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2019 年 12 月 17 日
国土交通省国土地理院

昨年度に終了した部会のフォローアップ 「地図の利用手続のあり方検討部会」

近年、デジタルデータが普及し、オープンデータ化が推進されている状況を考慮し、
地図の利用手続のあり方について再点検し、地理空間情報の活用をさらに強力に進めて
いくための施策を提言するため、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」が設置された。部会では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き、平成 30 年 12 月、測量行
政懇談会から国土地理院長に報告書（提言）をいただいた。その後の関連する取組につ
いて、報告する。

１．この間の取組
○ 平成 30 年 12 月
第 22 回測量行政懇談会
「地図の利用手続のあり方検討部会」最終報告（別紙１参照）
○ 平成 31 年 1 月～
最終報告を踏まえた新たな運用へ移行するため、規程*1 の改正案を検討。
*1 基本測量の測量成果の複製の承認に関する基準及びその取扱いを定めた「測量法第２９条の規定に基づく承認

取扱要領」
（平成２０年国地達第１３号）等

地域における普及啓発を実施（産学官対象の説明会等で、報告書の概要を紹介）
○ 令和元年 7 月～8 月
測量法第 29 条の規定に基づく承認取扱要領の一部改正に関する意見募集（パブコメ）
○ 令和元年 11 月 7 日
パブコメ結果公表
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地図の利用手続緩和に関する報道発表（別紙２参照）、
国土地理院ウェブサイトでの広報、申請者への広報（チラシ配布等）
地方公共団体等への技術的助言の通知（全都道府県及び全市町村対象。その他、地
方整備局等国の機関、業界団体に連絡。）
○ 令和元年 12 月 10 日
新運用の施行
２．地図の利用手続の改正
主な改正点については、別紙 3 を参照。なお、別紙３の記載以外でも、承認を受けた
旨及び承認番号の明示の簡潔化、複製と使用の説明文の改善など、いただいた提言の内
容を規程に反映した。
３．公表後の反応
11 月 7 日の報道発表以降、多数のツイートあり（実 40 件以上、リツイートを含め
ると 1,000 件以上）。利用手続の緩和について、好意的に受け止められている。
４．今後の予定
国土地理院の本院・地測により、全国的な国・地方公共団体への広報活動を積極的
に展開。また、業界団体や一般利用者等への広報も積極的に進め、速やかな新運用
の定着化を図る。
引き続き、報告書（提言）に記載されている事項の実現に向けて取組を進める。
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別紙１

「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
•
•

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。

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

３．承認手続きの主な課題
•
•
•

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

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。

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

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

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

４．課題等への提言（主な事項）

デジタルデータ・IoT時代にふさわしい運用

（１）デジタルデータ・IoTの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。

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

※ 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

●
●

（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。

• 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

＋

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。
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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

（４）中長期的な課題

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

（３）その他関連する取組の拡充
• 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。

Web地図（地理院タイル）
のそのままの複製

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

別紙２
発表場所：国土交通記者会（資料配付）
：国土交通省建設専門紙記者会（資料配付）
：国土交通省交通運輸記者会（資料配付）
：筑波研究学園都市記者会（資料配付）
発表日時：令和元年 11 月 7 日(木)14 時

令和元年 11 月 7 日
国土交通省国土地理院

地図の利用手続を緩和します
〜申請不要の範囲を広げ、より簡便な利⽤環境を実現します〜
国⼟地理院は、令和元年 12 ⽉ 10 ⽇（⽕）に、地図等の利⽤⼿続の運⽤を改正します。改正
により、利⽤にかかる申請不要の範囲が広がることから、利⽤者がより簡便に利⽤できるようになります。
例えば、国⼟地理院の地図を書籍に挿⼊して掲載する場合、⼀部（地図帳や折り込み地図）を
除き出典の記載だけで利⽤可能となります。
国⼟地理院が刊⾏、提供している基本測量成果（地図）を複製して刊⾏したり、使⽤して新たな地
図を作成する場合は、測量法（第 29 条・第 30 条）に基づき国⼟地理院⻑への申請が必要になる場
合があり、予め、これらの申請が⾏われているところです。
近年、デジタルデータが普及し、オープンデータ化が推進されている状況を考慮し、国⼟地理院⻑の私
的諮問機関である測量⾏政懇談会（委員⻑ 清⽔英範東京⼤学⼤学院教授）の下で、地図の利⽤
⼿続のあり⽅について検討が実施され、報告書（提⾔）が国⼟地理院⻑に提出されました。
今回の改正は、その報告書（提⾔）を踏まえたものであり、申請を要する範囲を限定し、申請不要の
範囲を広げたものです。これにより、地図の活⽤促進が期待されます。
国⼟地理院の地図を書籍等に挿⼊して利⽤する場合の説明図
【改正後】

【従来】

掲載する地図の⼤きさや分量によらず、地図を挿⼊す
る場合は申請不要（地図帳、折り込み地図を除く）

以下の①〜③の場合は申請不要
① １ページの 1／4 以下の⼤きさの地図を掲載
② １ページの 1／2 以下の⼤きさの地図を、総ペ
ージ数の 30％以内で掲載
③ １ページの 1／2 を超え、１ページに収まる⼤き
さの地図を、総ページ数の 10％以内で掲載

【添付資料】 資料 申請不要となる範囲の拡⼤について
（問い合わせ先）
〒305-0811 茨城県つくば市北郷１番 国⼟交通省 国⼟地理院
地理空間情報部 電⼦国⼟調整官 福島 忍 TEL 029-864-6926（直通）
情報企画課⻑
島⽥ 久嗣 TEL 029-864-5962（直通）
FAX 029-864-8285
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別紙２－ 資料

申請不要となる範囲の拡大について

国土地理院

• 書籍・パンフレット等への地図の挿入は、申請が不要となります
 従来は、刊行物等に少量の地図を挿入して利用する場合、掲載する地図の大きさや分量に
より、申請が必要な場合がありました。
 今後は、掲載する地図の大きさや分量によらず、地図を挿入する場合は申請不要となります
（ただし、地図帳、折り込み地図は除く）

【以下除く】

【申請不要】
地図の挿入

地図帳

折り込み地図

• 経緯度等の位置座標のない成果品の作成は、申請が不要となります
 従来は、国土地理院の地図を、コピーやスキャンして刊行・ホームページに掲載したり、使
用して新たな地図を作成する場合は、位置座標の有無を問わず、申請が必要でした。
 得られた成果（成果品）に位置座標が表現されていない場合、その成果品については、現
実の利用のされ方として、ある地点の位置を一定の精度で把握する等の用途には用いられ
ないことを考慮し、今後は、国土地理院の地図を位置座標のない成果品の作成に利用する
場合には、災害対応の基礎になり、正確な位置座標が必要とされる管内図やハザードマッ
プ等の国土の管理に関わる地図情報を作成する場合*1 など一部の場合を除いて申請不要
となります。
経緯度等の位置座標のない成果品を作成する場合
（例：観光協会が、旅行者向けに、観光スポットを記載した地図を作成）

観光マップ

経緯度が、
どこにも記載
されていない

経緯度等の位置座標の
ある成果品の例
 紙地図の四隅に経緯度が記載されている

【改正後】

【従来】

申請不要

申請必要

*1 「国土の管理に関わる地図情報を作成する場合」とは

⃝「国土の管理に関わる地図情報を作成する場合」に該当する具体例
• 管内図（例：事務所管内図、事務所事業概要）、
• ハザードマップ（例：洪水ハザードマップ）、その他防災マップ
• その他国土の管理に関わる地図情報 （道路、河川、ダム、港湾、鉄道、空
港、都市開発、土地区画整理、上・下水道、農道・農地・圃場整備、不動産、
環境保全、資源・エネルギー 等）
⃝「国土の管理に関わる地図情報を作成する場合」に該当しない具体例
• 文化、保健医療、福祉、観光、防犯、交通安全 等（例：観光マップ、防犯
マップ、交通安全マップ 等）
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 デジタル地図に座標が含まれている

別紙３

国土地理院の地図の利用手続 主な改正点
令和元年１１月
国土地理院

※令和元年１２月１０日施行

１．申請不要となる範囲の拡大
下記の場合は、申請不要となります
• 書籍・パンフレットへの地図の挿入（地図帳、折り込み地図を除く）
※従来は、刊行物等に少量の地図を挿入して利用する場合、掲載する
地図の大きさや分量により、申請が必要な場合がありました。今後は、
掲載する地図の大きさや分量によらず、地図を挿入する場合は申請
不要となります（地図帳、折り込み地図を除く）
• 緯度経度等の位置座標のない成果品の作成（管内図、ハザードマッ
プ等の国土の管理に関わる地図情報を作成する場合など一部の場
合は除く（これらは災害対応の基礎になり、正確な位置座標が必要と
される ））
※従来は位置座標の有無を問わず、要件に該当する場合は承認が必
要でした。今後は位置座標を有しない成果物の作成に利用する場合
には一部の場合を除いて申請不要となります。

２．承認基準の見直し
従来、基本測量成果（基盤地図情報を除く）を何ら手を加えずにそのま
ま複製すること（デッドコピー）は承認不可としていましたが、基盤地図
情報のみならず国土地理院のWebサイトで提供している基本測量成果
を複製する場合には、デッドコピーであっても承認可能となります。
※ 上記は主な改正点です。上記以外の改正点や詳細については、国土地理院ウェブ
サイトをご覧ください。
地理院ホーム > 申請・承認 > 国土地理院の地図の利用手続
https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html
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