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1. はじめに

近年，GoogleMap が 3 次元表示に対応するなど，インターネットを通じた地図表現の 1 つとして，

3 次元表示が用いられるようになった．3 次元表示の利点として，地図を見ている地域の地形を直感的

に把握できることが挙げられ，等高線の判読ができなくても，地形の凹凸や高低差を理解することが

容易となっている．  

国土地理院でも平成 26 年 3 月より「地理院地図」を 3 次元表示するとともに 3 次元モデルのデータ

を無料でダウンロードすることができる「地理院地図 3D」を公開した．日本全国を誰でも簡単にウェ

ブブラウザ上で 3 次元に地図が見られることから多くの報道機関により報道され，大きな反響を得た．

しかし，地理院地図 3D はシームレス※な表示ができない，高さ情報を持った上乗せ情報を 3 次元表示

できないなど，利活用を増やす上で改善を図るべき点があり，新たなアプリケーションの開発を行う

必要があった． 

今回，パソコンに専用のアプリケーションをインストールすることなく，ウェブブラウザを用いて

地理院タイルを 3 次元表示かつシームレスに表示できる Web サイト（地理院地図 Globe）を開発した

ので，内容について紹介する． 

※ ここでは，任意の場所に連続してスクロールで移動可能なことを指す．

2. 地理院地図 Globe の概要

地理院地図 Globe は，オープンソースの JavaScriptAPI を

利用したサイトで，世界全体を地球儀のように 3 次元表示

することができるものである（図-1）．

地理院地図 Globe は，以下の機能を有している．

１．日本全国をシームレスに 3 次元表示可能

２．公開中の地理院タイルの 3 次元表示に対応

３．高さ情報を含む上乗せ情報（KML/GeoJSON）の読み

込みに対応 

2.1. 日本全国をシームレスに 3 次元表示可能  

地理院地図 3D では，全国の好きな地域を 3 次元表示す

ることができた．しかし，3 次元表示するためには閲覧し

たい地域ごとに 3 次元モデルを生成しなければならず，広

範囲を連続的に表示することができなかった．地理院地図

Globe では高さ情報を連続的に読み込みつつ 3 次元モデル

化するので，シームレスに全国を閲覧することが可能とな

っている（図-2）．

図-1 地理院地図地球儀 

図-2 シームレスな 3 次元表示 

図-1 地理院地図 Globe の初期画面 
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2.2. 公開中の地理院タイルの 3 次元表示に対応

地理院地図 Globe では，地理院地図上で表示できる多くの地理院タイルを 3 次元表示することが可

能であり，新たに地理院タイルを追加することも可能である（図-3）．また，試験公開中のベクトルタ

イル「地図情報（注記）」を表示させると，地表に接して表示されるのではなく，見る方向に合わせて，

注記が立って表示されるように設定されている．そのため，様々な方向から注記を確認することがで

き，地域の地形とともに名称も合わせて把握しやすくなっている（図-4）．さらに複数の地理院タイル

を同時に表示可能であり，「地図情報（注記）」と写真と重ね合わせ，図-5 に示すような空中から俯瞰

した写真に注記が上乗せされたような 3 次元表示も可能である．

図-4 様々な方向からの地図情報（注記）の表示例

図-3 地理院タイルの 3 次元表示例

図-5 地図情報（注記）＋写真の重ね合わせ表示例

色別標高図 土地条件図 
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2.3. 高さ情報を含む上乗せ情報（KML/GeoJSON）の読み込みに対応  

地理院地図では利用者が点・線・面のデータを地図上に作図し，KML 及び GeoJSON 形式で保存・

読み込みする機能を有している．地理院地図 Globe では，この KML/GeoJSON 形式のデータを上乗せ

情報として読み込み，地表に接する形で 3 次元モデル上に重ねて表示することができる（図-6）．なお，

高さ情報を持ったデータを読み込んだ場合，高さを反映した状態で表示される．これにより，航空機

等のフライト軌跡を 3 次元に再現できるようになった（図-7）．また，点データとして入力したアイコ

ンや名称，線・面データの色や透過度も 3 次元モデル上にそのまま反映されるようになっている（図

-8）．3 次元表示と上乗せ情報を組み合わせることで，地図に示す情報への理解をより深めることがで

きる．

図-8 点データ・線データ・面データの表示

図-6 上乗せ情報の重ね合わせ表示

点データ 

（アイコン＋名称）

線データ（線幅 3px） 面データ（透過度:50%） 

作成した上乗せ情報を読み込み 

図-7 高さ情報を持った線データ（UAV 経路）の表示
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3. 想定される利用事例

地理院地図 Globe は，日本全国をシームレスに 3 次元表示可能，地理院タイルの多くに対応，上乗

せ情報を 3 次元モデルに重ねて表示可能という特徴を持っている．このため，図-9 に示すような，利

用者に山の起伏を直感的に把握してもらった上で登山道を選択してもらう観光案内や実際に空中写真

撮影を行なわずに空中から俯瞰したイメージ画像を作成し，報道発表に用いるといった利用が想定さ

れる． 

 

4. 今後の展開

地理院地図 Globe は日本全国をシームレスに 3 次元表示可能，公開中の地理院タイルの 3 次元表示

に対応，高さ情報を含む上乗せ情報（KML/GeoJSON）の読み込みに対応といった機能を有しているこ

とや専用ソフトウェアをインストールすることなく，利用可能であることから様々な機関における情

報発信ツールとして利用が期待される．しかし，現在の地理院地図 Globe の表示速度は PC のスペッ

クに依存してしまうため，高スペックの PC でなければ，画面の表示が遅くなるという問題がある．

利用者の増加を目指す上で表示速度の改善は重要な要素の 1 つであるため，表示速度の改善を図って

いきたい．また，地理院の広報ツールの 1 つとして，利用者からの要望を踏まえつつ，さらなる改良・

改善を図っていく．

図-9 想定される利用事例
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地理院タイルの管理と Q タイル（仮称）について 

実施期間 平成 27 年度～  

地理空間情報部情報普及課 中山 正渡 菅原 友恵 

1. はじめに

地理院タイルは，国土地理院がウェブ上で一般に提供しているタイル形式の地図データである．

地理院タイルは，電子国土基本図の迅速更新の内容を都度反映しているが，平成 26 年 7 月 1 日に

電子地形図（タイル）が基本測量成果になったことを受け，測量法第 27 条に従い成果を公表する必要

があることから，更新後の過去のデータ（「Q タイル（仮称）」）の管理・提供手法の構築が課題となっ

ている．

本報告では，地理院タイルの管理・提供手法の開発について報告すると共に，これを用いた Q タイ

ルの管理・提供手法を検討した結果を報告する．なお，「Q タイル」とは，Quondam（Quondam：以前

の，昔の）タイルの略称を意味しており，日本語の「旧」もなぞらえている．

2. 地理院タイルの管理・提供手法の開発

情報普及課では，基本測量成果の「電子地形図（タイル）」を含む地理院タイルを管理，提供してい

る．地理院タイルは，基本図（地形図），写真（オルソ画像），主題図，災害情報など，1,200 項目を越

える膨大な情報セットとなっている．

これら地理院タイルのショーケースとなるウェブ地図サイトとして，地理院地図を運営している．

地理院タイルは電子国土基本図の迅速更新の内容を素早く反映することが求められている．そこで

地理院タイルの更新を無駄無く高速に行うために，タイルアップロードマネージャーというシステム

を開発した（図-1）．  

図-1 タイルアップロードマネージャーの構成

タイルアップロードマネージャーは，サーバー上に存在する各タイルの諸元情報を記録しているデ

ータベースを用意し，アップロードするタイルとデータベースに記録されている該当区画のタイルの
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MD5 メッセージダイジェスト（データの比較に使われるデータの固有値のようなもの）を比較し，違

いが見られた場合にのみタイルのアップロードを行う仕組みになっている．

電子国土基本図の迅速更新では，矩形の作業区画内のタイルの全数をレンダリング（画像化）して

いる．これにより，更新されていないが再度レンダリングされてしまうタイルが大量に発生すること

になるが，更新が必要なタイルのみをアップロードすることで，アップロードに要する時間や帯域が

削減でき，迅速更新の内容をより高速に反映することが可能になるとともに，サーバー運用経費の削

減も図られる．このタイルアップロードマネージャーは平成 28 年度から運用開始予定である．  

3. Q タイルの管理・提供

地理院タイルの「標準地図」，「淡色地図」及び「English」が，平成 26 年 7 月 1 日より基本測量成果

となったことで，測量法第 27 条に従い，Q タイルを蓄積し，一般に提供する必要が生じてきた．  

地理院タイルは一般的で多くのウェブ地図 API が対応しているいわゆる XYZ 方式を平成 25 年 10

月 30 日より採用している．この方式では，地図画像の表示倍率としてズームレベル（Z），位置情報と

して X，Y からなるタイル座標を定義し，タイルの URL の命名規則を http://server/{z}/{x}/{y}.ext と

している．

Q タイルは時系列で管理をする必要があるため，Q タイルの URL は上記の命名規則を拡張し，

http://server/bak/{z}/{x}/{y}.{yyyymmdd}.ext とすることとした（{yyyymmdd}は該当するタイルの刊行

日付とする）．また， Q タイルの刊行日付を csv 形式で格納したメタデータタイルである「カコタイ

ル（仮称）」を整備することとした．カコタイルのパスは http://server/kakotile/{z}/{x}/{y}.csv とする（図

-2）．

図-2 Q タイル・カコタイルの概略図

また，Q タイルのショーケースとして，Q タイル閲覧用サイトを公開する予定である．  

試作段階のサイトとして，最新の地理院タイル上に Q タイルが存在する日付をリンクとして表示す

ることにより，Q タイルの存在有無を確認可能とするとともに，リンクをクリックすることでデータ

を表示する仕組みを検討している（図-3）．  
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図-3 Q タイル閲覧用サイトのイメージ

4. 今後の検討事項

現状 Q タイルの蓄積は，迅速更新などに伴うタイルアップロードとは別に作業を行っているため，

アップロードを二重に行う必要がある（図-4 左）．Q タイルの公開を迅速に行うためにも，これらの作

業を同時に行うシステムの構築を検討している．

タイルアップロード時，既存のタイルデータは上書きされて消えてしまうが，上書きされる前にタ

イルへ命名規則の変更処理を施し，Q タイル管理ディレクトリへ退避させる．この手法が実現できれ

ば，Q タイルの蓄積が迅速かつ効率的になり，迅速更新などと同時の提供が可能になる（図-4 右）．

図-4 Q タイル蓄積作業の現状と検討案
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閲覧用サイトに関しては，試作段階では Q タイルの蓄積を一目で確認できる仕様を考えているが，

Q タイルがある程度蓄積されてきたら，タイルの閲覧の利便性を重視した仕様も必要になると考えて

いる．年月日入力，もしくはスケールバーでの年月日の指定などで，指定した日付のタイルを表示す

る仕組みを検討している（図-5）．  

図-5 閲覧の利便性を重視した Q タイル閲覧用サイトのイメージ
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