
SVG コンテンツを利用した電子国土の実用的な普及戦略に関する研究 

 

 

実施期間          平成18年度～平成21年度 

地理空間情報部情報普及課 橘 悠希子  飯田 洋 

 

１．はじめに 

 地理空間情報を「SVG（Scalable Vector Graphics）」で記述することにより，Web での表現力の向上や

携帯電話等の新たなメディアへの応用が期待されている．そこで，国土地理院は公募型官民共同研究とし

て「SVG コンテンツを利用した電子国土の実用的な普及戦略に関する研究」を平成 18 年度～平成 21 年度

に実施した．平成 21 年度は，共同研究 終年度として，SVG 形式の２万５千分１地形図データ（以後「SVG

データ」という．）を作成し，具体的な利用方法を想定した上で，適切な SVG データの記述方法の検討を行

った． 

 

２．SVG データ作成範囲及び仕様 

 平成 21 年度は，三重県全域を覆う２万５千分１地形図の図郭範囲（図－1）について SVG データを作成

した．SVG データは，経緯度 30 秒×30 秒の範囲に分割したタイルファイルとして作成し，点型・線型・面

型のデータ型は２万５千分１地形図原データと同様とした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．検討結果 

 国土地理院及び共同研究参加各社は，地方公共団体等が整備する住民向け WebGIS サービスの背景地図と

して利用することを想定し，SVG データを単独で使用する場合及び空中写真等と重ね合わせて使用する場

合について検証を行った．検証の結果，以下の点について SVG データ作成手法改善の必要性が指摘された． 

 

３．１ 注記文字列の切断 

 注記データは，文字列を属性情報とする点データとしてタイルファイルに記録されている．このため，

SVG データを描画した際，データが存在するタイルファイルの範囲外に注記文字列が表示される場合に，

隣接するタイルファイルにより注記文字列の表示が切断される問題が生じる（図－２）．この問題を解消す

るためには，注記データのみを別ファイルとして重ね合わせ表示を行う等の対策が必要である． 

 

図－1 SVG データ作成範囲 



３．２ 道路縁のデータの不正描画 

 屈曲する道路において，本来塗り潰されるべきではない地域が道路縁によって塗り潰される現象が生じ

ている（図－３）．これは，２万５千分１地形図データに，複雑な描画を行うデータ仕様を採用しているこ

とが原因で生じたエラーである．２万５千分１地形図は表示色が限定されており，他の同色地物との判読

を可能とするには，道路縁の外側に「微量の白部」等を発生させる必要があったため，道路中心線を用い

た複雑な描画を行っている．今後提供の主流となる電子国土基本図（地図情報）では，表示色の多様化に

より，微量の白部等の複雑な表現が不要となるため，この問題は解消されると考える． 

 

３．３ 属性情報の欠落 

 SVG 形式では，データ中に点型・線型等の図形情報や，線幅及び描画色等の描画情報が記述されており，

データ中に道路，鉄道等の地物の属性情報を記載することなく，２万５千分１地形図の描画を表現するこ

とが可能である．一方，SVG データを空中写真等と重ね合わせて利用する際，背景となる空中写真等の色

によっては，重ね合わせる SVG データの描画が埋没し，地図情報の判読が困難となる場合がある．このよ

うな問題を回避するためには，背景となる空中写真等に合わせ，SVG データの描画方法を変更する必要が

ある．この際，属性情報が欠落した SVG データでは，地物の種類毎に適切な描画方法を一括して指定する

ことが不可能である．このように，地形図の描画を再現するだけではなく，SVG データの効果的な利用を

進めるためには，データ中に属性情報を適切に記述することが必要であることが改めて確認された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．まとめ 

 地方公共団体等が整備する住民向けWebGISサービスの背景地図として利用することを想定したSVGデー

タの検証を行うことにより，SVG データの効果的な利用を進める上で必要なデータの仕様についての知見

が得られた． 

現在，SVGは JIS化に向けた作業が継続中であり，また， も広く利用されているブラウザであるInternet 

Explorer についても，次期バージョンでは SVG 形式の表示に対応する見込みである．今後，特段のプラグ

インソフトのインストールを行うことなく，全ての主要なブラウザで SVG データを表示することが可能と

なることが予想されることから，電子国土 Web システムの背景地図データの SVG 形式での配信を可能とす

る技術開発が必要である． 

 

 

 

 

 

図－２ 注記の切断 図－３ 道路の不正描画 



電子国土 Web システムの応用に関する研究 
 
 

実施期間         平成 18 年度～       

地理空間情報部情報普及課 小清水 寛  飯田 洋 

１．はじめに 

GPS 連続観測データのような測地観測データを地図上に可視化するツールとしては，GMT（The Generic 

Mapping Tools）を利用することが一般的であり，上乗せ情報（基線ベクトル変位量など）は，白地図に上

書きされ，PostScript 形式で出力される．このような出力形態では，興味ある領域をその場で拡大・縮小

し，特定の観測点や基線の情報を取り出すような柔軟性が備わっていない．従って，特定の観測点の変動

について，変動の特異性（観測点固有の周辺環境に由来するものか否か）を調べるには，特定の観測点の

諸元情報を取得した上で，その基線を端点とする基線ベクトル変位量の時系列グラフを別途参照するなど

の手間を必要とする．本研究では，平成 16 年度に構築した異常点検出表示システムを，電子国土 Web シス

テム（プラグイン版）の機能を利用して改良し，このような手間を更に削減することを目指した． 

 

２．研究内容 

平成 16 年度に開発した異常点検出表示システムは，GEONET を構成する GPS 観測点集合から短基線で構

成される基線網を生成し，構成基線毎の所定期間内の基線ベクトル変位量を計算し，その成分値（水平・

上下方向）が閾値を超える基線（以下「異常基線」と呼ぶ）を着色表示させるものである．この結果，特

異な変動を示す観測点（以下「異常観測点」と呼ぶ）が，放射状に展開された着色基線群の頂点として視

覚的に抽出されるという仕掛けである（図－１）．監視手法（基準期間，比較期間，監視期間の種類など）

を複数用意することにより，急激な変化だけでなく，緩やかな変化も捉えることを目的としていた． 

 

 表－１ 基線ベクトルの 

描画規則 

 

図－１ 異常観測点の検出手法フロー 図－２ 異常観測点の検出・表示 

 

本年度の研究では，まず，一連の工程を従来の寄せ集め的なプログラムから単一の処理言語（Java）か

らなるプログラムで構成し直し，異常観測点の検出・表示フローをより一貫的で見やすいものとした（図

－２）．その上で，①異常基線をより明確に可視化するための描画規則及び②異常基線の過大評価を抑制す

るための計算規則を実装することにより，異常点検出表示システムの改良を目指した． 

①の課題に取り組むにあたっては，観測点に対して特異な変動を与える要因が，受信障害や地盤の局所

的変動など様々であり，変化量の大きさも多様であることに着目した．このため，異常基線の検出は，基

線ベクトル変位量成分値の大きさによってのみではなく，周辺（正常な観測点間）の基線ベクトル変位量



成分値との傾向の違いによっても識別されるべきであると考えた．そこで，変位量成分値が閾値を超えた

基線ベクトルのみを着色表示するという従来の方針を改め，全ての基線ベクトルをその変位量成分値に応

じて段階的に色づけして表示するような描画規則を実装した（表－１）．これにより，たとえ基線ベクトル

変位量がノイズレベルをわずかに超える程度であっても，相対的に濃い目の色がつけられた基線が放射状

に展開する観測点を視覚的に検出できるように努めた． 

なお，本操作を実現するためには，ひとつの監視期間に対して全国約 5000 基線の一斉表示が必要であり，

通常の処理系であれば，パフォーマンスの著しい低下を招く可能性があるが，電子国土 Web システム（プ

ラグイン版）では，実用的なスピードでの上乗せ情報の閲覧が可能である． 

②の課題では，従来の長期間の監視で用いていた基線ベクトル変位量の一般的な補正方法を改めた．具

体的には，従来手法において監視期間を長期化した際の定常的地殻変動の影響を差し引くために，１年前

の監視期間の変位量を差し引いて正味の変動を取り出していた（いわゆる「差の差」）のに対し，今回の改

良では，１年前，２年前，３年前の監視期間の変位量との 小差を正味の変動として割り当てた．これに

より，１年前の監視期間内の異常を現在の異常として解釈してしまうような過大評価を抑制するように努

めた． 

 

３．得られた成果 

2010 年３月２日を 新データ日として，それ以前の３ヶ月間の正味の基線ベクトル変位量（水平成分値）

を着色表示しているのが図－３である．異常観測点として，放射状に展開する基線ベクトル変位量の水平

成分値が軒並み 7mm 程度である兵庫県の GPS 観測点（950348 猪名川）を検出しているほか，基線ベクトル

変位量の水平成分値が 3-4mm 程度と 

小さい岡山県の GPS 観測点（960676 

直島）も検出できていることが本研 

究のひとつの成果である． 

また，プレート境界のゆっくり滑り 

と解釈される緩やかな変動が観測さ 

れている四国南東部で，正味 3mm 程 

度の変位量（水平成分値）を有する 

基線ベクトルが固まって観測される 

ことも特徴的である． 

 

図－３ 異常観測点の検出事例 

４．結論 

異常点検出表示システムの改良を通じて，大容量の地理空間情報を実用的なスピードで閲覧表示できる

電子国土 Web システム（プラグイン版）のメリットを生かして，取得された測地観測データを視覚的に解

釈可能な指標に変換する作業に取り組み，観測点の規模の小さい変動も地図上で視覚的に検出できるよう

になった．これによって，観測点の変動の特異性を判定する手間を削減することに貢献した． 
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次世代電子国土 Web システムの開発 

 
 

実施期間         平成 21 年度 
地理空間情報部情報普及課 飯田 剛輔  佐藤 壮紀 

橘 悠希子  飯田  洋 
 
１．はじめに 

情報普及課では，電子国土 Web システムとして，Version1（プラグイン版），Version2（非プラグイン版）

の提供を行っている．両システムは共に，国土地理院が独自開発をしたものであるが，民間企業との共同

特許権が設定されており，第三者である利用者による自由な機能拡充が困難である．また，累積する機能

追加やバグ修正等によりシステムが複雑化している．そこで情報普及課では，電子国土 Web システムの基

盤を刷新した次世代電子国土 Web システムの開発を行うこととした． 

 

２．実施内容 

平成 21 年度の実施内容は，次の通りである． 

① 次世代電子国土 Web システムへの利用者の機能要望の整理 

② 開発の方向性の決定 

③ システム開発のための要件定義 

① 次世代電子国土 Web システムへの利用者の機能要望の整理 

電子国土 Web システムの 低限有すべき機能は，様々な環境で，手軽に地図の閲覧，重ね合わせ情報の

表示ができることである．それに加え，統計処理，複雑な重ね合わせ情報の利用や高度な検索機能等の新

しい機能の追加についての要望も度々寄せられている．また，現在サポートしていない OS やブラウザにつ

いての対応や，アプリケーションをインストールすることなく利用可能な Version2 の高機能化についても

必要である． 

② 開発の方向性の決定 

現行の独自開発システムにより，①の要望に対応するためには，サポート環境の拡充や新機能追加，バ

グやセキュリティ対応等に要する多大な開発コストの確保が必要である． 

一方， 近の GIS を含むソフトウェア環境において，フリーライセンスのオープンソースソフトウェア

の採用割合が高まっている．これは，オープンソースソフトウェアでは，様々な人々が開発や機能追加，

バグ対応に参加しており，開発サイクルが早く，開発者が欲しい機能が追加しやすいためである．また，

フリーライセンスであることから，事業展開の際にソフトウェアのライセンス費用が不要であるとのメリ

ットも存在する．更にソフトウェアのソースが公開されていることから，システムの開発や改修に必要な

技術を有する業者が多く存在し，機能開発の発注が特定の業者に限定されないことも利点である． 

以上のことから，次世代電子国土 Web システムを開発するにあたり，オープンソースソフトウェアを基

盤として採用することを開発方針として決定した． 

③ システム開発のための要件定義 

次世代電子国土 Web システムを電子国土 Web システム（オープンソース版）として，基盤となるソフト

ウェアを汎用製品に切り替えるにあたり，既存の電子国土サイトがそのまま活用できるよう，現行の電子

国土 Web システムとの新旧の互換性について十分留意する必要がある．特に互換性への留意が必要な点は，



電子国土サイトを構築するための電子国土 API，重ね合わせ情報用の電子国土用 XML データ，経緯度を基

準とした背景地図タイル画像の 3 点である．このうち電子国土 API と XML データについては，既存の電子

国土サイト活用のために必須である．また，背景地図タイル画像については，一般的な汎用製品での標準

的な背景地図タイル画像は縦横のピクセル数が全国で同一の固定長タイルであり，現行の電子国土 Web シ

ステムで採用している緯度により縦方向のピクセル数が変化する可変長タイルとは異なっている．よって，

汎用製品の標準的タイル画像に合わせるためには，現行の電子国土 Web システム用の全ての背景地図タイ

ル画像を入れ替える必要があり，Version1 及び Version2 との併用期間におけるデータ管理に多大な影響

を及ぼす．このため，次世代電子国土 Web システムを開発するにあたっては，電子国土独自の背景地図タ

イル画像への対応を行う必要がある． 

これらの方針に基づき，電子国土 Web システム（オープンソース版）開発のための要件定義を行った． 

 

３．得られた成果 

電子国土 Web システム（オープンソース版）の要件定義を行い，平成 22 年度に開発を行うための仕様書

を作成した．構成の模式図を図－１に示す．仕様書については，多くの開発会社の参入を可能とすること，

今後の機能追加が容易となること，既存の電子国土サイト活用のための互換性を維持することについて，

十分に留意して作成を行った． 

 

４．まとめ 

平成 22 年度に電子国土 Web システム（オープンソース版）の開発を実施し，年度末には試験公開を行う

ことを目標とする．開発期間及び試験公開期間において寄せられた意見等については，平成 23 年度以降に

開発を行うことを検討する．なお，次世代電子国土 Web システムは，オープンソースソフトウェアを基盤

とすることから，ソフトウェアのソースの公開及び開発コミュニティの立ち上げについても予定している．

ソフトウェアのソースの公開及び開発コミュニティの設置により，電子国土 Web システム（オープンソー

ス版）について，迅速なバグ対応が期待できるとともに，軽微な機能追加等の改良も利用者や開発者の手

により行われることが期待できる． 
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図－１ 電子国土 Web システム（オープンソース版）の構成模式図 

 



災害情報の収集・伝達技術の検討及び開発作業(第 3 年次) 

 
 

実施期間         平成 19 年度～平成 21 年度 

地理空間情報部情報普及課 吉田 健一  小清水 寛 

橘 悠希子  飯田  洋 

 

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」

（平成 19 年度～21 年度）の一環として，情報普及課は，災害地から発信された情報を関係者で迅速に共

有するため，「災害情報収集・伝達システム」を開発している．同システムは，GPS 機能付携帯電話端末（以

下，「携帯端末」という．）のメール機能を用いて発信された災害情報を収集・登録し，電子国土 Web シス

テム及び携帯端末で閲覧可能とするものである．平成 21 年度は同システムに表示及び情報登録機能を追加

し，災害時に有効なアクセス権の制限機能を実装した． 

 

２．研究内容 

平成 21 年度は，①災害情報の閲覧が可能な携帯端末の機種拡大，②携帯端末での災害情報表示の改良，

③災害情報登録機能の拡充，④空中写真の簡易・迅速な登録機能の開発，⑤携帯端末のための自動位置情

報付与アプリケーションの開発，⑥アクセス制限手法の実装について研究・開発を行った． 

 

３．得られた成果 

①災害情報の閲覧に対応する携帯端末の機種拡大 

 サーバの改良を行い，背景地図情報や災害情報が閲覧可能な携帯端末を F905i など従前の６機種に加え，

２機種を追加した．追加した２機種は，国土交通省災害フォトシステム対応機種のうち本システムが未対

応であったソフトバンク及び NTT DoCoMo の機種とした． 

②携帯端末での災害情報表示の改良 

 災害地の 新の状況を把握し，情報共有を行うためには，災害地から発信された情報の鮮度を把握する

必要がある．このため，携帯端末を使用して災害情報を閲覧する際に，新着順に災害情報リストを表示す

る機能の追加を行った． 

③災害情報登録機能の拡充 

 これまで，災害情報収集・伝達システムへの災害情報登録手法は，携帯端末からのメール送信に限定さ

れており，PC からの情報登録及び平成 20 年度に開発した重ね合わせ画像データ作成ツールからの情報登

録は，既に運用している情報集約システムをベースとしたサブシステムにおいて行っていた．平成 21 年度

の開発では，災害情報収集・伝達システムに対し,PC 及び重ね合わせ画像データ作成ツールからの情報登

録機能を追加した.また，空間解析機能についても，災害情報収集・伝達システムで利用可能とした．これ

により，平成 19 年度及び平成 20 年度に開発した全機能を災害情報収集・伝達システムで利用し，効率的

にシステムを運用することが可能となった． 

④空中写真の簡易・迅速な登録機能の開発 

 災害時に撮影された空中写真を迅速に提供するため，撮影時に取得した GPS/IMU データ等を利用し,空中

写真を簡易・迅速に災害情報収集・伝達システムに登録する機能を開発した．本機能では，GPS/IMU デー



タと画像をフォルダに格納し，カメラ諸元情報及び基準面標高を入力することにより，災害情報収集・伝

達システムへ登録可能なファイルを自動的に生成し，空中写真を簡便かつ迅速に災害情報収集・伝達シス

テムに登録することができる．その際，大量のデータを表示することによる電子国土 Web システムへの負

荷及び画像同士のオーバーラップによる視認性の低下を軽減するため，登録画像の間引き間隔の設定及び

登録画像の任意選択を可能とした． 

本機能により，航空デジタルカメラによる空中写真のサムネイル画像を撮影後すぐにホームページに掲

載することが可能となり，正射画像等のより高度な利用が可能な画像をホームページに掲載する前に速報

的に情報提供を行うことができるようになった． 

⑤携帯端末のための自動位置情報付与アプリケーションの開発 

災害情報収集・伝達システムに携帯端末から災害情報を登録するためには，災害情報に対する位置情報

の付与が必要である．しかし，移動のたびに利用者が意識的に位置情報取得操作を行うことは時間を要し，

非効率である．そこで国土地理院災害用携帯端末機種に指定している NTT DoCoMo SO905i を対象として,

携帯端末付属のカメラによる災害情報の撮影から撮影場所の位置情報記録及び情報のメール送信までの一

連の操作を自動的に行うアプリケーションの開発を行った.本アプリケーションでは，あらかじめユーザが

設定した時間間隔で自動的に測位を行っており，災害情報を携帯端末で撮影したときに位置情報を記録し，

位置情報を付与したメールを送信することができる．また，撮影場所周辺で携帯端末の通信が行えない場

合等に備え，災害情報のメール送信は後ほどまとめて行うこともできる．このアプリケーションにより，

災害地からの効率的な情報発信が可能となった． 

⑥アクセス制限手法の実装 

災害時において災害情報収集・伝達システムへの負荷集中を避ける観点から，平成 20 年度の検討結果に

基づき，アクセス制限機能の実装を行った. 

具体的には，利用者をシステム管理者，災害情報管理者，災害情報登録者，災害情報閲覧者に分類した

上で，システム管理者モードではユーザの登録・管理を，災害情報管理者モードでは災害情報の登録・管

理を可能とし，それぞれユーザ名及びパスワードの入力を求めることによりアクセスを制限する．災害情

報登録者モードではあらかじめ登録されたメールアドレスに限って災害情報の登録を受け付ける．災害情

報閲覧者モードでは PC 又は携帯端末を用いて災害情報を閲覧することのみを可能とするが，セキュリティ

管理の必要性が比較的低いことから，PC についてはパスワードの入力によるアクセス制限を行い，携帯端

末にはパスワードの入力によるアクセス制限を行わないこととした． 

 

４．まとめ 

平成 21 年度の研究により，平成 20 年度までに開発した災害情報収集・伝達システムについて，携帯端

末の閲覧対象機種の拡大及び災害情報表示機能の改良，災害情報登録機能の拡充，空中写真の簡易・迅速

な登録機能の追加を行うとともに，利用者モードごとのアクセス制限を実装した．また，携帯端末の自動

位置情報付与アプリケーションの開発を行った． 

なお，平成 21 年度は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 終年度である．本システムを災害担当機関での利用に供するとともに，iPhone や Android な

どの次世代端末の動向も注視していきたい． 



電子国土 Web 背景用データ作成ソフトの開発 

 
 

実施期間           平成 21 年度 

地理空間情報部地図情報課  小西  大介 

 

１．はじめに 

地図情報課は，平成 21 年度に高密度メッシュ標高データ（以下，「10ｍメッシュ標高データ」という.）

を基に,電子国土 Web 背景用の陰影段彩図データを作成するソフトウェアを開発したので報告する． 

 

２．作業目的 

電子国土Webシステム上で,地形をより立体的に把握することができるように10mメッシュ標高データか

ら陰影段彩図タイルデータを作成した．ソフトウェアの開発にあたっては，10m メッシュ標高データの更

新や陰影段彩図の表現に変更がある場合に効率的に電子国土のタイルデータを再作成できるようにした．  

 

３．作成工程 

開発したソフトウェアで行う一連の作成工程を，図－１に示す． 

本ソフトウェアで要した処理時間は, 各作業工程のパラメータ設

定に掛かる時間を除けば,全タイルデータ（約 430,000 タイル）の作

成で約 48 時間であった. 

３．１ 間引きデータ作成 

10m メッシュ標高データから間引いたメッシュ標高データ（CSV）を

作成する． 

３．２ 画像データ作成 

10m メッシュ標高データ，または間引きしたメッシュ標高データか

ら，指定した２次メッシュ数分の陰影段彩図の画像データ（ワールド

ファイル付き PNG）を作成する．陰影段彩図の色設定はパラメータフ

ァイルで設定する． 

３．３ タイルデータ作成 

ワールドファイル付き PNG を基に電子国土のタイルデータ（XML 及び PNG）を作成する．XML に記述さ

れるスタイル情報（name 要素や displaylevel 要素等）はパラメータファイルで設定する．ネイティブ化

ツールを用いて XML と PNG からネイティブ化したデータ（HTM）を作成する． 

 

４．データ容量及び陰影段彩図のデザイン 

４．１ データ容量 

電子国土で表示する画像の解像度を全て 10m メッシュ標高データで表現すると，データ容量が大きくな

り電子国土での表示に時間を要してしまう．そのため，ストレスなく電子国土を閲覧できることと陰影段

彩図が鮮明に表現できることを目標に,データの容量と解像度の指定等について検討を行った．その結果，

電子国土の各図形表示レベルに応じて４種類の背景用データを作成した（表－１）． 

 

 

間引きデータ作成 

画像データ作成 

タイルデータ作成 

図－１ 作業工程 

メッシュ標高データ 

電子国土 Web 背景用データ 



表－１ データ容量 

 

 

 

 

 

図形表示レベル 50k と 25k（ともに 60 秒タイル）はフルカラーで作成し，それ以外の３種類はデータ容

量が少なくなるようにインデックスカラーで作成した．また，図形表示レベルに応じて 10m メッシュ標高

データを間引いたデータから陰影段彩図データを作成した． 

４．２ 陰影段彩図のデザイン 

陰影段彩図の色設計は，地形図と重ねたときに地形図の判読性を損なわないようにした．また，光源の

位置は通常の陰影図等を作成する場合に使用する「北西方向」に設定した（図－２）．なお，色設計につい

ては，パラメータファイルにより変更が可能である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 陰影段彩図のデザイン 

 

５．まとめ 

今回開発したソフトウェアで作成した陰影段彩図データは，電子国土プラグイン版で公開された． 

陰影段彩図の表現については,今回のデータ以外にも,表現方法の工夫,検討をすることで様々な地形の

表現を行うことができる.また,イベント性（季節に応じて色彩を変更する等）のある陰影段彩図データを

作成し，準備しておくこともできる．本ソフトウェアではパラメータファイルを変更することで陰影段彩

図データを効率的に作成することができる． 

今後は電子国土の非プラグイン版での公開に向けて,地形図データと陰影段彩図データを重ね合わせた

タイルデータを作成するために利用する． 

図形表示レベル：10000k 

図形表示レベル：200k 図形表示レベル：50k,25k 

図形表示レベル：3000k 

 


