
OSGeo (Open Source Geospatial ) 財団 

吉田 大介

東日本大震災とFOSS4G
(Free and Open Source Software for Geospatial)

1

https://www.ospn.jp/osc2011-kyoto/modules/eguide/event.php?eid=67
https://www.ospn.jp/osc2011-kyoto/modules/eguide/event.php?eid=67
https://www.ospn.jp/osc2011-kyoto/modules/eguide/event.php?eid=67


Daisuke YOSHIDA

名前：吉田 大介
職場：帝塚山学院大学 リベラルアーツ学部
コミュニティ：OSGeo,  OpenStreetMap

経歴：国際協力機構（JICA）青年海外協力隊
　　　 JICA中部 GIS研修事業 事業協力・講師
Twitter:  nro2dai

自己紹介

2



Daisuke YOSHIDA

Free and Open Source Software 

                                             for Geospatial の略

地理空間情報に関する
　　オープンソースソフトウェアのことです。

FOSS4Gって？？？
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Daisuke YOSHIDA

空間情報・地理情報って？
コンピュータ上で扱う空間と関連した情報
　　　　　　　　　　（実体は画像 or 座標列と関連情報）

画像　大阪市立大学 インターネット講座デスクトップGISで表示されたデータ
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Daisuke YOSHIDA

たくさんあります。おおまかな分類
� Webマッピング
� デスクトップGIS（地理情報システム）

� 空間情報用ライブラリ
� メタデータカタログ

空間情報系オープンソース
　　　　　     FOSS4G（Free and Open Source Software for Geospatial )
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Daisuke YOSHIDA

Webマッピング
インターネット地図配信サービス

OpenStreetMap サイト
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Daisuke YOSHIDA

デスクトップGIS
PC上で空間データを扱うためのソフトウェア

QGIS画面
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Daisuke YOSHIDA

地理空間処理ライブラリ
空間情報系プログラム作成用の部品
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Daisuke YOSHIDA

メタデータカタログ
空間データを検索する仕組み
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Daisuke YOSHIDA

•  各種FOSS4Gコミュニティが集まる国際コミュニティ

•  2006年創立　日本支部も2006年

•  毎年秋にカンファレンス開催
　　今年は9月にデンバーで開催

•  http://www.osgeo.org/

OSGeo（Open Source Geospatial）財団って？
FOSS4Gの世界的コミュニティ
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Daisuke YOSHIDA

� FOSS4Gの利用促進活動 

�毎年，東京と大阪でカンファレンス開催（KOFと共同開催）

� FOSS4G関連ワークショップ
� 2010年 IPA OSS奨励賞

OSGeo財団日本支部

http://www.osgeo.jp
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Daisuke YOSHIDA

OSGeo財団日本支部のメンバー

株式会社オークニー
大阪市立大学大学院 創造都市研究科
オートデスク株式会社
応用技術株式会社
マップコンシェルジュ株式会社
株式会社野村総合研究所
株式会社パイプデザイン
北海道地図株式会社
株式会社マピオン

団体会員

個人会員 64名（昨年18名）
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Daisuke YOSHIDA

少しだけ宣伝 6/7発売 FOSS4G ハンドブック
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Daisuke YOSHIDA

コミュニティの成立過程裏話
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Daisuke YOSHIDA

実はこの部分の元原稿は
ブログで読むことができます
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Daisuke YOSHIDA

OSGeo.JP 森代表のブログです
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Daisuke YOSHIDA

ブログ記事をご覧になってから
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Daisuke YOSHIDA

是非書籍をご購入下さい

￥1,680
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Daisuke YOSHIDA

Amazonでも購入可能
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Daisuke YOSHIDA

この書籍（ブログ）の記述で
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Daisuke YOSHIDA

2006年第1回のFOSS4Gカンファレンス
ここでOpenStreetMapが紹介されたようです
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Daisuke YOSHIDA

2006年のFOSS4Gプログラムですが
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OpenStreetMap 
(and the new Social Phenomena of Mapping Parties)

Nick Black
nick@blacksworld.net

FOSS4G, Friday 15th September, 2006
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Daisuke YOSHIDA

OpenStreetMapの説明があります
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Daisuke YOSHIDA

3

3.11 ものすごい地震・津波がおきました。
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Daisuke YOSHIDA

震災時の通信手段
はどうだったか？

• 電話回線は災害時にはすぐにパンク
　重要度の高い緊急回線の確保のため，規制が行われる

• メールは遅延程度　＊メールサービスにもよる
• ソーシャルメディアは有効
• Skypeなどのインターネット電話も有効

• ニュース速報を視聴するためワンセグ対応端末も活躍
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Daisuke YOSHIDA

コミュニケーション手段は
　　　　　　　ソーシャルメディアが大活躍
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Daisuke YOSHIDA

地震発生直後からありとあらゆる
ジオデータがネットを飛び交っていた
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Daisuke YOSHIDA

•ネットを使った震災支援の
　　　　　ジオ系ボランティア活動がたくさんできた

•ネットにより国内・国外関係なく分業できた
•整理されてない様々なデータ　
 　　使えるように加工するためには
　　　　　　　　　　　　FOSS4Gの様々ツールが活躍

阪神の震災の時と比べて
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Daisuke YOSHIDA

衛星画像、航空写真、レーザ計測、水中探査、GPSのログ、
テキストデータのジオコーディング、プローブデータ
　ジオリファレンスされていない画像
座標や投影も様々

　そもそも基準点が動いちゃってるし

整理されていない空間データ
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Daisuke YOSHIDA

�ネットを利用した地理空間情報に関する災害対策の作業
がとてもたくさんあります。

�地理空間情報に関するオープンソースソフトウェア
（FOSS4G)の利用方法を知っているといろいろなことが
できます。

地震などの大きな災害では
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衛星画像を利用した震災支援
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Daisuke YOSHIDA

陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)による東日本大震災の緊急観測

衛星だいち（解像度2.5m）

2011年3月12日、3月14日に
引き続き3月16日にも緊急観測

その後，「だいち」は
4月に電力異常が発生
5月12日に運用終了に。。
設計寿命3年を大幅に超える
5年超の大往生
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国土地理院
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による被災地の空中写真

34



震災後の陸前高田沿岸

国土地理院提供　空中写真
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Daisuke YOSHIDA

空中写真を有効活用するには，正確な位置情報
を付加する幾何補正作業が必要

空中写真

幾何補正を行い，
他のデータを重ね合わせた写真

北

36



Daisuke YOSHIDA

画像と地図の対応点を入力　座標値にあわせて画像を変形して
GISで利用できるようにする

QGISジオリファレンサ プラグイン
FOSS4Gを利用した幾何補正処理
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FOSS4Gを利用した幾何補正処理

参照地図 補正する地図
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呼びかけはメーリングリストで

@wata909ドイツ在住
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岩手・宮城・福島県

国土地理院
平成23年 東北地方太平洋沖地震による
被災地の空中写真

ボランティアによって
幾何補正が行われた空中写真

その後，徐々に空中写真が国土地理院
から公開された。
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国土地理院
平成23年 東北地方太平洋沖地震による
被災地の空中写真

青森・岩手県

作業方法の検討などは
メーリングリストで議論され，
全国から20名程度のボランティア
で作業を行った。
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福島・茨城県

国土地理院
平成23年 東北地方太平洋沖地震による
被災地の空中写真

ボランティアによって
幾何補正が行われた空中写真
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関連した様々なプロジェクトが走りだす
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FOSS4Gを利用した空中写真の配信サービス
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Daisuke YOSHIDA

• 被害状況の把握

• 基盤データの作成

• 復興計画

• 罹災証明発行

衛星画像・空中写真の配信によって

FOSS4Gを利用した空中写真の配信サービス
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資料：（独）防災科学技術研究所
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資料：（独）防災科学技術研究所
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資料：（独）防災科学技術研究所
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資料：（独）防災科学技術研究所
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資料：（独）防災科学技術研究所
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衛星画像・空中写真を利用した
                  震災後の地図作りによる支援
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@wata909

FOSS4Gを利用した空中写真配信プロジェクト

空中写真の撮影・公開

空中写真の幾何補正
空中写真データの配信

空中写真の利用

サーバー環境の支援
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被災自治体にFOSS4G利用提案

被災状況の集計
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調査写真をGPS位置付きで整理
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Daisuke YOSHIDA

� FOSS4Gは今回のようなボランティア作業を行う場合の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最強のツール
� PCとネットワークがあれば利用のための障壁は低い
�商用GISソフトウェアの幾つかが震災対策無償利用を表明した
が、利用方法に習熟しているかどうかが問題

�多様なFOSS4Gの用途と利用方法を習熟しておくことが必要

空間情報系オープンソース
　　　　　     FOSS4G（Free and Open Source Software for Geospatial )
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Daisuke YOSHIDA

FOSS4G関連で困った時は

OSGeoJapan-discuss at lists.osgeo.org

OSGeo（主として日本支部）に関する幅広いテーマを対象
に、意見、情報交換を行う日本語のメーリングリストで、
誰もが購読でき、投稿できます。

購読は以下から行えます。
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
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Daisuke YOSHIDA

UshahidiとSAHANAという災害対策システムが入ってる
OSGeoLive DVDには

OSGeoブースで無料配布しています。（数に限りあり）
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Daisuke YOSHIDA

■ Browser Clients
OpenLayers	  -‐	  	  Browser	  GIS	  Client
Geomajas	  -‐	  	  Browser	  GIS	  Client
Mapbender	  -‐	  	  Geoportal	  Framework
MapFish	  -‐	  	  Web	  Mapping	  Framework

■ Crisis Management 　
Sahana	  Eden	  -‐	  	  Disaster	  management
Ushahidi	  -‐	  	  Mapping	  and	  Timeline	  for	  events

■ Databases　
PostGIS	  -‐	  	  SpaBal	  Database
SpaBaLite	  -‐	  	  Lightweight	  Database
Rasdaman	  -‐	  	  MulB-‐Dimensional	  Raster	  Database
pgRouBng	  -‐	  RouBng	  for	  PostGIS

■	  Desktop	  GIS　
Quantum	  GIS	  
GRASS	  GIS	  
gvSIG	  Desktop	  
User-‐friendly	  Desktop	  Internet	  GIS	  (uDig)	  
Kosmo	  Desktop	  
OpenJUMP	  GIS	  
SAGA	  
OSSIM	  -‐	  	  Image	  Processing
Geopublisher-‐	  	  Catalogue
AtlasStyler	  -‐	  	  Style	  Editor
osgEarth	  -‐	  	  3D	  Terrain	  Rendering
MB-‐System	  -‐	  	  Sea	  Floor	  Mapping

■	  NavigaBon	  and	  Maps
GpsDrive	  -‐	  	  GPS	  NavigaBon
Marble	  -‐	  	  Spinning	  Globe
OpenCPN	  -‐	  	  Marine	  GPS	  ChartploRer
OpenStreetMap	  -‐	  	  OpenStreetMap	  Tools
Prune	  -‐	  	  View,	  Edit	  and	  Convert	  GPS	  Tracks
Viking	  -‐	  	  GPS	  Data	  Analysis	  and	  Viewer
zyGrib	  -‐	  Weather	  Forecast	  Maps

■ SpaBal	  Tools
GDAL/OGR	  -‐	  	  GeoSpaBal	  Data	  TranslaBon	  Tools
GMT	  -‐	  	  Cartographic	  Rendering
Mapnik	  -‐	  	  Cartographic	  Rendering
OTB	  -‐	  	  Image	  Processing
MapTiler	  -‐	  	  Create	  Map	  Tiles
R	  SpaBal	  Task	  View	  -‐	  	  StaBsBcal	  Programming
GeoKeRle	  -‐	  	  Data	  IntegraBon

■	  Web	  Services
deegree	  
GeoServer	  
MapGuide	  Open	  Source	  
MapServer	  
QGIS	  mapserver	  
GeoNetwork	  -‐	  	  Metadata	  Catalog	  and	  Catalog	  
Services	  for	  Web
52°North	  WPS	  -‐	  	  Web	  Processing	  Service
52°North	  SOS	  -‐	  	  Sensor	  ObservaBon	  Service
ZOO	  Project	  -‐	  	  Web	  Processing	  Service

43本のデモアプリケーションとデータを試すことができます。
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文部科学省宇宙利用促進調整委託費～衛星利用の裾野拡大プログラム～

「FOSS4G を活用した衛星データ利用のための
　オープン・リソースの構築」の成果物CDも配布しています。

詳しくはこちら　http://www.osgeo.jp/foss4g-mext/
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Daisuke YOSHIDA

売上がOSGeoの活動資金になります！
最後に！！
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Daisuke YOSHIDA

OSGeoへのご支援よろしくお願いします。

m(_ _)m
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Daisuke YOSHIDA

ふぅ、こ
れで日本
も救われ
た 

なぜに 
過去形 
これから
だが 

ご清聴ありがとうございました。
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