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地質境界面に基づく 3 次元地質モデリングシステムの現状と課題
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Based on Geologic Boundary Surfaces
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Abstract : A three-dimensional (3D) geologic modeling system is useful for solving social problems related to geology.

In order to develop the 3D geologic modeling system that enables us to use and share various geological information
effectively, we need to understand the current trends and issues involved in the existing systems comprehensively. The

present paper reports the results of a comparative investigation on domestic and foreign 3D geologic modeling system

based on geologic boundary surface, focusing on the following four technical elements; (i) basic data for the estimation of

geologic boundary surfaces, (ii) estimation method of geologic boundary surfaces, (iii) determination method of geologic
distribution and (iv) visualization and storing method of the model. Further based on the investigation, several issues are
discussed toward the development of 3D geologic modeling system that realizes a higher-degree application of geologic

information. Finally it is concluded that we need to advance (i) diversification of input data and development of an
algorithm for effective use of available data, (ii) preparation of various estimation methods, simplification of calculation
parameters and recommendation of standard parameters, (iii) improvement of logical procedure to define geologic

distribution and (iv) release of data format and standardization of data format useful to understand and replicate the
modeling processes.
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1．はじめに
情報技術が飛躍的に進歩する昨今，時空間情報を扱うさ

3 次元地質モデルは，3 次元空間における地質の分布と
その関係を表すモデルである．紙媒体の地質図と同様に，

まざまな分野の情報処理環境は大きく変化している．地質

モデルは野外調査等から得た地下の時空間情報を表現す

学分野では，地質情報はディジタルデータとして整備・公

る．地質情報が地質図のように 2 次元媒体で提供される場

開され，地質図やボーリング柱状図などがインターネット

合，地質学と深く関わりをもたない人が，そこに表現され

を通じて検索・閲覧・利用できるようになりつつある（大

ている地下の時空間情報を正確に読み取ることは難しい．

井，2010；木村ほか，2010；西岡・眞坂，2010 など）．地

地質情報が 3 次元地質モデルのような形で提供される場

質情報の高度利用を目指した情報処理システムの開発も活

合，立体的に地質構造を捉えることができる．その結果，

発である．とくに，野外調査で得られた地質情報から 3 次

誰でも比較的容易に地下の時空間情報を読み取ることがで

元地質モデルを構築するシステム（ 3 次元地質モデリング

きる．このことは地質情報の円滑な共有につながり，災害

システム）の開発が，国内外を問わず盛んに行われている

予測・環境保全・資源開発などの課題解決に役立つ．

（米澤ほか，2004；McInerney et al.，2005；豊田・西開地，

地下浅部の地質構造の解明，とくに地層分布・岩相分布・

2005；Mathers and Kessler，2008；伊藤忠テクノソリューショ

地史などの解明を目的とする 3 次元地質モデリングシステム

ンズ株式会社，2009 など）．

の多くは，地質境界面に基づいてモデルを構築する．しかし，
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モデリングに用いられるアルゴリズムは一様ではない．利用

タの整理，②層序・構造の確立，③地質境界の推定，④地

可能な地質情報や表現可能な地質構造はシステムごとに大き

質分布の決定，および，⑤モデルの可視化・検証，という

く異なる．システム間におけるモデルの互換性も低く，構

5 つの処理を行う．以下に，各段階で行う具体的な処理を

築したモデルを他のシステムで利用することは難しい．

説明する．第 1 図には，地質境界面に基づく 3 次元地質モ

地質に関連する諸課題を解決するためには，地質情報を
効果的に利用・共有できる 3 次元地質モデリングシステム

デリングの流れの概念図を示す．
①データの整理

を開発する必要がある．このためには，既存の 3 次元地質

野外調査で観察したデータの空間情報，属性情報，関係

モデリングシステムに見られるモデリング技術や課題を包

情報などを整理する．空間情報は，緯度・経度・標高など

括的に把握し，整理する必要がある．本研究では，モデリ

そのデータがどこで観察されたのかを示す情報である．地

ング技術の動向調査の第 1 段階として，国内外で開発され

質学特有の走向・傾斜データ（以降，傾斜データと呼ぶ）

ている地質境界面に基づく 3 次元地質モデリングシステム

も空間情報のひとつである．属性情報は，観察された岩石

を比較調査した．調査対象は，次の 5 つのシステムである．

や地層の性質・特徴などを示す情報である．たとえば，ボー

(b) GEORAMA（伊藤忠テクノソリューションズ株式会社，2009）
，

情報である．関係情報は「礫岩層が砂岩層を不整合で覆う」

(a) 大阪市大による Web-GIS システム（Masumoto et al.，2010）
，

(c) Make Jiban（五大開発株式会社，2010），

(d) 3D GeoModeller（McInerney et al.，2005），
(e) GSI3D（Mathers and Kessler，2008）
．

なお，Masumoto et al.（2010）による 3 次元地質モデリン
グシステムには特定の名称が与えられていないため，以下
ではこのシステムを "OCU GeoModeller" と呼ぶ．

リングデータにおける岩種区分や N 値などの情報は属性
などのように，岩石や地層間の上下関係・接触関係などを
示す情報である．
②層序・構造の確立
整理したデータを利用して断面図の作成，岩相の対比，
地質体の形成順序の推論などを行い，モデリング範囲にお
ける地質の層序・構造を確立する．
③地質境界面の推定

2．地質境界面に基づく 3 次元地質モデリング

適当な曲面推定法を用いて地質境界面の形状を決定する．

3 次元地質モデリングの具体的な方法は，モデリングの

野外調査で得る地質情報は多種多様であるが，全てのデー

対象や目的によってさまざまである．一般に，地質境界面

タを面の推定に利用できる訳ではない．推定の際には，層序・

に基づく 3 次元地質モデリングでは，大きく分けて，①デー

構造の情報やモデル作成者の経験などを活かして，野外調

第1図

3 次元地質モデリングの流れ．右下の地質分布図では，境界面直下の地質を面上に表示している．

地質境界面に基づく 3 次元地質モデリングシステムの現状と課題

査データを推定法に適した形に変換する．また，
推定法によっ

次の 4 つの要素に注目し，各システムを精査した．

ては多様な入力パラメータを必要とするものがある．この場

(m) 境界面を推定するための基礎データ，

合，データの精度やモデルの利用目的に合わせて入力するパ

(n) 境界面の推定方法，

ラメータの値を変化させながら面の形状を決定する．

(o) 地質分布の決定方法，

④地質分布の決定

(p) モデルの可視化・保存方法．

層序・構造の情報と地質境界面をもとに，モデリング範
囲における 3 次元の地質分布を決定する．たとえば，第 1

3.2
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各システムによるモデリングの概要と比較結果

4 つのモデリング要素を中心として，各システムによる

図の右下図に示した例は，境界面をその直下に分布する地

3 次元地質モデリングの概要を述べる．第 1 表には，3 次

質体に対応させて色分けしたものである．

元地質モデリングシステムの比較結果をまとめて示す．

⑤モデルの可視化・検証
3 次元地質モデルを可視化し，モデルのもととなった地

(a)OCU GeoModeller（Masumoto et al.，2010）

OCU GeoModeller は FOSS（Free and Open Source

質情報と整合性があるかどうかを検証する．地質境界面が

Software）を利用した Web-GIS ベースの 3 次元地質モデリ

指定した位置を通っていない，層序に矛盾が生じる，想定

ングシステムである．PostGIS による空間データベースに

している地質構造を表現できていないなど，構築したモデ

登録したボーリングデータを利用してモデルを構築する．

ルが妥当でないと判断した場合は，①〜④のいずれかの段

境界面推定のための基礎データは，岩相対比から得られ

階に戻り，該当箇所について再検討する．すべての条件を

る標高データである．補助的なデータとして傾斜データも

満たすモデルが得られた後にモデリングを終了する．

利用できる．岩相対比では，Web ブラウザ上に表示した

3．3 次元地質モデリングシステムの比較

の層序区分や構造を確立しながら，ボーリングデータ 1 本

3.1

1 本について，どの部分がどの層序単元に対応するのかを

注目したモデリング要素

モデリングの 5 段階の処理を行う上で非常に重要となる

第2図

柱状図の土質・岩種情報と N 値情報をもとに，対象範囲

指定する（第 2 図 (a)）．ボーリングデータにはしばしば「岩

OCU GeoModeller の概要．(a) 岩相対比の作業例，(b) 境界面推定パラメータの入力例，(c) 傾斜不整合を含む地質構造，(d)(c) の
地質構造に対する " 地質構造の論理モデル "，および，(e) 3 次元地質モデルの表示例．(c) において，b1，b2 および b3 は地質体，
S1 と S2 は地質境界面，S3 は地表面を表す．αは空気などが存在する地質構造よりも上部の空間を表す．
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相の変化が複雑すぎる」，「掘削長が境界面の分布深度に達

ため，断面図間で整合性のとりながら地質境界線を描くこ

していない」などの理由から境界面の位置を特定できない

とができる．傾斜データは，平面図の図面を利用して作成

ものが存在する．このような場合，境界面に最も近い部分

する．標高データと同様に，データ点をマウス等を用いて

の標高情報に対して「面はここよりも上または下を通る」

クリックし，そこに傾斜値を与える．

という付加情報を与えることが可能である．
境界面の推定は最適化原理にもとづいて行う．面を双 3

次 B - スプライン関数で表現し，データを満足する面の中

境界面の推定は，OCU GeoModeller と同様に，最適化原

理にもとづいて行う．ただし，GEORAMA では，境界面
推定時に面を双 3 次 B - スプライン関数ではなく格子デー

から最も滑らかなものを求める．境界面推定パラメータを

タ（DEM : Digital Elevation Model）の形式で表現する．推

変化させることでデータの充足度と面の滑らかさのバラン

定パラメータを変化させることでデータの充足度と面の滑

スを調節する（第 2 図 (b)）
．

地質分布は，" 境界面の形状 " および " 地質構造の論理

モデル " から決定する．地質構造の論理モデルは，地質体

らかさのバランスを調節し，データを満足する面の中で最
も滑らかなものを求める（第 3 図 (b)）．

地質分布は，" 境界面の形状 " および " 境界テーブル "

と境界面の関係を表すモデルであり，地質体を形成したイ

から決定する．境界テーブルは，境界面の交差関係（面の

ベント（堆積，侵食，断層，地滑りなど）から機械的に導

プライオリティ）を表すテーブルであり，断面図などで地

地質構造を表現する " 地質構造の論理モデル " は第 2 図 (d)

示した地質構造を表現する " 境界テーブル " は第 3 図 (c)

出する．たとえば，第 2 図 (c) に示した傾斜不整合を含む
となる．

岩相対比から得た標高データは CSV 形式で保存する．

対比結果は自動的に PostGIS 内に保存される．地質境界面

は VRML 形式や Terramod2001（坂本ほか，2001）
，GRASS
GIS（Neteler and Mitasova，2008） な ど の ASCII GRID 形

式で保存する．地質構造の論理モデルは OCU GeoModeller
独自の ASCII 形式で保存する．3 次元地質モデルは VRML

質構造を視認しながら導出する．たとえば，第 2 図 (c) に

となる．境界テーブルにおいて，複数の境界面のプライオ
リティを等しくすることにより，レンズや過褶曲などの地
質構造も表現できる．
地質平面図・断面図の図面，3 次元地質モデルなど，モ

デリングで作成する全てのデータは DWG や DWF などの

CAD オブジェクト形式で保存する．DWF 形式のデータは，

無償ビューアで表示可能である
（第 3 図 (d)）
．CAD オブジェ

形式で保存する．境界面やモデルの可視化には Cortona3D

クト形式の他に，標高データや傾斜データは CSV 形式など

OCU GeoModeller に実装されている岩相対比システムに

形式，境界テーブルは GEORAMA 独自の ASCII 形式，3 次

などのプラグインが必要である（第 2 図 (e)）
．

ついては櫻井ほか（2008）を，境界面推定システムについ

ては野々垣ほか（2008）および Nonogaki et al.（2010）を，
地質構造の論理モデルについては塩野ほか（1998）を参照
されたい．

(b)GEORAMA（伊藤忠テクノソリューションズ株式会社，2009）
GEORAMA は AutoCAD Civil3D のアドオン 3 次元土木

地質 GIS である．CAD で作成した地質平面図・断面図の

の ASCII 形式，地質境界面は Terramod2001 の ASCII GRID

元地質モデルは KMZ 形式，CSV 形式などで保存できる．

境界テーブルについては山根・塩野（2007）を参照され
たい．

(c)Make Jiban（五大開発株式会社，2010）

Make Jiban は，ボーリングデータや地質断面図，地表地質

踏査データなどをもとにモデルを作成するシステムである．
境界面推定のための基礎データは，標高データと傾斜

図面，ボーリング柱状図などを利用してモデルを構築する．

データである．データの作成には，平面図・断面図画面

境界面推定のための基礎データは，標高データと傾斜

を用いる．平面図画面でデータを作成する場合は，地形の

データである．標高データは，CAD で作成した地形図・

DEM から作成した等高線図や紙媒体の地形図を画像化し

地質平面図・断面図などの図面を用いて作成する．地形図

たものなどを背景として，地質境界や傾斜情報の位置を

や地質平面図の図面を利用する場合は，図面を背景として，

マウス等でクリックし，標高値や傾斜値を入力する（第 4

地質境界の位置をマウス等を用いてクリックし，そこに標

図 (a)）．あらかじめデータの座標がわかっている場合は，

高値を与える．あらかじめ，地質境界点の座標がわかって

ファイルからデータを作成することもできる．断面図画面

いる場合は，ファイルから境界点の情報を入力し，標高デー

でデータを作成する場合は，GEORAMA と同様に，ボー

タを作成することもできる．断面図の図面を利用する場合

リング柱状図を背景に表示した状態で，マウス等を用いて

は，ボーリング柱状図を背景に表示した状態で，マウス等

地質境界線を描画する．既存の断面図画像を利用できる場

を用いて地質境界線を描画する（第 3 図 (a)）
．既存の断面

合は，断面測線に画像をアタッチし，マウス等を用いて

図画像を利用できる場合は，断面測線に画像をアタッチし，

画像中の地質境界線をトレースする．地質境界線を描い

マウス等を用いて画像中の地質境界線をトレースする．図

た（トレースした）際の節点が，地質境界の標高データと

面上で地質境界線を描いた（トレースした）際の節点が，

なる．地層の傾斜値がわかる場合は，平面図画面の場合

地質境界の標高データとなる．GEORAMA では，複数の

と同様の方法で傾斜値を与える．標高データには，OCU

断面図を同時に表示したパネルダイアグラムを作成できる

GeoModeller と同様に，
「面はここよりも上または下を通る」

地質境界面に基づく 3 次元地質モデリングシステムの現状と課題

135

第3図

GEORAMA 2009 の概要．(a) 地質平面図・断面図での作業例，(b) 境界面推定パラメータの入力例，(c) 第 2 図 (c) の地質構造に
対する " 境界テーブル "，および，(d) 3 次元地質モデルの表示例．

第4図

Make Jiban の概要．(a) 平面図画面での作業例，(b) 境界面推定パラメータの入力例，(c) 第 2 図 (c) の地質構造に対する地質分布
の指定例，および，(d) 断面図および 3 次元地質モデルの表示例．
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という情報を与えることが可能である．また，利用・作成

面図を画像化したもの背景として，地質境界線をトレース

したデータを常に 3 次元で確認できるため，パネルダイア

することでデータを作成することもできる．地質境界線を

グラムなどを利用してデータの整合性のとりながらモデリ

トレースした際の節点が，地質境界の標高データとなる．

ングを進められる．

傾斜データに関しては，地層が逆転しているか否かの情報

境界面の推定は，スプライン関数による手法または

も与える．断面図画面を利用してデータを作成する場合

Delaunay 分割による手法を用いる．スプラ イン関数によ

は，ボーリング柱状図を背景に表示した状態で，マウス等

る手法は野々垣ほか（2008）による手法である．したがっ

を用いて地質境界線を描画する．既存の断面図画像を利用

て，面の推定では，OCU GeoModeller と同様に，境界面推

定パラメータを変化させることでデータの充足度と面の滑
らかさのバランスを調節する（第 4 図 (b)）
．Delaunay 分割

できる場合は，断面測線に断面図画像をアタッチし，マウ
ス等を用いて画像中の地質境界線をトレースする．平面図
画面の場合と同様に，描いた（トレースした）線の節点が

による手法では，データ点を母点とした三角形網を作成す

地質境界の標高データとなる．地層の傾斜値がわかる場合

る．面の表現能力はデータ点の密度に依存するため，デー

は，傾斜データの位置をマウス等でクリックし，傾斜値を

タ点が少ないところでは粗い形状の面が得られ，多いとこ

与える．上記の 2 種類のデータの補助データとして，褶曲

ろでは細かい形状の面が得られる．

構造をモデリングする場合には，褶曲軸面データやヒンジ

地質分布は，" 境界面の形状 " および " 境界面と地質体

との上下関係 " から決定する．境界面と地質体との上下関

線データを利用できる．また，モデルの検証などで行う逆
解析には，重力データや地磁気データなどを利用できる．

係は，断面図画面で，どの部分がどの地質体であるかを境

境界面の推定には，データの空間的相関にもとづいて面

界面によって区切られた小領域ごとに定義することで与え

の形状を決定する手法，いわゆるクリッギングを用いる．

る．たとえば，第 2 図 (c) に示した地質構造を表現する "

境界面と地質体との上下関係 " は第 4 図 (c) となる．Make

Jiban では，境界面と地質体との上下関係に加えて，境界
面間の上下関係を調節できるため，GEORAMA と同様に
レンズや過褶曲など鉛直方向に面が多価になるような地質

推定では，鉛直方向と水平方向の推定範囲，レンジ値など
を指定する．断層面の推定では，指定した点からどこまで
断層が影響を与えるかなどの情報を加えることもできる

（第 5 図 (b)）．

地質分布は，" 境界面の形状 " と "Stratigraphic Pile" か

構造も表現できる．

ら決定する．Stratigraphic Pile は，地質体（群）間の境界

自の SRK 形式で保存する．SRK 形式のデータは，Make

Formation と呼び，1 つ以上の地質体から構成される地質

標高データは CSV 形式，地質断面図は DXF 形式，地質境

もとづいて「Erode」，「Onlap」および「Any」のいずれか

の ASCII GRID 形式，地質体は境界面と同じ ASCII TIN 形

整合関係，
「Any」はそれら以外の関係に用いる．たとえば，

モ デ リ ン グ で 作 成 す る 全 て の デ ー タ は Make Jiban 独

Jiban または無償ビューアで表示可能である（第 4 図 (d)）．

界面は Make Jiban 独自の ASCII TIN 形式や Terramod2001

式で保存できる．AVI 形式のアニメーション作製も可能で

属性を示す表である．Stratigraphic Pile では，各地質体を

体群を "Series" と呼ぶ．Series 間に対し，その接触関係に

の境界属性を与える．「Erode」は不整合関係，「Onlap」は

第 2 図 (c) に示した地質構造を表現する "Stratigraphic Pile"

ある．傾斜データ，地質境界面と地質体との上下関係，境

は 第 5 図 (c) と な る． な お， 境 界 面 の 推 定 で は，1 つ の

は保存できない．

に対し少なくとも 1 つの傾斜データが必要である．

界面間の上下関係，3 次元地質モデルは SRK 形式以外で
Make Jiban における境界面の上下関係の取り扱いについ

ては大熊ほか（2008）を参照されたい．

Formation に対し少なくとも 1 つの標高データが，Series
標高データ・傾斜データなど平面図画面・断面図画

面で作成したデータは BRGM 独自の ASCII 形式または

(d) 3D GeoModeller（McInerney et al.，2005）

MapInfo MIF/MID 形 式 で 保 存 す る． ボ ー リ ン グ デ ー タ

Géologiques et Minièrales）で 開 発 さ れ， 現 在 で は Intrepid

CSV 形 式 で 保 存 す る． 地 質 体 は BRGM 独 自 の XML 形

3D GeoModeller は，フランスの BRGM（Bureau de Recherches

Geophisics 社から提供されているモデリングシステムであ

は GeoSciML 形 式 で も 保 存 で き る．Stratigraphic Pile は

式，GoCAD 対 応 の TIN 形 式，Open CASCADE IGES 形

る．地質平面図・地質断面図の画面において，地質境界の

式，DXF 形式などの ASCII 形式で保存する．3 次元地質

情報を追加・編集しながらモデルを構築する．

モデルおよびモデリング過程で作成したデータは，独自の

境界面推定のための基礎データは，主に標高データと傾
斜データである．データの作成には，平面図・断面図画面
を利用する．平面図画面を利用してデータを作成する場
合は，地質境界や傾斜情報の位置をマウス等でクリック

し，標高値や傾斜値を入力する（第 5 図 (a)）
．標高データ

に関しては，標高値をあらかじめ設定した DTM（Digital

Terrain Model）から読み取ることもできる．また，地質平

XML 形式または VRML を埋め込んだ HTML 形式で保存
する．したがって，モデルの保存後は 3D GeoModeller を

利用しなくても，モデルの確認を行える（第 5 図 (d)）．

3D GeoModeller に 用 い ら れ て い る 境 界 面 や 断 層 面 の

推 定 法 に つ い て は，Lajaunie et al.（1997） や Chilès et

al.（2004）などを参照されたい．
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第5図

3D GeoModeller の概要．(a) 地質平面図画面・断面図画面での作業例，(b) 境界面推定パラメータの入力例，(c) 第 2 図 (c) の地
質構造に対する "Stratigraphic Pile"，および，(d) 3 次元地質モデルの表示例．

第6図

GSI3D の概要．(a) 平面図画面での作業例，(b) 断面図画面での作業例，(c) 第 2 図 (c) の地質構造に対する "Envelope" の指定例，
および，(d) 3 次元地質モデルの表示例．(c) において，各地質体の下面の分布域（太線）が Envelope を表す．したがって，平
面図中の点線は地質体 b2 の Envelope である．平面図中央の東西線は断面図の測線を示す．
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(e)GSI3D（Mathers and Kessler，2008）

GSI3D は，BGS（British Geological Survey）が試用・提

進

4． システムの共通点・相違点およびモデリング
の課題

供する 3 次元地質モデリングシステムである．既存の地質

今回調査対象としたシステム間に見られる共通点・相違

平面図とボーリングデータをもとに，平面図・断面図画面

点を，注目したモデリング要素ごとにまとめる．また，共

において地質境界を定めながらモデルを構築する．

通点・相違点をもとに検討した 3 次元地質モデリングシス

境界面推定のための基礎データは，標高データのみであ
る．マウス等を用いて平面図画面で断面測線を引き，断面
図画面でボーリング柱状図を参考にしながら地質境界線を

描画する（第 6 図 (a），(b)）
．地質境界線を描いた際の節点が，
地質境界の標高データとなる．GSI3D には，断面図の交
差部における地質境界線のずれをチェックする機能がある

テム全般に関する課題について述べる．
( i ) 境界面を推定するための基礎データ

ほとんどのシステムにおいて，境界面推定の基礎データ
には，標高データと傾斜データの 2 種類を用いる．標高デー
タには，「面はここよりも上または下を通る」というよ

うな空間情報を付加する場合がある（OCU GeoModeller，

ため，断面図間で整合性をとりながら地質境界線を描ける．

Make Jiban）．また，上記 2 種類のデータの補助データと

ただし，境界線を描く際，既存の地質断面図などの画像は

して，ヒンジ線データや褶曲軸面データなどを利用する場

背景として利用できない．

合もある（3D GeoModeller）．基礎データの作成では，平

境界面の推定は，Delaunay 分割による手法で行う．標

面図や断面図を利用する場合が多い．平面図ではマウス等

高データの位置を母点とした三角形網を作成する．Make

を用いてデータ点をクリックし，そこに標高値や傾斜値を

Jiban の場合と同様に，面の表現能力はデータ点の密度に
依存するため，データ点が少ないところでは粗い形状の

面が得られ，多いところでは細かい形状の面が得られる．
GSI3D には，境界線の節点間を補間して節点数を増加さ

与える．断面図ではボーリング柱状図などを表示した状態
で，マウス等を用いて地質境界線を描画する．既存の断面
図画像が利用できる場合は，断面図中の地質境界線をト
レースする．

せる機能がある．ある程度滑らかな面を推定するには，補

データの種類という面では，野外調査で得られる地質情

間により節点数を増加させるか，断面図を多数作成する必

報の多様性に比べ，基礎データとして入力できる地質情報

要がある．

の種類は極めて少ない．データの作成方法という面では，

地 質 分 布 は "Envelope" に よ り 決 定 す る．Envelope は，

野外調査等で得られるボーリング柱状図や，それらに地質

地質体の水平方向・鉛直方向の分布域を表すものであり，

的解釈を加えた地質平面図・断面図などの既存データを背

具体的には，標高データの作成時に平面図画面・断面図画

景として，新たに境界面推定用の数値データを作成するシ

面で描画した地質境界線のことを指す．Envelope を定める

ステムが多い．しかし，地質平面図・断面図の境界線は，

際は，構造的上位の地質体から順に地質体下面の分布域（地

人間が手書きで推定して描いたものであり，それらを利用

質境界線）を描き定める．たとえば，第 2 図 (c) に示した

地質構造を表現する "Envelope" は第 6 図 (c) となる．平面図・
断面図ともに薄灰色の太線が地質体 b1 の Envelope，灰色
の太線（点線を含む）が地質体 b2 の Envelope，黒色の太

線が地質体 b3 の Envelope を表す．また，平面図の中央の
ある横向きの黒線は断面図の測線を表す．

地質境界線の節点の位置情報は GSI3D 独自の ASCII 形

式 で 保 存する．地質 境 界面 は GoCAD 対 応 の TIN 形式，

ESRI ASCII GRID 形式などで保存する．境界面の等高線は，
ESRI Shape 形式のライン属性でも保存できる．地質平面

図で指定した Envelope は ESRI Shape 形式のポリゴン属性

で，地質断面図における Envelope は同形式のライン属性
で保存する．各地質体および 3 次元地質モデルは，GSI3D

独自の XML 形式（GXML 形式）で保存する．保存したモ

デルは GSI3D のほか，Subsurface Viewer（Terrington et al.，
2009）などのビューアで表示できる（第 6 図 (d)）
．モデル

を利用したアニメーション（MOV 形式）も作成可能である．

して作成した数値データの精度や信頼性は低い．また，こ
の方法で得られる数値データには，既存データのもつ測定
誤差に加えて，システムの操作ミスなどによる人為的誤差
や，画像の分解能とシステム画面の表示解像度との不一致
に起因する誤差など，さまざまなの誤差が含まれる．モデ
リング精度の向上には，入力データの多様化と既存データ
を効果的に利用するアルゴリズムの開発が必要である．
( ii ) 境界面の推定方法

推定に用いるアルゴリズムという面では，今回調べたシ
ステムだけでも最適化原理，Delaunay 分割，クリッギング
とさまざまであり，システム間に共通性はあまり見られない．
一方，推定方法の種類という面では，どのシステムにおい
ても提供する推定方法は 1 種類または 2 種類に限られる．
3 次元地質モデリングで必要となる境界面の推定方法
は，基礎データの精度や分布密度，モデルの利用目的など
に応じて大きく変化する．このため，提供される推定方法
が 1 種類や 2 種類に限られる場合，想定している境界面の
形状を得られないという事態にしばしば直面する．多様な
基礎データおよびモデルの利用目的に対応するためには，
特定の推定方法だけでなく，複数の推定方法の提供を検討
すべきである．ただし，推定には非常に複雑な入力パラ

第 1 表 3 次元地質モデリングシステムの比較結果．
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メータが必要となることが多い．また，入力パラメータの

ズムや推定パラメータなどの情報が含まれていない．モデ

規準が与えられない場合がほとんどである．このため，モ

ルの活用・共有の促進には，モデリング過程を理解・再現

デル作成者が推定方法の意味や性質を正確に理解し，目的

できるデータ形式の標準化が必要である．

にあった境界面を得るまでには膨大な時間と労力が必要と
なる．モデル作成者の推定作業を支援するためには，入力
パラメータの単純化や規準の設定なども必要である．
(iii) 地質分布の決定方法

地質分布の決定方法は大きく 2 つに分類できる．1 つは

GEORAMA，Make Jiban，GSI3D などのように，知識や経

( v ) その他

システム間に共通する特徴として，" 操作方法の複雑さ "

が挙げられる．初心者では，アルゴリズムを理解していて
も簡単にはモデリングできない．単純な地質構造をモデリ
ングする場合でも相当な時間と労力が必要となる．システ
ムマニュアルに関しても，データ形式や操作方法が詳しく

験にもとづいて，主観的立場から地質体間・地質境界面間

書かれているとは言えず，説明不足な場合が多い．モデル

の関係を指定することで地質分布を決定する方法である．

作成者の負担を軽減するためには，システムの操作性の向

この方法は，地質分布がある程度理解できている場合に有

上とマニュアルの充実が必要である．また，コストという

効であり，レンズや過褶曲などの複雑な地質構造のモデリ

面で見ると，販売していない OCU GeoModeller を除いて，

ングを容易にする．しかし，地質分布を決定した根拠や過

どのシステムも導入費が非常に高い．3 次元地質モデリン

程を保存することが難しく，モデリングの再現性は低い．

グシステムの普及および地質情報の活用・共有を促進する

同じ基礎データや地質境界面が与えられたとしても，常に

には，低コスト化が必要である．

同じ結果を得られるとは限らない．また，得られる地質モ
デルは，現在の地層の状況にのみ焦点をあてた地史などを
考慮していないものとなる．

5．おわりに
国内外における地質境界面に基づく 3 次元地質モデリン

もう 1 つの方法は，OCU GeoModeller や 3D GeoModeller

グシステムを比較調査した．また，調査結果をもとに，地

のように，構造発達史にもとづいて，客観的立場から地質

質情報を効果的に利用・共有できる 3 次元地質モデリング

体間・地質境界面間の関係を導くことで地質分布を決定す

システムの開発に向けた課題を検討した．地質情報の高度

る方法である．この方法では，構造発達史を決めれば自動

利用を可能とするシステムには，次のことが必要である．

的に地質分布が決まるため，同じ基礎データや境界面が与

・入力なデータの多様化，既存データを効果的に利用する

えられた場合は常に同じ結果を得られる．システム特有の
複雑な操作を習得する必要がないため，モデル作成者は地
質学以外の知識を要求されない．また，得られる地質モデ
ルは地層の変遷を辿ることのできるものとなる．ただし，
現時点では複雑な地質構造に対応しているとは言い難く，
レンズや過褶曲に対する論理的展開は確立していない．
複雑な地質構造の表現と高い再現性の確保を可能とし，
かつ，地層の変遷を辿ることのできる 3 次元地質モデリン
グは，地質情報の活用・共有には大きく貢献する．このた
めには，後者の方法を発展させる必要がある．
(iv) モデルの可視化・保存方法

アルゴリズムの開発（境界面推定の基礎データ）．
・多様な推定方法の提供，入力パラメータの単純化および
規準の設定（境界面の推定方法）．
・論理的展開にもとづく地質分布の決定方法の発展（地質
分布の決定方法）．
・データ形式の公開，モデリング過程を理解・再現できる
データ形式の標準化（モデルの可視化・保存方法）．
・システムの操作性の向上，マニュアルの充実，低コスト
化（システム運用）．
本総説では，境界面に基づく 3 次元地質モデリングシス
テムの一部を対象とした．この他にも，ボクセルに基づく

どのシステムにおいても，モデリングデータの主な保存

システムをはじめ，多様な利用目的のもとで開発されたシ

形式は独自のものとなっている．システム間におけるこれ

ステムについても検討する必要がある．今後，より多くの

らの互換性は低い．モデルの可視化には専用ビューアが必

地質情報を効果的に利用・共有できる 3 次元地質モデリン

要となる場合がほとんどである．

グシステムを開発するためには，ここで述べた課題を解決

その他の保存形式に着目すると，基礎データや境界面な

していく必要がある．

どのモデリング要素に関しては，テキストエディタなどで
編集可能な ASCII 形式のものが多い．しかし，ほとんど
の場合，データ形式の詳細が明らかでない．システム間で
データの相互運用を行うためには，データ形式を公開する
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野々垣

要

進

旨
地質境界面に基づく 3 次元地質モデリングシステムの現状と課題
：野々垣

進

3 次元地質モデリングシステムは，地質学に関連する社会問題の解決に役立つ．地質情報の効果的な利用・共有を
可能とする 3 次元地質モデリングシステムを開発するためには，既存のシステムの現状と課題を包括的に把握する
必要がある．本稿では，国内外における地質境界面に基づく 3 次元地質モデリングシステムについて行った比較調

査の結果を報告する．比較調査では，次の 4 つのモデリング要素に注目した；(i) 境界面を推定するための基礎データ，

(ii) 境界面の推定方法，(iii) 地質分布の決定方法，(iv) モデルの可視化・保存方法．本稿ではさらに，調査結果に基
づいて，地質情報の高度利用を可能とする 3 次元地質モデリングシステムの開発に向けた課題を検討し，(i) 入力可
能なデータの多様化・既存データを効果的に利用するアルゴリズムの開発，(ii) 複数の推定方法の提供・推定パラメー

タの単純化および規準値の設定，(iii) 論理的展開による地質分布の決定方法の改良，および，(iv) データ形式の公開・
モデリング過程を理解・再現できるデータ形式の標準化を推進することが必要であるという結論に達する．
キーワード：地質情報，3 次元地質モデリング，地質境界面，地質分布

