
平成 21 年度地理情報標準の整備に関する調査検討業務 

 

 

実施期間         平成 21 年度 

企画部技術管理課     佐藤 剛   小谷 京湖 

飯村 友三郎 

 

１．はじめに 

地理情報システム（GIS）の利活用を推進するためには，異なるシステム間での空間データの相互利

用を容易にするための標準化が必要である．国土地理院ではこれまでに官民共同研究等により，国際

標準に準拠した「地理情報標準」を作成し，関連するマニュアル・ツールの作成，実証実験，セミナ

ーの開催等を実施し「地理情報標準」の普及を進めてきた．さらに平成 17 年度にはユーザーの利便性

向上を図るために，実用標準として地理情報標準プロファイル（JPGIS：Japan Profile for Geographic 

Information Standards，以下「JPGIS」という．）を作成・制定し，平成 21 年 5 月には JPGIS のバー

ジョンを Ver2.1 に改定した．平成 21 年度は，4 月に閣議決定された地理空間情報活用推進基本計画

を支える基本的技術基準である JPGIS の今後の運用のために必要な事項について調査検討を行った． 

 

２．調査検討内容 

本調査検討業務は，地理情報に関する国内の標準である JPGIS の整備に関する調査検討を行うこと

を目的として実施したもので，国際標準化機構の地理情報に関する専門委員会（以下，「ISO/TC211」

という．）で検討されている最新の国際規格の内容及び検討状況，並びに国際規格に基づいた JIS 原案

の内容及び検討状況について調査した結果をもとに，JPGIS の現行バージョンとの関係を整理し，改

定案の検討を行った． 

 

３．得られた成果 

本調査検討業務で得られた成果は，以下の通りである． 

３．１ ISO/TC211 の動向に関する調査 

① 平成 21 年度の ISO/TC211 の活動状況及び規格内容，今後の方向性等について調査した．平成

21 年度までに国際規格（IS）が 33 項目，技術仕様書（TS）が７項目，技術報告書（TR）が３項

目発行されている． 

② 符号化に係わって，関連する規格である ISO19103(概念スキーマ)，ISO19118（符号化），

ISO19136(地理マーク付け言語)，ISO19139(メタデータ－XML スキーマによる実装)について，そ

の整合性及び動向について調査した．改訂作業中の ISO 19118 については，平成 23 年度中に成

立の見込みであり，現行の JPGIS で用いられている符号化規則は改定後も引続き認められる予

定である． 

③ 品質に関わる ISO 19157（データ品質）の規格案について，その動向と，既存の国内規格である

JIS X 7113（品質原理）及び JIS X 7114（品質評価手順）との整合性について調査した．ISO 19157

は JIS X 7113 及び JIS X 7114 の対応国際規格である ISO 19113 と ISO 19114 を統合すること

を目的とした規格案であるが，両規格が定める品質評価結果と，ISO 19115（メタデータ）の定

める品質評価報告書の重複の見直しが検討に盛込まれている． 



④ ISO/TC211 に関連する TC や，OGC，CEN 等，他の規格関連団体の動向について調査した．特に OGC

は ISO/TC211 への新たな規格提案を目指した規格作成が活発である． 

⑤ ISO/TC211 に関連した欧州連合の空間情報基盤（INSPIRE）の動向について調査した．INSPIRE

では，一般概念モデルとデータ符号化についてのガイドラインが平成 21 年 9 月に公開されてい

る．また，EU 加盟各国は，INSPIRE 構築に関する最初の進捗報告を平成 22 年 5 月 15 日までに

行うよう，INSPIRE 委員会から求められている． 

 

３．２  JIS 原案に関する調査 

平成 21 年度の JIS 原案の作成状況，規格内容，今後の方向性等について調査した．平成 21 年度

には ISO19114（品質評価手順）が平成 21 年 5 月 25 日に JIS 化された．JIS 原案の作成は ISO19111rev

（座標による空間参照（改正）），ISO19123(被覆の幾何及び関数のためのスキーマ)，ISO19131（デ

ータ製品仕様），ISO19136(地理マーク付け言語（GML）)の 4 規格が進行中である． 

３．３  JPGIS に関する調査 

前述の調査結果を踏まえ，技術的な変更を本年度は行わなかったが，わかりにくい表現，誤解を

招く表現について修正した改定案を作成した． 

 

４．結論 

平成 21 年度は，平成 20 年度に改訂した JPGIS について，編集上の修正を施した改訂案を作成し

た．基本的には書きぶりの変更であり，今後の計画機関への影響は，ほぼ無いと考えられる．  

最後に，JPGIS の基規格である ISO/TC211 の規格は現在，初回の定期見直しの時期に入っている

こと等から．今後も引き続き調査を行い必要な見直しをしていかなければならない．そのことが安

定的運用を保証し，地理空間情報の相互利用環境の整備に資すると期待される． 



公共測量作業規程の準則に関する調査検討作業（第２年次） 
 

 

実施期間     平成 20 年度～平成 21 年度 

企画部技術管理課 小谷 京湖        

企画部測量指導課 沼川 邦男  白井 宏樹 

 

１．はじめに 

平成 20 年度は,企画部測量指導課により，「公共測量作業規程の準則に関する調査検討作業」が実施

された．本年度はそのとりまとめられた課題のうち，早期の解決を要する課題について，検証作業を

含め検討した．作業規程の準則は平成 20 年 3 月に改定されたが，測量技術の進歩やその利用環境の変

化に伴い，その時代に適切な規定・規範となることが求められているため，検証作業等を行い，次期

改正に備えるものである． 

 

２．作業内容 

調査検討会を設置し，平成 20 年度にまとめられた課題を基に検討及び検証作業を行った．また，こ

れらの結果を整理し，見直しのための資料として報告書をとりまとめた．  

①公共測量の作業規程の準則における課題の検討 

②GNSS 衛星の公共測量での利用についての検証作業 

③調査検討会の設置と運営 

④報告書の作成  

 

３．得られた成果 

３．１ 公共測量の作業規程の準則における課題の検討 

１）用語の統一について 

 「偏差」を「残差」へ変更，「制限」を「許容範囲」へ変更等 

２）測量に利用可能である IC タグ以外の情報体について 

 バーコード，QR コード，アクティブタグ，センサ端末，磁石の活用について整理した． 

３）ネットワーク型 RTK－GPS 測量全体の見直しについて 

 検証作業を行い下記の結果を得た． 

 ・単点観測法を使用する又は使用できると記述してある箇所については，間接観測法が使用でき

る． 

・ネットワーク型後処理キネマティックが使用できる． 

 （特に携帯電話の使えない地域において活用が期待できる．） 

 ・単点観測法を第３編地形測量及び写真測量の第 112 条における標定点測量の水平観測において

使用できる． 

 ・悪条件下においては，１メートルを越す大きな誤差が確認された．通常このような条件下では

観測を行なわないが，精度を必要としない場合などでやむを得ず行う場合は衛星配置に配慮し，

マルチパス，ミスフィックスとなる原因を除去した観測が望ましい． 

 

 



３．２ GNSS 衛星の公共測量での利用についての検証作業 

１）GLONASS 対応アンテナの PCV について 

GLONASS 対応アンテナの PCV についての最新情報を収集し，整理してまとめると共に，PCV の検

証作業を行った．既に幾つかのメーカーで採用されている，GLONASS 対応アンテナの PCV として

GPS 対応アンテナの PCV を流用することについて，解析結果が公共測量の精度を満たすため，流

用可能であることを確認した．その他，メーカー各社独自の GLONASS 対応アンテナの PCV を使用

している例についても，解析結果が精度内に納まることを確認した． 

２）GLONASS 受信機の公共測量への利用について  

GLONASS 衛星を用いた精度検証作業として，GNSS 受信機における２周波スタティック測量，１

周波スタティック測量，リアルタイムキネマティック測量の精度検証を行い，公共測量に利用で

きることを確認した． 

３）「測量機器性能基準（案）」及び「測量機器性能検定要領（案）」等の見直し 

  検証作業の結果を受け，GLONASS 衛星が公共測量に利用できるよう性能基準等の見直しを検討

した．なお，公共測量での利用にあたり，今後 GNSS 受信機の検定ができるよう，検定要領の改正

や GNSS 対応受信機の準備等が必要となる． 

 

３．３ 調査検討会の設置と運営 

  調査検討会は国土交通省技術調査課（１名），国土地理院（５名），（財）日本測量調査技術協

会（２名），(社)全国測量設計業協会連合会（１名），一般社団法人日本測量機器工業会（２名），

リアルタイム測位推進協議会（1 名）(社)日本測量協会（３名）の１５名の委員で構成され，座長

に国土地理院企画部技術管理課長を互選して，「検証作業を含めた課題解決の方針」，「検証作業

結果を踏まえ，作業規程の準則への結果反映方針」を目的とし，計２回の会議を開催して実施した．

１回目の会議で得た意見を元に検証作業方法を決定した．２回目の会議で得た意見を最終的なまと

めに反映させた．また，事務局は(社)日本測量協会（３名）及び国土地理院（３名）で構成し，調

査検討会の運営等を行った．なお，開催にあたっては事務局にて提出資料等の検討・調整を行った． 

   

４．結論 

今年度の検証作業等を踏まえ作業規程の準則に反映できるよう，次期改定に向けて備える． 



測量成果電子納品要領（案）の運用に関する調査検討作業 
 

 

  実施期間     平成 21 年度 

企画部測量指導課 宇田 厚生  中川  俊 

 

１．はじめに 

国土交通省では、平成 20 年３月の国土交通省公共測量作業規程改正に伴い測量成果品等の名称の

変更、地理情報標準プロファイル（JPGIS）へ対応した、「測量成果電子納品要領（案）」（以下「要

領（案）」という。）を平成 20 年 12 月に公開し、平成 21 年６月には、要領（案）に従い電子的手段

により引き渡される成果品を作成するに当たり、測量作業機関（以下「作業機関」という。）及び測

量計画機関（以下「計画機関」という。）が留意すべき事項などを示した、「電子納品運用ガイドラ

イン（案）【測量編】」（以下「ガイドライン（案）」という。）を策定し、公開した。 
本作業は、要領（案）及びガイドライン（案）（以下「要領等」という。）について、計画機関及

び作業機関を対象に運用上のフォローアップを行うとともに、運用の状況及び課題を把握し、電子

納品支援ソフトの対応状況の調査及び電子化する測量成果の減量化に関する検討を行い、要領等の

改定の検討及び改定案の作成を行うことを目的として実施した。 
 

２．要領等の運用上のフォローアップ  

要領等の運用上のフォローアップとして計画機関及び作業機関を対象に、要領（案）の公開から

ほぼ 1 年間を経過したこの時期にアンケート調査表を送付し、要領等の運用上のフォローアップを

行うとともに、国土交通省「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」の Web ページで運営している

電子納品ヘルプデスクに寄せられた問合せ内容からも整理し、分析を行った。 

 

２．１ アンケート調査 

アンケートは、電子納品の実施状況、利用している要領、成果品のチェック方法、成果の利活用、

電子納品に対する問題点、平成 21 年３月から国土地理院が提供している公共測量ビューア・コンバ

ータ（psea）の利用状況等について、選択方式及び自由記述方式によって行った。 

回答は、計画機関 120 機関、作業機関 594 機関から得られ、国の機関では 88.7％が、市町村では

34.3％が電子納品を実施しており、実施していない市町村の 43.2％でも、今後、電子納品を予定し

ていることが判明した。 

また、電子納品成果について、国の機関では 93.6％が利活用しているものの、市町村では 58.6％

しか利活用していないとの回答で、利活用できるシステム環境が整っていないことや成果の利活用

について必要性を感じないとの回答を得た。 

一方、作業機関では、95.9％が電子納品を実施しているものの、データの活用がなく次の仕事に

結びつかない、電子化の利便性が理解できない、電子納品の最終目標が不明確などの回答が多く寄

せられた。 

国土地理院が提供している公共測量ビューア・コンバータ（psea）については、作業機関では 37％

が認知し、11.1％が使用したことがあるものの、計画機関では 10.1％しか認知されておらず、使用

したことがあるのは０％であった。 



 

２．２ 電子納品ヘルプデスクへの問合せ内容の整理・分析 

電子納品ヘルプデスクは、国土交通省の事業の電子納品を実施する上での疑問等に対して、解決

方法を示すことで電子納品の円滑な実施を図ることを目的として運営されている。 

平成 22 年１月時点で、電子納品ヘルプデスクに寄せられている測量成果電子納品に関する質問件

数は全 99 件であり、質問内容は、各種資料の取扱い、ファイル命名規則、管理ファイル、ファイル

形式等に関する問合せで全体の約 84％を占めている。 

 

３．電子化する測量成果の適正化に関する検討 

平成 20 年度に実施された「測量成果電子納品要領（案）の改定に関する調査検討作業」における、

成果の利用状況や今後の利用等についての調査結果に基づき、ファイル形式の整理を行った。 

基準点成果表や点の記など「検符」を必要とするものについて、検符後の書類をスキャニングし

た PDF 形式とオリジナルのテキスト形式の２種類のファイルの格納が必要とされているなど、減量

化による適正化の可能性について検討した。 

 

４．要領等の改定案の作成 

要領等の運用上のフォローアップの結果、要領（案）の修正対応が必要となった箇所については、

「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」の Web ページで正誤表を公開することによる対応をして

いる。 

また、電子納品支援ソフトのベンダーや作業機関から、要領等の改定を頻繁に行わず、ある程度

の期間をおいた後に実施して欲しいとの要望もあるため、しばらくの間は大幅な改定は行わず、当

面は正誤表等による対応にとどめて置くこととし、調査の結果や数値地形図データ SXF 仕様（案）

に対応した改定案を作成した。 

 

５．結論 

アンケートの結果から、計画機関・作業機関共に電子納品について様々な疑問や問題点を抱えて

いることが判明した。 

要領等の改定については、現場の混乱につながるとして、頻繁に行うことは避けて欲しいとの意

見が寄せられている。したがって、大幅な改定が必要と判断されない限り、正誤表によることとし、

当面は現在の要領等の普及に努めることが重要であると考える。 

しかしながら、今後も継続的に計画機関等への調査を行い、電子化する成果の減量化の必要性を

含め、要領等の改定を検討していくことは必要である。また、電子納品の推進のためには、これか

ら電子納品の施行を考えている地方公共団体向けに、国土交通省の要領（案）に準拠しつつ、計画

機関が必要とする構成に限定でき、日本語ファイル名等にも対応した要領等の策定が急がれるとこ

ろである。 

また、国土地理院が提供している公共測量ビューア・コンバータ（psea）については、認知度が

低いことが明らかとなったが、本作業のアンケート調査を通じて認知度は確実に向上した。今後も、

あらゆる機会を利用して認知度の向上を図り、測量成果の検査支援を行っていきたい。 

 

参考文献 

国土地理院（2008）：測量成果電子納品要領（案）の改定に関する調査検討作業報告書． 



測量成果等の提供・流通における個人情報の保護・知的財産権等 

の取扱いに関する調査検討 
 

 

実施期間         平成 21 年度        

企画部地理空間情報企画室 伊東 欣英  柴田 光博 

門脇 利広  神長 峰雄 

田中 宏明        

 

１．はじめに 

国や地方公共団体等が整備・保有している地理空間情報には，行政の他部局や社会一般にとっても

有用な情報が多く含まれているが，現状では，個人情報を含んでいるケース，著作権等の知的財産権

の対象になっているケースが多いこと，また，その取り扱いが明確になっていないこと等から，国や

地方公共団体等が提供にあたって過度に躊躇することが地理空間情報の提供・流通の妨げになってい

る．このため政府は，地理空間情報活用推進基本法や地理空間情報活用推進基本計画において，地理

空間情報を適切にかつ安心して利用することができるようにデータの二次利用（知的財産権等の取扱

い）に関する調査検討を実施し，ガイドラインを作成することとしている． 

上記ガイドラインを作成するにあたり，国土地理院においては地理空間情報のうち，特に地図・空

中写真等の測量成果等についての個人情報、二次利用（知的財産権等の取扱い）に関する調査検討を

行ってきたので，その内容を報告する． 

 

２．調査検討内容 

本調査検討は，平成 20 年度に実施した「測量成果等の円滑な提供・流通に関する調査研究業務」に

おける検討報告を踏まえ，測量成果等の提供・流通における個人情報の保護・知的財産権等の取扱い

に関して，以下の現状・課題について調査・分析を行い、具体の処理方法等の調査検討を行ったもの

である． 

なお，調査検討内容については有識者からなる調査検討会を開催し，専門的立場から意見も聴取し

整理した． 

 

（１）測量成果等における個人情報保護に関する検討 

① 個人情報保護条例の例外規定の分類・整理 

② 共用システムにおける個人情報の取扱い 

③ 建物の外周線に関する個人情報保護法上の取扱い 

④ 空中写真の提供と解像度等の考え方 

⑤ 個人識別性についての考え方 

⑥ 個人情報保護とプライバシー保護との関係 

⑦ 公共測量成果としてのデータ整備(情報の保有・収集)の在り方 

 

（２）測量成果等における知的財産権に関する検討 

① 地図の著作物性に関する考え方についての具体的な分析 

② 測量法及び地理空間情報活用推進基本法における提供・流通とこれに類似する他の法律上の



目的外使用との関係 

③ 著作物性がない場合、特に民間が関与している場合の財産的保護について 

④ 利用約款記載例として例示する具体例の調査・検討 

⑤ 地方公共団体等における運用方法等の具体例 

⑥ 改正著作権法によるインターネット上の著作物の取扱い等の調査・整理 

 

（３）ガイドライン等作成のための検討 

① 諸法令に抵触せず、測量成果等の流通、利用の促進を図るための留意事項の検討 

② 実務で多く遭遇する事例を想定した Q＆A 方式による具体的な対応の検討 

③ 参考となる判例等を分かり易く引用したガイドライン素案の検討 

④ 索引や用語から逆引きできるガイドライン素案の検討 

⑤ ガイドライン素案を適用した際、係争等に至らぬための留意点等の整理 

⑥ 利便性のあるガイドライン素案の作成 

 

３．得られた成果 

本調査検討の成果として，政府の個人情報保護・知的財産に関する検討チームがとりまとめた「地

理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン素案」との整合を図り，測量成果

等について詳細な内容を盛り込んだガイドライン素案（案）を作成した． 

 

４．まとめ（今後の対応） 

今後は，本調査検討の成果（ガイドライン素案（案））について，国や地方公共団体の行政に照らし

て問題なく運用できるか，国や地方公共団体の業務別に検証等を行い，ガイドラインを作成する予定

である． 
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地図情報等の提供の在り方に関する調査検討業務 
 

 

実施期間         平成 21 年度 

企画部地理空間情報企画室 諸橋 拓   伊東 欣英 

門脇 利広  田中 宏明 

 

１．はじめに 

地理空間情報活用推進基本計画（以下，「基本計画」という．）において，地理空間情報は個人情報

を含んでいるケースや，著作権等の知的財産権の対象となっているケース等，国民が適切にかつ安心

して利用できる地理空間情報の流通のためには，これらの観点等も踏まえた情報の提供・流通に関す

るルールを確立する必要があるとしている．また，基本計画では，国と地方公共団体は，地理空間情

報の活用推進に関し，密接に連携して取組を進める必要があるとしており，特に国土地理院は，共通

基盤である基盤地図情報の整備・更新・提供の一連の流れを効果的に実施するためには，地方公共団

体等との連携が必要不可欠であり，極めて重要である． 

本業務では，主要６カ国（米，英，仏，独，豪，韓）における地図情報等の提供について産学官連

携や地域連携による活用を含めた施策の実態を調査するとともに，地図情報等の提供の際の取扱いや

規制等について状況を調査し，日本における今後の地図情報等の提供の在り方について検討を行った． 

 

２．調査内容 

本調査では，主要６カ国における地図情報等の提供・活用施策等について，民間事業者からの地図

情報等の提供やインターネットによる提供の際の規制，地図情報等の利用促進を図るために設けられ

ている制度の実態について聞き取り調査し，日本における地図情報等の提供の在り方について分析・

整理した． 

 

３．得られた成果 

１)主要国における地図情報等の提供・活用施策等に関する調査 

主要６カ国における国家地図作成機関や地方自治体及び民間事業者を対象とし，現在，整備・流通

している地図情報等や国と地方の関係等について調査を行った．調査は主要６カ国の状況を事前調査

し，これを踏まえて現地ヒアリングを行い，地図情報等の提供の現状，産学官連携や地域連携での活

用を含めた地図情報等の提供施策の実際を調査した． 

調査の結果，次のような事が整理された．地図情報等の整備の連携については，多くの国家地図作

成機関は，日本と同様に地図情報を保有する他の機関（特に州や地方公共団体）と連携関係がある．

特に米国及び韓国の国家地図作成機関は連携機関と何らかの費用分担をしながら共同で整備事業を実

施している．一方で，国家地図作成機関と民間事業者との連携は見当たらず，東京都で行われている

PPP（Public Private Partnership）による地図整備のようなものは少ないと言える．また，地方自治

体での地図情報等の提供の連携については，州政府を除けば，地方自治体はそもそも地図情報等を提

供することをあまりしていないこともあり（ウェブサイトでの地図情報等の閲覧の場合を除く），日本

と同様にほとんど連携の事例は見当たらなかった． 

２)主要国における民間事業者からの地図情報等の提供やインターネットによる提供の際の規制に関

する調査 



基本計画に沿って，国民が適切にかつ安心して利用できる地理空間情報を流通させるため，主要国

における地図情報等の提供のうち，民間事業者からの地図情報等の提供やインターネットによる提供

の際の規制に関する調査を行った． 

調査の結果，次のような事が整理された．民間事業者による紙地図及びデジタル地図の作成・提供

においては，個人情報保護などの一般的な法令遵守に努める以外特別な規制は不要であることがわか

った．空中写真の撮影については法令による撮影禁止措置等の規制が行われており，撮影時には飛行

計画の提出が必要になることから撮影禁止の実施は可能であるが，禁止措置の有効性はあまりないも

のと考えられる．なお，提供については，運用による規制や自主的画像劣化処理等が行われているが，

インターネットによりさまざまなプロバイダーが閲覧サービスを提供している現状では，こうした規

制，自主規制はあまり効果的ではなく，個人情報保護などの一般的な法令遵守に努めることが必要で

あることがわかった．衛星画像については，国際的な枠組みの中で適切に対処するのが必要である． 

３)主要国における地図情報等の二次利用に関する調査 

主要国において，地図情報等の利用促進を図るために設けられている制度の実態について現地での

ヒアリングを基本として調査するとともに，日本に導入した場合の視点から分析・整理した． 

調査の結果，次のような事が整理された．米国は連邦政府レベルでは，著作権管理を行わず，二次

利用も自由である．州レベルでは，著作権は保有するとしながらもインターネットで無償公開，利用

制限なしとするケースも増えている．英国では，国家地図作成機関である OS が厳格に著作権管理し，

その権利をライセンスすることにより，事業実施に必要な予算を得ている．仏国国家地図作成機関で

ある IGN も同様の傾向があり，事業実施に必要な予算の 50%をライセンス契約等により得ている．独

国は連邦地図作成機関である BKG の地理空間情報提供における役割は，州測量地図作成機関に比べる

と相対的に小さく，州の方針，すなわち著作権のライセンス管理を行い，地理空間情報の維持管理に

充当するという考え方に沿っている．豪国は連邦地図作成機関である GA の役割は BKG と同じく小さい

が，州政府との地理空間情報整備・提供における関係は PSMA（連邦政府と州政府が設立した会社）を

通した相対的なものであり，著作権は主張するが二次利用は自由という方針をとっている．これに対

し州測量担当機関は，独国の州測量担当機関の考え方，すなわち著作権収入を地理空間情報整備に充

当する州から，二次利用は比較的緩やかに運用する州まで幅があるものと考えられる．韓国は，日本

の同じく著作権をライセンスするというよりは測量の精度確保という観点からの管理を行っている．

二次利用に要する経費については，基本的に無償である． 

４) 日本における地図情報項目の提供の妥当性の検討 

地図情報等について，米国連邦地理情報委員会（FGDC）作成のガイドライン等，主要国における地

理空間情報への適切な提供に関する基準の収集・整理を行うとともに，その基準を用いて日本の地図

情報項目の提供の妥当性を検討・整理した． 

調査の結果，日本の地図情報項目の提供の妥当性については，各項目の提供の可否について，今回

の調査対象国の多数と同様の状況であったため，現状では特段の問題はないと思われる． 

 

４．まとめ 

本調査により，主要国における地図情報等の提供施策の実態，民間事業者からの地図情報等の提供

の際の規制，地図情報等の利用促進を図るために設けられている制度の実態等について把握できた． 

本調査の結果は，地理空間情報の整備・提供だけでなく，有効に活用していくための仕組みの検討

に資することが期待される．今後は，提供する地理空間情報について著作権の有無，さらには二次利

用における許可内容の調査が必要になる． 



広域における基盤地図情報等の整備のための連携に関する検討業務 
 

 

実施期間          平成 20 年度～平成 21 年度 

企画部地理空間情報企画室  久松文男  柴田光博 

小野塚良三  田中宏明 

神長峰雄 

 

１．はじめに 

様々な主体によって整備される地理空間情報は，異なる背景地図を基にしているために位置の整合

がとれていない場合が多い．このために，平成 19 年に施行された｢地理空間情報活用推進基本法｣にお

いて『電子地図上の位置の基準となる地図情報』として基盤地図情報を整備することが定められた． 

さらに，「地理空間情報活用推進基本計画」が閣議決定され，その具体的施策である「地理空間情報

の活用推進に関する行動計画（G 空間行動プラン）」において，関係主体の連携の強化に取り組むこと

とされた． 

この取り組みの一環として，国土地理院では，平成 20 年度より「広域における地理空間情報の整備・

更新モデル検討業務｣を実施した．これは，中部圏を対象に構成する複数の県や市町村，国の機関が連

携して地理空間情報の共有を行うことによる効果や連携スキーム，情報の提供方法，基盤地図情報や

地理空間情報の整備・更新手法等について検討を行い，広域にわたる基盤地図情報の整備促進を目的

とした技術支援の一環として実施したものである． 

 

２．検討内容 

２．１ 連携のパターン別に類型化し課題を抽出 

中部圏において国の機関と地方自治体等が情報を共有することによって，事務の効率化が期待でき

る基盤地図情報の項目を抽出し，機関同士の連携パターン別に類型化を行い，実際に基盤地図情報を

整備・利用するための課題の検討を行った． 

 

２．２ 中部圏における最新の基盤地図情報等の整備のための連携のあり方（素案）の検討 

① 行政情報を共有するための課題と連携スキームを検討するため，共有したい行政情報について，

項目毎に実際に共有するための連携スキーム（各機関のどこの部署が，どの段階で，どのような

方法によりどこの機関・部署に報告・集約し，どのように情報共有するか等について）の検討を

行った． 

② 行政情報を基盤地図情報と組み合わせて利用することで，更なる事務の効率化が期待できる事

例について，「道路占用物（地下埋設）の管理」（静岡市），「統合型 GIS への利活用」（静岡県及び

静岡市），「都市計画基礎調査への利活用」（三重県）の 3 例の実証実験を実施するとともに，他の

行政事務において基盤地図情報を利活用できる可能性のある事例について三重県においてヒアリ

ング調査を行った． 

③ 実証実験及びヒアリングにより得られた結果について，効果分析を行い，連携によって各機関

が得られる一般的な効果を整理した． 

 

２．３ 上記２．１及び２．２の検討にあたっては学識経験者，国の機関，地方自治体担当者等から



成る検討委員会に諮りながら検討結果をとりまとめた． 

 

３．得られた成果 

平成 21 年度までの検討結果と今年度の実証実験等により得られた知見や連携事例を盛り込み，｢中

部圏における基盤地図情報等の整備のための連携のあり方（素案）｣を作成した．この素案をもとに全

国で使えるよう汎化した，国・地方公共団体等が基盤地図情報等を整備する際に活用する｢基盤地図情

報等の整備のための手引き（案）を作成するとともに，その概要版である｢基盤地図情報等の整備のた

めのパンフレット｣の原稿（案）を作成した． 

 

４．結論 

本業務において，基盤地図情報の整備・更新モデル及び地理空間情報の利活用モデルを検討すると

ともに，基盤地図情報の利活用効果について実証実験及びヒアリング結果を整理し，以下の 6 点の利

活用効果を導きだした． 

 ① 地理空間情報の品質向上 

 ② 行政業務の効率化 

 ③ 行政業務の高度化 

 ④ 地理空間情報の整備コストの縮減効果 

 ⑤ 住民サービスの向上 

 ⑥ 研究・教育機関の利用 

 

利活用効果は，基盤地図情報を活用する関係者にインセンティブを与えるものであるので，今後さ

らに地域連携の中で事例調査や実証実験等が積み重ねられることで充足されることを期待する． 

利活用効果を得るための基盤地図情報の条件は，整備された基盤地図情報がより位置精度が高く，

より新鮮さを確保しながら更新されている必要がある．新鮮で位置精度の高い基盤地図情報の利活用

効果をうけつつ，さらに効果的に活用するためには，関係機関の連携が必要である． 

本検討業務の結果が，国，地方公共団体等が基盤地図情報の整備・更新について各地域の状況に応

じた共通の目標を設定し，情報の提供や個人情報への配慮等の制度的な課題，データ共有のための技

術的な課題及び予算的な課題等を解決し，お互いが連携する仕組みづくりの一助となることを期待す

る． 
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