
特 集「ＧＩＳ」－事務局レポート－ 
 

１．「はじめに」に代えて－最近の新聞記事から－ 

 

  「地理情報の利用拡大――災害予測や出店調査、応用システム多彩に」 

               

 各種の統計データの処理結果を地図と組み合わせてパソコン画面上に表示する地理情 

報システム（ＧＩＳ）の関心が高まってきた。応用範囲は従来の都市のインフラ整備・ 

管理から災害予測や復興状況の把握、外食産業の出店計画調査など多方面にわたってい 

る。ソフトウエアの品ぞろえも豊富になってきた。 

 東京海上火災保険は、日本列島に台風が襲来した時の風災被害による保険金支払額を 

パソコンで推定できる台風損害評価システムを開発した。過去の台風や観測の記録をパ 

ソコンに記憶させておき、台風の経路や規模などを自由に設定できる。このシステムの 

活用で被害の査定が迅速にできるようになった。 

 神戸大学総合情報処理センターの福島徹助教授の研究グループは建設省建築研究所と 

協力して、九五年に起きた阪神大震災による神戸市の被害状況とこの三年間の復興の進 

み方を把握することのできる分析システムを開発した。五十万棟を超える建物の被害度 

データをその度合いに応じて色分けしてコンピューターに読ませ、自動的に統計処理で 

きるようにした。 

 日本マクドナルド（東京・新宿）は地域特性と販売戦略を結びつけて、出店計画の調 

査をスピードアップできるシステムを開発した。コンピューターの専門家でなくても簡 

単に操作できるようにしてあり、利用者はパソコン画面と対話しながら出店計画エリア 

の商圏の特性や顧客層の分析、販売予測ができる。 

 同社はこのシステムにより担当者の調査にかかるデスクワークに必要な時間が大幅に 

短縮でき、出店予定地に出かけて判断する時間を多くさけるようになったという。この 

ようにＧＩＳでは地図と各種のデータを組み合わせて処理、表示することでこれまで不 

可能だった多面的なアウトプットができるようになる。 

 利用者が自分の業務に合ったシステムを簡単に構築できるソフトも発売されている。 

ソフトメーカーがＧＩＳの基本機能を提供しており、利用者は適用業務部分だけを作成 

すればよい。最近のパソコンが高性能化したおかげで、高度の機能も低価格で利用でき 

るようになった。 

 インフォマティクス（東京・品川）が開発した「ＳＩＳバージョン４」ではＧＩＳに 

必要なデータ構築や表示、編集、検索、分析、出力、それに三次元表示などの高度な機 

能をサポートしている。パソコンで処理できるので、広く使われている表計算ソフトな 

どとの連動も可能になった。 
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 航空測量大手の国際航業が製品化した「アースファインダー」は、基本機能をまとめ 

たコア部分と業務で共通に利用されるインダストリーエンジン部分、それに利用者別の 

固有適用業務部分で構成する階層構造。ＧＩＳに組み込む各種のデータベースの購入や 

、組み込みの一括窓口をするサービスも提供し、簡単にシステムを構築できるように工 

夫している。 

 ベンチャー企業、ドーン（神戸市）は三次元処理や時系列制御、トポロジー解析とい 

ったＧＩＳの高度な基本部分を提供する「ＧｅｏＢａｓｅ」を開発した。利用者は適用 

ソフトを自由に開発し、ドーンはそれにＧＩＳの高度な機能を部品として提供するとい 

う発想だ。 

 このような関心の高まりを背景に行政もＧＩＳの基盤情報整備に乗り出している。建 

設省国土地理院は首都圏や近畿圏の１／２，５００空間データや地図画像をＣＤ―Ｒ 

ＯＭ（コンパクトディスクを利用した読み出し専用メモリー）に収録した「数値地図 

２，５００」を発売し、自治体や民間企業のＧＩＳ構築を支援している。 

 パソコン対応のソフトを発表以来、ソフトメーカーには今までＧＩＳを使っていなか 

った業種の企業からも利用の問い合わせが寄せられている。今後、ＧＩＳの新しい利用 

分野が急速に開発されそうだ。 

 

（日経産業消費研究所 主席研究員 江口正人：（ 98/ 1/16  日経産業新聞 ）） 

 

 

２．「ＧＩＳ」とは 

 「地理情報システム」とか「地図情報システム」とかごく略式に「電子地図」とか言わ

れているが、「地理情報システム」が最も一般的な使われ方である。すなわち Geographic 

－Information－System の訳である。ではそもそも「地理」とは何であろう。三省堂の辞・

典・盤の「岩波国語辞典」によると「(1) 山川・水陸・気候・人口・都市・産業・交通な

ど、土地の状態。(2) その土地の事情。様子。＜あの辺の―に明るい＞」とある。 

 下の概念図に示すように仮想空間（仮想の地理：電子地図）の上に属性情報すなわちデ

ータベース化された数値、文字、画像等の情報を関連づけ整理・統合・表示する事により、

解析業務を行うものである。 

 技術的な解説はその種の書籍に譲ることにし、ここではデジタル化のなせる技と理解す

れば十分であろう。また専門的には、業務の目的ごとにさらに厳密な定義があるようであ

るがここでは深く立ち入らないこととする。 

  

 

３．ＧＩＳの概念               
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現実空間

仮想空間
(電子地図 ）

さまざまな情報

整 理 ､統 合 ､表 示

ﾃ ﾞｰﾀﾍ ﾞｰｽ

（属性情報）

 

   （デジタル化の効果） 

      ◆情報作成の迅速化・省力化・高度化 

（デジタル情報の共有化により､重複投資を排し省スペース、メンテナンスの         

分散を実現） 

            ・安全性確保→ｺﾋﾟｰ による分散 

            ・操作の容性易→紙は重く煩雑、劣化 

            ・分担、結合→ 図面間(ﾖｺ)、部門間(ﾀﾃ) 

           ・集計、検索、加工の容易性→時間短縮、工数削減、 

            ・シミュレーションの容易性→代替え案検討、訴求力大 

            ・視覚化による説得性→合意形成 

 

４．従来からのＧＩＳの利用例 

  （下記８．都市計画の場合の例参照） 

（１）公共・大規模組織 

     ・ 人口１００万以上の都市。 

     ・東京ガス、大阪ガス 

（２）定型業務 

    ・施設台帳の更新、管理業務 

    ・消防などの緊急対応業務 

 

 

５． 最近のＧＩＳの利用状況 
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（１）中小区市町村における導入検討 

    ・固定資産税評価：４割以上が数値地図データ整備。 

  ・都市計画等を中心に全庁的整備検討。 

  ・個別業務における導入進展（福祉、防災等） 

（２）民間利用 

    ・カーナビゲーション用地図の整備：(財)日本デジタル道路地図協会 

    ・スーパーマーケット、外食産業等の出店計画   

    ・新聞販売店の顧客管理 

    ・テレビ中継車両の運行管理・位置決めシステム：日本テレビ放送網(株)、                         

 

６．データ整備の状況 

・建設省国土地理院 １／１０，０００（阪神・淡路大震災で活用） 

    ・(財)日本建設情報総合センター １／２，５００ 

    ・地籍図           １／１，０００～１／５００ 

       （「多目的地籍システム整備マニュアル」、国土庁 1995）  

           ：ＧＩＳ整備のガイドライン、 データフォーマットの標準化 

    ・固定資産税課税業務 

（「評価センターが推進する固定資産現況調査事業」「固定資産現況調査                  

標準仕様書」、(財)資産評価システム研究センター1995） 

           ：地番図、土地・家屋現況図の作成、利用方法のガイドライン 

    ・国政調査データ、事業所統計、工業統計、商業統計等社会経済統計データ 

           ：総理府、通産省 

    ・農政行政、「農地の管理」（農村情報システム協会 1996） 

            

（国の最近の動向） 

◆国土空間データ基盤整備への取組：  阪神・淡路大震災を契機にした危機管理意識の  

向上 

H7.3.17「国土空間ﾃﾞｰﾀ基盤整備議員連盟」発足 

H7.8.7「空間ﾃﾞｰﾀ基盤整備委員会」（建設省）   

H7.8.8「GIS 研究会｣ 

H7.9.26 「 地 理 情 報 ｼ ｽ ﾃ ﾑ （ GIS) 関 係 省 庁 連 絡 会 議 」（ 内 閣 内 政 審 議 室 ）             

H7.11.29「地理情報ｼｽﾃﾑ（GIS)整備推進研究委員会」(国土庁) 

H8.2.2「GIS 研究会 第 1 次報告書｣ 

H8.5.31「GIS 研究会 第 2 次報告書｣ 

H8.6.10｢地理情報ｼｽﾃﾑ（GIS)関係省庁連絡会議 中間とりまとめ｣（内閣内政審議室） 

H8.9.26｢地理情報ｼｽﾃﾑ（GIS)関係省庁連絡会議｣長期計画策定を決定｡  
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H9.4「空間ﾃﾞｰﾀ 1/2500」首都圏・近畿圏刊行  

H10.4 以降「細密数値情報(10m ﾒｯｼｭ土地利用)｣刊行予定 

 

７．都市計画分野における適用業務 

  (1)日常業務支援                2)計画支援                                 

     ・窓口業務                  ・市町村の都市計画に関する基本的な方針     

       都市計画道路に関する指導  ・市街化区域､市街化調整区域の線引き        

       地域地区に関する指導      ・緑の基本計画                             

     ・台帳管理                  ・用途地域                                 

       建築確認､ 開発許可        ・防火､準防火地域                          

     ・基本図整備              ・地区計画                                 

      地形図､ 都市計画図       ・市街地安全性評価                         

    ・基礎統計作成           ・各種都市計画事業対象地区選定             

       都市計画基礎調査                        

 

   (3)空間設計支援                

    ・ 地区レベルの再開発        ・ 環境・景観との調和         

       市街地再開発地区              シミュレーション               

       修復型まちづくり             代替案検討         

                                  

８．都市計画分野におけるＧＩＳ活用例                                       

 1)東京都都市計画地図情報ｼｽﾃﾑ                                    

 2)横浜市都市計画情報提供ｼｽﾃﾑ（ＭＡＰＰＹ）                      

 3)大阪市都市計画窓口ｼｽﾃﾑ（Ｏ MAP）                             

 4)神戸市都市計画情報案内システム（ゆーまっぷ）                  

（内容概要）   

 用途地域、都市計画道路など都市計画に関する情報を誰でも簡単な   

  操作ですばやく知ることが出来るｼｽﾃﾑ→（2)(3)(4)殆ど同じ         

   【参考】神戸市の〈データ項目〉                                   

   用途地域②防火・準防火地域③都市計画道路事業進捗状況④道路・公 

   園などの都市施設⑤市街地開発事業等⑥文教、臨港などの地域地区   

   地区計画、都市景観形成地域など⑧風致、緑地地区関係             

   タッチパネル方式〉〈検索方法〉住所、目標物、概略図             

   カラーコピー〉有料、Ａ４一部２００円                           

 

９．その他分野におけるＧＩＳ活用 
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  松山市  →「総合行政情報システム」 

                 （住民情報、内部情報、福祉情報、都市情報） 

１／２，５００「都市計画図」の全図形項目を基図データとし  

 て採用。 

                 都市情報は都市政策・計画支援・事務の効率化を目的。 

      公営企業局 →「水道管路・弁管理」：場所の問い合わせ、修                    

理に活用。 

     いわき市→１／２，５００の都市計画図がベース 

「都市計画支援システム」「土地建物現況管理システム」を先                      

行整備。 

市川市→建物用途現況分析、都市計画決定内容問い合わせ対応、生産緑地台            

帳の管理、都市計画基礎調査の分析による都市計画作成 

     西宮市→住所照合、 

地物等の属性地図表示(木賃住宅地図分布、75～80 歳男女別分布図、             

戦前建物分布図）、 

       域内点分布（区画整理地権者調べ、道路沿線土地家屋地域ごと集計） 

         

   三木市→災害対応（市民カードによる市民ＩＤユーザー管理）、 

     金沢市→資産税課、企業局中心。 

     長浜市→固定資産管理システム～下水道管理システムへ発展中。 

   公益・・・（財）道路管理センター(阪神・淡路大震災で活躍)､ガス会社   

（その他） 

 （１）千葉県美浜区→ 「緊急通報システム」  

       ゼンリンの１／２，５００地図（ラスター、）利用 

   ● ペン型発信機と連動し、地図上の位置をプロットし以下の情報を地図上に 

      表示する。 

    ①本人主情報（会員ＮＯ、氏名、住所、ＴＥＬ、目標）、 

    ②本人詳細情報（生年月日、年齢、老保ＮＯ、健保ＮＯ、性別、病名１． 

                    ２．３．血液型） 

    ③親族（氏名、関係、ＴＥＬ、住所）、  

    ④協力員（氏名、関係、ＴＥＬ、性別、生年月日、駆付時間、住所、TEL） 

    ⑤病院名（病院名、住所、ＴＥＬ、主治医、夜間対応の有無） 

    ⑥緊急救助情報（救助口、電話機、消防署<名前、ＴＥＬ>、タクシー１． 

                   ２．３．） 

 （２）船橋市→「消火栓管理」 

 （３）静岡市→「下水道管路管理」「ＣＡＴＶ線路管理」 
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（４）その他 

   ・車両動態管理、顧客管理システム 

    ・地域防災管理システム                       

   ・緊急支援サービス（タクシー会社の自社が保有する配車の効率向上 

        に合わせ、独居老人などの通報を受けて家を訪問するサービス） 

         →水戸、名古屋 

 

１０．「むすび」に代えてー地域コミュニティ形成に向けてー  

                           

 

【住民参加、情報交流・公開支援】 

・既存市街地再整備における合意形成 

・討論会・説明会でのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

共有イメージの醸成  

・まちづくり学習 

・アンケート集計 

地区別評価の数値化 

・区民意見の類型・数値化 

  →地図属性データ化 

・地域コミュニティ 

 の特質把握、          

比較、分析→形成  

行　

政　

参　

加

市　

民　

参　

加

行政のやるべきこと 市民のやるべきこと

ソフト

ハード

団体自治
（地方自治法） 　（民法　関連)

【「まちづくり」の基本理念】

住民自治

自　治

 

住民との協働の「まちづくり」 

                          

多様に応えるデジタル情報 

                 ＧＩＳ     

 

 

  （参考資料） 

・「ＧＩＳ地理情報システム入門＆マスター」（町田 聡 著、山海堂）。 

・「ＧＩＳ革命 電子地図革命」（桜井 博行 著、東洋経済新報社） 

・「行政とビジネスマンのための地理情報システム」（高阪 宏行 著、古今書院） 

・「市町村ＧＩＳ導入マニュアル」（監修：国土庁土地局土地情報課、編集：地図情報シス

テムによる市町村土地情報整備研究会） 

・「地理」５０５号（古今書院）   他 

・国土庁ホームページ、http://www.nla.go.jp/（ＮＳＤＩ） 

・ＮＳＤＩＰＡホームページ、http://ux01.so-net.or.jp/~nsdipa/ 
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