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資料 ３ 

 

電子国土 Web.NEXT の本格公開に向けて 

 
１．Web 地図 

 電子国土 Web.NEXT の地図は、平成 25 年 10 月の本格公開に向けて、以下の原則のもと

に整備することとする。 
 (1) 大縮尺図の上で正しい位置に表示した上載せ情報が小縮尺図上でも位置がずれないよ

うに、小縮尺図では転位は行わない。 
(2) 電子地形図の図式を基本とするが、表示縮尺レベルが変わっても一貫性のあり Web
地図に適した地図表現とする。 

 (3) 注記の密度については、表示縮尺レベルごとに最適化する。 
 改善方向は、資料 3-1 のとおり。 

 
２．機能拡充等 

 電子国土 Web.NET は、昨年 7 月の試験公開以降、順次、機能拡充等を実施しているとこ

ろ。主な機能拡充等は、下記のとおり（資料 3-2 参照）。 
 ・地図画像の仕様を一般的な Web 地図サービスと揃えることによって、利用ソフトの開発

が容易になるとともに、他の Web 地図サービスとも相互運用できるようになった。 
 ・画面レイアウトや操作性を一般的な Web 地図サービスと揃えることにより直感的に使え

るようにした。 
 ・地図の上で重ねて表示するためのデータのファイルの仕様を Web 等で地理空間情報を視

覚化するための標準規格である KML に変更した。 
 ・右クリックで標高値や、災害時の情報共有に活用できるグリッド表示の機能を追加した。 
 ・地図と空中写真等、提供している情報を、透明度を変えて重ねあわせられるようにした。 
 ・作図情報等を含め、表示している電子国土 Web 画面を HTML 保存したり、URL で第三

者と共有したりできる機能を追加した。 

 
 今後の正式公開に向けた機能拡充等の予定は、下記のとおり（資料 3-3 参照）。 
 ・KML ファイル表示機能強化 

読み込み表示できる KML ファイルのサイズを大きくする。 
 ・地図画像の KML 配信 
  KML（ネットワークリンク）に対応したソフトウェアで、電子国土 Web.NEXT で提供

している地図画像を読み込んで利用することができる。 
 ・標高タイル配信（API） 
  標高データを配信することにより、標高データを事前にダウンロードすることなしに、

ソフトウェアで動的に取り込んで処理することができるようになる。 
 ・表示できるコンテンツの強化 

国土地理院の主題図等を閲覧できるようにする。  
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資料 3-1 

現在の Web 地図表現と改善の方向 

 
 従来は電子国土基本図から縮尺レベル 18-15、20万レベル地図DBから縮尺レベル 14-12、
100 万レベルの地図 DB から縮尺レベル 11-9 の Web 地図を整備していた。各縮尺レベルの

電子地形図の地図表現も参考にしながら、Web 地図では以下のように改良する。 

 
１．大縮尺図の上で正しい位置に表示した上載せ情報が小縮尺図上でも位置がずれないよう

に、小縮尺図では転位は行わない。 

  電子国土 Web は行政機関で使われようとしているが、被災場所の位置を表示するときに

縮尺レベルによって表示位置がずれるようでは、災害情報の伝達・集約等に使用すること

ができない。例えば、図１のように縮尺レベル 17 で作成した道路上の情報が、転位等地

図編集した小縮尺データから作成した縮尺レベル 14 では、ずれることとなる。このため

に、原則的に電子国土基本図からすべての縮尺レベルの地図を作成することとする。 

 
２．電子地形図の図式を基本とするが、表示縮尺レベルが変わっても一貫性のあり、かつ、

Web 地図に適した地図表現とする。 

 図２は、現在の彩色地図を表示したものである。道路種別の色など一定の調和を取って

いるが、全体として一貫性が十分ではない。 
  例えば、次のような点を改良する。 
  ・有料道路は、記号ではなく色で表現する（縮尺レベル 18 等の中央分離帯のある真幅

道路では記号が邪魔になる）。 
  ・道路は原則的に二条表示にする（超小縮尺レベルでの県道未満は除く）。 

・極端に目立つ赤系の色使いは避ける。 
・県道の色表示を追加する。 
・陰影を追加（DEM の解像度を考慮して縮尺レベル 15 まで）。 

 
３．注記の密度については、表示縮尺レベルごとに最適化する。 

 ・縮尺レベルごとに表示する注記の分類を整理して密度を調整する（例えば、現在は縮尺

レベル９の注記密度が高すぎる）。 

  



3 
 

図１ 転位による位置ずれ 

  

縮尺レベル 17            縮尺レベル 14（赤点は左図と同じデータ） 

 

図２ 現在の地図表現（小縮尺図は、彩色地図（冬）） 

  
縮尺レベル 18                  縮尺レベル 17 

  
縮尺レベル 16                  縮尺レベル 15 
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縮尺レベル 14                  縮尺レベル 13 

 

  

縮尺レベル 12                  縮尺レベル 11 

 

  

縮尺レベル 10                  縮尺レベル 9 



電子国土Web.NEXTの機能拡充等について

「電子国土Web. NEXT」
http://portal.cyberjapan.jp/site/m
apuse4/index html

資料3-2

apuse4/index.html

☆データ仕様の変更
地図データの仕様を民間地図サ

イトと同一にしました。これによ
り、ArcGIS、QGIS等の既存の
ソフトを使った業務利用でも採用
されるようになっていますされるようになっています。

電子国土Web. NEXTの表示画面☆画面レイアウトの改良
・画面のレイアウトを、一般的な地
図閲覧サイトを参考に操作しやすく
しました。
・画面いっぱいに地図を表示できる
ようにしました。
・画面に表示する地図の種類を簡
単に切り替えられるようにしました。

☆右クリックの機能
・画面に表示された

パソコンの画面いっぱいに地図を表示できます。

地図上でマウスを右
クリックすると、緯
度、経度、標高値を
表示します。

地図の種類を簡単に切り替えられます。
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新たに追加したWeb地図

彩色地図

表示項目の追加記号、色使い

20万の１レベル 2万5千分の１レベル

表示項目の追加

表示の変更

記号、色使い
の見直し

等高線に代わ
り、地形の凹凸
を表現

送電線を表示

（注）1/2.5万レベルについては、現在、一部地域のみを公開していますが、順次整備範囲を拡大する
予定です。

モノトーン地図 白地図

・色調を白黒にし、上書きした情報を見やすく

○○事務所

・日本全国～市町村境界の白地図を提供

小縮尺地図（英語版） 世界地図

・地球地図（標高）を画像化
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新たな地図の表現方法（2013年2月14日公開）

☆彩色地図で、陰影段彩の色を追加

100万分の１及び20万分
の１レベルの彩色地図で、
陰影段彩の色を４つから
選べるようにします。

（春） （夏）

（秋） （冬）

☆20万分の１レベルで道路の色を変更

国道（有料）

高速道路（有料）

道路の種類を分かりやすくする

（変更前の色彩）

一般道路（有料）

等高線を追加

道路の種類を分かりやすくする
ため、色別表示をします。
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表示情報を簡単に保存・共有できるようになります

・HTMLファイルの保存

作図情報を含んだHTML

※主な改良点

新たに改良した機能（ 2013年2月14日公開）

・作図情報を含んだHTML
ファイルを保存できます。

・マウス操作で地図のスク
ロールや拡大縮小も可能。

・URL表示
・表示したURLにアクセスすると、作図情報
を含んだ電子国土W b NEXTが起動しますを含んだ電子国土Web.NEXTが起動します。

・例えば、URLをメールにコピーすることにより、
簡単に情報共有ができます。

作図終了後に「保存」 ・KMLファイルの保存

・他のGISソフトウエアでも扱うことができます。

地図と空中写真の重ね合わせ表示ができるようになります地図と空中写真の重ね合わせ表示ができるようになります

チェックボックスで色
別標高図か写真を選
択。

スライドバーで透過率
が変えられます。

・左は、標準地図に空中写真を重ねて表
示した例。空中写真の位置特定が簡単
にできます。

・二時期の空中写真を重ねて表示するこ

右クリック機能の追加 情報の重ね合わせ表示

ともできるので、土地の変遷が簡単にわ
かります。

「ライブラリー」から必要
な情報をチェックボック
スで選んで表示

手持ちのKMLファイル
を選んで読み込み

・迅速な場所の特定や正確な情報共有に資す
る、グリッド表示機能等を追加します。

・国土地理院が配信する上載せ情報をon/offできます。

・手持ちの情報と併せて表示できるので、資料作成の効
率化や各種検討作業の高度化が期待できます。

を選んで読み込み
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本格公開に向けた電子国土Web.NEXTの機能拡充等について

資料3-3

☆KMLファイル表示機能強化

・比較的大容量のKMLファイルを読み込み・表示できるように機能を強
化します化します。

点数が多くても表示可能に

☆地図画像のKML配信

・KML（ネットワークリンク）に対応したソフトウエアで、電子国土Webの地図
が表示できるようになります。
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☆標高タイル配信

・標高データを事前にダウンロードすることなく、ソフトウエアから動的にデータ
を読み込んで処理することが可能になります。

②配信

標高データ 国土地理院

（利用イメ ジ）
①位置情報を含んだリクエスト

ユーザPC

鳥瞰図、陰影段彩図
各種シミュレーション

新しい利用等

②配信

③表示

ソフト

（利用イメージ）

（配信のイメージ）

☆表示できるコンテンツの強化

・「ライブラリー」で提供するデータの種類を増やします。各種主題図等が見られ
るようになります。

選択できるデータの種類を増やします。
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