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GISを活用した傾斜地水田における指標のマ ップ化

正田大輔*・川!本 j台本
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I 緒言

同

少子高齢化や拘い手の減少による農地・農業別7Jく誌をの

資源管J.illにかかる人的制約や，気候変動に{'I':う渇水・洪

水等の災害 リスク の増大などの問題が懸念されるなか

で¥農村が持つ潜在力を最大限に引き，:Bし地域を活性

化 前三1::していくことが課題となっている。近年の北陸

農政局 (2006)の報告では 農業の生産活動や農地管理/!

が継続的に行われることにより守 土砂崩壊の防止も含め

た.いわゆる多面的な機能を維持 t関進させること が注

凶されている。 一方で 耕作放棄E容が 50%以一|ーになる

と耕作放棄率が 10%未満の時よ り約 4佑の碓不で地す

べり 災答が生じるこ とも .北陸農政局 (2006) により報

告されている 。 ま た l司同は.乾燥21耕作放棄地と i~ il~l~

耕作放棄地について，地下水位変動や耕一盤の亀裂などの

調査を行い. 地すべりの発生機構の検討も行っている。

今後も 継続的な営農活動あるいは.仁/:1LLi問地域での

叫ん、三予の減少が土砂災害にどのよ うな影響を及ぼすのか

とい うま11見を蓄積する必要がある。このよ うな傾斜地水

凹における既往の研究として. )1/本ら (2010)は.浅j吾

浸透解析により傾斜地水聞の防災管理指標をマ ップ化し

ている。 このマッ プを GIS上でわかりやすく 普及させ

てい くこ とは守意義のあることと考えられるが.国土地

理院の基盤地図情報(数値標高モデル)10mメッシュ(標

高)などを解析に使用する場令の結果の信頼性について

は不明であり.防災管理マップの普及 を図るためには

GIS適用技術の検討 とあわせて，解析結果のメッ シュ依

存性の検討 を行う必要がある。

本幸Rでは.集1.1-'豪悶の影響を. 土質などの現場条件と

地形条件，浅層地1、7Jく流動を別いて浸透シミュレーショ

場 }~J村総合li}f究古1，

三¥")&23年 1JJ 19n受lll!

キーワード 防災管宅j! マップ。流入流出指標傾斜地水1FI 
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ンを行っ た。そのシミ ュレーションから得られる浸透水

流動指標を!FJいて. GISを活用した防災管理マップの作

成技術の検討と.メッシュサイズををえた浸透水流動指

標の定量許価を行った。

なお，本朝iをまとめる にあた り，石川県片l能張農林総

合事務所.七尾市農林水産課，小梨地区地権者各{iI:から

多大なご協力を得た。 さらに.現地で使用した GPS測

量方法について施設資源音[S基礎地盤研究主主口、凹清一郎

1専て1.:に懇切J丁半にご指導戴いた。関係者名位に感謝の意

を表する。

H 調査対象現地の概要

対象地区は. Fig.lの青枠でl封1われた石川県七尾市小

栗11日内の.)十回地区と大畠・前/11地区である。Fig.ll:I:1

には，以下の 3つのデータについて ESRI@ArcGIS T>I 

9.3.1の kml変換 ツールによ り作成されたファイルを

Google Earth 川 上に!11~ り付けている 。 データは. (財)円

本水土総合研究所の日本水土凶鑑 GISから農業集落界

位置と平成 10年 3月 31日時点に農林水産大臣が指定し

た地すべり |坊止区域、 国土地理院の基熊地図情報 (数値

標高モデル)10mメッ シュ (標高)石川である。小柴町

は.中山間地域に位置する傾斜地水聞がある集落である。

担い手の減少や営農者ーの高齢化により，耕作地と刺作放

棄地が点在している。ま た 赤 枠 で

域|μ内人勾jにも含まれている。これらのことから'浅層におけ

る地下水流動の浸透解析から得られる 農業生産基盤の

防災 管理仁の指標について検討する上で¥有用な現地

と考えられる。

また，現在.小~~ IIIT )守|刊地区において石川県の野 山利

用・保全プロジェ ク トに関連して 水土保全システムの

構築等を地域住民や県民にわかりやすく 説明するための

各種調査が行われている。ここでは，その一環として土

砂崩壊防止機能の縦持・増進を 1=1的とした浅層地下水流
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動 (浸透)シミュレーションによる浸透水流動指標のマッ

プ化と定量評価を行っている o

Fig.l 調査対象地l支の周辺地図

Map arollnd analy日1~、 condllcted area 

皿 解析の概要

石川県七尾市小架IIrJのそp:例地区の周辺では平成 19年

10 月 15~ 16 l:Iの豪雨 H守(口雨量 187mm. 時 間雨量

70mm) に111腹崩壊と渓流侵食が発生した。小梨地区全

体は，このブロックに加えて大白-前日lブロ yクから構

成されているが これらのブロックでの浸透水流動指襟

の詳細は不明で、ある。 また.今後解析入力データとして

用いることを考えている 国土地理院の基盤地凶情報(数

イI古標高モデル)は. Jj'!.時点において 10mメッシュで 4m

よりも大縮尺となるので守ここで、は大畠 ・前間ブロック

の 4mメッシュと併せて.Fig.2に示す小梨地区の全域(片

町及び、大!?!・前回ブロック)における 10m.20mメッシユ

による解析結果との比較を行って。メッシュサイズが防

災指標マッ プの表示結果に及ぼす影響を明らかにする o

4111解析メッシュは.原則として 2m間隔の等高線図や

岡場区画平面図.これら二つの図で標高値が不明な部分

については光波測量により Fig.lの 6つの基準点を実測

して作成した。 10m'20mメッシュについては 4mメッ

シユデータをもとにメッシュを作成した。透水係数は.

片田ブロックから採取した試料から実測された 1.42x 

10九m/secを浅層浸透解析に)f:Jいている。 なお.この解

析領域の地質は(独)産業技術総合研究所の統合地質図

データベースにおいて中一後期中新世 (N2)の海成また

は非海成堆積岩類であった。

解析は守豪雨11寺に地表面まで飽和した状態を想定して

地下水位が地表面に達した状態になったものとする。内Ir

祈ブ:Ti去は 詳細|な地形データを考l者:した広j或的な解析を

効手 よく実施できる|一日中ら(1987) が考案した動的緩和]

法をmいた川本ら (2010)が行会った浸透解析を実施した。

解析を行 う際の境界条件として豪雨時の浸透状況を推

定するために地表lfiiEi'i}~(の浸透ポテンシャルを地表町得:

高と等値とする。1tlリブf境界からの流入・流出を許谷する

ため守地表面以外のi~IJ 方境界節点の浸透ポテンシャルも

直止 の地表面節点の標高値と置き換える。J也捻深古1¥の透

水係数は未知であり.浅層での実測透水係数を片jいて，

均一型地撚と仮定して解析を行う 。

N 浸透水流入・流出指標の評価とマップ化の手法

1 流入・流出指標の定義

豪雨、j時の浅jz;浸透水流動の浸透JfFio析シミュレーション

に基づいて以ー卜の指襟を評価する。

ハUハU
nりハUl
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浸透水流入指標

浸透水流出指標

地表面白;下各点における下 rjfí: ~jfE述

4mメッシュ下|海流速最大値

地表面白下各点におけるよ昇流速

4mメyシュ上昇流速最大値

上式中の F降流速と上昇流速は， 三次元浸透解析結果

における流速ベクトルの，それぞれ鉛直方向下向き成分

と鉛直方向上向き成分の絶対値である。両式とも分母に

は片田地区 4mメッシュの解析で上昇およびド降流速が

最大となる値の絶対値を用いた。豪雨時の浸透水流入指

標と浸透水流出指標をマップ上に記入し傾斜水田にお

ける防災・管理方式の検討を行う 。

2 マップの作成方法

Fig.2の座標系で、得られる流入・流出指襟を ArcGIS上

で世界測地系の度単位のデータと重ね合わせできるよう

にするため，以下の手順で緯度経度への変換を行った。

)0
1
1-1村地区の Fig.lに示す 6つの基準点で光波測量な

らびにライカジオシステムズ社のスマートローパーで

GPS 単独測位を行っている。GPS単独測位では測地系

WGS84での緯度経度と.メートル単位の直行座標を使

用した。

①基準点 1-5のラインを基線として.光波測量結果すな

わち Fig.2の解析座標系から GPS}}Î~襟系の伸縮率を決

定する o

②CDで、求めた距muを用いて光波測量の基準点 1-5のラ

インと GPS測量の基準点 1-5のラインのなす角を算

0"1するo

①地球は GRS80楕円体として長半径 6378.137km 肩

平等fの逆数 298_257として計算を行った。基準点 l

の緯度に合わせた地球半径を決定し各緯度方向・経

度方向の距離を上記の地球半径で|徐して SIn-iの値を

得る。 このそれぞれの sm l値と基準点 lの緯度と

経度の値をたし合わせ，各点の緯度・経度を算定するo

① しかし ① までの手順でのマップでは， Fig.lに示す

6つの基準点で， GPS単独測位により得られた緯度・

経度値を持たせた小栗地区の地|安|と若=1ーのずれが生じ

る。そこで¥上記の小栗地区の地1;;';1で，各解析範聞で

の間場の最大・最小経度と最大・最小緯度のI.M襟値を

読み取る。次に ① までの手順で得られている，各解

析で上記の岡場に対応する緯度と経度の段、標値を読み

取る。最後に，最小経度座標値へ全データを王子行移動

し緯度-経度の最大と最小座標値の差から待られる

各方向の倍率と緯度・経度方向の最小値から，最終

的な I~~襟値の決定を行った。

V 浸透水流動指標のマップ化

Fig.4に，各メッシュサイズで実施した解析により得

られた匝|場内に合まれる浸透水流動指標を GISJ二で、

G 
Y 

基準l

-0 

基準点l 冶 X，N

X ，YH~襟系光波視IJ量結果 X，Y座標系GPS 帥l量姉果

@ 光波測量とGPS視IJ査の基準点1，slfiiの角度算問

D 
解析エリア内の地点A

Xi!ilh方向の距離dx
IY'!illl点向のh'êJlf~め

基準J誌l

③各地点の緯皮経度算定 中心から基準点l

地点Aの緯IJr= までの距離 R
j基走t準柱点lの緯l皮主主'+村siIr1dぬ、Y今ゾ/

j地也点Aの経度=
基準点lの経度+sin-Iめ岬 GRS80楕円体

G 
@ 指標値!坐擦の微調教

:主拠点E
，-.~β 

経度最小1，立庄原に
平行移動後，各方

I"Jに仲縮させるFV妹
引'ih.l

Fig.3 マップのイ竹ぷ手順

Procedure for drawing map 

示 した結果を示す。流入指標が大きくなる領域は，畦塗

や代かきなど浸透抑制を目的とした農地管理と適切な地

表排水によって防災機能の向上が見込める領域である。

また流出指標が大きくなる鎖域は，比較的地下水変動

が小さいため，耕作放棄による災害リスクが小さく，陛

sI'I'の方1メIjりを入念に行い必要に応じて守 フトンかごの設

置や.抑制工・抑止工の殻置といった土木的な防災対策

を検討すべき領域である(川本ら (2010))。

主に考察する領域を Fig.4(a) に.各ブロック名を

Fig.4 (b)に示す。った畠・前回ブロックにおいて比較的
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iK入1旨慌 抗出i古概。、・・0_"
~ . . ;，~ 01- - u....: 

0.0弓。。

(a) 4mメッ、ンュ

1~} .1抑 制 服 ...r-0l'S;..じこここ，"，.."ミ
0.1・・0.2

0.0:' 。。
A: 

(b) 10mメッ、ンュ

(c) 20mメッシュ

Fig.4 悶場IRi¥!Ii内の浸透7J，流動指標のマァプ化

Map of seepage flow index川 pacldyfields 

急i唆な Llittl!.音1\からの地JI~ì1ti急領域である領域 l に ~ilUU指

襟の大きな í~Î所が 4 m . 10 m' 20 mいずれのメッシュ

サイズにおいても見られた。また，住居の集"1"する図"1.'

の下方に位置する領域 2)剖辺で 4. 10mメッシュの流

出指標が中位となる箇所が見られる他は，浸透水流入指

標が大きくなる領域が数多く見られる。一方で 20mメッ

シュによる指標は領域 2において流入城が分布している

ことがわかる。メ yシュの籾さが解析結果に影響を及ぼ

したものと考えられる。

これらの結果は 浸透水流出城が数多く見られる片日l

ブロックとは巽 なる結果となる。)"1・EEIブロッ クにmilM]な

農地が多いこ とは現地踏査の結果からも伺 うことができ

る。)"j'l1]と大品 ・前I:Hにおける現地踏査の結果からの地

表而近傍で観察される混潤状況と両地区における解析

結果の速いはある程度の対応関係が見られる。

Fig.5に 全ての浸透水流動指標を GJS上で示 した結

果を示す。どのメッシュについても Fig.4 (a)の領域 l

A人附f・，1{.出 府 ft
。、司..・(1.3ー..() 1- - 0_2 ;( 

005 0.1 
0.0 0.0 

~二Z二三ーー

(a) 4mメッシュ

'"人倫刊 す，"師団iI. 02= =O.J ..“ 。1- - u.! 

O.O~ 0.1 
00 0.0 

..  場 一一

(b) 10mメッ、ンュ



Table 3に各領域の各地点におけるメ yシュ間隔の遣

いによって，流入が流1'1:"1同様に.流出が流入指襟に変化

したメッシュ数と. 会メッシュ に対する指標が変わった

メッシ ュの割合を示 している。領域 lでは. 10 m . 20 

mともに 4mのものと指標が.呉なる傾向が他の領域より

あり守 Fig.4(a)からわかるように領j攻l北側の急峻な

地形変化の影響を受けている可能tlーがある。さ らに領

j或2における 4mと20mメッシュの問では4mと 10mメッ

シュの聞のケースと比較して多くのメッシュで指標が異

5 

1、'able1 irlt入 irlU1H日籾:と防災管理!桁楳の関係

Rclationship b巴tweensccpagc f10w index and disastcr rcduc!ion index 

¥ xの yの メッシコ 4111と10mメy、ンュιの防災管理J¥
範悟| 範随l 数 指標の差(1メッシュあたり)

f自主主 150 450 
493 1.998 

300 600 

領域 150 100 

つ
286 1.052 

250 200 

中1M，或 700 400 

3 
77 0.818 

800 500 

中央主主 650 100 
183 0.655 

4 700 200 

¥ xo) yの メッシュ 4mと20mメッシュでの防災管理
範囲 範囲 数 指標の差(1メッシュあたり)

領域 150 450 
403 1.702 

300 600 

領域 150 100 
235 3.37 

2 250 200 

領域 700 400 
77 0.818 

3 800 500 

鉱山長 650 100 
183 0.721 

4 700 200 

0.3-

6 

Tablc 2 4ヰ領域における防災~~'Ì:J!I'指標の差

Disaster reduc!ion indcx in each山 ea

Fig.ti 幽場|ヌ nfiiと各領域

Farm fieldぉandeach area 

GISを泊JlJした傾斜地水ITIにおける指標のマップ化

nu

l

-

-

( 

戸

) 

〉

ここでは‘ Fig.2のとii椋系での各指標について評イilliを

行う 。Fig.6に H 旧と大畠 ・ 前同地区の圃場[~面と .

防災管Jl11指標について考祭を行うための領域を示 して

いる。 ここで 防災管理指標とは.流入 流出指標を

Table 1のように整数値で置き換えたものである。また

領域については. Fig.4 (a)で考察を行 った大白-前問

地区の領域1. 2および片岡地区の領域 3，4として

Fig.6 '-1./に示している。Table2に各領域で対象となった

メッシュ数と。各地点でのメッシュ間隔の遣いによる防

災管理指標の差を lメッシュあたりに換算 した値につい

て芳、す。ここでは.4mと 10mメッシユ.10mと20mメッ

シュでのそれぞれのメッシュ間隔の違いによる検討を

行った。大品・前田地区にある領域 1.2の方が片岡地

区にある領域 3. 4より 4mと 10mメッシユ. 10mと

20mメッシュいずれのケースでも防災管理l指標の誤差が

大きくなっている。 このことから 地形によって 10m

より ~:ITIかい小スケールでの解析を行うことの重要性が示

唆される。また，領j或2においては 4と20mメッシュ

の防災管理11指標の差が特に大きくなっ ている。この結果

は.Fig.4を定性的に評価しでもわかることではあるが

メッシュを粗くする場合には。解析の考察にー|一分注意す

る必姿があることを示 している。

の北側にある山間地において流入指株が土料越しているこ

とがわかるoまた，防災管JlIlに全データを使用する 当マッ

プでは. [ilj[場内の指標が担もれてしまうので¥防災符J211

マ J7"としては Fig.4のような闘;場内の指標で評価する

ことが妥当である。

流入・流出指標および防災指標の評価

全データによる浸透水流動指標のマァ プ化

Map of all sccpagc tlow inclex 

話iJlI本dJlI大明日

Fig.5 

VI 
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なり.粗いメッシュを使用する場合は，流入-流出指標

の大小だけで、なく ，流入 ・流出の結果に関しても十分注

意して評価する必要があると考えられる。その他，流出

傾向が強い片岡ブロッ クの領域では，他の領域と比べ目

立った変化は見られなかった。

浸透水流動指標ごとに圃場内に含まれるメッシュ面積

が， 4m' 10m ' 20mメッシュでどのように変化するか

をFig.7に示 している。国土地理院の基撚地図情報 (数

値標高モデjレ)は，現時点において多 くは 10mメッ シユ

である。この数値情報に準拠して指標マップを作成する

なら 当面はこのメ ッシュサイズでの表示を採用せざる

を得ない。しかしながら， Fig.7に示す4mと10mメッシユ

の流入指標を比較すると 10mメッシュよりも細分化さ

れたメッシュによる結果の変動も無視できない場合があ

ることを示している。

闘場区間デジタルデータの処理結果では対象とした

Fig.6に示す会 96圃場の平均闘場面積 A川は 834.8m'で

あり ，等区画長は.;;r;;;;27.5 m となる が.これはIEブ:i3l三

Table 3 流入 i荒川指標が変化したメ ッシュ数とその割合

Number and ratio of seepage tlo¥V index revers巴dintlow and outtlow 

¥ xの yl]) 4' 10mメγシュでt:汁点坊さ 1正記メ ッシュ数
範囲 範囲 変化したメ yシュ数 全メyシュ数

領域 150 450 
207 0.4 1 98 

300 600 

領域 150 100 
65 0.2272 

つ 250 200 

領土或 700 400 
9 0.1168 

3 800 500 

領域 650 100 
8 0.0437 

4 700 200 

¥ Xの yO) 4' 20mメッシュで、t:汁県均支 1..:r. 記メッシュ数
範囲 範聞 変化したメッシュ数 五でメッシュ数

鎖主主 150 450 
152 0.3771 

300 600 

領域 150 100 
162 0.6893 

ウ 250 200 

領域 700 400 
0." 68 9 

3 800 500 

領域 650 100 
38 0.2076 

4 700 200 
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Fig.7 各メァ シュサイ ズにおける浸透水流動指標ごとの而積

Area of seepagc tlow index in each mesh size 

国場を仮定した場合の闘場辺長である。笑際のメッシュ

では，闘場短辺長などの小スケールの要因によって解析

結果が規定される可能性があり，今後.より小スケール

での地形デー タベース構築の重要度が高いこ とが明 らか

である。

W 市吉 田

土砂崩壊防止機能の維持・増進を自的とした浅層地下

水流動(浸透)シミュレーションによる浸透水流動指標

を用いて，GISを活用した防災管理マ ップの作成技術の

検討と， メッシュサイズを変えた浸透水流動指標の定量

評価を行った。平成 19年 10月 15- 16円の豪雨時 (日

雨量 187mm. 時間雨量 70mm) に山腹崩壊と渓流浸食

が発生した石川県七尾市小栗町を解析対象としこれま

でに解析結果が示されている片田ブロックに加えて大

畠-前間ブロ ックの防災管理マップを示すと ともに， メッ

シュサイズの解析結果への影響を検討した結果は以下の

とおりである。

( 1)防災管理マップの作成に GIS(ArcGIS) を活用する

ことにより，傾斜地水田における防災管理方策を汎

用的に，よりわかりやすく検討することが可能にな

る。

(2)石川県七尾市小栗地区に適用した結果 大白-前|士|

ブロック における浸透水流動指燃は一部を除 くと浸

透水の流入が卓越する傾向が見られた。この傾向は

現地踏査による片岡ブロックの結果と比較すると投

合する。

(3) メッシュサイズを変えた解析を実施し 10m程度の

メッ シュサイズでの解析でも。防災管理上での 住l安

としての結果を与える。

(4)地形単元が比較的小スケールのrj:1山間地闘場では，

圃jあ短辺長等の小スケールの要因によって解析結果

が規定さ れる可能性があ り，今後も より小スケー

ルメッシュサイズの地形データベースによる評1illiも

必要性が高し、。
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Map of Seepage Flow Index 

for Paddy Fields U sing GIS 

SHODADaisuke and KAWAMOTO Osamu 

Surnrnary 

7 

Recent social and natural prob¥em causes a high incidence of disaster damage at an agricultural community of 

intermountain regions. Above problem involves dec¥ining birthrate， a growing proportion of elderly people， warming 

temperature and so on. Control and maintenance of paddy fi巴Idshav巴 attractedatt巴ntionto reduce damage of paddy 

fields and an agricultural community. How巴ver.relationship between control and maintenance of paddy fields and 

disaster reduction is not c¥arified ad巴quately.In this paper， for the purpose of disaster redllction， maps of disaster 

reduction management are drawn lIP on the basis of seepage flow index ca¥culated from seepage tlow analysis in fields 

of Ogllri town， Nanao city， Ishikawa. Intluence of analysis mesh sizes， which is 4m， 10m and 20m is also considered. 

Conc¥lIsions in this paper were obtained in the followings. Using GIS， results of seepage flow analysis can be 

used for various purposes of disaster reduction management. The seepage flow condition of analysis result matches 

a current state of th巴 fi巴Ids.In agricultural fields of intermountain regions， analysis mesh had better s巴gm巴ntalize

because the analysis r巴sultmay be determined by short sides of the fi巴Id.However， mesh size of about 10m is currently 

a reasonable mesh for analysis mesh because digital elevation data is generally 10m. 

Keywords : disaster reduction， map， seepage tlow index， paddy field of intermollntain region 
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