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１．はじめに 

 環境地理課では，地球観測衛星 NOAA/AVHRR データ（空間分解能 1km）及び TERRA/MODIS データ（空

間分解能 250m）から正規化植生指標（Normalized Difference Vegetation Index :NDVI）データを作

成し，インターネットにより公開している．  

 

２．研究内容 

２．１ NDVI 作成プログラムの改良 

 国土地理院では，共同研究協定を締結している東海大学の宇宙情報センターが受信した地球観測衛

星 Terra の MODIS センサーの観測データから NDVI データを作成している．受信アンテナが老朽化し新

しいアンテナシステムへ切り替えられたことにより，従来の NDVI 作成プログラムが利用できなくなっ

たため，プログラムの改良を行った． 

 

２．２ 土地被覆分類データの作成 

NDVI は，その地点における植物の活性度を表しており，その値及びその季節変化パターンは土地の

被覆状況を反映していると考えられることから，AVHRR NDVI データ，MODIS NDVI データを用いた土地

被覆データ作成の調査・研究を行い、日本全域の 250ｍメッシュ土地被覆分類図を作成した． 

 

３．得られた成果 

３．１ NDVI データ作成プログラムの改良 

 従前のスクリプト及びプログラムを解釈し，全体を管理するスクリプトを改良する予定であったが，

直接データ操作する C 言語プログラムにも多くの不具合を発見されたので，画像処理ソフト HDFLook

以外の全てのスクリプト及びプログラムを作り直すこととした．プログラムはなるべく簡潔化し，大

幅な処理の短縮化を図った． 

 

３．２ 土地被覆分類データの作成 

 2008 年の NDVI データに NRF 処理をして，教師無し分類，教師付分類を実施した．当初は山間部が

水田地帯に，丘陵地が草地に，尾根部が広大な畑作地帯になるなど誤分類が見られた．このため、一

定以上の標高に現れた水田や畑は誤分類とみなしてクラスの再分類を行った他，500 個近くの教師デ

ータを投入することなどにより，70％以上の精度を確保した． 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-１ 作成した土地被覆分類データ 

 

４．結論 

 プログラム改良後は処理の煩雑さは改善されたものの，１ヶ月間のデータの作業処理時間は 18 時間

程度かかり，現状では新しいプログラムは作業時間の短縮に結びついていない．1 ファイルが数 GB に

及ぶ人工衛星データを複数扱わなければならないため，処理マシンのメモリー不足が深刻となってい

ることがわかった．また，複数の不具合が見つかっており，さらなる改良が課題となっている． 

 土地被覆分類データの作成ついては，更なる精度向上を図る必要がある．効果的と考えられるのは

細かく地域を分けた上で，その地域ごとに多数の教師データを用意することである．効果的な教師デ

ータの作成と地域区分のため精度検証作業を引き続き行う計画である． 

 

 

 

 

 

 



地球地図第２版整備に向けた仕様改定について 

 

実施期間        平成 21 年度 

地理調査部      福島 芳和  田中 庸夫 

中村 孝之 

地理調査部環境地理課 乙井 康成  高橋 英尚 

岸本 紀子  大宮 清一 

小島 脩平  吉川 正幸 

 

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 国 家 地 図 作 成 機 関 （National Mapping 

Organization: NMO）が協働して整備するものである．現在，世界 180 の国と地域が同プロジェク

トに参加し，2008 年には地球地図第 1 版として全球陸域をカバーする土地被覆及び樹木被覆率

データを公開した．今後 2013 年までに各国の NMO の協力により地球地図第２版が公開される予定で

あり，その整備に向けて従来の地球地図仕様第 1.3 版を改訂し，仕様第２版を整備することとなった. 

国土地理院は地球地図プロジェクトへの一参加国である日本の NMO 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，

調査の実施，NMO 等からのコメントの取りまとめ，仕様の起草を行うなど中心的な役割を果たした. 

本報告は，地球地図仕様第２版への改訂作業に関して、その作業プロセスと改訂事項を主に記すも

のである。 

 

２．作業プロセス 

仕様改訂にあたり，国土地理院は ISCGM 事務局として，2007 年２月～2009 年７月まで計６回，NMO，

ISCGM のリエゾン機関，ユーザに対して要望調査・意見照会を行い，46 の回答を収集した。それら意

見を基に仕様案を作成し，2009 年９月８日～ 10 日の３日間，国土地理院において「地球地図第２版

のための仕様改訂に関する国際ワークショップ」（地球地図国際ワークショップ（図－１，２））を

開催し，オーストラリア，ブラジル，インドネシア，ケニア，ナイジェリア，米国の専門家と仕様案

を議論した．このワークショップの結果取りまとめた仕様 終案は，10 月 25 日，タイ・バンコクで

開催された第 16 回 ISCGM 会合に提出され，新しい地球地図仕様第２版として採択された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 地球地図国際ワークショップ参加者  図－２ 地球地図国際ワークショップ討議風景 

 



３．主な改訂事項 

今回の地球地図仕様改訂作業において,主に下記４点が修正された. 

①データ項目，属性の改訂 

・「港湾」地物の追加 

・交通網のネットワーク化 

：従来単独の地物であった「トンネル」及び「橋」を「道路」及び「鉄道」の属性として取得

することとした． 

・水系のネットワーク化 

：ポリゴンで取得していた２条河川・湖沼について河川中心線も追加取得し，１条河川と合わ

せネットワーク化することとした． 

・「空港」地物におけるIATA（国際航空運送協会）コードの追加 

・「内水」地物における「湖」，「貯水池」，「氷河」などの分類属性の追加 

・「行政域」「人口集中域」地物における人口統計，行政（第２次行政レベル）コードの追加等 

②ベクトルデータフォーマットの変更 

従来の VPF（Vector Product Format）は，多くの GIS ソフトでサポートされておらず，データ

変換等に多大な手間と時間を要したため，国際標準である ISO19136（GML3.2.1）に準拠した地

球地図応用スキーマに基づきデータを提供することとした． 

③タイリング（データ分割）スキームの変更 

従来の分割単位は小さすぎたため,利用に当たって入手したデータを再度結合する等の手間が

生じ作業効率が悪いという問題点があった.また,PC の性能が進歩し,より大容量のデータも扱

うことが可能になった.こうした背景を踏まえ,PC や GIS ソフトの操作性と作業効率を勘案し,

今後は１カ国を１データとして整備・提供（但しベクトルデータは,国土面積が 300 万 k ㎡以上

の国は,各国で決めた規則に従って分割）することとした. 

④メタデータの国際標準準拠 

国際標準である ISO19115 メタデータに準拠するようにした.同標準で定めるコアメタデータプ

ロファイルをベースに，包括的プロファイルの中から目的，クレジット，制約などの地球地図

に必要な項目を追加し，地球地図メタデータプロファイルを作成した． 

 

４．結論 

地球地図仕様第２版の改訂作業は完了し，公開に至った.現在，国土地理院では，各国による地球地

図第２版整備を促進するため，地球地図仕様第２版に基づくデータ整備・更新マニュアルを準備して

いる．今後，昨年９月の地球地図国際ワークショップ参加国等と調整を行い，各国へ配布をしたいと

考えている．また、地球地図仕様第２版に則した地球地図日本データを現在整備中であり，完成し公

開された後は，これを見本に各国 NMO が各々の地球地図データ第２版の整備を行い，データ整備促進

の一助となることを期待する.平成 22 年夏には JICA 地球地図コースの実施も予定しており，こうした

取り組みを通じ，地球地図第２版の作成や更新手法について途上国へ技術移転を行い，NMO 全体の技

術力が底上げされることを期待する. 

国土地理院は ISCGM 事務局として，地球地図第２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，引き続き途上国に対する技術支援等を進める．また，今後も国内外の関係機関と連携

し，データ利活用を促進する．これらを通じて，地球温暖化等地球規模の課題の解決に貢献していく． 



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) 

－「だいち」による災害状況把握－ 

 

 

実施期間        平成 19 年度～平成 21 年度 

地理調査部防災地理課 小西 博美 

測図部測図技術開発室 南  秀和 

 

１．はじめに 

地理調査部防災地理課では，平成 19 年度からの３箇年において，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」のテーマ１「迅速な画像取得・

処理技術の開発」におけるサブテーマ「『だいち』による災害状況把握」として，陸域観測技術衛星「だ

いち」の衛星データ（主に AVNIR-2 センサ）により大規模地震発生時の広域的な災害状況を迅速，効

率的に把握するための技術開発を，測図部測図技術開発室と共同で実施した． 

本報告では，平成 21 年度に地理調査部防災地理課で実施した被災前後の衛星データ比較による斜面

崩壊箇所抽出の信頼性向上のための検討と，研究３箇年のとりまとめについて述べる． 

 

２．研究内容 

３箇年の研究開発では，陸域観測技術衛星「だいち」による衛星データから大規模地震発生時の広

域的な災害状況を把握するための手法について，衛星画像の位置合わせの研究及び災害前後の衛星デ

ータからの変化抽出の研究に分けて検討を行った．平成 20 年度までに，災害前後の衛星データにおけ

る変化抽出の方法に関して，NDVI（Normalized Difference Vegetation Index：正規化植生指標）値

の差分演算，土地被覆分類（教師なしクラスタリング処理），バンド特性（バンド合成後のクラスタリ

ング処理），による方法を検証し，NDVI 値の差分演算による NDVI 変化情報が土砂災害の抽出に も効

果的であることを確認した．また，10m メッシュ標高データによる傾斜と地すべり地形分布図のデー

タを利用した被災可能性の指標値の適用が，抽出箇所の被災可能性向上に寄与することが確認できた.

しかし，岩手・宮城地区（2008 年 6 月 14 日：岩手・宮城内陸地震）において抽出された変化部分と

「平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地震災害状況図」による被災箇所との適合率は， も被災可

能性の高い指標値を適用した場合でも 10％程度であった．このため，平成 21 年度は，被災箇所抽出

の信頼性向上のために，地震前後の衛星データを元に，NDVI 変化情報における非被災箇所抽出（誤抽

出）の原因分析を行い，誤抽出を減らすための検討を行った． 

検討の結果，NDVI 変化情報における非被災箇所抽出（誤抽出）の特徴として，①季節変化，②日照

の違いによる影響，③雲や雪の影響，④土地利用・土地被覆の変化(開発・伐採等)，⑤河川・道路等

の輝度変化，⑥災害状況図との位置ずれや形状の違いが認められた．①，②については，変化が軽微

な場合は NDVI 変化量の閾値によって誤抽出を減らすことができ，④，⑤についても，平坦もしくは平

坦化された地形上に多いこと及び平坦地での土砂災害の発生は少ないことから，平坦地をマスクする

ことで誤抽出を減らすことが可能と考えた． 

 

３．得られた成果 

NDVI の変化量が 0．05 以上の場合を初期値として，0.05 刻みに変化させることで，災害状況図の被



災ポリゴンの総面積と NDVI 変化箇所の総面積との差が 小となる値を閾値として求めた。その結果，

閾値 0.5 の時に災害状況図との適合率が 40％程度となることを確認した．また，平坦地の定義から「傾

斜 30 パーミル以下」を基準に平坦地マスクを作成し，閾値を適用した NDVI 変化情報に適用した（図

－１）．その結果，総合的に 50％程度の適合率で被災箇所が抽出できることを確認した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 災害状況図との重ね合わせ 

 

４．結論「だいち」による災害状況把握の３箇年とりまとめ 

３箇年の研究開発により，災害発生時には，災害前後のオルソ画像作成，NDVI 変化情報の作成，閾

値と平坦値マスクの適用までは，一連の処理として実施可能であり，迅速にある程度の抽出精度で被

災箇所を抽出する手法として有効であることを確認し，さらに地理情報を利用した被災可能性指標値

の適用が，抽出箇所の被災可能性向上に寄与することが確認できた．以上の研究成果の有効利用のた

めに，国土地理院職員向けの災害時画像処理対応のための作業マニュアルを作成した． 

また，総プロの目的とする「72 時間以内の被害抽出と適切な伝達を目的とする技術開発」を考慮に

入れ，外部有識者及び地方整備局とのヒアリングを行いつつ，実際の災害シナリオに沿った本開発技

術の整理・考察を行った．発災時間や天候条件によるが，撮影とデータ提供が速やかに行われた場合

には，これらの画像作成・関係機関への情報提供は半日程度で可能である．作成した画像からは，個々

の詳細な被災状況の把握は難しいものの，広域を一度にカバーできるため大規模な土砂災害の早期抽

出がある程度可能となり，TEC-FORCE をはじめとする国や自治体等の応援・救援活動の計画策定・改

訂に役立つ可能性が高いと考えられる． 

 今後の研究上の課題としては，閾値設定方法の明確化，被災箇所を減少させない平坦地マスクの作

成及び他の地理情報の効果的な利用があげられる．以上の課題について検討することで，さらなる被

災箇所抽出の精度向上が期待できる．また，運用上の課題としては，大規模災害時の衛星データ入手

と公開のためのルール作りがあげられる． 
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(左) NDVI 変化情報  (右) 閾値と平坦マスクを適用した NDVI 変化情報に被災可能性指標値を適用 



平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地震 1:25,000 詳細活断層図 

（活断層・地形分類及び地形の変状） 

 

実施期間           平成 20 年度～平成 21 年度 

地理調査部防災地理課     星野   実   鈴木  義宜 

                                  高橋  広典  吉武  勝宏 

地理地殻活動研究センター 

地理情報解析研究室     岩橋  純子  

関東地方測量部       田中  庸夫 

１．はじめに 

平成 20 年 6 月 14 日に発生した平成 20 年（2008 年）岩手・

宮城内陸地震では，岩手県内陸南部を震源とする M7.2 の地震が

発生し，岩手県奥州市，宮城県栗原市で震度６強，宮城県大崎

市で震度６弱を観測し，大きな被害を生じた．国土地理院では，

被災地の復旧・復興に寄与するため，地すべり，崩壊，土石流，

活断層等を表示した「平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地

震 1:25,000 詳細活断層図（活断層・地形分類及び地形の変状）」

を作成したので報告する． 

 

２．調査・検討内容 

今回の詳細活断層図作成は，空中写真判読，航空レーザの開

析、資料調査，現地確認等の調査を実施した.また、学識経験者

等による詳細活断層図作成検討委員会を設置して調査内容，

表示内容などの検討を行った． 

（１）作成範囲 

 作成範囲は，一関市，栗原市，奥州市及び平泉町が含まれ

る図－1 の青線の範囲である（図－1）． 

（２）表示内容 

①活断層等 

表示した活断層等は，活断層，活断層（位置がやや不明確），活断層（伏在部），推定活断層及びそ

の可能性があるリニアメント，縦ずれ活断層，活撓曲，地震断層もしくはその可能性を示唆する地形

変状及び地震に伴う地表の傾動である（図－２）． 

②地震及びその後の地形変状等 

今回の地震に関連した地形の変状について，地すべ

り地形，斜面崩壊（大，小），土石流（崩壊部，流送部，

堆積部），河道閉塞による湛水域（天然ダム），地震の

震央位置を表示した（図－３）． 

③地すべり地形 

地すべりは，地震前までの地すべり現象で生じた地

形を図－３の地すべりと分けて表示した（図－４）．地

図－２ 活断層 

図－３ 地震による地形

の変化 

図－１ 地図の作成及びレーザ計測範囲 

詳細活断層図作成範囲  

航空レーザ（2m，5m）計測範囲 

航空レーザ（50cm）計測範囲 



すべりによって生

じた崖と，すべっ

た土塊の到達範囲

について地形の開

析の度合いに応じ

て，滑落崖と移動

域の明瞭な地すべ

り地形，滑落崖の

やや開析された地

すべり地形を表示

した．また，凸型

にふくらんだ初生岩盤地すべりが予想され

る斜面，規模の大きい浅層崩壊，規模の大

きい浅層崩壊のうち植生が回復した浅層崩

壊跡地，小崩壊などを表示した． 

④地形分類 

 河川の流域界である主要分水界，河川などの作用で形成された平坦地が離水して形成された台地・

段丘（上位面，中位面，下位面１，下位面２），完新世から現代にかけて河川の堆積作用によって形成

された沖積面，河川争奪によって形成された稜線上のくぼみである風隙を表示した． 

 

３．調査・検討内容の解説 

 今回の調査内容について，①地震の概要，②本業務の目的，③地震に伴う活断層や地形の変状，④

活断層の分布について，餅転(もちころばし)，岡山，枛木立(はのきだち)地区の詳細な活断層図の作

成，⑤崩壊，地すべりでは，特に荒砥沢ダム周辺の地すべり地形及び地震前・後のレーザ陰影図との

比較，⑥レーザデータの差分により明らかになった磐井川及び枛木立付近の地震による地盤変位，⑦

磐井川の河道閉塞，⑧栗駒岳土石流と駒の湯付近の地形変化等について裏面に記載した． 

 

４．結論 

今回の地震による地形の変状や活断層について調査を行い詳細活断層図として作成した（図－５）．

地震による地形変状の分布は，震源とその西側及び荒砥沢ダム周辺に多数分布している．これらの地

変（地すべり，崩壊，土石流）により河道閉塞による湛水域（天然ダム）が各所に形成された．また，

地震断層の変位は，餅転地区～岡山地区～枛木立地区（北東から南西）に分布し，比較的小さな変位

にとどまっている．地震前後のレーザ計測データによる変位の抽出を行った結果，市野々原付近で２

ｍの隆起が確認された.これは，電子基準点（栗駒２）の変位と調和的であった． 
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図－４ 地すべり 

図－５ 詳細活断層図（荒砥沢地すべり付近） 


