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西之島の位置 

⦿東京 

約940km 

小笠原群島 西之島 



西之島とは 

海底地形鳥瞰図 
（出典：海上保安庁） 

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/kaiikiDB/kaiyo18-2.htmより引用 

西之島は巨大な海底火山の山頂部が 
海面に顔を出した島 

五万分一地形図 
明治44年測図  
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1973年の新島出現後の西之島 

空中写真（1978.11.9撮影） 

新島出現 
から５年後の 
西之島 

旧島部分 



1991年の西之島 

１/25,000地形図「西之島」（1991年修正） 

さらに13年後の西之島 



西之島新島の誕生 

2013年11月20日に西之島の南東約500m海上において新島
の形成が確認された。 

撮影：海上保安庁 
（2013.11.21） 



くにかぜによる空中写真の撮影 

機体：セスナ208B 
（グランドキャラバン） 
巡航速度：250km/h 
航続時間：4.5時間 
搭乗可能人員：６名      

【くにかぜⅢに搭載可能な機器】 
 測量用カメラ（UltraCamX）  
 航空レーザスキャナ（ALS70） 
 航空機ＳＡＲ（Xバンド） 
 映像伝送装置 など 

くにかぜⅢ（2010年～） 



くにかぜで西之島の撮影を計画・・・ 

⦿調布飛行場 

約660km 

西之島 

⦿八丈島飛行場 

くにかぜⅢの 
航続距離は 
約1200km 

無理・・・ 



くにかぜによる西之島の撮影 

八丈島 

西之島 

硫黄島 

調布飛行場 

八丈島から約930kmの 
硫黄島まで進出することで 
撮影可能に 



くにかぜによる西之島の撮影 

八丈島⇒硫黄島移動時に撮影を試みる 
※西之島は曇りのため撮影できず 

硫黄島から西之島の撮影  

 この間、硫黄島から小笠原諸島各島の撮影を実施  

硫黄島⇒八丈島移動時に西之島を撮影 

2013年12月3日 

12月4日 

12月17日 

八丈島⇒硫黄島移動時に西之島を撮影  2014年2月16日 
 この間、硫黄島から12月に撮影できなかった小笠原諸島各島の撮影を実施  

硫黄島⇒八丈島移動時に撮影を試みる 
※噴煙の影響で島の一部が撮影できず 2014年2月25日 

合計３回の撮影に成功した 



くにかぜによる西之島の撮影 

【撮影諸元】 
撮影 
年月日 

2013.12.4 2013.12.17 2014.2.16 

数値写真 
レベル 5000 10000 5000 6000 

コース数 2 1 1 1 

写真枚数 20枚 5枚 10枚 11枚 



空中写真撮影の課題 

2013.12.4撮影 

噴煙が断続的に噴出しているため、 
垂直の写真を撮影するタイミングが難しい 



空中写真撮影の課題 

2014.2.25撮影 

2月25日は噴煙が雲状に広がってしまっていたため、 
島の一部しか撮影できず。 



無人航空機（UAV）による西之島の撮影 

130km 

小笠原村父島をベースに 
民間委託により撮影 

地理空間情報の効率的な 
取得方法を探求する目的 
で実施したもの 

必要な精度を得るためのノウハウ
や課題を抽出し、UAVの活用可能
性を確認 

2014年3月22日に撮影を実施 



無人航空機（UAV）による西之島の撮影 

ＵＡＶの諸元 
全長2.2ｍ 全幅2.8ｍ 
86ccガソリンエンジン×１基搭載 
巡航速度 約120km/h 
航続距離約500ｋｍ 

撮影に使用したＵＡＶ 
使用したカメラ 
Canon EOS 5D MarkⅡ 



無人航空機（UAV）による西之島の撮影 

・ＵＡＶは、ＧＮＳＳにより機体位置情報を取得しつつ 
 事前に設定したコース上を自律飛行、離着陸も自動 
・搭載した一眼レフカメラを用いて、事前に設定した位置で 
 プログラミング撮影を実施 

父島 
西之島 



空中写真撮影の課題 

130km 

140km 

【デジタル空中写真撮影作業要領】 

＜第８条 運用基準＞ 
１ ＧＮＳＳ基準局は、撮影区域中央
との基線距離を原則50km以内とし、
撮影区域内で最も遠い撮影主点でも
距離70km を超えないものとする。 

近傍に電子基準点が無い 

撮影は、災害対応に準じて 
実施することとした 



空中写真撮影後の流れ 

①数値写真の作成及び外部標定要素の算出 
②DEM（50mメッシュ）を作成して簡易オルソ変換処
理 

③ＵＡＶ撮影の画像では、①②によらず、くにかぜに
よるオルソ画像を基準として利用 

①図化作業（等高線2mまたは5m・標高点） 
②等高線及び標高点を用いてDEM（2.5mメッシュ）
を作成 

オルソ画像及びDEMを用いて立体図を作成 
３Ｄプリンター用データも作成 

オルソ
画像 

DEM 

立体図 

空中写真撮影 



オルソ画像作成時に直面した課題 

新しい島は既存のDEMが無い 

新島の標高値を図化機で計測し
て50mメッシュのDEMを作成 

自動標高抽出によりDEMを作成 

12月4日、12月17日 2月16日 

海部及び噴煙部は手動により
平滑化等の処理 



オルソ画像作成時に直面した課題 

無人島のためジオイド高
が整備されていない 

外部標定要素の高さが 
楕円体高で与えられる 

図化用にモデルを組み、 
海岸線の高さ値を計測 

ジオイド高を推定して
高さ値を標高に補正 



2013年12月４日撮影 
西之島のオルソ画像 



2013年12月17日撮影 

西之島のオルソ画像 



2014年2月16日撮影 
西之島のオルソ画像 



西之島のオルソ画像 

2014年3月22日撮影 



西之島拡大の推移（12月4日～2月16日） 
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12月4日 12月17日 2月16日 

━ 12月17日 

━  2月16日 

・・・各撮影日の最高標高点 

断面図の
位置 

27m（12/4） 

39m（12/17） 66m（2/16） 

3時期の比較（断面図） 

DEMによる新島の体積の推移 
・12月4日 30万㎥ 
 （東京ドーム約0.25個分） 
・12月17日 80万㎥ 
 （東京ドーム約0.6個分） 
・2月16日 790万㎥ （全島） 
       （東京ドーム約6個分） 



西之島の地形判読（2013年12月4日） 



西之島の地形判読図（2013年12月17日） 



西之島の地形判読（2014年2月16日） 



西之島の地形判読（2014年3月22日） 



西之島の図化作業①（12月4日） 

デジタルステレオ図化機
による等高線の図化 

等高線：紫、赤、青色 
標高点：黄色 

※基準面は満潮時と推定される
海面の高さを0mとして計測。 

オーバーハングのため 
等高線が交差している 



西之島の図化作業②（12月17日） 

等高線：紫、赤、青色 
標高点：黄色 

図化範囲は、 
新島のみ 



西之島の図化作業③（2月16日） 



西之島の立体図① 

66m 

オルソ画像とDEM（2.5mメッシュ）を使用して３次元モデルを作成。 
作成したモデルは３次元計測（標高、面積、体積）が可能。  



西之島の立体図② 

３Ｄプリンターに利用できるデータの公開 

一般社団法人３Dデータを活用する会 
（STL形式） 

３Ｄプリンター出力による立体模型の例 

（株）きもと・北海道地図（株） 
（VRML形式） 



おわりに 

• 2014年中にくにかぜによる空中写真撮影を予定 
• UAVによる空中写真撮影も検討中 

• 火山活動が終息し次第実施 
• 電子地形図、国土基本情報等で刊行していく 

今後の撮影計画 

地図の更新は 



国土地理院の西之島関連ウェブページ 

http://www.gsi.go.jp/gyoumu/gyoumu41000.html 
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