
電子国土基本図からの５万分１地図の完全自動生成 
 

 

実施期間     平成 20 年度～  

測図技術開発室  大野 裕幸   

 

１．はじめに 

平成 20 年にまとめられた地理空間情報体系分科会報告書及び第七次の基本測量に関する長期計画

に基づき，各種の地形図作成に用いられていたデータ群は，平成 21 年度から基盤地図情報と整合する

電子国土基本図（地図情報）（以下，単に「電子国土基本図」という）として，縮尺にとらわれない新

たな基本図用のデータベースとして再編成された．その中で，５万分１地形図については今後の更新

を停止し，新たな図面の刊行は原則として実施しないこととなった． 

しかし，５万分１クラスの地図情報は，地図調製によって作成される管内図等の基図として広く用

いられていることから，電子国土基本図から極めて低コストで５万分１地形図に代わる地図情報を作

成する完全自動生成用のプログラムを開発した． 

 

２．開発内容 

２．１ 基本方針 

５万分１地図の生成にあたっては，電子国土基本図の修正と同期させるため，生成に用いる元デー

タには電子国土基本図を用い，生成する５万分１地図の表現はできるだけ地形図シリーズのイメージ

に近いものとし，一切の手動処理を必要としない完全自動生成とすることを基本方針とした． 

ただし，道路の表示に必須の道路中心線については，電子国土基本図の仕様としては位置づけられ

ているものの，初期データには含まれていないため，電子国土基本図の元データである NTIS の道路中

心線データを用いたほか，注記についても現在の電子国土基本図の注記の仕様では不十分なことから，

NTIS の注記データを用いた． 

出力形式は，電子国土 Web システムの 50k レベル背景地図の代替も考慮して，電子国土の上乗せデ

ータの記述形式である電子国土 JSGI 形式としたが，出力部は自由度が大きいため，SVG 形式にも変換

可能であるほか，VML 形式，Adobe Illustrator の AI 形式での出力も将来的には視野に入れている． 

２．２ 生成プログラムの動作内容 

 生成プログラムの動作は，生成すべき座標値が与えられると，その座標が含まれる 60 秒四方の区画

を形成する電子国土基本図及び NTIS の 30 秒タイル４組を参照し，タイルに含まれるレコード毎に５

万レベルの地図記号レイヤを定義と各インスタンスを記述して，５万レベルの 60 秒タイルデータ１つ

を生成する（図－１）．さらに，５万分１地形図図郭を構成する東西方向 15 タイル，南北方向 10 タイ

ルを連続的に生成するためにバッチ処理用のスクリプトを併用することで，１組の座標からその座標

が含まれる５万分１地形図図郭内の 60 秒タイル 150 個を連続的に生成するようにした． 

 変換時に使用する地図記号生成部は，線幅，色合い，線種などの他，密度に応じた記号の取捨選択，

注記種別の優先順位に応じた表示注記の選択，対象物の方向や重複状況を勘案した注記配置位置の決

定，自由字列として表示するための文字配置位置の再計算などの処理を行う他，外字を略字やひらが

ななどの代替字に置き換える処理なども行う． 

 さらに，道路中心線には都道府県道属性を付与し，国道，主要地方道，一般都道府県道の三段階で

道路を塗り分ける仕様とした． 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．得られた成果 

地図記号への変換性向を調査するために国内のほぼ全域について５万分１地図データを暫定的に作

成したもの（一次試作）及び一次試作で確認された変換上の問題点を改良して生成し直したもの（二

次試作）を電子国土 Web システムの背景地図として読み出し可能とした．また，平成 22 年 4 月 21 日

時点で 681面相当の図郭を A2版 PDF形式として閲覧可能な院内向けサイトを立ち上げ内部公開中であ

る．図－２及び図－３に，都市部及び郊外部の表示内容を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内部試験公開サイト http://163.42.45.174/5man/ 

 電子国土背景地図用タイルデータ URL：http://163.42.45.174/data/50k/new 

          （タイルサイズ 60 秒，種別識別符号 mid，Ver1.1.3 以上のプラグインに対応） 

 

４．結論 

電子国土基本図から 50000 レベルの地図情報を完全自動で生成するプログラムを試作した．ただし，

地図表現は，５万分１地形図の代替とするにはまだ十分でないと考えており，表示の不具合の改善を

図るとともに，100,000 及び 200,000 レベルの完全自動生成用プログラムの開発にも着手する計画で

ある．また，電子国土基本図に道路中心線が実装されるまでの期間の更新同期方法についての研究も

継続していく． 

図－１ ５万分１地図自動生成プログラムの動作の流れ 

 

図－２ 新宿駅周辺（一次試作データ） 

 

図－３ 霧島市国分周辺（二次試作データ） 
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社会資本整備・管理における地理識別子の運用に向けた検討 
 

実施期間       平成 20 年度～ 

測図部測図技術開発室 藤村 英範  渡部 金一郎 

永井 博久  大野 裕幸 

１．はじめに 

 「地図に残る仕事」という表現があるように，社会資本の整備及び管理業務は，地理空間情報と密接に

結びつく業務である．しかし，地理空間情報の取り扱いには一定のスキルが必要であることから，昨今の

地理空間情報技術の進展は，社会資本の整備及び管理業務に必ずしも取り入れられていない．そこで，当

該業務で実際に使われている，「場所に関する言語表現」に地理識別子を与え，地理識別子によって業務情

報を地理空間情報に容易に結びつける手法の検討を進めた．今年度は，国土交通省の地方整備局に属する

事務所の業務の連携に役立つ地理識別子データを試験整備した．また，Web 公開されている業務情報を地

理識別子に結びつける簡易な方法を検討した．さらに，事務所等の様々な主体が分散して地理識別子デー

タを整備できるよう，プラグインソフトウェアを導入していない Web ブラウザを用いて，国土地理院が整

備する電子国土基本図（地図情報）に地理識別子属性を付与する手法を検討した． 

 

２．調査研究内容 

２．１ 地理識別子データの概念モデル及び記法の検討 

 地理識別子データは，地理識別子を定義する定義データと，地理識別子に関連付けられる情報であるタ

グデータに分けて検討することにし，いずれも World Wide Web Consortium (W3C)によって勧告された 

Resource Description Framework (RDF)に従って記述するものとした．RDF は，英国の公共データ公開プ

ロジェクトである「data.gov.uk」(http://data.gov.uk/)でも採用された簡潔な枠組みであり，URI として

表現した地理識別子がテキスト記述や他の Web リソースと織りなす複雑な意味のネットワークを，演算し

やすい形で表現し自在に組合せていくのに適したモデルである．RDF モデルの記法には Tim Berners-Lee 

が提唱した Notation 3 記法のサブセットを用いることとした．地物の幾何形状の情報は Open Geospatial 

Consortium の定義する Well-Known Text 記法と世界測地系の経緯度座標系により記述することとした． 

 

２．２ 地理識別子定義データ整備の実証実験 

 平成 20 年度の先行調査（藤村ほか，2009）により，事務所の業務での使用が確認された河川中心線（河

川名），河川距離標，道路中心線（路線名），道路距離標，港湾区域，臨港地区，航路，滑走路，エプロン

及び公共施設について，モデル地区の京浜河川事務所、横浜国道事務所、京浜港湾事務所及び東京空港整

備事務所より提供を受けた図面資料及び基盤地図情報を用いて，地理識別子の定義データを作成した． 

 

２．３ 地理識別子定義データの提供方法及び地理識別子タグデータ入力方法に関する検討 

 整備した「地理識別子定義データ」は，GIS ソフトウェアが導入されていない事務用 PC からでも，適切



なアクセス制限のもと気軽に閲覧できるものでなければならない．また，地理識別子に対して付加される

主題情報である「地理識別子タグデータ」は，容易に入力でき閲覧できなければならない．この要件を実

現するために，Web サーバをローカル PC，イントラネット及びインターネットに分散して配置する手段を

とることにし，この手段の実現のため，Web サーバは数ファイルからなる Windows 実行形式のプログラムに

より実現できるようにすることを実装指針とした．地理識別子の閲覧機能及び登録機能は，電子国土 Web

システム等を活用し Web ブラウザ上で実現した． 

上述の Web サーバは，地理識別子を提供する「地理識別子 API」，地理識別子閲覧のための「Web ページ」，

タグデータ登録のための「ブックマークレット」からなり，Ocra による Windows 実行形式への変換を前提

として Ruby プログラムとして実現した．HTTP 処理及びデータベース処理の記述には，Sinatra, Sequel 及

び Haml といった Ruby 内ドメイン固有言語を活用し，プログラム量を少量に抑えた． 

「地理識別子 API」は，地理識別子，地理識別子種別，矩形範囲又は地理識別子と検索半径の組合せによ

る問い合わせに対し，「GeoJSON 形式を用いた JSONP 形式」、「GeoRSS 形式」及び「電子国土 Web システム用

XML データ形式」で地理識別子データを出力でき，広範な応用に備えられるようにした． 

「Web ページ」は，登録された地理識別子を表形式及び電子国土 Web システム上に表示するものとした． 

「ブックマークレット」は業務に関する Web 情報を，地理識別子に関連づけて整理する簡易な方法を提

供ものとした．また，各業務分野の入札情報及び水質事故情報について情報整理の実証実験を実施した． 

 

２．４ 地理識別子定義データを分散入力する方法に関する検討 

 地理識別子定義データは，対象となる地物の管理主体が整備することが望ましい．管理主体が Web ブラ

ウザを介して分散して地理識別子定義データを編集できるよう，GeoJSON 化した電子国土基本図（地図情報）

タイルデータを OpenLayers でベクトル編集する手法について実装及び動作確認を行った． 

 

３．得られた成果 

 社会資本整備・管理分野において，地理識別子のデータを整備し，地図や帳票の形式で閲覧し，業務の

情報を場所によって相互に結びつけるために利用し，業務の進捗に合わせて更新していく方法を実現した． 

 

４．結論 

 社会資本整備・管理における地理識別子の運用について，具体的なデータモデル，利用モデルを検討し，

その技術的な実現方法を実証した．今後は，ローカルファイルや帳票ファイル内のレコードへの適用方法，

HTML5 のブラウザ内ストレージの活用，地理識別子と情報との関係を示す「述語」の標準化，主題情報付与

の需要が高い住所や信号交差点等の基礎的地理識別子への対応等について，検討を進めていく． 

 

参考文献 

藤村英範，丹下修平，石井宏，大野裕幸(2009)，社会資本整備管理における地理識別子の整備方針の検討，

平成 20 年度国土地理院調査研究年報 



地理識別子（住所）の整備に関する調査研究 
 

実施期間       平成 21 年度 
測図部測図技術開発室 藤村 英範 渡部 金一郎 

永井 博久 服部 武志 
大野 裕幸 

１．はじめに 
 様々な主体が整備・管理する地理空間情報を円滑に統合し，単なる「位置」ではない「場所」という情

報単位で地理空間情報を社会の様々な局面で活用していくためには，できるだけ多くの利用者が自由に利

用できる，地物特定のための識別子である「地理識別子」の整備・活用が有効である．地理識別子によっ

て地理空間情報の整備，更新及び活用を推進していくにあたって，基礎的な地理識別子である地理識別子

（住所）の整備は特に重要である．これは，住所が，配送のみならず災害対応，人や土地に関する台帳管

理，社会資本整備・管理といった行政や市民生活の様々な場面においても，場所を記述する包括的かつ基

本的な体系として使用されていることによる．本調査研究では，平成 21 年度第一次補正予算で整備を実施

した「地理識別子（住所）」について，その整備基準，整備手法，及び点検手法を検討した． 

 

２．調査研究内容 

２－１．地理識別子（住所）の整備基準 

上述の目的に基づいて「地理識別子（住所）」データを国土地理院が整備するにあたって，「公的な住所

の定義に準拠する」という方針を定め，その整備基準を定めた．住居表示に関する調査（石井ほか，2009）

及び住居表示未実施地区に関する調査（中島ほか，2009）に基づき，地理識別子（住所）データは，「住居

表示に関する法律」に基づく住居表示が実施されている地区について，市区町村が整備する住居表示台帳

に基づいて整備することとした．住居表示台帳からは，記載された住居番号及び基礎番号の指す位置をポ

イントデータとして取得するものとし，ポイントデータの属性には，市区町村コード，町名，街区符号，

住居又は基礎番号，低精度フラグを付与するものとした．ただし，町名は，丁目表示の揺らぎを吸収する

ための機械的ルールによる置換を行うものとし，低精度フラグは，道路縁に基づく縮尺レベル 2500 の情報

と見なせない場合に 1 とすることとした．また，集合住宅の部屋番号については，台帳からその位置を正

しく特定することが不可能であることから，住居番号として位置づけられていても取得しないこととした．

なお，住所の表記法等に関する全体像が明確にはなっていないため，データには地理識別子となるコード

を付与せず，データ全体の整備が終了してから自動処理により付与するものとした． 

 

２－２．地理識別子（住所）の整備手法 

 図－１に示す流れに沿って地理識別子（住所）データの作成を行うこととし，「地理識別子（住所）デー

タ作成業務マニュアル」としてとりまとめた． 
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図－1 地理識別子（住所）データ整備の流れ 



２－３．地理識別子（住所）の点検手法 

 整備された地理識別子（住所）データを効率的に点検するために，目視点検の高速化のための「住所デ

ータ点検システム」を開発した．本システムは，必要な情報をあらかじめ画像にしておき，Web ブラウザベ

ースで実施した点検の結果を自動的に集積するシステムである．また，画像生成は夜間等に多数の PC で実

行できることを目標とした．目的のソフトウェアを短工期で実装し，また分散させて安定して稼働させる

ために，表―１に示すオープンソースのツール及びライブラリを採用した．これにより，400 行に満たない

コード量で必要なソフトウェアを実現することができた． 

ツール又はライブラリ名 内容 利用方法 

Ruby オブジェクト指向スクリプト言語 処理のつなぎ合わせ 

 Sinatra Web アプリケーションを Ruby で簡潔に

記述するためのドメイン固有言語 

Web アプリケーションの簡潔な埋

め込み記述 

 Haml XML を Ruby で簡潔に記述するためのマ

ークアップ言語 

HTMLその他XMLファイルの簡潔な

埋め込み記述 

 Sequel データベース操作を Ruby で簡潔に記述

するためのドメイン固有言語 

PostGIS を用いた空間情報処理の

簡潔な埋め込み記述 

 RMagick 汎用画像処理を Ruby で簡潔に記述する

ことができるライブラリ 

ImageMagick を用いた汎用画像処

理の簡潔な埋め込み記述 

PostGIS / PostgreSQL 地理空間情報の保管・検索・処理（座標

変換を含む）のためのシステム 

作成データ及び測量成果の座標変

換その他の空間処理 

表－1 住所データ点検システムに採用したオープンソースのツール及びライブラリ 

 

３．得られた成果 

 上述の基準及び手法に基づいた基本測量（地理識別子整備業務）を，簡易公募型指名競争入札の測量業

務（地図調整）として実施した．一部は翌年度にわたる債務負担の承認に基づき，平成 22 年度に実施する

こととなったが，それらの業務の成果を合わせると，全国の住居表示実施地区面積の約 95％をカバーする

住所データとなる見込みである． 

 また，２－３節に記載した点検手法の導入により，1人日あたり約 4000 ページの速度での点検を実現し，

大規模な取得漏れや取得基準のばらつき，町名の誤入力等のエラーを効率的に排除することができた． 

 

４．結論 

 地理識別子（住所）データの初期整備にあたり，必要な調査研究を実施した結果，必要な業務を円滑に

実施することができた．今後は，住居表示の新規実施に対応した地理識別子（住所）データの更新及び地

理識別子（住所）データの配布，公開及び高度な活用にまつわる課題についても調査研究を実施していく． 

 
参考文献 
石井宏，服部武志，大野裕幸(2009)：基盤地図情報（街区）等の整備に伴う資料調査，平成 20 年度国土地

理院調査研究年報 

中島最郎，丹下修平，大野裕幸（2009）：住居表示未実施地区における街区境界線整備のための基礎データ

作成業務，平成 20 年度国土地理院調査研究年報 



地理識別子(信号交差点)整備業務の実施について 
 

 

実施期間      平成 21 年度～       

測図技術開発室  大野 裕幸  渡部 金一郎 

 

１．はじめに 

交通量の多い交差点には,一般的に信号機が設置されている．この信号交差点は,カーナビなどによ

る道案内の際に「○○交差点を右折してください．」のような形で場所を示すランドマークとして用い

られる．また,交通事故の発生地点や,概略のアクセス経路を説明する際に,「○○交差点のそば」や「○

○交差点から約 300ｍ」という形で使用され,行政や市民生活において最も使用頻度が高いランドマー

クの一つと言うことができる． 

そこで,平成21年度補正予算によって,全国の信号交差点19万箇所余について,その位置と名称を調

査して地理識別子（信号交差点）として整備する業務を実施した． 

 

２．信号交差点とは 

２．１ 設置の意志決定 

 信号機は,交通を規制するために設置するもので,道路交通法に基づく規制として各都道府県の公安

委員会が意志決定をし,警視庁及び各道府県警察が設置・運用している．信号機が設置されるのは道路

上（歩道など）であることが一般的なので,信号機の設置にあたっては,原則として公安委員会,警察本

部,道路管理者の三者の協議のうえで設置場所が決定される．例外的に,道路に面する事業所の出入口

や,高速道路の海底トンネル等の出入口に設置される信号機など,公安委員会の決定によるものではな

く道路管理者等が設置した委託信号という信号機もわずかながら存在する．地理識別子（信号交差点）

整備業務では,原則として高速道路上の委託信号を除くすべての信号機が設置されている交差点及び

箇所を整備対象とした．通常,地図には掲載されない一灯式の信号交差点も含んでいる． 

２．２ 交差点名称 

 信号機の設置を決定する際に,公安委員会によって意志決定名称が決められる．これが,いわゆる正

式の交差点名称である．私たちドライバーは,図－１のような信号機の横などに設置された地点名称表

示板の表示内容によって信号交差点の名称を認識するのが一 

般的である． 

 ところが,この地点名称表示板は,道路管理者が設置している 

ため,必ずしも公安委員会が決めた正式名称が記載されていると 

は限らない．また,別の交差点の正式名称が,そことは違う交差 

点の地点名称表示板に表示されている例もある． 

 

３．業務内容 

 地理識別子（信号交差点）整備業務では,（１）警視庁及び各道府県警察から信号機の設置箇所のリ

ストを入手,（２）信号機設置箇所一覧に記載の所在地及び信号機の制御番号をもとに交差点の位置を

特定し,基盤地図情報等の測量成果を用いて地図上の座標を取得,（３）国道上に設置されている全て

の信号機について,地点名称表示板の表示内容を現地調査によって確認,の３つの業務を実施し,地理

識別子（信号交差点）データとして整備した． 

 

 図－１ 地点名称表示板 



４．得られた成果 

４．１ 警視庁及び各道府県警察からの信号機リストの入手 

 警視庁及び神奈川県警察本部の信号機リストは,警察庁交通局交通規制課の仲介の下,本業務の実施

に先立って平成 20 年度に業務フローの事前検討用に入手した．残る 45 道府県のうち,35 道府県につ

いて信号機リストを入手した．残る 10 県については平成 21 年度中の調整が難航したが,平成 22 年度

第１四半期中に提供を受けられる見込みである． 

４．２ 信号交差点の位置の特定 

 各道府県警察から入手した信号機リストに基づき, 

地図上の位置の特定を実施した．位置の特定にあたっ 

ては,信号機リストに記載されている情報のうち, 

名称,所在地及び入射する道路路線番号を元にアド 

レスマッチングや住居表示地番対照住宅地図（ブル 

ーマップ）等の資料を用いて地図上の位置を特定す 

ることとした．位置が不明の場合は現地調査を実施 

し,信号制御装置に記載された管理番号を確認するこ 

とにより交差点の位置と名称を特定した．資料を用 

いて位置を推定した交差点については,国道上の全て 

の交差点について現地調査で位置を確認するとともに,全体の２％の箇所について現地点検を実施し

て資料の信頼性をチェックした．図－２に信号機制御ボックスに記載された管理番号の例を示す． 

４．３ 地点名称表示板の内容調査 

 信号機リストを入手した道府県のうち,東京都を除く全ての国道について,実走調査により地点名称

表示板の表示内容を調査した． 

４．４ 地理識別子（信号交差点）データの作成 

 整備した信号交差点のデータをもとに,経緯度と 

名称等の属性を地理識別子としてとりまとめ,電子 

国土 Web システム上に重ね合わせた例を図－３に示 

す．2500 レベルの基盤地図情報が提供されている地 

域では,基盤地図情報に基づいて交差点位置を取得 

したが,それ以外の地区では,数値地図 2500（空間 

データ基盤）の道路中心線や,電子国土の 25k レベ 

ル背景地図と整合する位置に経緯度座標を取得した． 

 一部の県警では,信号機リスト中に制御ボックス 

の経緯度を含んでいたものもあり,その場合は,位 

置の特定は省略して現地確認のみを実施した． 

 

５．まとめ 

全国の信号交差点のうち,36 都道府県約 17 万箇所について,地理識別子としての信号交差点のデー

タ整備を実施した．今後は,交差点に付与する一連番号（地物標準 ID）を決定する必要があるが,カー

ナビでも使用することができる共通番号として付与する方向で財団法人日本デジタル道路地図協会と

調整中であるほか,早期に残る 11 県分のデータ整備を完了させるとともに,平成 21 年度中の更新分に

ついてもデータ整備を行い提供を図ることとしている． 

  

図－２ 管理番号の記載例(都道府県毎に異なる) 

愛知県の例 愛媛県の例 

 

図－３ 信号交差点データ（名古屋駅周辺） 



超高速インターネット衛星「きずな」を用いた画像伝送実験 
 

実施期間       平成 21 年度～      

測図部測図技術開発室 高橋 祥  坪内 義樹 

大野 裕幸  南 秀和 

 

１．はじめに 

測図部では，大規模災害発災時に空中写真の緊急撮影を行い，関係機関への情報提供及び被害状況

の早期把握に努めている．この緊急撮影の作業フローの中で，空中写真撮影後の「画像の移動」は，

飛行場から国土地理院本院までの陸送に拠っており，この陸送時間が，迅速な画像提供を行う上での

大きな障害となっている．その一方で，デジタルカメラの導入により，技術的には空中写真画像をデ

ータとして伝送できるようになったため，超高速インターネット衛星「きずな」を利用して，飛行場

からつくばまで画像を伝送することができれば，より迅速な災害対応が可能になると考えられる． 

そこで，「きずな」による空中写真伝送が現実的に可能かどうかを検証するとともに，利用のメリッ

トや問題点を把握し，今後の運用について評価を行うことを目的とし，画像伝送実験を実施した． 

 

２．実験内容 

平成 21 年度は，以下の３回の実験を実施した． 

 （１）ＪＡＸＡ筑波宇宙センター内での伝送実験 

実施日： 平成 21 年 5 月 7 日～5 月 8 日 

概 要： 国土地理院が準備した機材の確認，伝送速度の確認，職員の組立訓練等を目的とし，

筑波宇宙センター内に設置した二基のアンテナを使って，相互通信を行った． 

 （２）海上自衛隊徳島基地から筑波宇宙センターへの伝送実験 

実施日： 平成 21 年 5 月 25 日～5 月 26 日 

概 要： 長距離のアンテナ陸送および自衛隊基地内でのアンテナ設置を行い，緊急撮影を想

定して当日撮影された空中写真画像を伝送した． 

 （３）仙台空港から筑波宇宙センターへの伝送実験 

実施日： 平成 21 年 11 月 30 日～12 月 1 日 

概 要： 「くにかぜ３」への移行に向けて，民間空港周辺からも伝送ができることを確認し

た．また，ＪＡＸＡとの連絡訓練，発動発電機の使用等を実施した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 機材一式（左）と官用車への搭載状況（右） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 機材設置状況（徳島基地：左，仙台空港：右） 

 

３．得られた成果 

・ 伝送する枚数および伝送元までの距離によっては，従来の陸送に比べて大きく時間を短縮でき

る可能性があることを確認した． 

・ きずなの利用により，航測用デジタルカメラ UCD の画像を，1 枚あたり約１分で伝送できること

を確認した． 

・ 機材一式を，測図部の官用車に搭載し陸送することができた． 

・ アンテナの設置場所は，平坦であることと，南側に遮蔽物がないこと，電源が確保できること

が前提条件であり，場所の選定には十分な確認を必要とすることがわかった． 

・ 発動発電機を持参することにより，場所の選択肢が増え，事前の調整が軽減されることを確認

した． 

・ 実災害での利用に向けて，きずなを利用する条件，連絡体制，伝送に至るまでの流れ等を，両

者合意により実施細目として定めた． 

 

４．きずなの実利用に向けて 

これまでの伝送実験によって，きずなの伝送能力は空中写真の伝送に十分であることを確認した．

しかし，機材の大きさに起因する問題（輸送手段が限られる，設置場所の事前調整が必要，輸送に人

手が必要）や，組立や操作の煩雑さに起因する問題（従事者が限定される，従事者確保に資格取得と

継続的な訓練が必要，現場到着から伝送までに時間がかかる）が明らかになった．こうした問題を解

決するために，部内の体制作りや作業効率向上に向けた取り組みが必要であるが，合わせて JAXA に対

して機器の改良等の要望をしていくことも必要である． 

きずなを利用することによるメリットは大きいものの，そのための労力もまた多大であるため，両

者を天秤にかけて，今後の利用について判断する必要がある． 



高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発（第３年次） 

－デジタルカメラの迅速な処理－ 
 

 

実施期間       平成 19 年度～平成 21 年度 

測図部測図技術開発室 坪内 義樹  高橋 祥 

南 秀和  大野 裕幸 

 

１．はじめに 

航空機による空中写真撮影は，雲の状況によっては撮影が実施できない場合がある．また，雲を避

けるには低高度で撮影を行う必要があるが，それでは写真一枚あたりの撮影範囲が狭くなるため，迅

速かつ効率的な対応が要求される災害時の緊急撮影には不向きである． 

一方，広範囲を撮影可能な広角レンズをカメラに用いることで，雲の影響がより少なくなる低高度

からの撮影でも撮影範囲をある程度確保でき，従来の高度での撮影に近い効率で撮影を実施すること

ができると考えられる．そこで平成 21 年度は，テーマ「デジタルカメラの迅速な処理」において災害

エリアの撮影機会の増大に主眼を置いた低高度からの広角空中写真撮影について検討を行った． 

 

２．研究内容 

広角レンズを装着した市販のデジタル一眼レフカメラ（以下，広角カメラと呼ぶ）を用いた低高度

からの空中写真撮影を実施し，その有効性を検討した． 

 

３．方法 

使用したカメラは CanonEOS5D，レ

ンズは Canon EF14mm（対角線画角

114°）である．撮影の際の外部標定

要素の決定には GPS/IMU を用い，航

空機に搭載後ボアサイトキャリブレ

ーションでカメラと IMU の傾きのず

れを補正し，都内およそ 6×5km の範

囲（図－１）を高度 900m（地上分解

能 40cm），オーバーラップ 80%，サイ

ドラップ 60%で撮影した．その後，

得られた画像から外部標定要素及び

10mDEM を用いて単写真オルソ画像

を作成し，現地計測した検証点の較差計測を行った． 

 

４．結果 

 撮影により得られた実際の写真は図－２のとおりで一枚あたりの撮影範囲は高度 900m で約 2.3×

1.5km であった．仮に測量用デジカメ UCD でこれに近い範囲を撮影するには高度を 2,300m まで上げる

必要がある（2,300m は UCD での緊急撮影時の標準高度である）．つまり，2,300m よりも低いところに

ある雲を避けるために高度を 900m まで下げたとしても，広角カメラであれば高度を下げる前の UCD

図－１ 撮影範囲 



と同じ撮影範囲を維持できることになる．また，羽田空港上空の過去１年分の気象データ（中部航空

地方気象台）を分析した結果，高度を 2,300m から 900m まで下げれば下方に雲がない頻度の割合（以

下，撮影機会と呼ぶ）が約 4.5 倍に増加することが分かった． 

精度検証の結果については図－３のとおりであるが，主点からの距離が 600m あたりから較差が大き

くなることが分かる．本撮影画像は地図情報レベルとしては 5000 であり，この場合の数値地形図デー

タの位置精度は 3.5m（作業規程の準則第 80 条）であるが，主点に近い位置であれば 3.5m に近い精度

が得られ，家屋一軒を同定することは可能であると考えられる．この精度が得られる範囲（以下，有

効範囲と呼ぶ）が主点を中心とした 600m 四方と考えると，撮影方向については UCD と同等の範囲を確

保できることになる．しかし，撮影方向と交差する方向については UCD の 885m（高度 900m）に対し

600m と７割にとどまるので，有効範囲のサイドラップを 30％維持したければコース間隔を UCD の場合

に比べ３割短くする必要がある．  
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図－２ 広角空中写真画像       図－３ 主点からの距離と検証点較差の関係 

 

５．まとめ 

 災害時の特に初動時の情報把握においては精度よりも早さが重要となる場合がある．本研究により，

雲天時に高度を標準の 2,300m から 900m に下げることで撮影機会が 4.5 倍となり，更に高度を下げる

前の UCD と同等の範囲を維持できるという点で，低高度による広角撮影が災害時の緊急撮影として有

効であることが分かった．ただし，画像の位置精度については，主点を中心とする UCD の撮影範囲に

近い範囲内では４m 程度と，作業規程に定められた 3.5m に近い精度が得られたが，画像周辺部では主

点からの距離が大きくなるほど精度が低くなることが分かった． 

以上のことから，山間部の土砂災害の把握など，さほど精度を必要としない場合には精度の低い画

像周辺部も利用することを想定し，オーバーラップ・サイドラップを小さめに設定した少ない枚数で

撮影を実施することができる．しかし，倒壊家屋の位置の特定を行うなど高い精度を必要とする場合

には有効範囲内の利用に限定し，UCD の場合に比べ撮影方向については同じ撮影間隔でよいが，撮影

方向と交差する方向についてはコース間隔を３割短くして撮影を実施する必要がある．言い換えれば，

コース数を 1.4 倍にすることで，曇天・雨天時でも撮影できる可能性が高まることを示している．ま

た，広角カメラでは広範囲を撮影できる反面，その分画像周辺部では建物の倒れ込みが大きくなると

考えられることから，先に述べた求める精度に加えて撮影する災害地域の特性に応じてオーバーラッ

プ・サイドラップをどの程度小さくできるかを十分に検討する必要がある． 

：数値地形図データの水平位置精度（3.5m） 



高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発（第３年次） 

－写真画像への地理情報挿入－ 
 

 

実施期間       平成 19 年度～平成 21 年度 

測図部測図技術開発室 坪内 義樹  高橋 祥 

南 秀和  大野 裕幸 

 

１．はじめに 

 これまで，災害時の航空機による緊急撮影においては，撮影された画像は GPS/IMU により得られる

外部標定要素を用いてオルソ画像に加工され，これを地理情報（主に注記）と重ね合わせて表示する

ことでどこを撮影したものなのか分かるような形で提供してきた．しかしながら，オルソ画像の作成

には時間を要しているのが現状であり，災害対応に必要とされる時期に提供が間に合わないおそれが

ある．そこで，どこを撮影したものなのかより早く簡便に把握できる画像の提供を目指し，平成 21

年度は前述したこれまでの画像を地図上に投影するオルソ画像作成の考えとは逆に，地図上の注記を

画像に直接挿入することを考え，これを実現する“注記挿入ツール”の開発に取り組んだ．なお，注記

の挿入は従来通りの航空機搭載の測量用カメラによる鉛直方向撮影の画像に加え，地上計測車にも搭

載可能な一眼レフカメラによる斜め方向撮影の画像も対象とした．本研究はテーマ「デジタルカメラ

の迅速な処理」及び「地上計測車による画像の取得技術の開発」に位置づけられるものである． 

 

２．研究内容 

 写真測量の共線条件式を利用すれば，外部標定要素に記述されたカメラの位置（X0，Y0，Z0）及び回

転角（ω，φ，κ）から地上座標と写真座標の対応付けができる．これに対象となる注記の地上座標

（X，Y，Z）が与えられれば，その注記の写真座標（x，y）を計算することができる（図－１）．測量

用カメラでは GPS/IMU システムによる外部標定要素の直接取得が一般的となったが，一眼レフカメラ

による撮影では簡易に使用できる GPS 及び IMU（図－２）をカメラに取り付けて，撮影した瞬間のカ

メラの位置及び回転角を取得した．これにより，測量用カメラの場合と同様の処理を行うことできた．

なお，焦点距離などカメラ撮影時の様々な情報を記録できる画像ファイルの規格で Exif というものが

あるが，一眼レフカメラによる撮影においてはこれを利用し，カメラの位置及び回転角を画像に直接

記録したものを処理した． 

 

 

 

 

 

図－１ 共線条件式 



３．注記挿入ツール 

注記挿入ツールは，測量用カメラによる撮影と一眼レフ

カメラによる撮影では得られる情報は同じでもそれを記録

する媒体が異なるため，前者のデータを対象とした

「GPS/IMU モード」と後者のデータを対象とした「Exif モ

ード」に分けて処理を行うこととした．つまり，「GPS/IMU

モード」では情報の付加されていない画像とこれに対応し

た位置及び回転角の記録された外部標定要素ファイルを読

み込むのに対し，「Exif モード」では画像を読み込み，位

置及び回転角はそこから直接読み込めるようにした．どち

らのモードも基本的には最初に処理の対象とする注記の範

囲を大まかに設定し，そこに含まれる全ての注記について

共線条件式に基づき画像座標上の位置を計算し，これらを

挿入した画像を出力するという同じ手順を踏んだ．なお，

初動期の被災情報把握ということで，図化が行えるほどの

高い精度よりも早さと簡便さを重視し，レンズディストー

ションや PPA の補正までは本ツールでは扱わないこととし

た． 

 

４．注記挿入ツールを用いた処理結果について 

 本ツールの処理時間は，主に処理（画像座標の計算）を行

う注記の件数と出力する画像の容量に依存する．Tiff 形式の

空中写真画像１枚（約 250MB）を「GPS/IMU モード」で処理し

たところ（図－３），かかった時間は約１分とこれまでオルソ

画像の作成に要していた時間の半分であった．なお，本ツー

ルでは Jpeg 形式のサムネイル画像のように解像度を落とし

たものも同様に扱えるようにし，その場合は数秒程度と非常

に短時間に処理を行うことができた．また，処理を行う前に

読み込むデータの設定と挿入する注記のフォントなどを指定

する必要があるが，オルソ画像を作成するときに利用するデ

ジタル図化機ほど写真測量の知識がなくても簡単に設定を行

うことができる．ただし，「Exif モード」については画像へ

の注記挿入が正しく行われておらず，原因の特定及び対処が

必要である． 

 

５．今後の課題 

 斜め方向の撮影では，カメラの傾きによっては非常に遠方の対象物を画像内に写し込むことができ

る．本ツールを用いれば遠方の被写体の情報を把握することができ，災害時の情報収集として非常に

有用であると考える．このことからも，一眼レフカメラによる斜め方向撮影の画像を対象とした「Exif

モード」における問題点の特定及びその対処が今後の課題となる． 

図－２ 簡易型 GPS（上）及び IMU（下） 

図－３ 注記挿入画像 

 



 

 

高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発（第３年次） 

－地上計測車による画像の取得技術の開発－ 
 

実施期間        平成 19 年度～平成 21 年度 

測図部測図技術開発室  高橋 祥   坪内 義樹 

   南 秀和   大野 裕幸 

 

１．はじめに 

減災総プロでは，被災状況の早期把握を目指した効率的な情報収集手段と，その後の被災箇所抽出

手法について検討を行っている．現在の情報収集手段は，光学センサによる撮影が一般的であるため，

一刻も早い対応が望まれる災害時における夜間の情報収集を行うことができない状況である．そこで，

太陽光がない状況でも画像取得が可能と考えられる機器を使った夜間の情報収集の可能性について検

討した． 

 

２．使用した機材 

今回使用したのは，超高感度カメラ及び熱赤外カメラである．超高感度カメラとは，平成 21 年秋に

発売され，ISO 感度を 10 万相当まで引き上げられるデジタル一眼レフカメラである．センサで光量を

増幅しているため，ごくわずかな光でも撮影ができる．一方，熱赤外カメラとは，物体が放射する赤

外線を検知し，それを画像化する装置であり，サーモグラフィーとも呼ばれる．熱赤外線は人間の目

には見えないが，すべての物体から放射されおり，温度の高いものほど強く放射している．この，熱

赤外線の強弱（表面温度差）を，濃淡やグラデーションとして画像化する． 

 

３．撮影された画像 

図-１に，ほぼ同一地点より撮影した，三種類のカメラの画像を示す．  

  

 

 

 

 

 

 

通常のビデオカメラ（16 時撮影）   超高感度カメラ（20 時撮影）   熱赤外カメラ（21 時撮影） 

図－１ 都市部での撮影 

 

 超高感度カメラの画像は，一見すると普通の夜景写真のようだが，通常のカメラでこのような写真

を撮るためには，カメラを固定して数秒間の長時間露光が必要である．しかし，今回使用したカメラ

では，走行中の車から撮影してもブレないシャッター速度を維持できた．このように都市域であれば，

光量は十分であり，現況を記録するのに不自由はほとんどない．ただし，被災直後の停電の状況によ

っては，超高感度カメラを用いても撮影が困難となる恐れがある． 

一方，熱赤外カメラでは，対象物の表面温度差をとらえることにより，様々な地物の輪郭を判別す

ることができた．背景と建物等の境界だけでなく窓枠も判別でき，建物の階数も可視画像と同様に確



 

 

認することができるため，形状の変化を伴う建物被害は確実に把握できる．また，可視光が全くない

状況でも画像が得られるという点で，大きな利点がある． 

 

４．山間地における災害箇所抽出 

 熱赤外カメラは，周囲の光量と関係なく画像が取得可能であることから，山間部の災害状況把握に

も利用できる可能性がある．熱赤外画像は，センサでとらえた相対的な温度差をもとに描画された画

像である．対象物の絶対温度を知るためには，最低一箇所の温度を撮影と同時に計測し，その情報で

補正して用いることが一般的であるが，ここでは，相対的な温度差で被害を特定することを想定して

いる．図-２に，平成 21 年に山口県防府市で豪雨災害により発生した崩壊地を、熱赤外カメラおよび

通常のカメラでとらえた画像を示す（○内が崩壊地）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      熱赤外カメラ（19 時撮影）            通常のカメラ（17 時撮影） 

図－２ 土砂災害箇所の撮影（山口県防府市） 

 

画像を見ると，崩壊地は周囲の木々の部分とは数度の温度差が生じるという特徴がみられ，被災箇

所を判別することは十分可能と思われる．こうした，相対的な温度差のみを使って対象物を捉えよう

とする試みは，熱赤外画像の利用法としては異例であるが，様々な対象物の見え方や季節的な違いを

把握することにより，高精度な判読手法として確立できると考えている． 

 

５．実運用に向けて 

 今回は，最新の超高感度カメラと熱赤外カメラを使って，夜間の撮影を試みた．超高感度カメラは，

都市部であれば走行中の車内からの撮影も問題がなく，しかもデジタル一眼レフカメラを高機能化し

た市販品であるため，機器としての完成度が高くあらゆる撮影に対応できる．一方，熱赤外カメラは

人工的な明かりの少ない山間地でも撮影ができ，土砂災害の発生箇所の判読に適用できる可能性があ

ることが実証されたが，解像度に限界があること，特殊機器であり操作性に難があること，長時間の

連続使用が困難であること，などの問題がある．どちらのカメラも長所短所を併せ持つが、自動車に

搭載する夜間用センサとして，活用が期待できる． 

 さらに，これらのカメラを航空機に搭載して，夜間にも空撮を行える可能性がある．空撮用でない

機器を航空機に取り付けた撮影は，平成 20～21 年度に研究作業で実施しており，技術的には問題がな

い．ただし，夜間飛行に対応できる航測会社が現時点で皆無であること，夜間に使用できる飛行場が

限られていることなど，運航面での制約が多く，今後のヘリコプターでの撮影可否も含めて検討を行

いたいと考えている． 



高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発（第３年次） 

－道路基盤地図情報を用いた地図情報の半自動修正手法の検証- 
 

 

実施期間       平成 19 年度～平成 21 年度 

測図部測図技術開発室 永井 博久  渡部 金一郎 

藤村 英範  大野 裕幸  

 

１．はじめに 

常に地図情報を最新に保つことは，誤った災害状況把握の防止という危機管理の観点から重要であ

る．国土技術政策総合研究所では，国の直轄国道の完成平面図を GIS データ化した道路基盤地図情報

の作成を行っていることから，最も変化の激しい道路について，平成 20 年度に道路基盤地図情報を用

いて地上部における基盤地図情報の道路縁データの更新を効率化するアルゴリズム（以下，「更新プロ

グラム」という．）の開発を行い，試行した２箇所について一定の成果が得られた． 

平成 21 年度は，より多くの適用実験を行い，更新プログラムの適用範囲を明確にするとともに，更

新プログラムの改善に必要な情報の調査を行った． 

 

２．研究内容 

２．１ 道路基盤地図情報の道路縁データの抽出 

 道路基盤地図情報は車道部，歩道部など様々な面データを持つのに対し，基盤地図情報は，道路縁

を線データとして持つため，更新プログラムを適用するにあたり道路基盤地図情報から道路縁に相当

するデータを抽出する必要がある．平成 20 年度の試行作業においては，道路基盤地図情報の道路縁を

手動で抽出していたが，更新の効率化のため，抽出の自動化を試みた． 

 

２．２ 更新実証実験 

 表－１に示す地域の道路基盤地図情報と基盤地図情報の道路縁データについて，更新プログラムに

よる更新実証実験を行った．更新結果を目視確認し，手動更新と同様の更新が行われた場合に適切な

更新が行われたものと判断し，道路縁延長に占める割合により更新プログラムを評価し，更新困難箇

所の類型化により適用範囲について検証を行った． 

 

表－１ 実験地域 

実験地域の市町村と 

主な国道路線 

札幌市（５号，12 号ほか），高岡市（470 号），松阪市（42 号）， 

高槻市（171 号），寝屋川市（１号）ほか全 14 市町村 12 路線 

 

３．得られた成果 

３．１ 道路縁データの抽出結果

 道路基盤地図情報の道路面に相当するデータを合成し，その外周を自動で抽出することで道路縁デ

ータを抽出した．図－１に抽出した道路縁データと，道路基盤地図情報を重ねた図を示す．概ね適切

に抽出されたが，一部については手動による作業も必要となった．道路基盤地図情報の仕様の問題で

もあるが，面データは互いに接合がとれていない箇所があり，それが原因で抽出した道路縁が途切れ



る，交差する等の箇所が見受けられた． 

 

３．２ 実証実験の結果 

 実験結果を表－２に示す．適切に更新が行われた箇所と行われていない箇所の道路縁延長の割合を

算出した結果，70％以上について適切に処理が行われたことを確認した． 

図－２に更新結果の例を示す．更新プログラムは，同一平面における形状の変化を対象の処理とし

ていることから，立体交差部については，道路基盤地図情報の道路面領域内の道路縁データを削除さ

れてしまい適用不可となった． 

その他，以下のようなものが課題として挙げられた． 

・基盤地図情報の道路縁データの重複，分岐等に起因する更新プログラムの処理の改善 

・地図情報の道路領域面内に分離帯，島を含む場合にこれらを正しく残す方法 

・地図情報の精度の違いによる交差点の隅切りの位置ズレ及び形状の違いへの対処 

 

     

   図－１ 道路縁の抽出結果    図－２ 更新結果の例 

 

表－２ 更新プログラムの実験結果 

結果別の道路縁延長（km） 
道路縁総延長（km） 

適切に更新された 適切に更新されなかった 
割合（%） 

372 266 106 71.5 

        

４．まとめ 

 本研究では，道路基盤地図情報による基盤地図情報の更新プログラムの実証実験を行い，道路縁延

長の 70％以上で手動更新と同様の更新が行われたことを確認した．また，道路基盤地図情報から道路

縁データを半自動で抽出した．立体交差部等，更新プログラムが適用されない箇所については，アル

ゴリズムの改善を含めて検討していく必要がある． 

本研究では，道路基盤地図情報を処理対象としたが，将来的には電子納品された道路工事平面図（CAD

データ）等に対しても，同様のアルゴリズムを適用する事により，効率的な地図情報の更新が可能に

なると思われるため，今後も検討を続けることが必要である． 

 

参考文献 

丹下修平，藤村英範，石井宏，大野裕幸（2009）：仕様の異なる地図情報を用いて地図情報を更新する

手法の開発，第 19 回国土地理院技術報告会，15-16． 



高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発（第３年次） 

－仕様の異なる地図データ間の位置ズレ補正技術の開発－ 
 

実施期間     平成 19 年度～平成 21 年度 

測図技術開発室  大野 裕幸  渡部 金一郎 

永井 博久  藤村 英範  

 

１．はじめに 

国土交通省総合技術開発プロジェクト「高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開

発」（通称「減災総プロ」）では，災害発生時の被害状況を的確な把握や復旧フェーズにおける物資輸

送計画の立案等のためには適切に更新された地図情報が不可欠であるとの観点から，基盤となる地図

情報の更新の迅速化，効率化に向けた研究開発を，テーマ「基盤地図情報データベース更新のための

技術開発」として国土技術政策総合研究所と連携して実施してきた．その一環として，既存の地図デ

ータを更新する際に，工事図面を起源とする地図情報など様々な仕様の地図データを用いることを想

定し，仕様が異なる地図データ間で生じる位置ズレを補正する技術開発と，それを地図データ更新業

務に用いた場合を想定し，市町村における道路工事完成図面の電子納品の実態把握のための調査を実

施した． 

 

２．調査研究内容  

２．１ 2500 レベルと 25000 レベルの道路中心線の位置ズレ補正プログラムの開発 

 縮尺レベルが大幅に異なる地図情報を用いた位置ズレ補正技術の開発を実施した．ここでは，基盤

地図情報 2500 レベル及び精密図化素図を元に作成された電子国土基本図（地図情報）の道路縁データ

（以下，単に「道路縁データ」という）に対し，２万５千分１地形図原データを起源とする 25000 レ

ベルの道路中心線データの位置ズレを補正し，道路縁データの間に移動させるプログラムを開発した． 

２．２ 市町村における道路工事図面の電子納品実態調査の実施 

 地図情報の更新にあたって参照する情報としては，道路管理者によって実施された道路工事そのも

のの完成図面が正確かつ最も早く入手できる更新情報であると考えられる．そのため，このテーマで

は，国土交通省の直轄道路区間における工事の電子納品図面を用いた更新技術開発を行ってきたが，

国及び都道府県ではすでに電子納品が実施されているものの，市町村における電子納品の実施動向に

ついては把握されていなかった．そこで，全市町村に対して電子納品の実施状況に関するアンケート

調査を行った． 

 

３．得られた成果 

３．１ 2500 レベルと 25000 レベルの道路中心線の位置ズレ補正プログラムの開発 

 道路縁データは，レコードの方向が道路面が右側となる向きに揃えられている．また，データは経

緯度で 30 秒単位の区画に分割されているが，ポリゴン化されているため，区画をまたぐ地点以外は途

中で道路縁が途切れることは無い．この性質を利用し，道路面内に確実に存在する道路中心線の構成

点を処理開始点とし，道路縁データと道路中心線の交差が無い状態になるよう道路中心線を次々に道

路面側に移動させていく処理を加えることによって，25000 レベルの道路中心線を 2500 レベルの道路

縁の位置と整合させる手法を開発した．さらに，総描によって実際の位置とは大きくズレた位置に取

得された道路中心線については，道路縁と道路中心線の交差位置から次に交差する位置までの距離を



計測し，極端に長い場合は総描箇所と判断するアルゴリズムなどによって成功率を向上させた． 

 図－１に，位置ズレ補正前と位置ズレ補正後の処理結果を示す．赤い線が 25000 レベル道路中心線，

緑色の線が 2500 レベル道路縁を表している．道路縁データの仕様にバラツキがみられるため，処理を

行う地区によって成功率は異なるが，概ね道路中心線延長の 95％程度の補正に成功している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２ 市町村における道路工事図面の電子納品実態調査結果 

 すべての市町村に対し，電子納品の実施状況を郵送でのアンケートにより調査した．主な設問の内

容は，①電子納品を実施しているか，②実施している場合のフォーマット，③今後の電子納品の実施

予定などである．アンケート送付市町村数は 1778，うち回答数が 1277 で，回答率 71.8％である． 

 調査の集計結果は，次のとおりである． 

① 道路工事の完成図面等の電子納品を実施している市町村数は一部実施を含め 176（13.8％）． 

また、道路の供用開始の告示の際の縦覧図面に電子納品図面を用いている市町村数は 44 に留まる． 

② 電子納品図面のフォーマットは，SXF(P21) 9％，SXF(SFC) 37％，その他 35％，不明 12％，複数

のフォーマットを使用 6％であった．(小数点以下四捨五入のため合計は 100％とならない) 

③ 今後，電子納品の実施を計画及び検討中の市町村数は 307． 

 

４．まとめ 

電子地図の位置の基準である基盤地図情報は，都市計画区域内については 2500 レベルで整備が進め

られている．この地域では，従来は 25000 レベルで整備されていた道路中心線の位置精度を 2500 レベ

ルの位置精度に向上させる必要があり，今回構築した位置ズレ補正プログラムの変換率は処理後の手

動による修正量を考慮すると変換率は優秀である．一方，都道府県以上では電子納品が実施されてい

るものの市町村レベルでの実施率は低く，今後の電子納品実施市町村の拡大が待たれるところである． 

  

位置ズレ補正処理前 位置ズレ補正処理後 

図－１ 位置ズレ補正プログラムの処理結果例（手動による補正なし） 


