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平成１９年 「地理空間情報活用推進基本法（「基本法」）

はじめに

平成１９年：「地理空間情報活用推進基本法（「基本法」）

地理空間情報の活用を推進

国民が安心して豊かな生活を営む

地理空間情報の活用を推進

国民が安心して豊かな生活を営む
ことができる経済社会の実現

協国及び地方公共団体：協力して，基盤地図
情報の整備・更新・提供・活用に取り組む

「基本法」に基づく「地理空間情報活用
推進基本計画」の閣議決定

より利便性の高い基盤地図情報の効率的な整備
を進め，平成23年度までに概成するとともに，イン

推 本 」 閣議決定

を進め，平成23年度までに概成するとともに，イン
ターネットを利用して無償で提供



共通基盤となる地理空間情報

国土地理院：地理空間情報の基盤として誰もが共通に利用国土地理院：地理空間情報の基盤として誰もが共通に利用
できる電子国土基本図（地図情報）を整備

•1/25,000地形図に替わる新たな
基本図（ベクトルデータ）

•道路形状のほか、等高線による
地形や建物、土地利用の様子、
地名などを詳細に表示

•インターネット上で、様々な地理、様
的情報を重ねて表示することが
でき、地図を背景にした情報共有
が可能が可能

URL: http://portal.cyberjapan.jp/ 



電子国土基本図をベースにした情報の共有・発信

電子国土基本図(地図情報）：国及び地方公共団体などが行う国土

開Webでの公開によ
る情報発信

 様々な情報を発信することで、住

電子国土基本図(地図情報） 国及び地方公共団体などが行う国土
管理、危機管理、環境対策などに必要不可欠な情報

る情報発信る情報発信
様 な情報を発信する 、住
民サービスの向上が図れます。

危険箇所の写
真が見られる

工事箇所や通
行止め箇所が

確認できる

×

庁内での情報共有 防災・災害対応電子国土基本図

 災害発生などによる通行止め情
報等の共有ができます。

電子国 基本図
の利活用 庁内で様々な情報を地図上で

共有できます。

 帳票情報の見える化により、業
務の効率化・高度化が図れます務の効率化・高度化が図れます。

×



災害時に様々な情報を載せるための背景図として利用

電子国土基本図をベースにした情報の共有・発信

災害時に様々な情報を載せるための背景図として利用

地震対策用図（５万）

道路規制情報
災害情報集約マップ



電子国土基本図（地図情報）の更新の考え方

情報の鮮度を高めることが利用促進に不可欠情報の鮮度を高めることが利用促進に不可欠

•25000 レベルの情報：離島を含む全ての国土において、その
情報を効率的かつ確実に整備し提供することが必要

•2500 レベルの情報：国土管理上重要な地域、地物について、ルの情報 国 管理 重要な地域、地物に て、

さらに精度の高い情報としてできるだけ効率的に整備・更新して
提供することが必要

地理空間情報の高度活用推進のため

『「フレッシュマップ2011」電子国土基本図を中心とし『「フレッシュマップ2011」電子国土基本図を中心とし
た地理空間情報の整備・活用推進行動計画』を策定
（平成23年10月）（平成23年10月）



「フレッシュマップ2011」

目的目的
•電子国土基本図等の整備・更新及び行政機関等での活用促進に
関する、国土地理院の目標と行動内容を明確化。関する、国 院 目標 行動 容を明確化。
•対象期間は、平成23年10月から平成25年度末。

主な内容主な内容
１．活用推進のための取り組み１．活用推進のための取り組み
•行政機関向け：事務効率化に有効なツール等を提供。また、電子国行政機関 事務効率 有効 等を提供。 、電 国
土基本図等の活用による具体的な課題に対するソリューションを提案。
•民間事業者向け：電子国土基本図ベクタデータの提供、汎用的な
デ タ形式 の提供 更新予定の公表 差分情報の提供等を行うデータ形式での提供、更新予定の公表、差分情報の提供等を行う。
２．更新のための取り組み２．更新のための取り組み
•都市計画基図及び空中写真を活用して「面的更新」•都市計画基図及び空中写真を活用して「面的更新」
•行政面・防災面で利用ニーズの高い道路を、道路整備・管理者と連
携し、優先的に「迅速更新」
３．地域における取り組み３．地域における取り組み
•公共施設整備・管理者との連携は、地方測量部等が主体となり実施。



迅速更新と面的更新

更新に係る資源的制約がある中 全ての更新に係る資源的制約がある中、全ての
情報を 新の状態に更新することは困難

費用と効果を踏まえた優先度の設定が必要

国土管理上重要な内容を優先的に

費用と効果を踏まえた優先度の設定が必要

国土管理上重要な内容を優先的に
更新することを原則

迅速更新 特定 物等 変 部 を 新迅速更新 特定の地物等の変化部分を更新

様々な情報項目に関する更新に対するニーズ、更新の優先度、情報の入手
方法 応じ 更新 要する費用を踏まえた優先度を設定し 逐次 変化方法に応じ、更新に要する費用を踏まえた優先度を設定して、逐次、変化に
対応した更新を実施

面的更新 一定の地域の情報を面的に更新

地方 共 体 実施する都市計 基 新 合わ デ タ等を活地方公共団体の実施する都市計画基図の更新に合わせ、そのデータ等を活用
することを基本に、補完的な空中写真測量等を行い、着実に更新を進める



国民に対する情報提供効果 国土管理上 防災対策上の重要

迅速更新（道路に関する更新目標）

国民に対する情報提供効果、国土管理上・防災対策上の重要
性を勘案し、迅速更新の目標を下表のとおりとする。

※大規模な変化の場合とは、道路やインターチェンジの新設、又は車線数の増加
を伴う道路形状の変更で更新すべき距離が500m 以上のものとする。

※大規模な変化の場合について高速道路 国道指定区間以外であっても 道路整※大規模な変化の場合について高速道路・国道指定区間以外であっても、道路整
備・管理者から2,500 分1 以上の精度と世界測地系に準拠した位置座標を持つ計
画図CAD データ等が提供され、かつ、供用開始情報が概ね1 ヶ月以上前に提供
されたものについては、供用と同時に更新・提供を目指す。



行動計画に基づく電子国土の迅速更新

道路の迅速更新を実施した例（供用開始日に更新）

国道468号首都圏中央連絡自動車道

道路の迅速更新を実施した例（供用開始日に更新）

供用開始日：2012年3月25日

（八王子JCT～高尾山IC）



面的更新（更新の考え方）

都都 都 基 新 あわ 基1.1. 都市計画区域都市計画区域：：都市計画基図の更新にあわせて電子国土基本
図等を更新

2.2. 平野部の区域平野部の区域（都市計画基図が整備されない区域を含む）：主に
空中写真を活用して10 年以内に更新

3.3. 山間部の区域山間部の区域：大規模な地形改変（1㎢目安）があった場合につ
いて、空中写真撮影等を活用しできるだけ速やかな更新

今年度の面的更新実施予定地域は 国土地理院HPで提供中

、

今年度の面的更新実施予定地域は、国土地理院HPで提供中

電子国土基本図（地図情報）の更新電子国土基本図（地図情報）の更新

○都市計画区域内において 基盤地図情報の更新（一部初期整備）及びそれに

※

○都市計画区域内において、基盤地図情報の更新（ 部初期整備）及びそれに
合わせた電子国土基本図の更新を12,300平方キロメートルについて実施し、平
成25年4月より提供予定
電子国土基本図（オルソ画像）の更新電子国土基本図（オルソ画像）の更新 ※

資

電子国土基本図（オルソ画像）の更新電子国土基本図（オルソ画像）の更新
○都市計画区域内において、6,900平方キロメートルの空中写真撮影を実施し、
平成25年1月より提供予定



電子国土基本図（地図情報）整備の考え方

電子国土基本図は 基盤地図情報に地形や植生記号 注記等の一般的な電子国土基本図は、基盤地図情報に地形や植生記号、注記等の一般的な
上載せ情報を付加したものであり、逆に、電子国土基本図の中の地物（項
目）のうち主要な（骨格的な）ものを抽出したものが基盤地図情報

電子国土基本図（地図情報）と基盤地図情報を
一体のものとして整備

資料修正初期整備 即時修正 定期修正

初期整備
・更新

資料修正即時修正定期修正

・更新

データ調整

統合統合DBDB（仮）（仮）

25000レベル

2500レベル

25000レベル 修正箇所埋込み

データ
調整

電国地図情報電国地図情報DBDB基盤地図情報基盤地図情報DBDB

2500レベル

25000レベル

統合統合DBDB（仮）（仮）

2500レベル

非基盤地図項目

2500レベル
2500入替

調整

基盤地図情報基盤地図情報
製品仕様書製品仕様書 電国電国

取得基準取得基準

非基盤地図項目

統合統合DBDB製品製品
仕様書（仮）仕様書（仮） 一元化

基盤地図情報
閲覧用データ

基盤地図情報
DLファイル

電国地図情報
公開用データ

中小縮尺図
編集用データ

基盤地図情報
閲覧用データ

電国地図情報
閲覧用データ

電国地図情報
画像データ

閲覧用データ DLファイル 公開用データ 編集用データ

電国地図情報
画像データ

現行

基盤地図情報
DLファイル

中小縮尺図
編集用データ

電国地図情報
ベクトルデータ



電子国土基本図（地図情報）等の提供

電子国土基本図（地図情報）を含む 国土の基本的な地図電子国土基本図（地図情報）を含む，国土の基本的な地図
情報を，電子国土基本情報（仮称）として一般に提供予定

これまで国土地理院が整備してきた各データを全て
統合した上で、更に詳細な項目を追加したデータ統合した上で、更に詳細な項目を追加したデ タ

•基盤地図情報（2500）
基盤地図情報（25000）•基盤地図情報（25000）

•数値地図2500（空間データ基盤）
•数値地図25000（空間データ基盤）

統合・追加

•数値地図25000（空間デ タ基盤）
•数値地図25000（行政界・海岸線）
•数値地図25000（地名・公共施設）

•地図情報
地名等情報•数値標高モデル５ｍメッシュ（標高）

•数値標高モデル10ｍメッシュ（標高）

•地名等情報
•メッシュ標高情報
付属資料（主題情報）•付属資料（主題情報）



電子国土基本情報（仮称）と従来の数値地図類との比較

詳細は 国土地理院サイトのパ詳細は、国土地理院サイトのパ
ブリックコメント募集のページを
ご覧下さい。

http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-
RELEASE/kihonzu-20120514.html



基盤地図情報
● 電子地図上の位置の基準となるデータ 電子国土基本情報

電子国土基本情報（仮称）のイメージ

電 置 準

● 地図としての使い勝手も良い総合的な地図データ

地名注記擁壁
基盤地図情報
25000

基盤地図情報
2500

数値地図25000（空間データ基盤）
●ルート検索等GIS用に特化したデータ

植生記号 建物記号

他のデータ

（地名、標高、土地利用記
号、建物記号など）



電子国土基本情報（仮称）の刊行（販売）方法等

・刊行（販売）方法： Web 経由のオンライン刊行

整備地域 全国・整備地域： 全国

・刊行（販売）単位 ：２次メッシュ当たり170 円（検討中）。

利用者の利便性を考慮し 他に市町村や都道府県単利用者の利便性を考慮し、他に市町村や都道府県単
位での提供方法について検討中。

デ タ形式 JPGIS2 1(GML) シ プフ イル・データ形式： JPGIS2.1(GML)、シェープファイル

迅速更新 面的更新が実施された場合 ２次メッシ 単位で・迅速更新・面的更新が実施された場合、２次メッシュ単位で
データを更新

更新情報は 国土地理院HPで公開予定（背景地図の更新・更新情報は、国土地理院HPで公開予定（背景地図の更新
状況は、既に提供中）

上記のほか、簡易表示ソフト（ビューア）をWeb で無償提供



間引きした道路を「中心線」

簡易ビューアによる表現

間引きした道路を「中心線」
データから発生させた２条
線で表示した場合

全ての道路を「真幅道路縁」
データで表示した場合



オンデマンド地形図（仮称）

・電子国土基本図のベクトルデ タを使用して 現在書店で販売して・電子国土基本図のベクトルデータを使用して、現在書店で販売して
いる紙の２万５千分１地形図に比べて新しい情報を２万５千分１地形
図画像データとして提供。図画像デ タ 提供。

・利用者の要望に応じて、地形図の範囲（中心位置）、図式（記号の
色、記号の非表示）、磁北線の追加の有無、縦長・横長、解像度、

イ 形式（ ） サイズ（ 相当 相当ファイル形式（PDF、TIFF、JPEG）、サイズ（A3 相当、A2 相当、２万
５千分１地形図相当）が選択可能。



オンデマンド地形図（仮称）の出力サンプル



電子国土基本図のあり方検討会

経緯経緯

紙地図のほかラスター出力図あるいはWeb出力図など、出
力図等 表現される場合 おける課題が明らか力図等で表現される場合における課題が明らかに

利用される施設管理者 般ユ ザ等の観点から使いやすい利用される施設管理者、一般ユーザ等の観点から使いやすい・
見やすい地図の表現・内容を改めて考えることが必要

国の基本図として防災や施設管理への使用
比較的多数の人に見やすく便利な地図とする

1)今の時代にふさわしい読み方・使い方ができる電子国土
基本図のあり方基本図のあり方
2)地形図の役割・あり方 等

昨年度は２回開催外部の有識者による検討



あり方検討会における議論

図式表現・デザインについて

◇デジタル化が急速に進行する現在であっても人間の頭
の中は簡単にはかわらない 誰にでも読みやすい良質な

図式表現・デザインについて

の中は簡単にはかわらない。誰にでも読みやすい良質な
地形図を提供とする基本姿勢に立ち戻るべき。

●表現について２万５千分の１地形図を原点としつつ●表現について２万５千分の１地形図を原点としつつ、
今後刊行予定のオンデマンド地形図としての表現の検
討を行い、それからさらに進化しているとご認識いただ討を行い、それからさらに進化しているとご認識いただ
けるよう、取り組んでいきたい。

◇スケールが自在な電子国土基本図であるからこそ 紙◇スケールが自在な電子国土基本図であるからこそ、紙
地図が腐心してきた、スケールに応じた総描表現を検討
し改善することが望まれる。

●表記については真位置のデータを用いてできる限り
表示用ソフトを介してできる限り自動化で対応する方向
を考えたい。なお、表現が不自然な場合には対応を検
討する。



あり方検討会における議論

災害時の利用について

◇災害時において、例えば４車線道路の場所、災害時の拠点病院な
ど必要な情報が1枚の紙に記載されていれば、災害の緊急時・平素の

災害時の利用について

ど必要な情報が1枚の紙に記載されていれば、災害の緊急時 平素の

危機管理にも利用できる。国・県・市町村でニーズが違うので、ニーズ
に応じて選択して作り上げられるように配慮すべき。

●地図で示す情報を整理するための共通の白地図とし●地図で示す情報を整理するための共通の白地図とし
て電子国土基本図を共有ツールにしていきたい。そのた
め、電子国土基本図利用における便利な機能を組み込め、電子国土基本図利用における便利な機能を組み込
んだ「マップシート」を開発し、公的機関に配布している。

◇災害時に通れる道路と通れない道路の情報が随時入って◇災害時に通れる道路と通れない道路の情報が随時入って
くるが、その情報から随時変わっていく使えそうな道路を図
化できるとありがたい。

●災害時において随時入ってくる情報を整理でき共有
できるシステムを目指し、利用者の意見を取り入れ、場
合によっては訓練も実施し使いやすくしたい。



まとめ

• 電子国土基本図：情報の鮮度を高めることが利
用促進に不可欠用促進に不可欠

• 「フレッシュマップ２０１１」を策定し、効率的な更
新を実施新を実施

• 電子国土基本図と基盤地図情報の一体的整備電子国土基本図と基盤地図情報の 体的整備

• 国土の基本的な地図情報を、電子国土基本情
報（仮称）として提供報（仮称）として提供

• 防災の観点から使いやすく・見やすい表現等に表
ついて検討


