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はしがき 

 

 本研究は，防災業務の情報化に関して，全球パノラマ画像を用いた土砂災害情報収集支援ツールおよ

びその利用に関して調査研究を行うものである。 

 なお，本研究は，平成 22 年 9 月 1 日～平成 23 年 8 月 31 日の 1 年に亘って実施するものであり，災

害情報収集支援ツールの試作および災害現場への適用，防災訓練用ツールの試作，画像作成手法に関す

る検討を行った。 
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第 1章 はじめに 

 

1.1 背景と目的 

 

1.1.1 背景と現状について 

 

我が国では様々な災害が各地で毎年起きている。その災害直後の対応の流れとして，被害状況

の確認，緊急の復旧作業の検討，災害原因の究明，本格的な復旧作業の検討が必要であると考え

られる。通常，状況把握には写真およびビデオ映像が用いられるが，写真では被害の規模などを

把握することが困難である場合が多く，また，ビデオ映像では撮影内容により，本来確認したい

部分を見ることができない場合が考えられ，今後の対策に向けた箇所を必ずしも適切に把握でき

るとは限らない。さらに，迅速な対応が必要とされる状況下において，災害に対する情報が膨大

となり，情報の集約が困難である恐れがある。さらに多くの場合，紙媒体で災害情報の集約およ

び報告がなされるため，その資料の作成に多くの時間がかかると考えられる。そこで，現地の３

次元の画像を撮影できれば，視聴する人自身が確認したい場所を見ることができ，また，撮影さ

れた３次元画像を各種防災情報データベースのプラットフォームとして活用することで，災害情

報に基づく迅速な状況判断や情報の集約に役立てられるのではないかと考えられる。 

現在，Google・ストリートビューを代表とした360度のパノラマ写真画像撮影技術が実用化され

ている。ストリートビューなどでは，カメラを搭載した車両を走らせることで道路沿いの風景の

撮影を行っている。しかしながら，高額かつ大量の撮影機材が必要であるため，災害現場での使

用には不向きであると考えられる。そこで，本研究では，災害現場への適用を考慮して，より安

価で簡易（迅速）な市販のデジタルカメラおよびソフトウェアを用いたパノラマ画像の撮影およ

び作成を行える手法を用いる。また，パノラマ画像を用いた災害情報収集支援ツールの開発およ

び防災分野への適用例について検討する。 

 

 

1.1.2 研究の目的と本助成での研究内容 

 

 本研究の目的は，災害時の情報収集支援ツールの開発およびその防災分野への適用である。そ

こで，３次元画像の災害現場への適用を考慮して，安価で簡易な市販のデジタルカメラおよびソ

フトウェアを用いた全球パノラマ画像を利用する。図-1.1に災害発生時の対応における全球パノ

ラマ画像の適用例について示す。災害が発生した時には，迅速に現地の状況を把握する必要があ

る。そこで，現地調査員がカメラと三脚を現地へ持ち込んで災害発生箇所の撮影を行う。撮影し

た画像からソフトウェアを用いて全球パノラマ画像を作成し，その画像を元に管理者および有識

者などの意見を収集する。また，全球パノラマ画像には，テキストデータ，写真データなどさま

ざまな情報を加えることが可能であり，災害現場の詳しい情報を全球パノラマ画像に追加してい

くことで災害情報を保存するデータベースとして活用が可能であると考えられる。ウェブ上に全
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球パノラマ画像をアップしておくと，何処ででもデータを確認できるようになる。さらに，本格

的な復旧作業という段階においては，３次元レーザースキャナーで計測したデータを一般的なモ

デリングソフトでデータを整理しておくと，全球パノラマ画像には無い座標情報を３次元上で補

うことが可能であると考えられる。また，全球パノラマ画像を数箇所で撮影し，画像を繋げてい

くことで，仮想空間での移動が可能となる（バーチャルツアー）。 

 本研究助成では，１）全球パノラマ画像を用いた災害情報収集ツールの作成方法，２）現場で

の撮影方法および設定方法に関する検討，３）災害現場への適用，４）全球パノラマ画像から作

成したバーチャルツアーの防災分野への活用方法について検討を行う。 

 

 

1.2 本報告書の構成 

 

 以下に，本報告書の構成を示す。 

第 2 章では，全球パノラマ画像の概要について述べる。また，撮影時の画像サイズの設定や撮影

高さによる違いについて検討を行った。 

第 3 章では，鹿児島県奄美大島の集中豪雨災害現場および宮城県仙台市青葉城の東北地方太平洋

沖地震による震災現場での全球パノラマ画像の撮影例について示す。 

第 4 章では，全球パノラマ画像から作成したバーチャルツアーの防災分野への活用方法について

示す。 

第 5章では，本報告のまとめと今後の課題を述べる。 

 

 

 

 

・災害発生時の状況を迅速に撮影
・3次元の画像で，現地の状況を把握

・現地の情報を3次元画像内に記録
・データベースとして情報の保存

災害発生

被害状況の確認，緊急
の復旧作業の検討

崩壊原因の究明

本格的な復旧作業の検討

図-1.1 災害発生時の流れと全球パノラマ画像の役割 
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第 2章 全球パノラマ画像 
 

2.1 概要 

 

全球パノラマ画像は市販の一眼レフを用い，水平 360 度方向に 8 枚，鉛直上方向に 2 枚，鉛直

下方向に 3 枚の写真を撮影し，その写真を合成ソフトを用いて張り合わせることで，3 次元空間

の画像を得ることが出来る。全球パノラマ画像は，土砂災害箇所の 3D レーザースキャナのデー

タを基にして作成した CG データや現地調査結果，現地の詳細画像への追加が可能である。 

以下に全球パノラマ画像を災害情報収集へ適用する際における利点についてまとめる。 

 
・従来のように図面と照らし合わせながら資料を参照するのではなく，全球パノラマ画像を活用

することにより，3D 画像上で資料を参照することができるため，現地の状況を把握しやすい。 

・写真-2.1のように，装備が軽微かつ調査人員も 1 人でよいことから，災害現場での撮影も比較

的容易な手法であると考えられる。 

・撮影時間は 1 ヶ所につき 10 分程度と短時間で行えるため，災害現場の状況を迅速に撮影するこ

とができる。 

・全球パノラマ画像では写真による撮影だけなので，座標データが全くなく，距離感がつかめ難

いが，3D レーザースキャナで計測したデータを基に CG に起こしたデータをリンクさせておく

と，距離や角度などの座標データも得ることができる。 
 

 
 

 
 

写真-2.1 撮影風景 
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2.1.1 撮影機材 

 

使用した撮影機材を以下に示す（写真-2.2）。 

(1) 一眼レフ 
(2) レンズ  

(3) 雲台（水平に 360 度回す際に使用） 
(4) 三脚 

(5) 一眼レフのコントローラー 

 

 

 

写真-2.2 撮影機材 

 

2.1.2 全球パノラマ画像の作成手順 

 

撮影した写真は図-2.1のような手順で合成を行う。全球パノラマ画像の作成手順として，立命館

大学びわこ草津キャンパス内の道路のり面における事例を示す。 

 

 

 

図-2.1 全球パノラマ画像の作成手順 

 

 

手順 1     撮影した写真（写真-2.3） 

合成ソフトを使い，写真を貼り合わせる。 

 

 

手順 2    張り合わせた画像（写真-2.4） 

別の合成ソフトを使い，画像を球体にする。 

 

 

 

全球パノラマ画像（写真-2.5） 

(5) 

（2）

(3) 
(1) 

(4) 
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写真-2.3は，一眼レフカメラにより撮影した画像である。まず，水平方向に 360 度方向に 8 枚

の画像を撮影する。次に，鉛直上方向にレンズを向け 45 度ごとに 3 枚の画像を撮影する。そして，

鉛直上方向にレンズを向け 180 度ごとに 2 枚の画像を撮影する。 
 

 
 

     

 

写真-2.3 全球パノラマ画像の元となる写真 
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写真-2.4は，撮影された画像を合成した状況である。これから写真-2.5に示すような全球パノ

ラマ画像が作成される。（印刷では，全球パノラマ画像を表示することが困難であるため，付録

CD のファイルを参照していただきたい）。また，合成ソフトでは，写真-2.5 を作成する際，写

真-2.5の二重丸の部分にエクセルやワード（図-2.2），他のパノラマ画像や詳細の画像（図-2.3）

などのデータをリンクさせておくと，二重丸をクリックするだけでそれらの情報を画面上に表示

できる。全球パノラマ画像を視聴する際には，一般的なノートパソコンに GOM PLAYER

（http://www.gomplayer.jp/）などの無料の動画プレーヤーをインストールすることで，誰でも視聴

することが可能である。 
 
 

 

写真-2.4 ソフトによる合成写真 

 

 

 

写真-2.5 全球パノラマ画像 
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図-2.2 学内斜面エクセル添付 

 

 

写真-2.6 学内斜面詳細画像添付 
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2.1.3 全球パノラマ画像への情報のリンク方法について 

 

本項では，全球パノラマ画像とその他情報のリンク方法について説明する。 

 

① ポイントを打つ 

図-2.1の手順 2 で作成した画像をソフトに読み込み，その画像を図-2.3の上部にあるボタンの

左から 4 つ目をクリックし，画像に黄色い丸をリンクさせたい場所に配置していく。 

 

 

 
図-2.3 ポイントの配置 

 

 

② 全球パノラマ画像同士をリンクさせる 

 

全球パノラマ画像同士をリンクさせる場合は，図-2.3で配置した黄色い丸をリンクさせたい全

球パノラマ画像までドラックするとリンクさせることが出来る。 

 

 

 

図-2.4 全球パノラマ画像のリンク 
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③ 画像をリンクさせる 
 

ソフト上で図-2.3 に配置したポイントをクリックすると，図-2.5 が画面上に表示され，object
の欄に載せたい画像の URL を入力するとデータとリンクさせることが出来る。URL を入力後に

position という欄が出てくるのでそこで全球パノラマ画像上のどこにリンクさせた画像を表示す

るかを選択する。 

 

 

 

図-2.5 画像の選択 

 

 

 

 

④ エクセルなどのデータをリンクさせる 
 

「ポイントを打つ」と「全球パノラマ画像同士をリンクさせる」で紹介した方法を取り，ポイ

ントをクリックし，画面上に図-2.6を表示させる。エクセルなどのデータの場合は，URL の欄に

データの URL を入力するが，全球パノラマ画像を作成した際，図-2.7 のフォルダのような自動

で出来るファイルの中にリンクさせたいデータを入れておかなければならない。その自動ででき

たファイルの URL の後にリンクさせたいデータの名前を入れる必要がある。 
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図-2.6 データの選択 

 

 
 

図-2.7 詳細データの保存場所 
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2.1.4 画像サイズの違いに関する考察 

 
全球パノラマ画像を作成する段階で，出力時の解像度を選択することが可能である（写真-2.4）。

解像度を上げれば見やすく鮮明になるが，ファイル容量が大きくなってしまう。そこで，縦横比

を 2：1 で書き出し，pixel 数を 1000×500，3000×1500，5000×2500，7000×3500pixel で試したとこ

ろ，写真-2.7 と写真-2.8を比較すると分かるように 1000×500，3000×1500pixel は画像が荒くなり

全球パノラマ画像を作成すると非常に見難くなる。また，7000pixel にすると画質は良いが容量が

重い。5000×2500pixel を確認すると 7000×3500pixel の画質とほとんど差はなくファイル容量も重

過ぎないので今回は 5000×2500pixel を用いることとした。 
 
 

 

写真-2.7 画像サイズ 1000×500 pixel 
 

 

写真-2.8 画像サイズ 5000×2500 pixel 
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2.1.5 撮影高さの違いに関する考察 

 

 ここでは，パノラマ写真撮影時の撮影高さが，全球パノラマ画像に与える視覚的な影響につい

て考察を行う。今回，撮影高さを 1.1m，1.4m，1.5m，1.6m の 4 種類でパノラマ写真の撮影を行っ

た。図-2.8～図-2.11 に各撮影高さにおける全球パノラマ画像を示す。各図は，ほぼ同じ方向を

向いた状態の図である。印刷物ではわかりにくいが，1.1m で撮影された図は，目線が低く感じら

れる。また，1.6m で撮影された図は，1.4，1.5m の場合と比べるとやや目線が高く感じる。画像

を見た際の違和感は，個人差があるものと考えられるが，1.6m の場合は，身長が 180cm 近い人の

目線であり，撮影する際にも平均的な身長の人が作業する際，作業位置が高く，操作しづらいこ

とがわかった。よって，画像の見やすさおよび作業性を考慮すると，1.4～1.5m 程度の撮影高さで

作業することが良いのではないかと考えられる。 

 

図-2.8 1.1m 時の画像 図-2.9 1.4m 時の画像 

図-2.10 1.5m 時の画像 図-2.11 1.6m 時の画像 
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2.2 3D レーザースキャナとモデリングソフト 

 

全球パノラマ画像の欠点として距離などの座標情報が全くなく，正確な距離が把握できないと

いった点が挙げられる。そこで 3D レーザースキャナを用いて得られた座標情報を基に CG ソフト

を用いてモデリングし，全球パノラマ画像に情報を添付しておくことで欠点部分を補うことを目

的とする。 
本研究では，3D レーザースキャナのモデリングソフトでモデリングを行うことも出来るが，そ

のソフトは一般的でないことから，一般的なソフトを用いてモデリングを行う。 

 

2.2.1 3D レーザースキャナの概要 

 

対象物の形状を再現性の高いデジタルデータへと変換する 3 次元形状計測器であり，レーザー

光の照射時間と角度より，レーザーを基点とする 3 次元座標を取得する。特徴として，人が近づ

けない場所や触れることのできない対象物を安全に速く計測，高精度な位置情報を持つ座標点の

集まりによって，容易に 3 次元モデルを作成，解析に対応可能である。計測器については，ニコ

ン・トリンブル社の「Trimle GX 3D スキャナ」を用いた。 
 

滋賀県大津市雄琴 雄琴管理基地内の計測機器設置法面での計測を例に挙げ，計測方法を示す。 

計測日時：2009 年 8 月 28 日（金） 
場所：滋賀県大津市雄琴 雄琴管理基地内の計測機器設置法面 

 

(1) 計測方法 
 
1) 基準点の座標算出 

 

 算出手順を以下に示す。 

 

① 3 ヶ所の任意点を選び，各々を地点 1，地点 2，地点 3 とする。 

② 地点 2 にトータルステーション「KUMONOS」を設置し，器械高を計測する。（表-2.1） 
③ 地点 3 にプリズムを設置し，視準高を計測する。(表-2.1) 

④ 計測方法がプリズムであることを確認し，地点 2 より地点 3 を測距し、高低差を計測する。（表

-2.1） 

※水平距離も記録する。⊿SHV で画面表示 
⑤ 器械点（KUMONOS を設置した地点 2）の座標を（X，Y，Z）＝（100.000，100.000，10.000）

に決定し，KUMONOS に入力する。（図-2.12） 
⑥ ④のデータを使い，後視点（プリズムを設置していた地点 3）の座標を（X，Y，Z）＝（91.151，

92.727，10.217）と確定する。（図-2.12） 

 

※  X 値 ＝ 器械点の X 値 ＋ 水平距離 
※  Y 値 ＝ 器械点の Y 値 

※  Z 値 ＝ 器械点の Z 値 ＋ 器械高 ＋ 高低差 － 視準高 
 

⑦ 測定画面で Esc キーを 1 回押し，メモリーを選択する。 
⑧ 既知点を選択し，キー入力で 2 点の座標と点名を入力して保存する。 

⑨ KUMONOS の測定画面で Function キーを数回押し，メニューを選択する。 
⑩ 観測メニューの座標測定を選択する。 



第 2章 全球パノラマ画像 

14 
 

⑪ 器械点設定を選択し，器械点の座標を読み込み，器械高と視準高を入力する。  

⑫ 後視点を選択し，座標入力を選択する。 

⑬ 後視点座標の読み込み後，計測方法がプリズムであることを確認し，後視点を測距する。 
⑭ 視準高を変更せずに，地点 1 にプリズムを移動する。 

⑮ 地点 2 より地点 1 を視準して観測する。 
⑯ 記録を押し，点名と視準高を入力する。 

⑰ 地点 1 の座標を（X，Y，Z）＝（108.599，110.333，9.816）と確定する。（図-2.12） 
 

 

 
図-2.12 基準点の配置図 

 

 

 

表-2.1 3D レーザースキャナの各々の高さ 

 

器械高 1.500 m 

視準高 0.151 m 

高低差 -1.132 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 測 斜 面 

地点 1 

X＝108.599 
Y＝110.333 
Z＝9.816 

地点 2

X＝100.000 

Y＝100.000 
Z＝10.000 

地点 3 

X＝91.151 
Y＝92.727 
Z＝10.217 

1 回目の測距 

2 回目の測距
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2) 3D レーザースキャナ測量 
 

① 地点 1 に 3D レーザースキャナ「GS200」を設置し，器械高を 1.520m（表-2.2）と計測した。

（写真-2.9） 

※基本的に，器械高は地面から GS200 の Bottom mark の位置までの距離とする。 
 

 
写真-2.9 3D レーザースキャナ 

 

② 地点 2 の KUMONOS を取り外して，ターゲットを設置し，ターゲット高を 1.502m（表-2.2）と

計測した。（写真-2.10） 
 

 
写真-2.10 ターゲット 

 

1.520m

1.502m



第 2章 全球パノラマ画像 

16 
 

③ 計測斜面の任意の 3 点にスフィアを設置する。（写真-2.11） 
 

 

写真-2.11 スフィア 

 

④ GS200 にターゲットおよび 3 つのスフィアを読み込ませる。 
⑤ 測量を開始させると，GS200 がデータを作成し，「Station 1」と保存して終了する。（図-2.13） 

 

 
図-2.13 計測結果（地点 1） 

 
⑥ 地点 1 の GS200 と地点 2 のターゲットを取り外し，各々を交換して設置。地点 1 のターゲッ

ト高を 1.513m，地点 2 の器械高を 1.511m と計測した。 
 

⑦ ④～⑤と同作業を行い，「Station 2」と保存して測量を終了する。（図-2.14） 

 

 
図-2.14 計測結果（地点 2） 
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3) データ合成（既知点に座標値を読み込ませる方法） 
 

① パソコンにインストールされている専用ソフトウェア PointScape 4.0 を起動する。 

② 1 回目の測量によるデータファイル「Station 1」を開く。 

③ Station 1 を右クリックし，その中の Station Setup を選択。（図-2.15） 

 

 
図-2.15 Station Setup の選択 

 

④ Step1 は変更せず，Step2 において known point を選択し，Inst.Point name の横のボタンを左クリ

ックする。（図-2.16） 
 
 

 
図-2.16 known point の選択 
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⑤ known points ウィンドウにおいて，Station 1 の器械点（GS200 を設置していた地点 1）の座標

の Point name を「T-1」とし、known point にチェックを入れて座標値を入力する。（図-2.17） 

   器械点：（X，Y，Z）＝（110.333，108.599，9.816） 
※KUMONOS で計測した全ての X 座標を Y 座標に，Y 座標を X 座標に変更する。 

 

 
図-2.17 座標の入力 

 

⑥ 器械点の器械高を入力し，測定位置を下記 3 つの中から選択する。（図-2.18） 

       器械点：器械高＝1.520m（Measured HI） 
 

 

 

図-2.18 器械高の入力 

 

 

True vertical HI：スキャナーの正しい中心 

 

Bottom mark HI：下位基準（主に使用） 

 

Measured HI：基準高 
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⑦ 次に，後視点に座標値を入力するため，「Target_4」を右クリックし，その中の Associate Point
を選択する。（図-2.19） 

 
図-2.19 Associate Point の選択 

 

⑧ Associate point ウィンドウにおいて，Target known point にある，Point name の横のボタンを左

クリック。（図-2.20） 

 

図-2.20 Point name の選択 
 

⑨ known point ウィンドウにおいて，Station 1 の後視点（ターゲットを設置していた地点 2）の座

標の Point name を「T-2」とし，known point にチェックを入れて座標値を入力する。（図 2.21） 

   後視点：（X，Y，Z）＝（100.000，100.000，10.000） 

 
図-2.21 後視点の座標入力 
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⑩ 後視点の器械高を入力（図 2.22） 

  後視点：器械高＝1.502m 

 

図-2.22 後視点の器械高の入力 

 

⑪ プロパティの一番下にある Apply を選択することで，Station 1 の座標値入力は終了。（図-2.23） 

 

 
図-2.23 座標値の入力 

 

⑫ Station 1 を上書き保存して終了。 

⑬ 2 回目の測量によるデータファイル「Station 2」を開く。 
⑭ ③～⑪と同作業。ただし，Station 2 は器械点と後視点が Station 1 とは逆である。（図-2.24） 

  器械点：（X，Y，Z）＝（100.000，100.000，10.000），器械高＝1.511m 
  後視点：（X，Y，Z）＝（110.333，108.599，9.816），器械高＝1.513m 
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図-2.24 2 回目の測量 

 

⑮ Station 2 を上書き保存し，PointScape を終了。 

⑯ パソコンにインストールされている専用ソフトウェア「RealWorks Survey Advanced 6.3」を起

動。 

⑰ 2 つのデータファイルを開き，データが合成されていることを確認。（図-2.25） 

 

 
図-2.25 計測データの合成結果 

 
他の合成方法として、「点ベースの合成（Cloud-Based Registration）」や「スフィアやターゲットベ

ースの合成（Target-Based Registration）」などがある。 

 
表-2.2 3D レーザースキャナの各々の高さ 

 
器械高地点 1 1.520(m) 

ターゲット高 1.502(m) 

器械高地点 2 1.511(m) 
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（2）学内斜面での計測例 

 
2010 年 9 月に立命館大学の斜面を計測したデータが図-2.26である。 

 

 
図-2.26 学内斜面 3D レーザースキャナ計測例 

 

 

2.2.2 モデリングソフト 

 
使用したのは cinema4d というソフトである。このソフトを用いて 3D レーザースキャナで得ら

れた座標情報を基にモデリングを行う。図-2.26 の学内斜面での計測のデータを基にモデリング

したものが図-2.27である。 

 

 
図-2.27 学内斜面 cinema4d によるモデリング 

 
図-2.27 のようなモデリングを行ったものをデータとして全球パノラマ画像とリンクさせてお

くことで，全球パノラマ画像にはない座標データをモデリングソフト上で確認できるようにする。 
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第 3章 災害現場への全球パノラマ画像の適用例 
 

3.1 鹿児島県奄美大島における集中豪雨災害現場への適用 

 
奄美大島では，停滞する秋雨前線に台風 13 号の影響による湿った空気が流れ込んだため，10

月 18 日～20 日までの総雨量が 700mm を超える記録的な集中豪雨に見舞われた。特に奄美市住用

では，20 日午前 10 時から午後 1 時までの 3 時間の観測雨量が 100 年に一度と言われる雨量の 1.8
倍に相当する 345mm に達した。また，奄美市名瀬では，20 日午後 14 時から午後 20 時までの 6

時間の観測雨量が 300mm 以上に達した。これに伴い，島内各地で土砂災害が 58 件発生し，死者

1 名・負傷者 1 名の人的被害，全壊 6 戸・半壊 1 戸・一部損害 8 戸の家屋被害等の甚大な被害が

もたらされた。図-3.1に名瀬の雨量データを示す。 
 

 

図-3.1 2010 年 10 月 18 日～20 日 名瀬雨量データ（気象庁データ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

100

200

300

400

500

600

700

800

6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

時間雨量 総雨量

時
間

雨
量
（
m
m/
h
） 総

雨
量

（
mm）

10 月 18 日 10 月 19 日 10 月 20 日 



第 3章 災害現場への全球パノラマ画像の適用例 

24 
 

3.1.1 調査箇所 

 
本研究では，奄美大島で起きた集中豪雨による被害現場の中の龍郷町浦地区国道 58 号線沿いお

よび奄美市芦花部名瀬龍郷線沿いにおける斜面崩壊箇所において全球パノラマ画像の撮影を実施

した。図-3.2に調査箇所を示す。龍郷町浦地区では，斜面崩壊により，人家全壊 1 戸，半壊 1 戸

の被害を受けた。 

 

 
図-3.2 撮影箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

奄美市芦花部 
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3.1.2 撮影結果 

 
写真-3.1～3.2に竜郷町浦地区で撮影した全球パノラマ画像の画像を示し，写真-3.3～3.7に奄

美市芦花部で撮影した全球パノラマ画像の画像を示す。紙面上では，表現することが困難である

ため，付録 CD を参照していただきたい。なお，撮影日時は 2010 年 1 月 9 日午前 11 時，場所は

竜郷町浦である。撮影日は，崩壊部の測線 2 か所でボーリング調査が実施されており，実施風景

およびボーリングサンプル，被害を受けた建物の情報を全球パノラマ画像に添付した（写真-3.1）。

二重丸の部分をクリックすることで，添付された写真を呼び出すことができる。   

 
写真-3.1 竜郷町浦 1 

 

 
写真-3.2 竜郷町浦 2 

 

写真-3.2では，調査時に特に気になった箇所（たとえば，地層の色が異なる箇所や湧水箇所な

ど）を撮影した写真を添付することで，現場の状況を把握しやすくできる。 

 次に，奄美市芦花部地区の斜面崩壊現場である。写真-3.3～3.7の撮影は 2010 年 1 月 9 日午前 9
時に実施した。本調査箇所の斜面崩壊は，非常に規模が大きいため，写真に全体像を収めること
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は非常に困難である。特に斜面崩壊箇所の対岸の状況を一枚の写真で把握することは不可能であ

り，複数の写真を用いて表現するしかない。全球パノラマ画像では，写真-3.3 のように画像内に

写真データを添付することで，全体像を把握しやすくなる。写真-3.3 の右上の写真は赤い丸の地

点から黄色い矢印の方向に向かって撮影した詳細画像で，左下の写真は右上の写真の緑の丸の地

点から赤い矢印の方向に向かって撮影した詳細画像である。 

 

写真-3.3 奄美市芦花部 1 

 

 
写真-3.4 奄美市芦花部 2 

 

写真-3.4の右上と左下の写真は全球パノラマ画像の災害箇所に向かって右側の歩道からデジタ

ルカメラで撮影した詳細画像である。 
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写真-3.5は，崩壊の源頭部である。第 2 章で述べたバーチャルツアーを作成することで，写真

-3.4の法先部から，写真-3.5に移動することができる。写真-3.6の二重丸は写真-3.4 への移動，

写真-3.7の二重丸は写真-3.5へ移動するための印であり，ここをクリックすることで移動が可能

となる。 
 

 
写真-3.5 奄美市芦花部 3 

 

 
写真-3.6 奄美市芦花部 4 
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写真-3.7 奄美市芦花部 5 

 

以上のように，災害現場での全球パノラマ画像を撮影し，色々な情報のリンクやバーチャルツ

アーによる場所のリンクにより，現場の状況を把握することが容易となり，また，多くの情報を

効果的に保存できるものと考えられる。さらに，専門家による意見や現場での情報，試験データ

等を加えることでより有用なデータとなると考えられる。 

 

 

3.2 東北地方太平洋沖地震による被災現

場への適用 

 

今回，東北地方太平洋沖地震によって被災した青葉城

において，全球パノラマ画像の撮影を実施した。 
仙台城（青葉城）は，1601 年伊達政宗によって築城さ

れたもので，以降代々の伊達家当主によって改築が重ね

られ，明治維新のころまでは創建当時の建物も多数残っ

ていた。残念ながら，その後のたび重なる戦乱などで建

物はほぼすべて消失した。本丸等を取り囲む石垣も地震

のたびに崩壊したが，直ちに修復，拡張がなされており，

一部には創建当時のものがそのまま残されている。今回

の地震でも多くの箇所で石垣が崩壊したが，早急な復旧

が期待されており，復旧対策のための調査が喫緊の課題

となっていた。また，石垣近くを通る市道は，市民にと

っては重要な生活道路となっていたが，今回の石垣崩壊

を受けて，現在は全面通行禁止となっている。1 日も早

い通行禁止解除が期待されている。 
 

図-3.3 本丸北西石垣配置図

（仙台市教育委員会文化財課

提供） 
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3.2.1 被害状況 

 

今回の調査では，青葉城跡本丸北西部の市道

仙台城跡線に沿う石垣（図-3.3）の被害状況に

ついて調査を行った。この区間は，宮城県護国

神社が管理しており，現在，仙台市教育委員会

文化財課と復旧に関して協議している段階であ

る。ここでは，各面における被災状況を示す。 
 
(1) A 面～B 面 
 A 面，B 面は，酉門へ繋がる石垣である。通常

は，一般公開されていない場所である。このあ

たりの石垣は，高さが低く，これまでほとんど

地震による被害を受けておらず，古い石垣が残

されている箇所である。A 面においては，石垣

の一部が崩壊している（写真-3.8）。また，B 面

においては，B 面対岸の石垣の被害が顕著であっ

た。崩壊面においては，石垣の裏に楕円形の栗

石が詰められている状況が確認された（写真

-3.9）。 
 

(2) C 面 
 C 面は，市道に沿って築かれた石垣で，高さ 4

～6m 程度の石垣である。C 面の石垣では，全体

に被害が広がっている。特に，石垣の高い C－D

面の出角周辺において，崩壊が生じている（写

真-3.10）。崩壊した石垣は，道路の一車線を塞

いでおり，現在，市道は通行止めとなっている。 
 

(3) D 面 
 D 面では，石垣の崩壊は発生していないが，

全体的に変状が見られた。写真-3.11 に D 面の

状況を示す。特に C－D 面の出角において変状が

大きくなっている。 
 

(4) E 面 
 E 面の石垣は，今回の調査範囲で最も長い面で

ある。過去に何度も被災し，その都度補修され

てきた箇所である。E 面に向かって，左側の石垣

が崩壊している。写真-3.12に崩壊した箇所を示す。石垣の高さは，6～7m 程度である。崩壊は，

3 月 11 日の本震の際に発生し，その後の 4 月 7 日の余震により，斜面の不安定土塊が崩落した。

崩落していない右側の面でも一部で孕んだ個所が見られ，孕みの大きな個所の裏込め土の表面に

は，若干の陥没が見られた。崩壊箇所の石垣の状態を見ると，石垣表面が上部を向いて堆積して

いることから，石垣の中腹部のやや下から崩壊が生じ，上部の石垣が後に続いて崩壊したものと

考えられる。崩壊箇所について，市道を挟んで石垣と反対側の地形を見ると，崩壊箇所は谷地形

の箇所と一致しており，その箇所の市道にも沈下や亀裂が見られた（写真-3.13）。一方で尾根地

形の上に築かれている部分においては，崩壊が生じていなかった。これは，盛土と切土箇所が E

写真-3.8 A 面崩落箇所（撮影：大沢氏） 

写真-3.9 B 面（市道を向いて撮影） 
（撮影：大沢氏） 

写真-3.10 C 面石垣崩壊個所（撮影：大沢氏）
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面には存在し，石垣の裏込め土および基礎地盤の強度が異なっているのではないかと考えられる。 
 

 
 

写真-3.11 D 面石垣 写真-3.12 E 面の石垣の崩壊状況 
（撮影：大沢氏） 

写真-3.13 E 面前の市道 写真-3.14 H 面の崩壊状況 

 

(5) F，G 面 
F，G 面については，F－E 面の出角上部の石垣が崩落していた。また，両面とも若干の孕みと

目地の拡大が見られ，特に，出角部分に変状が大きかった。 
 

(6) H 面 
H 面では，面全体で崩壊が生じていた（写真-3.14）。H 面付近の形状は，他の箇所に比べて複

雑な形状になっており，特に，G－H 面や H－I 面の出角部分において石垣の目地が拡大した部分

が多く見られた。 
 

(7) I，J 面 

 I，J 面では，崩壊は生じていないが，I－H 面の出角に石垣のずれが見られ，上部の石垣が不安

定な状態であった。また，I 面全体に若干の孕みが見られた。 
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3.2.2 撮影結果 

 

 3.2.1 項で述べた被災箇所の市道仙台城跡線に沿って，全球パノラマ画像の撮影を行った。写

真-3.15～3.23は，I，J 面から C 面に向かって市道に沿って撮影されたパノラマ画像である。 
 

 

写真-3.15 青葉城詰門跡（I，J 面） 

 

 

 

写真-3.16 H 面崩壊箇所 
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写真-3.17 F，G 面 

 

 

写真-3.18 に示す E 面の崩壊箇所の全球パノラマ画像には，斜面上に白い枠（矢印の箇所）が

描かれている。この部分をマウスでクリックすることで，現地斜面で行われた改良型スウェーデ

ン式サウンディング試験結果（写真-3.19）を見ることができる。 

 

 

写真-3.18 E 面崩壊箇所 
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写真-3.19 E 面における地盤調査結果の表示 

 

 

 

 

写真-3.20 E 面非崩壊部 
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写真-3.21 D 面被災状況 

 

 

 

 
写真-3.22 C 面被災状況 
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写真-3.23 B 面被災状況 

 

 

以上のように，現地調査の際の写真や調査データを全球パノラマ画像に添付することにより，

迅速かつ分かりやすく情報を閲覧することが可能となると考えられる。 
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第 4章 防災分野への適用 

 

4.1 避難行動把握ツールの構想 

 

防災分野への適用について，人間の緊急時の避難行動を把握するための情報収集ツールを提案

する。以下に，避難シミュレーションの構想を示す。 

 

①敷地内通路の分岐点において全球パノラマ画像を作成し，それぞれをリンクさせ，バーチャル

ツアー作成する。 

②バーチャルツアーをパソコンの画面上に示し，自由に使用してもらう。 

③ある場所を選択した際に，災害が起きたことを音声で知らせ，避難行動をとってもらう。 

④避難時の経路や所要時間を記録する。 

⑤そのデータを解析し，人間が緊急時にどのような経路を選ぶかをまとめる。 

 

 これらのデータは，災害時の避難計画を立案する際に役立つものと考えられる。また，各経路の

分岐点においてどちらの経路を選択するかを把握することにより，避難シミュレーションの重み

付けなどに利用することが可能であると考えられる。さらに，避難訓練などの役立てられるもの

と考えられる。 

 

 

4.2 清水寺でのバーチャルツアーの作成 

 

清水寺敷地内において，全球パノラマ画像の撮影（計 31 箇所）を行った。図-4.1 に今回の撮

影箇所を示す。撮影箇所は，基本的に通路の分岐点を選定し実施した。舞台上については，撮影

の許可が下りなかったため，今回の撮影は行えなかった。各箇所で撮影したものをリンクさせた

ものをバーチャルツアーと呼んでいる。写真-4.1～4.14の黄色の矢印は，バーチャルツアーの一

例である。紙面上での写真は十分に表現することができていないが，清水寺敷地内を旅行してい

るかのようにパノラマ画像を移動することができる。この全球パノラマ画像を用いることで，避

難シミュレーションを行う際の重み付けなどに用いることができるのではないかと考えられる。

写真-4.1～4.14に示すように，各地点で全球パノラマ画像が撮影されており，各パノラマ画像に

は，経路の選択用のポイントが付けられていることから，選択すると選択した方向にある次の分

岐点まで移動できる。その選択結果を記録することにより，人の移動経路を把握することができ

る。さらに，より緊急時の臨場感を出すためのアナウンスや効果音，行き止まりを加えることで，

緊急時の行動を試験することが可能になる。避難情報有り無しによる行動の違いも分かり，試験

以外にも防災訓練ツールとしても使用することが可能となることが考えられる。 
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図-4.1 撮影箇所 

 

 

写真-4.1 バーチャルツアー（No.1） 
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写真-4.2 バーチャルツアー（No.11） 

 

 

写真-4.3 バーチャルツアー（No.12） 
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写真-4.4 バーチャルツアー（No.13） 

 

 

写真-4.5 バーチャルツアー（No.14） 
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写真-4.6 バーチャルツアー（No.16） 

 

 

写真-4.7 バーチャルツアー（No.17） 
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写真-4.8 バーチャルツアー（No.18） 

 

 

写真-4.9 バーチャルツアー（No.19） 
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写真-4.10 バーチャルツアー（No.20） 

 

 

写真-4.11 バーチャルツアー（No.21） 
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写真-4.12 バーチャルツアー（No.22） 

 

 

写真-4.13 バーチャルツアー（No.23） 
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写真-4.14 バーチャルツアー（No.24） 

 

写真は，すべて全球パノラマ画像となっているが，紙面上では十分に表現することができてい

ないので，付録CDのファイルを参照していただきたい。 
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第 5章 おわりに 
 

本研究では，災害発生箇所の情報の集約を行うために，全球パノラマ画像を活用した。以下に，

本研究成果をまとめる。 
まず，全球パノラマ画像について，その概要，利点，使用する機材，写真を合成する際のソフ

トの説明を述べ，全球パノラマ画像を作成する際の写真の合成方法と詳細情報のリンクの方法を

明らかにした。また，撮影時の撮影高さや画像サイズの違いがパノラマ画像に与える影響につい

て検討し，1.4～1.5m の高さでの撮影が画像の見易さおよび撮影の作業性に有利であること，画像

サイズを 5000×2500pixel とすることで，画質とファイル容量のバランスが良いことがわかった。

さらに，全球パノラマ画像に無い座標情報を補うための 3D レーザースキャナの使用方法と，3D
レーザースキャナの情報を用いてモデリングソフトでモデリングした結果について述べた。 

次に，鹿児島県奄美大島での集中豪雨による災害現場および東北地方太平洋沖地震での宮城県

仙台市青葉城における災害現場への全球パノラマ画像の適用例を示した。その結果，従来のよう

に膨大な紙の資料を参照しながら災害対策を検討していたものをパソコンの画面上で現地の災害

状況を把握しながら対策を行えるので，膨大の情報を効率的に把握することができると考えられ

る。 
最後に，全球パノラマ画像のその他の防災分野への適用例として，避難計画立案時の参考デー

タとしての活用を提案した。その適用事例として，清水寺の敷地を対象として撮影およびツール

作成を行った。この成果は，人の移動経路を把握することにより避難経路作成時の情報および避

難訓練用ツールとして役立てることが出来ると考えられる。 
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様式－３－３ 記載例 

 
DEVELOPMENT OF INFORMATION-GATHERING TOOL  

USING 360°PANORAMIC IMAGES  
AND ITS APPLICATION FOR DISASTER MITIGATION 

 
Fukagawa.R. 1 Sako.K. 1 
1Ritsumeikan University 

 

  Recently, a lot of disasters such as earthquake and slope failure have occurred in various 

regions of Japan. Photograph and video image are usually used as a way to confirm disaster 

situation. However, it is difficult to grasp a disaster situation using photograph and video 

images, because photograph has difficulties in showing the scale of disaster and video images 

may not be able to show information that viewer wants to know.  

In this research, we proposed an information-gathering tool using 360° panoramic images. 

The 360° panoramic images can show a three dimensional view of a place and its shooting 

procedure is simple. The information-gathering tool was developed to provide data and 

information of natural disasters useful for the viewer. We also considered its application 

for disaster mitigation. An information tool of evacuation routes, which was named a Virtual 

Tour, was proposed using the panoramic images. Moreover, these tools were applied for actual 

disaster sites. The results showed the useful for the collecting information of disasters and 

the planning of disaster mitigations. 

 

 

 

KEYWORDS:  360° panoramic images, natural disaster, information-gathering tool, Virtual 
tour. 
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研 究 成 果 の 要 約  

 
 

助成番号  助 成 研 究 名 研 究 者・所 属

第2010-14号  全球パノラマ画像を用いた土砂災害情報収集支援

ツールおよびその利用に関する調査研究  
深川良一・立命館大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生直後の対応の流れとして，被害状

況の確認，緊急の復旧作業の検討，災害原因

の究明，本格的な復旧作業の検討が必要であ

ると考えられる。状況把握の迅速化および膨

大な情報の集約を行うためには，視聴する人

自身が確認したい場所を見ることができる現

地の３次元の画像の利用および，撮影された

３次元画像を各種防災情報データベースのプ

ラットフォームとして活用することが可能な

ツールを作成することで，災害情報に基づく

迅速な状況判断や情報の集約に役立てられる

のではないかと考えられる。そこで，本研究

では，災害現場への適用を考慮して，より安

価で簡易（迅速）な市販のデジタルカメラお

よびソフトウェアを用いたパノラマ画像の撮

影および作成を行える手法を用いる。また，

パノラマ画像を用いた災害情報収集支援ツー

ルの開発および防災分野への適用例について

検討する。 

研究目的：災害時の情報収集支援ツールの開

発およびその防災分野への適用。そこで，３

次元画像の災害現場への適用を考慮して，安

価で簡易な市販のデジタルカメラおよびソフ

トウェアを用いた全球パノラマ画像を利用し

た。 

研究手順：１）全球パノラマ画像を用いた災

害情報収集ツールの作成方法，２）現場で

の撮影方法および設定方法に関する検討，

３）災害現場への適用，４）全球パノラマ

画像から作成したバーチャルツアーの防災

分野への活用方法について検討した。 

研究成果及び今回研究の新規性： 

１）全球パノラマ画像を用いた災害情報収集

ツールの作成方法：ツールの概要，利点，

使用する機材，写真を合成する際のソフト

の説明を述べ，全球パノラマ画像を作成す

る際の写真の合成方法と詳細情報のリンク

の方法を明らかにした。 

２）撮影方法および設定方法の検討：撮影時
の撮影高さや画像サイズの違いがパノラマ

画像に与える影響について検討し，1.4～1.

5mの高さでの撮影が画像の見易さおよび撮

影の作業性に有利であること，画像サイズ

を5000×2500 pixelとすることで，画質と

ファイル容量のバランスが良いことがわか

った。さらに，全球パノラマ画像に無い座

標情報を補うための3Dレーザースキャナの

使用方法と，3Dレーザースキャナの情報を

用いてモデリングソフトでモデリングした

結果について示した。 

３）災害現場への適用：鹿児島県奄美大島で

の集中豪雨による災害現場および東北地方

太平洋沖地震での宮城県仙台市青葉城にお

ける災害現場への全球パノラマ画像の適用

例を示した。その結果，従来のように膨大

な紙の資料を参照しながら災害対策を検討

していたものをパソコンの画面上で現地の

災害状況を把握しながら対策を行えるの

で，膨大の情報を効率的に把握することが

できると考えられる。 

４）全球パノラマ画像のその他の防災分野へ

の適用：避難計画立案時の参考データとし

ての活用を提案した。その適用事例として，

清水寺の敷地を対象として撮影およびツー

ル作成を行った。この成果は，人の移動経

路を把握することにより避難経路作成時の

情報および避難訓練用ツールとして役立て

ることが出来ると考えられる。 

研究成果の活用：2011年度は，多くの地域で

災害が発生した。現在，本研究成果を東日

本大震災による仙台城跡石垣被害箇所，和

歌山県での豪雨災害箇所などに適用し，実

例の蓄積を行っている。 
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