
 

三次元データの利活用に関するニーズ等調査 
 

 

実施期間     平成 25 年度  

基本図情報部地図情報技術開発室  伊藤 裕之  干川 弘之 

 大角 光司  藤原 博行 

 大塚 力   大野 裕幸 

1. はじめに  

国土地理院では，地理空間情報を国民生活に幅広く利用してもらうことを目的とし，基盤地図情報

等の地理空間情報の整備・提供を行っているところである．近年，地理空間情報の利用にあたって，

三次元データ整備に対する期待が高まってきており，今後国土地理院が行うべき三次元データに関す

る整備や取組（基盤地図情報の三次元化等）を見据え，地図測量分野のみでなく関連する分野におけ

る三次元データの利活用に関する特許や論文等の技術調査及び三次元データに対するニーズ等につい

ての調査を実施したので，その結果を報告する．  

 

2. 調査内容  

特許や論文等に関しては，公開されている特許公報及び論文誌等を元に課題や当該技術の背景とし

てどのようなニーズがあるかを分析するとともに，三次元データに実際に携わっている分野の事業者

や三次元データを今後活用していこうとする分野の事業者に対する聞き取り形式のニーズ調査を行っ

た．今回の調査対象とした事業者の分野は，「自動車分野」「ロボティクス分野」「建築・建設（BIM・

CIM）分野」「Web 地図サービス分野」「放送分野」の 5 分野である．  

 

3. 調査結果  

表-1 は各分野の調査結果の概要をまとめたものである．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1 三次元データの利活用に関するニーズ等調査まとめ 

自動車分野 ロボティクス分野
建築・建設分野
（BIM・CIM）

Web地図サービス分野 放送分野

三次元データの
利活用の目的

自動車の制御、運転支
援、ナビ等

ロボットの制御、ナビ等
計画、設計、シミュレー
ション、住民説明用資料
等

配信地図の三次元化、
ナビ等

三次元コンテンツの制
作、電波干渉調査等

三次元データ
のニーズ

○道路
○三次元空間情報
○ネットワークデータ

○歩道
○三次元空間情報
○ネットワークデータ
○屋内データ

○DEM、DSM
○建物、道路等

○建物、道路等
○都市モデル
　（テクスチャ情報）
○ネットワークデータ

○建物、道路等
○都市モデル
　（テクスチャ情報）
○ネットワークデータ

データの標準化・
品質等に関する

ニーズ

○標準化よりもニーズに
合わせたデータ整備
○鮮度が重要
○絶対精度より相対精
度が重要

○ハンドリングしやすい
形式での提供
○品質・精度・鮮度につ
いての基準の明示とそ
の担保
○鮮度が重要

○品質・精度・鮮度につ
いての基準の明示とそ
の担保

○ハンドリングしやすい
形式での提供
○鮮度が重要

○ハンドリングしやすい
形式での提供

その他要望など
○地図データと自動車
側のニーズをすり合わ
せる仕組み

○共通的な地図の整備
（屋外及び屋内）
○特区を活用した連携
して検討できる仕組み
○必要なデータを一元
的に入手できる仕組み

○行政担当者への普及
啓発
○必要なデータを一元
的に入手できる仕組み

○国のデータ整備によ
る地図にかけるコスト低
減への期待
○防災情報提供におけ
る国との連携

○必要なデータを一元
的に入手できる仕組み
○クリエイティブ・コモン
ズ・ライセンスの適応
○過去のデータ提供
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＜自動車分野＞ 自動車の制御・運転支援の観点から，勾配の分かる道路データへのニーズに加え，

道路の属性情報として曲線情報（クロソイド）・R（回転半径）・規制情報等を求める意見が挙げられ

た．また，自動車の周辺環境を把握するベースとなる三次元空間情報へのニーズがあり，絶対精度よ

り相対精度が重要との意見や交差点の三次元空間情報について全国整備を求める意見が挙げられた．

ナビの観点からは，自動車のネットワークデータだけでなく，他の移動ネットワーク（歩行ネットワ

ーク等）と連携した全体的なネットワークデータ整備を求める意見が挙げられた．  

＜ロボティクス分野＞ ロボットの制御の観点から，歩道（境界など）の正確な地図の整備やロボッ

トのセンサで捉えた情報からその周辺環境を把握するベースとなる三次元空間情報についてのニーズ

があった．ナビの観点からは，ロボットの通行の可否を判断するバリア情報（段差，スロープ等）を

持ったネットワークデータが必要との意見が挙げられた．その他，機器の動作の信頼性を保証するた

め，データの品質等の明示を求める意見や，提供元によって地図の精度が様々であるため，ロボット

の位置を定めるための共通的で正確な地図整備（屋外及び屋内）を求める意見が挙げられた．  

＜建築・建設（BIM・CIM）分野＞ 計画・設計・シミュレーション等の効率化のため，数値標高モ

デルや地図データ等の活用が進められており，土量計算や現況再現のための高精度な数値標高モデル

（DEM）・数値表層モデル（DSM）や建物・道路等の三次元データへのニーズを確認した．その他，

インフラ整備に携わる行政担当者への地理空間情報活用の普及啓発や地図データとそれ以外の必要な

地理空間情報（用地情報，地質情報等）を一元的に入手できる仕組みを求める意見が挙げられた．  

＜Web 地図サービス分野＞ 配信地図の三次元化の観点から，建物・道路等の三次元データについて

のニーズに加え，配信地図を人の目で見た風景と同等のものにするための都市モデル（テクスチャ情

報）についてのニーズを確認した．ナビの観点からは，立体交差等の高さ情報や建物の入口の情報等

を持ったネットワークデータについてのニーズを確認した．その他，公的セクタでの地図データ整備

による地図整備コスト低減や防災情報提供における国との連携への期待が寄せられた．  

＜放送分野＞ 三次元コンテンツの制作や取材等における活用の観点から，現在・過去の世界や現象

を再現するための建物・道路等の三次元データ，都市モデル（テクスチャ情報），ネットワークデータ

についてのニーズを確認した．また，建物については，電波干渉調査のため，建物の具体的な形を再

現した詳細な三次元データが必要との意見が挙げられた．その他，官公庁のデータを一元的に入手で

きる仕組みを求める意見に加え，データの利活用にあたって，クリエイティブ・コモンズ・ライセン

スのようなわかりやすく一般的なライセンスの適応を求める意見が挙げられた．  

＜全体＞ ハンドリングしやすい一般的な形式でのデータ提供が求められる一方で，それぞれの分野

が求めるデータや属性情報は多様であり，事業者側と地図作成側とでデータについての考え方が違う

ため，ニーズ側とシーズ側が協同でデータ仕様を検討する仕組みを求める意見が挙げられた．また，

多くの分野でデータと現実世界との乖離は不都合を生じるため，データの鮮度を重要視する意見が多

く挙げられた．  

 

4. まとめ 

三次元データの利活用先として想定される 5 分野について，三次元データのニーズ等の調査を行っ

たところ，三次元データ（建物・道路等）・三次元空間情報・三次元ネットワークデータ等についての

ニーズを確認した．また，それぞれの分野のニーズに対応したデータとするには，ニーズ側とシーズ

側が協同でデータ仕様を検討する仕組みやデータの鮮度の重要性を確認した．  

今回の調査対象として 5 分野を選定したが，それ以外にも三次元データ整備への期待を持つ分野が

存在すると考えられる（防災・観光・エネルギー政策・AR 等）．次年度も三次元データの利活用に関
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するニーズ等調査を継続するとともに，整備・更新手法，データ仕様等についての調査検討を実施す

る計画で，調査結果は今後の国土地理院の三次元データに関する施策の策定に役立てる予定である． 
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災害時における航空機 SAR 観測の正確性・迅速性に関する技術開発  

 

 

実施期間             平成 25 年度        

基本図情報部地図情報技術開発室 藤原 博行   瀧 繁幸  

大塚  力  大野 裕幸 

 

1. はじめに 

航空機 SAR はマイクロ波を用いることで，雲や噴煙などの条件下においても地表面の状況を把握す

ることが可能である．国土地理院では，主に浅間山や霧島山（新燃岳）などの火山観測に航空機 SAR

を利用してきた．  

地図情報技術開発室では平成 24 年度から火山活動が活発な桜島を対象として，航空機 SAR 観測を

実施し，取得したデータから作成した反射強度画像や DSM（以下，「SAR-DSM」という．）の精度検

証及び地形形状の経年変化の把握について検討を実施している．  

今回，桜島における SAR-DSM の精度検証を行うとともに，作成した SAR-DSM を用いて，平成 24

年から平成 25 年の間の地形変化の把握を試みた．  

 

2. 桜島観測 

 平成 24 年 12 月 19 日及び平成 25 年 9 月 19 日に航空機 SAR

を用いて，活発な活動をしている桜島の観測を実施し，

SAR-DSM の作成，地形の経年変化の把握を試みた．観測の

諸元を以下に，観測コースを図-1 に示す．  

観測諸元  

観測高度：4000m    オフナディア角：65° 

偏波：水平送信/水平受信 観測コース：4 コース（平成 24 年） 

                  ：8 コース（平成 25 年） 

 

3. 精度検証 

3. 1 SAR-DSM の精度検証 

国土地理院の所有している航空機 SARは，上下に離れた 2枚の受信用アンテナを装備しているため，

観測したデータの干渉処理により SAR-DSM を作成することが可能である．ただし，各コースの

SAR-DSM にはレーダシャドウによる欠損部分が存在することから，抜けのない SAR-DSM を作成す

るためには，他コースの SAR-DSM を合成させる必要がある．  

今回，平成 24 年に航空機 SAR で取得したデータを用いて，SAR-DSM の精度検証を実施した．検

証を行うにあたり，南岳火口縁西側の特徴点を基準として，各コースの SAR-DSM を水平・鉛直方向

へ一律にシフトさせ，各コースの SAR-DSM の位置調整を行った．使用した特徴点の座標は，地理院

地図から X，Y，Z 座標を判読し，取得している.SAR-DSM の位置調整を行った結果，南→北コース

の SAR-DSM が他のコースの SAR-DSM と比較して，若干，進行方向に対して右に傾いていることが

確認できた．これは観測時の航空機の揺れが SAR-DSM に影響を与えたものと考えられる．そのため，

特徴点を回転の中心として，0.5°の回転を傾いた SAR-DSM にかけることにより，補正を行った．そ

の後，合成処理を行い，SAR-DSM（5m メッシュ）を作成した． 

図-1 観測コース 

：平成 24 年観測コース 

：平成 25 年観測コース 
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精度検証に関しては，平成 24 年に桜島を観測した航空レーザ測量データ（5m メッシュ）（国土交

通省大隅河川国道事務所提供）を真値とみなして，桜島南岳火口周辺の 2km×2km の地域で比較した．

ただし，火口内部については SAR-DSM にノイズが多く存在していたことから，除外している．その

結果，平成 24 年の取得データから作成した SAR-DSM の精度は標準偏差で 5.3m となった．   

この結果は過去の観測よりも精度が悪化しているが（伊藤ほか 2012），この原因として，今回の精

度検証の範囲に凹凸の激しい急峻な地形が存在していることが挙げられる．SAR-DSM は地形の急峻

な変化を捉えにくく，急激に変化する部分で大きな誤差が生じたと推測される．今後，GPS や IMU，

オフナディア角が SAR-DSM に与える影響を検証することにより，より精度の高い SAR-DSM の作成

を目指していく． 

 

3. 2 桜島の経年変化の把握 

 桜島の経年変化については，平成 25 年に観測したデータから作成した SAR-DSM から平成 24 年に

観測したデータから作成した SAR-DSM の差分を取ることによって，経年変化箇所の抽出を試みた．

抽出結果を図-2 に示す．今回の精度検証の結果，桜島の SAR-DSM は標準偏差 5m を有しているため，

-5m～5m までの変化については，変化部分とみなさず抽出結果から除外した上で表示している．  

抽出結果からは南岳や昭和火口，昭和火口の南斜面，全体の斜面の尾根谷部に 5m 以上の変化が生

じていることが確認できたが，前述のとおり，航空機 SAR から作成した SAR-DSM は地形の急峻な変

化を捉えにくいため，南岳及び昭和火口の縁部，斜面の尾根谷部については，誤抽出である可能性が

高い. 

そのため，誤抽出であると思われる箇所を除外すると，平成 24 年から平成 25 年の間に変化が生じ

たのは，鎖線で囲んだ南岳東壁部，昭和火口北壁部，昭和火口南西壁部，昭和火口南斜面と推測され

る. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 桜島経年変化箇所の把握 

 

4. まとめ 

 航空機 SAR による桜島の観測を実施し，SAR-DSM の精度検証及び地形の経年変化の把握を行った．

その結果，急峻な地形の多い桜島の SAR-DSM は地形が急減に変化する部分で精度低下が見られるも

のの標準偏差で 5.3m を有していることが確認できた．また，平成 24 年から平成 25 年の間の地形変

化の抽出を行い，結果は第 128 回火山噴火予知連絡会に資料として提供した．今後は，引き続き桜島

の航空機 SAR による観測を実施し，SAR-DSM の精度向上及び経年変化の把握を行っていく予定であ

南岳 

昭和火口 

30m 

0m 

-30m 0 

 

500m 
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る．  
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画像 Pleiades 空中写真
撮影日 2013年4月4日 2008年5月6日
画像レベル パンクロマティック
地上分解能 0.7m 0.2m

22.6°（前方視）
6.4°(直下視)
25.3°（後方視）

撮影角度

Pleiades 画像を用いて作成した地図情報の精度評価  

 

 

実施期間                   平成 25 年度        

基本図情報部地図情報技術開発室 藤原 博行   瀧 繁幸  

大塚  力  大野 裕幸 

 

1. はじめに  

近年，様々な高分解能衛星が打ち上げられ，ユーザーは多種多様な高分解能衛星画像を利用するこ

とが可能となった．最近では 2011 年に CNES 及び SPOT Image 社により高分解能衛星である Pleiades

が打ち上げられ，様々な分野への利用の期待が高まっている．  

Pleiades は 0.7m という高い地上分解能を有していながら，他の高分解能衛星と比べて広範囲の観測

が可能であるという特徴を持つ．また，同一軌道から同一地点の 3 方向視画像を取得しステレオモデ

ルの構築が可能であることから，地図作成・修正への利用が期待されている．  

 国土地理院ではこれまでに人工衛星で取得された画像を用いた地図作成について，継続的に精度評

価等の調査研究を実施してきた．本稿では，Pleiades で取得された 3 方向視画像及び RPC モデルファ

イルを用いて標定を行い，標定精度の検証を行うと共に，作成した地図情報の図化精度について評価

したので，その結果について報告する．  

 

2. 研究手法  

2.1 作業対象地域及び使用画像  

 今回，作業対象地域として，茨城県つくば市周辺を選択した．作業対象地域を図 -1 に示す．また，

本研究において，使用した Pleiades 画像及び図化精度検証に用いた図化素図作成のための空中写真に

ついて，諸元を表-1 に示す．  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 標定精度の評価手法  

本研究では 3 方向視画像のうち 2 つを組み合わせた 3 通りの画像セット（前方視＋直下視，直下視

＋後方視，前方視＋後方視）を RPC モデルファイルにより標定し，地上検証点と比較を行うことで標

定精度を検証した．地上検証点については，GCP とは別に作業対象地域全体に 25 点設置した． 

また，標定精度を確保するために必要な GCP 数を検討するため，GCP を 0，1，3，5，9 点と配置

数を変えた上で標定を行い，誤差がどのように変化するか検証した．なお，標定のための GCP 及び地

上検証点の取得は，VRS 方式の RTK-GNSS 測量で実施し，Pleiades 画像の標定には，INTERGRAPH

表-1 使用画像諸元 

図-1 作業対象地域 
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社製ソフトウェア ERDAS IMAGINE 2013 LPS を使用した． 

 

2.3 図化精度の評価手法  

 2.2 標定精度の評価手法で作成したステレオモデルを用いて，電子国土基本図（地図情報）の主要

な取得項目である水涯線，道路縁，建物外周線，等高線（10m 間隔）を図化し，空中写真から作成し

た図化素図や航空レーザ測量のデータから作成された基盤地図情報（数値標高モデル）5m メッシュ

（標高）（以下，「数値標高モデル」という．）を真値とみなして比較検証し，判読性や位置精度につい

て評価した．図化作業は平坦な地形の「つくば市栗原地域」及び地形の起伏が激しく木々に覆われた

「筑波山地域」の 2 箇所（各 1km×1km の範囲）で実施した．  

 なお，図化素図は平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震の前に作成されたものであ

ることから，国土地理院で提供している座標補正パラメータ（PatchJGD）を用い，震災後の座標に変

換を行った上で検証した．  

 

3. 検証結果  

3.1 標定精度結果  

 前方視＋直下視，直下視＋後方視，前方視＋後方視の組み合わせそれぞれにおいて GCP の数を変

えた標定精度検証結果を，図-2 に示す．  

 すべての組み合わせにおいて，GCP が 0 点で

は鉛直方向に大きく誤差が生じているものの，

GCP を 1 点以上用いることによって，水平方向

及び鉛直方向の RMSE が 1m 以内に収束するこ

とが確 認で きた ．こ れは WorldView-2 や

GeoEye-1 においても，標定時に GCP を 1 点以

上用いることによって，水平，鉛直方向の RMSE 

が収束することが報告されており，Pleiades 画

像においても同様の傾向が見られることが分か

った．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回の結果について，国土地理院の地図作成の基準となる基本図測量作業規程（案）（以下，「作業

規程」という．）に照らし合わせてみると，GCP を使わない場合は第 106 条運用基準に定められた図

図-2 標定精度検証結果 
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図-2 標定精度検証結果 
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化標定制限値（2 万 5 千分 1 地形図）である平面位置 0.3mm 以内（地上換算 7.5m 以内），標高 2.5m

以内を鉛直方向が満たさないものの，GCP を 1 点以上用いることで，この基準を満たすことが確認で

きた．また，直下視＋後方視，前方視＋後方視の組み合わせでは，GCP を 1 点以上用いた場合，作業

規程における地図情報レベル 2500 の図化標定制限値である平面位置 0.3mm 以内（地上換算 0.75m 以

内），標高 0.5m 以内も満たしていた． 

 

3.2 図化精度結果  

3.1 標定精度結果を踏まえた上で標定精度が良好であり，撮影角度による倒れ込みの影響が少ない

と思われる直下視＋後方視＋GCP3 点の組み合わせから作成したステレオモデルを用いて図化を行い，

判読性や位置精度について評価を行った．  

 

3.2.1 判読性  

 Pleiades 画像を用いた図化作業は，空中写真図化と比較して，過高感が多少見られたものの，図化

対象地物の判読については全体的に問題なく行うことができた．特に色調が明瞭な水涯線や 2 車線道

路，独立建物は容易に判読を行うことが可能である．しかし，住宅密集地のような取得項目が密集し

ている地域については，色調が不明瞭であることや若干の建物の倒れ込みなどによる影響から判読が

困難となり，1 車線道路及び建物外周線においても，取得ミス・判別ミス・取得漏れが複数個所で見

られた．  

 また，1 車線道路の取得漏れの箇所数と比較して，建物外周線の取得漏れの箇所数が多く見られた

ため，図化対象地域における建物の取得率について検証した．取得率は Pleiades 図化結果と図化素図

の建物形状を比較し，4 つの項目に分類した上で算出した．検証結果を表-2 に示す．建物の取得率は

良好とはいえない結果となったが，完全に取得できていない建物は 10％程度であることや，誤取得の

中には図-3 に示すような概ね形状取得ができている建物も存在していることから，マルチスペクトル

とパンクロマティックからパンシャープ画像を作成して判読性を向上させるか，あるいは現地調査な

どによる判読の補完を行うことにより，正確な形状取得ができると考えられる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 位置精度  

 水涯線，道路縁，建物外周線の位置精度に関しては，それぞれの取得項目の特徴的な点（交差点，

建物外周線の四隅など）において，図化素図と Pleiades 図化結果の座標を比較し，位置精度について

検証した．検証は水涯線 12 箇所，道路縁 136 箇所，建物外周線 230 箇所で行った．その結果，標準偏

差で水涯線は 1.09m，道路縁は 0.84m，建物外周線は 0.49m と良好な位置精度であることが確認でき

た．ただし，建物外周線は正確に形状を取得できた建物のみを検証の対象とした．この結果は地図情

図-3 誤取得事例 

    Pleiades 図化     空中写真図化 

0 5 10m 0 5 10m 

表-2 建物取得率 

図化素図との形状比較結果 取得数 取得率（％）
正確な形状取得 308 46
建物形状の取得ミス 188 16
独立建物及び複合建物の判別ミス 109 28
取得漏れ 67 10

全建物数 672 100
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報レベル 2500 における基本図の位置精度である図上 0.7mm（地上換算 1.75m）を満たしており，良好

な精度であることが確認できた．  

 また，等高線については，数値標高モデルか

ら作成した等高線と比較し，等高線の形状が再

現できているか検証を行った（図-4）．比較の結

果，若干，形状が異なる箇所も見られるものの，

尾根，谷などの起伏について概ね表現できてい

ることが確認できた．さらに Pleiades 画像から

図化した等高線に線形補間処理を行うことで，

5m メッシュに変換し，数値標高モデルと比較

することによって鉛直精度についても検証を行

った．その結果，標準偏差は 4.13m となり，地

図情報レベル 25000 の等高線の許容値である主

曲線間隔の 1/2以内（5m以内）を満たしていた．  

 今回，位置精度について検証を行った結果，  

図化対象地物は地図情報レベル 2500 の位置精度を  

有していることが確認できた．図化対象地域は  

住宅密集地を除けば，明瞭に判読できる地物が多く，図化対象地物を正確に図化できたことが，この

結果に繋がったと推測される．また，等高線についても，地図情報レベル 25000 の精度を満たす図化

が可能であることが確認できた．しかし，等高線の検証を行った筑波山地域は木々に覆われており，

図化精度に関しては作業者の図化スキルに依存する部分も多い．そのため，別の地域においても検証

を行い，同様な傾向が存在するか検証することが望ましい．  

 

4. まとめ 

本研究では，Pleiades 画像を用いて標定精度及び図化精度の評価を行った．その結果，標定精度に

関しては，直下視＋後方視，前方視＋後方視の組み合わせにおいて，GCP を 1 点以上用いることによ

り，地図情報レベル 2500 の精度を満たしていることが確認できた．また，図化精度に関しては，明瞭

に判読できる道路縁，水涯線，明瞭な建物外周線において，地図情報レベル 2500 の精度を満たしてお

り，等高線においては，地図情報レベル 25000 の精度を満たしていた．しかし，住宅密集地のような

明瞭に地物が判読できない箇所においては，取得漏れや過取得が多いことから，現地調査などによる

補測が必要であるといえる． 

これらのことから，判読性という課題はあるものの，Pleiades 画像を用いた地図情報の整備につい

て，地図情報レベル 25000 は勿論のこと，地図情報レベル 2500 の整備に使える可能性が示された．今

後は判読性向上のための検証を引き続き行っていく必要がある． 

 

参考文献 

佐藤壮紀ほか（2008）：ALOS/PRISM の RPC モデルを用いたステレオ図化精度検証，日本写真測量学

会平成 20 年度年次学術講演会発表論文集，pp.107-108． 

井出順子ほか（2012）：地上画素寸法 0.5m 以下級衛星画像の標定及び図化の精度検証，日本写真測量

学会平成 24 年度年次学術講演会発表論文集，pp.29-32． 

  

図-4 等高線位置精度比較 

    Pleiades 図化    数値標高モデル 
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マルチスケールの注記表現の検討 
 

 

実施期間            平成 21 年度～平成 25 年度 

基本図情報部地図情報技術開発室 伊藤 裕之  大角 光司 

大塚 力   大野 裕幸 

1. はじめに 

国土地理院が提供・刊行している地図データ及び地図には，地図情報レベル 2500 の基盤地図情報か

ら縮尺 1/500 万の「日本とその周辺」まで様々なものがある．その中で，地図情報レベル 2500 から

25000 の地図データは，電子国土基本図データベースに集約されて一体的に修正が行われているほか，

地理院地図ズームレベル 12～18 の背景地図作成にも用いられている．一方，注記に関しては電子国土

基本図データベースでは縮尺 1/25000 での表示のためのデータしか含まれていないことから，その他

の縮尺における注記表現用のデータは縮尺別に整備せざるを得ず，一貫した修正管理が行われていな

い状況にある．そのような状況を打開するため，広域地図情報 100 万までを視野に含め，地名・注記

情報が広く活用されるようなデータの持ち方とその整備方策が「地名・注記情報の整備等に関する会

議」（主査：政春基本図情報更新技術分析官）で検討され，電子国土基本図（地名情報）（以下，単に

「地名情報」という）と注記の統合に向けた方向性が示された．  

本研究では，縮尺 1/25000 の地形図や電子地形図だけでなく地理院地図の背景地図として縮尺では

概ね 1/20 万～1/2500 に及ぶ地図表現に用いられている電子国土基本図データを，各種の縮尺（マルチ

スケール）に対応可能とするための属性等のデータ仕様及び地図表現の検討を行ってきた．本年度は，

代表点情報を有する地名情報を基幹とし，各縮尺における適切な注記表示に関する情報を併せて管理

する注記統合データベース（仮称）の構築に向けた課題抽出を目的とした検討を実施した．  

 

2. 研究方法 

 一つの注記データからマルチスケールで注記表現を行う際には，縮尺によっては注記の表示位置を

移動させる必要が生じる．そのためには，当該注記が表す地物を一意に識別し，文字の適切な配置位

置を求められるようにする必要があることから，まず注記データが表す地物の識別手法を検討した． 

 次に，その識別手法を用いて電子国土基本図の注記データが指す地物の識別を可能にするとともに，

縮尺 1/5 万，1/10 万に相当する地理院地図のズームレベル 14 及び 13 の背景地図画像を試作し，注記

が他の注記や建物記号と干渉する場合の表示の優先順位及び適切な文字サイズについて検討した．  

 さらに，地名情報に含まれない交通施設及び土地の利用景に関する名称について，電子国土基本図

の注記データを地名情報の仕様に沿ったデータに変換したうえで，縮尺 1/2500 相当である地理院地図

ズームレベル 18 の背景地図画像を試作し，１つの地名（地理識別子）レコードからズームレベル 13

～18 までの注記を一貫して作成する手法について考察した．  

  

3. 研究結果 

3. 1 注記データにおける対象地物識別方法  

注記が表す対象物の識別方法は，その対象物の形状によって点，線及び面の地物データの ID を属

性として持たせることが理想的である．しかし，電子国土基本図には一部を除き地物 ID に相当する

属性が含まれていないため，対象物の形状に関わらず代表点座標を持たせることとした．代表点は，

地名情報及び平成 20 年度に更新を終了した地形図原データの注記データから取得した．  
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3. 2 ズームレベル 14 及び 13 における注記表現の検討  

地理院地図ズームレベル 14 及び 13 における注記表現の検討では，主に鉄道路線名や道路路線名と

いった線状地物名称について配置手法を検討した．その結果，文字の書き出し位置は，縮尺 1/25000

用の注記配置位置と代表点位置との関係から移動方向を，文字サイズを考慮して移動量をそれぞれ算

出することで，注記の表示長さを超える直線部があるケースなどの一定の条件下では対応が可能であ

ることが分かった．自動的に計算された線状物の注記表示状況の例を，図-1，図-2 に示す．両図とも

200dpi でキャプチャした画像である．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3 地名情報によるズームレベル 18 における注記表現の検討  

 ズームレベル 18 の注記として地名情報を用いた場合の注記

の密度や課題を抽出するため，ズームレベル 18 の地図画像を試

作した．その表示例を図-3 に示す．その結果，注記密度が極め

て疎であること，代表点位置から単純に注記を表示すると公共

施設を中心に注記の重複が激しいこと等，地名情報をそのまま

用いた注記表示には課題が多いことが判明した．また，ズーム

レベル 18 では「地名・注記情報の整備等に関する会議」で建物

名称の表示に対する要求が出されているが，国土地理院が保有

する地理識別子データでは対応不可能であり，今後外部データ

の活用も検討する必要がある． 

 

4．まとめ  

注記統合データベースの構築に向け，課題抽出のための注記データ表現の試作検討をズームレベル

13，14 及び 18 について実施した．縮尺 1/25000 の注記レコードへの代表点付与の，特に小縮尺側の

マルチスケール対応に対する有効性が認められた．次年度以降も残されたズームレベル 13 の注記表現

に関する検討項目の他，ズームレベル 12 以下に関する検討など，検討を継続する計画である． 

 

参考文献 

大野裕幸（2012）：電子国土基本図からの 5 万分 1 地図の完全自動生成，測図部技術報告，19，36-41． 

  

図-1 ZL13 の注記表示例 図-2 ZL14 の注記表示例 

図-3 ZL18 の注記表示例（200dpi で 

キャプチャし，50％に縮小）  
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電子地形図提供システムの改良 

 

 

実施期間            平成 25 年度  

基本図情報部地図情報技術開発室 鈴木 禎子  

大野 裕幸  

 

1. はじめに 

国土地理院が構築している電子地形図提供システムは，電子地形図データ生成ツール（DKGX）及

び注文用 Web ページから構成されており，電子地形図の作成に必要なパラメータ受付及び電子地形図

画像の生成を行っている．本稿では，平成 25 年度に行った主なシステム改良点について報告する． 

 

2. 電子地形図 25000 の改良 

1) 定形図郭版のオンデマンド刊行  

平成 25 年 7 月 30 日から，従来の自由図郭版（A0～

A4 サイズ）に加えて，2 次メッシュ区画範囲に固定さ

れた図郭の定形図郭版についてもオンデマンドでの刊

行を開始した．  

定形図郭版は，自由図郭版と同様に，道路や建物の

色変更，国道番号や鉄道記号の切り替え及び送電線，

記念碑等の表示／非表示を選択可能としている．さら

に，表示色を選択できる地物に，国道及び県道を追加

した（自由，定形図郭版共通）．  

表示色変更のできる地物については，平成 23 年度か

ら平成 25 年度にかけて開催された「電子国土基本図の

あり方検討会」での提言を踏まえて，表示色の選択肢

を設定した．標準的な色として，高速道路は緑（RGB：

60,200,120），国道は赤（RGB：255,102,102），県道は黄

（RGB：255,255,0），建物はオレンジ（外周線 RGB：

255,135,75，面部 RGB：255,230,190）を設定した．ま

た，陰影表示は緑色系のものを標準としている（図-1）． 

 表示色設定以外にも，道路について，25000 レベル

に間引くことなく全ての道路を表示する，及び幅 5.5

ｍ以上 13m 未満の 2 車線道路について，従来は図上

0.8mmの幅で表示していたものを図上 0.5mmの幅に変

更する等，表示基準の変更にもあわせて対応した． 

定形図郭版は 2 次メッシュ区画で図郭を固定してい

るため，海岸部については，陸地面積が非常に小さく

なってしまう図郭も存在する．このような図について

は，隣接するメッシュをセットで販売することとしている（価格は 1 メッシュ分の価格と同じ）． 

 

図-1 定形図郭版の設定内容  

（平成 25 年 7 月 30 日以降適用） 
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図-2 サムネイル画像拡大表示  

図-3 凡例用画像の一部  

2) DVD 版（都道府県単位の定形図郭版）データ生成機能  

定形図郭版を，都道府県単位（北海道は振興局単位）で DVD にまとめて刊行するためのデー

タ生成機能を追加した．自由図郭版，単体の定形図郭版と同様に，表示色設定等の選択が行え

るが，1 つの設定が DVD に格納される全ての画像に適用される．  

DVD 版の生成要求が送信されると，電子地形図画像（zip ファイル）の保存フォルダに出力

するメッシュ及び各パラメータの内容が記載された，DVD 版生成用パラメータファイルが作成

される．現状では，アクセス数が減少する 22 時に，DVD 版データ生成用の DKGX サービスプ

ロセスが自動起動されるように設定しており，起動されたサービスプロセスは，先のフォルダ

以下にある DVD 版生成用のファイルをスキャンし都道府県版の画像生成を順次実行する．  

生成された画像ファイルは，（ランダムな文字列の名称のサブフォルダ）/DATA フォルダ以下

に格納される．単体版の定形図郭版ではセット販売となっているメッシュについては，DVD 版

では 2 次メッシュごとに個別の画像として，DATA フォルダ以下に格納される．また，サブフ

ォルダ以下には INDEX.CSV，KANRI2KN.CSV，（DVD 名称）.TXT の管理用 3 ファイルが作成

される．これらサブフォルダ以下のデータは，各 DVD の画像の完成を待って日本地図センター

のサーバに自動的に取り込まれ，readme.txt を含めて DVD に焼き付け，購入者に郵送される． 

 

3) サムネイル拡大表示機能  

サムネイル画像では建物の表示が間引かれてしま

うため，建物イメージの確認等に使用できるよう，

サムネイル表示時に図郭中央及び四隅の一部の本画

像を拡大表示させる機能を追加した．  

サムネイル要求時に，サムネイル画像に加えて，

拡大表示用画像（本画像の図郭中央及び四隅の画像

の一部）が同時に生成され，サムネイル画像が保管

されるフォルダに格納される．生成されるファ

イル名は，サムネイル画像の名称の末尾に，-CC

（中央），-LB（左下），-LT（左上），-RB（右下），-RT（右上），をそれぞれ付与したものとな

る．注文ページ上では，サムネイル表示画面の「拡大画像を表示」ボタンを押下ると，図-2 の

ように中央及び四隅の 5 箇所に薄青色の枠が表示され，マウスオーバーすると該当する場所の

拡大表示用画像を読み出して表示する仕組みになっている．  

 

4) 凡例表示・作成機能の改良  

平成 26 年 2 月より，地図部と同様に，道路，建物等の

表示色の変更，国道番号記号や鉄道記号の切り替え及び

崖部の等高線の表示非表示の選択等に応じて，凡例部の

画像も動的に生成する機能を追加した．  

定形図郭版は図郭右側に表示される凡例部，自由図郭

版については zipファイルに同梱される凡例ファイル（電

子地形図 25000 凡例 .pdf）が地図部の表示と同様の選択内

容に変更される．  

 色変更の方法は，凡例用画像ファイルの表示色変更部分及び表示／非表示選択部分を指定し
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図-4 国道番号記号 on の場合の表示イメージ  

た色（インデックスカラー）に割り付け ,送信された各パラメータの値に応じて該当箇所の色を

ダイレクトに変更する，という方法を取っている．図-3 は，凡例用画像の一部である．例えば，

建物外周部はインデックス番号 5（RGB：0,255,255），建物面部はインデックス番号 13（RGB：

255,0,255）に割り当てられており，送信された建物表示色（RGBtatemono）パラメータが，例

えばオレンジ（RGB：255,135,75,255,230,190）の場合，5 番のカラーを RGB：255,135,75，13

番のカラーを RGB：255,230,190 に置換する仕組みとしている．  

国道番号及び鉄道記号の記号切り替えについては，図-4 のように各パターンの記号のみの凡

例用画像を用意し，要求パラメータにより必要な画像を選択し，凡例のベース画像と合成する

ことによって切り替えを実現している．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 電子地形図 50000 出力機能  

 電子地形図 25000 を生成するのと同じデータベース（2500 レベルの電子国土基本図データベース）

から，50000 レベルの地図画像（電子地形図 50000）を生成する機能を追加した．電子地形図 50000

に使用する注記は，NTX に含まれる 25000 用の注記データを元に，注記が示す地物の位置を表す代表

点座標を追加した 50000 用の注記データを別途作成し，そのデータをインポートし 50000 用注記の描

画仕様に基づき表示させている．  

5 万用注記データは，画像生成時のオーバヘッドを少なくするため 1 次メッシュごとに切り分けた

ファイルとして持たせている．ファイルの形式は NTX の注記のフォーマットに従い，自由字列方式

の注記種別として定義している．自由字列方式の注記レコードでは，文字表示位置は自由字列用の文

字配置グループのカラムに指定されている．一般的に水部の上に注記を配置する岬の名称のような，

地物に対して配置の方向性を持つ注記については，代表点と文字表示位置の関係から注記表示方向を

決定し，注記文字の配置開始位置を自動的に算出する．方向性を持たない注記の表示位置については，

データ上は電子地形図 25000 用の表示位置が保持されているため，注記の文字サイズを 2 倍にし，代

表点位置との関係から適切な場所に移動させて表示位置を算出している（字隔の割合は変更しない）．

それにより注記及び記号の重複が生じる恐れがあるため，文字表示範囲の重なりをチェックして重複

する場合には表示の優先順位に基づき取捨選択を行い，注記及び記号が重ならないよう制御を行って

いる．注記以外の地物の描画仕様については，原則として記号サイズを 2 倍にする等して描画を行っ

ているほか，植生記号等の一部の記号については自動的に総描して表示させている．図-5 に電子地形

図 25000 と電子地形図 50000 の注記表示の例を示した．現状では注記や記号の混み合った所では未だ

重複や近接がみられるため，縮尺 1/50000 における適切な文字表示サイズや取捨選択の方法について，

さらに検討を行うことが必要である．  

国道番号 on の場合の画像 

凡例のベース画像  
出力される凡例画像（標準設定）  
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図-6 オルソ画像重ね合わせイメージ 

図-5 電子地形図 25000 と 50000 の注記表示比較イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. オルソ画像重ね合わせ表示機能  

 オルソ画像を背景に表示させ，電子地形図及び地理

院地図用タイル画像を出力する機能を追加した．イン

ポート可能なオルソ画像の形式は，ワールドファイル

付きの TIFF 及び JPEG であり，公共座標系，UTM，経

緯度の 3 種類のワールドファイルに対応している．ま

た，決まった区画の画像だけでなく，範囲が不定の画

像にも対応している．  

 オルソ画像は，インポート後内部形式に変換され 30

秒区画のタイルに切り分けられて，所定のフォルダ以

下に保持される．白部（RGB：255,255,255）は透過部と

して扱われる．電子地形図画像出力の際は，画像表示パ

ラメータに on をセットして送信すると，オルソ画像が背景に出力される．本機能は，現時点では外部

提供はされていないが，少なくとも内部利用として，災害時等に簡易的に写真地図を作成する方法と

しての利用等を想定している．  

  

5. まとめ  

平成 25 年度は，電子地形図 25000 の改良を行い，利用者の利便性向上を実現することができた．ま

た，2500 レベルの電子国土基本図データから 50000 レベルの地図描画を行うことについてもほぼ実現

することができた．今後は，避難所記号の追加などの電子国土基本図データの仕様拡張への対応と，3

分以上を要することがある A0及び A1判サムネイル画像生成時間の短縮を図る電子地形図提供システ

ムの改良を行うとともに，電子地形図 50000 の刊行の実現に向けて取り組む予定である．また，電子

国土基本図データをもとに，小縮尺まで視野に含め，任意の縮尺に適したフリースケールの地図表現

を行うための技術開発を継続する予定である．  

電子地形図 25000 の注記表示  電子地形図 50000 の注記表示  
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電子地形図 50000 に対応する自動総描手法の検討  

 

 

実施期間             平成 25 年度       

基本図情報部地図情報技術開発室 大角 光司 伊藤 裕之  

大野 裕幸  

 

1. はじめに  

 国土地理院では，電子地形図 25000 の刊行を平成 24 年に開始しており，電子地形図 50000 の刊行に

向けても検討を実施中である．地形図の縮尺を小さくする際には，地物の転位・総描・取捨選択や注

記の表示位置などの課題が生じる．今回は，小縮尺化によって生じる課題のうち，建物の総描に焦点

を絞って研究開発を行った． 

 電子地形図 50000 は，地図情報レベル 2500 の情報から縮尺 5 万分 1 の画像を作成することを目標と

している．そこで，地図情報レベル 2500 を含む電子国土基本図のデータを基に，電子地形図 50000

用の総描建物データ自動作成手法に関する検討を行った．  

 

2. 総描建物データ自動作成手法 

 本研究では，図-1 のように建物の面積比率が高い場

所だけ総描する手法を考案した．具体的には，検討地

区として都市部である仙台市を選び，まず，電子地形

図 50000 で表示する道路中心線を取捨選択するため，

表示限界地図情報レベル属性に値として 50000 を付与

した．次に，表示限界地図情報レベル属性の値が 50000

の道路中心線に囲まれている区域を求め，その区域内

に存在する建物データと区域の面積比率が閾値を超え

る場合には，区域を建物密集地と判断し，総描建物データを自動作成した．そして，検証用電子地形

図 50000 を作成し，適切な建物面積比率の閾値を検討した．その結果，30%を閾値とするのが最も 5

万分 1 地形図に近い総描結果となることが分かった． 

 

3. 結果と今後の課題  

図-2 は総描をしていない電子地形図 50000 の仙台駅周辺図，図-3 は総描を行った電子地形図 50000

の仙台駅周辺図である．図-3 は総描により見易さは向上したものの，総描された地区が地図上に点在

する結果となった．図-4 は図-2，3 の同範囲の 5 万分 1 地形図であるが，総描されている地区は，駅

周辺は総描建物（大）（図 -5）として，駅から離れた住宅団地などは総描建物（小）（図 -6）として表

示され，駅周辺の商業地区と住宅団地の整然さを適切に表す地図となっている．このことから電子地

形図 50000 を，5 万分 1 地形図のように総描建物（大）と総描建物（小）を組み合わせて表示するた

めには，まず建物密集地において総描建物とすべきかどうかを判別し，さらに駅周辺から半径何ｍは

総描建物（大）を適用し，それより遠くは総描建物（小）を適用するといったようにアルゴリズムを

工夫することが必要と考えられる．  

また，2 で述べたように，総描建物データ自動作成プログラムを実行するためには，道路中心線の

表示限界地図情報レベル属性に 50000 の値を付与しなければならない．ある程度は，プログラムを利

図-1 建物密集地を総描して表示した図  
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用した属性付与が可能であるが，手作業による補完が必要なため，全国整備には相当の工数を要する

点が課題である．  

 

 

 さらに，本アルゴリズムでは，建物面積に関係

なく建物密集率から総描を行うため，面積が大き

い特徴的な建物も総描してしまう点も課題である．

そのため，建物面積に閾値を定めて，その値以上

の面積を持つ建物は総描しないアルゴリズムに改

良する必要がある．  

他の課題としては，図-7 のように高架であるた

め道路中心線が交差しているが切れていない場合

は，総描建物データが作成されないアルゴリズム

となっている点である．そのため，そのような場

所では道路中心線のデータを一度切断して繋ぎ直

した後に，総描建物データを作成するアルゴリズ

ムに改良する必要がある．  

 

4. まとめ  

 道路中心線に囲まれた区域と，その区域内に存

在する建物との面積比率から，電子地形図 50000

用の総描建物データ自動作成手法に関する検討を

行った．電子地形図 50000 刊行に向け，今後も総

描建物データ自動作成手法に関する検討を進めて

行く予定である．  
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図-4 仙台駅周辺 5 万分 1 地形図 
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仙台駅周辺 

住宅団地 

図-5 総描建物（大）  図-6 総描建物（小） 

図-7 道路中心線が切れていない例 
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