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欧州ＧＩＳ調査報告欧州ＧＩＳ調査報告

ＧＩＳ研究部

海津優 小城貴裕

諸外国における「地番・筆界情報の整備、情報提供」及び「街区、地番、建物レベル諸外国における「地番・筆界情報の整備、情報提供」及び「街区、地番、建物レベル

の位置参照情報の整備、提供」、「ジオコーディングサービスに関する動向」に関するの位置参照情報の整備、提供」、「ジオコーディングサービスに関する動向」に関する
事例調査事例調査

（国土地理院よりの受託調査）（国土地理院よりの受託調査）
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調査団の構成調査団の構成

小荒井衛 国土地理院

地理地殻活動研究センター

地理情報解析研究室長

海津優 ＧＩＳ研究部長

小城貴裕 ＧＩＳ研究部主任研究員

旅程旅程

２月２６日（日） 成田 ― パリ
２月２７日（月) 終日：ユーロジオグラフィックス（欧州地図協会）訪問
２月２８日(火) 終日：フランス国土地理院
３月０１日（水） パリ ― フランクフルト
３月０２日(木) 終日：ドイツ連邦測量局

夕刻：フランクフルト ― ハノーバー
３月０３日(金) 午前：ニーダーザクセン州測量局

午後：ハノーバー大学
３月０４日(土) ハノーバー ― フランクフルト ― ロンドン
３月０５日(日) 資料整理
３月０６日(月) 朝 ：ロンドン ― サウザンプトン

終日：英国測量局
夕刻：サウザンプトン ― ロンドン

３月０７日（火） ロンドン － 機内
３月０８日（水） 機内 － 成田
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欧州地図協会欧州地図協会

ＥＵ各国が共同で設
立した団体

強制力を持たないが、
2001年に各国が協力
に同意し、署名してい
る。現在41カ国に渡る
４７のメンバーがおり、
その範囲はEUよりや
や広い本部はＩＧＮの研修所に併設されている

ＥｕｒｏＧｅｏｇｒａｐｈｉｃｓのＥｕｒｏＧｅｏｇｒａｐｈｉｃｓの
製品及びサービス製品及びサービス

Seamless Administrative 
Boundaries of Europe （シーム
レス行政界データ： SABE ）
Euro Global Map(百万分の１
地図データ：EGM) 
Euro Regional Map(２５万分の
１地図データ：ERM) 
Coordinate Reference 
Service(座標参照サービス：
CRS) 
Euro Map Finder(メタデータ
サービス：EMF) 

海津、小城、Ｎｉｃｋ、小荒井、Ｌｕｚｅｔ



4

異なる国の協力の仕掛け異なる国の協力の仕掛け

著作権の扱いは「分割所有」の形
をとっている。EGはディストリ
ビュータ、オーナーは各国という了
解になっている。著作権のクレジッ
トは簡単のためEuroGeographicsと
なるが、実際は各国の部分につい
て各国が著作権を保有し、売り上
げから著作権料を分配される。
エンドユーザーアグリーメントと、
付加価値をつけて再配布するもの
のアグリーメントとがある。
アグリーメントはEGとで締結すれ
ば全てのメンバー国と締結したも
のとみなされる。
ユーザーはデータを画面で見るこ
とができるが、ベクトルデータの入
手はオフラインとなる。

フランス国土地理院フランス国土地理院
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ＩＧＮによるデータ作成ＩＧＮによるデータ作成

フランス国土地理院（ＩＧＮ）はフランスの測
量・地図に関する国家機関として、測地系
の維持、航空写真の繰り返し撮影、地理
情報及び地図の調製頒布、関連する技術
開発などに携わっている。ＩＧＮは基本的に
自前のデータと、大縮尺については国家
機関の地方部局が作成するデータを用い
て地図を作製している。

ＩＧＮのＧｅｏＰｏｒｔａｌＩＧＮのＧｅｏＰｏｒｔａｌ

EU指令２２．１１．０４により Geo Portal を作ることが定め
られており、現在多くのパートナーとの間でGeo Portalの
構造及び運営についての協議が進んでいる。

提供されるデータは、新鮮で重ねあわせ可能なもの、ま
た品質の保障がある点で公的なものを用いており、地表、
地下、建物等のデータが含まれる。

サービスの対象は、一般、行政機関、会社、研究教育機
関、専門家に分かれている。このサービスでは、比較的
大縮尺のものとして、IGNがサービスしているRGE（大縮
尺地図参照DB）の一部にアクセスできる。
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空路フランクフルトへ

（ドイツ連邦測量局）ＢＫＧ（ドイツ連邦測量局）ＢＫＧ
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州と連邦の役割分担州と連邦の役割分担

ドイツにおいては各州が大縮尺と地籍に
関する測量に責任を有することになってお
り、BKGは中小縮尺のみを扱っている。し
たがって、各州との協力が不可欠である。
1999年に各州と契約を結び、一定の料金
を払うことで著作権等の問題を処理した。
この契約は5年ごとに見直す

ＢＫＧのＧｅｏＰｏｒｔａｌＢＫＧのＧｅｏＰｏｒｔａｌ

BKGの連邦ジオデータセンターの立場は、
国内の合意によるものである。AdV-on 
lineにより、統一した情報を提供している。
地籍情報はまだ連邦のDBに入ってはいな
いが、各州のデータにアクセス可能なポー
タルができている

注）ＡｄＶ：Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der
Länder der Bundesrepublik Deutschland （ドイツ連邦州測量局間調整
会議）
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国家空間データ基盤に関する方針国家空間データ基盤に関する方針

２００１年２月１５日の連邦議会で、国家空
間データ基盤の構築促進に向けた施策を
求める決議があった。このために関係機関
連絡組織として、ＩＭＡＧＩが設立されている

連邦レベルの体制は日本に類似
注）ＩＭＡＧＩ：Interministerielle Ausschuss für Geoinformationswesen：地理

情報に関する関係省庁委員会

ニーダーザクセン州測量局ニーダーザクセン州測量局
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州の空間データ基盤整備州の空間データ基盤整備

ＡＡＡ：地形、地
籍、測地のドイツ
語での頭文字

大縮尺ベクトル地図データの整備状況大縮尺ベクトル地図データの整備状況

ベーシックランドスケープモデル 毎年２０％を航
空写真撮影し、維持

ＤＬＭ５０ ５千分の１から１万分の１

地籍図 １千分の１。建物を含む大縮尺地図

ＤＥＭ １２．５ｍメッシュで５０ｃｍ精度のＤＥＭを
作っている

ベクトルデータはＥＤＢＳという独自のフォーマット
にしたがっているが、２年間でＸＭＬ化する予定
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ＧＩＳ背景図としての道路台帳図（相当図）利用状況ＧＩＳ背景図としての道路台帳図（相当図）利用状況

地籍図がしっかりしているので道路台帳付
図のようなものは必要がない。

地籍図の縮尺は１千分の１

途中ガウスの生まれ故郷ゲッチンゲンを通る途中ガウスの生まれ故郷ゲッチンゲンを通る
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英国陸地測量部（Ｏｒｄｎａｎｃｅ英国陸地測量部（Ｏｒｄｎａｎｃｅ Ｓｕｒｖｅｙ）Ｓｕｒｖｅｙ）

地理空間情報戦略とアドレッシング地理空間情報戦略とアドレッシング

Ｄｉｇｉｔａｌ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ（ＤＮＦ）というＤ
Ｂを作っている

異なる主体が集めた地図を統一基図と単一識別
子を用いて結びつける。単なる重ねあわせでは
ない

デジタルデータの利用者は、データを収集して実
際使おうとすると、その労力の、時間にして２０－
５０％をデータの統一とクリーンアップに使ってい
るので、それをＯＳがやってあげることでビジネス
にしようとしている
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異なる主体が作成したデータの流通確保異なる主体が作成したデータの流通確保

着目点が異なる主体が作ったデータを集めて、統一性を持たすには
どうすればよいのかが問題
ＲＴＫ－ＧＰＳによる統一座標参照、単一識別子の存在が、全てのも
のを座標を介してつなぐ
ＤＮＦはＩＳＯ、ＯＧＣ等の既存標準を受け入れており、新規に標準を
作ることはしない
単一識別子（ＩＤ）は合筆があった場合は前の筆の情報を引き継ぎな
がら新しいオブジェクトを作る。新規にディジタイズすることはせず、
従前情報の全てのリストを含むオブジェクトにする。合筆があると、
前のＩＤは取り除くが、ＩＤ自体は新しいものになる
ＩＤは同定のみに用いられ、座標等の「意味」は属性として付与される。
したがって座標系の変更等があっても、属性を書き換えれば済むの
で、混乱が起こりにくい。

ＩＤ割り振りと精度ＩＤ割り振りと精度

筆は筆を使い、道路は交差点や曲がり角
等で適当に区切ってＩＤを割り振ってある

筆界の精度は都市４０ｃｍ、田舎１ｍであ
るが、６０年以上前から動いていない筆も
あり、その場合精度には若干問題はありう
る。

注）英国には地籍はなく、ownershipである。貴族の土地所有が極端に
大規模なので日本流の地籍は現実的ではない
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ＯＳはまだ直営が多いので地図編集工程も見学ＯＳはまだ直営が多いので地図編集工程も見学

ハノーバー大学ハノーバー大学

ＢＫＧと協力して行っ
ている地図の品質管
理に関わる研究の現
状について調査

Heipke教授より品質
管理に関する意見を
聴取
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データの品質点検データの品質点検

データとモデルの内部整合性の点検 →
機械的に自動で実行可能

データと現実の突合せ→ オルソ画像で
行う

ＧＩＳを用いて半自動修正 → 怪しいとこ
ろをオペレータに見せて確認を促す

工程管理と製品管理工程管理と製品管理

工程で管理すれば間違いがすぐわかり、手戻り
が小さくて済む

顧客は途中経過などには興味がないので、結果
が保証されていればなんでも良い

結果を買い取るものは製品管理、自ら生産する
ものは工程管理

発注者として工程をどこまでコントロールするか
はバランスの問題であって、一概にどちらが良い
というものではない
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調査結果のまとめ調査結果のまとめ

欧州諸国においても、我が国同様の電子政府政策の下、
大縮尺の地図データ整備と各種オンラインサービスの推
進をしている

大縮尺データを直接中央で扱うのは必ずしも効率的では
なく、多くの国で地方の所掌になっている

利用者の立場からは、同じ手続きを相手ごとに繰り返す
ことは非効率であり、中央に一括した配布機能とポータ
ルサイトが必要である。ＥＵ全体に関して、ＥＧがそのよう
な役割をしているほか、ドイツでは各州とＢＫＧの関係も
この点を考慮した関係にある
権利関係の調整は、欧州ではサービスを有償で行うこと
で処理している


