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─1.─熊本地震の概要
最大震度 7を二度観測した熊本地震。4月

14日夜の前震（M6.5）から28時間後の16日未
明にM7.3の本震が発生した。いずれも，政府
が，全国 98の主要活断層の一つとして危険性
を指摘してきた「布

ふ た

田川
がわ

・日
ひ な ぐ

奈久断層」によっ
て引き起こされた「活断層地震」である。震源
は地下 10㎞と浅く，地下で割れ始めた断層が
地表に達し，およそ35㎞にわたって「地震断
層」が現れた。被害地域は断層に沿うように帯
状に連なっていた。地震直後から大学や行政・
研究機関（例えば国土地理院 3），産業技術総
合研究所 4））などが現地に入り，断層の位置や
特徴と被害の関係を調査した。同時に地震の
前と後に撮影された航空写真や衛星画像の解
析が行われ，熊本地震を起こした断層と被害
の情報が蓄積されていった 5）。

─2.─8K映像から新たに断層や亀裂を発見
10月14日のNHKスペシャル『活断層の村の

苦闘～熊本地震・半年間の記録～』では，専
門家が8K映像を分析して新たに発見した地震
断層が示された 6）。

番組では，活断層によって家や農地，道路

─はじめに
2016年 8月 1日，スーパーハイビジョンの試

験放送が始まった。従来のハイビジョンの16
倍という超高精細映像は，放送だけでなく医
療分野でも注目されている1）。公共放送の使
命の一つである防災分野で活かすことは，8K
を開発したメディアとして重要な課題である。
NHKは同年4月の熊本地震の直後に，大きな
被害が生じた活断層に沿って8Kで空撮を行っ
た。その映像を改めて活断層の専門家に分析
してもらったところ，地震後の調査で未発見だっ
た地震断層や亀裂が複数見つかり，その成果
が10月14日のNHKスペシャル『活断層の村の
苦闘～熊本地震・半年間の記録～』で放送さ
れた。8Kによる災害分析を災害報道，番組制
作に活用した初の事例である。

本稿では，8K映像のどのような特徴が，今
回の発見に貢献したのか，リモートセンシング 2）

や地理空間情報，災害研究の側面から分析し， 
　8K防災活用の有効性と可能性を明らかにする。
そして，今後 8Kを防災・減災や災害報道に活
かしてゆくためには，「技術開発」とともに「技
術をどう使うのか」という放送文化的検討が必
要であることを述べる。
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や水道などのインフラを破壊された住民が「断
層の上に家や農地を再建できるのか，移転す
べきか」と苦悩する半年間の姿が描かれていた。
断層の位置と建物や地盤被害の関係が，番組
の重要な構成要素になった。

 

番組で示された益
まし

城
き

町
まち

中心部の地震断層は，
ハの字に並走していた（上の写真）。右側の長
い断層は，地震後の調査で確認されていたも
のだが，左側の断層は，専門家が 8K映像を
分析して初めて明らかになったものである。

住宅の9割以上が被害を受けた益城町では，
建物倒壊が帯状に連なる「震災の帯」が生じ

た。震災の帯は，地盤条件とともに，複数の
断層が地表に出現したことが影響して生じたと
予想されていたが，倒れた建物などがいたると
ころで地表を覆ったため，断層調査は困難を
伴った。8K空撮では，住宅の中庭や家と家の
間のわずかな地面に現れた長さ数十センチの
亀裂や地割れの連続性を追うことができた。
　南

みなみ

阿
あ そ

蘇村
むら

では，アパートの下に断層が走り
学生が犠牲になった。被害と断層の位置を詳
しく伝えた。

担当した占部稜ディレクターによると，この2
つのシーンは8K映像に断層の位置を示す線を
入れたもので，専門家による8K映像の分析結
果が初めて放送された事例である。

─3.─専門家による8K映像分析
番組チームは，地震断層の分析を，日本活断

層学会，熊本地震断層大学連合調査グループ 7）

の広島大学准教授の熊原康博氏に依頼した。
調査グループは，空中写真判読や現地調査

で，地表のずれや亀裂の連続性を記載し，地
滑りや液状化など他の要因で形成されたもので
ないかを検討した上で「地震断層」を認定して
きた。20人以上の研究者が5か月間，手分け
して調査した断層の位置情報は，3Dマップに
まとめられていた（図1）。

改めて，研究者に地震直後（4月19日から5
月21日）に空撮した約3時間の8K映像を分析

（NHKスペシャルより）

益城町中心部の地震断層（NHKスペシャルより）

南阿蘇村の地震断層（NHKスペシャルより）
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してもらった結果，新たに益城町と西
にしはらむら

原村で，
地震断層やその可能性がある亀裂や地割れを
多数発見することができたのだ。

一方，NHKから断層ではないかと提示され
た阿蘇市のビニールハウスの横ずれについては，
8K映像から断層による横ずれではなく，液状
化による側方流動であろうと判断した。

横ずれの亀裂が曲線的で，亀裂の中にはキ
ラキラ反射する水が見えた。地下水位が高い
ことを示している。水面の反射は動画映像だ
からわかった。1964年の新潟地震の際に，信

濃川の河口部にかかる万
ばんだいばし

代橋の付け根が液状
化による側方流動で横ずれしたのと同じメカニ
ズムと考えられた。

熊原氏は，8K空撮の感想を次のように述べた。
○国土地理院の空中写真ではわからなかった

数十センチの断層や亀裂など，細かい地形
や建物の被害状況がよくわかることに驚い
た。あぜ道に舞う数センチの「蝶」や，森の
中に続く「ずれ」もわかった。

○断層や亀裂は，風雨や復旧の過程で消えて
しまう。8K空撮映像は，災害分析に有効
な災害アーカイブ 8）である。

○災害発生後，早い段階で8K空撮を分析す
ることができれば，断層の発見や被害状況
の把握のスピードと精度を上げられる。今
後，調査・研究に利用したい。

─4.─空中写真よりも小さな「亀裂」や「蝶」まで
─────見える8K空撮映像の解像度とは

NHKスペシャルの制作過程で，8K映像が
災害分析にも有効であることが明らかになった。

「国土地理院の空中写真ではとらえられなかっ
た小さな亀裂や断層，蝶の舞う姿まで見える
8K空撮の解像度」は，どのくらいなのだろう
か。国土地理院の空中写真は，断層だけでな
く，土砂災害，水害，火山，津波など様 な々災
害の分析に広く使われている。「亀裂は，土砂

地震断層の分析を行う広島大学の熊原康博氏。85インチ
8K・HDRモニターでおよそ3時間の空撮映像を分析した。

線は地震後の調査で確認されていた地震断層。黒丸が8K
分析で新たに発見された地震断層の可能性がある亀裂。
その後の調査で地震断層と確認された（広島大学熊原康
博氏，後藤秀昭氏提供）。

阿蘇市内のビニールハウスの横ずれ。地震断層ではなく液
状化による側方流動で起きたものと判断した。

図 1　3Dマップ上に示した断層や亀裂
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災害や堤防決壊など，様 な々災害の芽」である。
そこで，筆者は，今回の8K空撮の解像度を空
中写真と比較することにした。今回の8K空撮
時の仕様，条件を示す。

ものが見えるためには，明るさや色，動きな
ど様 な々要素がかかわるが，デジタル航空カメ
ラで，地上のどれだけ細かいものを撮影できる
かを表すために「地上画素寸法」という指標が
ある。数値写真上に投影された1画素に対する
地上の寸法で，それより大きいものは「映る」
と考えることができる。国土地理院の空中写真

は，地上画素寸法が20㎝で場所によって10㎝

で撮影しているという。今回の8K空撮は「斜め
撮影」が主であるが，単純化するために垂直撮
影した場合で地上画素寸法を検討する9）。

垂直撮影の場合，地上画素寸法は以下の式
で求めることができる。
地上画素寸法 ＝（撮影高度／焦点距離）×カメラの1画

素あたりのサイズ

カメラ1画素あたりのサイズ＝センサーサイズ／画素数

今回の最低撮影高度は300～500mだったの
で，撮影高度をその中間の400mとすると，

・焦点距離（広角）25㎜の場合は60.8㎜
・焦点距離（望遠）300㎜の場合は5㎜
となる。

望遠側で8K 空撮の地上画素寸法は5㎜で
ある。空中写真の20～10㎝に比べて二桁細か
く，地上に舞う数センチの蝶は十分見える解像
度である。その際の画角（撮影範囲）は，
撮影範囲＝センサーサイズ×撮影高度／焦点距離

から，X方向（m）=38.9m，Y方向（m）=21.9m
で，学校の25mプールの敷地程度の範囲になっ
た（図2）。

垂直撮影の場合，撮影高度と撮影範囲（画
角）は比例するので，8Kと同じ解像度を得る
ためには，4Kでは撮影範囲が4分の1，2Kで
は16分の1と狭くなる。

従って，8K空撮の特性としては，「高解像度」
「広画角」「動画」そして「斜め撮影」という4
点を挙げることができる。

○ヘリコプター：中日本航空　高度限界：約4,875m
○防振装置：STAB-C　PAN 360°TILT 123° 
　ROLL +/- 50° 
○カメラ：アストロ　AH−4800

センサー2.5インチ型CMOS 3,300万画素60fps
センサーサイズ：29.184×16.419㎜
解像度水平：7,680×垂直：4,320

○レンズ：FUJINON　ZK12×25
4K対応ズーム　焦点距離　25～300㎜

○断層撮影時の最低高度：300～500m

高度
300m以上

8K 400m

4K 100m

2K 25m

2K
4K

8K

11m

20m

22m

40m

高度
150m以下

図 2　8K，4K，2Kの撮影高度と撮影範囲（画角）

航空法で，飛行高度はヘリコプターが300m以上，ドロー
ンが150ｍ以下とされている。
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─5.─8K─防災・減災活用の専門家検討会
これらの結果を受けて筆者は，リモートセン

シングや地理空間情報の専門家に今回の8K空
撮映像を見てもらい，8K映像には，防災分野
でどんな特性や活用方法があるのか，評価・
検討を依頼した。

協力いただいたのは，国土地理院地理地殻
活動研究センター長の宇根寛氏，同地理情報
解析研究室研究官の中埜貴元氏，NPO法人
クライシス・マッパーズ・ジャパン10）代表で青山
学院大学教授の古橋大地氏である。熊本地震
でも，航空写真や人工衛星画像解析（だいち2
号，干渉SAR），ドローン（UAV＝無人飛行機）
撮影を行って災害分析や災害対応にあたった
研究者である。

専門家による評価・検討により得られた特性・

活用法は以下のとおりである。
①「高解像度」「広い画角」
・空中写真を超える解像度とドローンより広い

画角（撮影範囲）を併せ持っている。空中
写真にもドローンにもない新たな視点である。

・人物が，一人ひとりはっきり見える。人命救助，
救援，遭難者の捜索に役立つ。ヘリコプター
から肉眼で見える範囲は限られる。映像を
収録して「大画面・多人数」で確認するのに
適する。

・地形を見て，その成り立ちから災害を推測す
る防災教育の授業が可能（2022年に必修化
される高校“地理総合”など）。

②「動画（映像）」
人や車の「動き」が把握できる。どこに人が

集まっているのか，車中泊・自主避難所の場
所も映像からわかる可能性がある。従来はカー
ナビやスマホのGPS情報や通報に頼っていた。

③「斜め撮影」
「斜め」撮影なので，高さ方向の情報もわか

る。崖崩れや1階が潰れているなど家屋の被
害状況，道路の通行状況，水道管の破裂など
が把握できた。地区ごとの倒壊率は，8K映像
から速報的に出せる可能性が高い。航空写真
は「垂直」撮影なのでステレオ実体視をしなけ
れば高さ方向の情報がわからない。
④「データ」活用

8K映像の画像データから，被災地の「3D
モデル」や「災害支援地図」を作ることが可能。

一方，課題として，次の指摘があった。
○プライバシー，特に災害時には犠牲者が映

る可能性がある。中継や放送の場合，あま
りにもリアルな映像は，被災者にはつらい
かもしれない。

○今回の断層の空撮は，カメラマンが何を撮
るかを理解して撮っていると感じた。見た
い場所や角度，サイズの映像があった。一
方，緊急的な災害状況の把握や分析を目的
にするのであれば，ズームやパーンを避けて，
画角を決めて対象地域を面的に撮影するこ
とが望ましい。画角が広いので，2方向で
往復できれば，かなりの情報が得られる。

○8K映像は，30分で2テラ程度とデータ量が
膨大で取り扱いが難しい。また，メディア



93JANUARY 2017

が撮影した映像をメタデータとともに，災
害対応や研究に使うことができるのか，ビッ
グデータを共同利用できる相互運用性を前
提とした仕組みが必要。

以上の検討から，8K映像の活用法，撮影
方法，活用の仕組み，倫理的課題などが浮か
び上がった。

筆者は今後，人命救助や捜索，各種災害（土
砂災害，火山，水害，津波，火災，交通事故
など）の専門家や防災機関，画像解析，ビッ
グデータ11），AIなどの専門家に呼びかけて，
8K防災活用を考えるハッカソンやワークショッ
プを開き，知見を共有したいと考えている。

NHKは，2017年度に中継機能を備えた4K
報道ヘリコプターを，2020年までに8K報道ヘ
リコプターを開発する計画である。

4K・8K時代の防災・減災報道の高度化には，
機材や技術開発とともに新しい技術をどう使う
のか，またプライバシーや放送倫理的視点 12）

を含めた検討も必要である。

─まとめ
上空 400ｍから数センチの亀裂まで見える

8K空撮の解像度は，地上画素寸法でミリメー
トル台となり，国土地理院の空中写真より二桁
高いことがわかった。「亀裂は様 な々災害の芽」
である。防災分野での8K活用が有効である。

8K空撮の特性として，「超高解像度」「広画
角」「動画」「斜め撮影」「大画面」「データ活用」

「地理空間情報」などが挙げられる。
メディアだけでは解析しきれない情報も含む

映像を，どのように防災・減災に活かしてゆく
のか。膨大なデータ，映像情報の処理には防
災分野に加えリモートセンシング，地理空間情

報，画像認識，AI，データサイエンスなどの専
門家や機関も加えて「どう使うのか」を検討する
必要がある。4K・8K時代の防災・減災報道の
高度化には，プライバシーや放送倫理的な視
点からの検討も不可欠である。

（やまぐち まさる）

注：
1） 例えば，永井良三（2014）「8K スーパーハイビジョ

ン 医療応用への期待」『NHK 技研 R&D』146．
4-15。総務省（2016）「8K 技術の応用による医
療のインテリジェント化に関する検討会 報告書」

2） 人工衛星や航空機などから地球表面を観測，分
析すること。

3） 国土地理院「平成 28 年熊本地震に関する情報」
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H27-kumamoto-
earthquake-index.html

4） 産業技術総合研究所地質調査総合センター「平
成 28 年（2016 年）熊本地 震及び 関連情報 」
https://www.gsj .jp/hazards/earthquake/
kumamoto2016/index.html

5） 日本学術会議，防災学術連携体は，多数の学
会が参加して，熊本地震 1 か月・3 か月報告会，
防災推進国民大会などの場で，熊本地震や防災
対策の知見の共有化を図っている。

6） 8K 空撮映像の分析部分は，占部稜ディレクター，
新延明チーフプロデューサー，浅野康治郎カメラ
マンが担当した。

7） 例えば，熊原康博，後藤秀昭，中田高，石黒聡士，
石村大輔，石山達也，岡田真介，楮原京子，柏
原真太郎，金田平太郎，杉戸信彦，鈴木康弘，
竹竝大士，田中圭，田中知季，堤浩之，遠田晋
次，廣内大助，松多信尚，箕田友和，森木ひかる，
吉田春香，渡辺満久（2016）「2016 年熊本地震
に伴う地表地震断層の分布とその特徴」，日本
地球惑星科学連合大会，緊急セッション：2016
年熊本地震および関連する地殻変動講演要旨

8） 山口勝（2016）「シンポジウム 東日本大震災か
ら 5 年“伝えて活かす”震災アーカイブのこれか
ら」『放送研究と調査』66-7.88-107

9） 地上画素寸法の計算は，国土地理院中埜貴元
博士に協力いただいた。

 10） http://crisismappers.jp/
 11） 例えば 阿部博史（2014）「『震災ビッグデータ』

から見えてきた東日本大震災の姿」『放送メディ
ア研究 』11．271-289。および NHK スペシャ
ル『震災ビッグデータ』http://www.nhk.or.jp/
datajournalism/about/

 12） 2016 年のマスコミ倫理懇談会全国協議会全国
大会の分科会「メディアは被災者にどう向き合う
か～熊本地震の現場から」では，「被災地取材
のメディアスクラム」とともに「報道ヘリ騒音に対
する批判」が取り上げられた。


