
 

電子地形図等の対応状況について 

 

１．数値地図（国土基本情報）、電子地形図 25000 の刊行計画 

  図－１のとおり 

 

２．電子国土基本図更新のベースマップの取得基準の相違への対応について 

  電子国土基本図は、都市計画区域においては都市計画基図をもとに整備すること

としている。 
地方公共団体ごと整備される都市計画基図の間で取得基準の運用が異なること

により、図面が不整合に見える課題が生じること（ビニールハウスを取得している

地方公共団体と取得していない地方公共団体があること）が第 4 回あり方検討委員

会でも指摘いただいている。今般、これに加えて電子国土基本図と都市計画基図の

間で取得基準の運用が異なることを含め、どのような課題があるかを調査したとこ

ろ、以下のような課題が生じることが判明している。 
  ・ビニールハウスについて、都市計画基図で市町村毎に取得される場合と取得さ

れない場合がある。 
  ・小規模な水涯線について、都市計画基図では、小河川について取得する細かさ

が地方公共団体により異なる。その河川を含めて、電子国土基本図ではおおむ

ね５ｍ以下の河川を「細河川」の分類として、おおむね５ｍから２０ｍ以下の

幅の河川を通常の「河川」の分類として取得している（電子地形図 25000 では

いずれも 1 本の青色線で表現される）。 
  ・競技場等の地物については、都市計画図においては、取得されない場合もあり、

その場合には電子地形図で表示がなされなくなるケースが生じている。 
  全国ベースの電子国土基本図は統一的な運用のもとで整備することが求められ

る一方で、効率的な電子国土基本図更新のために、地方公共団体の地図をより確実

に用いるようにすることも勘案しつつ、それぞれ以下のように対応する。 
 （１）ビニールハウス等について（図－２） 
 ・地方公共団体が都市計画基図等の地図を作成する場合には、国土地理院に事前

に連絡があり、できる限り取得するよう協力を求める。 
 ・地方公共団体で対応困難な場合で、市町村境界等で大規模に不整合となってい

るものについては、必要に応じて当該地方公共団体から資料提供等の協力を得

つつ、国土地理院がデータを取得する。 
（２）小規模な水涯線について（図－３） 
 ・電子国土基本図で細河川として分類されているものについては、電子地形図

資料 ２－１ 



25000 として出力する場合には表示しないものを標準とするが、細河川を表示

することも選べるようにする。 
（３）競技場等の構造（図－４） 
 ・一定規模以上の競技場などの地物は、その存在を明瞭にするよう、取得基準の

運用を明確に定め統一する。その上で、地方公共団体にも、できる限りそれに

従い取得するよう協力を求める。 
・地方公共団体で対応困難な場合には、必要に応じて当該地方公共団体から資料

提供等の協力を得つつ、国土地理院がデータを取得する。 
 

３．電子地形図 25000 のバリエーションについて 

（１）電子地形図 25000 の表現の拡充について（資料２－２－１～７） 
・利用者の嗜好に応じたパターンを増やしつつ、注記の表現がより分かりやすく

なるよう、建物色を薄い灰色のほか、ピンク、赤等とした試作図を作成した。 
 ・また、陰影段彩のパターン（色はグリーンとグレー、方向は北西からと南東か

ら）を変えた試作図を作成した。 
これらの内容について、アンケートを実施し、他に必要な色表現について意

見を求めたところ（資料２－２）、 
－以前の地形図と同じ表現の地図表現を可能とすること、 
－モノクロ表現の地図の出力を可能とすること 

について要望が出された。 
今後、これらの要望を踏まえて電子地形図を対応する予定である。 
なお、上記建物色や、陰影段彩を選択できるような刊行については、3 月に

行う予定である。 
   また、今後、視覚障害者にも見やすい地図についての検討をあわせて行う予

定である。 

 
 （２）拡大出力・縮小出力による表現について 
   電子国土基本図のデータをもとにして、従来の 10000 分の１地形図及び 50000

分の１地形図と類似した表現で作成できるサービスを検討する。 
①10000 分の 1 地形図について（資料２－３－１） 

     10000 分の１の地形図は、都市の形状等の把握に有用な地図である観点か

ら、以下のように対応する。 
－従来の 10000 分の１の地形図が道路を真幅で表現していたことに倣い、

電子国土基本図の真幅の道路縁（都市計画区域において取得している）を

用いて表現する。 
－注記については、データとして維持管理を行っている電子国土基本図の



注記情報を用いる。将来的には地名・注記情報を体系的に整備しより詳し

く地図に表現できるようにすることを検討する。 
－建物色等の色表現等については、選択できるようにする。 

 
   ②50000 分の１の地形図に適した表現について（資料２－３－２～３） 
     50000 分の１の地形図は、広域の交通ネットワーク、集落の分布の把握等

に有用な地図である観点から、以下のように対応する。 
－主要な道路が（2 車線以上の道路、国道、都道府県道）見やすくなるよう、

太く表現する。 
－注記については、25000 ベースのものでは情報量が多すぎることから、

20 万分の１ベースのものを用いる。 
－幅員 2.5ｍ以下の道路（25000 分の１地図では軽車道として表記されるも

の）については、標準では間引くこととするが、登山道等の表示を必要

とする利用者も想定されることから、表示を選択できるようにする。ま

た、建物色等の色表現についても、選択できるようにする。 

 
   ③電子地形図 25000 の注記を拡大したもの（資料２－３－４～５） 
  ・電子地形図の注記文字を拡大して表示することが選択できるようにする。こ

れにより、文字が重なることがあるが、小さい文字が読みづらい方にはより便

利なものであると考えられる。 

 
これらの①②③の地図については、来年度、準備できたものから順次刊行する

ことを目指し、必要な機能開発、データ作成等を行う予定である。 

 

  



図－１ 
 
数値地図(国土基本情報)・電子地形図 25000 の刊行の状況について 
 

 

  「数値地図（国土基本情報）」「電子地形図２５０００」の刊行状況は以下の通り。 

 

 

 

 

平成 24 年  7 月 数値地図（国土基本情報）北海道地域 

平成 24 年  8 月 電子地形図２５０００ 北海道地域 

平成 25 年 １月 数値地図（国土基本情報） 

及び電子地形図２５０００ 九州地域 

 
平成 24 年 10 月 数値地図（国土基本情報） 

及び電子地形図２５０００ 四国・沖縄地域 

平成 25 年 2 月 数値地図（国土基本情報） 

及び電子地形図２５０００ 近畿・北陸地域 

 平成 25 年 3 月予定 数値地図（国土基本情報） 

及び電子地形図２５０００ 中国・中部・関東・東北地域 



図－２ 

・ビニールハウス等について 

 
都市計画基図で市町村毎に取得される場合と取得されない場合がある。 

 

電子地形図 25000                  数値地図 25000(地図画像) 

 

 

←【対応案】 
･地方公共団体が都市計画基図等の地

図を作成する場合には、国土地理院に

事前に連絡がある。その折に、取得予

定がないことが判明した場合は、でき

る限り取得するよう協力を求める。 
 ・地方公共団体で対応困難な場合で、

市町村境界等で大規模に不整合となっ

ているものについては、必要に応じて

当該地方公共団体からの資料提供等の協力を得つつ、国土地理院がデータを取得する。 

なお、永続性がないことが明らかな場合は必ずしも表示する必要はないが、明らか

でない場合は表示する。 
 

  



図－３ 

・小規模な水涯線の表示について 

 
小規模な水涯線について、都市計画基図では、小河川について取得する細かさが地方

公共団体により異なる。その河川を含めて、電子国土基本図ではおおむね５ｍ以下の

河川（都市計画図で記載される細かな河川を含む）を「細河川」の分類として、また、

おおむね５ｍから２０ｍ以下の幅の河川を通常の「河川」の分類として、いずれも 1
本の青色線で取得している。 

 
電子地形図 25000 

 
 
 

  数値地図 25000(地図画像) 

  

 

 

 

 

電子国土基本図で細河川として分類されるものについては、電子地形図 25000 とし

て出力する場合には表示しないものとするよう改める。 
（ただし、それにより現地の地形が分かりにくくなっているという指摘があった場

合には、分かりやすいものとなるよう修正する） 

  



図－４ 

・競技場等の構造 

 
都市計画図においては、取得されない場合もあり、その場合に電子地形図に表示が

なされなくなるケースが生じている。 

 
    現在の電子地形図 25000          数値地図 25000(地図画像) 

 

 

 

 

 

現地の空中写真→ 

 

 

 

 

 

 

 

・一定規模以上の競技場などの地物は、その存在を明瞭にするよう、取得基準の運

用を明確に定め統一する。その上で、地方公共団体にも、できる限りそれに従い

取得するよう協力を求める。 
・地方公共団体で対応困難な場合には、必要に応じて当該地方公共団体から資料提

供等の協力を得つつ、国土地理院がデータを取得する。 



⾏政名及び地名

電子地形図注文用Webページの改良案
全体的な画⾯構成及び
デザイン改良（3⽉(･7⽉)）

運⽤中の
主な機能

3⽉に運⽤開始
予定の機能

来年度に運⽤開
始予定の機能

図－５

からの概略位置
設定機能

座標値直接⼊⼒
での中⼼位置指

デザイン改良（3⽉( 7⽉)）
（地図画像作成に必要な各パラメータ
を決定する機能は変更しない）

基本設定で指定した⽤
紙サイズ及び向きに応
じた画像範囲枠を発⽣
させる予定。
各ズームレベルに対応

定機能を追加
予定（中⼼位置
が指定された際、
表⽰されている
地図の中⼼も⼊
⼒された座標に （出⼒範囲が視覚的に

分かるように。）
⼒された座標に
移動する）

固定図郭の選択
ができるようリ
ンクを追加

PDF、JPEG等出⼒
形式、画像サイズ、ンクを追加。 形式、画像サイズ、
向き、解像度を選択
可能

国道番号の表記⽅法、
鉄道記号の表記⽅法

電⼦地形図概要
説明のリンクを
追加

⾼速道路⾊を選
択可能

購⼊者がメモを⼊
⼒可能

を選択可能

計曲線・主曲線と崖
部の重ね合わせを選
択可能等⾼線の⾊を選

陰影段彩パターンの選択
機能を追加予定

建物の⾊の選択機
能追加予定 そのまま縮⼩しても⾒やすい電⼦地形図作成

機能 追加 定（表 注 択（注外部リンクから本ペ ジ呼び出しの

付属情報の表記
を選択可能

等⾼線の⾊を選
択可能

地形能追加予定 機能を追加予定（表⽰注記選択（注記なしor
⾏政名orフルスペック）と字⼤拡⼤、表⽰す
る道路の選択（都道府県道以上orフルスペッ
ク）と幅員倍率指定など）【7⽉に⼀部機能、
来年度中に注記選択・道路選択を改良予定】

外部リンクから本ページ呼び出しの
ための便利機能を予定（本ページの
外部で指定した中⼼経緯度と地図表
⽰縮尺、注⽂の⽤紙サイズと向きを
注⽂時に⾃動的に取り込む）

電⼦地形図50000
電⼦地形図10000

の刊⾏への対応を予定（来
年度中を予定(検討中)）

従来の地形図のパ
ターン・モノクロ表
現パターンの選択機
能追加予定


