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本日の内容

１ はじめに１．はじめに

２ 電子国土基本図について２．電子国土基本図について

３．電子国土Webシステムについて

４．防災情報の提供

５．まとめ

電子国土基本図の活用推進に関連の深い
電子国土W bシステムに関する事項を電子国土Webシステムに関する事項を
メインに報告する。
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１ はじめに１．はじめに
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「電子国土」とは？

１．はじめに

「電子国土」とは？

～数値化された国土に関する様々な地理空間情報を
位置情報に基づいて統合し、コンピュータ上で再現するサイバー国土～

情報の取得 古地図

産学官民にて活用 各機関が
情報を取得

気象情報 電子基準点情報
古地図

各種地図共有活用
空中写真道路・河川等

施設管理情報

空中写真

災害情報
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２ 電子国土基本図について２．電子国土基本図について
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２．電子国土基本図

日本国土の情報をデジタル形式で継ぎ目なく整備 提供日本国土の情報をデジタル形式で継ぎ目なく整備・提供

電子国土基本図電子国土基本図

地図情報 地図情報（基盤地図情報を含む）

地名情報

オルソ画像情報

地図情報 地図情報（基盤地図情報を含む）

地名情報オルソ画像情報 地名情報

オルソ画像情報

電子国土基本図

オルソ画像情報

（イメージ）

電子国土Webシステムの中核をなす 6



３ 電子国土Webシステムについて３．電子国土Webシステムについて

・電子国土Webシステムとは

・これまでの流れ

・利用規約

・今後の予定
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３．電子国土Webシステム

共通の基盤上に様々な地理空間情報を集約し、
「いつでも」「どこでも」「だれでも」情報を共有
するという『電子国土』の理念を具現化するための
ソフトウェア

情報発信者情報発信者

地理空間情報 利用者利用者地理空間情報 利用者利用者

ブラウザ上で
自動的に重ねて表示

閲覧

技術情報の提供

背景地図
背景地図は国土地理院が国土地理院国土地理院 背景地図は国土地理院が
随時更新
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３．電子国土Webシステム

国土地理院○○地方整備局 国土地理院 ○○省○○大学○○県

通
番

地点 実施日 緯度 経度

１ ○○市XX 1996.5.4 36.325
6

139.52
6

２ ▲▲村XX 1997.2.3 32.624 139.22
4

３ XX町XX 2001.4.13 38.428 140.02情報発信者

最新背景地図地質データ

インタ ネット

災害情報 自然環境

町
2

４ ○○市
××

2005.2.14 35.524 140.62
8

基準点 土地利用情報

背景地図に情報を上載せ 閲 覧 者

インターネット

各サイトの情報を
重ねた表示も可能
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２万５千分１ 地形図相当→背景地図の種類

３．電子国土Webシステム

２万５千分１ 地形図相当→
電子国土基本図（地図情報）

代理発信地図

基盤地図情報

背景地図の種類

オルソ画像

20万分1
相当

日本全図

100万分1
相当 10



３．電子国土Webシステム

これまでの流れ

●2003年7月 電子国土ポータル開設
背景地図画像及び電子国土サイトの無償閲覧が可能に

これまでの流れ

• 平成15年7月から電子国土ポータルをインターネット上に開設、

背景地図画像及び電子国土サイトの無償閲覧が可能に。
電子国土サイトの構築は行政機関に限定。

年 技術情報を 般 開「電子国土Webシステム」を無償公開 (URL:http://cyberjapan.jp/)
• 平成17年3月から技術情報を一般公開

– 誰でも電子国土サイトを構築可能に

●2005年3月 技術情報を一般公開
だれでも電子国土サイトを構築することが可能に。

• 平成20年6月からプラグインソフトを導入しない環境で電子国土
Webシステムが利用できる非プラグイン版（普及版）の運用を開始
– 多様なOS, ブラウザに対応

●2008年6月 電子国土Version 2（普及版）を公開
プラグインのインストールが不要になり、
OSやブラウザに制限されない利用が可能に

,
OSやブラウザに制限されない利用が可能に。

●2011年12月 電子国土Version 3年 月 電 国
（オープンソース版）の公開開始
一般的なオープンソフトウエアを使用。
特定の特許 技術に制限されない機能拡充が可能に特定の特許・技術に制限されない機能拡充が可能に。
ソースを公開し、改変も自由にできるように。 11



３．電子国土Webシステム

利用規約の改訂

従来の電子国土共通規約を改正

利用規約の改訂

従来の電子国土共通規約を改正

以下の利用規約を策定し、公開（2011年10月）以下の利用規約を策定し、公開（2011年10月）

◎電子国土W bシステム利用規約◎電子国土Webシステム利用規約
(共通規約の見直し＋用語の定義を明確化)

◎国土地理院背景地図等データ利用規約◎国土地理院背景地図等デ タ利用規約
(新規に策定) 12



土地 院背景地 等デ タ利 規約

３．電子国土Webシステム

国土地理院背景地図等データ利用規約

○背景地図等を利用する場合○背景地図等を利用する場合

○背景地図等を表示可能なソフトウエアを開○背景地図等を表示可能なソフトウエアを開
発する場合

国土地理院以外でも
活用例が増加活用例が増加！

ルールを明確化することにより 安心して
13

ルールを明確化することにより、安心して
背景地図等を使えるようになった。



３．電子国土Webシステム

○電子国土Webシステム（Ver 3） オープンソース化○電子国土Webシステム（Ver.3） オープンソース化

○利用規約の改訂

電子国土W bシステム以外のGISからでも容易に電子国土Webシステム以外のGISからでも容易に
背景地図等を使える下地が整った。

今後 定今後の予定

より一層、背景地図等の活用を推進するために・・・

背景地図等の仕様を 般的なものに変更背景地図等の仕様を一般的なものに変更
14



従来 新規

３．電子国土Webシステム

従来 新規

高緯度ほどタイルが大きくなる 固定ピクセルでタイルを統一

民間Web地図サイト等で利用されている一般的なタイル

仕様にすることにより 国土地理院背景地図を組み込み仕様にすることにより、国土地理院背景地図を組み込み
可能なGISが飛躍的に増加すると想定。 15



４ 防災情報の提供４．防災情報の提供

・東北地方太平洋沖地震等の対応

・ハザードマップの提供
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４．防災情報の提供

被災地周辺の空中写真被災地周辺の空中写真

地震発生２日後から供覧を開始 17



新旧比較

４．防災情報の提供

新旧比較
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災害復興計画基図の閲覧

４．防災情報の提供

災害復興計画基図の閲覧
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デジタル標高地形図の閲覧

４．防災情報の提供

デジタル標高地形図の閲覧
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４．防災情報の提供

文部科学省：放射線量等分布マップ

http://ramap.jaea.go.jp/map/map.html 
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４．防災情報の提供

災害情報共有マップ（H23. 台風12号による豪雨災害）
22



ハザ ドマップ等の発信に電子国土W bシステムを利用

４．防災情報の提供

ハザードマップ等の発信に電子国土Webシステムを利用

・ゆれやすさマップゆ すさ ッ

・地震防災マップ

洪水ハザ ドマ プ・洪水ハザードマップ

など
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５．まとめ５．まとめ
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５．まとめ

○電子国土Webシステムのオープンソース化、○電子国土 ebシステムのオ プンソ ス化、

背景地図等の仕様変更、利用規約の策定等に
より 電子国土基本図を始めとする国土地理院より、電子国土基本図を始めとする国土地理院
の背景地図等を利用しやすい環境を整える。

○災害時等において 分かりやすい情報提供が○災害時等において、分かりやすい情報提供が
できるよう、利用者ニーズを踏まえて継続的な改
良を行う良を行う。
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