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地図の利用手続のあり方検討について
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地図の利用手続とは？
「地図の利用手続」とは？
→測量法に基づく以下の手続のこと

１．地図の利用手続
あり方検討

測量成果の複製の承認申請（測量法第29条）
基本測量成果をコピーやスキャンする等の行為が対象

測量成果の使用の承認申請（測量法第30条）
基本測量成果を使用して新たな地図等を作成する測量行為が対象
地理院の地図を利用して
書籍を出版しよう！
国土地理院の地図等（基本測量成果）
○○駅

＊ △△町
＊
□□町

地理院タイル（ウェブ）

基盤地図情報

空中写真

数値地図
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ユーザーの声

１．地図の利用手続
あり方検討

ユーザーの声
地図の利用を促進するためには、申請の不要な部分をもっと拡大したほうがよい
申請が必要なのか不要なのか、わかりづらい。
早く使いたい。早く承認してほしい。
申請手続が面倒でわかりにくい。簡単にできないか。
複製と使用についてどちらの手続きをすればよいかわからない。
【民間】地理院タイルをデッドコピーして地図配信サービスビジネスをできないか
地方公共団体の公共測量成果を提供してほしい。

背景
IT・インターネットの利用拡大
スマートフォンなどデジタル地図の利用形態の多様化
官民データ活用推進基本法の成立など、政府におけるオープンデータの
取組の進展
基本測量成果（デジタル地図）の提供種類拡大

5

「地図の利用手続のあり方検討部会」

１．地図の利用手続
あり方検討

平成29年3月測量行政懇談会※に「地図の利用手続の
あり方検討部会」を設置し、国土地理院の地図の利用
手続、特に測量成果の複製承認及び使用承認のあり方
を中心に検討をいただいた。
※測量行政懇談会は、地理空間情報に関する社会情勢及び技術動向を

的確に捉え、国土地理院の測量行政推進に資するために設置した、学識
経験者を委員とする国土地理院長の私的諮問機関

平成29年度に3回、平成30年度に２回、計５回の部会を
開催。測量行政懇談会からの提言をいただいた。

部会の様子 →
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「地図の利用手続のあり方検討部会」

１．地図の利用手続
あり方検討

地図の利用手続のあり方検討部会委員
（平成30年12月現在）（敬称略・委員は五十音順）

(部会長)

井上 由里子

一橋大学大学院
国際企業戦略研究科 教授 【懇談会委員】

(副部会長）

大場 亨

千葉県 市川市 経済部 次長

(委員)

飯田 哲

合同会社 ジオリパブリック シニアリサーチャー

〃

小島 武也

（一社）地図調製技術協会 業務執行理事
（（株）武揚堂 代表取締役）

〃

瀬戸 寿一

東京大学 空間情報科学研究センター 特任講師

※第5回部会（平成30年11月8日開催）オブザーバー
（一社）地図調製技術協会
（公社）日本測量協会
（公財）日本測量調査技術協会
（一財）日本地図センター
7

測量行政懇談会 地図の利用手続のあり方検討部会 報告書

１．地図の利用手続
あり方検討

平成30年12月12日第22回測量行政懇談会の議事終了後、懇談会
の提言とされた「地図の利用手続のあり方検討部会報告書」は、清
水英範委員長より、川﨑国土地理院長に手渡されました。

（左）川﨑国土地理院長 （中央）清水英範委員長 （右）井上由里子部会長
出典（国土地理院(2019)：国土地理院広報第607号,6）

測量成果が利用しやすくなるよう、
手続の改善等について提言

※参考
報告書は、国土地理院HPに掲載されています。

地理院ホーム > 国土地理院の紹介 > 第２２回測量行政懇談会の開催概要『測量行政懇談会報告書【PDF形式:663KB】「地図のあり方検討部会 報告書」』
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発表内容

１．地図の利用手続のあり方検討について

２．「測量行政懇談会 地図の利用手続のあり方
検討部会 報告書」の概要

３．今後の主な予定
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測量行政懇談会 地図の利用手続のあり方検討部会 報告書

２．報告書概要

「地図の利用手続のあり方検討部会」 報告書概要

別添参考1について、
次のページから順に詳しく
説明します。
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「地図の利用手続のあり方検討部会」 報告書 概要 その１

２．報告書概要

１．測量法の承認手続きの意義
測量成果が適切でない方法で複製・使用されることにより正確さが損なわれることを防ぐため、利用する前に国土地
理院等の承認を受ける手続き
複製承認：紙地図のコピー・スキャン、デジタルデータのデータコピー等が対象
使用承認：測量成果を加工して（手を加えて）別の成果物を作成すること等が対象（例：地形図を描き直して道路地図を作成）

•

この10年でデジタル地図の利
用度合は3割から8割に増加
（承認件数ベース）

３．承認手続きの主な課題
•
•
•

承認を要する対象や承認条件について、デジタルデ
ータ・IoTの時代にふさわしい運用とすることが必要。
承認手続の簡素化・迅速化が必要。
手続が必要な事例等の分かりやすい説明が必要。

インターネット

基本測量成果の利用は、10年前は紙地図が中心
→ 現在はデジタルデータ、Web地図データが中心
• 官民データ活用推進基本法等に鑑み、地図データの
基本である測量成果を、できる限り使いやすい環境と
することが求められている。

官民データ活用推進
基本法（平成２８年制定）

紙地図からデジタル
データ・Webデータへ

２．考慮すべき背景

紙地図
情報セキュリティが強化
された内部システムでの
利用にも要配慮

基盤地図情報、地理空間情報(G空間情
報)(国)等

「世界最先端IT国家創造宣言・官民
データ活用推進基本計画について
（平成29年5月30日閣議決定)」より

地図に関する官民データのベースと
なる基盤地図情報等を利用しやすく

利用者の声
手続きの簡素化･迅速化を期待

測量成果が利用しやすくなるよう手続の改善等について提言
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「地図の利用手続のあり方検討部会」 報告書 概要 その２

２．報告書概要

４．課題等への提言（主な事項）
（１）デジタルデータ・IoTの時代にふさわしい運用

デジタルデータ・IoT時代にふさわしい運用

書籍等への挿入
• Tシャツなど地図として利用しない場合のほか、
書籍等への挿入については承認を不要とすべき。
→承認不要に
• 承認を要する対象の条件として、紙地図・デジタルを問
わず測量成果の｢位置座標｣を持つかどうか等で判断す
ることが妥当。
• 地理院タイル※（測量成果）のそのままの複製を承認可
とすべき。
※ 地理院タイル：国土地理院のWeb地図「地理院地図」
で使用している地図データ

承認対象の考え方
紙・デジタルを問わ
ず、位置座標を持つ
もの等
東経139度40分
北緯36度10分

Web地図（地理院タイル）
のそのままの複製
従来は承認不可→承認可に
地理院タイ
ルサーバー

●
●
● X=00000
Y=00000

複製承認可
地理院タイルの内部シス
テム等での利用が容易に

つくば○○交差点

（２）承認手続の簡素化・迅速化
• 申請が不要なもの、複製承認と使用承認の違い等につ
いて、事例を多く挙げたり、Q&Aを示す等でわかりやすく
示すことが必要。
• 電子申請を高度化し、申請者が判断に迷わないようにす
ることが必要。
• 承認を受けた旨明示する文を簡潔にすべき。また承認の
判断が容易な場合は即日～翌開庁日の承認とすべき。

利用者の
サーバー

承認手続きの簡素化・迅速化
手続の説明
を拡充

＋

電子申請の仕組みを高度化
（利用方法を入力すればシステムが自動的に
承認の要否を判断）
電子申請
この利用方法は？
承認不要です

利用者が迷うことがない手続きを実現、
一部を申請翌日までに承認。
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「地図の利用手続のあり方検討部会」 報告書 概要 その３
（３）その他関連する取組の拡充

関連する取組－公共測量成果の流通の促進等
G空間情報センター等と連携した
地方公共団体等に
公共測量成果の流通の促進
承認手続の技術的助言
地方公共
団体等

国土
地理院

（４）中長期的な課題
• 複製承認制度は引き続き継続、使用承認制度はより制
限的でない方向に緩和することが適当。

５．運用の改善による主な効果
• 申請者の手間の軽減。
・ 公共測量成果の流通促進に寄与。
• Web上でのデータの所在の分散化が図られ快適なアクセスを維持。
• 地理院タイル等を承認すること等により、ビジネスの創出に寄与。

６．国土地理院が上記提言を実施に移すにあたっての主な留意事項

G空間情報
センター等

公共測量成果の流通促進

• 承認したリストをWebで公開すべき。
（当面、申請者から了解を受けたものを公開）
• 公共測量成果においても、基本測量成果と同様の適
用がなされるよう測量計画機関に技術的助言を実施
すべき。
• 公共測量成果の一層の流通の促進のため、G空間情
報センター等と連携した取組を強化すべき。

２．報告書概要

地理院
地図

地理院タイルの普及
促進を通じビジネス
の創出に寄与

• 承認の運用の変更について一定の周知期間を設け、適切な広報を実施すること。
• 承認したリストの公開可否を確認する趣旨について、混乱のないよう周知すること。
• 今後地理院タイルの複製を承認する場合においては、適時に最新のものに更新するよう促すこと。
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今後の国土地理院の地図の利用手続フロー

２．報告書概要

従来から、測量法の目的である測量の正確さの確保への影
響がほとんどないものは承認を要さないこととしていたところ
であるが、
オープンな地理空間情報の活用を推進していく観点から承
認を要するものの範囲について真に必要な範囲に限定する
という議論を行った。

次のページから、順番に詳しく
説明します。

申請必要？

申請不要？
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今後の国土地理院の地図の利用手続フロー

２．報告書概要
いわゆる二次利用の扱い

このフローの適用にあたっての留意事項
• 複製承認を経て複製した成果を更に複製・使用する場合は、この利用手続フローに従うとともに、複製
承認を得た者の許諾を得て下さい。 また、使用承認を経て作成した成果を更に複製・使用する場合
は、国土地理院の承認は不要ですが、使用承認を得た者の許諾を得て下さい。
• 地理院サーバー上の地理院タイルをリアルタイムで読み込み表示するウェブサイトやソフトウェアを製
作する場合（国土地理院のサーバー上にある地理院タイルを閲覧者がリアルタイムで読み込みした上
で基本測量成果とは関係なく作成された独自情報を上載せ表示する場合）は、承認は不要です。
インターネット

地理院サーバー

・ ○○うどん

サイト製作者サーバー

サイトの閲覧者

地理院タイルをリアルタイム
で読み込み表示するウェブ
サイト等の製作の扱い

START

Q1 下記のいずれかの地図（基本測量成果）を利用しますか？
例：（現在、提供しているもの）
基盤地図情報（基本項目等）
基盤地図情報に基づく以下のデータ
- 電子国土基本図（地名情報）「住居表示住所」
- 湖沼データ（データ形式：GML、Shape、CSV）
- 火山基本図データ（データ形式：DM、Shape）
- 数値地図（国土基本情報） ほか

○○駅

基盤地図情報 数値標高モデル
基盤地図情報に基づく以下の測量成果
- 地理院地図
（標準地図・淡色地図・English（タイル）等）
- 湖沼データ（データ形式：PDF、TIFF ）
- 火山基本図データ
（データ形式：PDF、JPEG、GeoTIFF）
- ２万５千分１地形図、電子地形図２５０００ ほか

NO

申請
不要

＊ △△町
＊
□□町

基盤地図情報

数値地図

地理院地図
（標準地図）

湖沼図 段彩図（多色）
空中写真
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YES

今後の国土地理院の地図の利用手続フロー
Q2 あなたが作成する成果品は、地図としての利用が想定されるものですか？

２．報告書概要
NO

事例：ハンカチ、Tシャツ等への利用は地図としての利用が想定されるものとはみなし
ません。
※注１
YES

※注１ 「成果品が地図としての利用を想定しているもの」について
以下のものは該当しません。
・ ハンカチ・Ｔシャツ・紙袋・メモ帳・セロテープ、書籍の表紙、CDジャケット、
地形図を背景とした表彰状や名刺などデザインとして製品への印刷
・ イラストや絵地図、縦横の拡大縮小率が異なるなど誇張表現されている
もの、作図ソフトで作った簡易的なもの

Q3 あなたが作成する成果品は、不特定多数の者に提供されるものですか？

申請
不要

Ｔシャツ

ハンカチ

CDジャケット

NO

事例：私的利用、社内、サークル、同好会、学校等での利用は、不特定多数へ提供
されるものとはみなしません。
※注２

デザインとして
製品への印刷

申請
不要

YES ※注２ 「成果品が不特定多数の者に提供されるもの」について
以下のものは該当しません。
・私的利用、社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内での利用
・特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用
・論文、試験問題
・一時的な資料として利用

社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など

申請書、報告書

論文、試験問題

一時的な資料
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今後の国土地理院の地図の利用手続フロー
Q4 あなたが作成する成果品は、測量分野その他の国土の管理に関わる
行政分野で利用される可能性がありますか？

２．報告書概要

NO

以下のような事例は、この可能性があるとはみなしません。
：博物館等における展示物として利用、テレビ番組で利用
：書籍、パンフレットへの地図の挿入（地図帳、折込み地図を除く）
：位置座標のない成果物のみ作成（一部の場合を除く）
※注３
YES
※注３

申請
不要

「成果品が測量分野その他の国土の管理に関わる行政分野で利用される可能性があるもの」
について、以下のものは該当しません。

・博物館等における展示物として利用、テレビ番組で利用
・書籍、パンフレットへの地図の挿入（地図帳、折込み地図を除く）
・位置座標のない成果物のみ作成（一部の場合を除く）
ここで、「位置座標」とは、デジタルデータの場合は座標のことをいいます。紙地図や出力図の場合は、
地図に付けられる経度・緯度を表す線（又は図郭部に示される印）をいいます。
また「一部の場合」（承認が必要になる場合）の事例は以下のとおりです。
－国土の管理に関わる地図情報を作成する場合（管内図、ハザードマップ等）
－国土地理院の地図に元々記載されているもの（地形（等高線、海岸線、河川）、道路、地名、
行政界ほか）を、実質的に異なる表記に変更しているもの （削除のみの場合は、これに含まれない）
－販売している刊行物（紙地図を含む）と比較して、一見して違いが明確に判別できないもの。
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フロー Q4 承認が必要となる例、不要となる例

未定稿

承認不要
・博物館等における展示物として利用

・テレビ番組で利用

・書籍、パンフレットへの地図の挿入
（地図帳、折込み地図を除く）

２．報告書概要
承認必要

・地図帳、折込み地図

TV
・位置座標のある成果物の作成
経度・緯度

・位置座標のない成果物のみ作成
（一部の場合*1 を除く）
ここで、「位置座標」とは、デジタルデータの場合
は座標のことをいいます。紙地図や出力図の場
合は、地図に付けられる経度・緯度を表す線（又
は図郭部に示される印）をいいます。

紙地図

経緯度が記載
されていない

地図
図郭に経緯度を
示す線がない

図郭に
示された印

デジタル地図
*1 「一部の場合」の事例は以下のとおりです。これらについては成果物に位置座標がなくても、承認が必要になります。

①国土の管理に関わる地図情報を作成 ②国土地理院の地図に元々記載されている
する場合（管内図、ハザードマップ等）
もの（地形（等高線、海岸線、河川）、道路、地名、行
政界ほか）を、実質的に異なる表記に変更して
いるもの （削除のみの場合は、これに含まれない）

③販売している刊行物（紙地図
を含む）と比較して、一見して違
いが明確に判別できないもの。
デジタルデータ
の座標

ハザードマップ

DEMによる氾濫解析、図化
（地理院の地図に元々記載されている
表記（ある地点の"高さ"）を、実質的に
異なる表記（"浸水深"）に変えている）

注記の修正
2.5万分1地形図をそのまま複製
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今後の国土地理院の地図の利用手続フロー

２．報告書概要

Q5 利用の形態は、以下の複製または使用のいずれですか？
複製（測量法第２９条）
• 測量成果をコピー、スキャン等で複製したものを単
に背景として用いているもの
• 測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を
付加しただけのもの
• 測量成果の情報を読み取って作り変えることはして
いない
使用（測量法第３０条）
• 基の測量成果の情報を読み取って、基の測量成果
に手を入れて別種の地図を作成しているもの
• 測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある
主題図（地質図等）を作成
• 数値地図（国土基本情報）等（ベクトルデータ）を使
用して紙地図（ラスター画像） を作成

YES

複製承認申請
（測量法第29条）

※注４

YES

使用承認申請
（測量法第30条）

※いずれの承認か不明
の場合はお問い合わせく
ださい。

※注４ 承認の基準等について
この手続は、適切な測量成果を利用するかどうかの確認を行い、測量の正確さや、成果品の情報の信頼性を
一定確保するための仕組みです。次の３点の場合以外は、承認されます。
①申請手続が法令に違反している
②当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でない
③刊行している最新の基本測量成果（過去3年以内に刊行されたものを含む）に対し、何ら手を加えずに全く同
じものを複製しようとする場合（デッドコピー）など、国土交通大臣が行う地図等の刊行及びインターネット提供を
害するおそれがあると認められるもの（国土地理院Webから入手できる地図データは除く） 等

３．今後の主な予定
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３．今後の予定

懇談会での検討を踏まえた、新たな運用への移行
Ⅰ.規則の改正
・承認取扱要領等の改正
Ⅱ.ホームページ・電子申請
１．国土地理院HPに、利用ナビ（申請要否の判定）を新設
２．電子申請（ワンストップシステム）をリニューアル
３．承認を行ったリストの公開の検討
Ⅲ. 広報関係
一般・業界への広報、地方公共団体への周知

等
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別添参考１

【別添参考1】H30 12 12「第22回測量行政懇談会」資料2-2 「地図の利用手続のあり方検討部会報告書」概要

資料 ２－２

「地図の利用手続のあり方検討部会」 報告書概要
１．測量法の承認手続きの意義

測量成果が適切でない方法で複製・使用されることにより正確さが損なわれることを防ぐため、利用する前
に国土地理院等の承認を受ける手続き
複製承認：紙地図のコピー・スキャン、デジタルデータのデータコピー等が対象
使用承認：測量成果を加工して（手を加えて）別の成果物を作成すること等が対象（例：地形図を描き直して道路地図を作成）

２．考慮すべき背景
•
•

この10年でデジタル
地図の利用度合は
3割から8割に増加
（承認件数ベース）

インターネット

基本測量成果の利用は、10年前は紙地図が中心
→ 現在はDVDデータ、Web地図データが中心
官民データ活用推進基本法等に鑑み、地図データの
基本である測量成果を、できる限り使いやすい環境
とすることが求められている。

３．承認手続きの主な課題
•
•
•

承認を要する対象や承認条件について、デジタル
データ・IoTの時代にふさわしい運用とすることが必要。
承認手続の簡素化・迅速化が必要。
手続が必要な事例等の分かりやすい説明が必要。

４．課題等への提言（主な事項）
（１）デジタルデータ・IoTの時代にふさわしい運用

手続きの簡素化･迅速化を期待

デジタルデータ・IoT時代にふさわしい運用
承認対象の考え方
紙・デジタルを問わず
位置座標を持つもの等

東経139度40分
北緯36度10分

●
●

Web地図（地理院タイル）
のそのままの複製
従来は承認不可→承認可に
地理院タイル
サーバー

●

X=00000
Y=00000
つくば○○交差点

利用者のサーバー

複製承認可
地理院タイルの内部シス
テム等での利用が容易に

承認手続きの簡素化・迅速化
手続の説明を
拡充

＋

（３）その他関連する取組の拡充

電子申請の仕組みを高度化

（利用方法を入力すればシステム
が自動的に承認の要否を判断）

電子申請
この利用方法は？
承認不要です

利用者が迷うことがない手続きを実現、一部を申請翌日までに承認。

関連する取組－公共測量成果の流通の促進等
G空間情報センター
地方公共団体等に
地方公共
等と連携した
承認手続の技術的助言
団体等
公共測量成果の
流通の促進

５．運用の改善による主な効果
• 申請者の手間の軽減。
・ 公共測量成果の流通促進に寄与。
• Web上でのデータの所在の分散化が図られ快適なアクセスを維持。
• 地理院タイル等を承認すること等により、ビジネスの創出に寄与。

６．国土地理院が上記提言を実施に移すにあたっての主な留意事項
• 承認の運用の変更について一定の周知期間を設け、適切な広報を実施すること。
• 承認したリストの公開可否を確認する趣旨について、混乱のないよう周知すること。
• 今後地理院タイルの複製を承認する場合においては、適時に最新のものに更新するよう促すこと。

国土
地理院

G空間情報
センター等

公共測量成果の流通促進

• 複製承認制度は引き続き継続、使用承認制度はより制限的でない
方向に緩和することが適当。

利用者の声

測量成果が利用しやすくなるよう手続の改善等について提言

（２）承認手続の簡素化・迅速化

（４）中長期的な課題

地図に関する官民データのベースとな
る基盤地図情報等を利用しやすく

情報セキュリティが
強化された内部シス
テムでの利用にも要配慮

※ 地理院タイル：国土地理院のWeb地図「地理院地図」で使用している地図データ

• 承認したリストをWebで公開すべき。
（当面、申請者から了解を受けたものを公開）
• 公共測量成果においても、基本測量成果と同様の適用がなされる
よう測量計画機関に技術的助言を実施すべき。
• 公共測量成果の一層の流通の促進のため、G空間情報センター等
と連携した取組を強化すべき。

基盤地図情報、地理空間情報(G空間情報)(国)等
「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基
本計画について（平成29年5月30日閣議決定)」より

紙地図

書籍等への挿入
• Tシャツなど地図として利用しない場合のほか、
書籍等への挿入については承認を不要とすべき。
→承認不要に
• 承認を要する対象の条件として、紙地図・デジタルを問わず
測量成果の｢位置座標｣を持つかどうか等で判断することが妥当。
• 地理院タイル※（測量成果）のそのままの複製を承認可とすべき。

• 申請が不要なもの、複製承認と使用承認の違い等について、事例
を多く挙げたり、Q&Aを示す等でわかりやすく示すことが必要。
• 電子申請を高度化し、申請者が判断に迷わないようにすることが
必要。
• 承認を受けた旨明示する文を簡潔にすべき。また承認の判断が容
易な場合は即日～翌開庁日の承認とすべき。

官民データ活用推進
基本法（平成２８年制定）

紙地図からデジタル
データ・Webデータへ

地理院
地図

地理院タイルの普及
促進を通じビジネス
の創出に寄与

別添参考２

別紙 2

今後の国土地理院の地図の利用手続フロー
このフローの適用にあたっての留意事項
• 複製承認を経て複製した成果を更に複製・使用する場合は、この利用手続フローに従ってください。また、
使用承認を経て作成した成果を更に複製・使用する場合は、承認は不要です。
• 地理院サーバー上の地理院タイルをリアルタイムで読み込み表示するウェブサイトやソフトウェアを製
作する場合（国土地理院のサーバー上にある地理院タイルを閲覧者がリアルタイムで読み込みした上
で基本測量成果とは関係なく作成された独自情報を上載せ表示する場合）は、承認は不要です。

START

フロー中の注１～注４の内容は次ページに記載

Q1 下記のいずれかの地図（基本測量成果）を利用しますか？

-

基盤地図情報（基本項目等）
基盤地図情報に基づく以下のデータ
電子国土基本図（地名情報）「住居表示住所」
湖沼データ（データ形式：GML、Shape、CSV）
火山基本図データ（データ形式：DM、Shape）
数値地図（国土基本情報） ほか

例：（現在、提供しているもの）

基盤地図情報 数値標高モデル
基盤地図情報に基づく以下の測量成果
- 地理院地図（標準地図・淡色地図・English（タイル）等）
- 湖沼データ（データ形式：PDF、TIFF ）
- 火山基本図データ（データ形式：PDF、JPEG、GeoTIFF）
- ２万５千分１地形図、電子地形図２５０００ ほか

NO

申請
不要

NO

申請
不要

NO

申請
不要

NO

申請
不要

YES

Q2 あなたが作成する成果品は、地図としての利用が想定されるものですか？
事例：ハンカチ、Tシャツ等への利用は地図としての利用が想定されるものとは
みなしません。
※注１
YES

Q3 あなたが作成する成果品は、不特定多数の者に提供されるものですか？
事例：私的利用、社内、サークル、同好会、学校等での利用は、不特定多数へ提供
されるものとはみなしません。
※注２
YES

Q4 あなたが作成する成果品は、測量分野その他の国土の管理に関わる行政分
野で利用される可能性がありますか？
以下のような事例は、この可能性があるとはみなしません。
：博物館等における展示物として利用、テレビ番組で利用
：書籍、パンフレットへの地図の挿入（地図帳、折込み地図を除く）
：位置情報のない成果物のみ作成（一部の場合を除く）
※注３
YES

Q5 利用の形態は、以下の複製または使用のいずれですか？

※注４

複製（測量法第２９条）
・測量成果をコピー、スキャン等で複製したものを単に背景として用いているもの
・測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を付加しただけのもの
・測量成果の情報を読み取って作り変えることはしていない

使用（測量法第３０条）
・基の測量成果の情報を読み取って、基の測量成果に手を入れて別種の地図を
作成しているもの
・測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図（地質図等）を作成
・数値地図（国土基本情報）等（ベクトルデータ）を使用して紙地図（ラスター画
像）を作成

YES

YES

複製承認申請
（測量法第29条）

使用承認申請
（測量法第30条）
※いずれの承認か
不明の場合はお問
い合わせください。

今後の国土地理院の地図の利用手続フロー
補足説明
※注１ 「成果品が地図としての利用を想定しているもの」について
以下のものは該当しません。
・ ハンカチ・Ｔシャツ・紙袋・メモ帳・セロテープ、書籍の表紙、CDジャケット、地形図を背景とした
表彰状や名刺などデザインとして製品への印刷
・ イラストや絵地図、縦横の拡大縮小率が異なるなど誇張表現されているもの、作図ソフトで
作った簡易的なもの
※注２ 「成果品が不特定多数の者に提供されるもの」について
以下のものは該当しません。
・私的利用、社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内での利用
・特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用
・論文、試験問題
・一時的な資料として利用
※注３ 「成果品が測量分野その他の国土の管理に関わる行政分野で利用される可能性があるもの」について
以下のものは該当しません。
・博物館等における展示物として利用、テレビ番組で利用
・書籍、パンフレットへの地図の挿入（地図帳、折込み地図を除く）
・位置情報のない成果物のみ作成（一部の場合を除く）
ここで、「位置情報」とは、デジタルデータの場合は座標のことをいいます。紙地図や出力図の場合は、
地図に付けられる経度・緯度を表す線（又は図郭部に示される印）をいいます。
また「一部の場合」（承認が必要になる場合）の事例は以下のとおりです。
－国土の管理に関わる地図情報を作成する場合（管内図、ハザードマップ等）
－国土地理院の地図に元々記載されているもの（地形（等高線、海岸線、河川）、道路、地名、行
政界ほか）を、実質的に異なる表記に変更しているもの （削除のみの場合は、これに含まれない）
－販売している刊行物（紙地図を含む）と比較して、一見して違いが明確に判別できないもの。
※注４ 承認の基準等について
この手続は、適切な測量成果を利用するかどうかの確認を行い、測量の正確さや、成果品の情報の信頼性を
一定確保するための仕組みです。次の３点の場合以外は、承認されます。
①申請手続が法令に違反している
②当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でない
③刊行している最新の基本測量成果（過去3年以内に刊行されたものを含む）に対し、何ら手を加えずに全く同じ
ものを複製しようとする場合（デッドコピー）など、国土交通大臣が行う地図等の刊行及びインターネット提供を害
するおそれがあると認められるもの（国土地理院Webから入手できる地図データは除く） 等

現行

別添参考３

国土地理院の地図の利用手続 （測量成果の複製・使用申請フロー）
START
利用する地図は何ですか？
（基本測量成果である地図等を利用する）
紙地図（地形図、地勢図、地方図等）
空中写真（刊行物（印画、画像データ））
数値地図（国土基本情報等）
電子地形図（25000、20万）
基盤地図情報（基本項目等）
地理院地図（標準地図・淡色地図・English【電子地形図
（タイル）】等）
基本測量成果である国土地理院の地図等を複製して
作成された地図等

基本測量成果以外の地図等の例

NO

地理院地図（標準地図等以外の地理院タイル）
→ 国土地理院コンテンツ利用規約
陸地測量標条例（明治23年法律第23号）前の測量成果
→ 申請不要
その他（国土地理院HPの地図等）
→ 国土地理院コンテンツ利用規約
公共測量の測量成果
→ 公共測量を実施し測量成果を作成した各測量計画
機関へ申請

YES
どのような目的で地図を利用しますか？
（利用目的が以下に該当する）

学術論文に利用する
試験問題として利用する
テレビ番組等で短時間利用する
刊行物等に少量の地図を挿入して利用する※

□ YES

NO
どのような加工をしますか？
（利用方法が以下の利用例等に該当する）
紙地図をコピーして基図とする
地図画像データを背景図として利用する
複製承認を得て作成された地図を複製する 等
•
•
•

■ YES

複製の目的は？（複製の目的が以下に該当する）

YES

社内、サークル、同好会等においてのみ利用する
特定の者に対して提出する申請書、報告書等に複製物
を掲載する
博物館等においてパネル展示する

測量する者に地図等を提供するために複製する場合
（測量の用に供する場合）
刊行する場合
インターネット等により情報を提供する場合

NO
測量成果の複製承認申請
（測量法第29条）

どのような加工をしますか？
（利用方法が以下の利用例等に該当する）
調製し直して別種の地図を作成する
ベクトルデータ等をＧＩＳの背景図等に利用する
立体的な地図を作成する
空中写真をオルソ化する 等
複製した地図等を測量に利用する
（測量成果を複製した者が複製品を測量に用いる場合）
• 測量成果に対し、大量の情報の付加若しくは削除又は
著しい表現方法の変更等を伴うものであって、新たに作
成される測量成果が複製しようとする測量成果とは別
種の測量成果と判断される場合

申請不要
出所の明示をして利用

□ YES

NO

•

申請不要

■ YES

私的に利用する
学校その他教育機関で利用する
一時的な資料として利用する
イラスト的に利用する

別種の測量成果と判断される場合

YES

NO

測量成果の使用承認申請
（測量法第30条）

◎問い合わせ窓口 までご連絡ください

※刊行物等に少量の地図を挿入して利用 （刊行物等に内容を補足するため、以下の基準の少量の地図等を補助的に挿入する場合）
◇ 書籍、冊子、報告書、パンフレット等の場合
１ページの大きさに対し1／4以下の大きさで地図等の一部を掲載する場合
１ページの大きさに対し1／2以下の大きさで地図等の一部を掲載する場合 → 総ページ数の30％以内
１ページの大きさに対し1／2を超え、１ページに収まる大きさで地図等の一部を掲載する場合 → 総ページ数の10％以内
内容に合致する地図等の一部を書籍等の表紙に利用する場合
◇ Webサイト等の場合
300×400ピクセル以下の大きさで地図等の一部（ラスタ形式）を掲載する場合
300×400ピクセルを超え、画面に収まる大きさで地図等の一部（ラスタ形式）を掲載する場合 → Webサイト全体の中で5枚まで
（スクロール機能により画面の大きさ以上の地図等が見ることができる場合は、１枚でも申請が必要）

◎問い合わせ窓口 国土交通省 国土地理院 地理空間情報部 情報企画課 審査係
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番 TEL：029-864-4150（直） FAX：029-864-8285 お問い合わせフォーム
詳細については、「国土地理院の地図の利用手続き」を参照してください。http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html

