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地理空間情報の概要と動向
Outline and Recent Trend of Geospatial Information
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古より人は地図による情報管理を行ってきた。地図は測量技術の進歩とともに正確さを増し，今日の情報
技術とともに多くのサービスと連携しつつある。同時に，社会基盤情報としての標準化が進められている。
本稿では，地理空間情報の作成から活用，そして標準化動向について概説する。
Human beings have done information management by the map since old. The map promotes
accuracy with the advancement of the surveying technology, and is cooperating with a lot of
services with today's information technology. Standardization as social infrastructure information is
advanced at the same time. In this text, practical cases and the standardization trend are outlined
from making geospatial information.
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1

はじめに

地図という情報管理手法は，人が自然界で生き
残るために考案した知恵の一つといえる。狩猟採

本稿では，地理空間情報の作成過程や利用事
例，標準化動向について紹介する。

2

地理空間情報の作成

集時に個人の記憶を助けるメモから，家族や地域

広域の地理空間情報を取得するには，人工衛

の知識共有，国家の経済発展や軍事競争，そして

星・航空機・ヘリコプター等をプラットフォーム

民間に GPS の普及した現代に至る道筋は，地図

として用い，デジタルカメラ（航空写真）
・レー

の発展と標準化への歴史でもある。

ザー測距装置（LiDAR）等により行う。
（図 1）

地図作成の基本は地上測量である。19 世紀初
頭に伊能忠敬により全国の海岸線測量が行われた
ことは，広く知られているところである。20 世
紀に入り航空機が発明され，軍事目的により空か
ら写真による地図作りが始められた。日本におい
ては，国土復興の求めもあり，民間でも戦後に航
空写真測量が実施されていく。
このようにして発展してきた地図とは，ある世
界をある縮尺で表現したものである。地図上に表
図1

現されているシンボル等は，実在する場所に対応
する情報を有している。そのため，我々は地図を
頼りにして目的地へたどり着くことができる。

航空機によるデータ取得

以下，航空機から航空写真および LiDAR を用
いた地理空間情報の作成を紹介する。

近年，こうした「位置」や「場所」の添付され
た情報を総称して「地理空間情報」と表現するよ

2.1

航空写真

うになってきた。例えば，場所を特定できる「東

航空写真から地図を作成する例を紹介する。

京タワー」というラベルや，緯度・経度のような

処理は，データ取得・解析・図化に大別できる。

座標値も地理空間情報であり，地図もその一つに
位置づけられる。



（図 2）
人は左右の目が為す視差により，奥行きを感じ
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空間情報としての地図が作られる。
2.2

レーザー測距装置（LiDAR）

LiDAR は，詳細な地形を調査する目的で近年
多く利用されている。処理は，データ取得・一次
図2

データ取得から地理空間情報の作成（航空写真）

解析・二次解析に大別できる。
（図 3）

て空間を認識できる。航空写真も同様に，離れた
位置から撮影した視差のある一組の写真（ステレ
オペア写真）により，三次元情報を得ることがで
きる。
地図を作るには，写真から正確な座標を読み

図3

取れなければならない。そのためには撮影時のカ

データ取得から地理空間情報の作成（LiDAR）

メラの位置（x y z）と姿勢（κφω）を知る必

データ取得は，空中から地上へ向けてビームを

要がある。従来は写真に写っている三角点等既知

連続発射（数万～十数万回／秒）する。そして装

の座標から，空中三角測量という手法で求めてい

置の空中の位置と姿勢から対象の座標を求める。

た。現在は，航空機上の GPS や IMU（慣性計測

ビームが持つ広がりのため，樹木等では一部が表

装置）そして電子基準点の利用で効率化が進んで

面で反射，最終的に地盤から反射する。これを解

いる。

析し，樹木等を含む表層モデル（DSM）と地盤

撮影時の位置・姿勢情報に基づいてステレオ

だけの標高モデル（DEM）という，2 つの地理空

ペア写真を配置すると，写真の重複部分を立体的

間情報を作成できる。これは航空写真測量にない

に見ることができる。この装置を図化機といい，

特徴である。
（図 4）

アナログ式では物理的にフィルムを配置していた
ため，装置も大型であった。今日は PC で同様の
環境を再現する計算を行い，立体眼鏡を用いるこ
とでコンパクトな作業環境を実現している（写真
1）。図化機により，写真上の正確な座標を読み
取ることができる。この座標自体，地理空間情報
である。

図4

DSM と DEM による地形断面

DSM と DEM から更に目的に応じた処理を行
うこともある。この事例を次に紹介する。

3

地理空間情報の利用

電力事業者は，発電した電力を消費地域まで，
送電線により送る。送電線は全国を縦断してお
り，その多くの部分は国土の大部分を覆う山岳・
森林地域にある。送電線を維持していくために
は，施設そのものの劣化を防ぐこと，そして樹木
写真 1

デジタル図化機による作業（図化名人）

図化とは，地図に必要な情報を図化機により描
画することをいう。こうして，航空写真から地理

や人工物など，周辺環境への対応が必要である。
基本は巡視による問題の早期発見である。
樹木については，送電線との接触による停電リ
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スクがある。これを巡視により判断することは難

地理情報のメタモデル（モデリング規則等）か

しい。送電線の弛みは気温や電流により変化する

ら符号化，品質評価に至る広い範囲で標準化を進

上，送電線の風による揺れ，樹木の成長や風等に

めている。データとして実体化する符号化は ISO

よる倒木を考慮する必要があるためである。

19118 で定められたが，その後，業界団体であ

そこで，DSM と DEM から樹木座標と樹木高

る OGC（Open Geospatial Consortium）によ

を抽出し，樹木成長率や倒木，送電線の揺れを考

り策定を進められていた GML も ISO 19136 と

慮して，接近する樹木を抽出するシミュレーショ

して追加されている。

ンが行われている。（図 5）

1）

4.2

JPGIS 2.1

JPGIS（地理情報標準プロファイル）につい
て，国土地理院では下記のように紹介している。
JPGIS とは，地理情報の分野におけるさまざ
まな標準規格をひとまとめにし，データの作成
や，使用の際に最低限守るべきルールを整理し
た標準です 2）。

JPGIS の初版は，JIS および ISO を引用して
2005 年 1 月に公開された。この時点での符号
化 規 則 は， ド ラ フ ト 版 の ISO/DIS 19118 に
基づく日本独自の規定（付属書 8）であった。
2008 年 4 月公開の Ver.2.0 からは，符号化規
則を ISO 19136
（GML）も選択可能となってい
る。最新版は Ver.2.1 である。
JPGIS の推進は，2008 年 4 月に閣議決定し
た地理空間情報活用推進基本計画に基づき，関係
行政機関相互の連携で進められている。
図 5 送電線周辺の DSM（上）と樹木接近シミュレーション（下）

4.3
シミュレーションにより接近する樹木の位置を

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法（以下，基本法）

机上検討することで，巡視を効率化できる。

は 2007 年 5 月 に 成 立 し，NSDI 法（National

4

Spatial Data Infrastructure：国土空間データ

標準化動向

基盤）とも呼ばれている。基本法第三条（基本理

地理空間情報はアプリケーションごとに独自の

念）では，基盤地図情報等の地理空間情報は国民

形式で管理されることが多く，相互運用性の問題

生活向上に不可欠な基盤であり，適切な整備およ

からコスト増につながっていた。こうした不便を

び提供を行うとされ，社会インフラとの位置づけ

解消するため，標準化が進められている。

がわかる 3）。
これを受けて，国土地理院は基盤地図情報の整備

4.1

ISO/TC211 と ISO19100 シリーズ

を進めており，ダウンロード提供や電子国土Web

地理情報は ISO の専門委員会 TC211 で標準

システムによる閲覧サービスを始めている 4）。ダウ

化が進められ，ISO 19100 シリーズにまとめら

ンロードにおいて，前述した 2 種類の符号化形式

れている。JIS では JIS X 7100 シリーズが対応

が選択できるようになっている。

する。

10

基盤地図情報の一つとして，2009 年 1 月より
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全国分の 10m メッシュ標高データが揃い，公開
されている。従来は 50m メッシュが CD-ROM
で販売されていたため，より高密度な地形情報を
無償で利用できるようになった。

最後に，基盤地図情報を利用するためのフリー
ソフトを紹介する。
国土地理院は，JPGIS データの表示やシェープ
形式（拡張子SHP）へ変換機能のあるフリーソフ
トを公開している。今のところ，シェープ形式に

4.4

将来動向

変換したほうが，対応ソフトが多く扱いやすい。

現在 ISO/TC211制定が進められているトピッ

シェープ形式を扱えるフリー GISにQuantumGIS

クの一つとして，PI（Place Identifier）の IS 化

（http://www.qgis.org/）がある。フリー GISとし

がある。PI は日本発の提案であり，国内部会によ

て歴史の長いGRASS（http://grass.itc.it/）との

り精力的に取り組まれている。昨年 NWIP として

連携や，ベクタデータの編集ができる。

成立し，2011 年の IS 化を目指している 。
5）

フリーで地理情報を扱うソフトの多くは，内部

人の会話では，リビングでテレビという名称

で Proj.4
（http://trac.osgeo.org/proj/） と い

（場所識別子）を示すことで，位置を伝えられ

うライブラリを使っている。地理情報を扱うには

る。それは，当事者間で暗黙に合意されているリ

投影法操作が不可欠であり，直接座標値を扱うに

ビングという空間参照系があるためと解釈でき

は非常に有用である。設定例を表 1 に示す。

る。PI では，「空間参照系」と「場所識別子」の

表1

ペアにより，この認識に近い記述を試みている

投影法

パラメータ

（図 6）。同じ位置でも，ロボットであれば別の参

UTM

+proj=utm +ellps=GRS80 +zone=54
+units=m +no_defs

照系による表現が理解しやすいだろう。

図6

RFC4151 に基づいた PI の表記例

人とロボットのそれぞれに理解できる PI 表現
を，「PI 基盤システム」を介して相互変換する仕
組みも検討されている。PI と測位技術を組み合わ

Proj.4 の設定例（関東付近，世界測地系）

平面直角座標系

+proj=tmerc +ellps=GRS80
+lat_0=36.0N +lon_0=139.8333E
+k=0.9999 +units=m +no_defs

ここで，平面直角座標系とは日本国内の地域ご
とに定めた歪みの少ない投影法である。
地理空間情報の入手が容易になり，フリーソフ
トも利用しやすくなった。試してみて欲しい。

せることで，新しいサービスが期待される。

5

おわりに

地図を包含する概念である地理空間情報につい
て，作成過程から利用，標準化を見てきた。標準
化の動きは基本法によって加速しており，基盤地
図情報等による地図利用の広がりが期待される。
ラベルや住所，座標で表現される地理空間情報
は，ブログをはじめ，既にインターネット等に多
数存在している。PI 基盤システムのような仕組
みの実現は，これらも地図に重ねられる情報とし
て扱うことを可能とする。そして位置をキーとし
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