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本日の報告内容 

• 電子国土基本図について 

• 電子国土基本図の整備・更新について 

• 電子国土基本図の提供について 

• ①基盤地図情報 

• ②ラスタデータ 

• ③ベクタデータ 
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電子国土基本図について 

• 全国土の現在の状況を示す最も基本的な情報で、従来の2
万5千分1地形図をベースとしつつデジタル形式で整備更新
を行ってきた。 

• 道路、建物などの電子地図上の位置の基準である項目（基
盤地図情報）と、植生、崖、構造物などの土地の状況を表す
項目とを一つにまとめたデータ 

• 縮尺レベル25000の精度に限定することなく、より精度の高い
ものを含んだ我が国全域を覆うベクトル形式の基盤データ 
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電子国土基本図について 

電子国土基本図 

電子国土基本図（地図情報） 

電子国土基本図（オルソ画像） 

電子国土基本図（地名情報） 
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・空中写真を歪みのない画像に変換し、正
しい位置情報を付与したもの 
・国土や地域の管理上重要な平野部及び
離島について順次整備 

・地域や場所の名称を表す身近な情報 
・地理空間情報を利活用する上で位置を検
索する鍵となる基本的な情報 



電子国土基本図について 

• デジタル時代に対応した、新たな国土の基本情報であり、地形図・地勢図等の
基データとして、また地理院地図の背景画像として利用されているほか、数値
地図等として用いられている。 

• 電子国土基本図が今後一層利用しやすいものとなるよう、利用者からの意見を
もとにしつつ電子国土基本図のあり方検討会等で検討を行った。 

 

2万5千分1地形図 

ラスタデータ 

提供形態 

地理院タイル 

 
電子国土 
基本図 

 

付属
情報 

印刷図 
電子地形図 

電子国土基本図等 

・国土の現在の状況を示す
最も基本的な情報として全国
を統一的に整備・更新。 

・ユーザーニーズに対応し、
国土地理院保有データの活
用を勘案しGIS等で重ね合わ
せできるデータを付属情報と
して別途整備。 

ベクタデータ 

2千5百分1基盤地図情報 
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国土基本情報 

ｅｔｃ． 

ｅｔｃ． 



あり方検討会の提言について 

• 電子国土基本図が今後一層利用しやすいものとなるよう、利用者からの意見を
もとにしつつ「電子国土基本図のあり方検討会（委員長：法政大学森田教授）」
で検討→「利用者に価値ある使いやすい電子国土基本図を目指して」として提
言書をとりまとめ 
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データ取得・更新のあり方 
表現のあり方 
提供のあり方 
災害対策等行政分野での活用のあり方 



本日の報告内容 

• 電子国土基本図について 

• 電子国土基本図の整備・更新について 

• 電子国土基本図の提供について 

• ①基盤地図情報 

• ②ラスタデータ 

• ③ベクタデータ 

8 



電子国土基本図の整備について 

• 都市計画区域 
– 基盤地図情報項目：縮尺レベル2500以下で整備 

– それ以外の項目：縮尺レベル25000以下で整備 

地方公共団体等が整備した都市計画基本図や従来の2万5千分1
地形図を活用して整備 

• 都市計画区域外 
– 縮尺レベル25000以下で整備 

従来の2万5千分1地形図を活用して整備 
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2万5千分1地形図 

 
電子国土 
基本図 

 

付属
情報 

・国土の現在の状況を示す最も基本的な情
報として全国を統一的に整備・更新。 

・ユーザーニーズに対応し、国土地理院保有
データの活用を勘案しGIS等で重ね合わせで
きるデータを付属情報として別途整備。 

2千5百分1基盤地図情報 



電子国土基本図の更新について 

• 位置の基準となる基盤地図情報について、
地方公共団体等との連携の下、引き続き電
子国土基本図と一体となった整備・更新を
行う 
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基本測量に関する長期計画 
(本年4月に改定） 



電子国土基本図の更新について 

• 迅速更新：特定の地物の変化部分を更新 
– 様々な情報項目に対する更新ニーズ、更新優先度、情報入手方法
に応じ、更新費用を踏まえた優先度を設定し、重要な施設の更新を
素早く実施 

 

• 面的更新：一定の地域の変化部分を更新 
– 地方公共団体が実施する都市計画図の更新に併せ、そのデータの
活用を基本に、補完的な空中写真測量等を行い、着実に更新を実施 

背景：更新に係る資源的制約がある中、費用対効果を
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 
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迅速更新のイメージ 

区分 高速道路 
 

一般国道 都道府県道  その他の道路 

 
大規模な変化  
の場合※１ 

供用と同時に更新・提供 
 
供用後３ヶ月以内に更  
新・提供（※２） 

 
情報提供があったものについて、 
 
供用後６ヶ月以内に更新・提供（※２） 

 
上記以外  
の場合※２ 

 
情報提供があったものについて、供 
 
用後６ヶ月以内に更新・提供。 

 面的更新で対応  面的更新で対応 

（道路の迅速更新について） 

 

施設整備者・管理者 電子国土基本図 

工事図面等を供用開始前に
国土地理院へ提供 
 

※１ 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 
※２ CADデータ等により事前に情報提供があったものについては、供用と同時に更新、提供。 

・工事図面等をもとに更新 
・供用開始に合わせて公開 
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開通日更新の一例 

  国道441号網代バイパス 
(高知県四万十市)  

 平成26年2月15日新規供用 

最新道路網
の地図表示 

防災計画、災害対応
時の交通・輸送の検
討に不可欠 
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 都市計画区域 
  ・都市計画基図等の更新にあわせて更新 
 

 都市計画区域以外の区域 
  ・前回の更新から11 年以上経過したところについて、変化率が大 
   きい区域かつ前回の更新年がより古い区域から優先的に更新 
  ・前回の更新から一定以上が経過した区域は空中写真を撮影し、 
   それにより更新 

面的更新について 
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都市計画区域：地方公共団体の都市計画基図等のデータを活用  

都市計画区域以外の区域：空中写真を撮影・活用 

面的に
更新 



更新箇所は国土地理院のHPから確認できます 
  http://www.gsi.go.jp/kibanjoho/kibanjoho40025.htmlページ中、

迅速更新・面的更新実施状況 から確認できます 
 

更新箇所の確認 
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電子国土基本図の提供について 
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ラスタデータ 

提供形態 

地理院タイル 

印刷図 
電子地形図 

ベクタデータ 
国土基本情報 

 
電子国土 
基本図 

 

付属
情報 

・国土の現在の状況を示す最も基本的な情
報として全国を統一的に整備・更新。 

・ユーザーニーズに対応し、国土地理院保有
データの活用を勘案しGIS等で重ね合わせで
きるデータを付属情報として別途整備。 

ｅｔｃ． 

ｅｔ
ｃ． 



基盤地図情報について 

• 電子地図における位置の基準となる情報 
• 海岸線・道路縁・建築物の外周線など13項目（国土交通省
令で定められている） 

• 無償でインターネットにより公開 
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電子国土基本図と基盤地図情報 

• 縮尺レベルに限定することなく一体的に整備している電子国
土基本図より必要項目を抽出して提供 

• 迅速更新や面的更新で最新の情報を反映 

電子国土基本図 

迅速更新 

面的更新 

基盤地図情報項目の抽出 
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基盤地図情報の提供 

• 統合化された基盤地図情報を7月から提供予定 
• 今後は年4回の更新を予定（1，4，7，10月） 
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提供フォーマット 提供単位 種類（提供パッケージ） 

現在の 
基盤地図情報 

JPGIS形式 
JPGIS（GML）形式 

市町村 
単位 

・基盤地図情報（縮尺レベル2500） 
・基盤地図情報（街区の境界線及び代表点） 

県単位 
・基盤地図情報（縮尺レベル25000） 
・基盤地図情報（測量の基準点） 

統合した基盤地図
情報 
（平成26年7月から
提供予定） 

JPGIS（GML）形式 2次メッシュ単位 

基盤地図情報 
（補足：統合された縮尺レベル2500と縮尺レベ
ル25000のデータ、測量の基準点、街区のデー
タを提供） 
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ラスタデータの提供 

• 電子地形図 
• 地理院タイル（地理院地図で閲覧可能） 
• 多色刷2万5千分1地形図 
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など 



電子地形図 
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表現方法について 
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• 紙地図では実現できなかった、「オンデマンド」の地図表現を選択可能 
 建物の色（グレー・オレンジ・ピンク・赤） 
 陰影の有無（緑・グレー・なし） 
 等高線の色（褐・こげ茶・緑・ピンク） 
 高速道路（緑・赤・オレンジ） 
 国道（赤・オレンジ） 
 県道（黄・なし） 
 国道番号（番号標識・道路縁の片側に番号を記載） 
 鉄道（旗竿・太線） 
   等々・・・ 
 



表現方法について 
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建物：グレー 建物：オレンジ 

建物：ピンク 建物：赤 



表現方法について 
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陰影：なし 陰影：緑 

陰影：グレー 



表現方法について 
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等高線：褐 等高線：こげ茶 等高線：緑 

等高線：ピンク 等高線：（計）こげ茶 （主）ピンク 
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表現方法について 

高速：緑 国道：赤 県道：黄 高速：緑 国道：赤 県道：なし 

高速：緑 国道：オレンジ 県道：黄 高速：オレンジ 国道：オレンジ 県道：なし 
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電子地形図の種類 

現在は電子地形図25000のみの刊行 

電子地形図20万の刊行を予定（9月） 
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地理院タイル（地理院地図） 
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多色刷2万5千分1地形図 

• 長年にわたって親しまれてきた3色刷の2万5千分1地形図（印刷
図）をおよそ50年ぶりに一新 

• 多彩な色で表現した新しいタイプの2万5千分1地形図は、昨年
度に刊行を開始し、数年をかけて刊行範囲を順次拡大 
http://www.gsi.go.jp/chizuhensyu/chikeizu20130905.html 

http://www.gsi.go.jp/chizuhensyu/chikeizu20130905.html
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ベクタデータの提供 

• （基盤地図情報） 
• 数値地図（国土基本情報） 
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など 



数値地図（国土基本情報）の提供 
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• 基盤地図情報、数値地図シリーズ（空間データ基盤、行政界・
海岸線、地名・公共施設）及び数値標高データ（5m，10m，
50m メッシュ）をすべて統合し、さらに地図表現に必要な各種
のデータ項目を加え、多様な属性情報も持たせた、総合的な
地理空間情報 

• 面的更新や迅速更新に応じた電子国土基本図の更新内容が
適宜反映 

電子国土基本図 

迅速更新 

面的更新 



詳細： http://www.gsi.go.jp/kibanjoho/kibanjoho40027.html 

数値地図（国土基本情報）の提供 
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 • 地図情報、地名情報、メッシュ標高情報、付属資料の４種類の情報を提供 
• 地図情報は、電子国土基本図として整備している国土の全域を覆うデジタル
形式の情報 

• 地名情報は、居住地名、自然地名、公共施設、信号交差点のデータが含ま
れる 

• メッシュ標高情報には、基盤地図情報として提供している5mメッシュ標高・
10mメッシュ標高に加え、50mメッシュ標高のデータが含まれる 

• 付属資料は、地図情報以外の項目で、目的に応じ重ね合わせて活用可能な
情報項目（電波塔・記念碑・植生界・送電線など）。旧来の２万５千分１地形図
の情報に基づいて作成しており、データの確認・更新がなされていないものあ
る 
 
 



• 更新情報は、HPを参照 
  http://www.gsi.go.jp/kibanjoho/kibanjoho40044.html 

数値地図（国土基本情報）の提供 
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国土地理院の提供する地理空間情報等を
是非ご活用ください 

 
 

土地の測量及び地図の調製に関する施策を通じ
て、地理空間情報の活用を推進し、国民生活の向
上及び国民経済の健全な発展に貢献します。 

国土地理院は 

おわりに 
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