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１．はじめに 

国土の変遷を明らかにするには，「国土変遷アーカイブ」事業により整備されつつある複数時期の地

理情報を効率的に使う必要がある．本研究では，空中写真や地図など過去から現在にかけての時系列

的な地図情報を GIS 技術によって高度に処理し，時系列的な空間データの作成とその利活用手法を開

発することを目的としている．特に，地図情報の高度処理技術として迅速図等の地図情報の精度を明

らかにした上で現代の空間データと正確に重ね合わせる手法の開発を行い，空中写真の高度処理技術

として白黒空中写真のカラー化手法や精度の高い標定手法の開発などを行うこととしている． 

 

２．研究内容 

本年度は，以下の３項目について研究を行った． 

Ａ）米軍写真の外部標定手順の作成および地形データ精度評価 

米軍写真を高精度に標定するための手順を明らかにし，作成されたデータの精度を評価した．具

体的には，単コース標定と複数コース同時標定の精度の違い，タイポイント・パスポイント数によ

る標定精度の違いなどについて評価を行い，高精度標定のための基準を明らかにした．また，得ら

れた基準に基づいて，地形モデル・オルソ画像を作成し位置精度を評価した． 

Ｂ）旧版地図の幾何精度評価 

旧版地図を GIS データとして利用する際の位置精度について評価を行った．評価対象は，1/25,000

地形図（写真測量・平板測量），第一軍管地方二万分一迅速測図原図「以下，「迅速測図原図」とい

う．），1/3000 都市計画図とした．都市計画図については，GPS 測量による実測値と比較して位置精

度を評価した．それ以外の地図については，都市計画図との比較により位置精度を評価した． 

Ｃ）土地被覆（植生）の時系列変化の把握 

位置精度や分類項目の違う地理情報を組み合わせて東京都多摩丘陵の土地被覆（植生）の時系列

変化を把握した．明治初期のデータ源には，迅速測図原図を使用した．この地図はフランス式の彩

色が特徴で，また特徴的な植生や土地被覆については文字で記述されている．終戦直後のデータ源

には，米軍写真（昭和 22 年撮影：縮尺 1/10,000）を使用した．昭和後期のデータ源には，環境省

の自然環境 GIS データの 1/50,000 現存植生図「八王子」（調査年度：昭和 58～59 年）を使用した． 

 

３．得られた成果 

３．１ 米軍写真の外部標定手順の作成および地形データ精度評価 

本研究では，2005 年発行の 1/2,500 都市計画図（以下，「2005 年都計図」という．），2004 年撮影の

空中写真（以下，「2004 年空中写真」という．），1963 年撮影の空中写真（以下，「1963 年空中写真」

という．），1949 年撮影の米軍写真（以下，「1949 年米軍写真」という．）を用いた．米軍写真の標定に

用いる GCP の取得は，２通りの方法で行った．１つめの方法では，2005 年都計図上から GCP を取得し

た．２つめの方法では，まず 2005 年都計図で 2004 年空中写真を標定し，次にこの空中写真上で GCP



を取得して 1963 年空中写真を標定し，最後にこの空中写真上で米軍写真のための GCP を取得した．２

通りの GCP を用いて 1949 年米軍写真を標定した結果，後会残差・基準点残差に大きな違いはなく，ど

ちらの方法を用いても米軍写真の標定精度に問題ないこ

とが明らかになった． 

次に，GCP 数について評価した．GCP 数を６点（公共測

量の規定に準拠した場合），12 点，18 点，24 点と変化さ

せたが，後会残差・基準点残差に大きな違いはなかった．

しかし，検証点で評価した場合，GCP 数が６点の場合は

いくつかの検証点の位置ずれが大きかった．従って，米

軍写真の外部標定を行う場合，GCP を公共測量作業規程

に定められた数の最低２倍程度は取得する必要がある． 

次に，タイポイント数について評価した．単コース標

定を行い，タイポイントにおけるコース間残差を評価した結果，平均残差は水平方向で約５ｍ，標高

で約 0.3ｍとなった．また，タイポイント数を１点，２点，３点に設定し，複数コースバンドル調整

を行った場合，後会残差・基準点残差に大きな違いはなく，検証点による評価でも大きな違いは見ら

れなかった．このことから，タイポイントの有無は外部標定結果に大きな影響を与えるといえる．従

って，タイポイントを取得し，複数コースによるバンドル調整を行うことが望ましいと考えられる． 

次に，パスポイント数について評価した．パスポイント数を３×３，５×５，９×５と変化させた

結果，パスポイントの増加につれて後会残差は減少し，基準点残差は増大した．このため，外部標定

精度の観点からは，パスポイント数は３×３で充分であると考えられる． 

次に，標定済みの 2004 年空中写真と 1949 年米軍写真から地形モデルとオルソ画像を作成した．そ

して，経年変化がないと思われる地点で地物の位置座標を比較した結果，水平位置で約６ｍ，標高で

約１ｍのずれが見られた（図－１）．この地域には 1949 年米軍写真のための GCP がないが，GCP を追

加するとずれが小さくなることから，外部標定結果と実際の座標の差がずれの原因と考えられる．従

って，米軍写真から地形データを作成する際は，後会残差・基準点残差が収束するだけでは不十分で

あり，可能な限り GCP 数を取得することが望ましいと考えられる． 

最後に，2004 年空中写真と 1949 年米軍写真から作成した地形モデルの差分から，盛り土・切り土

による人工改変データを作成した（図－２）．これを見ると，造成宅地の改変状況が明確にわかるが，

無改変と考えられる丘陵部でも大きな標高変化が見られる．これは，樹木などの影響で正確な地形が

計測できないためだと考えられる．従って，人工改

変データ作成の際には，機械的に差分をとるだけで

なく，オルソ画像などを参考に無改変部をあらかじ

め除外するなどの作業が必要であるといえる． 

 

３．２ 旧版地図の幾何精度評価 

はじめに，1962年発行の 1/3,000都市計画図（1962

年都計図）の精度を評価した．まず，スキャンした

1962 年都計図（第２原図）の図郭４隅の画像座標と

測地座標を用いて，アフィン変換により幾何補正を

行った．12 図郭を幾何補正した際の基準点残差は，

平均 2.46 ピクセル，最大 4.86 ピクセルであった．次に，現在の都市計画図と比較して経年変化がな

いと考えられる基準点を抽出し，RTK-GPS により位置を計測した．計測した水平位置と図上の座標を

図－２ 作成された人工改変データ 

 

図－１ 図化した道路・建物の位置ずれ



比較した結果，水平位置誤差は 2.255ｍ（17 点）

であった．1962 年都計図の水平精度は現在の都市

計画図（17 点における水平誤差の平均値 0.891ｍ）

に比べてかなり劣っている．これは，当時の測量

技術や図化技術の限界によるものだと考えられる． 

次に，1921年測量（1954年修正測量）の 1/25,000

地形図「武蔵府中」（以下，「1954 年地形図」とい

う．），1966 年測量の 1/25,000 地形図「武蔵府中」

（以下，「1966 年地形図」という．）の幾何精度を

評価した．まず，図郭４隅の画像座標と測地座標

を用いて，アフィン変換により幾何補正を行った．

次に，1962 年都計図から取得した検証点で精度を

評価した．この結果，水平位置精度は 1966 年地形

図で 31.85ｍ，1954 年地形図で 6.81ｍとなった．また，1954 年地形図について，1962 年都計図から

取得した基準点（25 点）で幾何補正（アフィン変換）した結果，基準点残差は 15.84ｍとなった．従

って，平板測量で作成された地形図のゆがみは大きく，GIS データとして利用する際には配慮が必要

だといえる．しかし，この大きなゆがみが当該地形図固有であるか，他の地形図でも同様のゆがみが

あるかについてはさらなる検討が必要であると考えられる． 

次に，迅速測図原図の位置精度を評価した．迅速測

図原図については，平成 16 年度に 1966 年地形図を用

いた評価を行っており，アフィン変換が幾何補正に最

適で，位置精度は約 14ｍという結果を得ている．今回

は，1962 年都市計画図を用いたより精密な精度評価を

行った．この結果，20 点の基準点による幾何補正の際

の基準点残差は 10.41ｍであった．また，108 点の検証

点における残差の平均は 14.42ｍであった．従って，

迅速測図原図の幾何補正には 1/25,000 地形図を用い

れば充分であり，その位置精度は約 14ｍであるといえ

る． 

 

３．３ 土地被覆（植生）の時系列変化の把握 

各時期の分類項目を共通の大項目に再分類し，更に

細かい項目に中分類した（表－１）．現存植生図では二

次林のクヌギ－コナラ群集が大半を占めている．迅速

測図原図では樹種は部分的にしか明示されておらず雑

木が多いが，基本的にはクヌギ－コナラ群集であると

見なした．草地については，迅速測図原図ではその記

述が無く，米軍写真では伐採跡地が多く見られそれを

草地に分類した．現存植生図では，ススキ，ヨモギ，

オギなどが草地に分類される． 

 全体の土地被覆変化を図－３に，大分類での変遷を図－４に示す．明治初期には６割弱残っていた

森林が戦後には４割になり昭和後期には２割に減少している．終戦直後に全体の１割だった改変地が

表－１ 各時期の土地被覆・植生の区分 

大分類 中分類 迅速測図 米軍写真 現存植生図
森林 広葉樹 楢 広葉樹 シラカシ群集

雑木 クヌギ-コナラ群集
落葉広葉樹植林

針葉樹 松+楢 針葉樹 スギ・ヒノキ・サワラ植林
松

竹林 - 竹林 竹林
草地 草地 - 伐採跡地 アジマネザサ-ススキ群落

路傍雑草群落(ヨモギ)
人工草地
オギ群集など

耕作地 田 田 田 水田雑草群落
畑 畑 畑 畑地雑草群落

桑 落葉果樹園
改変地 市街地 住宅地 市街地 造成地

市街地
緑の多い住宅地
公園・墓地等
工場地帯

その他 その他 その他 河川 自然裸地
その他 開放水域

図－３ 対象地域の土地被覆変化．上段か

ら，迅速測図原図，米軍写真，現

存植生図を基に作成 



昭和後期には５割を超えている．改変地へ変わったものは森林からよりも耕作地からが多く，昭和後

期には森林が 20％残されているのに対し，耕作地は５％しか残されていない． 

次に，各地理情報の精度と特徴について考察を行った．迅速

測図原図は，街道沿いでは位置精度が良かったが，谷地では谷

地幅の半分以上の位置ズレが認められた箇所もあり，田から森

林に変化するといった考えにくい変化が大きな面積で抽出され

た．また森林植生の範囲については概ね正確であるが，楢や松

などの具体的な樹種の記述のある空間的範囲が明確でなく，正

確に GIS データ化することは困難である．しかし，楢と記述さ

れている地域は，当時から貴重で景観上も特徴のある植生であ

ったと推察される． 

 米軍写真については，オルソ化・土地被覆分類等に手間がか

かるが，位置精度も良く形態的に極めて細かい土地被覆分類が

可能である．森林については広葉樹，針葉樹，竹林程度の区分

は容易であるが，細かい樹種の区分までは困難である．広葉樹

では落葉広葉樹林と常緑広葉樹林の区別が，針葉樹ではアカマ

ツ林とスギ・ヒノキ植林の区別が容易であると，より重要な情報抽出が可能となる． 

 現存植生図は，植生変化を見る上で重要なデータであるが，位置精度が必ずしも良くなく，細かい

土地被覆分類のデータと解析する際は，実際にはない見かけ上の変化に留意する必要がある． 

 

４．結論 

 本年度は，３項目について研究を行った．高精度な地形データ作成のための米軍写真の外部標定手

順の作成および地形データ精度評価では，米軍写真の高精度な標定に必要な基準点数，タイポイント

数，パスポイント数を明らかにした．また，基準点は，都市計画図・多時期空中写真の標定結果のど

ちらを用いてもよいこと，基準点を密に取るほど高い精度が得られることもわかった．今後は，米軍

写真の空中三角測量手順のマニュアル化などを行いたい．旧版地形図の幾何精度評価では，古い都市

計画図，1/25,000 地形図の精度を明らかにした．しかし，1/25,000 地形図（平板測量）の精度につい

ては，更なる検討が必要である．今後は，今回対象外の旧版地図についても精度評価を行いたい．土

地被覆（植生）の時系列変化の把握では，位置精度・分類項目の違う時系列地理情報を活用して，多

摩丘陵の明治初期以降の土地被覆変化を概ね捉えることが出来た．一部考えにくい土地被覆の変化が

認められたが，大半は現存植生図の位置精度に起因すると考えられる．また，伐採後の植生回復や植

生遷移等の変化も捉えることが出来た．今後は地形データも加えて植生変遷の解析を行いたい． 
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図－４ 大分類における土地被覆

の変遷 


