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国土地理院の主な地理空間情報関連施策 

 
１．はじめに 

国土地理院では，平成21年６月に，測量法及び地

理空間情報活用推進基本法を踏まえつつ，地理空間

情報が社会において一層有効に活用される地理空間

情報高度活用社会の実現に向け，基本測量に関する

長期計画を定めたところである．同計画においては，

国土地理院の行うべき施策として，①基盤となる地

理空間情報の整備，②地理空間情報活用のための環

境整備，③地理空間情報の活用推進に向けた連携と

研究開発の推進，を重点的に実施することとしてい

る． 

本稿においては，これらの施策の一環として推進

している重要施策のうち，基盤地図情報の整備及び

基盤地図情報の整備・活用推進のための環境整備，

Ｇ空間EXPO等を中心に紹介する． 

なお，重要な施策のうち詳細な解説を要するもの

については，この前後の原稿でも紹介しており，合

わせて参照いただければ幸いである． 

 

２．基盤地図情報の整備及び基盤地図の整備・活用

推進のための環境整備 

平成19年に施行された「地理空間情報活用推進基

本法」において，電子地図上の位置の基準となる地

図情報として，基盤地図情報を整備することが定め

られている． 

現在，地図縮尺レベル25000の基盤地図情報につい

ては，２万５千分１地形図データを活用しつつ初期

整備を完了して更新のステージにあり，また，都市

計画区域については縮尺レベル2500の基盤地図情報

の初期整備を中心に行い，更新に向けても準備をす

すめているところである． 

基盤地図情報の整備・活用の推進に向けた考え方

としては，平成21年７月に，「基盤地図情報のグラン

ドデザイン」（以下，「グランドデザイン」という．）

をとりまとめ公表し，現在それに基づき，基盤地図

情報の整備を行うとともに関係者間の連携施策の構

築等に取り組んでいる． 

ここでは，グランドデザインの内容，現在の整備

状況と関係者の間の連携の状況，政府の動き等につ

いて紹介する． 

 

２．１ 基盤地図情報のグランドデザイン（特に縮

尺レベル2500の基盤地図情報について） 

基盤地図情報は，異なる背景地図をもとに地理空

間情報が整備されることに伴う，地理空間情報間の

位置の不整合を回避することを主目的として整備し

ている情報である．また，基本法では，国が保有す

る基盤地図情報がインターネットを利用して無償で

提供することを原則と定めている．すなわち，基盤

地図情報は，誰もが利用できる社会基盤（公共財）

としての役割を果たすべきものとして位置づけられ

るものである．このような公共財としての役割を果

たすためには，基盤地図情報が，位置の基準として

の唯一性が確保されていること，位置の精度がニー

ズに応じてスパイラルアップされること，迅速な更

新を行い鮮度を確保すること，などの要件が求めら

れる． 

地理空間情報活用推進基本法において，基盤地図

情報は国及び地方公共団体により整備することとさ

れているが，国と地方公共団体が役割分担について

の共通認識を持たないままの状態で整備を進めるの

は適当ではない．国全体として最も効率的かつ精度

の高い基盤地図情報を整備するためのビジョンが必

要である． 

役割分担を考えるにあたり，関係する機関の有す

るノウハウなどを概観すると，国土地理院は，測量

法を所管し世の中に普及する地図の整備の重複を防

ぐとともに，精度管理に責任を有する機関として，

全国でシームレスな地図情報の整備･更新について

十分なノウハウを有しており，また必要な情報源の

確保の点についても，公共測量の手続きの遵守を通

じての対応が可能であるが，それだけで十分な情報

を得られるわけではない．一方で，他の国の機関あ

るいは地方公共団体の中は，基盤地図情報の精度向

図－１ 基盤地図情報のスパイラルアップのイメージ
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測量成果 

（電磁記録） 

 
集約化した基盤地図情報 電子国土基本図 

 
大縮尺地図の閲覧 

（電子国土Webシステ

ム背景地図） 
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大縮尺地図

良質な成果の整備

（電子納品含む）

設計図書等 

（電磁記録） 

国土地理院

関係者によるルール化 

（連携・協力内容の確認等）

 

図－２ 地域における連携･協力体制の構築 

上・鮮度の確保に必要な情報を，測量成果以外を含

めて数多く保有している場合が多いことも確かであ

るが，それら情報は，特定の行政目的で整備されて

いるものであり，全国でシームレスに基盤地図情報

を整備するために利用する，というインセンティブ

は大きくない．基盤地図情報の円滑な整備・更新に

あたっては，これら主体の立場を相互に補完する考

え方が必要となる．すなわち，国土地理院が基盤地

図の整備・更新に対して責任を持ち，その必要性に

ついて国の機関・地方公共団体などの理解を得つつ，

整備・更新に必要な情報の提供を受ける，という流

れを確立することが重要であると考えられる．基盤

地図情報のグランドデザインは，以上のような問題

意識，すなわち基盤地図情報の整備推進のため，国

全体として連携して取り組むことの意義とそのビジ

ョンを共有することを目的にとりまとめたものであ

る．この考え方が普及することで，基盤地図情報が

効率的に整備され，また確実に利用され，そしてそ

の利用の結果や精度や鮮度の確保・向上に必要な情

報が整備にフィードバックされる，それと同時に地

理空間情報への関係者の認識があがる，といった好

循環なスパイラルアップが実現することを期待して

いるものである（図－１）． 

具体的に，グランドデザインでは国・地方機関の

役割と国土地理院の責務について，以下のとおり整

理している（図－２）． 

 

１）国・地方機関の役割 

・測量法の規定（公共測量で作成した電子地図の写

しを，国土地理院に提出すること等）の遵守 

・地図（測量成果）の電磁的方式による整備の推進 

・集約化した（シームレスな）基盤地図情報を活用 

 した都市計画基図等の電子地図の整備・更新，位

置精度などの高精度化（スパイラルアップ），迅速

な更新のための連携・協力体制の構築 

・上記の取組を段階的に全ての国・地方機関，全て

の業務分野へ展開 

 

２）国土地理院の責務 

・平成23年度までに集約化した基盤地図情報の初期

整備，即時更新とスパイラルアップを継続実施 

・都市計画区域内は縮尺1/2500以上で整備し，都市

計画区域外の重要な平野部については電子国土基

本図（地図情報）の測量成果が活用できる範囲で

基盤地図情報の高精度化を図ることとし，縮尺

1/5000相当以上の精度の基盤地図情報を整備 

・集約化した基盤地図情報のインターネット無償提

供，地方公共団体の大縮尺地図の電子閲覧代行 

 

以上に加えて，民間においても，電子納品への対

応を含む，良質な成果の整備が必要となってくるし，

またこれら関係者によるルール化，連携・協力内容

の確認が必要になる． 

基盤地図情報のグランドデザインの中で，基盤地

図情報が的確に整備・更新されれば，概算で，都市

計画基図では２割～３割程度の整備コストの軽減が

期待される．また，他の地図整備時においても威力

を発揮することは間違いない．今後ともこの普及を

図るとともに，必要な地図等を確実に整備できるよ

う，２．３に述べる政府の取組とも連携しつつ，対

応していくこととしている． 

 

また，このグランドデザインについても，地理空

間情報の活用推進の観点から，さらに良いものとな
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るよう，引き続き検討を進めていくこととしている． 

 

２．２ 基盤地図情報の整備状況と整備に向けた関

係機関との連携状況等 

（１）基盤地図情報の整備状況 

平成22年４月１日現在，基盤地図情報の整備状況

は図－３のとおりであり，全国で地方公共団体約600

団体，面積５万km2が整備されている．地理空間情報

活用推進基本計画においては平成23年度中に概成す

ることとしている． 

また，整備された基盤地図情報は平成20年４月１

日よりダウンロードサービスを開始している（図－

４）．（http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html） 

（２）地方測量部における産学官連携の取組 

２．１に述べたとおり，各方面との連携を図るべ

く，ほとんどの地方測量部において産学官連携協議

会を設置し，平成21年度に８地方測量部・９地方（地

区）において，地方公共団体，地元の学識経験者，

産業界の代表等を交え，第１回目の会議を開催した．

現在は関係者への周知に向けた取組が中心であるが，

今後は，中部圏を対象に平成20年度より２年度にわ

たって実施した「広域における地理空間情報の整

備・更新モデル検討業務｣で得られた，構成する複数

の県や市町村，国の機関が連携して地理空間情報の

共有を行うことによる効果や連携スキーム，情報の

提供方法，基盤地図情報や地理空間情報の整備・更

平成22年４月１日現在提供地域

平成22年４月１日現在整備地域

平成22年度整備予定地域

地方公共団体数 約 600 団体 

面積 約５万 km2 

（平成 22 年４月１日現在） 

図－３ 基盤地図情報（2500 レベル）の整備範囲 

地物を選んでクリックすると，

その地物の属性情報がポッ

プアップ表示される 

電子国土Webシステムを利用し

て，基盤地図情報の描画イメー

ジを確認できる 

図－４ 閲覧サービスの表示イメージ 
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新手法等の知見について，全地方測量部において展

開することとしている．特に，基盤地図情報の利活

用効果について次の６点（①地理空間情報の品質向

上，②行政業務の効率化，③行政業務の高度化，④

地理空間情報の整備コストの縮減効果，⑤住民サー

ビスの向上，⑥研究・教育機関の利用の利活用効果）

にまとめた．これら効果は基盤地図情報が新鮮で高

精度に保たれていることを前提としている．すなわ

ち，グランドデザインの具現化である．こうした知

見等を各地域で共有されることにより，地域におい

て基盤地図情報のみならず地理空間情報の活用促進

がなされ，地理空間情報高度活用社会の実現の一助

となるよう必要な取組を進めていくこととしている． 

 

（３）更新のためのモデル事業の実施 

基盤地図情報の更新に向けたモデル事業も実施中

であり，平成21年度は，福岡地区，大阪地区をはじ

め，５つのパイロット業務を実施した．道路台帳等

を使用した更新手法の確立など，より高精度でかつ

鮮度の高い基盤地図情報の整備に向け検討をすすめ

ている． 

 

（４）測量計画機関における公共測量の円滑な実施

の支援 

基盤地図情報の整備・更新に当たっては，公共測

量成果が重要なデータ源になり得る．このため，国

土地理院では公共測量の普及啓発に取り組んでおり，

同時に公共測量を実施するに際しての作業規程につ

いて，公共測量に係る作業規程の準則（平成20年国

土交通省告示第413号）に準拠して電子納品を原則と

するよう指導助言を進めるとともに，測量成果の提

出の徹底に務めている． 

またそれとともに，測量計画機関の公共測量の実

施の円滑化，国土地理院の成果の審査の円滑化に資

するため，公共測量検査支援ツールを国土地理院技

術資料として整備し，一般に提供している（図－５）．

このツールでは，公共測量の計画機関において作成

された数値地形図データ等の表示機能，汎用フォー

マット等へのコンバート機能，作業規程の準則に準

拠した成果品等の確認機能も付与されている．この

ツールを利用することで，測量計画機関等における

GIS等の普及，基盤データ整備の促進があわせて期待

されるところである． 

（http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/public/sien/p

index.html） 

 

（５）基盤地図情報の主な活用事例 

また，国土交通省内での活用事例として，建築基

準法施行規則の一部が改正され，その運用指針にお

いては，道路情報登録閲覧システムの指定道路図の

基図として基盤地図情報の利用を推奨しており（シ

ステムを実際に運用するのは特定行政庁），また，道

路占用許可電子申請システムの背景地図として基盤

地図情報を利用する方向で検討がすすめられ，来年

に運用が開始される予定である． 

今後とも，一層の活用の推進に向けて取り組むこ

ととしている． 

図－５ 公共測量検査支援ツール（公共測量ビューア・コンバータの一部） 

エラーマークポイント

エラー箇所の強調表示
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２．３ 政府における基盤地図情報整備・更新に関

する検討チームの設置 

政府に設置されている地理空間情報活用推進会議

の地理情報システムWGにおいて，「基盤地図情報整

備・更新に関する検討チーム」）（以下，「検討チーム」

という．）の設置が了承され，４月８日に正式に設置

された． 

検討チームは，基盤地図情報の整備・更新・活用

の連携を図り，地理空間情報の活用を推進するため

には，各種の法定図書の整備を規定する法令を担当

する各府省等との連携・強力が不可欠であり，その

ための関係府省間の実務調整を図ることを目的とし

て設置している． 

体制としては，国土地理院の企画部長を議長，事

務局を国土地理院の関係課室に置き，総務省，法務

省，農林水産省，国土交通省の課室長クラスを構成

員としている． 

国土地理院では，今後この検討チームを中心に，

我が国において基盤地図情報の整備・更新・活用を

推進するために必要な対応を精力的に実施すること

としている． 

 

 

３．Ｇ空間EXPOの開催に向けた取組について 

地理空間情報活用推進基本法に基づき地理空間情

報高度活用社会の実現を図るためには，社会のニー

ズをとらえた施策を実施し，技術開発や多様なサー

ビスの展開を実現すること等が重要であり，産学官

の連携が必要である．このため，地理空間情報に係

る課題認識と情報の産学官の間での共有を図り，も

って，地理空間情報の効果的な活用を推進すること

を目的として，平成 20 年 10 月に「地理空間情報産

学官連携協議会」が設置されたところであるが，そ

の下のワーキンググループのひとつである「Ｇ空間

EXPO に関するワーキンググループ」（以下，「WG」と

いう．）では，産・学・官の連携のもと初めて開催す

るイベント「Ｇ空間 EXPO」の開催準備を進めている． 

「Ｇ空間 EXPO」は広く国民一般を対象とし，衛星

測位の利用推進や地理空間情報を活用した産業創出

を目指して，新産業の創造に寄与する講演会やシン

ポジウム，新商品・新サービスの展示会，産学官の

関係者の情報交換会等を同時に開催し，新たな産

業・サービスの創出や既存のサービスの高度化・発

展に関する，民間の提案や創意工夫を掘り起こすこ

とを目指している． 

国土地理院は WG において幹事を務めるとともに，

図－６ Ｇ空間 EXPO パンフレット（一部） 
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Ｇ空間 EXPO においては，諸外国より有識者を招いて

各国の基盤地図情報に関連する施策取り組み状況や

利活用事例の紹介，意見交換等を行う「基盤地図情

報フォーラム」をはじめとして，各種シンポジウム

や施策の展示コーナー，体験学習コーナー等の設

置・運営を予定している（図－６）． 

 

○開催期間：平成22年９月19日（日），20日（月・祝），

21日（火）の３日間 

○開催場所：パシフィコ横浜 横浜市西区みなとみ

らい1-1-1 

○開催内容：基調講演，シンポジウム，展示会・体

験型催しなどを想定 

○訴求対象：広く国民一般（小学生～大人）を対象 

○入場料：無料 

○主催：Ｇ空間EXPO実行委員会 

 

４．おわりに 

基本測量に関する長期計画においても示している

とおり，インターネットの普及等により国，地方公

共団体，民間，個人等が様々な地理空間情報を利用

する，あるいは発信する機会が増加し，これまで以

上に広く地理空間情報が活用され，それによって安

全で安心できる社会，豊かで暮らしやすい社会など

への展望を描けるようになっている．また地理空間

情報提供などの公共サービスあるいは民間サービス

も浸透しつつある． 

国土地理院としては，基盤となる地理空間情報を

公共財として整備を推進する，という従来の施策は

もちろん重要であるが，精度のよい地理空間情報（測

量成果）が多く生み出されるよう公共測量行政を展

開すること，関係者間の連携・意見交換が円滑に出

来る仕組みを構築すること，またこれらの推進に役

立つ研究開発を実施すること，そしてこれらの取組

をも有機的に関連付けつつ地理空間情報の活用が推

進するための環境を整備することにも，重点的に取

り組むこととしている． 

基盤地図情報のグランドデザインは，その具体化

に向けた出発点である．測量法，地理空間情報活用

推進基本法，地理空間情報活用推進基本計画などの

理念や内容を改めて徹底することは，広く関係者に

地理空間情報の活用推進への理解をいただく重要な

ステップではあるが，一方でそれだけでは実際に地

理空間情報が活用される裾野が広がることには必ず

しもつながらない．グランドデザインでは，これを

補強するため，基盤地図整備・活用を主眼におきつ

つ，連携・協力に向けた実行の方法，すなわち処方

箋を規定したが，今後さらなる拡充が必要である． 

また，地理空間情報あるいは基盤地図情報は，実

際に活用していただいて初めて，その便利さ・必要

性とともに，その重要性を実際に認識していただけ

る，という側面も否定できない．地方の産学官の連

携の取組では，実際に多くの国や地方公共団体の担

当官が実際に基盤地図情報等に触れる機会を提供す

ることも，今後重要な取組になってこよう．産学官

の連携の取組の中で，そういった議論が出てくるこ

とも期待したい． 

Ｇ空間 EXPO についても，国全体で取り組む普及啓

発の場として，積極的に取り組んでいきたい． 

国土地理院では，以上示した各種施策をはじめ，

基本測量に関する長期計画に示す各種施策を的確に

実施することにより，地理空間情報の活用推進に向

けて鋭意取り組むこととしている． 
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