
  

MODIS データの受信・取得，処理・解析に関する共同研究（第 11 年次） 
 

実施期間       平成 14 年度～平成 24 年度 

応用地理部環境地理課 中村 孝之  大塚  力 

三谷 麻衣        

 

1. はじめに 

環境地理課では，東海大学と「MODIS データの受信・取得，処理・解析に関する共同研究」を締結

し，平成 16 年 4 月以降の Terra/MODIS データ（空間分解能 250m）から正規化植生指標（Normalized 

Difference Vegetation Index : 以下「NDVI」という）データを作成して，インターネットによる提供を

行っている．NDVI は，その地点における植物の活性度を表しており，さらにその値から土地の被覆

状況を推定できることから，NDVI データを用いた土地被覆データ作成の調査・研究を行ってきた．

平成 24 年度は，NDVI データ作成・提供に加え，MODIS データによる変化情報の把握及び土地被覆

データ作成のためのグラウンドトゥルース（Ground Truth:以下「GT」という）データの補完作業を行

った．  

 

2. 研究内容 

2.1 MODIS データによる変化情報の把握 

平成 23 年度は，福島県中通りの西白河郡矢吹町周辺において，平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災

により，農業用水のパイプラインが破損し，稲作の休耕もしくは大豆・ソバ等への転作が行われてい

ることが多く，このような震災による耕作地への二次的な影響が NDVI へ変化情報として表れている

ことがわかった．今年度も，同様の解析を行うことにより，水田作付の復帰状況のモニタリングを試

みた． 

また，長期間の MODIS データによる月別 NDVI が蓄積していることを生かし，MODIS データの解

析により，関東近郊における地表面の変化情報の把握・モニタリングを試みた．  

 

2.2 GT データの補完 

GT データは，土地被覆分類を行う際の教師データとして使用するほか，検証用データとしても使

用できる重要なデータである．これまで整備を進めていた GT データについて，土地被覆分類の精度

が低い項目と，配置密度の薄い地域を重点に，現地の状況確認を行い，補完を行った． 

 

3. 得られた成果 

3.1 MODIS データによる変化情報の把握 

福島県中通りの西白河郡矢吹町周辺について，平成 23 年 7 月と前年同月の月別コンポジットデータ

を比較することにより，稲作の休耕もしくは転作が，NDVI 値の減少という変化情報として表れてい

ることが平成 23 年度わかった．その後の資料調査から，震災による農業用水のパイプライン破損が一

部復旧し，作付を再開する水田が存在することがわかった．そこで，平成 24 年 7 月に現地調査を行い，

水田表面の状況から平成 24 年に耕作が行われているかどうかを判断した．休耕もしくは大豆・ソバ等

への転作の規模は縮小し，水田作付が再開されていた．平成 24 年 7 月と平成 22 年 7 月との月別コン

ポジットデータ間の比較に変化情報は表れず（図-1），現地の状況とも整合がとれている．さらに，地

点別に，平成 22 年 1 月からの約 3 年間の月別コンポジットデータのモニタリングを行った．稲作と休
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耕田において NDVI 値の年間変化を比較したところ，夏場（6 月～8 月）にかけて休耕田の NDVI 値が

稲作に比べ低くなっていることが確認できた（図-2）． 

また，関東近郊について，平成 16 年 7 月と平成 24 年 7 月の月別コンポジットデータ間の比較を行

った．NDVI 値がつくばエクスプレスの研究学園駅周辺，千葉ニュータウン，武蔵野線越谷レイクタ

ウン駅及び吉川南駅周辺で減少しており，植生変化を伴う大規模な地表面の変化情報を捉えているこ

とがわかった（図-3）． 

 

 

 

  

 図-2 稲作と休耕田の NDVI 年間変化      図-3 研究学園駅周辺における NDVI 値の減少 

 

3.2 GT データの補完 

平成 24 年度は，広島，高知，香川・徳島の各地区において，主に水田・畑・森林の GT データ（緯

度・経度・周囲の状況・現地写真等）を新たに取得した． 

 

4. 結論 

MODIS データによる変化情報の把握では，東日本大震災などの大規模災害やつくばエクスプレスの

研究学園駅周辺等の大規模な開発の地表面への影響を捉えることができた．また，東日本大震災の影

響による福島県内陸部における水田作付の休止等からの復帰状況がモニタリングできた． 

また，GT データについては，リモートセンシング技術による土地被覆分類データ作成のための教

師データ・検証データとして，今後もデータの維持・管理を進めていく計画である．  

駅 

図-1 7 月の NDVI 値の差分情報 (左：平成 23 年と平成 22 年の差分 右：平成 24 年と平成 22 年の差分)
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航空レーザ測量による活断層調査の高度化に関する研究開発（第 4 年次） 
 

 

実施期間 平成 21 年度～平成 25 年度 

応用地理部防災地理課  岩橋 純子 

 

1. はじめに 

防災地理課では，都市圏活断層図等によって活断層の位置情報の整備を進めている．活断層帯情報

の作成は，基本測量に関する長期計画（平成 21 年 6 月 1 日改定）「防災基礎情報の整備・更新」に位

置づけられている．平成 25 年 2 月現在，都市圏活断層図は 156 面 57 断層帯が整備されている． 

本研究は，国土地理院研究開発基本計画（防災に関する地盤変動・地形情報の抽出の高度化に関す

る研究開発）の 1 つとして，活断層の位置精度の向上を目的として行っている．航空レーザ測量デー

タを面的な微地形判読に用いて，わかりやすい活断層地形の表現手法を検討すると共に，写真判読で

特定の難しい地域の活断層を抽出するための手法の研究が趣旨である．今年度は，昨年度に引き続き

全国活断層帯情報整備検討委員会に航空レーザ測量 5mDEM の画像処理図を提供すると共に，平成 23

年 4 月 11 日福島県浜通りの地震（M7.0）で地表地震断層が現れた地域の航空レーザ測量 2mDEM を

用いて，比較的詳細なデータを利用して判読を行う際の注意点等をまとめた（岩橋ほか，2012）．本報

告では，いわき市南部の航空レーザ測量 DEM を用いた研究結果を報告する． 

 

2. 研究内容 

調査対象地域は，平成23年４月11

日福島県浜通りの地震（M7.0）で地

表地震断層が現れたいわき市南部を

中心とする，湯の岳断層・井戸沢断層

を含む約826km2である（図-1）．『東

日本大震災からの復旧･復興及び防

災対策のための高精度標高データ』

として計測された航空レーザ測量

2mDEMを用いて余色立体図と傾斜

図を作成し，航空レーザ測量時に撮

影された写真地図データ（デジタル

オルソフォト；解像度50cm）と併せ

て判読を行った． 

判読作業はパソコン画面上で GIS

ソフトを用いて画像を拡大縮小しな

がら行った（1/5 千～1/1 万程度の縮

尺を多用）．人工地形を除き，成因に

関わらず，2mDEM で判読可能なすべ

てのリニアメントを描画し，shape フ

ァイルで保存した．判読項目は次の通 図-1 調査地域（黒枠） 
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りである．1)活断層によるリニアメント，2)断層（推定）によるリニアメント，3) 地すべりに伴うリニア

メント，4)組織地形によるリニアメント，5)  成因不明のリニアメント，6)地表地震断層，7)成因不明

の段差，8)地すべり・崩壊，9) 鞍部．  

既存の活断層図（活断層研究会，1991；中田・今泉，2002）や地質図（産業技術総合研究所地質調

査総合センター，2010）・地表地震断層の現地調査報告（石山ほか，2011；土木研究所，2011；国土地

理院地理地殻活動研究センター，2011a；丸山ほか，2011；応用地質株式会社エネルギー事業部，2011）・   

地すべり地形分布図（防災科学技術研究所）と，GIS 上で重ねられるものは重ね合わせ，他は見比べ

ながら作業した．地表地震断層の判読には，急斜面を黒っぽく表現した傾斜図（ヒストグラム平坦化

で凹凸を強調）を用い，その他は傾斜図と余色立体図を併用した．各機関の現地調査で報告されてい

る箇所に段差が見えた場合，あるいは，現地調査で報告されていなくても傾斜図で段差が見えると同

時に写真地図データで樹冠に隙間が見えれば地表地震断層とした．また，干渉 SAR による地殻変動図

（国土地理院地理地殻活動研究センター，2011b）はじめ，航空レーザ測量の DEM から作成した接峰

面図等との比較を行った．  

 

3. 結果 

 報告されている地表地震断層が 2mDEM の画像

で見えるかどうかは，変位の大きさには必ずしも

因らなかった．人工地形の凹凸が多い場所では，

そのパターンに邪魔されて判読できないが，田圃

やスムースな斜面では容易に判読できた．図-2 は，

容易に判読できた箇所の例である（赤矢印の先）．

樹林下の地形を観察できる特性を活かし，山間部

に延びた地表地震断層を追跡できた．田圃では

DEM から変位を計測したが，変位量や落ちの方向

は現地調査報告と調和的だった．そ

の他，主題図との比較結果は次の通

りであった． 

・リニアメントの方位には岩相と顕

著な関係が見られ，阿武隈花崗岩の

分布域には東西方向のリニアメント

が多く，阿武隈変成岩の分布域には

走行に沿った北北西－南南東方向の

リニアメントが多い．しかし，阿武

隈変成岩の分布域でも井戸沢・湯之

岳断層付近には東西方向のリニアメ

ントが見られる． 

図-2 写真地図（右）及び 2mDEM の傾斜

図（左）．いわき市田人町一ノ倉付近． 

図-3 干渉 SAR による地殻変動

図（国土地理院地理地殻活動研究

センター，2011b；左上）・2mDEM

から作成した接峰面図（右上）・

地質図（産業技術総合研究所地質

調査総合センター，2010；左下）

とリニアメントを重ねた様子． 
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・干渉 SAR による地殻変動図で地表の変動が推測される箇所には，地表地震断層が分布している．そ

の他のリニアメントの大部分は，干渉縞のパターンとは特に関係がないように見えるが，いくつか，

干渉縞の不連続部分に相当するものもあった．ただし，井戸沢断層と湯ノ岳断層の中間部のように，

縞の不連続があっても現地調査で亀裂・段差が報告されていない所もあり，詳細は不明である． 

・活断層および推定断層によるリニアメントは，接峰面図から山塊の縁と読める部分に多く分布して

いる． 

 

4. 判読の注意点 

地表地震断層の報告が周辺で全くなく，SAR 干渉縞の不連続も見られない地域の田圃に，2mDEM

の傾斜図に於いて，10～20cm 程度の線状の段差が多く見られる所があった（図-4）．現地調査で報告

されている地表地震断層は全て西落ちであるのに対して，これらの大部分は北東落ちであった．また，

写真地図（オルソフォト；解像度 50cm）に変状は見られなかった．国土地理院の発注によりこの地区

の航空レーザ測量を行った㈱中日本航空の協力を得て航跡図やコースの継ぎ目位置と比較した結果，

これらのほとんどがコース間格差による段差である事が判明した． 

 コース間格差は規定により±30cm まで認められている．航空レーザ測量において，航空機は一定の

高度を保持するため山の稜線と平行に飛ぶことが多い．調査地域では，稜線と平行に本物の地表地震

断層が延びていたため，これらコース間格差による段差と向きが揃い，非常に紛らわしかった．しか

し，航空レーザと同時期に撮られた写真地図を確認すれば，何も写っていないので判断できた．本物

の地表地震断層では，変状が空中写真でも識別できる（図-2）． 

 なお似たような現象は，多時期の航空レーザ測量 DEM を合成したケースでも予想される．画像処

理手法を使って重複部分を画素ごとにモザイクしたデータの場合，データ間のベース標高差が比較的

大きいと，あたかも自然な段差のように見える事がある．継ぎ目の位置を判読者が知らないと，実際

の段差と見誤ってしまうことがあるので注意が必要である． 

 

図-4 航空レーザ DEM のコース間格差により傾斜図

で田圃に 10～20cm 程度の線状の段差が見られた例．

写真地図には変状は見られない．三和町中三坂付近．
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5. 結論 

 航空レーザ測量 2mDEM の傾斜図を用い，図の階調を工夫することによって，田圃やスムースな斜

面では数十 cm 程度の小さな段差でも判読することができ，地表地震断層を追跡できた．航空レーザ

測量の DEM に於ける，樹林下の地形が見える特性を生かして，地表地震断層の全体像や，リニアメ

ントの分布を把握することが可能だった．注意点としては，DEM 画像の階調を強調した故に，コース

間の継ぎ目があたかも地形の段差のように見えるケースがあり，地表地震断層のような小さな段差を

判読するにあたっては，本当に地形上の段差かどうかの検証がまず必要であることが確認された．確

認にあたっては，航跡図との比較が必要である．  
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地球地図の整備及び利活用手法に関する研究開発（第 2 年次） 
 

 

実施期間       平成 23 年度～平成 24 年度 

応用地理部環境地理課 北浦 一輝  中村 孝之 

大塚  力  高橋 広典 

植田 摩耶  三谷 麻衣 

本嶋 裕介  稗田 かや 

 

1. はじめに 

地球地図プロジェクトは，地球温暖化等，地球規模の課題に対処するための基盤的な地理空

間情報である地球地図を，世界各国・地域の地理空間情報当局（National Geospatial Information 

Authority: 以下「NGIA」という）が協働して整備するものである．  

国土地理院は，日本の NGIA としてだけではなく，地球地図国際運営委員会（ International 

Steering Committee for Global Mapping： ISCGM）事務局として，地球地図第 2 版整備の中心的

役割を果たしている． 

さらに，国土地理院と千葉大学では各国の NGIA と協力し，地球地図土地被覆全球版（Global 

Land Cover by National Mapping Organizations：以下「GLCNMO」という．）と地球地図樹木被

覆率全球版（Global Percent Tree Cover：以下「PTC」という．）の第 2 版を Terra 衛星及び Aqua

衛星に搭載された MODIS センサで観測した 2008 年のデータを元に作成している．  

また，2003 年に同センサで観測されたデータを用いて作成された第 1 版と今回作成している

第 2 版とを比較することによる植生変化の抽出の可能性とその手法を検討している． 

 

2. 実施内容 

平成 24 年度は，GoogleEarth の衛星画像を判読することにより，全球の土地被覆分類 868 点及び樹

木被覆率 553 点の検証データを作成し，それを用いて，GLCNMO 第 2 版及び PTC 第 2 版の精度検

証を行った． 

また，第 1 版と第 2 版の比較による土地被覆の変化抽出の可能性を検討するために，Landsat 画像等

を用い，2003 年から 2008 年の間に森林が大規模に増減した箇所の把握を行った． 

さらに，地球地図プロジェクトに参加している各国／地域に対する技術支援として，フリーソフト

である GRASS 等を用いた地球地図ラスタデータ作成ツールとマニュアルを作成した． 

 

3. 得られた成果 

 作成した検証データの分類を正解とし，GLCNMO 第 2 版及び PTC 第 2 版の試作版（図 -1）の

分類結果と比較することによって精度検証を行った． 

 検証の結果，近似した植生は互いに誤って分類されていることがわかった．例えば森林や砂

地では，それぞれの細分類を統合すると比較的高い正解率となる．一方で草地は，畑や耕作地

と誤って分類されるなど正解率が低い結果となった．個々の分類についての精度向上のために

は，トレーニングデータの数を増やしたり，トレーニングエリアを精査した後に，再分類する

必要があると思われる． 

- 74 -



 

   

図 -1：GLCNMO 第 2 版試作版（左）と PTC 第 2 版試作版（右） 

 

 また，変化抽出の検証点として，全球を対象に，2003 年と 2008 年の間に約 1km2 以上森林が

減少又は増加した箇所を 50 箇所選定し，どの植生に，もしくはどの植生から変化したかをま

とめた．その例を図 -2 に示す． 

  

左上:2003 年 Landsat 画像，右上:2008 年同画像，左下:GLCNMO 第 1 版，右下:同第 2 版試作版 

図 -2 植生変化箇所イメージ（パラグアイ：森林→農地への変化） 

 

各国版のラスタデータ作成プログラムに関しては，予算に余裕のない国でも作成できるよう，

フリーソフトの GRASS 等を利用し，MODIS データのダウンロードから地球地図仕様に適合し

たデータの完成までを行えるプログラムと一連の手順を示したマニュアル（日本語・英語）を

作成した．このプログラムとマニュアルに関しては，動作確認が済み次第，各国へ配布することを

予定している． 

 

4. 今後について 

 今回評価を行った点を，GLCNMO 及び PTC 第 2 版の試作版に反映させ精度の向上を目指す．

GLCNMO 及び PTC 第 2 版は 2013 年夏に完成，公開する予定である． 

 また，今回取得した変化箇所の検証点を用いて，第 1 版と第 2 版の比較による変化箇所抽出の可能

性を検証し，必要であれば，地球地図第 3 版の仕様において分類項目を統合することなども検討する． 
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地球地図第 3 版整備のための技術開発（第 1 年次） 

 

 

実施期間       平成 24 年度～平成 26 年度 

応用地理部環境地理課 本嶋 裕介  中村 孝之 

大塚  力  高橋 広典 

植田 摩耶  北浦 一輝 

稗田 かや        

 

1. はじめに 

地球地図プロジェクトは，地球温暖化等，地球規模の課題に適切に対処するための基盤的な地理

空間情報である地球地図を，世界各国・地域の地理空間情報当局（National Geospatial Information 

Authority: 以下「NGIA」という）が協働して整備するもので，現在，世界 182 の国と地域が参加

している．平成 24 年度末までに各国の NGIA の協力により地球地図第 2 版の作成を完了し，平成

25 年度からは地球地図第 3 版を整備する予定である． 

国土地理院は，日本の NGIA としてだけではなく，地球地図国際運営委員会（International Steering 

Committee for Global Mapping: ISCGM）事務局として，地球地図第 2 版整備の中心的役割を果たし

ており，平成 24 年度はデータ整備に関する途上国への技術支援を行ったほか，『地球地図品質管理

プログラム第 2 版（Global Map Data Check Software Ver.2）』の改良を行った．また，地球地図第 3

版整備のための技術開発として，『衛星画像等による地球地図データ作成・更新マニュアル（以下

「作成・更新マニュアル」という）』を作成し，地球地図第 3 版の試作を行ったので報告する． 

 

2. 実施内容 

 作成・更新マニュアルは，衛星画像等を使用して実際に地球地図データ（クック諸島，セントルシア，

モーリシャス，カーボベルデ，スリランカ，リベリアの 6 カ国）を作成・更新することを通じ，その手法

を検討し，途上国へ技術移転するためにとりまとめたものである． 

また，地球地図第 2 版までは全球を縮尺 100 万分 1 で整備していたが，地球地図第 3 版からは，都市部

などの必要とされる地域について，より大縮尺のデータを整備していくことが期待されている．そのため，

特にスリランカ及びリベリアの首都近郊については，縮尺 25 万分 1 での地球地図データの試作を行い，大

縮尺データを整備する際の課題を把握した． 

 

3. 得られた成果 

① 作成・更新マニュアル 

 ポイント 

 開発途上国などすべての NGIA が作業できるように，QuantumGIS や GRASS など誰もが無償で

入手可能なソフトウェアを使用してマニュアルを記述した． 

 紙地図から新規に地球地図データを作成する場合と，各 NGIA が保有する既存のデジタルデー

タを地球地図仕様に則ったデータに変換する場合の 2 通りを想定して，それぞれに必要となる

一連の作業手順を示した． 

 入手した衛星画像を GIS ソフトで読込むための処理方法について簡潔に記述した． 
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 位置精度等の問題から，地球地図データを衛星画像と重ねた際に大きくずれる場合があるので，

その解決策の一つである幾何補正の手法について記述した． 

 衛星画像等を使用して経年変化箇所を修正する際の注意点について記述した． 

 作成した地球地図データの品質評価のための手順について記述した． 

 

② 地球地図第 3 版の試作 

 ALOS/AVNIR-2 画像を使用して，クック諸島他 5 ヶ国の経年変化箇所を抽出し修正を行った（図-1）．

スリランカ及びリベリアについては，首都近郊において縮尺 25 万分１で整備を行い，その他のエ

リアについては従来の縮尺 100 万分１で整備を行った．一部のエリアを縮尺 25 万分 1 で整備する

際の課題及び経年変化箇所抽出における課題として以下の点が挙げられる． 

 既存の縮尺 100 万分１のエリアと，新規に縮尺 25 万分１で整備したエリア間での接合 

 既存の縮尺 100 万分１のエリアの地物は転位されていることも多く，新規で縮尺 25 万分１の精

度で地物を追加すると，既存地物との相対位置関係が崩れること 

 セントルシアの地球地図データは，全土で南に約 700m のズレが生じていた．このため，国土全体

に均一に分布するように交差点など 9 点以上選点し，その点と元データの同一点とを合致させる

よう幾何補正を行った上で，経年変化箇所を更新した（図-2）． 

 ALOS/AVNIR-2 画像を使用して，道路や海岸線，河川，内水域については問題なく判読，更新す

ることができた．しかし鉄道については判読が困難で更新出来ない場合もあった．内水域などの

面的地物についても，正確な形状を取得することが難しかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 結論 

本作業によって作成した地球地図第 3 版の試作データは各 NGIA に送付し，確認を依頼している

ところである．また作成・更新マニュアルも各 NGIA に配布済みである.この作成・更新マニュア

ルを使用することによって，各国のデータの品質が一層向上するものと考えられる．国土地理院は

ISCGM 事務局として，地球地図第 3 版整備の着実な実施，データの品質向上及び整合性確保のた

め，今後も引き続き開発途上国に対する技術支援等を進めていく方針である． 

図-1 経年変化箇所の例（道路） 図-2 幾何補正 
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