Photog-CAD は、災害復旧事業費の迅速作成用ソフトとして

2008 年に開発・提供された。家庭用デジタルカメラを用いた近接写真測量技術より 3次元の地形モデル（TIN）

表示やファイル出力ができ 2 次元 CAD の設計で総合単価を用いた積算もできる。従来のポール横断測量が

困難な災害現場でも遠隔写真撮影で対応でき、現場作業の短縮・効率化・低コスト化が可能で、データの

記録・保存・編集・管理が容易である。また、航空写真や３次元レーザー測量と異なり天候に左右されに

くい、災害現場でノートパソコンにより 20～30 分程度で査定報告書ができるとされる。 

ここでは、Photog-CAD システムを用い東日本大震災で津波の被災を受けた仙台湾岸に展開する宮城県東

松島市の野蒜築港跡レンガ橋台や東名運河の護岸などの土木遺産に適用し、これまでの地上型 3 次元レー

ザー測量結果と比較しながら、その適用性や今後の課題や展望について考察した。 

 調査は 2014 年 12 月と 2015 年 1 月に行った。調査地点は JR 仙石線の野蒜駅前の東名運河と野蒜築港跡

の新鳴瀬川にあるレンガ橋台（下の橋）を対象とした。これらの土木遺産は津波被災の前後に、いずれも

地上型 3次元レーザー測量をすでに行なっている。 

 Photog-CAD のデジタル写真撮影の方法は、距離と高さを示すスタッフや測量ピンを設置し、このスケー

ルを写し込みながら左右 2 カ所と正面 1 か所の計 3 枚の写真撮影をする。左右 2 カ所で座標を決め、正面

はレンズのひずみなどを補正し精度を上げる。撮影での留意点は、次の通りである。 

現場作業は、ポール（高さの測定、地面に垂直）、スタッフ・ターゲット設置（スケール長さの測定）に

より座標決めを行う。デジタルカメラは解像度 400 万画素以上で、広角か望遠モードいずれか固定で撮影

する。写真撮影時の位置関係は、撮影距離：撮影立ち位置（左と正面の距離、正面と右の距離）＝3：1、

現場の奥行：撮影距離＝1：3以上、撮影立ち位置のラインとスケール長さのラインは出来る限り平行にし

（0～30 度の範囲）、仰角は左・正面・右の撮影立ち位置は、ほぼ同じ高さ（仰角の差が 3度以内）が望ま

しい。災害現場では、左・正面・右の３方向からすべての写真に対象範囲全体を撮影する。 

        

          図 3.1.4 Photog-CAD 解析用のカメラ撮影 
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その後、パソコンへの写真の入力とスケール長さ入力や測点などのソフトによる解析を行い、3 次元の

地形モデル（TIN）や横断面の表示、ファイル出力を内蔵の 2次元 CAD の設計で総合単価を用いた積算が可

能である。 

 図 3.1.5 は、東名運河護岸（左岸・海側）の地上型 3 次元レーザー測量結果である。レーザー測量は、

測定精度は十分であるが、降水・降雪や測定点の濡れや積雪では測定ができず、測定区域の除草などレー

ザー光線の障害物排除が必要となり費用も時間も必要である。 

  

被災状況（手前が運河、赤のラインが横断面線）           被災部の横断面図 

図 3.1.5 東名運河の津波被災部の 3次元ﾚｰｻﾞｰ測量 

  

  

        図 3.1.6 Photog-CAD 解析による被災した東名運河護岸の断面図 

左上・左下：Photog-CAD による被災した運河護岸の 3枚（左・正面・右）の写真撮影とパソコン上での測点入力、右上：東

名運河の 3次元地形モデル（TIN）（Photog-CAD）、15 点の測点から 3 次元地形モデル（TIN）を作成（青のラインが右下の図

の横断面線、手前が運河）、右下：運河の被災部の横断面図（Photog-CAD）、右上の青の横断線（左：運河、右：運河護岸） 

 

図 3.1.6 は、Photog-CAD のよる解析結果である。津波が越流した運河護岸の形状をほぼ再現できている。

凹凸の激しくない面であれば精度は良好である。断面形状はパソコン上での測点の配置で決まるが、本ケ

ースでは測点 15 点での成果である。 

Photog-CAD と TS（トータルステーション）による横断図の精度比較（技術資料）によれば、広角レンズ

（18 ㎜）で撮影距離 42～49ｍで最大 6.4 ㎝ (高さ方向)、望遠レンズ（55 ㎜）で撮影距離 42～70ｍで最大

6.0 ㎝ (高さ方向)という検証結果が報告され、奥行調整にスタッフ設置が不可欠なことが示されている。 
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 ２）野蒜築港市街地跡のレンガ橋台 

 図 3.1.8 は、津波被災前後のレンガ橋台（下の橋・右岸・浜市漁港側）の地上型 3 次元レーザー測量で

ある。津波被災前後の 3 次元レーザー測量からせん断破壊されたレンガ積層数や空積みの石積み護岸の破

損状況が記録できたのは今後の津波による土木構造物の被災を検証する上で貴重な史料となった。 

同図に、Photog-CAD のよる解析結果を示す。井内石の空積みによる煉瓦橋台の護岸被災状況を記録に残

すことができた。ただし、レンガ橋台の様に、撮影者の方向に突き出している構造物は３方向からの撮影

で陰になる部分が生じ、解析が困難となる。写真撮影の角度調整など工夫が必要である。 

  

  

図 3.1.7 下の橋の被災状況と復旧工事後 

左上：下の橋（右岸）被災前、左下：下の橋（右岸）津波被災後。右上：下の橋（左岸）の被災状況（左岸、海側からの見

た側面（2011 年 6 月撮影）右下：コンクリート護岸で囲まれたレンガ橋台（手前：下の橋右岸、奥：左岸、2016 年 6 月撮影） 

  

                      

 

       図 3.1.8 地上型３次元レーザー測量と Photog-CAD による計測結果の比較 

左上：レンガ橋台（下の橋）の津波被災状況（3 次元ﾚｰｻﾞｰ測量）、右上：レンガ橋台（下の橋）の被災横断面（3 次元ﾚｰｻﾞｰ

測量）津波被災によるレンガ橋台と石積み護岸の損壊状況、左下：レンガ橋台（下の橋）の写真撮影とパソコン上での測点

入力（Photog-CAD）（青のラインが右下の図の横断線、手前が水面）、中下：レンガ橋台（下の橋）の津波被災状況（Photog-CAD）、

左下の図の測点 38 点から 3 次元地形モデル（TIN）を作成、手前が水面。レンガ橋台を測点に含めず運河護岸のみで評価、

右下：レンガ橋台（下の橋）の被災部の横断面図（Photog-CAD）、左下図の青の横断線（左側：運河護岸、右側：新鳴瀬川） 
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３．２ 復旧工事における歴史的土木構造物の記録保存 

津波襲来を受けた東名運河（延長 3.2 ㎞）周辺の自然地形と運河護岸の被災状況について考察する。 

図 3.2.1 は、東名運河がある野蒜地区の 0.5ｍごとの標高段彩図で、野蒜海岸線から東名運河まで丘陵

地や岩山などの自然地形 1～16（青）があり、海岸線に標高約 4ｍの浜堤のような微高地がある。野蒜地区

は、以前、海中の島であった岩山をアンカーとして鳴瀬川などからの土砂が砂州を発達させた地形であり、

現在は「陸の松島」となっている。 

津波が野蒜海岸の松林群をなぎ倒し、東名運河を乗り越えて山裾まで到達した。津波は自然地形の岩山・

コンクリート構造物の障害物や道路などの通り道などにより流れが集中・分散され、東名運河に射流化し

て落下し、一部石積みの運河護岸の被災はこの流れの集中度に大きく依存した。また、運河護岸堤防が１

ｍ程の若干高い微高地の運河護岸の被災が少ないことが注目される。 

同図には、運河護岸の施工分類と被災状況の調査結果を示した。運河の陸側は、コンクリート積みブロ

ック護岸部で県道 27 号線（標高約 1～2ｍ）であり、津波の押し波、引き波でもほとんど被害はなかった。

一方、半島状の地形 13 の岩山の西側は津波被害を大きく低減した。また、東名運河は運河の陸側にあった

JR 仙石線旧野蒜駅での津波浸水深を 3ｍ減災させる結果を示しているのが注目される。  

 

 

図 3.2.1 地形と津波の流向・運河護岸の被災状況 

左：上方向が北。地形の番号は、自然地形 1～16、人工地形 20～27。標高は震災後の 5ｍメッシュ国土数値情報を利用。 

右：運河護岸の種類と被災状況。津波の流向は空中画像からマツ等の植物の倒伏方向から求めた。道路、鉄道、建物群は震

災前のもの。 

 

 １）東名運河の柴工護岸の記録保存 

東名運河は埋蔵文化財包蔵地であるため、野蒜水門の改築に際し埋蔵文化財調査が 2014 年 9 月から行な

われ、柴工護岸が発見されその一部は切り取られ保存された。 

また、図 3.2.2、図 3.2.3 に示す東名運河の亀岡橋の地点からも同様に柴工護岸が発見されたがその基

礎構造は異なっていた。そこで、Photog-CAD による緊急発掘調査を行なった。図 3.2.4 に、東名運河の柴

工護岸の横断面図を示す。明治 16 年、内務省から宮城県宛の「東名運河の工事単価調」に、柴工護岸の記



26 
 

載があり明治 16～17 年の東名運河の創設期の可能性もある。しかし、亀岡橋の柴工護岸は避難道路の橋脚

が建設されるため保存は困難であった。 

   

      図 3.2.2 東名運河の災害復旧工事における柴工護岸の発掘調査 

 

   

図 3.2.3 東名運河の災害復旧工事で歴史的景観が重要視され石巻産・井内石での運河護岸の再生 
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「明治 16 年 11 月 17 日付けで、内務省から宮城県宛の「東名運河の工事単価調」に、井内割石の記載が

ある（参考文献：遠藤剛人著「貞山・北上運河沿革考」）。 

明治 11 年からの野蒜築港の建設時に、鳴瀬川河口の突堤に粗朶沈床と稲井石が使用されたが、明治 16

年からの東名運河の護岸建設にも、粗朶（柴工）や井内（稲井）石の使用が公文書として残っており、柴

工と稲井石による空石積み護岸は歴史的土木構造物として貴重な遺構である。 

今回発掘の稲井石による空石積み護岸は、粗朶、杭木の使用と共に明治の建設当時を彷彿させる。この

構造は、北上運河の空石積み護岸と類似しているが、北上運河には柴工が施されておらず、東名運河の運

河護岸の構造は極めて貴重であり、後世の残すべき遺構である。 

 

  

   

  

図 3.2.4 東名運河の柴工護岸の横断面図 

東名運河の柴工護岸の横断面図。写真のように、上段・中段・下段と 3箇所で撮影し、断面図を Photog-CAD で合成。柴工

は上段から下段まで連続施工。下段の柴工は、T.P.‐2.5ｍの位置にあり、東名運河の朔望平均干潮位 T.P.‐0.74ｍより約

1.7m 下方に施工され、現在の計画運河河床高 T.P.‐1.24ｍより約 1.3ｍ下方に位置する。 
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２）北上運河の運河護岸の記録保存 

図 3.2.5 は、2015 年 2 月に行われた松島基地の航路設定による流路変更に伴う北上運河護岸の発掘調査

の状況である。稲井石で組まれた空石積みの運河護岸は陸側・海側いずれも津波の襲来を受けても損壊せ

ずに残り、上部の土砂の築堤部のみが洗掘された。間知石積み形式の空石積み護岸の強度が発揮された事

例として注目したい。この北上運河の直線部分は、津波の越流にも耐えた空石積みの運河護岸として津波

遺構として残すべく、津波被災の状況のまま埋めることとなった。 

北上運河でも Photog-CAD による記録保存を行った。Photog-CAD による記録保存は、震災復興時の復旧

工事中での緊急発掘調査で、土木遺産構造物の記録保存に時間や予算がない場合有効である。 

    

図 3.2.5 北上運河の稲井石の石積み護岸と基礎工 

松島基地の航路設定による流路変更に伴う北上運河護岸の発掘調査（2015.02.17） 

 

 ３） 貞山運河（御舟入堀）の石積み運河護岸の記録保存 

 

2016 年に、仙台市宮城野区北蒲生の区画整備事業の一環として蒲生の御舟入堀の船溜り跡の発掘調査が

仙台市によって行われており、筆者にも調査協力要請があり、同年 9月 6日と 12 月 5 日に現地調査を行な

った。御舟入堀は 1670 年代に塩釜と蒲生を結ぶ運河として開鑿され仙台藩城下への物資輸送の要であった。 

石積み護岸は、図 3.2.6 に示すように下層は堆積岩で 2段（一部 3段）、上部は火成岩からなる。最下段

の 1 段目は布積みで整形された石材からなり、控えを取っている。2 段目は小口と長手を交互に繰り返す

積み方（ブラフ積みに類似している）となっているが、小口の石材が長手と同様な石材寸法で控えを取っ

ているかは発掘では確認できていない。この土木遺構にPhotog-CAD解析を行った。結果を図3.2.7に示す。 
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図 3.2.6 蒲生 舟溜り護岸 発掘調査 2016.09.06    

             

       

図 3.2.7 蒲生の船溜まり地点で発掘された石積み護岸と Photog-CAD 解析結果 

下層 2 段の石積み護岸の法面勾配は約 40 度、上層は約 70 度と勾配がきつい。発掘調査で露出している限られた数の石積

み護岸の観察から、下層の 1 段目の石の長手×小口幅×法面長は 70×35×35cm、2 段目の小口の石の上面長×小口幅×法面

長×下面長が、44×28×21×61cm、長手の石の長手（水平）×法面長が 57×30cm であった。  
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〇石積み技術 

石積み技術を概観する。7 世紀後半の古代山城（朝鮮式山城：石積み防塁）や 13 世紀末の元寇防塁が

つくられるが、中世の鎌倉・室町時代の城には石垣はほとんどなく、土塁強化の張り石や練石がつくられ

たが実用的ではなかった。16 世紀後半、空積み方式が生まれ、城郭の石垣に発展する。本格的な石垣の城

は織田信長による安土城で、中世寺院が独占していた多くの技術者集団（大工、石工、左官など）が全国

の城郭や都市にその活躍の場を広げていくキッカケでもあった。この時代は自然の石を積み上げる野面積

みである。野面積みは技術的に初期の石積法で鎌倉時代末期に現れ、本格的に用いられたのは 16 世紀の戦

国時代からとなる。 

江戸初期は、大量の石垣築造のため野面積みでなく、石材の使用位置を考慮し寸法などを整形した打ち

込み接ぎ（ハギ）となり、その後、装飾性の高く完全に整形され、石材間に隙間のない切り込み接ぎとな

るが、1700 年頃をピークに退化していく。江戸後期は、経済的な疲弊と石工の技術伝承不足で、石材の小

型化と、石の控え長の不足を補うため積み方が布積みから落し積み（谷積み）が出現し、地震による石積

みの強化が図られる。明治 31 年頃から中央線の鉄道工事が始まった頃、矩形の石を谷に落し込み斜め 45

度に寝かせる鵜立返しという方法が確立した。以後、大正から昭和にかけ「石積は谷積み」として発展し

てきた。  

ここで、この石積み護岸で参考となるのは、18 世紀後半の和歌山県の紀ノ川の水軒堤防と明治 10 年代

の三角西港の石積み護岸である。水軒堤防は、海側や上面に切り込み接ぎの砂岩の石からなり、海側の法

面は控えを取った強固な石積み構造物である。しかし、今回の蒲生の石積み護岸との類似点は少ないと考

えられる。 

三角西港は明治 17 年に整備が始められ、明治 20 年に開港した。宮城県の野蒜築港（明治 11 年着工、同

15 年開港）、福井県の三国港（明治 11 年着工）、熊本県の三角港は、明治三大築港と呼ばれる。これらの

設計や施工には、いずれもオランダのお雇い外国人がかかわっている。この中で、オランダ人水理工師ム

ルデルは、明治 14 年三角に築港を提言し、河口港の野蒜港の失敗と九頭竜川の河口の三国港の苦悩を踏ま

え、熊本県が提案していた河口港を水深の深い三角港に変更した経緯がある。また、ムルデルは、明治 17

年 9 月の嵐による野蒜港の被災調査を行ない、翌年、政府が築港を断念する報告書を提出している。 

一方、明治 16～22 年に宮城県営事業として、御舟入堀、新堀、木曳堀（現在の貞山運河）の大改修を実

施した。蒲生閘門は明治 18 年 11 月竣工で、出張所長の達邑容吉が「貞山堀開鑿ノ設計」（明治 17 年）で、

野蒜閘門の経験を活かして築造したと報告している。したがって、明治 16 年は野蒜港の開港直後で東北交

易の要と期待され、御舟入堀の拡幅改修と近代土木技術である蒲生閘門が建設された。このとき、船溜ま

りはこの拡幅改修工事を行なっている可能性は高く、当時最先端と言われたオランダ人達の近代土木技術

を採用する可能性が大きいと推察される。重要人物の一人が早川智寛である。早川は、明治 11 年、野蒜築

港内務省土木局出張所（宮城県牡鹿郡蛇田村高屋敷）主任として赴任、同 13 年宮城県土木課長に就任し、

同 16 年には貞山堀（宮城県）の改修を行う。 

 すなわち、宮城県の土木技術者は野蒜築港を通じて明治 10 年代のお雇い外国人たちの近代土木技術を習

得・実践できる環境にあった。横浜の外国人居留地にあるブラフ積みの擁壁（直方体の石材の長手と小口

を交互に積む工法、明治 7～8年にかけて居留地周辺や山手の坂道などでは石造りの道路側溝で敷設）や猿

島砲台（陸軍の東京湾要塞、明治 14 年に起工、同 17 年に竣工）、三角西港のブラフ積みの護岸（明治 17

～20 年）を参考としても不思議でない。 

 蒲生にある御舟入堀、船溜り、御蔵は、航行時に運河と河川の水位差障害を解消する閘門の建設技術を

実施できなかった近世土木技術の限界を示す土木遺構でもある。仙台藩では、1673 年、塩釜～蒲生間の御
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舟入堀、蒲生～苦竹間の御舟曳堀が完成する。ここで、1679 年、岡山県の倉安川吉井水門が国内最古とさ

れる閘門が建設され、1731 年、埼玉県の見沼通船堀も閘門式運河として建設された。どちらも水門を角落

とし式の角材で水位を調整した閘門であった。 

したがって、明治 10 年代に仙台湾岸の北上運河、東名運河、貞山運河に建設された観音開き門扉を用い

た近代的な閘門ではなかった。蒲生の船溜まりの石積み護岸は仙台藩そして日本の土木技術の変遷を評価

する上で極めて重要な発見と考えられる。後世に引き継ぐべき貴重な土木遺構であり、詳細な調査と歴史

的遺構の保全と利活用が期待される。 

 

 

３．３ 津波被災を受けた水辺環境の記録保存 ～北上運河の堆砂状況の記録保存～ 

2011 年東日本大震災の津波で被災した仙台湾岸の復興創生中の記録を残すため Photog-CAD による調査

を行なった。鳴瀬川河口の北上運河は、津波による砂浜海岸の決壊で流砂・漂砂による砂移動が大きく、

その堆砂が北上運河の浜市漁港等への船の航行や運河への水交換に大きく影響している。その堆砂状況の

変遷記録はほとんど残されないので、Photog-CAD による記録保存と利活用を考察した。 

  鳴瀬川の河口にある北上運河は、洪水など川からの流砂と沿岸流による漂砂により、河口の突堤に接続

する砂浜海岸の流失と再生が繰り返されてきた。2011 年の東日本大震災の津波ではこの砂浜海岸が大きく

えぐられ、外洋の波が河口内で砕波する状況となり、北上運河への堆砂が大きな障害となっている（図 3.3.1

～図 3.3.3）。その堆砂状況の変遷記録はほとんど残されない。図 3.3.4 に示す Photog-CAD の結果から、

満潮時でも北上運河の南端からの潮汐等による水交換が生じない程堆砂が進行していることが知れる。北

上運河の浜市漁港周辺は、澪筋確保の工事が実施されてもすぐに閉塞する河口環境にある。 

したがって、北上運河の水交換は、北端の定川からの交換のみとなる。この区間の内水排除の上でもそ

の対応策を実施することが重要である。2018 年には、海岸線に養浜が行われ、北上運河の浜市漁港周辺が

浚渫されたが、今後大きな出水があれば再び元の状況に戻る可能性がある。 

     

図 3.3.1 鳴瀬川河口と北上運河の津波被災後の堆砂状況の変遷（Google Earth より） 
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図 3.3.2 北上運河の堆砂状況 （撮影：2016.10.29 13：52） 

北上運河の浜市漁港の護岸が完全に砂に埋もれている 

 

図 3.3.3 北上運河の堆砂状況 （撮影 2017.01.22 13：14） 

満潮時でも浜市漁港は堆砂で水が北上運河に流入していない。（塩釜：満潮 10：18、124 干潮 18：32、43） 

 

 

図 3.3.4 北上運河・浜市漁港と鳴瀬川との合流点の堆砂状況 （2017.01.22 撮影、解析） 

縦軸が高さ（0～5.62 m）、横軸が運河横断面（海側より 0～72.3 m）。左の上端は T.P.7.2ｍの防潮堤防である。運河の横

断面は全て砂地で最も低い堆砂面は（堤防天端より-5.62ｍ下方）T.P.＋1.58m となる。北上運河の朔望平均満潮位は T.P.

＋0.826m であり、満潮時でも鳴瀬川から北上運河に水塊の流入は起こらないことが判明した。 
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図 3.3.5 北上運河と鳴瀬川の合流地点（浜市漁港）2017.09.15         2017.09.19 台風通過後 

 

 Photog-CAD 解析用の写真撮影のため、砂地の表面をシャベルで掘り返しターゲットとした。2018 年には

鳴瀬川河口の突堤東側が養浜され、北上運河の浚渫も行われて、運河に水面が戻った。 

 

   

   

 図 3.3.6 鳴瀬川河口と北上運河付近の砂の移動（撮影：2018年8 月11日 土曜日 10：54～11:28） 

左上：鳴瀬川河口の突堤東側が養浜され、北上運河の浚渫も行われて、運河に水面が戻った。右上：鳴瀬川と北上運河の合

流地点の堤防は、多量の砂で埋もれている。左下：鳴瀬川左岸の堆砂状況（北上運河の合流点から約 300m 上流）、右下：鳴

瀬川の防潮堤（T.P.7.2m）の陸地側は飛砂で階段が埋まるほど砂の移動が顕著である。 

 

以上のように、約 30 分間で、3 枚のデジタルカメラ写真撮影によって海岸線や河川河口の砂移動を記録

でき、後世に残せることが Photog-CAD 解析の利点である。 
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４．水中での計測技術の検討 

 ４．１ 空中と水中における被写体の大きさの相違 

防水性の OLYMPUS Tough TG-5 を用い、空中と水中とで、広角撮影で被写体までの距離を変えて撮影

した（図 4.1.1）。空気中の撮影であれば、スケールが大きく歪んで撮影されることはない。水中では、拡

大して撮影され、また撮影距離が短いと画角が大きく歪曲（20 ㎝の場合、中央部で約 1.3 倍、空気に対す

る水の屈折率 1.333）する。また、矩形容器や円筒容器に空気や水の充填状況でも、実際のスケールが拡

大あるいは縮小されて撮影される（図 4.1.2、図 4.1.3）。 

注：光（波）の屈折は，光（波）がある物質から別の物質へ入る時，その境界のところで 進行方向を変える現象で、空気

中，水中それぞれにおける光の進む速さの比を、空気に対する水の「相対屈折率」と呼ぶ。 

 

 被写体までの距離 10 ㎝（空気中）       20 ㎝（空気中）            30 ㎝（空気中） 

   

       （カメラは空気中）             （カメラは水中）                （カメラは水中） 

図 4.1.1 空中と水中の撮影画像（オリンパス Tough TG-5） 
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   円筒・矩形容器に空気          円筒容器のみ水          円筒・矩形容器に水 

図 4.1.2 空中と水中との境界の撮影画像（オリンパス Tough TG-5） 

矩形形容器に円柱容器が入っている。円柱容器のみに水があると後ろの目盛りが拡大されるが、円柱・矩形容器の両方に水

があると拡大縮小されずに観察される。 

 

   

    矩形容器のみ水        円筒容器に半分だけ水     矩形・円筒容器に水 

図 4.1.3 空中と水中との境界の撮影画像（オリンパス Tough TG-5） 

矩形容器に円柱容器が入っている。矩形容器のみに水があると、後ろの目盛りが縮小されるが、円柱・矩形容器の両方に

水があると拡大縮小されずに観察される。 

 

 ４．２ スマートフォンによる水中撮影 

   １）防水対策と操作性 

タイムラプス（インターバル）撮影機能を持つスマートフォンを中古で安価で購入し、これにモバイル

バッテリーを組み合わせると、空中で室温では 24 時間近くインターバル撮影ができた。 

 水中用に、スマートフォンとモバイルバッテリーを水深 1ｍの耐水性防水パックに入れ、水中での計測

が実施した。しかし、冬季に行った水辺での現地観測では室内と異なり、スマートフォンの小さなボタン

が操作しにくく、また、誤接触して機能停止になることが多く、細心の注意と熟練が必要であった。 

 また、冬季の河川水温は数℃まで低下するので、モバイルバッテリー機能の劣化が懸念される。 

 なお、使用した中古のスマートフォンは動画録画なので、動画を 1 画像に変換する手順が必要である。

Photog-CAD 解析への対応は若干手間がかかる。 
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      図 4.2.1 タイムラプス撮影機能を持つスマートフォンによる水中撮影 

 水中用にスマートフォンとモバイルバッテリーを水深 1ｍの耐水性防水パックに入れ、カメラレンズ部をくり抜いて撮影

視野を確保し、金網で防水性パックを包み、この金網を金属棒に固定し水中に設置した。流速が早い場合は、重し用のブロ

ックも併用した。 

   ２）防水容器の試作  

 カメラ専用の防水容器は高価なので、一般の非防水性のデジタルカメラを利用するため、カメラを収納

する防水容器を試作した。用いた容器は、いわゆるタッパ（本体：ポリプロピレン、蓋：ポリエチレン） 

とパッキン一体型プラスチック容器（ポリプロピレン）で実施した。いずれも 100 円である。今回は、水

中といってもカメラを水面下で利用できる水密性・防水性を目指した。結果は、パッキン一体型プラスチ

ック容器は、１時間で漏水が始まり不適であった。タッパは、16 時間後でも漏水性がないので、この容器

でカメラ収納容器を試作した。 

 耐水（漏水）性を確認すると、深さ 17 ㎝の水深で 1時間後も水漏れなし、約 20 時間後には、0.5ｍＬ未

満の水漏れで、短時間の作業であれば問題なしと判断された。なお、水漏れはレンズ部の接着部分ではな

く、ふたの部分である。また、レンズ部の透明アクリル板の透明性も十分確保できた。 

  

図 4.2.2 容器の水中漏水試験 

〇１時間後 パッキン一体型プラスチック容器（やや剛性あり、高さ 5.8cm）水深 6㎝：水漏れなし、水深 17 ㎝：水漏れ。

タッパ（高さ 5.3cm）、水深 1cm・水深 12cm：水漏れなし 〇3 時間後 パッキン一体型プラスチック容器 水深 6 ㎝：水漏

れ、水深 17 ㎝：水漏れ。タッパ、水深 1cm・水深 12cm：水漏れなし〇16 時間後 パッキン一体型プラスチック容器 10 ㎝ 

水漏れ（1ml 以下）、30 ㎝水漏れ（5ml）。タッパ、水深 1cm・水深 12cm 水漏れなし  
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 図 4.2.3 防水容器の試作 

蓋に、カメラのレンズの部分をくり抜く。透明アクリル板を専用カッターで切る（7×7 ㎝）。透明アクリル専用の接着剤

では、ポリエチレン製のふたと接着しないので、ウルトラ多用途超強力接着剤（株）ボンド社ウルトラ多用途 SU（透明）を

透明アクリル板とふたの回りに接着・成形する。耐水（漏水）性を確認すると、深さ 17 ㎝の水深で 1 時間後も水漏れなし。

短時間の作業であれば問題なし。約 20 時間後には、0.5ｍＬ未満の水漏れ。レンズ部の透明アクリル板の透明性も十分確保

できた。 

 以上より、簡易な防水容器を安価で試作できた。モバイルバッテリ－とスマートフォン、コンパクトカ

メラによる水中計測が一日程度の短期間の観測であれば可能と考えられる。また、水中でなく、大気中で 

降雨時の防水容器とすれば十分機能できると考える。ただし、容器内の結露対策が必要である。 

 

 ４．３ 水中での撮影システムの試作 

   １）デジタルカメラの選択 

 水中でのカメラ撮影では、耐水性・機動性・操作性が必要となる。今回は、耐水性は水深 3m 程度が確保

できればよいと考えた。機動・操作性は、水中の動く生物の追跡や、揺れる船の上からの撮影などに対応

するのに必要である。Photog-CAD 用の３台のカメラを扱う場合は、鉛直・長さスケールや 2本以上のライ

ンレーザー光の写し込みを行うので、今回はできるだけ短い時間間隔のタイムラプス撮影ができるカメラ

を選択した。筆者らは、1/1000 秒の同期性で 3台同時シャッター撮影システムを開発したが、現在は空中

での有線仕様で、防水型の対応にはなっていない。 

 以上より、1回のタイムラプス撮影枚数が 299 枚（1秒間隔で 5分）と少ないが、タイムラプス間隔 1秒

が可能で、15m 防水、1200 万画素、GPS+電子コンパス付きの OLYMPUS Tough  TG-5 4K を選択した。 

             

                      図 4.3.1 デジタルカメラの選択  
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   ２） 撮影装置の試作  

 鉛直マーカーと長さスケールの写し込みは、マルチカメラバー（3 台のカメラを設置、アングルを延ば

せばスパンが広がる）上に、スケール（曲尺 2 本を左右対象に設置して、重心の偏心を防ぐ）と鉛直マー

カー（下げ振りの原理）と設置するアングルを組み立て、スケールの重さ（あるいは重りを追加）で下げ

振りの原理で垂直が取れる工夫をした（図 4.3.2）。ただし、この方法は流れが大きい場合は利用できない。

流れが大きい場合が、鉛直・長さスケールを固定して利用せざるを得ない。 

 なお、表面に歪の少ない透明な広口ビンのフタの底に下げ振り（円形リングや円盤を吊り下げる。リン

グや円盤の大きさがスケールとなる）を設置し、広口ビン内に外側の液体と同じ液体を入れればフタを閉

めれば、4.1 で説明したようにスケールの歪は少なく、この広口ビンを撮影場所に設置できれば、流れの

影響を受けずに広口ビン内の鉛直・長さスケールが撮影できる。 

   

          

   

図 4.3.2 水中撮影装置の試作（防水型用：オリンパス Tough TG-5） 

  

図 4.3.2 に示すように、L字スケール（ステンレス製の曲尺）をやじろべえの原理で荷重の偏りをなくし、テ

ープ両側に配置し、吊り下げ部を大きな回転を制御するが自由端として、スケールが正面を向く様にする。スケ
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ールの中心にリングを付け、重りで垂直を確保する。ただし、流れが強い場合は対応できない。対象物が近距離

であれが、スケールを小さくする。また、対象物の距離を限定し、３台のカメラとスケールを一体化する方法も

ある。このとき、垂直は重りか浮きで、これも流れがある場合は対応できない。 

図 4.3.3 に、水中撮影実験用の水槽を示す。水槽は、80 ㎝×50 ㎝、深さ 17 ㎝の大きさである。水中に、試作

の防水型の緑色ラインレーザー2 本（10 ㎝間隔）と水中用 Photog-CAD 用デジタルカメラ撮影システムをセット

した。また、ピンポールやスケールを設置して、水中撮影での画像の歪みを確認した。マルチ・カメラ・バーに

3台の水中撮影用 OLYMPUS Tough TG-5 をセットし、照度計を参考にカメラの撮影条件を確認した。光量は、

照度計（シンワ製 78747 デジタルルックスメーター）を用いて測定し、参考とした。 

。  

図 4.3.3 水槽による水中撮影実験 （試作の防水型・緑色ラインレーザー使用） 

 

 

a) 水道水を用いた水槽実験では、14 時の日中（天候くもり、照度 3200 lux）でも、試作の緑色ラインレーザーを写し

込む水中撮影は可能である。撮影条件 1/60 秒。 f/2.8 4.5 mm、ISO：100。水面は鏡のようである。直線のピンポールが、

曲線として撮影されている。 



40 
 

 

 

b) 日没（18：09）直前の 17：51 で、撮影条件 1/30 秒、f/2 4.5 mm ISO：320、日没直後の 18：10（天候くもり、照度

88 lux）で、撮影条件 1/30 秒。 f/2 4.5 mm、ISO：800 と感度が上がる。 

 

 

C) 日没 40 分後 18：50（天候くもり、照度 0.3lux）、撮影条件 1/13 秒、 f/2 4.5 mm、ISO：800 から 1/5 秒、f/2.8 4.5 mm、

ISO：1600 となる。 

図 4.3.4 水槽での水中撮影実験、大気の明るさとレーザー光の撮影状況  

（防水型用：オリンパス Tough TG-5） 

 

図 4.3.4 に結果を示す。本実験は、水道水で透明度が高く、カメラが固定なので撮影できているが、現

地でのフリーハンド撮影や動きの速い被写体の撮影には工夫が必要となる。また、夜間はレーザー光が相

対的に強いので、自動撮影であるとレーザー光の照射部が白飛びしてしまう。被写体周辺に補助光の照射

やカメラ撮影のマニュアル設定など、撮影条件の工夫が必要である。 

また、後述（図 4.3.5～図 4.3.7）のように、レーザー光が水面で全反射し、さまざまな被写体や水面で

繰り返し反射する可能性があり、その判断に留意する必要がある。 
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図 4.3.5 試作の緑色ラインレーザー2 本（10 ㎝間隔）による Photog-CAD 用デジタルカメラ撮影 

  
図 4.3.6 水中撮影時の水面での全反射による陰影部への写り込み 

左：容器の後方のレーザー光は、水面での全反射の写し込みによる。 

右：水槽による全反射と部分反射の実験。水道水に少量の牛乳を添加し、レーザー光を可視化した。 

           

           http://www.wakariyasui.sakura.ne.jp/p/wave/kouha/zennhannsya.html より 

図 4.3.7 水面での全反射 

空気の絶対屈折率 1.000293、水が絶対屈折率が 1.333 である。光が、水（水の絶対屈折率 n＝1.333）から空気（絶対屈

折率が 1.0003）へ向かう場合の全反射を起こす臨界角 iは、 sin i=1/n=1/1.333=0.750   ∴ i=48.6° 

http://www.wakariyasui.sakura.ne.jp/p/wave/kouha/zennhannsya.html より 
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            図 4.3.8 水中撮影画像の Photog-CAD 解析 

水中での近距離の撮影は、図 4.3.8 のように直線のピンポールも湾曲して撮影されるが、Photog-CAD 解

析では問題なく処理計算が行われる。なお、この図ではスケールにステンレス製を使用しているが、ライ

ンレーザーの光が当たる部分が白飛びしている。カメラが周囲の光環境より、自動的に ISO やシャッター

速度を変化させる夜間の撮影では、鉛直と長さスケール部に別途適当な光量を照射するなど、画像の鉛直

と長さスケール部分が白飛びしない工夫が必要となる。 

 

３） 現地での撮影状況 ～仙台市笊川～ 

 2018年8 月26日に仙台市青葉区を流れる笊川で、耐水性のデジタルカメラ OLYMPUS Tough TG-5 による

タイムラプス撮影（5秒間隔）を行った。降雨のため、笊川の水の濁度が若干高いが、数㎝の小魚が確認

できる（試作の防水型緑色ラインレーザーは電源の入れ忘れで、発光していない）。 

   

図 4.3.9 笊川での水中撮影状況 
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 日没（18：13）後、水中で目視確認できるのが 2～3m であった。水中で対象物（ここでは礫、距離 0.3

ｍ～0.4m）にレーザー光が当たると、明確に目視で確認できる。また、水中から鋭角で水面へ向けるとレ

ーザー光は水面で全反射する。空中では、対岸（距離 3ｍ）の草に明瞭なレーザー光が視認できる。また、

距離約 28ｍ先の橋梁の橋桁にも明瞭なレーザー光が視認できる。 

 図 4.3.11 のように、水中での水の吸収係数は可視光である 0.4～0.7μm が赤外線や紫外線より小さく水

中で減衰しにくいが、赤色レーザーより緑色レーザーが水中での光の減衰が小さく水中用には適しており、

Photog-CAD 解析時の視認性も良いと期待される（図 4.3.12）。 

    

図 4.3.10 試作の緑色ラインレーザーの視認性 

 

                          http://www.rezapointa.com/images/lazer-green01.gif 

 図 4.3.11 きれいな水の吸収係数と波長依存性    図 4.3.12 緑色・赤色レーザーの波長域 
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５．デジタルカメラ同時シャッター計測システムの開発 

 

 Photog-CAD は、市販のデジタルカメラなどで 3枚の写真を撮影し簡便に写真測量できるソフトウエアで

あり、現在フリーソフト版（後述）も公開されている。 

静止した被写体であれば、1 人が１台のカメラで 3 枚撮影することが可能であるが、水、生き物など動

き続ける被写体を Photog-CAD 解析用に 3枚を同時に写真撮影することは困難である。そこで、3台のデジ

タルカメラを同時にシャッターが切れる写真撮影システムを試作し、その適用性と応用性を検討した。 

 

 ５．１ CHDK 機能とリモートシャッターシステムの開発 

  １）ワンショット同時シャッター 

Photog-CAD 解析に用いる 3 枚の写真は、同一機種、同一レンズ焦点（レンズ広角端か望遠端）、同一画

角が必要とされる。 

3 台のカメラを機械的に同期させ 1/100 秒単位で画像を得るのは困難を伴う。近年無線レリーズが販売

されているが、対応機種が約 4 万円で、廉価の海外品は国内電波法に触れる問題等があり、対応できるカ

メラも 1 台約 7 万円以上と高価である。そこで安価な中古カメラと簡単な DIY 工作による同期撮影システ

ムを試作した。 

試作に用いたのは、CHDK（Canon Hack Development Kit）で、Canon 製のコンパクトカメラの

Firmware を一時的に制御し、基本的な性能に様々な機能を付加する公開ソフトで、自己責任で無償入手

でき使用することができる。 

  
図 5.1.1 ３台のカメラ同期写真撮影システムの構成 

 
                図 5.1.2 ３台のカメラ同期シャター写真撮影システムの概要 

CHDK 機能の“Remote Parameters”で“Enable Synch”をチェックし、USB ケーブルで並列接続した 3台のカメラが同時にシャッターを切る。 
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 図 5.1.2 は、3 台のカメラ本体のシャッターを 0-5V の電圧をトリガーとし、CHDK 機能を使用した同期

撮影リモートシャッターシステムである。試作には 100 円均一ショップで入手可能なスマートフォン用シ

ャッター、モバイルバッテリー（300 円）、中古ショップの USB ケーブルを用いた。デジタルカメラは、

中古品（1000 円）の Canon Powershot A550（710 万画素）で、USB ケーブル長さは 5ｍとした。費用は、

合計約 4 千円である。CHDK リモートシャッター動作には各種設定があるが、今回は、ｽｲｯﾁ ON→ｵｰﾄﾌｫｰ

ｶｽ（ﾛｯｸ）、ｽｲｯﾁ OFF→ｼｬｯﾀｰﾚﾘｰｽﾞと動作するように設定した。 

 

  

       左              正面            右 

  

       左             正面             右 

図 5.1.3 ３台のデジタルカメラのワンショット同期シャター写真撮影システムの同期性       

 

ワンショット同時シャッター時の同期性を確認するため、海岸線の砕波と離岸流の動きを解析すること

を目的とし、2017 年 9 月 19 日に宮城県東松島市の野蒜海岸で 3 台のカメラの同時シャッター撮影システ
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ムの確認を行った。 

図 5.1.3 に示す同時撮影した画像を目視で確認すると、波立った波頭部の形や高さが同じであることや砕

波内の泡模様の類似性から、ほぼ同期撮影出来ていることが判明した。晴天下であれば、1/500 秒でシャ

ターが切れる。 

当初、３台同期撮影した 30 回の内、同時撮影失敗（カメラ 3 台中、1 台のシャッターが下りない）が 5

回、1 台が他 2 台より 1 秒遅れての撮影が 2 回、1 台が他 2 台より 1 秒早く撮影が 10 回で、同時撮影成功

が 13 回との結果となり、その安定度に若干の課題が残った。また、シャッターが下りない現象や同期のズ

レは、ほぼ特定のカメラで多く生じており、カメラ自体の特性も考えられる。 

その原因の一つは、3 台のカメラのシャッター起動の一連の動作で、ｽｲｯﾁ ON（ﾛｯｸ）で各カメラがｵｰﾄﾌ

ｫｰｶｽを行うが、光量が少ない場合や各カメラの被写体へのﾌｫｰｶｽに時間がかかる場合（きれいな水面等）は、

それを確認せずにｽｲｯﾁ OFF でｼｬｯﾀｰﾚﾘｰｽﾞを作動させたとき連動しないことが考えられた。今回用いたカメ

ラにはマニュアルでのﾌｫｰｶｽ機能がないので、一つの制限因子となっている。  

他の理由は、今回の汎用デジタルカメラの時間合わせは１秒単位であり、今回の時間差の確認では、使

用した３台のカメラ内の時刻合わせを標準時を参考に手動で行っているため、カメラ内蔵の時計（秒）の

誤差が考えられる。 

 

そこで、3 台同期撮影を確認するため、1/100 秒表示のストップウォッチを撮影して確認した。USB ケ

ーブル長を A・B（センター）・C ともに 1.5m、A・C のみ 5ｍとして、各 30 回同期撮影を行った。その

結果、前者では、6 回/30 回が 1/100 秒レベルで完全同期、残りは A のカメラのみ 3/100 秒遅れた。後者で

は、13 回/30 回が完全同期、残りが同じく A のカメラのみ 3/100 秒遅れた。したがって、A のカメラ特性

の影響が示唆された。今回の USB ケーブル長さでは影響は少なく、いずれも 1/100～3/100 秒内の同期撮

影が確認できた。 

 

         

図 5.1.4 1/100 秒表示のストップウォッチの写し込みによる同期性確認試験 
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表 5.1.1 同時シャッター写真撮影システムの同期性確認試験結果 

      

 図 5.1.5 に、3 台のデジタルカメラのワンショットおよびタイムラプス（インターバル）同期シャター写

真撮影システムの操作手順を示す。 

 

２）タイムラプス同時シャッター 

 タイムラプス（インターバル）撮影は、ワンショット同時シャッターと手順 0）～7）までは同じ操作で

ある。手順 8）で、下から 2 つ目：Enable Script Start  を on、表示{〇｝。インターバル撮影の設定を on。

９）Main Menu の Script( Program your  camera)を選択（下から 3 つ目）。一番下の「interval(sec) の

時間」設定を行う。手順 13 で、リモートシャッターを離すと、3 台の同時シャッターが切れ、同時撮影が

行われ、インターバル時間ごとに 3 台同時シャッターが切れ、撮影が継続される。 

ここで、カメラは、自動フォーカスをとり、シャッターを切り、記録保存する一連の動作時間が必要な

ので、インターバル時間が短くできない場合が生じる。その撮影条件は、焦点が定まりにくい被写体、光

量が小さい光環境などである。Canon Powershot A550 は、マニュアルフォーカスがないので、撮影条件

を固定できなく、インターバル時間短縮への対応に限界がある。 
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図 5.1.5 ３台のデジタルカメラの同時シャッター写真撮影システムの手順 

 

 

 ５．２ 操作方法と 1/1000 秒の同期性の確保 

   

CHDK リモートシャッター動作を 1/1000 秒までの同時性を確保するため、Canon 製のカメラの更新を

行った。採用したのは、中古品の Canon PowerShot SX50 HS で、価格が約 3 万円である。 

当機は、 PowerShot A550 の上級機種で、マニュアルフォーカスなどインターバル同時撮影への改良

が期待される。CHDK 対応のカメラ機種は限定されている。また、外国製で無線による同時撮影も可能で

あるが、国内の電波法に触れるため、今回は使用していない。 

同時シャッター撮影時、1/1000 秒ラップ用ストップウォッチ画面の写し込みによる CHDK 機能を用い

た同時シャッター撮影の 3 台のカメラのワンショット撮影時の時差調査を行った。50 回の試行のうち、カ

メラ 1 を基準としたシャッター時差が生じたのは、カメラ 2 で 2 回、カメラ 3 で 5 回で、最大 0.4 秒であ

った。この差は、リモートシャッターを押し込んだ際の人為的誤差や各カメラの被写体の光量などで撮影

時間に影響を与えるものと考えられる。その他、50 回中、45 回は、1/1000 秒での同期が確認された。 

また、インターバル同期撮影では、同期性が確保されるが、カメラ 2 がやや不安定であった。用いた 3

台のカメラはいずれも中古品なのが原因の一つと考えられる。 
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     表 5.2.1 同時シャッター撮影時の 3 台のカメラの時差調査 

            

 

 

 ５．３ 野蒜海岸における砕波の計測 

Photog-CAD 解析は、長さの基準スケールと鉛直ポール（垂直に立てる）を設置し、必要に応じてマー

カーを配置する。撮影後、パソコンへの写真の入力とスケール長さの入力や測点入力などソフトによる解

析を行えば、3 次元の地形モデル（TIN）や横断面などの表示が可能である。 

海岸線の砕波の動きを解析には 2017 年 9 月 19 日に宮城県東松島市の野蒜海岸で、3 台のデジタルカメ

ラの同期シャター撮影システムでの撮影画像を用いて Photog-CAD 解析した。 

砕波の解析では、画像に泡模様や漂流物が写し込まれていると Photog-CAD の解析が容易である。それ

らがない場合はマーカーとなるものを準備するか、海岸線の漂着物を流すことが必要である。 

 図 5.3.1 に、海岸線の砕波直前の波の形状と前浜の地表面の横断図を示す。3 枚の写真には、多くの特徴

的な泡模様が形成され、Photog-CAD の解析は容易に行えた。砕波の反り返る波の形状も表現できている。 

一方、本解析では、一方向からの撮影であり、3 枚の画像ともに写し込まれていない場所の解析はでき

ず（写真測量の宿命）、また、カメラのメモリへの書き込み時間が約１秒であるので、これより細かい時間

の分解能の解析はできない。しかし、動きの速い被写体の形状は十分表現することができた。 

ｼｬｯﾀｰ回数 CanonSX50HS_1 CanonSX50HS_2 CanonSX50HS_3
1 33:31.931 33:31.931 33:31.931
2 33:40.366 33:40.366 33:40.366
3 33:46.679 33:46.679 33:46.679
4 33:52.679 33:52.698 33:52.679
5 34:03.554 34:03.554 34:03.554
6 34:09.429 34:09.429 34:09.429
7 34:18.741 34:18.741 34:18.741
8 35:48.179 35:48.179 35:48.179
9 35:52.679 35:52.679 35:52.679

10 35:57.304 35:57.304 35:57.304
11 36:05.242 36:05.242 36:05.242
12 36:10.304 36:10.304 36:10.304
13 36:14.617 36:14.617 36:14.617
14 36:21.055 36:21.055 36:21.055
15 36:26.617 36:26.617 36:26.617
16 36:31.679 36:31.679 36:31.679
17 36:39.366 36:39.366 36:39.304
18 36:43.242 36:43.242 36:43.374
19 36:47.242 36:47.242 36:47.242
20 36:51.491 36:51.491 36:51.491
21 36:59.179 36:59.179 36:59.179
22 37:03.055 37:03.055 37:03.055
23 37:07.366 37:07.366 37:07.366
24 37:14.179 37:14.179 37:14.179
25 37:19.741 37:19.741 37:19.741
26 37:24.866 37:24.866 37:24.866
27 37:29.374 37:29.374 37:29.374
28 37:34.179 37:34.179 37:34.179
29 37:37.991 37:37.991 37:37.991
30 37:41.304 37:41.304 37:41.304
31 37:45.179 37:45.179 37:45.179
32 37:48.929 37:48.929 37:48.929
33 37:52.554 37:52.554 37:52.554
34 37:56.366 37:56.366 37:56.366
35 38:02.099 38:02.099 38:02.099
36 38:09.117 38:09.374 38:09.429
37 38:13.866 38:13.866 38:13.866
38 38:18.866 38:18.866 38:18.866
39 38:23.679 38:23.679 38:23.679
40 38:28.366 38:28.366 38:28.366
41 38:30.981 38:31.242 38:31.366
42 38:35.439 38:35.439 38:35.439
43 38:39.679 38:39.679 38:39.679
44 38:47.304 38:47.304 38:47.304
45 38:52.929 38:52.929 38:52.929
46 47:38.888 47:38.888 47:38.888
47 39:05.929 39:05.929 39:05.929
48 39:06.617 39:06.617 39:06.617
49 39:10.679 39:10.679 39:10.679
50 39:14.366 39:14.366 39:14.366
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 以上の結果より、水、生き物、車など動き続ける被写体を同期撮影し Photog-CAD で解析することによ

り、被写体までの空間距離や形状・寸法などを評価することが可能となった。この同期撮影をインターバ

ル撮影することで対象被写体の空間移動速度などの評価を行うことも可能となる。 

 

     

     

     
図 5.3.1 3 台のカメラ同期撮影による砕波の解析結果 

 

 

 ５．４ 野蒜海岸における移動する生き物と水の動きの計測 

河口などの突堤付近は離岸流が発生しやすい。サーファーがこの離岸流に乗って沖にくり出す。一方、

海水浴や釣りなどのレジャー客には十分な注意が必要である。  

この離岸流に流れを、2018 年 8 月に同時シャッター撮影システムを利用して Photog-CAD 解析を行っ

た。サーファーの動きと波打ち際の砕波の形、海綿状の泡模様は良いマーカーになる。 
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図 5.4.1 海岸線でのサーファーの動き（2018.08.22 16：14：12） 

 

同時シャッター撮影システムで、サーファーの動きを２秒ごとのタイムラプス撮影から、波打ち際でも

サーファーの位置が明確な写真を用いて Photog-CAD で解析した。サーファーまでの距離を求めて XY 平

面で展開し、図 5.4.2 に示すように、サーファーの位置と移動速度（サーフボードの速度と着水後の沿岸流

速度）を求めた。 

 

同様に、同時シャッター撮影システムでのタイムラプス撮影を利用すれば、離岸流に乗って沖に繰り出

すサーファの動きや、海上を飛来する鳥の高度や移動速度の解析が可能となる。 
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           図 5.4.2 離岸流および沿岸流の Photog-CAD 解析 

 

 

 ５．５ 野蒜海岸の離岸流計測への適用性 

１）離岸流の発生 

 離岸流は、波打ち際から沖へと向かう強い流れである。海水浴、サーフィン、釣りなどは、外洋に面し

た海岸線での楽しみである。しかし、それぞれ離岸流に関する認識は異なる。 

 離岸流を積極的に利用しているのは、サーフィンと釣りである。離岸流のあるところは強い沖に向かう

流れで溝となり、溝のカケアガリから流芯にかけてヒットゾーンとなるので釣りでは狙い目となる。サー

ファーは離岸流を利用して、沖にくり出す。 

 

 離岸流の見つけ方には諸説あるが、現地で特定するには経験が必要なようである。 

目安として、次の項目が挙げられている。 

・沖からの波が打ち寄せる海岸線で波が立たないエリアを探す。波立たないエリアは、水深が深いか、 

沖へと向かう流れが発生している。 

・海岸線全体で波の高さが異なり、周囲と比べて波立ちがあまりなく、海水が砂で濁り、波打ち際の 

泡が沖まで伸びている。 

  野蒜海岸は、ここ 100 年で海岸線が約 200m 近く前進している。鳴瀬川の河口付近の突堤には明確な離

岸流が発達することが知られている。また、沖合に岩礁も多く、海底地形が影響しているのであれば、離

岸流は同じ位置に形成される可能性もある。過去の空中写真からは、離岸流と推察されるものも多い。 
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図 5.5.1 空中写真に見る野蒜海岸の波打ち際の状況 

  

             図 5.5.2 空中写真に見る離岸流？ 
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 離岸流は、海水浴場にとって大きな課題である。離岸流の流速は約 2ｍ/s に達するともされ、一般人で

はこの流れに対抗して岸に泳ぎ着くことは困難である。 

 離岸流の調査は、海面に着色剤を流し浜辺からの写真撮影やドローンによる空中撮影が行われるが、ド

ローンは費用がかかり特殊技能が必要であり、また、色素を流すことは野蒜海岸の沖で行われているカキ

の養殖場があるため難しい。また、離岸流は風向きや波の高さなど日々の気象条件で変化するので、海水

浴場関係者など一般人が簡易に評価する手法がない。市販のデジタルカメラ等による 3 台のカメラでの写

真同時撮影技術は、離岸流の現状を Photog-CAD 解析で速やかに対応できる評価手段として期待される。 

 

 離岸流に関する Photog-CAD による解析を行う上での課題と今後の展望を考察する。 

離岸流の解析を行うに当たり、海岸線で利用できる離岸流と共に漂流する目標物が必要となる。色の付

いた浮きなども考えられるが費用と回収に問題がある。 

 そこで、砕波時の泡模様、海岸線への漂着物の利用を検討した。砕波時の泡模様は、時々刻々変化する

ので流線としてトレースするのは難しい。離散的な速度ベクトルとして表現することはできるが熟練が必

要と考えられる。海岸線への漂着物の利用は、湿った木片などは有効であるがマーカーとして確認しづら

く、乾いた木片やペットボトルなどの水面上に浮き過ぎるものは風の影響が無視できない。 

 

 サーファーは、離岸流の流れを読んで沖合に出るという。経験豊かなサーファーの方々の協力を得て、

サーファーはボードに乗らないで、ボードにつかまり離岸流の目標物になってもらう方法も考えられる。 

 一方、海岸線で投げ釣りを行う釣り人は、離岸流により海底が掘られてできた大きな溝のカケアガリか

ら流芯に向かって集まる様々な魚を狙うとされる。この釣り人達の協力を得て、漂流板を釣り糸につけ、

リールをフリーにして離岸流を観測した後に漂流板を回収して使い回す方法も考えられる。 

 

 離岸流の区域は、周囲に比べて波が立たなく、波打ち際の泡が沖に向かう場所、海岸線の砂浜が凹の場

所などとされている。しかし、離岸流は、海岸線に斜めの方向に流れる場合もあり、海岸線の砂浜が凸の

場所からも離岸流が発生する。したがって、表面的な状況からの判断だけでは困難で、海底地形や風向き、

沿岸流などの影響を受けるので、現地でのリアルタイムの観測が重要となる。 

 

離岸流は、波があればどこでも海岸からの沖向きの流れが生じる。この離岸流の簡便な評価法として 3

台のデジタルカメラ同時シャッター撮影システムを用いた Photog-CAD 解析は簡便・安価でリアルタイム

の解析ができる点が有望と期待される。 

 

２） 同時シャッター撮影システムによる Photog-CAD 解析と離岸流の実態把握への展望 

離岸流が起こるような海岸線での海水浴場の開設は大きな危険を伴う。離岸流の観測は、染料や浮きな

どのマーカーをトレースすることになるが、船やドローンなどの準備や実施費用に難がある。 

 3 台のカメラの同時シャッター撮影システムを用いれば、長さと鉛直のマーカーを設置すれば容易に

Photog-CAD 解析が行える。 

 

そのポイントは、 

〇海岸線で離岸流が発達するのは風が強い日が多い。このとき、砕波面や海面には数多くの模様（泡など）

が形成され、慣れてくればマーカーとして数多くを利用できる。 
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〇砂浜の足跡などは、マーカーとして利用できるが、解析のときジグソーパズルのように迷うので、海岸

線に打ち上げられた物（流木、ビン類、貝など）を配置すると視認しやすくなる。もちろん、自前のマー

カーを準備してもよい。 

〇波打ち際は、砂の湿り具合により色と模様、貝殻、ゴミなど多くのマーカーがある。 

〇波打ち際の前浜勾配は結構大きいので、汀線を映す場合は三脚の高さやカメラ設置を調整する必要があ

る。 

〇海岸線から浮きなどのマーカーを漂流させようとしても、押し寄せる波で浮きなどはすぐに打ち上げら

れてしまう。  

〇サーファーの方々の協力を得て、パドリングせずに離岸流に身を任せて漂流してもらう手もある。 

〇投げ釣り用の釣り竿の重りの代わりにマーカー（視認用漂流版）を付け、離岸流に乗せる手もある。 

〇港や河口の突堤などの人工構造物での離岸流では、泡などをマーカーとして視認できる場合がある。 

 

  

図 5.5.3 波打ち際の砕波の形状と海面上の泡模様  

  

図 5.5.4 サーファーと海面上のマーカー実績  
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    図 5.5.5 Canon PowerShot SX50 HS を用いた同時シャッター撮影システム撮影画像 

       

Canon PowerShot SX50 HS は、 PowerShot A550 の上級機種で、マニュアルフォーカスなどインタ

ーバル同時撮影への改良が期待される。 

河口突堤上に発生する離岸流モニターを行ったが、当日は風波がなく離岸流が発達しなかった。写真は、

同時撮影の同期確認、問題なく同期が確保されている。インターバルは 3 秒である。 

Canon PowerShot SX50 HS の同時シャッター撮影システムは、1/1000 秒の同期性が確認されており、

動きの速い砕波やサーファーの移動速度算定に十分対応できるものと考える。 

 

Photog-CAD フリーソフト版は、平成 29 年 12 月より日本国内でダウンロードもしくは製品媒体で入手

し、国内で利用することを条件に使用できるようになり、学校教育や生態環境調査など、様々な利活用法

の展開が期待される。離岸流の実態把握にこれらの同時シャッター撮影システムによる Photog-CAD 解析

が後押しするものと期待したい。 

 

「災害復旧効率化支援システム（Photog-CAD）フリーソフト版」

http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/free/index.html 
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６．レーザー光を用いた迅速な計測技術の開発 

 ６．１ 携帯型レーザー光計測システムの開発 

  災害時に現場に近づくのが困難な場合や、夕方から夜間のようにカメラ撮影に光量が十分でなくターゲ

ット（マーカー）が写らない、あるいは Photog-CAD 解析時に視認が困難な場合が考えられる。 

 そこで、レーザー光の直線性に着目し、現地の地表面に近づくことなく、鉛直・長さスケールとターゲ

ット設置をできる計測システムを考案した。ポイントは以下の通りである。 

〇2 本以上のレーザー発振器（ポインタ―やレーザーモジュールなど）を、三脚上の盤上の基準線に対し

て直角に任意の間隔で固定する。 

〇事前に、複数のレーザー光相互間のスケールの精度（間隔）を被写体までの距離に対して検定しておく。 

〇固定盤をカメラ三脚の雲台に設置すると、上下・左右、任意の位置や角度にレーザー光を照射でき、操

作性が向上する。  

       

図 6.1.1 レーザー光によるターゲット照射システムの概要 

        

図 6.1.2 試作のレーザー光によるターゲット照射システム 
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ここで、レーザー（点）発信器の出力は 5～50ｍW と様々である。ラインレーザーやクロスレーザーは、

この点レーザーを線状や十字状に分光しているだけであるので、光量は、点＞ライン（線）＞クロス（十

字）の順となる。光量の少ない撮影時には、点レーザーの光量が相対的に強いので、点レーザーの照射さ

れた周辺の撮影画像が白く飛んでしまう場合が生じるので注意が必要である。 

ターゲットの設置は、カメラ三脚の雲台のマルチ・カメラ・バー上に、アングルなどにレーザー発信機

を複数設置することで、任意の高さや角度に複数のターゲットを一斉に移動設置できるので操作性が向上

する。雲台は、自由雲台が操作性も良いが、しっかりと固定する場合は３Way 雲台を用いる。 

         

 ６．２ 野蒜海岸の自然景観の計測 

  １）太陽光による計測 

  太陽下での自然景観の計測の一例として、宮城県東松島市の野蒜海岸の鷺ノ巣岩を報告する。この場所

は、昭和 3年に私鉄である宮城電鉄（現 JR 仙石線）が、野蒜海岸をリゾート地として開発した場所である。

鷺ノ巣岩は当時海岸線で、海水のプールがあり、東北の須磨と言われた場所である。すなわち、90 年前は、

鷺ノ巣岩は波打ち際であった。現在は海岸線が約 150m 以上前進しているが、東日本大震災時には約 10m の

高さの津波の襲来を受けた場所でもある。 

 約 1600 万年前、海中での火山堆積物からなる松島層群の鷺ノ巣岩は、その美しい凝灰岩の奇岩として親

しまれている岩である。しかし、この鷺ノ巣岩の形状などの計測した事例はなく、震災後の新たな観光資

源や子供たちの学習材料としてその断面形状を計測した。Photog-CAD 解析の絶好の被写体である。 

 この鷺ノ巣岩は、さまざまな堆積環境を示す地層構成、波や風による風化やタフォニ（塩類風化）、奇岩

としてのミッキーマウス岩など、その魅力は尽きない。鷺ノ巣岩の海側に T.P.7.2m の防潮堤が建設されて

海は見えなくなったが、この白い凝灰岩の壁面は海岸線の潮騒を反射するので BGM として流れ、かつ、ス

クリーンとしての利活用が期待される。 

  

                   

図 6.2.1 新たな観光資源や学習教材などに利活用が期待される鷺ノ巣岩の断面形状 
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  ２）多点・多線レーザー光による計測 

  野蒜海岸の鷺ノ巣岩は、陸側はなだらかな壁面であるが、海側は地層活動の影響でケイ酸質の堅い地層

が波模様のように凹凸を形成しており、地層模様が異なる。 

 ここでは、夕方から日没後での Photog-CAD 用のカメラ撮影を行うため、多点・多線レーザー光によるタ

ーゲット（マーカー）照射した事例を紹介する。 

      

図 6.2.2 鷺ノ巣岩での夕方から日没後の撮影状況 （NIKON COOLPIX P900）     

       

図 6.2.3 鷺ノ巣岩での夕方から日没後の撮影状況 （オリンパス ToughTG-5）   
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調査は、2018年8月27日に行い、光量の参考値として照度を測定した。使用した照度計は、シンワ製 78747 

デジタルルックスメーターである。当日の天候は曇り、照度は、16:30 で 8320 lux、18:11 で 160 lux、

18:21 で 60 lux、18:40 で＜10 lux 未満であった。 

現地での多点・多線レーザー光によるターゲット照射は、下図のように、携帯用の電源、コンバーター、

レーザー照射台と三脚・雲台、スタッフ・ポール、補助光源を用いて行った。 

 

図 6.2.4 鷺ノ巣岩での多点・多線レーザー光による計測 （オリンパス ToughTG-5） 

 

図 6.2.5 多点・多線レーザー光と被写体や鉛直・長さスケールへの補助光源 
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図 6.2.6 多点・多線レーザー光の照射状況と撮影状況 （日没直後 18：26、日の入り 18：12） 

            長さ・鉛直スケールへの補助光源 

  

図 6.2.7 多点・多線レーザー光の照射状況と撮影状況 （日没後 18：46、日の入り 18：12） 
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 補助光源１つ：スポット照射 

               点レーザ光のみ 

      補助光源１つ：スポット照射 

             点・ライン・クロスレーザ光 

     補助光源１つ：広角照射 

           図 6.2.8 点・ライン・クロスレーザ光の照射状況 
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      補助光源 2つ：スポット照射 

       補助光源 2つ：スポット照射 

        補助光源 2つ：広角照射 

図 6.2.9 点・ライン・クロスレーザ光の照射状況 

 点・ライン・クロスレーザ光の視認性と Photog-CAD 解析時の作業性は良好である。ペンライトによる補

助光源による鉛直・長さスケールへの照射は、周囲が暗いので自動撮影であるとスケールが白飛びするの

で、撮影条件の工夫が必要である。 
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a) 赤いクロスレーザー 

 

 

       

                                     b) 赤と緑の点レーザー 

図 6.2.10 点・ライン・クロスレーザ光の照射状況 

 

 

赤いクロスレーザーによる岩肌の凹凸が

良く表現されている。正面と左右の写真か

ら、岩肌の凹凸の変化をイメージすれば、

比較的簡便にマーカーをセットできる。 

また、残差判定も、他の写真情報が少な

いためか、再計算をせずに処理できた。 

赤と緑の点レーザーによる岩肌の凹凸の表

現は、レーザー光の発信部の微調整機能に

左右される。岩肌の凹凸を表現した箇所に

合わせて点レーザーを対象物に照射できれ

ば、計算処理における残差処理がなく、作

業性が大いに上がる。 
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                                  c) 試作の緑のラインレーザー 

図 6.2.11 点・ライン・クロスレーザ光の照射状況 

これらの特徴は、夜間においても長さスケール写し込みはレーザー光で表示（2本のラインレーザーの間隔）できるので、

鉛直マーカーの写し込みが出来れば、夜間でも対応できる。 

 

被写体への補助光源による照射は、自動撮影の ISO 感度やシャッター速度の低下を起こさず、ピンボケ

撮影の防止になる。また、鷺ノ巣岩のように凹凸の大きな被写体では、補助光源を照射する方向や角度で

凹凸が強調され、Photog-CAD 解析時に作業の効率化が図れる。 

 緑のラインレーザーは光量が大きく、岩肌の凹凸が良く視認できる。この撮影は、試作の緑のライン

レーザーを地面から照射しており、岩の凹凸により陰影が形成される。この陰影を丁寧にトレースすれば、

かなり岩肌の表面形状が表現できる。また、計算処理における残差処理がなく、作業性が大いに上がる。 

これらの特徴は、夜間においても長さスケール写し込みはレーザー光で表示できるので、鉛直マーカー

の写し込みが出来れば、夜間でも対応できる。 

   

図 6.2.12 点・ライン・クロスレーザ光の照射と補助光源で凹凸の陰影が強調 

緑のラインレーザーは光量が大きく、岩肌の凹凸が良

く視認できる。この撮影は、試作の緑のラインレーザ

ーを地面から照射しており、岩の凹凸により陰影が形

成される。この陰影を丁寧にトレースすれば、かなり

岩肌の表面形状が表現できる。また、計算処理におけ

る残差処理がなく、作業性が大いに上がる。 
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  ３） プロジェクタ―による計測 

プロジエクターによるマーカー設置を、宮城県東松島市の野蒜海岸・鷺ノ巣岩で行った。マーカーとし

て、ドットの他に、実線・点線・破線を用い、色を変化させて、視認性を確保した。プロジェクターの電

源は、携帯用の車用バッテリーと DC/AC インバーターで 100V の電源を得た。パソコンは充電対応とし、

携帯用電源の消費を抑えた。 

  

      現地で用いたマーカーのパターン      携帯用の電源システム 

図 6.2.13 マーカーのパターンと携帯用電源システム 

   

図 6.2.14 プロジエクターによるマーカー・パターン照射による鷺ノ巣岩の Photog-CAD 解析 

 撮影：2018.10.04、17：53（日没 17：10、天候：くもり）、TG-5 によるオート撮影、ISO:1600、シャッター2/5 秒。 

鉛直・長さのマーカーにはペンライトの照明をあてて写し込んでいる。 
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三脚を用いて、プロジエクターの高さを地面から上げて投射し、地面に置いた長さスケールと鉛直マー

カーに写し込みを行ったが、今回用いた黒を背景としたプロジエクター投影では光量が足りず、別途ペン

ライトで照明を与えた。 

日没約 40 分後の撮影で、天候がくもり、三脚を用いないフリーハンドの撮影であったので、3枚の写真

の一部に画像のブレがあったが、Photog-CAD 解析に支障はなかった。 

色別の点と線のマーカーは、Photog-CAD 解析でのパソコン上での画像の視認性が良いが、ソフト上では

点マーカーは隣接する点と誤認し易かった。一方、線と線のクロス部は、パソコン上での画像の視認性も

ソフト上の誤認も少なく、作業性が良好であった。 

今回の解析対象の被写体は、凝灰岩の奇岩である野蒜海岸の鷺ノ巣岩である。津波で被災した松林の植

林の復興工事で、周辺は地盤が嵩上げ整地されて植林用の木枠が設置されてしまい、プロジエクターの設

置が制限されてしまい、鷺ノ巣岩全体へのマーカー・パターン投影はできなかった。 

 

プロジエクターによるマーカー・パターン投影は良好で、デジタルカメラの撮影条件（カメラ三脚使用、

高感度 ISO・シャッター速度の適正選択）を整えれば、夕方から夜間でのプロジエクターによるマーカー・

パターン投影は Photog-CAD 解析用の撮影に十分利用可能である。 

 

以上のように、プロジエクターによるマーカー・パターンは、その汎用性が期待されるので、以下にそ

の活用事例を考えてみる。 

 

プロジエクターによるマーカー・パターン（矩形図形）投影は、以下の調整が行える。 

・スクリーンの画角を矩形から任意の台形に変更可能。 

 （水平面、仰角や俯角の状況把握が容易） 

 

・長さと鉛直マーカーの写し込みを確保するため、マーカー・パターン投影の背景の明暗を調整できる。 

 （あるいは、長さと鉛直マーカーの写し込み部のみ、背景を明るく調整する） 

 

・図形（△、▽、□、◇、→、↓など）と色、図形の塗りつぶしの有無、などで多くのパターンが作成

でき、マーカーの中心部だけでなく、図形の角などの線と線の交点を利用した対応点の利用ができる。 

 

〇曲線のあるものの解析…生き物、乗り物、建物など子供たちが興味を持つ被写体…。 

 

〇光の直線性を利用するもの…検査面としての点・ライン・クロス光、鉄筋の配筋検査など…。 
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図 6.2.15 プロジエクターによるマーカー・パターン （左上：A,右上：B、左下：C,右下：D） 

      被写体の色や周囲の明るさにより、パターンを独自に作成・保存して使用。 

        パターン A,B,D は背景の明るさを調整。パターン C は、長さ・鉛直スケール部を明るく工夫。 

   

   
図 6.2.16 曲線や凹凸のある被写体へのマーカー・パターン 

（上：パターン D・室内灯下, 下：パターン A・常夜灯下） 
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          画面の下部に赤・黄・緑の横の直線を追加し、鳥よけシートに照射。 

   

   

   

図 6.2.17 曲線や凹凸のある被写体へのマーカー・パターン 

（上：パターン D・室内灯下, 中：パターン C・常夜灯下、下：パターン D・常夜灯下） 

         凹凸のあるカーテン生地、曲線のイス、漬物用タンク、鳥よけシート、曲尺（長さ・鉛直スケール） 
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図 6.2.18 鳥よけシートへのプロジエクターによる検査面としての点・ライン・クロス光 

       光の照射角度を調整して奥行き方向への照射を工夫。画面の下部に赤・黄・緑の横の直線を追加し照射。 

歪んだ底面が表現されており、また、多彩で多くの色やパターンを独自で工夫できるのが利点。 

  



71 
 

 ６．３ 多点・多線レーザー光によるワンショット式 リモート同期シャッター撮影システム 

   

点・ライン・クロスレーザーモジュールの数が限られている場合、雲台上にセットされた限定数のレー

ザーモジュールを、雲台を回転させて被写体面に順次照射しながら、3 台のデジタルカメラのワンショッ

トでのリモート同時シャッター撮影システムを活用すれば、広範囲の地表面情報を効率的に Photog-CAD 用

の写真が収集できる。 

多点・多線レーザー光を用い、動きのある被写体の決定的瞬間のワンショット式リモート 1/1000 秒同期

シャター写真撮影システムは、海岸線の砕波など被写体への接近が困難な場合に有効な解析手段と期待さ

れる（ただし、気液海面でのレーザー光の屈折が Photog-CAD 解析にどう影響するかは不明）。 

 また、レーザー光は、プロジエクターの投影光より拡散性が少なく光量が大きいので、直達日射状況下

では難しいが、曇りの散乱日射状況下であれば、被写体へのマーカーとして十分利用できる場合がある。  

 

        

図 6.3.1 多点・多線レーザー光とリモート同期シャター写真撮影システム 

 

 ６．４ 多点・多線レーザー光によるタイムラプス式 リモート同期シャッター撮影システム  

  現在用いている CHDK 機能を利用した Canon のデジタルカメラは、1/1000 秒の同期シャター写真撮影シ

ステムが可能である。多点・多線レーザー光による非接触型でマーカーを被写体に照射し、タイムラプス

撮影を実践することで、動きの速い表面変形をモニターでき、Photog-CAD 用の撮影画像が収集できる。 

構造物や自然地形崩壊面の経時的変形解析、波浪による砂浜海岸線の変形解析、飛砂による砂浜海岸で

の植生と地表面変形の解析など、その利活用は多岐にわたると期待される。 

ただし、インターバル撮影の課題はモバイル・バッテリーの利用継続時間である。車用バッテリーや重

量は重いが船用のバッテリーなどを用い、DC/AC インバーターでデジタルカメラの交流電源確保なども一

案である。 

CHDK 機能を利用した Canon のデジタルカメラによる同期シャター写真撮影システムは、自動フォーカ

ス・撮影・メモリーへの書き込み、という一連の動作で、撮影が安定的に行えるインターバル間隔が現在

2～3秒である。マニュアルフォーカスや画像解像度の調整などで、1/1000 秒の同期シャター写真撮影を保

持し、インターバル間隔を短くする改善が待たれる。 

 水中では、インターバル間隔が１秒の防水型デジタルカメラが市販されている。3 台を同期性を持たせ

て撮影することはできないが、動きの速くない被写体の Photog-CAD 解析は十分可能と考えられる。 

 

 1m/s（時速 3.6 ㎞/ｈ）の移動被写体は、1/1000 秒で 1 ㎜移動する。カメラから被写体までの距離、カ

メラの焦点距離、撮影画像の解像度を考慮すれば、さまざまな現象や生き物の動きを空中でも水中でも、

明るくても暗くても、Photog-CAD 解析が可能で、その適用範囲が広がると考えられる。 
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７．津波被災した水辺環境への応用 

 ７．１ 野蒜海岸の自然環境への適用 

  １）津波と高潮による海岸地形の変化 

宮城県東松島市の野蒜海岸では砂洲が発達して浜堤と後背湿地が形成され、その後の土地利用で洲崎湿

地ができた。2011 年の東日本大震災の地震・津波で大きな被災を受け、防潮堤や嵩上げ盛り土の復旧工事

が行われるとともに土砂の仮置き場など、天災や人為的な大きな外乱を受けてきた。この野蒜海岸の植生

や洲崎湿地帯の水質・生態系の環境調査はあまり行われておらず、震災後の復興創生や今後の利活用に向

けて、その実態把握が求められている。 

この様な、被災後の地表面が変遷する事象を、Photog-CAD 解析用に記録保存しておくことが必要であ

る。災害復旧時に、日々変化する災害地での復旧および再生の物語は、後世の災害時に必ずや参考になる

と確信する。 

筆者らは、空中写真による野蒜海岸の植生変遷の把握と 2017 年夏以降に実施した洲崎湿地の環境調査に

ついてその現状と今後の課題を検討するとともに、Photog-CAD を用いた記録保存と解析結果の広報によ

る環境教育への展開について考察する。  

       
         図 7.1.1 野蒜海岸・洲崎湿地・東名運河への津波襲来状況 

津波は、海岸線の松林を越え、東名運河を乗り越えて、山裾まで到達した。また、津波は東名運河を西に流れ、亀岡橋に

多くの津波によるガレキが集積した。また、東名浜にあった旧塩田を乗り越えた津波は松島湾からの波浪を防ぐ防波堤を反

対側からなぎ倒して倒壊させた。 Google Earth(2004.07.18) 

 

イ） 野蒜海岸と洲崎湿地の成り立ちと土地利用  

野蒜海岸の砂洲の発達と洲崎湿地の形成に関し、旧版地形図・空中写真などから地形の成り立ちと土地

利用の変遷を考察する。また、野蒜海岸の植生の変遷は空中写真と震災後の国土地理院の航空レーザー測

量による標高段彩図を作成して考察を加えた。 

野蒜、亀岡、東名地区には、不老山、鷺ノ巣岩、鰯山、赤崎、丸山、そして宮戸島の近くの松ヶ島など、

松島湾が形成されたときに残った小高い岩山群がある。これらの岩山をアンカーとして、鳴瀬川や旧北上

川からの土砂の供給と太平洋の波と流れにより砂州が発達し、野蒜海岸の浜堤の余景浜・洲崎浜の微高地

や砂洲の東名浜が形成されていった。東名浜や洲崎浜の後背湿地は後に塩田として利用された。 
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鳴瀬町誌によれば、昭和 5 年に野蒜地区の全塩田が廃止とある。その後、昭和 19 年に仙台師団司令部が

塩田経営とあり、戦後別組織に引き継がれ昭和 30 年代まで様々な塩田経営が試みられている。野蒜地区の

旧版地形図は、昭和 8 年の修正図以降、昭和 39 年側図までなくその変遷は地形図からは読み解けない。一

方、GHQ の空中写真には昭和 27 年 10 月 31 日の撮影分があり、塩田が認められる。 

 一方、昭和 27 年の空中写真では、洲崎と宮戸島は道路で陸続きにつながり、潜ヶ浦へは切通の人工水路

でつながっていた。水の交換が極めて不十分であったと推察され、後に潜ヶ浦水道が開削され（昭和 42 年

側図に記載）、松ヶ島と宮戸との間に橋が架けられ、松島湾と外洋との水の交換が行われるようになる。 

 

 

図 7.1.2 旧版地形図から見る野蒜海岸の地形と土地利用の変遷  

側図・明治 25（1872）年「小野」（部分）に加筆。第二師団参謀部陸地測量部。 

サイクリングロード（野蒜～東名区間、資料提供：東松島市）図中、茶色の線、新町～東名運河～余景の松原～鰯山～洲

崎～塩田跡の北端～東名。野蒜海岸は、洲崎地先で、1892（明治 25）年から 2014 年まで、約 530m 前進した。約 120 年間で、

平均約 4ｍ/年の速さで、砂の堆積が生じてきた。 
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   図 7.1.3 野蒜海岸・洲崎湿地の地形図と土地利用の変遷 国土地理院地図・空中写真閲覧サービスより 

 

 ２）海岸地形と海浜植物 ～野蒜海岸の震災前後の植生分布の変遷～ 

野蒜海岸の震災前後の植生分布の変遷調査はあまり行われていない。そこで、空中写真と国土交通省が

発表した震災後の航空レーザー測量データを用い、津波による野蒜海岸の堤防東側の後浜の植生分布の変

遷を考察する。 

図 7.1.4 に野蒜海岸周辺の標高段彩図を、図 7.1.5 に地形の成り立ち（治水地形分類図）を、図 7.1.6 に

堤防緒言と被災状況を、図 7.1.7 に津波襲来時の水位変化を、図 7.1.8 に震災前後の野蒜海岸の植生分布（空

中写真）と標高段彩図を、図 7.1.9 に洲崎海岸の植生分布の現状を示す。 

震災前の野蒜海岸の堤防は、北より計画堤防区間（Ⅰ）天端高 T.P.＋6.20m、暫定堤防区間（Ⅱ）T.P.

＋5.00m、暫々定堤防区間（Ⅲ）T.P.＋4.00m の 3 種類が整備されていた。鳴瀬川右岸河口より約 0.5ｋｍ

にある野蒜水位観測所での津波当日の水位は、第１波は T.P.約 7.0m、第 2 波は約 4.0m、第 3 波は約 3.5m

である。Ⅰ区間、Ⅱ区間の堤防では、第 2 波以降は押し波・引き波が堤防を大きく越流しなかったものと

推察される。 

震災後の植生分布は、堤防高さと津波の押し波・引き波の流路と窪地形成の影響が伺える。 

D 区間は、震災前に堤防東側の後浜に植生が認められる。津波の引き波時に植生群落に流れを制御され

た後浜の洗堀の跡が確認でき、標高も約 1m の窪地となっている。この窪地の植生は、時間の経過と共に

植生分布が消滅してことが分かる。 
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図 7.1.4 野蒜海岸・洲崎湿地の標高段彩図 国土地理院地図・空中写真閲覧サービスより 

 

図 7.1.5 野蒜海岸の地形の成り立ち 治水地形分類図（小野）平成 24 年 2 月 国土地理院より 
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          図 7.1.6 野蒜海岸の堤防緒言と被災状況（ 資料提供：宮城県） 

 

     

図 7.1.7 鳴瀬川河口の水位データ（資料提供：国土交通省 北上川下流河川事務所） 

三陸沖で 7 つの津波波形を観測。野蒜築港の河口では、仙台湾で津波が回折、重複した津波が襲来。 
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図 7.1.8 野蒜海岸の植生分布の変遷と標高段彩図 (空中写真は Google earth より) 

 

不老山の南側は引き波で大きく砂浜が洗堀されていたが、ここは震災前の植生の発達が十分ではない。

震災後も植生の発達は十分でない。震災前には鷺ノ巣岩から鰯山の堤防東（海）側の後浜には植生が確認

できる。特に、鷺ノ巣岩の周辺は震災前に植生が確認され、津波による引き波による影響も少なく植生が

残り、マツ群落などを形成している。標高段彩図より、この堤防東側の後浜の標高は T.P.＋3m である。 

JR 仙石線旧野蒜駅への道路から鰯山までの D 区間は、震災前に堤防東側の後浜に植生が認められる。

津波の引き波時に植生群落に流れを制御された後浜の洗堀の跡が確認でき、標高も約 1m の窪地となって

いる。この窪地の植生は、時間の経過と共に植生分布が消滅してことが分かる。2018 年 1 月の現地調査で

も、堤防付近まで高潮によるゴミが漂着しており、後浜の低地で塩分濃度の高さが影響しているものと推

察される。 

元宮城県松島野外活動センターのあった洲崎地先のⅢ区間は、津波の押し波・引き波で大きな被害を受

け、洲崎湿地付近の砂浜海岸が約 100m 後退したが、約 3 年後の 2014 年 4 月には約 40m 前進した。洲崎

海岸の後浜の堤防の東側に湿地が形成されて植生も存在したが、震災後は植生の再生は十分ではない。 

 

  

図 7.1.9 洲崎海岸の植生分布の変遷と標高段彩図 (空中写真は Google earth より) 
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図 7.1.10 野蒜海岸と洲崎海岸の植生分布の現状 

 

 東日本大震災前後の野蒜海岸と洲崎湿地の地形の成り立ちと津波襲来後の地形変化と植生変化を概観し

た。野蒜海岸のような砂浜海岸は、河川からの流砂や海岸線の波や流れによる漂砂、風による飛砂で時々

刻々地形が変化する。砂浜海岸の地形変化に影響を与える主な項目は、アンカーとしての岩礁や岩山群、

そして海浜植物である。 

 防風林や防潮林としてのマツ群落だけでなく、砂中に広く根を張るハマヒルガオなどの可憐な植物群が

砂浜の地形形成に大きく影響を与えている。 

 東日本大震災後、海浜植物に希少種などへの配慮から区画を設定して保護活動が行われている。 

しかし、津波で地形変形を起こし、その後の地形変遷と植生分布を検討した調査研究は行われていない。

Photog-CAD 解析は、写真測量の一種であり、Photog-CAD 解析結果としての地形情報の他、写真に写っ

ている植物や砂地の空間情報も記録保存している。現在は、デジタルカメラの他、スマートフォンのよう

なモバイルの保有者数が多い。この Photog-CAD の特性を生かし、身近な環境教育や防災教育として、一

般の住民や学校教育の一環として広く普及していくことが期待される。 

 

文部科学省は、東日本大震災を一つの教訓とし、2015 年 8 月、高校の地理歴史の科目、世界史・日本史・

地理について、「歴史総合」と「地理総合」に再編成するなどとした学習指導要領の改定方針をまとめた。 

その内容は、必修科目「歴史総合」を新設し、近現代史分野を中心に日本史と世界史を融合し、もう一

つ必修科目「地理総合」を新設し、地域の課題を把握し問題解決に向けた思考力を養う、としている。 

すなわち、東日本大震災の地震・津波を受けた仙台湾岸のリアス式あるいは砂浜海岸など地形の成り立

ちと被災状況や復興創生のモデルとして、今後起こるであろう地震・津波被害とその後の再生の教本とな

りうる。 

この改定された指導要領は、高校で 2022 年度以降に実施される。その対象学年が、現在、小学校 6 年

生である。まずは、楽しく、ゲーム感覚で始め、将来、「Photog-CAD コンテスト」あるいは「Photog-CAD

選手権」を開催し、基礎編とユニークな応用編を楽しむイベントにしていきたいものである。 
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子供たちから高齢者まで、Photog-CAD の基本を習得し、災害大国・日本の非常時にサポーターとして

情報提供者になっていただき、さらに、世界の災害支援に貢献できる人材育成としても貢献していきたい

ものである。 

 

７．２ Photog-CAD による水辺環境調査 

  １）海岸地形と植生分布 

 東松島市の野蒜海岸で、砂浜海岸の地形と植生調査を行った。また、Photog-CAD の普及を考慮し、地

元の市民団体「野蒜塾」の方々との共同調査も行った。野蒜海岸の調査は、防潮堤の復旧工事が完了した

区間で行った。調査断面は、震災前の堤防高さ、震災後の砂浜海岸の侵食状況、植生状況、調査間隔など

を勘案して以下の７断面とした。 

野蒜海岸での Photog-CAD 用の写真撮影は、2018 年 7 月から開始し、砂浜海岸線の記録保存を開始し

た。調査は、鉛直と長さスケールの設置の他に、長さ 100ｍ巻尺による基線とマーカーの設置を行い、水

準測量で基線に沿って砂浜海岸の標高を算定し、Photog-CAD 解析結果と比較した。また、高潮や強風に

よる砂浜海岸の地形変形が予測される気象条件が起こった場合、適時観測を行った。 

  

断面① 新町              断面② 不老山   

断面③ 鷺ノ巣岩            断面④  

断面⑤ 慰霊碑前、旧野蒜駅前道路    断面⑥ 階段 鰯山   

断面⑦ 洲崎 旧かんぽの宿前 

 
                  図 7.2.1 野蒜海岸の観測断面 
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               図 7.2.2 野蒜海岸での Photog-CAD 計測 

植生のある海岸線を調査する場合は、明確なマーカーの設置が有効である。以下の図は、Photog-CAD

解析用の撮影画像（部分）である。マーカーが、お手玉（4cm 程度）では視認性が十分でない。9×18cm

合板のマーカーでは、水性塗料と蛍光塗料で、太陽高度や地表面の色あいで視認性が変化する。特に漂流

物や植生のある地点では、判別が明確なマーカーの設置が欠かせない。 

 

a) 断面④ 2018年8 月21日 12:55  1/400 秒 f/8  ISO:100 TG-5 マーカー：お手玉 

 
b) 断面④ 2018年8 月21日  14:35  1/400 秒 f/8 ISO:100  TG-5 マーカー：9×18cm 合板・水性塗料  
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c) 断面④ 2018年8 月21日  16:33 1/250 秒 f/8 ISO:100  TG-5 マーカー：9×18cm 合板・蛍光塗料 

          図 7.2.3 植生のある砂浜海岸でのマーカーの視認性 

 

 

   図 7.2.4 野蒜海岸での汀線から防潮堤までの断面図（断面⑤の水準測量結果 : 2018.07.30） 

 

 Photog-CAD 解析用に 3 本の基線を設置し、3 本の基線上の水準測量を行った。写真撮影のため、お手

玉や試作のベニヤ合板のマーカーを設置した。標高は、防潮堤の天端高 T.P.7.2m を基準とした。 

 後浜の標高は T.P.2m 前後で、防潮堤の近くで高潮が襲来する場所は約 0.5m 低い。海浜植物の群落があ

る場所は標高が高く、砂浜の維持に貢献していると推察される。 
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断面⑤ 慰霊碑前            断面⑥階段・鰯山 ～断面⑦洲崎・旧かんぽの宿前 

  

断面⑦から洲崎海岸を望む。             断面⑦ 洲崎・旧かんぽの宿前 

  
      断面④～③鷺ノ巣岩                    断面⑤ 慰霊碑前 

図 7.2.5 野蒜海岸での高潮による冠水状況（2018.08.08） 

 2018 年 8 月 8 日の高潮で、野蒜海岸は防潮堤まで海水が押し寄せた。上図の写真は、15：03～15：16

の 13 分間に撮影した野蒜海岸の海水の冠水状況である。標高の低い洲崎海岸は、同時刻ではまだ海水の押

し寄せが観測されるが、標高が若干高い断面③～④では海水の遡上跡である打ち上げられた漂流物が観測

されるが、海水の押し寄せは認められない。この標高の高低差が、津波が原因かは不明であるが、海浜植

物の復活には時間がかかりそうである。 

 

2018年8 月8日  15:03             2018年8 月9日  14:16 

図 7.2.6 野蒜海岸での高潮による冠水継続状況 

 

 高潮から約 1 日経過した野蒜海岸の断面⑤では、冠水した海水が残存している。その水面の標高は、

T.P.2m 前後である。野蒜海岸から約 600m 内陸側の東名運河の朔望平均満潮位は T.P.0.756m、朔望平均干

潮位は T.P.-.074m で、約 1.5m の潮位差がある。後浜の冠水している地点から汀線まで約 100m あり、満

潮位時に冠水した水面と海水面の高低差は約 1.2m である。松島湾の防潮堤の陸側のマツの植林は、
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T.P.3.0m まで盛土をし、地下水までの深さを 1m 確保して、マツの根の生育を担保するという。防潮堤付

近の砂浜海岸の地下水位は T.P.2m 前後であれば、海水の鉛直方向への浸透は起こりにくいということにな

る。 

 

 

 
 図 7.2.7 野蒜海岸の植生調査（2018.08.15、2018.08.22） 

 

野蒜の新町地区の断面①では、堤防付近の砂浜（後浜）の標高が T.P.3.7～3.9ｍで、鷺ノ巣岩の断面④の

2～2.2m より高い。断面④は、津波の引き波で大きく砂浜が侵食された地点で、現在も高潮時に海水で冠

水し、植生の発達が十分でない。 
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図 7.2.8 野蒜海岸の砂浜の地形と植生（断面⑤、N-2 断面：7/30 の断面より南へ約 50m） 

 

図 7.2.7 と図 7.2.8 は、地元住民の「野蒜塾」の会員に調査結果を開示し、共同調査を提案した資料であ

る。 

野蒜海岸の防潮堤の高さは高潮によって設定されている。2018 年 8 月 8 日には、高潮で防潮堤まで海水

が流れ込んだ。砂はどう移動し、どんな植生群落が発達し、海岸の多様な生態系が成り立っているのか、

地元の方々が、これまでの経験と科学的な情報収集を行い、情報発信を進めていくことを目的で共同調査

を進めている。 

 

野蒜海岸の植物群落の現状把握のため、方形区法（コドラート法）により、その群落の種類、（被度）、

高さなどを調査した。コドラートは水道用の塩ビパイプを用いて試作した。 

〇方形区法（コドラート法）による調査の方法 

 水道用塩ビ製のパイプ（口径 13 ㎜）とエルボ（口径 13 ㎜用）を用い、塩ビパイプの内側が 1m の正方

形（方形区）になるよう、パイプとエルボの取り付けを調整した。また、エルボとパイプは接着剤で接着

せず、ビニールテープで固定し、分解してコンパクトになるよう試作した。方形には、0.5m のところに、

視認性の高いピンク色のビニール製測量用水糸を十字に配置し、現地での被度確認の補助とした。 

 また、一辺に水道用塩ビ製 T 字ソケットを入れて約 1m の塩ビパイプを差し込み、ビニールテープで固

定し、腰を大きく屈めなくとも地表面からコドラートをピックアップできるよう工夫した。 

 方形区内の全ての植物の種名と被度、高さを測定し、記録する。 
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・種名 … 方形区内に生えている植物の種名を図鑑で調べる。 

・被度 … 種類別に方形区内面積（１㎡）の何％を占めているかを、下図に示す被度階級（＋、１’、１～４）で示す 

・高さ … 種類別に葉の最も高いところを測定する。 

 

図 7.2.11 は、9 月 8 日の調査結果を防潮堤からの距離と各植物の被度を表したものである。汀線から陸

地へ標高が高くなり、塩水や塩分を含む飛沫による影響で海浜植物の高さも被度も変化する。 

ここで、被度＋（1/00 以下）、被度１“（1/20～1/100）、被度 1（1/4～1/20）、被度 2（2/4～1/4）、被度 3

（3/4～2/4）、被度 4（4/4～3/4）は、それぞれ、1,2,3,4,5,6 の数字で置き換え、図示した。 

     
図 7.2.9 被度階級 

            

          図 7.2.10 地元の市民団体「野蒜塾」との共同植生分布調査       

      
         図 7.2.11 津波被災を受けた野蒜海岸の植生分布 断面① 
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 今回の植生調査で確認された主な海浜植物は、ハマニガナ（浜苦菜）キク科ニガナ属、オカヒジキ（陸鹿尾

菜）ヒユ科オカヒジキ属、ハマヒルガオ（浜昼顔）ヒルガオ科ヒルガオ属、ハマエンドウ（浜豌豆）マメ科レンリソウ

属、コウボウムギ（弘法麦）カヤツリグサ科スゲ属、コウボウシバ（弘法芝）カヤツリグサ科スゲ属、ハマボウフウ

（浜防風）セリ科ハマボウフウ属、ケカモノハシ（毛鴨の嘴）イネ科カモノハシ属 、オニシバ（鬼芝）イネ科シバ属、

オニハマダイコン（鬼浜大根）アブラナ科オニハマダイコン属 、マルバアカザ（丸葉藜）ヒユ科などである。 

   

 地元の市民団体「野蒜塾」の話では、津波被災後に野蒜海岸を訪れることも少なくなったという。 

今回の地形や植生調査を通じ、津波被災後 7 年半、再生されつつある砂浜海岸の自然環境の情報と、子

供の頃から慣れ親しんできた海岸での遊びや食に関する自らの経験を、地元の学校教育や野蒜への来訪者

に対し防災・環境教育情報として発信していきたいものだと強く感じた、と野蒜塾の方々は話しています。 

 

 

 ２）飛砂による海岸地形の変化 

2018 年は、全国的に猛暑で、調査地である野蒜海岸から最も近い石巻管区気象台のデータによれば、真

夏日（最高気温 30℃以上）が、7 月で 4 日、8 月で 6 日、猛暑日（最高気温 35℃以上）は、7 月で 1 日で

あった。台風の到来も多く、迷走台風 12 号が 7 月 28 日に、台風 13 号が、8 月 9 日から 10 日に、台風 21

号が、9 月 4 日から 5 日に接近した。 

石巻測候所の過去 5 年間の気象データから、石巻湾の夏（7～9 月）の風向は東寄りが卓越し、平均風速

（10 分間風速の平均）が 3.2～4.3m/s、最大風速（10 分間平均風速の中の最大値）は、9.9～21.2m/s、最

大瞬間風速（瞬間風速の最大値）は、13.8～28.5ｍ/ｓであった。一般的に、瞬間風速は平均風速の 1.5～2

倍近い値になる。 

砂は風速がある値以上（限界風速）になると動き、粒径に依存するが、粒形 0.3 ㎜前後では地上 1m の

風速が5～6m/sで移動を始める。高さ方向の飛砂量の分布は砂面上の近傍に集中し、30㎝の高さになると、

非常に少なくなる。一般に、5～8m/s のとき砂面に風紋ができ、10m/s を越えると侵食地形が生じるとさ

れる。 

砂は、粒形が大きく重いと砂粒は表面を転がりながら転動し、やや細かな砂粒は表面を跳ねるように跳

躍し、微細な砂粒は風に乗って浮遊し移動する。海岸線の地形は、短期的な嵐のように波と流れによる漂

砂が主体的であるが、長期的には風による飛砂の影響がある。 

 

 

迷走台風 12 号         台風 13 号          台風 21 号 

             図 7.2.12 台風の経路 （気象庁 HP より） 
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 2018 年 9 月 4 日から 5 日に、台風 21 号が関西に上陸し、日本海を北上した。石巻湾では 4 日に南南東

の風で最大風速 20m/s、5 日に、南の風で最大風速 15.4m/s を記録した。野蒜海岸の断面⑤N-2 断面では、

前浜が大きく変化した。前浜勾配が大きくなり、85～100m の砂浜標高が大きく増加した。一方、ハマヒ

ルガオなどの植生密度の高い 40ｍ地点では、強風による飛砂で植生が砂で埋まり、特に、風下の堆積が顕

著であった。 

 砂浜海岸の表面から以前の足跡が消えていた。石巻の気象データによれば、9 月 4 日 16 時から 9 月 5 日

1 時まで南東から南南東の風が 10m/s 以上の強風を記録しており、特に 9 月 4 日 20～23 時までが約 16～

18ｍ/s の強い風が吹いた。 

 

 この砂浜海岸の短期的な変化を、汀線から前浜、ハマヒルガオの植生のある砂丘など、変化の大きな砂

浜海岸の Photog-CAD 用写真画像を記録保存し、一部 Photog-CAD 解析を行った。 

 

 

          図 7.2.13 野蒜海岸の断面⑤N-2 の波と風による地形変化 
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      図 7.2.14 野蒜海岸の断面⑤N-2 の波と風による地形変化 （水準測量：実測値） 

 

 2018 年 8 月 15 日と台風 21 号通過（9 月 4 日～5 日）後の 9 月 7 日との断面測量結果を比較すると、前

浜が陸側に後退し、前浜勾配が大きく増加している。40ｍ地点のハマヒルガオの群生地では、風下側に堆

砂が認められる。 

 

 

    

      図 7.2.15 後浜のハマヒルガオの群生地での飛砂による地形変形（Photog-CAD 解析） 

 

後浜のハマヒルガオの群生地では、9 月 4 日から 5 日にかけての南東から南南東の 10m/s 以上の強風で

飛砂によりハマヒルガオの一部が砂で埋まった。堆砂量は、南南東の風向きに沿って砂丘の風下側で大き

い。 
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  図 7.2.16 野蒜海岸の前浜勾配の Photog-CAD 計測 （相対高低差、青：実測値、赤 Photog-CAD 解析） 

  

     

 

         図 7.2.17  野蒜海岸の前浜侵食状況の Photog-CAD 解析 

（2018.09.07 野蒜海岸 N-2 断面の 90m 地点から汀線に平行な断面、相対的高低差）   

 

台風襲来時の高潮などで海岸の汀線の前浜勾配は大きく変化する。この変化を Photog-CAD 解析用の写

真撮影をする際、ベニヤ合板のマーカーは波に流され易いので、丸カンなどのピンに測量用のビニールテ

ープでマーカーを設置するのが良い。ただし、回収の手間や費用が高額となる。 

自然現象で時々刻々変化する砂浜海岸のモニターには、記録保存の意味からも Photog-CAD 解析が利用

しやすい。このような、嵐での海岸変形は、長さと鉛直スケールを事前に設置しておく、あるいは現地で

設置することで、容易に Photog-CAD で記録を残すことが可能である。 

また、同時シャッター撮影システムを利用すれば、タイムラプス撮影で時々刻々変化する地形変形を記

録・解析することが可能となる。 
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  ３）海岸地形と植生分布による砂浜海岸の熱環境 

  

 砂浜海岸の地形と植生は密接な関係にあるが、生活の場としている生き物やリクリエーションの場とし

て利用する人間に対し、熱環境の立場から考えてみる。 

津波の被災を受けた野蒜海岸であるが、被災前のインフラ環境や津波による押し波や引き波による砂浜

海岸の侵食状況の相違が、震災 7 年半後の砂浜海岸の地形と植生にどう影響し、砂浜海岸の利活用への対

応の一つとして熱環境を考えてみる。 

熱環境調査には、携帯型赤外線カメラ FLIR C2 を用いて、熱映像画面（赤外画像）と通常のカメラ画

面（可視画像）を得た。調査は、2018 年の 8 月 22 日 14：50～15：20 に行った。天候は晴天である。熱

映像の表示温度範囲は 23～50℃に固定して撮影した。 

 

熱収支を考えると、地表面が受け取るエネルギー（短波放射、大気からの長波放射）と地表面から失わ

れるエネルギー（長波逆放射）、水蒸気量の差による潜熱輸送、温度差による顕熱輸送、地中への伝導・蓄

熱などで、地表面の温度が決まる。一般に、15 時以降は昼間に温められた地表面が冷えていく時間帯であ

る。  

 

 

図 7.2.18 地表面での熱収支 
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               図 7.2.19 砂浜海岸の熱映像 

上：断面①は、震災前の堤防高さが T.P.6.2ｍで津波による侵食が少ない。現在も標高が約 4ｍあり植物群落も点在し地表面

温度は相対的に低い。下：断面④は、震災前の堤防高さが T.P.5.0ｍで津波による侵食により、後浜に低地が認められる。そ

の低地に現在も高潮が押し寄せて、植生群落の発達がなく砂地となっており、表面温度が 50℃を超えている。一方、植物群

落区域は地表面が 30℃前後と、石巻の気象データ 8 月 22 日 15 時の気温 30.8℃に近い。 

        

             図 7.2.20 鷺ノ巣岩と防潮堤の熱映像 

上：鷺ノ巣岩の日陰部分（撮影は北側から南側へ）は、31℃でほぼ気温と同じである。標高約 3ｍに整地された裸地面の温

度は 50℃に近い。下：鷺ノ巣岩の日向の部分は直達光の当たる部分と日陰の部分で温度差がある。また、可視画像で中央下

の旗の影の方向から太陽光の方向が分かり、可視画像では同じ日向に見えても太陽光の岩壁への入射角度が異なり、赤外画

像では岩壁の曲線部が映し出されている。 

 

これらの結果から、赤外画像と可視画像を利用した Photog-CAD 解析も期待される。 
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       図 7.2.21 砂浜海岸の植生（ハマヒルガオ）と砂地の熱映像（断面②） 

ハマヒルガオ群落と砂地の温度差が明確である。 

 

   

図 7.2.22 砂浜海岸の汀線 （断面②） 

上：砂浜海岸の前浜に波が打ち上げられると砂地の地表面温度は一気に低下し、約 45℃から約 30℃となる。 

熱映像撮影の前日 8 月 21 日、近くの東名漁港での海水表面水温は 31.4℃（時刻 17：16）であった。 

下：砂浜へ打ち上げられ漂流物。空隙が多く、日陰のためか、気温レベルの表面温度を示す。一方、砂浜は、約 45℃前後の

高い地表面温度を示す。 
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          図 7.2.23 砂浜に刻まれた様々な微地形 

 砂浜に、風に風紋や生き物の足跡などによって刻まれた様々な高低差を示す微地形。この微地形にも興味深い温度差が形

成される。地表面だけでなく、砂浜海岸の深さ方向の熱映像解析も興味深く、四季を通じて砂浜に生きる生き物たちの戦略

が伺え知ることができると期待される。 

 

 以上、砂浜海岸は、波や風による日常的に起きる自然現象と津波のように非日常的な自然現象という外

乱、さらに人間活動による人為的な外乱を受けながら、時々刻々変化している。 

 地表面をとらえた地形の標高や植生分布は、例えば、地下水位や植物の根茎ネットワークに依存し、地

表面における変動を緩和あるいは促進しているのかも知れない。 

 

 東日本大震災における津波の押し波と引き波という短時間で巨大な外乱を受けた野蒜海岸という砂浜海

岸は、ある場所は壊滅的外乱を受け、他の部分は海岸の植生群落によって相対的に軽微な外乱で済んだの

かもしれない。 

そして、7 年半が過ぎ、地元にも野蒜海岸の重要性の再認識と魅力再発見の動きが始まっている。これ

らの外乱と自然修復の経過を記録保存することは極めて重要なことであり、震災を生き延びた人たちの責

務でもあろう。 

Photog-CAD 計測は、地表面の変化を解析する計測技術の一つかもしれないが、その携帯性や迅速性は

優れており、次世代に向けてその原理と技術を習得する取り組みが欠かせない。様々な適用事例の展開を

想像し、かつ、創造していくことが何より重要である。  

 

野蒜海岸という砂浜海岸で東日本大震災の津波で多くの犠牲者がでたのはなぜだろう、その謎解きの一

端を Photog-CAD 解析が担うと言ったら言い過ぎであろうか。 
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 ７．３ 洲崎湿地の自然環境への適用 

洲崎湿地のある地域は、約 200 年前は海であった場所である。明治時代は、宮戸島に近い松ヶ島まで砂

洲が形成され、砂洲（浜堤）の西側に後背湿地が形成され、後に堤防や公共施設の建設で後背湿地の面積

が減少し、震災前の洲崎湿地の大きさとなる。 

洲崎湿地は、震災後、がれきや土砂置き場として利用されてきた経緯があり、水辺へは急傾斜の土盛り

部が形成され、調査時のアプローチは困難が多い現状にある。洲崎湿地は、野鳥などの生物にとって数少

ない自然が残された場所であった。しかし、震災後、環境調査はほとんど行われていなかった。 

2017 年に筆者らの環境調査で、津波で壊滅的な被災を受けた洲崎湿地に、メダカなど多くの水中生物が

生き残り、世代交代を繰り返していた「奇跡の湿地」を確認した。一方、がれきや土砂置き場、嵩上げ盛

り土など、多くの土砂が運ぶ込まれる人為的外乱が生じ、特定外来種や要注意外来種の植物群落が形成さ

れている。 

この様な被災後の地表面や水中での事象を、Photog-CAD 解析用に記録保存しておくことが必要である。

災害復旧時に、大きな予算を獲得しなくても、日々変化する災害地での復旧および復興再生の物語は、後

世の災害時に必ずや参考になると確信する。 

１） 洲崎湿地の生き物調査から見た現状 

洲崎湿地での水質および生態調査には、以下のように実施した。 

・植物：植物は写真撮影を基本とし、植生は植物の花などを観察し、特定外来種や要注意外来種の混入に

着目した。 

・水生生物は柴漬け漁・フィッシュキラー・さで網などによる捕獲や水中ビデオ撮影で観察した。 

・鳥は日中移動するので洲崎湿地から北へ約 1ｋｍにある東名運河でも観察を行った。 

・洲崎湿地の水質鉛直分布は、水温・塩分濃度・濁度を多項目水質計測器 AAQ-RINKO で、溶存酸素は

HACH 社 HQ30 で測定した。2017 年の調査は主に 8 月～10 月まで行い、現在も継続中である。 

      
                 図 7.3.1 洲崎湿地の生き物調査 
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〇植物 洲崎湿地の夏から秋の花は、要注意外来生物のセイタカアワダチソウ・アメリカオニアザミが確

認された。2018 年、野蒜海岸域では特定外来生物のオオハンゴンソウを確認した。当湿地では夏から秋に

かけて黄色い花の大きな群落があり、特にセイタカアワダチソウは今後の懸念事項である。なお、黄色い

花を咲かせるキクイモも大きな群落を形成している。特定外来生物のオオキンケイギクや上述の黄色い花

を咲かせる外来種は、開花する時期が異なり地元行政や住民と協力して観察を進めていくことが肝要であ

る。 

〇鳥類 洲崎湿地の夏季の鳥類は、ダイサギ・カルガモ、東名運河の東名水門で、アオサギ・ササゴイ・

コサギ・カワウが確認された。 

〇昆虫類 夏季のトンボ類はセスジイトトンボ・アオモンイトトンボ・チョウトンボ・ギンヤンマなどが

確認され、水生昆虫としてもイトトンボやトンボのヤゴが確認された。 

〇魚類 洲崎湿地の人工排水路でのフィッシュキラーや目視調査などで、数多くのビリンゴ・メダカ・シ

ラウオが確認でき、チチブも確認された。表層を遊泳するシラウオの下層に大量のエビ類（未同定）がお

り、溶存酸素濃度 2 ㎎/L 以上を示す表層 20～30 ㎝以浅に生息していると考えると水生生物の生命力の強

さを感じる。なお、ビリンゴ・メダカ・シラウオやエビ類は、人工排水路を造成した際の大きさ約 0.5～1m

の捨石の周辺や捨石の水中空間にもおり、生息空間として活用しているようである。 

  

  
図 7.3.2 洲崎湿地の現状 左上：ドローンによる空撮（2017.09.09：阿武隈生物研究会 池田洋二 撮影） 

湿地 A~B、B~D、A~C 地点間は人工的な澪筋が形成されている。夏季の調査時は、植生の繁茂や地点 C の水深が浅い場

所があり、ボートでの観測が困難を伴う。右上：A 地点では、表層は透明度があるが下層は茶色の懸濁物があり、すぐに巻

き上がる。その境界には塩分濃度の急変部があり明確な密度躍層が形成されている。左下：B 地点では、強風時に吹送流に

よると思われる濁りが発生した（2017.09.03）。右下：A 地点から潜ヶ浦水道に排水される人工排水路部。水質鉛直分布の測

定地点。湿地植物・抽水性植物・浮遊植物などが存在する（未同定）。   
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図 7.3.3 洲崎湿地の水質鉛直分布 （2017.08.27） 

左：人工排水路では、多くの魚・トンボのヤゴ・エビ類が生息している。溶存酸素濃度は表層 20 ㎝以浅で 2 ㎎/L 以上ある

が、30 ㎝以深は、ほぼゼロで魚や水生昆虫などの生息環境としては厳しい状況にある。水温は下層が高い。この人工排水路

は、日中表層水が風により流動しており、下層の濁質の巻き上げ現象も観察される。なお調査時点での湿地の排水実態は不

明である。右：地点 A の溶存酸素濃度は表層 45 ㎝以浅で 2 ㎎/L 以上あるが、それ以深は急激に低下し濁度が急上昇してい

る。下層に存在する塩分濃度 18‰の塩水や高濁度の水塊は、津波襲来時の海水の残存か、復旧工事時の濁質による濁度残留

かは不明である 

 

２） 洲崎湿地での Photog-CAD 解析の展開 

海岸線や運河・湿地は多くの生態系サービスを得られる貴重な場所である。この海岸線や湿地は、渡り

鳥の飛来地や観光・教育の場として重要であり、震災後の復興創生の大きなポイントである。 

       
                 図 7.3.4 生態系サービス 

我々は、生態系の資源とプロセスから多くの利益を得ており、このような利益をまとめて生態系サービスという。海岸線

や運河・湿地は多くの生態系サービスを得られる貴重な場所である。 
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   図 7.3.5 奥松島の魅力・再発見  ～動き出した「野蒜学」～ 

 

野蒜海岸と洲崎湿地の成り立ちと土地利用を再考する。野蒜、亀岡、東名地区には、不老山、鷺ノ巣岩、

鰯山、赤崎、丸山、そして宮戸島の近くの松ヶ島など、松島湾が形成されたときに残った小高い岩山群が

ある。これらの岩山をアンカーとして、鳴瀬川や旧北上川からの土砂の供給と太平洋の波と流れにより砂

州が発達し、野蒜海岸の浜堤の余景浜・洲崎浜の微高地や砂洲の東名浜が形成されていった。東名浜や洲

崎浜の後背湿地は後に塩田として利用された。 

鳴瀬町誌によれば、昭和 5 年に野蒜地区の全塩田が廃止とある。その後、昭和 19 年に仙台師団司令部が

塩田経営とあり、戦後別組織に引き継がれ昭和 30 年代まで様々な塩田経営が試みられている。野蒜地区の

旧版地形図は、昭和 8 年の修正図以降、昭和 39 年側図までなくその変遷は地形図からは読み解けない。一

方、GHQ の空中写真には昭和 27 年 10 月 31 日の撮影分があり、塩田が認められる。 

 一方、昭和 27 年の空中写真では、洲崎と宮戸島は道路で陸続きにつながり、潜ヶ浦へは切通の人工水路

でつながっていた。水の交換が極めて不十分であったと推察され、後に潜ヶ浦水道が開削され（昭和 42 年

側図に記載）、松ヶ島と宮戸との間に橋が架けられ、松島湾と外洋との水の交換が行われるようになる。 

このように、洲崎湿地は水と砂の動きで、ここ 100 年あまりに出来た水辺環境である。 

  

 洲崎湿地は、東日本大震災の津波による大きな外乱を受けたにもかかわらず、閉鎖水域で多くの生物が

生息していたのは驚きである。一方、ビリンゴは、止水中では中層生活で産卵は汽水域の砂泥底、メダカ

は耐塩性が非常に高く産卵は草など、シラウオは 1 年魚で産卵は汽水域の砂底とされ、少なくとも震災後

6 年以上世代交代を行ってきた。 

ソーラー発電施設や道路などの雨水を集めた洲崎湿地の水は潜ヶ浦水道へ排水される。東名地先海岸堤

防の排水樋管はバランスウエイト式フラップゲートが採用された。樋管の敷高は T.P.0.00m である。本ゲ
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ートで、仙台湾の大潮時に約 1.5m ある潮汐の水位差を利用して、洲崎湿地における底層の高濁度・酸欠

の水をどのように改善し、汽水域の塩分濃度・溶存酸素などの水質や底質そして水位をどう維持管理して

いくのかが今後の重要な検討課題と考える。 

今後は、住民参加で行政や研究機関の学識経験者など多くの専門家の参加を得てさらに詳細な環境調査

を重ねていくことが肝要と考える。 

 

 この洲崎湿地での Photog-CAD 解析の展望を考える。 

〇植物 

 植物は動かないが、その種子は、風や鳥、車や搬入されたガレキ・土砂によって移動する。特に洲崎湿

地周辺はガレキや土砂の仮置き場などに利用された。 

特定外来植物のオオキンケイギクは、当地に震災後に搬入されたと考えられ、また、一部の住民が友人

に株分けなどを行っていた。特定外来植物のオオハンゴンソウも野蒜地区への道路沿線に点在して確認さ

れる。 

要注意外来植物であるセイタカアワダチソウなどは、その分布がすでに広く展開しており、晩秋にはそ

の種子が強風のとき吹雪のように拡散する。野蒜海岸の防風林としてマツの植林が行われているが、秋に

なると植林をした場所にセイタカアワダチソウ、その他にクズの繁茂という見事な植物群落の区分け展開

を見る。 

 松島湾の宮戸島や浦戸諸島など遺伝子の保護空間へもセイタカアワダチソウの種子は風に乗って容易に

拡散する。洲崎湿地や野蒜海岸の外来種の繁茂は、在来種を守り、外来種の拡散を防ぐ前線となる場所で

あり、その実態把握が急務である。 

このような、外来種の分布確認にドローンによる Photog-CAD 解析が適用できる。海岸線のような塩分

に耐用性のある海浜植物のみが選択されることなく、海岸線から防潮堤を越えると特定外来植物は広く分

布している。 

野蒜地区では、5 月のオオキンケイギク、8 月のオオハンゴンソウ、10 月のセイタカアワダチソウが黄

色い花を咲かせる。9 月の外来植物のキクイモも黄色い花を咲かせるが、見事に搬入された土砂に沿って

黄色い花が咲く。 

この分布状況の確認には、ドローンでの Photog-CAD 計測が適しており、長さ・鉛直スケールの設置あ

るいは周辺の長さ・鉛直スケールを写し込み、面積算定から分布状況を求められる。 

なお、真上からの地上の写真は、写真測量の原理で撮影しなければ高さ情報を利用できないが、

Photog-CAD 解析用の撮影は斜め写真で高さ情報も算定でき、その撮影範囲も広くとれるのも利点である。 

 

〇鳥類 

 鳥類は、動くので１台のカメラでの Photog-CAD 解析は困難を伴う。筆者ら試作した 3 台同時シャッタ

ー撮影システムを用いれば 1/1000 秒の同期性で撮影でき、Photog-CAD 解析は容易に実施できる。 

また、湿地などの水面に鳥類がいた場合、鳥をマーカーとして利用でき、水面が水平面であることから、

Photog-CAD 解析結果の検定にも利用できる。 

なお、個人的な興味であるが、鳥の着水や飛翔時の飛行高度の軌跡を 3 台同時シャッター撮影システム

のインターバル撮影で解析をしたいと考えている。いわゆる生き物の動態調査である。 
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〇魚類 

 魚や水生昆虫は水中なので、カメラの防水性が重要である。魚などを水中撮影する際、その魚種と大き

さが計測できればよく、写真撮影時の重力方向の鉛直は必要でない。したがって、3 台のカメラに対し、

固定された鉛直・長さスケールの写し込みが行えればよい。 

 

〇水中構造物 

 水中の土木遺産などの建造物では、重力方向の鉛直スケールと長さスケールが必要である。静水中であ

れば、下げ振りなどが利用できるが、流れがある場合は利用できない。 

この場合、ひずみの少ない透明容器の中に下げ振りをつくり、容器内に容器外と同じ液体を入れれば、

スケールはあまり歪まず写し込みができる。このとき、下げ振りの下部に金属のリングや円盤を利用すれ

ば、どの方向からも鉛直と長さスケールが写し込める。 

 

  

東日本大震災で津波被害を受けた野蒜地区には 4 つの奇跡がある。 

 

〇JR 仙石線の電車が微高地で停車し、全員津波から助かった「奇跡の丘」 

〇津波で 150 年前の風景に戻り、「陸の松島」の景観を出現させた「奇跡の奇岩」 

〇津波で大きな侵食被災を受けながら、海浜植物が復活しつつある「奇跡の海岸」 

〇津波の外乱と人為的外乱を受けながら、震災後にも命の世代交代が継続した「奇跡の湿地」 

 

 これらは、今後の地域づくりの核として、さまざまな角度から検討されるであろう。 

Photog-CAD 解析もその一手段として展開していきたいと考える。 
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７．４ UAV（ドローン）による水辺環境調査 

 

津波被災を受けた野蒜海岸の地形変形と植生などの環境調査を行う一環として、2018 年 10 月 6 日にド

ローンによる再計測を行った。まず、100m の巻き尺で、防潮堤に直角に海岸線に向けて 3 本の基準線を

設置した。防潮堤から波打ち際まで約 120m である。試作の蛍光塗料を塗布した 9×18 ㎝のべニア合板製

マーカーを 10m ごとに縦に（短辺を地面にして長辺を上に向けて）設置し、ドローンからのマーカーの視

認性を向上させた。また、各 5m 地点は、べニア合板のマーカーをあえて横に設置し、10m との視認性の

区別を図った。 

 ドローンは、DJI 社の MABIC Pro とファン 3 Pro を使用した。ドローンによる撮影は、地上約 6m , 

約 9ｍ、約 20ｍの高さに固定して、防潮堤から汀線までの一括撮影の画角を調整した。波打ち際の前浜付

近は勾配が急なので、防潮堤から 75ｍの地点に、長さ・鉛直スケールを配置し、別途空中撮影した。また、

地上高さ約 60m からは、マーカーの視認性を確認した。 

  

         

            図 7.4.1 現場での携帯性を考慮したドローン撮影機材 

 

           図 7.4.2 ドローン操縦者 阿武隈生物研究会 池田洋二氏 

 

ドローンの撮影は、Photog-CAD の解析経験がある操縦者であれば、鉛直・長さスケールの写し込みの
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位置や写真の画角の撮り方を理解できるが、未経験者では無理がある。そこで、DJI 社の Goggles を用い、

Photog-CAD 解析経験者がドローンのリアルタイム画像を確認しながら、ドローン操縦者に長さ・鉛直ス

ケールの写し込みの位置や写真の画角の撮り方を指示した。 

 今回は、Photog-CAD 経験者（撮影指示者）が写真撮影の正面の位置に配置し、ドローン撮影終了後ま

でその位置に留まった。海岸線の砂浜や堤防の様な単調な地表面では、視準する目標物がないので、撮影

指示者がランドマークとなるためである。ドローン操縦者は、左・中央・右のそれぞれの写真撮影場所の

頭上の同じ高度にドローンを配備し、ゴーグルを見ている経験者に画角の撮影位置（カメラの角度の振り

方）の指示を受けた。 

 GS Pro (Ground Station Pro)のような DJI 社の機体の自動飛行制御や計画設計できる iPad 用アプリを

使用すれば、バーチャルフェンス機能により、指定区域内で機体の最大高度と最大速度を設定することで、

安全性と使いやすさが向上できる。しかし、Photog-CAD 解析用の写真撮影には、最終的に Photog-CAD

経験者の画角の指示が必要となる。 

    

 

         図 7.4.3 ドローンによる防潮堤天端から汀線までの一括撮影 

ドローンの撮影は、Photog-CAD 解析経験者が DJI 社の Goggles を装着し、ドローンのリアルタイム画像を確認しながら、

ドローン操縦者に鉛直・長さスケールの写し込みの位置や写真の画角の撮り方を指示した。また、撮影指示者が写真撮影の

正面の位置に留まってランドマークとなり、操縦者の地表面の視認性を支援した。なお、防潮堤天端（T.P.7.2ｍ）に試作の

ベニヤ合板マーカーを置き、高さ基準点の写し込みを行った。 
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        図 7.4.4 ドローンによる防潮堤天端から汀線までの一括撮影 

 

    
        図 7.4.5 ドローンによる前浜から汀線までの一括撮影 
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         図 7.4.6 ドローンによる防潮堤から汀線までの一括撮影 

高度 60m からのドローン撮影、9×18 ㎝のマーカーの視認性が十分でない部分がある。一方、高潮の遡上範囲や植生分布

の解析と標高分布を同時に解析できる利点が考えられる。前浜には 2 段の段差が形成され、当写真には満潮時に近いため、

１段目の前浜に海水が打ち上げられている。 
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図 7.4.7 ドローンによる防潮堤から汀線までの一括撮影と Photog-CAD 解析結果 

  

 図 7.4.3 と図 7.4.5 を用いた Photog-CAD 解析を図 7.4.7 に示す。防潮堤の天端（T.P.7.2ｍ）から前浜付

近の形状を示す。波打ち際は満潮時と重なり、勾配の大きな前浜部分は計測されていない。マーカーの視

認性や処理計算に問題なく Photog-CAD 解析が行われた。100m 付近が T.P.4m とやや高いと考えられる。

これは、75m 地点での Photog-CAD 解析結果を基準に、前浜から汀線の Photog-CAD 解析結果を接続し
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た結果のためであり、今後、精度の確認が必要である。なお、水準測量は未測定である。 

 

 

    

図 7.4.8 前浜から汀線までの状況 

満潮時に近いので 1 段目の前浜に波が打ちあがっている。 
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８．学校教育への応用 

８．１ 仙台湾の土木遺産に学ぶ 

これまで、三陸海岸のようなリアス式海岸地形での津波被災や避難行動に関する伝承や行動に対する理

解が進んできた。それは、1896（明治 29）年 6 月 15 日の明治三陸地震、1933（昭和 8）年 3 月 3 日の昭

和三陸地震、1960（昭和 35）年 5 月 22 日（現地時間）のチリ地震、青森・岩手・宮城の三県の三陸沿岸

は 64 年間に 3 回の大津波に襲われ、その苦い経験が津波からの避難行動という学校教育に繋がった。 

そして、2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震による大震災（東日本大震災）が襲う。三陸海岸で

は、速やかな避難行動につながった事例が多かったが、仙台湾に展開する砂浜海岸における避難行動は進

まなかった。1960 年のチリ地震での津波で被災を受けているにも拘わらずその被害が甚大でなく、今回、

襲来する津波高さ情報が、時間と共に 3m、6ｍ、10ｍ以上と変遷したことへの情報伝達不足も加わり、砂

浜海岸線の多くの住民が避難をしなかった事例が多く報告されている。 

これまで、津波といえば三陸リアス式海岸に押し寄せる被害記録と対応策に関する情報は多くあった。

しかし、砂浜海岸からなる沖積平野の仙台湾岸への巨大津波の経験をしっかり記録を残すのは初めての情

報となる。今後、全国で起こるであろう津波災害において、リアス式海岸だけでなく砂浜海岸での経験の

活用とその対応策の実践が期待されている。 

最終氷河期から約 1 万 8000 年、縄文海進から約 6000 年、砂浜海岸にどんな現象が起こったのであろう。

それは、水・風と砂のものがたりである。学校教育にどんな形で取入れ、次世代につないでいけるのか、

その考察を加える。日頃から、地形の成り立ちを考えるとき、学校教育や生涯学習で日頃から Photog-CAD

解析の手法に慣れていれば、多くの人々の命を救うことに繋がることが期待される。 

１）北上川の地形と河川改修 

以下に、1600 年代初頭、北上川の改修に活躍した川村孫兵衛重吉の土木事業を示す。これらは「北上川

改修 400 年記念・川村孫兵衛シンポジウム」の資料として、北上川下流河川事務所の HP で見られる。 

北上川の下流の河川勾配は極めて小さく、今から数百万年前、「竜の口の海」時代といわれる海進があり、

宮城県の仙台平野や石巻平野だけでなく、岩手県の花巻市まで海であった。また、縄文時代のかん水系の

貝塚が北上川上流の岩手県にある。 

東日本大震災の際、津波が宮城県から県境を越えて岩手県まで遡上している。津波は追波湾の北上川河

口から 17 ㎞地点の高低差 3m の堰を乗り越え、河口から 49 ㎞地点で 11 ㎝の水位変化を観測している。す

なわち、この北上川の緩やかな河川勾配が、江戸時代に南部藩や仙台藩の舟運を支えたのである。現在は

堤防で守られ、この様な地形の成り立ちを知る人たちが少なくなってきている。上流からの洪水、下流か

らの津波、北上川下流沿線の住民は、地形を読み解く力と災害を回避する知恵が求められている。 
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図 8.1.1「北上川改修 400 年記念・川村孫兵衛シンポジウム」資料 北上川下流河川事務所の HP（部分）より 

     
     図 8.1.2 北上川下流の標高段彩図 （国土交通省国土地理院・国土数値情報データより作成） 
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２）仙台湾の砂浜海岸に展開した野蒜築港と日本一長い運河群 

2011 年 3 月 11 日発生の東日本大震災から 7年半が経過し、復旧から復興創生への取り組みが始まった。 

仙台湾の砂浜海岸に並行に展開する北から北上運河、東名運河、貞山運河からなる日本一長い運河群は、

高さ約 10m の大津波の襲来を受け大きな被害を受けた。 

最終氷河期の約 1.8 万年前からの自然造形を振り返る。仙台湾に展開する砂浜海岸の浜堤と後背湿地、

旧河道・自然堤防や氾濫平野に、先人はどう地形を読み取り、利用してきたのか。 

図 8.1.3 に、明治時代、鳴瀬川河口と砂浜海岸に計画された野蒜築港と日本一長い運河群を示す。貞山運

河（明治 22 年、宮城県は運河規則制定時に木曳堀、御舟入堀、新堀を総称して貞山運河とした）は、木曳

堀、御舟入堀、新堀からなる。木曳堀は伊達政宗による仙台藩創生期の 1620 年前後に建設され、城下への

物資輸送や後背湿地の地下水低下による新田開発が行われた。御舟入堀は 1673 年に建設され、松島湾内の

塩釜から七北田川河口の蒲生を経由し仙台城下に扶持米などの生活物資を輸送した。新堀は、1872（明治

5）年頃、士族救済事業として開削したが機能が不十分であった。 

 

図 8.1.3 野蒜築港・日本一長い運河群と地形の成り立ち 

桃色の部分は津波浸水地域。日本一長い運河群（貞山運河、北上運河、東名運河）は、閘門・水門によって水の流動が支

配され、健全な水質や生態系および景観への配慮をした水運用システムが期待されている。 

 

明治政府は日本初の政府直轄事業で近代土木技術を用いた洋式港湾・野蒜築港を鳴瀬川河口に計画し、

1878（明治 11）年、その建設は現在の旧北上川から鳴瀬川の河口に開削された北上運河から始まった。今

から 140 年前である。1882（明治 15）年、鳴瀬川の河口に野蒜港は開港し、一時（旧）北上川の河口閉

塞で苦労した石巻港をしのぐ活況を呈した。野蒜築港は、富国強兵や殖産興業という明治政府の国策を踏

まえ、東北開発に必須である交易の中心地・扇の要となる予定であった。 

一方、貞山運河は舟運には不十分であったため野蒜築港に連携して 1883（明治 16）年から拡幅改修し

ほぼ現在の運河の形となった。東名運河も潜ヶ浦の砂の埋設により船の航行を確保するため新たに同年か

ら開削された。しかし、開港から 2 年後の 9 月の嵐で井内（稲井）石積みの粗朶沈床の突堤が被災し、港

内も砂で埋まり、翌年、政府は野蒜築港を断念する。川から供給される流砂と仙台湾の沿岸流による漂砂

で河口は閉塞し易く、野蒜港も石巻港も河口港の宿命を持っていた。仙台湾岸の沖積平野では、水の流れ
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と砂の動きが暮らしや産業を大きく左右してきた。 

 

３） 運河の津波減災効果と津波の通り道としての運河 

 仙台湾岸に展開する運河群は、砂浜海岸線との空間配置によって、津波による運河自体の被災と運河に

よる津波減災効果などに相違が生じた。  

まず、仙台湾に襲来した津波の特性を考える。津波は湾の形状や海底地形によりその襲来する状況が変

化する。地震発生の 3 月 11 日 14 時 46 分から約 1 時間後に襲来した仙台湾の津波に関し、テレビなどの

マスコミ報道は約 10m の津波の第一波が襲来する場面を取り上げるが、第一波後も約 4～2m の水位差の

押し波・引き波が 12 時間以上も長時間継続することをあまり伝えていない。津波による急激な水位上昇は、

最近の高気密・高断熱の住宅では大きな浮力を生じ土台からの浮き上がり状態となり易く、津波の流れが

家屋を押し流し、その津波の流れの中で瓦礫化する。この瓦礫を含んだ水塊が津波の第一波以降も約 2 時

間の周期で押し波・引き波として繰り返されることの危険性と破壊力を理解しておくことが重要である。 

   

図 8.1.4  仙台湾の津波特性        海岸線からの距離と津波遡上速度 

東北地方太平洋沖地震津波に関する全体調査報告会 

                                                        東北大学 田中・真野 2011.07.16 より 

海岸線に平行な七北田川から阿武隈川までの新堀、木曳堀では、海岸から押し寄せた約 10m の高さの津

波が遡上速度約 30km/h で遡上し、運河に落下してエネルギーを減衰させ、運河の陸側での津波の遡上速

度を 12～16 km/h に減衰させた。また、河川は抵抗が少ないので津波の遡上速度が 30～45 km/h に及ぶ

ことに注意が必要である。 

     

図 8.1.5 東名運河と野蒜駅の地盤高と津波浸水深（地上型３D レーザー測量結果） 

東名運河を境に津波浸水深は約３ｍ陸側が低く、JR 仙石線旧野蒜駅周辺では運河の津波低減効果と考えられる 
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図 8.1.6 東名運河と野蒜海岸の標高段彩図と津波の流向（国土交通省国土地理院・国土数値情報データより作成） 

 

東名運河では、JR 仙石線の旧野蒜駅周辺の津波浸水深は、運河の海側が約 6m、運河の陸側が約 3m で、

運河で約 3m の減災効果があった。一方、定川から旧北上川への北上運河では、石巻工業港から定川を通

じ定川北閘門（釜閘門）から津波が侵入し、運河が津波の通り道となり、石井閘門から旧北上川に逆流す

るとともに石井閘門周辺の運河北側の低地である蛇田地区に越流し浸水させた。 

一方、津波は仙台湾岸の沖積平野を約 4km 遡上して水田地帯を冠水させた。この津波浸水区域の人命救

助や復旧作業時に冠水の水田の排水路として運河群が大きな役割を果たし、復旧作業を早めたことも忘れ

てはならない。 

 

８．２ 地形を読み解く力 

１)  地形の成り立ちと地名 ～微地形と微高地～ 

 震災直後からこの 7 年間で、仙台湾岸に展開する野蒜築港や運河群の被災調査を行なって感じたことは

以下の 3 点である。  

・自然地形：最終氷河期からの約 2 万年の自然造形を読み解く力 

・歴史・くらし：ここ数百年の生活場の変遷を考慮したまちづくりをする力       

・学習：語り続けられる歴史・風土・文化・災害を次世代につなぐ力 
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図 8.2.1 仙台湾岸の地形の成り立ちから学ぶもの 

 

最終氷河期から現代までの約 1.8 万年にわたる自然地形の造形の地で、古来人々は危険な所には住まな

かった、また、住めなかった。すなわち自分のいる場所が危険かどうかの土地勘があった。近世に土木技

術が発達し河川の流れを制御し、新田開発が行われたころから自然堤防という微高地に住まいを移し始め

た。 

約 150 年前の幕末から明治以降の近代土木技術を導入して以来、埋立地など条件の良くない土地や災害

を受けやすい場所へと暮らしと産業の場が拡大していった。そして、自然造形の地形を読み解く力を忘れ

去ったしまったことに気づかない現代人がいる。 

仙台湾岸では約 1.8 万年前の最終氷河期に海水準が約 100m 低下し、約 7000 年前に約 1～2m の海水準

の上昇、縄文海進が起こった。その後、海水準が約 1000 年の周期で微変動し、海面の一時的上昇時に海浜

地形が 3 列の帯状の微高地として形成された。 

また、現在、北上川水系では石巻平野の海岸線から約 30km 上流で標高 2m の地形が残る。先人は、こ

の自然地形に自然地名と災害地名を残してくれた。石巻平野であれば、谷地、埣（そね）、袋、沖、浦、水

押、砂押、阿久戸、梅木などである。石巻平野は埣の地名が全国で一番多い地域とされる。埣とは、石が

多くやせた土地、河川氾濫で自然堤防が形成された場所とある。 

 

 

           図 8.2.2 石巻平野の標高段彩図と治水地形分類図 

    昔の海岸線であった浜堤の微高地に住まいがある。浜堤や自然堤防は居住地域、後背湿地は現在も水田である。   
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        図 8.2.3 石巻平野の地形の成り立ちと自然地名・災害地名 

地形…自然堤防、後背湿地、旧河道、浜堤、河岸段丘、地名…谷地、埣（そね）、袋、沖、浦、水押、砂押、阿久戸、梅木 

 

国土地理院の国土数値情報を利用し、0.25m 毎に高低差を色分けした石巻平野の標高段彩図を作成する

と微高地や低地という微地形が明確となる。この情報に産業技術総合研究所の地質図 NAVI の情報と重ね

合わせると、旧河道、自然堤防、後背湿地、浜堤などと見事に一致する。まさに、水の流れと砂の動きと

が造形する地上絵である。微高地である自然堤防や浜堤の標高はたった 2m である。 

明治時代の旧版地形図ではこの微高地に多くの集落が存在する。数百年前から先人はこれら微地形を見

極め、微高地に集落を配し、水路を開削して後背湿地の地下水位を下げ新田開発を成し遂げ、まちと産業

を形成してきたのである。江戸時代から明治時代に建設された運河群は、主にこの砂地からなる浜堤を開

削して舟運を確保すると共に新田開発も実施した大土木事業であったのである。 

 

２） 学習 ～次世代につなぐ力～ 

東日本大震災の津波では、仙台湾の砂浜海岸近くに住居する津波体験者の多くが犠牲になった。1960 年

のチリ地震津波の経験が津波避難を遅らせたのである。この津波では砂浜海岸の一部の砂州や運河に被災

があっただけであった。「運河に津波は来なかった、今度も大丈夫」等の勝手な判断が多くの命を失ってし

まったのである。 

 

一方、地形の成り立ちを無視して海岸線から数百 m の砂州や浜堤の地に住宅や避難場所となるべき学校

までが建設された。戦後のことである。まさに、自然造形の地形を読み解く力を忘れ去ったのである。こ

れらの苦い経験は、世代間をつなぐ生涯学習の場で取りまとめることが期待される。仙台湾岸では河川や

海岸線に堤防を整備中であるが、全国の未整備の砂浜海岸では河川や海岸線そして沖積平野の高さを行政

任せではなく自分自身で確かめる行動が必要である。 
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これまで、津波といえば三陸リアス式海岸に押し寄せる被害記録と対応策に関する情報は多くあった。

しかし、仙台湾岸の砂浜海岸から沖積平野での巨大津波の情報は、最近の津波地層調査や数少ない文献だ

けであった。今回の仙台湾岸の沖積平野への巨大津波による詳細な科学的被災情報を残すのは初めてとな

る。今後、全国で起こるであろう津波災害において、リアス式海岸だけでなく砂浜海岸・沖積平野での経

験とその対応策の実践が期待される。 

文部科学省は 2015 年 8 月改定学習指導要領を発表し、高校の世界史・日本史・地理について、必修科

目「歴史総合」を新設し近現代史分野を中心に日本史と世界史を融合、さらに必修科目「地理総合」を新

設し地域の課題を把握し問題解決に向けた思考力を養うという。すなわち、土地勘の育成と災害対応能力

の育成にも期待が持てる。これに地形・地理の基になる地学（地質）も是非入れたいものである。この改

定指導要領は、高校で 2022 年度以降に実施予定である。  

 

     

     

図 8.2.4 文部科学省・改定学習指導要領を発表（2015 年 8 月） 

2022 年度から高校で「歴史総合・地理総合を必修化、地域の課題を把握し問題解決に向けた思考力を養う。 
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 図 8.2.5 石巻平野・北上川での「地形を読み解く力、まちを形成する力、次世代につなぐ」力の実践へ 

  

小学校、中学校、高校へとその学区が大きくなるに伴い、自分のふるさとの地勢（地形、地質）と地名

（生活、歴史、災害）をしっかり学習して欲しいと考える。また、学校での学習と生涯学習の連携から、

語り続けられる歴史・風土・文化・災害を次世代につなぎ、まちづくりや防災・減災学習への展開が期待

される。そのためには、次世代に五感を利用した分かり易い学習資料の提供などの工夫が必要であろう。 

 

 今後、河川管理者だけでなく、地元住民の生涯学習や学校教育の一環としてもこの水と砂のものがたり

をモニターし、自然現象を理解するツールとしての利用が期待される。現在、Photog-CAD を鳴瀬川の河

口の流砂・漂砂による堆砂や砂浜海岸の飛砂による地形変形の計測にも利用している。また、Photog-CAD

は小中高校での情報処理の教育ツールなどへの利活用も面白い。 

 2022 年度からの高校での歴史総合と地理総合の必修化に向けてスマートフォンなどの身近なデジタル

カメラでの記録保存と防災教育への適用と展開が期待される。 
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３）類似地形での学習 ～全国につなぐ力～ 

 全国には、仙台湾と類似した地形が多くある。その一つが日向灘である。宮崎空港に降りるとき、仙台

空港かと見間違う。2012 年、全国運河サミットが日南市の堀川運河で開催され、宮崎市や日南市の地形の

成り立ちやインフラ整備が仙台湾岸と酷似しており、大いに危機感を抱いた。 

 他にも、日本三景である奥松島の野蒜海岸の砂浜と天橋立の砂洲、函館山の砂洲など、地形の類似性と

複合災害に対するハザードマップへの考え方に疑問を抱いた。いずれも、行政や研究機関の対応と地元住

民への情報周知や地形への理解が不十分との不安を抱いた。日頃から、地形への理解を Photog-CAD 解析で

行える環境を期待したい。 

  

図 8.2.6 宮崎県日向灘と宮城県仙台湾（同一スケール）  一夜で村が無くなった外所（とんところ）（宮崎市） 

  
図 8.2.7 仙台湾岸と類似した宮崎市のインフラ整備 

日向灘の宮崎空港に降りるとき、仙台湾の仙台空港かと見間違う。 
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図 8.2.8 「全国運河サミット in 日南」での運河つながり 

宮崎県と宮城県の地形と災害に関する交流が始まった。 

     

          図 8.2.9 岩山をアンカーとした砂洲の発達 



117 
 

     

           図 8.2.10 函館の地形の成り立ちとハザードマップ 

           

       図 8.2.11 東日本大震災の被災状況報告と教訓、地形の成り立ちと災害 

               北海道新聞 2014 年 10 月 19 日 
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８．３ Photog-CAD で遊ぶ 

１）ゲーム感覚の Photog-CAD 解析 

Photog-CAD を広く利用してもらうためには、まずは手軽に楽しみながら実践してもらうことが必要であ

る。 

文部科学省は、2011 年 3 月の東日本大震災を受け、2022 年度から歴史総合・地理総合を高校の必修科目

とした。自分で地域の課題を見つけ、自ら解決・提案していく考える能力を期待した科目である。あと 4

年後である。現在の小学校高学年が対象となる。まず、興味を持ち、遊びやゲーム感覚で行ってももらう

ため、特別な準備をせず、各家庭にある道具で Photog-CAD 用のデジタルカメラ撮影を考える。 

用意するものは、 

・デジタルカメラやスマートフォンなどの携帯用カメラ。 

・長さスケールとして、ストッパー付巻き尺（1～3m 用） 

・鉛直マーカー（下げ振り）として、糸・ひも（裁縫用の布巻尺（1ｍ）、裁縫用糸、水糸など）と 

クリップ、重り（近くの石など）。近くに下げ振り用の固定点が無ければ、カメラ三脚。 

・その他、必要であれば、白のビニールテープ、油性マジック、ハサミ 

である。 

 

 

    
金網フェンスの部分   自家用車の後部中央の形状（単位：ｍ） 

      図 8.3.1 いつでも・どこでも・みんなで・Photog-CAD ～水族館・動物園、生き物編～ 

 

 動物園で金網越しに動物を撮影した場合を想定し、駐車場の自家用車を Photog-CAD 解析した。ここでは、

金網フェンスの土台にストッパー付巻尺を置き、垂直は金網フェンスの金属枠を利用した。使用したのは、

巻き尺とデジタルカメラのみである。 
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Photog-CAD 解析時に、金網により 3方向から解析点が見えなくなることが多いが、解析点を車の曲線を

考慮して選択すれば、計算処理では金網による影響もなく、容易に Photog-CAD 解析ができる。すなわち、

写真撮影技術と解析点の選択などの工夫によって、Photog-CAD 解析の結果が見栄えも含めて大きく左右さ

れ、解析者のセンスが問われるので、遊びやゲーム感覚で競うことも楽しいと考えられる。 

 身近なところでは、公園のブランコや滑り台などの遊具、自家用車や電車などの乗り物、橋や学校など

の構造物、遊園地や動物園などの娯楽施設、人間やペットなどの生き物など、小学生でも、被写体の形状

解析をゲーム感覚で行うことができる。 

 これらの写真測量に関連する解析技術の基本項目は、学校での算数、理科、社会、体育などの科目など

に関連しており、日常だけでなく災害などの非日常時の情報発信にも寄与していくことが期待される。 

 

    

       図 8.3.2 いつでも・どこでも・みんなで・Photog-CAD ～遊び場編、乗り物編～ 

 

 

２） Photog-CAD 解析時のカメラ情報の入手 

ここで、Photog-CAD の解析を行うに当たり、使用したカメラの会社名・カメラ名、センサー（CCD,CMOS）

の大きさ（横㎜・縦㎜）、焦点距離の PC への入力が必要となる。高価格や高級なデジタルカメラであれば、

カタログやホームページから簡単に情報を得ることができる。 

一方、これからの利活用が期待されるスマートフォンや携帯のカメラ情報は入手し難い。販売代理店の

担当者に聞いても、カタログ以上のカメラ情報を入手するのは困難で、メーカーへの問い合わせを進めら

れる。これでは、その先に自ら進んで情報集めをする人々が大きく減少する。まして、生徒や先生でその

対応が出来るのは、よほどカメラが好きな方々に限られてくる。 

 

 ここでは、ホームページに公開されている「センサーサイズの調べ方」を利用する。 

https://www.antaresdigicame.org/photo_gallery/camera/camera105.html 
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             図 8.3.3 カメラの仕様と画像情報 

撮影された画像の Exif（Exchangeable image file format）情報として、撮影日：2018年7 月31日 火曜日 13:45、サイ

ズ：4608 x 3456、撮影情報：1/2000 秒。 f/3.2  4.3 mm（焦点距離）、ISO:100、デバイス：COOLPIX P900。HP 情報とし

て、撮像素子：1/2.3 型原色 CMOS、レンズ：光学 83 倍ズーム・NIKKOR レンズ、焦点距離：4.3-357mm（35mm 判換算 24-2000mm

相当の撮影画角）、記録画素数：16M（4608×3456）…などが表示される。 

  

カメラで撮影する際、実焦点距離と搭載センサーの対角長さ、35 ㎜換算焦点距離と 35mm フィルムの対

角長さ（43.267 ㎜）と画角θは、上図のように相似関係にある。 

 

tan(画角θ/2） 

＝（35 ㎜フィルム対角線長さ（43.267 ㎜）の半分／35 ㎜換算焦点距離） 

＝（搭載センサーの対角線長さの半分／実焦点距離）            …（１） 

 

この関係を用い、入手が簡単な「写真の大きさ(ピクセル数)」「実焦点距離」「35mm 換算焦点距離」の

情報で、搭載センサーサイズを推定する。ただし、誤差を含む。 

 

Nikon の COOLPIX P900 で撮影した画像のファイル情報（Exif 情報）として、撮影日：2018年7 月31日 

火曜日 13:45、サイズ：4608 x 3456 ピクセル、撮影情報：1/2000 秒、f/3.2  4.3 mm（焦点距離）、ISO:100、

デバイス：COOLPIX P900 が得られる。 

HP 情報として、撮像素子：1/2.3 型原色 CMOS、レンズ：光学 83 倍ズーム・NIKKOR レンズ、焦点距離：

4.3-357mm（35mm 判換算 24-2000mm 相当の撮影画角）、記録画素数：16M（4608×3456）…などが得られる。

この様な上位機種のカメラ Nikon の COOLPIX P900 により「センサーサイズの調べ方」で確認を行ってみる

（https://www.antaresdigicame.org/photo_gallery/camera/camera105.html）。 

 

HP の「搭載画像センサー(CMOS・CCD)サイズ計算機」の項目に、 

「35mm 換算焦点距離 24 ㎜、焦点距離 4.3 ㎜、画像サイズ 4608×3456pix」を入力して、「計算」をクリ

ックすると、「センサーサイズ：1/2.3 型、横：6.2mm、縦：4.7mm」の計算結果を得ることができる。 

この数値は、Photog-CAD 解析の「カメラ選択」に登録されている設定値「CCD サイズ：横 6.2 ㎜、縦 4.6

㎜、焦点距離 4.3 ㎜」に近い数値である。 
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次に、カメラ情報の入手困難なスマートフォンを検討する。2014 年にスマートフォンで Photog-CAD の

解析を行った iPhone5 を検討する（メーカーに問い合わせれば、情報を教えてくれるという）。ここでは、

iPhone6 の焦点距離 4.25 ㎜（Exif 情報）、2448×3264 ピクセル（Exif 情報）を用いる。 

① iPhone6 の焦点距離 4.25 ㎜（Exif 情報）、35 ㎜換算焦点距離 28 ㎜（HP 情報）から、式（１）で求

める。 

tan(画角 θ/2）＝（35 ㎜フィルム対角線長さ（43.267 ㎜）の半分／35 ㎜換算焦点距離） 

＝（搭載センサーの対角線長さの半分／実焦点距離） 

＝21.63/28（HP 情報）＝0.773 

IPhone6 焦点距離 4.25 ㎜（Exif 情報）より、 

搭載センサーの対角線長さの半分＝0.773×4.25 ㎜＝3.28 ㎜ 

∴搭載センサーの対角線長さ 3.28×2＝6.56 ㎜ 

アスペクト比 4：3であれば、 

センサーの横の長さ＝センサー対角線長さ×（4/5）＝6.56 ㎜×（4/5）＝5.2 ㎜ 

センサーの縦の長さ＝センサー対角線長さ×（3/5）＝6.56 ㎜×（3/5）＝3.9 ㎜ 

となり、iPhone6 のセンサーサイズ（横：5.2mm、縦：3.9mm）、焦点距離 4.25 ㎜を得る。 

 ちなみに、アスペクト比が 4：3であれば、横：縦：斜辺＝4：3：5、アスペクト比が 3：2 であれば、横：

縦：斜辺＝3：2：3.61、アスペクト比が 16：9 であれば、横：縦：斜辺＝16：9：18.63 となる。 

 

一方、なお、スマートフォンの機種によっては、仕様表にも Exif 情報にも 35mm 換算焦点距離がない場

合がある。多くのスマートフォンの 35mm 換算焦点距離は 32mm～25mm に間にあり、中間の 28mm を入力すれ

ば大まかなセンサーサイズが得られる。 

② iPhone6？ 焦点距離 4.25 ㎜（Exif 情報）、2448×3264 ピクセル（Exif 情報）、35mm 換算焦点距離

28 ㎜と仮定し、HP の「搭載画像センサー(CMOS・CCD)サイズ計算機」の項目で、「35mm 換算焦点距離

28 ㎜、焦点距離 4.25 ㎜、画像サイズ 2448×3264pix」を入力して、「計算」をクリックすると、「セ

ンサーサイズ：1/2.7 型、横：5.3mm、縦：4.0mm」の計算結果を得ることができる。 

 

以上、２つの方法で求めたセンサー情報は以下の通りである。 

① センサーサイズ（横：5.2mm、縦：3.9mm）、焦点距離 4.25 ㎜（Exif 情報） 

② センサーサイズ：1/2.7 型、横：5.3mm、縦：4.0mm、焦点距離 4.25 ㎜（Exif 情報） 

 ホームページ上のデジタルカメラのイメージセンサーのサイズ比較には、1/2.7 インチ型（5.4×4.0 ㎜、

Canon IXY DIGITAL 他）、1/3 インチ型（4.8×3.6 ㎜、SONY Cyber-Shot 他）など、センサーの大きさが提

示されている。 

ここで、iPhone6 のセンサーサイズ：1/3 インチ型と HP 上にある。 

Photog-CAD の解析では、「カメラ選択」のセンサーの大きさ（横・縦）、焦点距離を入力するが、実際

には、鉛直と長さのスケール入力が精度よく行われれば、その後の解析結果に大きな支障は生じないとさ

れる。 

 

 

 



122 
 

 

         表 8.3.1 デジタルカメラ・ドローン・スマートフォンのカメラ情報 

 

 

現在は、スマートフォンなどの画像は、情報通信技術 ICT（Information and Communication Technology）

を用いて容易に情報交換が可能である。 

 

一般の方々が、日常ではゲーム感覚で Photog-CAD 解析の腕を磨き、災害などの非常時に Photog-CAD 解

析が可能な情報提供をし、行政や研究機関が災害の状況把握をスムーズに行える仕組みを考えておく必要

があろう。 

 

将来、「いつでも、どこでも、みんなで、フォトジー（Photog-CAD）」を目指しましょう。 

 

カメラ会社 機種 カメラ

静止画

ピクセル数 有効画素数
実焦点距離（㎜）
カメラのHP情報

焦点距離（㎜）
画像のExif情報

焦点距離（㎜）
（ 35ｍｍ換算）

センサーの型
センサーの

大きさ（㎜）
　　備　　考

Nikon COOLPIX　P900 広角 4608×3456 1605万 4.3 24 1/2.3" 横：6.2、縦：4.6

望遠 357 2000 望遠、光学83倍ズーム

OLYMPUS Tough TG-5 広角 4000 x 3000 約1200万 4.5 25 1/2.3" 横：6.2、縦：4.6

望遠 18 100 望遠、光学４倍ズーム

CANON PowerShot SX50HS 広角 4000×3000 約1210万 4.3 24 1/2.3" 横：6.2、縦：4.6

望遠 215 1200 望遠、光学50倍ズーム

CANON PowerShot　A500 広角 3702×2304 約710万 5.8 35 1/2.5" 横：5.7、縦：4.3

望遠 23.2 140 望遠、光学4.0倍ズーム

DJI MAVIC Pro FC220 4000 x 3000 1235万 5 4.73 26 1/2.3" 横：6.17、縦：3.47 HDR写真

MAVIC AIR 12MP 1/2.3" HDR写真

DJI ファントム3　Pro 　FC300X 4000 x 3000 12MP 4 ？ 20 1/2.3" 横：6.16、縦：4.62

Parrot ANAFI
SONY

SEASON

23-69㎜（静止画）

26-78㎜（動画）
1/2.4" 最大2.8倍ロスレスズーム

APPLE iPhone5 2448×3264 約800万 33 1/3"？ 

iPhone6 4.8　* 4.25 28　* 1/3" 

SHARP AQUOS SHV40 約1310万 4

docomo Xperia XZ2 5056×3792 約1920万 4.4 1/2.3" 

Xperia Premium SOV38 5056×3792 約1920万 4.44 1/2.3" 

 Samsung Galaxy S9 約1220万 4.3
（広角）1/2.55"

（望遠）1/3.6"

光学2倍ズーム

最大10倍のデジタルズーム

 Samsung Galaxy S8 約1220万 1/2.55"

HUAWEI P20　lite　2 1300万 26

注）＋：カタログ情報、＊：HP情報、スマートフォンは背面カメラ、センサーはCMOS
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９．総括 

 

「災害復旧工事時の Photog-CAD による空中・水中の歴史的土木構造物および水辺環境モニター計測技術

の開発」による研究成果は、以下の項目となる。 

 

１）Photog-CAD 解析のマーカー視認度を上げる廉価な地上設置型のマーカーの提案と、レーザー光やプ

ロジェクターの投影光による非接触型のマーカーの提案を行った。 

 

２）津波被災後の災害復旧時における迅速な歴史的構造物の発掘調査や水辺環境の変遷について、東名運

河の柴工護岸、貞山運河（御舟入堀）のブラフ積み護岸、鳴瀬川や北上運河の堆砂状況変遷などの

Photog-CAD 解析と記録保存を実施した。 

 

３）水中計測について、水中での被写体の拡大撮影、気層・液相の境界部での光の屈折などを実験的に示

した。また、鉛直・長さスケールの写し込み撮影システムを開発し、水中撮影写真による Photog-CAD 解

析の可能性を示した。また、レーザー光による長さスケールの導入可能性も示した。 

 

４）CHDK 機能を活用し、3 台の Canon 製のデジタルカメラのリモート同時シャッター撮影システムを開

発し、その同期性は 1/1000 秒を確保した。このシステム開発により、動きの速い被写体の Photog-CAD

解析が可能となり、さまざまな事象の動態解析が期待される。 

 

５）レーザー光やプロジエクターの投影光による非接触型のマーカーによる現地での撮影可能性を示した。

また、タイムラプス同期シャター写真撮影システムを用いた夜間などの連続モニターによる Photog-CAD

解析利用への提言を行った。 

 

６）津波被災した水辺環境への Photog-CAD 解析の適用事例として、宮城県東松島市の野蒜海岸周辺を取

り上げた。一般のデジタルカメラによる地上から撮影とドローンによる空中撮影より、津波と高潮による

海岸地形の変化、それに伴う海浜植物と熱環境への影響評価を行った。 

 

７）Photog-CAD の無料化と 2022 年度からの高校での歴史総合と地理総合の必修化に向けて、スマートフ

ォンなどの身近なデジタルカメラでの記録保存と防災教育や環境教育への Photog-CAD の適用について提

言した。 
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