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1. はじめに 

平成23年の東日本大震災以降，スマートフォン等で利用できる防災アプリケーション（以下「防災

アプリ」という．）の進展には目覚ましいものがある．防災アプリは，地方公共団体が住民向けに提

供しているものと民間事業者が不特定多数のユーザーに向けて提供しているものがある．  

しかしながら，地方公共団体が提供している防災アプリは，それぞれの地域に特化して作成されて

おり，データベースが異なることや互換性がないことなど，また，民間事業者が提供している防災ア

プリでは，コンテンツの信頼性が必ずしも担保されていないことなど，少なからず問題を抱えている． 

国土地理院と国土交通省水管理・国土保全局は内閣府等と協力し，今後発生が懸念される南海トラ

フ地震や首都直下地震など，大規模な地震災害等での活用を想定して，信頼性の高い防災地図共用デ

ータベース（以下「共用データベース」という．）を構築し，汎用性のある防災アプリの開発を促進

することを目的として，災害時の避難誘導等に資する防災アプリの公募を行った．また，本取組を通

じて広く国民へ提供していくべき防災地理空間情報を検討し，同時に防災アプリ自体の機能検証を行

うため，応募された防災アプリの一部を使用して避難誘導実証実験を実施したので，その取組につい

て報告する．  

 

2. 実施内容 

2.1 実施目的 

本取組は，現在構想中の共用データベースのコンテンツとして整備すべき防災地理空間情報に関す

る検討材料を得るためのものであり，あわせて，機能に優れた防災アプリの開発が促進されることも

目的としている．本取組で得られた成果をもとに，必要かつ有用な情報が適切な形でデータベースの

コンテンツとして整備され，優れた防災アプリに使用されることで，防災地理空間情報の国民への普

及促進，さらには災害時の被害軽減等につなげようとするものである．  

 

2.2 防災アプリの公募 

公募を行うに当たり，事前に応募の要件等について記載した募集要項を作成した．また，実証実験

地域は和歌山県海南市とすることとし，4 月 10 日に報道発表を行い，公募を開始した．  

応募できる防災アプリは，パソコン，タブレット，スマートフォン又は携帯電話のいずれかで動作

するものとし，国土地理院が提供する地図情報や，海南市からのハザードマップデータを利用するこ

とを求めた．ただし，応募者自らの創意工夫により，その他のデータの利用も可能とした．  

なお，公募の期間は，4 月 10 日～30 日までとしたが，  その間に 34 の開発者から 37 件の防災アプ

リの応募があった．  
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2.3 防災アプリの審査 

審査は，公平かつ正確を期すために，防災や ICT 分野の学識経験者(3 名)，防災関係の政府機関職

員（3 名）及び地方公共団体の防災担当職員（2 名）の計 8 名からなる審査委員会を設置して，2 回に

わたり実施し，それぞれ機能の優れた防災アプリを選定した(図-1，図-2) ．  

第 1 回審査には 14 件，第 2 回審査には，20 件の防災アプリの提出があった．審査委員会で優れた

機能を持つ防災アプリとして選定された防災アプリについては，表彰を行うとともに，防災関連のイ

ベント等で紹介した．  

 

2.4 実証実験 

共用データベースを構築する上での課題抽出や防災アプリの機能検証等を目的として実証実験を行

った．実証実験は，第 2 回審査委員会において特に避難誘導機能に優れているとして選定された 4 つ

の防災アプリ（「goo 防災アプリ」，｢避難所案内｣，「防災セーフティマップ」，「Life Line 防災システ

ム」）を用いて，11 月 9 日（日）に，和歌山県海南市の防災訓練にあわせて，海南市の住民や市職員，

大学関係者等の協力を得て実施した．  

実証実験に先立ち，現地において，使用する防災アプリの動作確認，現地状況その他実験運営全体

についての確認を行った．また，実験に参加する一般モニター（海南市の住民，大学関係者）と海南

市職員を対象に，防災アプリの操作説明，実証実験の趣旨，目的等についての事前説明を行った．  

  

2.4.1 一般モニターによる津波避難誘導実証実験 

 海南市の住民や大学関係者等（26 名）がモニターとなって，スタート地点から任意の避難所等まで

各々防災アプリを使用して避難した． 

実証実験は，モニターが 2 人 1 組となって同じ防災アプリを用いて，あらかじめ設定したスタート

地点から，モニターの意思により選択した近隣の避難所等まで防災アプリに誘導されて避難するとい

う方法で実施した．最初の避難所に到着後，さらにそこをスタート地点としてより安全と思われる避

難所まで同じように防災アプリを用いて避難をしてもらうこととし，1 組のモニターで計 2 回の避難

を実施した．実験終了後にモニターに対して，利用したデータやアプリの機能等に関するアンケート

調査を実施した．  

なお，モニターの安全を確保するためにモニター各組に安全管理員をつける体制で実施した． 

 

2.4.2 海南市職員よる津波避難誘導実証実験 

海南市の津波避難訓練における避難所等の開錠担当の海南市職員（26 名）に，あらかじめ個人のス

マートフォンにインストールしてもらった防災アプリを使用して，自宅等から津波避難場所まで避難

する実証実験を行った．一般モニターによる実験と同様に，実施した海南市職員に対しても，実証実

験終了後にアンケート調査を実施した． 

 

2.5 実証実験参加者及び開発者からの防災アプリに関する主な意見 

実証実験参加者へのアンケート調査に加え，アプリ開発者に対してもアンケート及びヒアリングを

行い，本取組に関する様々な意見を得ることができた． 

 

2.5.1 実証実験参加者からの防災アプリに関する主な意見 

・避難先，出張先，旅行先などで災害に遭遇した場合とても役立つ．  
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・普段から利用することにより，災害時に手軽に使えそうなので是非，防災アプリをインストール

して利用したい．  

・教育の現場で防災学習などに使えそうである．  

・各自治体の垣根を超えた情報の収集、集約が可能になるとよい．  

・ハザードマップや災害予測などが，知りたいときに現地で見られるのがよい．  

・リアルタイムな情報を交えた情報の提供や避難誘導ができるとよい．  

・ケーブルテレビの情報が充実しているのでそれらの情報と連動できるとよい．  

・家族構成により，サービスレベルの内容が変わるとよい．  

 

2.5.2 開発者からの防災アプリ公募の取組に関する主な意見  

・個人開発者でも同じデータベースを用いて参加できたことがよかった．  

・意欲的で先進的な取組で，開発側としても大いに刺激を受けた．  

・アプリ開発に必要なデータの模索・調査のために行っている事が評価できる．  

・共用データベースの情報は，とても有意義な情報，早急に全国展開をしてほしい．  

・被験者・実験フィールドを確保し，実証レベルまでの検証の取組はとてもよかった．  

・来年度以降も取組の規模を拡大しながら継続して実施してほしい．  

・新規参入企業の参画を促してほしい．  

・次回も参加させてほしい． 

・個人や中小企業の応募は大きな動機になるので，受賞作の発表機会を増やしてほしい．  

・一つの自治体での実証実験だけでなく，複数の自治体における実証実験を開催してほしい．  

・実証実験にアプリ開発企業も全面的に協力できる環境を提供いただくことで，多くの評価を得て

より良い防災アプリの流通を促進できる．  

・民間企業が公開している地図が都市部に重点を置いているのに対して，地理院地図には農村部や

山岳地帯の地形や植生情報があり非常に有用である． 

 

3. 共用データベース構築に向けた課題   

アンケート調査の結果等から明らかとなった，国民にとって有用な共用データベースを構築してい

くために検討すべき大まかな課題としては，以下のような事項があげられる．  

・整備すべき情報の種類としては，ランドマークや施設に関する情報などに高いニーズがあった．

これらの情報は，土地勘のない人が災害に遭遇した場合，避難時の有効な情報となり得る情報で

ある．  

・避難所等をはじめとする施設のデータについては，何の災害に利用可能か，開設状況，収容人数，

経緯度，標高等の属性情報の整備を求める意見が多かった．  

・リアルタイムな情報を交えた情報の提供や避難誘導ができるとよいなど，リアルタイムの被害情

報を利用したいという意見が多かった．  

・避難誘導機能を持つ防災アプリにとって，避難先となる避難所等に関する情報は，表示されるべ

き最も重要な施設の一つであるため，データの整備を早急に進める必要がある．  

・実証実験結果では，実際に防災アプリを使用して避難をする際には，ハザードマップに関する情

報も必ずしも十分に利用されていない状況であったが，  二次災害やより安全な避難を考えれば，

ハザードマップの情報は重要であり，有効な活用に向けたさらなる取組や工夫が必要である．  

・災害種別を付した緊急避難場所等の新しい地図記号は，まだ広く浸透していなかったため，認知
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度を上げるための普及の取組（防災アプリを使った防災学習など）が必要である．  

・防災アプリの機能については，使い勝手や表示の見やすさなどに，更なる工夫（例えば，位置情

報の利用や誘導経路の設定などが不十分，音声案内や表示の工夫など）が必要との意見が多かっ

た．  

 

記載した課題の多くは，今後どのような情報をどのような順番で，どこまで収集・整備・提供して

いくかなどを含め，十分な検討を行い，詰めていく必要がある課題である． 

また，防災アプリの機能向上は基本的に開発者側の課題であるが，ユーザーに役に立つ機能装備の

ためにも，求められるデータの整備・提供についても検討が必要である．   

 

4.まとめ 

共用データベースは，現時点ではまだ構想段階であるが，防災に関する信頼性の高い地理空間情報

を，民間企業も含め国民の誰もが使いやすいものとして広く提供していくためのものである．  

一方，防災アプリは，こういった信頼性の高い情報を用いることにより，災害時の被害の軽減等に

役立つツールとして今後ますます発展していくことが予想される．  

平成 26 年度に実施した実証実験やアンケート等の取組により，災害時どのような防災情報等が必

要とされているか，また，利用者の防災アプリ開発への関心の高さなどを一定程度知ることができた．

しかしながら，今後さらに高い機能を持つなど様々な防災アプリの開発が期待される中，さらに取組

を継続する必要がある．  

応用地理部では，今回と同様な取組を今後も引き続き予定している．取組を継続することにより，

整備･提供すべき防災に関する地理空間情報についてさらなる情報を得るとともに，有用な防災アプ

リのよりいっそうの開発促進を図っていきたい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 第 1 回審査委員会で選定された 3 つの防災アプリ  

 

 

 

 

 

                          図-2 第 2 回審査委員会で選定された 6 つの防災アプリ 
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地球規模の主題図地理空間情報データカタログサイトの構築 

 

          

実施期間 平成 26 年度 

応用地理部環境地理課 宗包 晃子  安藤 暁史 

鵜生川太郎  植田 摩耶 

須賀 正樹  山崎 都子 

 

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 Geospatial Information Authority: 

NGIA）が協働して整備する国際プロジェクトである．平成 27 年 2 月現在，世界 183 の国と地域が本

プロジェクトに参加している．  

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，各国 NGIA 向けに地球地図データ作成ツールの

整備・提供を行うなどプロジェクト推進における中心的役割を果たしている．  

平成 25 年に ISCGM 委員長に就任したポール・チュン教授は従来の地球地図整備の取組に加え，各

国，国際機関，民間組織等が有する地球規模の地理空間情報整備における経験を共有することの重要

性を指摘した．さらに，平成 26 年に行われた第 21 回 ISCGM 会合では，地球地図など地球規模の地

理空間情報へのアクセスを支援するため，使いたい人にその所在を示すカタログサービスと世界主要

都市の防災リスクとハザードマップを案内するウェブサイトの構築が合意されている．これらの議論

を踏まえ，国土地理院では地球地図をはじめとする地球規模の地理空間情報データを公開し利活用を

促進するための手段として，データカタログサイトの構築を進めている．  

 

2. 実施内容  

2.1 データカタログサイトに関する情報収集  

 データカタログサイトの構築に当たり，データカタログサイトや掲載するデータに関する情報収集

を行った． 

2.1.1 データカタログサイトの概要と実装システムの検討  

データカタログサイトとは，「データをカタログ化したもの」で，利用者が目的とするデータを容易

に検索することができるサイトのことである．地球地図プロジェクトで整備するデータカタログサイ

トでは，地球規模の地理空間情報が対象であり，「全球をカバーする主題図」の情報を収録する．  

データカタログサイトを構築するプラットフォームの選定にあたり，①NGIA が利用しやすいこと，

②多くのデータカタログサイトが採用し実績があること等の条件を考慮し，オープンソースである

CKAN を採用することとした．  

2.1.2 CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network)について  

CKAN とは，Open Knowledge Foundation が開発しているオープンソースのデータポータルプラット

フォームである．CKAN は，データを公開・共有・発見・利用を効率化するための様々なツールをプ

ラグインや API により提供している．CKAN のライセンスは AGPL（Affero General Public License）で

あり，システム等の改変が許可されている．国内でも，Data.go.jp，経済産業省 Open Data METI，国土

地理院地理空間情報クリアリングハウス等において同システムが利用されていることを確認した．   
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2.1.3 データカタログサイトに登録する主題図の情報収集  

データカタログサイトに登録する地球規模の主題図の諸元情報の収集を行った．情報収集にあたり，

CKAN への登録を想定し，次の 4 種類の情報について重点的に調査した．  

① データそのものの情報であるデータセット（Datasets）に関する情報  

② データの実際のリンク等であるリソース（Resources）に関する情報  

③ データセットを公開している機関（Organization）に関する情報  

④ データが属する分野等を示すグループ（Groups）に関する情報  

調査結果を基に，構築するカタログサイトに登録する情報項目を決定した．主な項目は，それぞれ

表-1～4 のとおりである．  

 

表-1 データセット（Datasets）の登録情報項目とその例 

項目 記載内容  記入例  

Title データ名  Global Map Elevation version 2 - Global Version - 

Description 説明 Global Map Elevation version 2 - Global Version -, is 

elevation raster data at 1m interval in grids of 500m 

covering the whole world. 

Group グループ，分野等  Global Map 

Tag タグ，キーワード等  Elevation 

License ライセンス   

Organization 公開している機関  ISCGM 

Data release データ公開日  Aug 5, 2014 

Language 言語 English 

 

表-2 リソース（Resources）の登録情報項目とその例 

項目 記載内容  記入例  

Name リソースの名前  ISCGM website for elevation data set 

Resource リンク等  http://www.iscgm.org/gm/el.html 

Description 説明 Elevation - Global ver. -  (ISCGM) 

Format フォーマット  html, shape, geotiff 

 

表-3 機関（Organizations）の登録情報項目とその例 

項目 記載内容  記入例  

Title 機関名  ISCGM 

Description 説明 International Steering Committee for Global Mapping 

(ISCGM) 

Organization Type 機関のタイプ  Government, Non-Government, University 

 

表-4 グループ（Groups）の登録情報項目とその例 

項目 記載内容  記入例  

Title グループ名  Global Map 

Description 説明 Global Map is thematic data sets covered the whole land 

area on earth at 1 km resolution in a consistent manner.  
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データカタログサイトにおいて，登録する情報項目は，ユーザが検索して必要な情報を入手するた

めに重要である．その一方で，課題として，データに関する情報が足りず，項目が埋まらないことが

あげられた．  

 

2.2 データカタログサイトの構築  

CKAN で実装したデータカタログサイトの構築・公開に先立ち，必要な機能等の検討を行うために，

CKAN の基本機能を模した PHP によるカタログサイトの試験構築・公開を行った．試験サイトについ

ては ISCGM 第 21 回会合において報告を行い，データカタログサイトの方向性を確認した後，CKAN

によるデータカタログサイトの構築を開始した．  

CKAN による構築作業に当たっては，平成 25 年度に国土地理院で実施した地理空間情報クリアリ

ングハウスの構築・運用におけるノウハウを参考にし，機能を追加した．また，登録するデータの構

成についても検討を行い，地球地図のメタデータを基に，登録するデータの項目の選定を行い，検索

のためのキーワード（言語，機関のタイプ，公開年月日）を決定した． 

データカタログサイトの構築に加え，NGIA が自らも地球地図データ等を提供するためのカタログ

サービスを構築できるようになることを目的とし，CKAN によるデータカタログサイトの構築手法を

マニュアルとしてとりまとめた．  

 

3. 得られた成果  

3.1 ISCGM における試験サイトの公開  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 データカタログサイト（試作版）の機能 

① キーワード 

による絞込 

 

② 各データの情報表示 

検索結果表示 

各リソース 

③ 各リソース表示 

サイトの URL 等 

（外部へ） 

その他の情報 
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CKAN の基本機能を模した PHP によるデータカタログサイトサイト「Catalogue Service for Global 

Thematic Maps (http://www.iscgm.org/csgtm/)」を構築し，平成 26 年 8 月に試験公開した．当該試験サイ

トは図-1 及び以下に示す機能を有する．  

① キーワードによるデータの絞込検索 

「組織名」：（例）FAO, GSI, ISCGM, JMA, JRC, NASA, NGA, NOAA, USGS, WWF 等 

「グループ（分野）」：（例）Geoid, Global Map, Meteorology, Nature, Statistics, Transportation 等 

「Tags（キーワード）」：Global Map, Global, Land Cover, Elevation, Modis, Temperature 等 

② 検索されたデータの情報表示 

データの説明，作成者・管理者，連絡先，利用に関する情報等 

③ 検索されたデータのリソースへのリンク等の表示 

 

3.2 CKAN を用いたデータカタログサイト  

国土地理院クリアリングハウスの機能をベースに次の機能を追加したシステムを構築した． 

① データの絞り込み検索として「言語（Language）」「機関のタイプ(Organization Type)」「公開年

月日による範囲指定」を追加 

② 検索結果表示について「公開年月日（data release）」によるソート機能 

  

3.3 データカタログサイト構築マニュアルの作成  

3.2 の成果を踏まえ，CKAN によるデータカタログサイトの構築手法について，日本語版・英語版

のマニュアルを作成した． 

 

4. 結論  

第 21 回 ISCGM 会合の議論等も踏まえ，地球地図をはじめとする地球規模の地理空間情報の利活用

を促進するための手段として，データカタログサイトの構築を進めている．平成 26 年度は，様々な情

報収集や試験システムの構築結果を元に，CKAN で実装したカタログサイトの構築を行った．CKAN

プラグインの既存機能に加え，「データの絞り込み検索」や「公開年月日によるソート機能」といった

新たな機能を追加し，ユーザがより使いやすいものを目指した．開発したプラグインについては，

CKAN のライセンス（AGPL）を遵守し，次年度以降の公開を予定している．本研究で得られた構築

手法はマニュアル化し，地球地図に参加している NGIA が独自でデータカタログサイトを構築するこ

とに資するものである． 

今後は，アクセシビリティの高いデータカタログサイトの構築に向け，更なる機能追加を予定する

とともに，他のデータカタログサイトとの連携も視野に入れた開発を進める．また，データカタログ

サイトに登録するデータの情報収集も引き続き行い，データベースの構築を進める． 

 

参考文献  

ckan (GitHub): https://github.com/ckan (accessed 10 Feb. 2015). 
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内閣官房：DATA.GO.JP，http://www.data.go.jp/ (accessed 10 Feb. 2015) 
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地球観測衛星データの受信・取得、処理・解析（第 2 年次） 

 

         

実施期間 平成 25 年度～平成 27 年度 

応用地理部環境地理課 河本久美子  安藤 暁史 

鵜生川太郎  小西 博美 

 

1. はじめに  

国土地理院では，東海大学宇宙情報センターが受信する Landsat-8 等の広域的な地球観測衛星デー

タを効率的に処理・解析する技術を開発し，土地被覆の変化や国土の環境変化を把握することを目的

として平成 25 年度に東海大学と「地球観測衛星データの受信・取得、処理・解析」に関する共同研究

について協定を締結し，地球観測衛星データの処理・解析に関する研究を行っている．  

 

2. 研究内容  

 本研究において，平成 26 年度は以下の事項を行った．  

① 地球観測衛星データを用いた日本全国広域画像データ作成 

② 衛星が捉えた国内外の環境変化と災害のモニタリング 

③ 光学リモートセンシングデータを用いた土地被覆データ作成と環境変化の抽出 

④ グランドトゥルースデータの補完 

  

3. 得られた成果  

①地球観測衛星データを用いた日本全国広域画像データ作成  

平成 25 年度の試作結果を踏まえ，Landsat-8（処理レベル L1GT）のデータを用いて全国のモザイク  

画像を作成した．平成 25 年 2 月に打ち上げられた Landsat-8 のアーカイブが増えたことから，平成 26

年度はより雲の少ない画像を用いてモザイク画像を作成し，各シーンの色調を目視で調整することに

よりシーン間での色調のズレを低減させた．海洋部については，水深が深いほど暗い色になるよう海

底地形データ（GEBCO gridded bathymetry data）を用いて処理を行った．ズームレベル 2～12 の全国モ

ザイク画像を作成し地理院地図タイル形式の画像を作成した（図-1）．  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 全国モザイク画像 
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②衛星が捉えた国内外の環境変化と災害のモニタリング  

国内外の環境変化や災害について，必要に応じて東海大学からほぼリアルタイムで地球観測衛星デ

ータを入手し，地球観測衛星データによるモニタリングを行った．平成 26 年度は平成 25 年度に引き

続き西之島の噴火の様子と，平成 26 年 9 月に噴火した御嶽山のモニタリングを行った．これらの解

析結果について国土環境モニタリングのホームページで公開した．  

西之島に関しては，Landsat-8 の観測データからパンシャープン画像等を作成し，ホームページと地

理院地図から公開を行った（図-2）．  

また，ほぼ同時期に空中写真が撮影された平成 26 年 12 月 14 日のデータに対しては熱赤外画像か

ら輝度温度の解析図や空中写真から作成した地形判読図との重ね合わせ画像も作成し公開した（図-3）． 

御嶽山については Terra/MODIS データを用いて噴火前後の噴煙の様子と植生指標の変化を解析し

た（図-4）．  

    

 

      

 

 

 

 

 

 

図-2 西之島の Landsat-8 パンシャープン画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図-3 輝度温度解析（左）と地形判読図と赤外合成画像の重ね合わせ図（右） 

  

図-4 御嶽山の植生指標（左）と噴煙の様子（右） 

2014/9/28 

2014/7/4 2014/11/25 

2014/9/28 
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③光学リモートセンシングデータを用いた土地被覆データ作成と環境変化の抽出  

関東地区の約 2,025km2，東海地区の約 900km2 において複数時期の Landsat-8 及び Landsat-5 のデー

タを用いて現在（2013-2014）および過去（約 10 年前）の土地被覆データを作成した（図-5）．基本的

な土地被覆分類手法は平成 16～18 年度に実施された「地球観測衛星データによる広域熱環境把握技

術の開発作業」（国土地理院技術資料  D1-No.480, 481, 482, 483, 484 等）で開発された「衛星データを

活用した土地被覆データの作成手法」に従った．当該手法は，ASTER の多時期のデータから，季節変

化を利用した分類を行うものであるが，今回の作業では Landsat のデータの利用へ手法を拡張したほ

か，各季節の分類では， NDVI（正規化植生指数）と R（赤）バンド以外に，SWIR（短波長赤外）バ

ンド等も必要に応じて使用した．また，土地被覆データの作成に合わせて，両地区において現地調査

を行い，グランドトゥルース（以下「GT」という．）データの取得を行った．分類結果の精度や分類誤

差の特徴については，これらのデータも活用しながら今後引き続き研究を進めていく予定である．  

作成した現在及び過去の土地被覆データを比較し，環境が大きく変化している箇所の抽出を行った．

一例として，つくば市近辺で，現在の不透水地・裸地から，過去に不透水地・裸地であった部分を除

いた箇所を図-6 にしめす．位置誤差や分類誤差による細かいノイズが多く見られるものの，大型商業

施設の建造や住宅団地の造成，つくばエクスプレス沿線の大規模な開発等の環境変化については，あ

る程度把握することが可能であると考えられる．今後，このような比較結果について精査していき，

Landsat を用いた迅速な環境変化の抽出を目指し，環境モニタリング業務や地図更新業務に活用する

ことを目指す．  

 

             

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 関東地区における季節変化による分類結果（左:過去 右:現在）  
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                 図-6 つくば市近辺における環境変化抽出結果 

 

④ グランドトゥルースデータの補完  

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きた GT データの整備状況の確認を行い，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．

平成 26 年度は，北海道において GT データ（緯度・経度・周囲の状況・現地写真等）の取得を実施し

た． 

  

4. 結論  

 東海大学との共同研究の枠組みを利用し，地球観測衛星データを用いた国土環境モニタリングを行

った．平成 26 年度は前年度に引き続き，日本全国広域画像データ作成，国内外の環境変化と災害のモ

ニタリング，及び GT データの取得を実施したほか，光学リモートセンシングデータを用いた土地被

覆データ作成と環境変化の抽出に取り組んだ． 

  

参考文献 
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ハザードマップポータルサイトの改良 

 

 

実施期間 平成 25 年度～平成 26 年度 

応用地理部防災地理課  

 

応用地理部  

関東地方測量部 

新井 雅史  廣瀬 勝  

佐藤 壮紀  村岡 清隆 

登坂 昇  

沼田 佳典  

 

1. はじめに  

ハザードマップポータルサイトは，平成 18 年 6 月に国土交通省が策定した「国土交通省安全・安心

のためのソフト対策推進大綱」の 5 つの改善の取り組みの一つに掲げられたハザードマップ等の改善

への取り組みの一つであり，平成 19 年 4 月に公開された（http://disaportal.gsi.go.jp/）．  

同大綱では，各原因ごとに作成される複数のハザードマップの集約や，複数の原因を想定したマッ

プの作成など，利用者本位のマップを作成することを目指す「ハザードマップの総合化」についても

謳われているが，これまでのハザードマップポータルサイトでは，主に市町村が整備している各種ハ

ザードマップを検索し，「災害種別ごと」「市町村ごと」に各々のハザードマップを 1 枚ずつ見ること

はできたものの，自分の住む場所やその周辺にどのような災害リスクがあるのかなどを容易に知るこ

とはできなかった．  

 一方，近年地理院地図や Google Maps のように，全国をシームレスで閲覧でき，かつ多数の情報を

切り替えて，または重ね合わせて閲覧できる Web 地図が普及しつつある．また，そのような Web 地

図サイトの構築も安価かつ容易になってきている． 

そこで，平成 25 年度より国土地理院では，水管理・国土保全局や関係部局と協力し，ハザードマッ

プポータルサイトの改良を行った．本稿では，このハザードマップポータルサイトの改良に関する取

り組みについて報告する．  

 

2. 実施内容  

今回のハザードマップポータルサイトの改良の概要は，以下の通りである．  

① 基幹となるシステム  

本改良では，ハザードマップを閲覧するサイトを「地理院地図」ベースのシームレスな Web

地図サイトとした（「身の周りの防災に役立つ情報をまとめて閲覧」：http://disaportal2.gsi.go.jp/

hazardmap/site/index.html）． 

改良したサイトでは，地理院地図と同様に国土地理院の提供する地図や空中写真などの各種

基図情報の上に，ラスタ画像のタイルデータや，ベクトルデータである KML 形式のデータを重

ねて表示することができる（図-1_1, 図-1_2）．また，それらの情報については地理院地図と同

様に透過率の調節等を可能とし，その表示状態をメールや Web サイトへ埋め込むための URL

の発行も可能とした．  

② 閲覧用データの登録  

閲覧データは，上述の通り，タイルデータまたは KML 形式データで登録を行っている．  

現在閲覧可能な情報の例としては，  
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○洪水ハザードマップ  

各市町村が，別々に整備している洪水ハザードマップを Web 地図上でシームレスに閲覧でき

るようにしたもの  

○関係部局が作成している災害時に役立つ情報  

 道路冠水想定箇所：アンダーパスなど，大雨の際に冠水し車両が水没するなどの重大な事故

が起きる可能性がある箇所．地図上のアイコンをクリックすると，現地写真などの詳細な情

報を閲覧可能．  

 事前通行規制区間：大雨などの際に規制の基準を定めて，災害が発生する前に通行止め等を

実施する区間．対象の道路をクリックすると現地写真などの詳細な情報を閲覧できる．  

 緊急輸送路：災害発生直後から，救難・救助・物資供給等の応急活動のために，緊急車両の

通行を確保すべき重要な道路． 

○ハザードマップの元となる災害予測データ 

洪水ハザードマップの元となっているデータである「浸水想定区域」データ（国土数値情報

を使用）． 

 

などがある．その他，本サイトで閲覧可能な情報の一覧を表-1 に示す．  

 

③ 電子地図用シームレスデータ作成仕様（案）の作成 

上記のとおり，ハザードマップポータルサイトへデータを登録するためには，タイルデータ

または KML 形式である必要がある．「電子地図用シームレスデータ作成仕様（案）」（http://disa

portal.gsi.go.jp/hmsiyosho/index.html）は，ハザードマップ作成機関が，今後シームレス地図上に

ハザードマップを表示できる電子データを作ろうとしたときに，発注仕様書に引用して使って

もらうことを想定して作成した．実際の加工作業に必要なソフトウェアは，すべて無料で入手

することも可能であり，データ加工作業は比較的安価で実現できると考えられる．  

 

3. サイト改良による効果  

今回の改良でのもっとも大きな効果は，任意の複数のハザード情報を重ねて見ることができ

るようになった点である．例えば，浸水想定区域（河川氾濫による浸水）の危険は少ない場所

であっても，道路冠水想定箇所（大雨の際に道路が冠水する場所）であることが分かったり，

事前通行規制区間，緊急輸送路と浸水想定区域を合わせて見ることにより，災害時の避難ルー

トの検討に活用できたりなど，単一のハザードマップではわからない災害に対する危険性を知

ることができるようになった． 

 

4. まとめと今後の予定  

平成 25 年度は，ハザードマップを「様々なハザード情報を重ね合わせて」「隣の市町村を含

めてシームレスに」閲覧できるようにハザードマップポータルサイトの改良を行った．これに

より，利用者がより簡単に，より手軽にハザードマップ等を閲覧する環境が整った．平成 26 年

度からは，閲覧可能なデータを増やすことに注力している．今後，閲覧できるデータをさらに

増やすなど，随時改良を行っていく予定である． 
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図-1_1 「身の周りの防災に役立つ情報をまとめて閲覧」ページの表示例 1（洪水ハザードマップ） 

 

 
図-1_2 身の周りの防災に役立つ情報をまとめて閲覧」ページの表示例 2 

（浸水想定区域・土石流危険箇所・急傾斜地崩壊危険箇所・緊急輸送路を表示） 
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 表-1 閲覧できる情報一覧（平成 27 年 2 月現在） 

情報  整備主体  公開範囲（平成 27 年 2 月）時点） 

各種ハザード情報  

 浸水想定区域  水管理・国土保全局河川環境課水防企画室※1 全国  

 洪水ハザードマップ  市町村  関東地方の一部（荒川流域）  

 土砂災害危険個所  水管理・国土保全局砂防部※1 全国  

災害時に役立つ情報  

 道路冠水想定箇所  道路局  北海道・中部・近畿・四国  

 事前通行規制区間  道路局  北海道・中部・近畿・四国  

 緊急輸送路  道路局  北海道・中部・近畿・四国  

防災に役立つ地理情報  

 写真  国土地理院※2 全国  

 土地条件図  国土地理院※2 土地条件図整備範囲  

 沿岸海域土地条件図  国土地理院※2 沿岸海域土地条件図整備範囲  

 治水地形分類図  国土地理院※2 治水地形分類図整備範囲  

 明治前期の低湿地  国土地理院※2 関東地区・近畿地区  

 都市圏活断層図  国土地理院※2 都市圏活断層図整備範囲  

 火山基本図  国土地理院※2 火山基本図整備範囲  

 火山土地条件図  国土地理院※2 火山土地条件図整備範囲  

※1：サイト表示用のデータは国土数値情報を利用  

※2：地理院地図と同データ 
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