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国⼟地理院が整備する地理空間情報
の現状と利活⽤について

－公共測量及び地理空間情報等に関する説明会－

中部地⽅測量部
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◆本⽇の内容

 地理空間情報を取り巻く情勢

 地理空間情報活⽤促進の取組
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 平成19年５月 地理空間情報活用推進基本法 成立・公布

 平成20年４月 地理空間情報活用推進基本計画（閣議決定）
 政府及び産学官が一体となって「地理空間情報高度活用社会」を目指す

 計画期間：平成23年度末まで

• 国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で、地理空間情報を高度に活用することを
推進することが極めて重要（第一条）

• 政府は、地理空間情報の活用の推進に関する基本的な計画を策定しなければならない（第九条）

引き続き、これらの課題を適切に解決するための政府の取組が重要

計画によって実現したこと

・基盤地図情報の概成

・準天頂衛星初号機「みちびき」の打上げ

・産学官の連携の確立（Ｇ空間ＥＸＰＯの開催）

・個人情報保護や二次利用促進のためのガイドライ
ン整備

この間の社会の変化

・スマートフォン等のＩＴ技術の進歩と社会への普及

・測量・測位技術の高度化・高精度化

・衛星測位を巡る海外の取組の進展

・東日本大震災への地理空間情報の対応

社会に広く活かしていくことが
築かれた土台を更に

社会に広く活かしていくことが
必要

新たな地理空間情報活用推進基本計画を閣議決定（平成24年3月27日）

現行計画で想定しえなかった現行計画で想定しえなかった
新たな課題が発生

◆地理空間情報の活⽤のための政府の取組
現状と課題を踏まえた、今後の取り組みの柱となる４つの方針

◆基本計画における４つの基本的⽅針

東日本大震災
からの復興、
災害に強く持
続可能な国土
づくりへの貢
献

地理空間情報の社会へのより深い浸透と定着

社会的ニーズに応じた
持続的な地理空間情報の整備
と新たな活用への対応

実用準天頂衛星システムの
整備、利活用及び海外展開

利用者にとって価値のある使いやすい
情報を、適切に整備・更新する

地理空間情報の活用手段・活用範囲を
更に拡大する

実用準天頂衛星システムの整備に
可及的速やかに取り組む

社会全体で地理空間情報を活用推進 ⇒ 地理空間情報高度活用社会の実現

国が率先して活用することにより、社会全体における活用拡大を図る

社会全体における情報の共有・相互
利用のための仕組みを整備する

人材の育成、普及啓発、関係
者間の連携強化を図る

速やかな復旧・
復興に資する地
理空間情報を整
備・提供する

産業界と連携した積極的な利活用
と海外展開を図る

各府省が連携した具体的な施策によって、これら４つの方針の実現を目指す

方針１ 方針２

方針３

方針４

今後想定される
災害に備え地理
空間情報を整備
・活用する



測量法

◆国⼟地理院のしごとの枠組みの変化

地理空間情報
活用推進基本法

利用者が
情報を適切
に活用する
だろうという
ことを前提
に提供

情報技術の
進歩(イン

ターネット、
GPS、地理

情報システム
(GIS))→新た

な利用者、利
用法の拡大

地理空間情
報の活用サ
イクルも意識
して、使いや
すい情報、使
いやすい環
境を整えるこ
とも大事

他の主な仕事

国や自治体の測量(公共測量)のアドバイス

地殻変動の監視・防災・災害対応

測量士・測量士補の試験の実施

計画

整備

成果

見直し

国土地理院における
地理空間情報の整備サイクル

測量の
基準

国の基
本地図

カー
ナビ

提供

活用

便益

成果

社会における
地理空間情報の活用サイクル

ハザー
ドマップ

 地理空間情報の政策企画・産学官連携

 測量に関する技術基準作り

 国際協力
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 ⼯事図⾯データを利⽤して迅速更新（特定項⽬の変化に対応した更新）

公共施設の整備者・管理者
の協⼒の下、提供いただいた
情報をもとに更新。

特に、⾼速、国道等の防災上
重要な施設においては、供⽤
開始⽇にあわせて更新

 都市計画基図と空中写真を利⽤して⾯的更新（全体として新しくするため、広く⾯的に更新）

 我が国全域を覆うベクトル形式の基盤データ（従来の2万5千分1地形図に替わる新
たな基本図と位置付け）。多種多様なコンテンツとして提供・公開。

 迅速更新と⾯的更新を効率的・効果的に組み合わせて、全国⼟約38万km2を対象
に地図情報の鮮度・精度を維持管理

主な測量成果

地理院地図のベース「電⼦国⼟基本図」

地理院地図

基盤地図情報

電⼦地形図

数値地図（国⼟基本情報）
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◆地理院地図の基本機能

中心付近の住所や
標高などの表示・非表示

UTMグリッドなどの表示、
作図などツールを選択

背景画像に上乗せす
る各種情報を選択

http://maps.gsi.go.jp/
※下記ブラウザで動作検証を実施しています。5種類の

背景画像切替

地名、住所、経緯
度座標、UTMポイ
ントから検索
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◆地理院地図の主な便利機能

上乗せ情報の解説表示、透過率を調整。
⇒情報を重ねた確認が容易です。

モバイル端末で測位した現在位置にジャンプ。
⇒⽇本全国どこにいても周囲地形、標⾼等を確認できます。

表示されている場所の3D（地図と空中写真）を表示。
⇒地形や地表の状況を⽴体的に概観できます

フリーハンド等で作図、ファイル保存・読み込み
⇒情報集約・共有の効率化が図られます。
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◆利活⽤⽀援ツール－地理院マップシート－

 帳票データを電⼦地図上に簡単に展開して「⾒える化」を実現（Microsoft(R) Excel がベース）

 使⽤するPCがインターネットに接続されている必要があります。
 http://maps.gsi.go.jp/help/howtouse.html#h3-51 からダウンロード
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◆利活⽤⽀援ツール－地理院マップシートの機能紹介－

住所から
概ねの座標値を自動入力

座標値から
概ねの住所を自動入力
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◆公共測量作業における利活⽤

（推奨事項）
公共測量実施計画図を地理院地図を利⽤して作成

★想定されるメリット

 地図の準備、地図の貼り合わせ及び
計画内容の転写が不要。

 地理院地図上で基本基準点等の成果
状況を確認しながら計画⽴案が可能。

 計画内容をKMLファイルで保存・管
理することで、実施計画図の修正が
容易。

 属性情報を任意⼊⼒でき、アーカイ
ブとしての管理にも最適

 測量法上の複製申請は不要。
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◆デモンストレーション

http://maps.gsi.go.jp/

地理院地図とマップシート
デモンストレーション
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◆地理院地図パートナーネットワーク

 国⼟地理院及び他のパートナーとの情報交
換等を通じて、新サービス実現の可能性が
拡⼤。

 利⽤者のニーズに合ったツールやサービス
を提案・提供することにより、利⽤者との
関係拡⼤に繋がる。

 gsi-cyberjapan/gsimaps
https://github.com/gsi-cyberjapan/gsimaps

 地理院タイルを利⽤したアプリケーションを
構築できる⽅々との情報の共有・交換を⾏う
ことを⽬的とした地理院地図パートナーネッ
トワークを構築・運⽤。

 地理院地図をよりオープンに利⽤していただ
く体制をとり、gsi-cyaberjapan/gsimapsと
いう形でソースを提供

平成27年3月27日現在、受託開発者70者、ツール提供者39者

 地理院地図パートナーネットワーク
http://aigid.jp/ccpn/web/partners/
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◆地理院パートナー募集要項
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地理院地図
http://maps.gsi.go.jp/

国⼟地理院中部地⽅測量部ページ
http://www.gsi.go.jp/chubu/index.html

（参考）電⼦国⼟基本図及び地理院地図の活⽤サイト

電⼦国⼟基本図サイト
http://www.gsi.go.jp/kibanjoho/kibanjoho40025.html

基盤地図情報サイト
http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html

地理院地図パートナーネットワーク
http://aigid.jp/ccpn/web/partners/
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問い合わせ先

国土地理院の役割

３．国内外における幅広い連携により、
地理空間情報の活用を推進します。

１．基盤となる地理空間情報を責任を持って
整備・更新・提供します。

利用者に価値のある使いやすいものとして

土地の測量及び地図の調製に関する施策を通じて、地理空間情報の活用を推進し、国
民生活の向上及び国民経済の健全な発展に貢献します。

２．多様な地理空間情報が効率的に整備され、それらが、
誰にでも容易に入手・活用される環境を整えます。

〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第2号館３Ｆ
TEL（052）961-5638
FAX（052）961-5639

Email：itoh-y96pk@mlit.go.jp
http://www.gsi.go.jp/chubu/index.html

国土地理院の地理空間情報とその利用に関するご質問は、下記の窓口へお気軽にお尋ね下さい。

国土地理院 中部地方測量部

中部地方測量部 地理空間情報管理官 伊東 欣英
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