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1. はじめに 

国土地理院では，紙，CD/DVD，インターネット等の媒体で地図・空中写真の提供を行っている．

しかしながら，それらの地図・空中写真は，ほとんどの場合上空から地表面を見たときの状態を表し

たものであり，地図・空中写真の理解には一定の判読能力が必要とされる． 

それに対し，3 次元（立体的に）で表現された地図・空中写真は，地形や地表の状況を直感的に理

解できるという長所がある．国土地理院では平成 5 年より数値標高モデル（DEM）の提供を行ってお

り，地図・空中写真と数値標高モデルを組み合わせて使用することで，コンピュータソフト上で鳥瞰

図の作成などが可能であった．しかしながら，これらの作業は，GIS についての一定の技術を持った

者以外には困難であった．  

一方，近年の Web ブラウザの進化により，多くの Web ブラウザで 3 次元のコンピュータグラフィ

ックを表示することが可能になってきた．更に，印刷技術の世界では，3D プリンターが急速に普及し

つつある．  

このような流れを受けて，地理空間情報部では，国土地理院が提供を行っている地図情報と標高デ

ータを組み合わせて利用することで，ユーザが任意の場所の 3 次元表現の地図を容易に閲覧すること

のできる Web サイトを開発・公開した．これにより誰もが直感的に地図を理解することが可能になり，

様々な場面での利活用が期待される．  

 

2. 動作環境 

 Web ブラウザ上で３次元地図を表示するために，「WebGL」という技術を使っている．そのため，

３次元地図の閲覧には，WebGL に対応した Web ブラウザが必要である．Google Chrome，Mozilla Firefox，

Opera，Safariなど多くのWebブラウザがWebGLに対応している他，Internet Explorerは 11以降がWebGL

に対応している．よって，多くのユーザが本システムを利用可能である．  

 

3. 「地理院地図 3D」サイトの概要  

 

（１） ３次元の地理院地図の作成ページ  

このページでは，任意の場所の３次元の地理院地図の閲覧と，その地理院地図を 3D プリンター

で出力するためのデータのダウンロードが可能である．以下に詳細を記載する．  

 

① ３次元の地理院地図の表示 

任意の場所を地理院地図上で選択し（図 1），「この地図を 3D で表示」ボタンを押すと，ブラウザ

上で 3D 地図を表示することができる（図 2）．3D 地図はマウス操作で自由に拡大・縮小・回転をす

ることができる．また，地図の高さ方向の強調度をスライダーバーで変更することができ，変更さ
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れた強調度が即座に画面に反映される．  

本機能は WebGL を簡易に利用するための JavaScript ライブラリである，「three.js」を用いて実現

している． three.js を用いて地理院タイル（『地理院地図』の地図データとして用いられているタイ

ル状の地図データ）の地図タイルを Web ブラウザ上に複数枚表示すると共に，地理院タイルの標高

タイルに記載されている標高値を用いて高さ方向に立体表示している．  

 

   

図 1 任意の場所を地図上で選択     図 2 ３次元の地理院地図のプレビュー  

 

 

② 3D データのダウンロードページの表示  

 図 2 の画面で「3D データをダウンロードす

る」ボタンを押すと， 3D データのダウンロ

ードページが表示される（図 3）．本ページで

も，マウス操作で自由に拡大・縮小・回転を

することが可能である．  

本機能も three.js を用いて立体表示を行っ

ている．  

 

 

 

 

 

 

 

図 3 3D データのダウンロードページの表示   
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③ 3D プリンター用データのダウンロード  

図 3 で表示されている３次元の地理院地図を，3D プリンターで出力するためのデータとしてダウ

ンロードすることができる．データフォーマットは STL（テクスチャー画像を貼ることのできない

3D プリンター用データ）と VRML（フルカラー印刷に対応した 3D プリンター用データ）に対応し

ている．  

本機能では，地理院タイルの標高タイルに記載されている標高値から 3 次元ポリゴンを自動的に

発生させて 3D プリンター用データを作成している．3 次元ポリゴンを作る際に，「①３次元の地理

院地図の表示」でユーザがスライダーバーで指定した高さ方向の強調度を反映するようにしている． 

SLT データ及び VRML データを 3D プリンターで出力した立体模型は図 4，図 5 に示す．  

 

   

図 4 STL データを 3D プリンターで出力          図 5 VRML データを 3D プリンターで出力  

 

（２） トップページ  

 「（１）３次元の地理院地図の閲覧と 3D プリンター用データのダウンロードページ」へのリンクを

設置していると共に，本サイトを訪れたユーザが，簡易に３次元の地理院地図を閲覧できるようにす

るために，特徴的な地形を中心に，日本各地の 3D 地図をあらかじめギャラリーとして用意してある

（図 6）．これらの３次元の地理院地図もマウス操作で自由に拡大・縮小・回転をすることができる他，

WebGL に対応していないブラウザを使用しているユーザのために，静止画像も閲覧することができる． 
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図 6 トップページ（ギャラリー）（Web サイト公開時） 

 

4. 今後の活用 

従来の平面の地図と違い，３次元の地理院地図は，誰もが直感的にその地域の様子を把握できるこ

とに最大の特徴がある．その利点を活かして様々な場面での活用が期待される．  

例えば，  

 社会資本管理のための検討や住民説明用資料として活用  

 行政機関等が災害後の対応を決定する際の資料として活用  

 地形を中心とした地理学に関する学習に活用  

 地理院タイルを利用した新しいビジネスの展開  

などの場面での活用が考えられる  

今後は実際の活用現場からのニーズを踏まえ，今回開発した Web サイトを改良していく予定である． 
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1. 地理院マップケース開発の背景  

地理空間情報部は，専門的な知識がなくてもユーザが作成した地理空間情報を容易に有効活用でき

るよう，地理院地図キットを開発した．地理院地図キットは，地理院タイルを用いた開発に関する技

術情報の公開に加えて，①地理院マップシート，②地理院マップメーカー，③地理院マップケースの

3 点のツールを提供することで政府や地方公共団体等による地理空間情報の活用を推進するものであ

る．地理院タイルは，国土地理院が整備する地図や空中写真等を 256×256 ピクセルの正方形のタイル

状に分割した画像等であり，容易に利用できるよう一般的に利用されている仕様と同一の仕様を用い

ており，ウェブ地図等のベースマップとして利用されることが期待される．「地理院地図」（平成 25

年 10 月 30 日「電子国土 Web.NEXT」を「地理院地図」として正式公開）をはじめとする多くの国土

地理院のウェブ地図でも地理院タイルを利用している．また，地理院マップシート及び地理院マップ

メーカーは，それぞれ帳票形式，画像形式の地理空間情報を KML，タイル画像（地理院タイルと同仕

様）に出力できる機能を備えたツールである．加えて，地理院マップケースは，ユーザが作成した KML

やタイル画像を用いて地理院地図と同様のウェブ地図を簡単に作成できるパッケージである．地理院

地図キットの活用により，電子国土 Web システムを用いて構築されたサイトから，地理院タイルを用

いたウェブ地図に容易に移行していただけることも期待される．本稿では，情報普及課が開発した地

理院マップケースについて説明する．  

 

2. 地理院マップケースの機能概要  

地理院マップケースは，地理院地図を拡張して，サイトを配置するユーザ側のサーバにある又は外

部ドメインサーバで公開されている KML やタイル画像を追加したウェブ地図を容易に作成できるパ

ッケージである．地理院地図同様 HTML 版とフラッシュ版の 2 種類準備しているが，紙面の都合上，

本稿では HTML 版について述べることとする．  

地理院マップケースを用いた最も基本的なウェブ地図（図-1）を作成するためにユーザ側で準備す

るのは，①KML, タイル画像及び②これらデータをツリー内で表示するための設定ファイルのみであ

り，①②を既定のフォルダに格納したパッケージをウェブサーバに設置するだけでサイトが完成する．

さらにそれぞれの目的に応じて自由にカスタマイズすることが可能であり，特にサイトのロゴ変更等

の基本的なカスタマイズについては，比較的容易に実施できるよう配慮している．  
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図-1 地理院マップケースを活用して作成できる最も基本的なウェブ地図のイメージ 

 

3. 地理院マップケースの設計 

まず，ファイル構成を以下に示す．前述の通り，地理院マップケースは地理院地図を拡張して，ユ

ーザが作成した独自の地図データを地理院地図上に表示する機能を付加したものであるため，国土地

理院が維持管理する地理院地図サーバ上のファイルをそのまま利用することを基本とし，これに加え，

ユーザの KML, タイル画像の表示を実現するために，次のファイルおよびモジュールを構成するもの

とした．モジュール構成図を以下に示す（図-2）．   

① index.html 

地理院マップケース専用のトップページ  

② 設定ファイル  

ユーザが持つ KML 及びタイル画像の名称や URL 等の設定ファイル  

③ 設定ファイル読込モジュール  

設定ファイルの内容を取得するモジュール（index.html に含まれる）  

④ ツリー展開モジュール  

取得した設定ファイルの内容を解析し，地理院地図における「地図・空中写真」等のタブと同等

のツリー構造を作成するモジュール  

⑤ レイヤー操作モジュール  

KML 及びタイル画像の表示・非表示や透過率の変更などの操作を行うモジュール  

⑥ KML 読込スクリプト  

外部ドメインの KML を読むために使用するスクリプト（詳細は「4. 設計思想の要点」で後述）  
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図-2 モジュール構成図 

 

次に，ファイル配置を以下に示す（図-3）．前述のファイル構成のうち， index.html と設定ファイル

は，ユーザ側で変更可能とする必要があるため，ユーザ側のウェブサーバに配置する．ユーザ側で準

備する KML, タイル画像も同様にユーザ側のウェブサーバに配置する．その他のモジュール及び KML

読込スクリプトは，国土地理院が準備する地理院地図サーバに配置する．  

 

図-3 ファイル配置 

 

4. 設計思想の要点 

地理院マップケースの設計にあたって特に留意した点を以下に示す．  

① 国土地理院が維持管理する地理院地図のファイルをオンラインで共同利用することを基本とした．

これにより，ユーザ側で持つべきファイルは必要最低限となり，また，地理院地図の各種地図デ

ータの更新や機能改良を，ユーザが作成したサイトにも自動的に反映することができる．  

② ユーザ側のサーバには静的なファイルのみ配置すればよいように設計した．これにより，ユーザ

側サーバのソフトウェア導入や設定変更をほぼゼロないし最小限にすることを目指した．  

③ 地理院マップケースを利用して作成されたウェブ地図は，公開サーバでも，イントラネット内サ

地理院地図サーバ  

地理院地図  

API 

ツリー展開モジュール  

ユーザ側のサーバ  

レイヤー操作モジュール  

index.html 

（設定ファイル読込モジュールを含む） 

KML 読込  

スクリプト  

※実線はプログラムの参照関係を，点線はデータの参照関係を表す  

外部ドメインサーバ  

  

設定ファイル  KML または  

タイル画像  

 

KML または  

タイル画像  

地理院地図 API 

ツリー展開モジュール  

レイヤー操作モジュール 

設定ファイル読込モジュール（ index.html に含まれる）  

KML 読込スクリプト  

index.html 
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ーバでも動作するようにした．これにより，同サイトを一般向け情報提供等に活用できるほか，

組織内等に限定して活用することができる．  

④ クロスドメイン制約を回避して KML を取得できるようにした．クロスドメイン制約とは，セキ

ュリティ上の制約により，自身のプログラムと異なるドメインに属するファイルにアクセスする

ことができない制約のことをいう．地理院マップケースの HTML 版の場合は，JavaScript ベース

で構築されているため，ウェブブラウザがアクセスしている URL のドメインが基準となり，ユー

ザ側のサーバ以外の外部ドメインサーバ（地理院地図サーバを含む）が異なるドメインになるの

で，クロスドメイン制約の対象となる．この制約を回避するために，地理院マップケースでは，

地理院地図サーバに設置した KML 読込スクリプトにより，KML を，クロスドメインの制約を受

けない JSONP 形式に変換するようにした（図-4）．尚，HTML の img タグはクロスドメイン制約

を受けないことから，タイル画像は外部ドメインサーバのものでもアクセス可能である．  

 

 

図-4 地理院マップケースにおける KML ファイルのクロスドメイン制約の回避方法 

 

5. 今後の方針  

現在の地理院マップケースの課題は，地理院地図サーバ側で維持管理すべき JavaScript 機能のうち

のいくつかが，ユーザ側のサーバが持つ index.html に含まれている点である．より一層のモジュール

化を進め，ユーザ側で維持管理する必要のないものは，地理院地図サーバ側で持つことができるよう

検討を進めたい．また，地理院地図との連携を常に意識しながら開発することが重要であり，地理院

地図の改良が適切に地理院マップケースに取り込まれるようにしたい．これに加え，地理院マップケ

ースの開発で得られたノウハウを，将来の地理院地図にも反映していきたい．  
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