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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismGeospatial Information Authority of Japan

地理空間情報の
日常的活用のすすめ

国土地理院北海道地方測量部

地理空間情報管理官 小枝 登

～地図を使うことの楽しさ再発見～

本日の内容

はじめに

昨年説明した内容のおさらい

国土地理院のTOPICS

日常的な活用のすすめ

地理院地図の利活用事例の紹介

おわりに

・ 位置に関する情報
・ 位置に関連付けられた情報

地理空間情報の例

○位置（場所）に関する情報
• 緯度・経度（北緯**度、東経***度）
• 地名、住所、郵便番号、駅名、交差点や橋の名称
• 地形図、都市計画図、ハザードマップ、道路台帳
• 地理院地図（旧電子国土Web）、道路地図等
• 空中写真、地上写真、衛星画像
○位置に関連付けられた情報

• 住所録、電話帳、天気図、様々な統計データ等

はじめに

世の中のさまざまな情報が「位置」をキーに結びつける

地理空間情報
（G空間情報）とは

震災復興・
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

地理空間情報の適切な整備・更新
情報の活用手段・活用範囲を拡大

準天頂衛星
システムの
速やかな整備

方針３

方針４方針１ 方針２

利用者

測量成果

防災情報等

海域の情報

検索・入手等
窓口ワンストップ化

衛星画像

地理空間情報の活用に向けた政府の取組

・2007年 地理空間情報活用推進基本法 成立・公布

・2012年 新たな地理空間情報活用推進基本計画閣議決定

誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情報を使ったり高度な分析に基づく的確な情報を入手し行動できる

「地理空間情報高度活用社会（Ｇ空間社会）の実現」

国土のよりよいマネジメント 安全・安心な暮らし・生活利便性の向上

多様な主体との連携促進、地域の活性化経済や社会に新たな活力

誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情報を使ったり、的確な情報を入手し行動できる社会

国土の利用、整備及び保全の推進、
災害に強く持続可能な国土の形成

安全・安心で質の高い暮らしの実現

新たなサービス・産業の創出 行政の効率化・高度化、新しい公共

変化する国土の状況が適時適切に把握可能に
なるとともに、位置や時間による切り口での
様々な解析が可能となる

身の回りの様々な情報が、場所と結びつけられ
的確な行動や対応を可能とする

行政事務で取り扱う地域に関する多くの情報
が地理空間情報として効率的に共有化され、
活用される

屋内外問わず、位置をキーとした様々な情報の
融合が可能となることにより、新たなサービス
や産業が生まれる

近未来のG空間社会(地理空間情報高度活用社会) 本日の内容

はじめに

昨年説明した内容のおさらい

国土地理院のTOPICS

日常的な活用のすすめ

地理院地図の利活用事例の紹介

おわりに
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地理空間情報地理空間情報

ライブラリーライブラリー

電子国土電子国土
Web.NEXTWeb.NEXT

国土地理院国土地理院
マップシートマップシート

おさらい

基準点成果基準点成果
等閲覧サービ等閲覧サービ

スス

昨年の説明会の話題
国土地理院の基本測量成果や公共測量成果が
登録され、閲覧・検索が行えます。
「地理空間情報の仮想的図書館」

ユーザー登録すると配点図や点の記、現況写真
の閲覧が行えます。
成果表を取得ができます。

電子国土Web.NEXTの作図機能を用いて平均計
画図の作成方法や空中写真の表示、ＫＭＬファイ
ルの読み込みを紹介しました。

帳票データ（住所データ）から位置情報(経度・緯
度）に変換して、電子国土Web上で「見える化」で
きることを紹介しました。

おさらい

高精度標高高精度標高
データデータ

道内の
高精度標高データ
整備状況

地理空間情報ライブラリーより
メッシュデータを入手できます。

本日の内容

はじめに

昨年説明した内容のおさらい

国土地理院のTOPICS

日常的な活用のすすめ

地理院地図の利活用事例の紹介

おわりに

ＴＯＰＩＣＳ

マップシートマップシート
フル機能版を公開フル機能版を公開

2013.11.102013.11.10

マップシートマップシート
フル機能版を公開フル機能版を公開

2013.11.102013.11.10

地理院地図キット地理院地図キット
官公庁向けに公開官公庁向けに公開

2013.10.302013.10.30

地理院地図キット地理院地図キット
官公庁向けに公開官公庁向けに公開

2013.10.302013.10.30

日本の主な日本の主な
山岳標高の改定山岳標高の改定

2014.4.12014.4.1

日本の主な日本の主な
山岳標高の改定山岳標高の改定

2014.4.12014.4.1

電子国土電子国土Web.NEXTWeb.NEXT

地理院地図へ地理院地図へ
2013.10.302013.10.30

電子国土電子国土Web.NEXTWeb.NEXT

地理院地図へ地理院地図へ
2013.10.302013.10.30

地理院地図地理院地図

立体地図（３立体地図（３DD））
2014.3.192014.3.19

地理院地図地理院地図

立体地図（３立体地図（３DD））
2014.3.192014.3.19

地理空間ライブラリー地理空間ライブラリー
のリニューアルのリニューアル

2014.3.282014.3.28

地理空間ライブラリー地理空間ライブラリー
のリニューアルのリニューアル

2014.3.282014.3.28

マップシートのフル機能版を公開

マップシートの歴史

• 2012/7/30  官公庁向け版のダウンロードサイト開設（一般には非公開。）
• 2013/3/22  技術資料版（基本機能のみ）をホームページから公開
• 2013/5       UTMグリッドと測地系の変換機能を実装（官公庁向け）
• 2013/11/1  地理院地図への対応するためヴァージョンアップ（官公庁向け）
• 2013/11/10 官公庁向け版の持つ機能を技術資料版へ移行。

ホームページ（地理空間ライブラリー）から一般公開。

該当するボタン 追加した機能

新
技
術
資
料
版

座標変換

標高関係 座標値から標高値の取得

平面直角座標系 ＢＬとＸＹの変換

ＵＴＭ ＵＴＭとＢＬ，UTMグリッドコードとBLの変換

詳細設定
住所関係 住所と座標値の上書きについての設定

そのほか その他の機能

北海道の主な山岳標高の改定

山 名 旧標高 新標高

羅臼岳 １，６６０m １，６６１m
オプタテシケ山 ２，０１２m ２，０１３m

☆標高が高くなった北海道の山岳☆標高が高くなった北海道の山岳

☆標高が低くなった北海道の山岳☆標高が低くなった北海道の山岳
山 名 旧標高 新標高

ピパイロ岳 １，９１７m １，９１６m

幌尻岳 ２，０５３m ２，０５２m
札内岳 １，８９６m １，８９５m

カムイエクウチカウシ山 １，９８０m １，９７９m

羅臼岳羅臼岳

カムイエクウチカウシ山カムイエクウチカウシ山

札内岳札内岳幌尻岳幌尻岳
ピパイロ岳ピパイロ岳

オプタテシケ山オプタテシケ山
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地理院地図

標準地図は、新図式による電子国土基本図25000をタイル画像を使用

地理院地図_新版の特徴

◆新版標準地図の特徴

・縮尺20万分の１相当（Zoom Level_11）から2万5千分の１相当（Zoom Level_17）
で、高速道路（緑色）、国道（赤色）、道道（黄色）などに色別表現

・都市部などの住宅密集地の総描表示から建物を戸別に表示

・総描で省略されていた道路を表示

・建物の表現を黒からオレンジ色で表現

・山岳部において北西から陽光が差し込んだ陰影表現とし尾根、谷を明瞭に表現

点、線、面、円が作図できる。

属性入力画面に情報を登録す
れば吹き出し表示も可能。

作図した情報はKMLファイルとし
て出力できるため、他のソフトウ
エア等でも利用可能。

○作図

地理院地図 機能

15

ポイントを追加する

ラインを追加する

ポリゴン(面)を追加する
円を追加する

図形を計測する

全ての図形を削除する

選択した図形を削除する
作図をやり直す

作図を取り消すオブジェクトを編集する

「メールやチャット用リンク」「ウェブサイトに埋め込み」
「名前をつけて保存」の３種類から目的に応じて選択。

「メールやチャット用リンク」
画面に表示されているものと同じ状
態（地図の表示範囲、縮尺、作図情
報など）を再現できるURLを発行。こ
のURLにアクセスすれば、誰もが同
じ状態の地図を見ることができる。

「ウェブサイトに埋め込み」
iframeコードを発行。ウェブサイトに
地図を埋め込み表示できる。

「名前をつけて保存」
HTMLファイルを発行。そのまま
ウェブサイトとしても利用可能。

○情報を共有

地理院地図 機能

16

手持ちのKMLファイルを表示。
地図上で位置等の編集を行っ
た場合は、新たなKMLファイル
として保存可能。

○重ね合わせ情報読み込み

入力した情報を元に検索。自動
的に地図も移動する。

○地名等検索

地理院地図 機能

スライドバーを動かすと、透過率が
調整できる。写真と地図を重ね合わ
せて見やすく表示。

○透過率調節

17

地図上で右クリックした位置の緯
度経度、標高等を表示。

○右クリックによる情報表示

ベースとなる地図の他にも、都市圏活断層図、土地条件図等の
主題情報や、色別標高図、電子基準点等の点情報も利用可能。
災害時には、被災地の空中写真等を緊急的に公開している。

都市圏活断層図

土地条件図

色別標高図

電子基準点

伊豆大島の空中写真

地理院地図 利用できるコンテンツ

18
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地理院地図３Ｄ

立体地図を閲覧するには、Internet Explorer 11、Google Chrome、Firefox、Safari 
をご使用ください。

豊似湖

このボタンをこのボタンを
押す押す

本日の内容

はじめに

昨年説明した内容のおさらい

国土地理院のTOPICS

日常的な活用のすすめ

地理院地図の利活用事例の紹介

おわりに

日常的な活用のすすめ

地理院地図を利用して作図

面積の計測
ができる

作図した
線を計測
できる

計測機能で距離をはかる

澄川駅から羊ヶ丘展望台までの計測

☆ 平均計画図
配点密度の確認 新設点7点の平均計画図

平均計画図の印刷 PDF出力した例
出力したＫＭＬファイルの読込例

測量技術者の利活用

防災情報を知る 例）西之島の噴火活用

日常的な活用のすすめ

撮影時期の異なる空中写真を重ね、透過す
ると噴火活動の経過がわかる。

日常的な活用のすすめ

地図で『見える化』

例）札幌市内のラーメン店を地図上で確認し、印刷したい。

インターネットで
情報を入手

住所と電話の情報 表示画面をＣＯＰＹ
エクセルに貼り付け

エクセル上で、データを成形
（店名・住所・電話番号）

マップシートを利用し
ＫＭＬファイルを出力

地理院地図
に表示

ＫＭＬファイルを
友人・知人に提供

味やオススメ
情報の追加

グルメマップを作ろう！
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地図で『見える化』

札幌市内のラーメン店を地理院地図で表示

札幌駅周辺

作図機能を活用し情報を追加

背景を変更
プリンターで出力

NEW 地理空間情報ライブラリー

２０１３．３．２８リニューアル

デモ

地図を立体（3次元）で楽しむ

パソコンのブラウザにFirefoxを追加（Ｉnternet Explorer11以上は不要）

Ｆｉｒｅｆｏｘ起動 地理院地図へ 地理院地図３Ｄへ 3次元でみる

ボタンを押す

表示エリ
アを移動
させる。
（任意）

高さの倍率を変える
Smple 2～3

クルクルと回転ができる

３Ｄデータの保存

本日の内容

はじめに

昨年説明した内容のおさらい

国土地理院のTOPICS

日常的な活用のすすめ

地理院地図の利活用事例の紹介

おわりに

公共施設見学ツアーの紹介
地理院地図キットの利用事例

【概要】

【利用団体】

国土交通省北海道開発局

北海道開発局ホームページより引用
http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/shisetsukengaku/index.html

【土木】

実例

北海道開発局HPでは「公共施設見学ツアー※」を紹介するサイトを公開中。
平成26年度ツアー対象施設を地図から探すためのページでは、地理院地図を
背景に各施設（河川、ダム、道路、港湾、農業、水産等）を示すアイコンとともに、
吹き出しからは施設名、詳細情報へのリンクが表示される。
サイトの作成には地理院地図キット（地理院マップケース、地理院マップシート）
が利用された。

（資料作成：H25.12）

12種類のカテゴリーで地図上のア
イコンの表示/非表示が可能

アイコンの吹き出しをクリック
すると、より詳細な情報を表
示できます

※公共施設見学ツアーとは （開発局HPより引用）
地域経済や国民生活にとって必要不可欠な公共施設の役割や必要性について、より多くの国民に理解していただ
くため、公共施設見学（道路、河川、ダム、港湾等）を取り入れた新たな旅行形態のツアーを実施していただける旅
行会社に、旅行商品を企画・催行頂く取組です。

北海道開発局のご担当者の声
・地理院マップケースをはじめて利用しました

・委託せずに直轄で作成、マップケース入手か
ら約1ヶ月でサイトの公開開始できました。
・地理院技術部門のサポートを受けて、サイト
の各種カスタマイズもできました

・今後は、各部の内部サイトでもマップケースを
利用したいです
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北海道の雪崩危険箇所マップ
地理院地図による利用事例

【概要】

【利用団体】

北海道建設部土木局砂防災害課

北海道ホームページより引用
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ssg/index.htm

【防災】

実例

北海道砂防災害課のページでは、北海道の雪崩危険箇所について雪崩危険箇所マップから情報提供している。
雪崩危険箇所マップは、雪崩災害のおそれがある箇所を示した図であり、地域名※をクリックすると、その地域の雪
崩危険箇所を地理院地図のうえに表示する。

※地域名：
札幌市内、札幌市を除く石狩管内、空知管内、小樽市内、小樽市を除く後志管内、函館市内、函館市を除く渡島管内、檜山管内、室蘭
市内、室蘭市を除く胆振管内、日高管内、上川管内、留萌管内、稚内管内、オホーツク管内、十勝管内、釧路・根室管内

（資料作成：H26.3）

砂防災害課のページ 北海道の雪崩危険箇所マップ
（トップ画面）

北海道の雪崩危険箇所マップ
（函館山付近の表示画面）

背景には地理院地図を使用！

赤線で囲まれたエリアが
雪崩災害のおそれがある箇所

本日の内容

はじめに

昨年説明した内容のおさらい

国土地理院のTOPICS

日常的な活用のすすめ

地理院地図の利活用事例の紹介

おわりに

おわりに

習うより慣れることが重要

業務のみでの利用では、応用がきかない。まずは、遊びから

日常のささやかな情報をまずは「見える化」する

地図を使うことの楽しさを家庭から

スマホのアプリで、地理空間社会は身近に

ご静聴ありがとうございました。

地理空間情報の関する問い合わせ先
国土地理院北海道地方測量部フレッシュマップグループ

ho-freshmap@gsi.go.jp


