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報告内容

はじめに

1. 標高（高さ）関係のデータ

2 新しく刊行された地理空間情報2. 新しく刊行された地理空間情報

3 電子国土Ｗｅｂ ＮＥＸＴ3. 電子国土Ｗｅｂ．ＮＥＸＴ

おわりにおわりに
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報告内容

はじめに

・新しい地理空間情報活用推進基本計画新しい地理空間情報活用推進基本計画

・平成２４年（2012年）の主な取組状況
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地理空間情報活用推進基本法

制定 成 年（ 年）• 制定:平成19年（2007年）

• 目的:国民が安心して豊かな生活を営める経済目的:国民が安心して豊かな生活を営める経済

社会を実現するため、地理空間情報の活用の推
進に関する施策を総合的・活用的に進める進に関する施策を総合的・活用的に進める。

• 骨子:
関係主体(産学官)の参加とパートナーシップ

共通白地図 (基盤地図情報)の整備共通白地図 (基盤地図情報)の整備

GISと測位技術(QZSS(日本版GPS))の振興( ( ))
• 基本計画(H20：2008年制定、H24：2012年改正)

取り組みの具体的方向性を定める
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取り組みの具体的方向性を定める



平成２４年（2012）の主な取組状況

3/27 新しい地理空間情報活用推進基本計画が閣議決定

4/ 2 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協4/ 2 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協
定締結への取組開始

6/12 標高がわかるＷｅｂ地図の公開 １．へ

6/20 電子国土賞受賞作品の決定

7/30 数値地図（国土基本情報）の刊行

8/30 電子地形図25000の刊行

２．へ
8/30 電子地形図25000の刊行

9/ 6 電子国土Ｗｅｂ NEXTの公開 ３ へ9/  6 電子国土Ｗｅｂ.NEXTの公開
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３．へ



報告内容

１．標高（高さ）関係のデータ

A：基盤地図情報(標高)道内太平洋沿岸域
５ｍメッシュ、現在整備中

B：標高が分かるWeb地図
New !
2012/6/12-

C：精密標高基盤地図

6



１．標高（高さ）関係のデータ

用途
◎は 適に使えます、○は多少の加工・処理で使えます

デジタル
(加工・分析)

デジタル
(画面表示)

紙・出力
地図

A：基盤地図情報(標高) ◎ ○ ○

B 標高が分かるWeb地図 ○ ◎ ○
New !B：標高が分かるWeb地図 ○ ◎ ○

C：精密標高基盤地図 ○ ◎ ○

2012/6/12-

• 住まい、職場(学校)や通勤・通学路やそのまわ
高さ 分布を知るりの高さの分布を知る

• 災害発生時の避難路を検討する災害発生時の避難路を検討する

• 津波による浸水、河川氾濫のシミュレーション分
析 防災計画づくりに用いる
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析、防災計画づくりに用いる



Ａ：基盤地図情報(標高情報)

地理空間情報活用推進基本法で定める標高情報地理空間情報活用推進基本法で定める標高情報

道内整備状況

灰:250ｍメッシュ(北方領土)
白:10ｍメッシュ

朱:5ｍメッシュ(提供中)
紫+紺: 5ｍメッシュ(提供予定)基盤地図情報(5mメッシュ標高）

と基盤地図情報( 2500)を利用図情報( )を利用

誰でも無償でダウンロード、表示・加工・分析に使えます
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http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html



太平洋沿岸での航空レーザ測量

東日本大震災の津波被害を教訓に
「千島海溝沿いの地震」、「東海・東南
海・南海地震」等の災害が懸念される海 南海地震」等の災害が懸念される
地域において概ね海岸線から５kmまで
の範囲を対象に高精度な標高データを

整備 （平成23年度３次補正予算）整備。（平成23年度３次補正予算）
↓

平成24年度実施
↓↓

平成24年度中に提供開始予定
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【利用団体】

津波浸水予測図の作成・利用例

苫小牧市市民生活部危機管理室【利用団体】

北海道が平成24年6月に公表した津波浸水予測をもとに、津波ハザードマップ完成（平
成 年度 を 定 津波 策 津波 水 を苫 牧 提供 津

【概要】

苫小牧市市民生活部危機管理室

成24年度中を予定）までの津波対策として、津波浸水予測図を苫小牧市HPから提供。津
波浸水予測図には、基盤地図情報2500を背景に、避難所や津波避難ビルを掲載。

北海道危機対策局が主催する「防災対策へのＧＩＳ活用検討会議」（ほかに北海道大学、
国土地理院北海道地方測量部等がメ バ ）における を用いた津波 ザ ド プ国土地理院北海道地方測量部等がメンバー）における、ＧＩＳを用いた津波ハザードマップ
作成の取組みの結果である。
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苫小牧市ホームページより引用

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kikikanri/tunamihazardmap.htm



Ｂ：標高がわかるWeb地図 New !
2012/6/12-

全国任意の場所の標高を答える地図

(1)知りた (3)標高・経

全国任意の場所の標高を答える地図

(1)知りた

い場所を
地図で探

(3)標高 経

緯度値が現
れます地図 探

します (4)「情報表(4)「情報表

示」でリスト
(2)見つ

かったら
右ク

」 リ
表示も可能

右クリッ
クします

全道分提供中全道分提供中

自宅 職場 学校etc 気になる場所の高さがわかります

11http://saigai.gsi.go.jp/2012demwork/checkheight/index.html

自宅、職場、学校etc、気になる場所の高さがわかります



札幌市での利用例

札幌市建設局土木部管理測量課【利用団体】 札幌市建設局土木部管理測量課【利用団体】

【概要】
東北の震災を機に標高に関する問合せが非常に増えている。一般の方はもちろん、小学震 機 標 非 増 、

校の取組で津波に関する防災マップを作りたいという問い合わせなどもある。
地方自治体ではこのような地形情報を一元管理しておらず、地形図の標高点などから読

み取って対応しており、対応に苦慮していた。
現在は、Webサイト「標高がわかるWeb地図」を利用することで、効率的に対応している。

国土地理院ホームページ

「標高がわかるWeb地図」
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http://saigai.gsi.go.jp/2012demwork/checkheight/index.html H24.6.12より試験公開開始



北海道開発局での利用例

13http://www.hkd.mlit.go.jp/kyokutyou/h24/0802/01.pdf



Ｃ：精密基盤標高地図

精密標高データを使い、1m段彩で平野を色分けした地図

道内では石狩川流域
が整備されています。が整備されています。

札幌市モエレ沼公園周辺

自宅などの周辺の高低の具合がよくわかる
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http://www1.gsi.go.jp/geowww/disapotal/seimitu/index.html
(ハザードマップポータルサイト)
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平成23年東北地方太平洋沖地震に関する情報提供
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報告内容

２ 新しく刊行された地理空間情報２．新しく刊行された地理空間情報

・数値地図(国土基本情報)
New !
2012/7/30-

・電子地形図25000
New !
2012/8/30-電子地形図25000
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数値地図(国土基本情報)

基盤地図情報＋地形図表示情報をパッケ ジ化

New !
2012/7/30-

基盤地図情報＋地形図表示情報をパッケージ化

2500レベルでの出力例

25000レベルでの出力例

2500レベルでの出力例
(都市計画区域等)

全道分提供中

GISで扱える地形図相当の情報や道路ネットワークを

廉価で提供中(1:25,000地形図1面分170円)
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廉価で提供中( , 地形図 面分 円)
注文先 http://net.jmc.or.jp/ (財)日本地図センター



総合的な地理空間情報をオンラインで刊行

数値地図（国土基本情報）
総合的な地理空間情報をオンラインで刊行

数値地図（国土基本情報）は、基盤地図情報、数値地図、数値標高データを統合し、地図表現に必
要な項目や属性情報も持たせた総合的な地理空間情報です。

GISにおける背景地図や位置を特定する基準データとして、また地図作成の際の基礎となる地図と
して、国土の開発・保全、防災・災害対応などをはじめ、様々な分野に広く利用いただけます。



データの詳細データの詳細

●数値地図（国土基本情報）

デ タの詳細デ タの詳細

データ項目 「地図情報」「地名情報」 「メッシュ標高情報」「付属資料（主題情報）」

フォーマット GML形式（JPGIS2.1準拠のXML形式） 及び ｼｪｰﾌﾟﾌｧｲﾙ形式

座標系 世界測地系座標系 世界測地系

提供単位 2次メッシュ （2万5千分1地形図の図郭単位）及び、都道府県

データ容量 30MB～80MB(ZIP圧縮) ：2次メッシュ単位

入手方法入手方法

○数値地図（国土基本情報）オンライン

提供範囲 全国 （北海道から順次提供）

○数値地図（国土基本情報）オンライン
２次メッツシュ単位でインターネットによる提供 1ファイル 170円（税込）
都道府県（北海道は振興局）単位のDVD版での提供 1枚 7,500円（税込）

○(オンライン提供)媒体格納サービス
本地 タ る代行 ビ日本地図センターによる代行サービス

( 大量購入や全国のお好みの図をまとめて購入する場合に、注文の申し込みから、ネットショッピ
ング代行、媒体格納、発送までを行うサービス ）

数値地図（オンライン提供）購入に関するお問い合わせ先数値地図（オンライン提供）購入に関するお問い合わせ先
日本地図センター ネットサービス部
TEL：03-3485-5416
URL：http://net.jmc.or.jp/

○提供時期：平成24年7月30日から順次提供開始

このカタログに関するご意見・ご要望は、下記までお願いします。

→ お問合せフォーム http://geoinfo2.gsi.go.jp/contact/
国土交通省国土地理院

このカタログの内容は平成24年12月現在のものです。

○提供時期：平成24年7月30日から順次提供開始



利用例
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電子地形図25000
任意の範囲で 新地形図をオンライン提供

New !
2012/8/30-

任意の範囲で 新地形図をオンライン提供

注文画面

全道分提供中札幌駅周辺の例

必要な範囲で地形図(画像データ)が手に入ります。位置
座標付きですのでGISの背景図としても利用できます。
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座標付きですのでGISの背景図としても利用できます。

注文先 http://net.jmc.or.jp/ (財)日本地図センター



利用者が欲しい場所を欲しい大きさで自由に切り取ったり、地
電子地形図２５０００
利用者が欲し 場所を欲し 大きさで自由に切り取 たり、地

物の表現を選択したりできる新しい地形図
電子国土基本図のデータを使って生成するため 新の内容の地図が入手出来ます。

選択して出力するイメージ図を下さい。

範囲と図式を選択しているイメ ジが希望範囲と図式を選択しているイメージが希望

従来、刊行されていた地図は、範囲や大きさが決まったものでした。電子地形図25000は、利用者が

中心位置や画像のサイズ、いくつかの地物の表現を選択して（オンデマンド）購入できる新しい地図です。


