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Ｇ空間情報センターを通じた
多様な地理空間情報の利活用
多様な地理空間情報利活用のための社会基盤
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１．Ｇ空間情報センターの概要

Ｇ空間情報センターとは
• 産官学の様々な機関が保有する地理空間情報を円滑に流通し、社会的な価

値を⽣み出すことを⽀援する機関

• 第3次「地理空間情報活⽤推進基本計画」（平成29年3⽉閣議決定）では
「様々な地理空間情報を集約・加⼯し、利⽤者の⽬的に応じて効率的に⼊
⼿・利活⽤されるための仕組み」として位置づけ

• 平成28年11⽉から運⽤開始
– 運⽤主体は⼀般社団法⼈社会基盤情報流通推進協議会（AIGID）
– センター⻑ 柴崎 亮介（東京⼤学 教授）
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１．Ｇ空間情報センターの概要

Ｇ空間情報センターの設⽴の経緯
• 地理空間情報の活⽤を推進するためには、各主体によって整備される様々な地理空間情報を、

利⽤者が容易に検索し、⼊⼿・利⽤できる、各整備主体の枠を超えて社会全体において共有
する仕組みが必要となる

• 第2次地理空間情報活⽤推進基本計画（平成24年3⽉閣議決定）に基づき設⽴
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１．Ｇ空間情報センターの概要

5※国⼟交通省資料より

Ｇ空間情報センターの目指す姿、役割

• G空間データの流通促進、利活⽤促進を通じて、社会公益（国・社会のレ
ジリエンス強化、地域活性化等）、産業の活性化・新産業創出、
Society5.0実現に貢献する。
特に意識していること・・・・
– 埋もれている価値あるデータを発掘、流通
– データの組み合わせや解析等により、価値ある情報やサービスを創出
– その際、データ保有者の利益や制約を尊重しつつ、データの利活⽤による社会

公益や産業活性化等を実現
– 「データエコノミー」の循環エコシステムを、社会公益の視点から創出⽀援

• そのために、G空間データの流通や利活⽤⽀援のハブとして、データ保有
者、データ利活⽤者からの信頼される存在となること。
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Ｇ空間情報センターは産学官との連携により
「地理空間情報の流通・統合のハブ」を⽬指す



Ｇ空間情報センターの役割・ミッション

• 社会的な課題解決にＧ空間情報の活⽤を推進する

• 散在するＧ空間情報の流通を円滑に促進する

• Ｇ空間情報の精度・鮮度の向上を図る
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Ｇ空間情報センターが実現する社会的機能とネットワーク

災害時の緊急対応を情報で⽀援
（通⾏可能情報等）
災害時の情報提供（双⽅向）・
連携のハブ
災害対応の経験の蓄積

政府・⾃治体等のデータ・
情報の「信託」を通じての
利活⽤⽀援、オープン化
⽀援
利活⽤⽅法のコンサルティ
ング

G空間情報の統合・解析、
新たなり活⽤⽅法の開発
などを産学官で実施

多様なG空間情報を検
索可能にする。
さらに、すぐ使える「社会
課題解決⽀援パッケー
ジ」として提供

G空間に関するオープンリソ
ース（ソフトウェア、データ、
⼈材）の充実⽀援、利活
⽤⽀援
G空間情報のアウトリーチ

災害対応
情報ハブ

G空間情報
（データ・アプ
リ）の流通⽀援

部⾨

G空間情報
の研究開発
部⾨

政府・⾃治体
向け「情報信
託銀⾏」部⾨

G空間オープン
リソース・ハブ

平常時の情報提供

国⺠等

⾃治体・公共団体等
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東⼤・CSIS等の
研究機関と連携

「社会課題解決⽀
援パッケージ」を開発



2．Ｇ空間情報センターの主な機能と活動
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https://www.geospatial.jp/gp_front/

登録されているデータの検索

新規登録データ、サービスのお
知らせや人気の高いデータセッ
トを表示

センターの紹介や利活用して
いる事例をムービー等で紹介

２．Ｇ空間情報センターの主な機能と活動
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Ｇ空間情報センター稼働により実現したこと

• G空間情報（データ・アプリ）の流通⽀援
– 産学官の保有するＧ空間情報がワンストップで検索・⼊⼿可能
– オープンデータだけでなく、クローズデータや有償データも登録可能
– ⺠間有償データはクレジット決済で購⼊も可能
– データ保有者がデータを流通させるプラットフォームができたこと

• 災害情報ハブ
– 災害時・防災訓練におけるデータ流通
– 災害時協定の締結等により、通⾏実績や航空写真など各社からの情報

を速やかに公開（プッシュ配信）。無償または安価に提供
– 災害時だけでなく、災害訓練にも活⽤可能なデータ提供

• G空間オープンリソース・ハブ
– オープンデータやオープンリソースの公開
– ワークショップの展開
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Ｇ空間情報センターのデータ登録・ユーザー数

• データ登録数︓593データセット（2017年7⽉28⽇現在）

• ユーザ登録数︓ 1,882ユーザ（2017年７⽉28⽇現在）
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471, 82%

104, 18%

実データとリンクの内訳

実データ

リンク
348, 74%

32, 7%

69, 14%

22, 5% 実データの内訳

国関係

団体

⺠間

地⽅⾃治体

内訳は5⽉末時点のもの



主な提供データ（国・自治体）

分類 主なデータ名称 データ保有者

基盤的情報 基盤地図情報、地球地図、空中写真、地理院地図データ、電⼦国⼟基
本図、国⼟数値情報（⾏政区域、鉄道、公共施設等）、場所情報コー
ド、町丁・⼤字等境界、歩⾏空間ネットワークデータ、海洋台帳

国交省
総務省
農⽔省

地形・地質
・⼟地分類

国⼟調査成果、地形分類
地質図、ボーリングデータ
資源

国交省
産総研

JOGMEC
防災・災害 ⽕⼭基本図、⽕⼭⼟地条件図、防災関連情報、通⾏⽌め

中央防災会議、南海トラフの巨⼤地震モデル検討会、
⾸都直下地震モデル検討会のデータ（ゆれやすさマップ等）

国交省
内閣府

気象観測等 ライブカメラ(河川)、河川⽔位等観測情報、
フェーズドアレイ気象データ

国交省
NICT

環境 ⾃然環境調査、
細密数値情報(10mメッシュ⼟地利⽤)、植⽣指標データ、河川環境

環境省
国交省

⼟地登記等 不動産登記情報及び地図・図⾯等の情報
不動産取引価格情報
路線価

法務省
国交省
国税庁

統計その他 国勢調査、経済ｾﾝｻｽ地域ﾒｯｼｭ統計、
将来⼈⼝・世帯予測データ
微地形表現図他

総務省
国総研
⾃治体
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主な提供データ（民間）

分類 主なデータ名称 データ保有者
動的データ 通⾏実績デ－タ 、⾛⾏履歴データ

混雑度データ
流動⼈⼝データ
リンク旅⾏速度データ
バリ島旅⾏者移動データ
超⾼密度気象観測、情報提供サービスのPOTEKA
携帯電話サービスエリア

パイオニア
ゼンリンデータコム
Agoop
ナビタイムジャパン
⻑⼤
明星電気
NTTDocomo、
SoftBank、KDDI

静的データ GEOSPACE航空写真、電⼦地図他
MMS点群データ、リアル3D都市モデル、⾚⾊⽴体地図
空中写真（カラー画像）、good-3DDSM点群データ
航空写真（カラーデジタルオルソ）
航空写真、航空レーザーデータ

NTT空間情報
アジア航測
朝⽇航洋
パスコ
国際航業
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ページビュー及び訪問者数

• 平成26年11⽉運⽤開始以降、ページビューや訪問者数はそれぞれ７万、
1,300程度で推移

– ７⽉は九州豪⾬の通⾏実績情報を提供したことにより訪問者数が増加したと想定される
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データダウンロードした機関
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所属組織 ダウンロー
ド数 割合

医療機関 1 0.0%
⾦融機関 3 0.1%
電⼒会社 5 0.1%
交通事業者 12 0.3%
⾼等学校 14 0.3%
国 24 0.6%
市町村 136 3.2%
協会・団体 145 3.4%
放送事業者 172 4.0%
⼤学 255 6.0%
研究機関 400 9.3%
都道府県 452 10.6%
不明 1,250 29.2%
⺠間企業 1,413 33.0%
計 4,282 100.0%
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（2017年3月～2017年5月）

• データの利⽤は、⺠間企業による利⽤が圧倒的に多い
• データ提供者側にはダウンロード数をフィードバック



G空間情報センターの主な機能
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データ検索機能
• カテゴリ、エリア、キーワードでの検索

18

データ検索機能
• 提供組織やフォー

マット等の様々な
条件を指定し登録
されているデータ
の更なる絞込みが
可能



プレビュー機能
動的なデータのプレビューも含め、
どのようなデータなのか、どのよう
に視覚化できるか確認できる（これ
までのG空間情報サイトでは、この
ような機能は有していない。）

※メッシュ型流動⼈⼝データ250mメッシュ
（株式会社Agoop）

1時間ごとの変化をアニメーションとして可視化
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2015年12⽉31⽇2:00

2015年12⽉31⽇15:00 2015年12⽉31⽇19:00

動的データの例

静的データの例
※南海トラフの巨⼤地震モデル検討会に
よる震度の最⼤値の分布図（内閣府）
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マップ機能
G空間情報を
Web地図上で重
ね合わせて閲覧
可能
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南海トラフの巨⼤地震モデル検討会に
よる震度の最⼤値の分布図（内閣府）

流動⼈⼝データとの組み合
わせにより、地震の発⽣時
間帯別の細かな滞留⼈⼝を
想定でき、より詳細な被災
者数の想定や避難誘導対策
などに活⽤可能。

メッシュ型流動⼈⼝データ
250mﾒｯｼｭ（株式会社Agoop）

G空間情報センターの主な機能と活動:災害対応情報ハブ
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災害時の緊急対応を情報で⽀援
（通⾏可能情報等）
災害時の情報提供（双⽅向）・
連携のハブ
災害対応の経験の蓄積

政府・⾃治体等のデータ・
情報の「信託」を通じての
利活⽤⽀援、オープン化
⽀援
利活⽤⽅法のコンサルティ
ング

G空間情報の統合・解
析、新たなり活⽤⽅法の
開発などを産学官で実施

多様なG空間情報を検
索可能にする。
さらに、すぐ使える「社会
課題解決⽀援パッケー
ジ」として提供

G空間に関するオープンリ
ソース（ソフトウェア、データ、
⼈材）の充実⽀援、利活
⽤⽀援
G空間情報のアウトリーチ

災害対応
情報ハブ

G空間情報
（データ・アプ
リ）の流通⽀援

部⾨

G空間情報
の研究開発
部⾨

政府・⾃治体
向け「情報信
託銀⾏」部⾨

G空間オープン
リソース・ハブ

平常時の情報提供

国⺠等

⾃治体・公共団体等

東⼤・CSIS等の
研究機関と連携

「社会課題解決⽀
援パッケージ」を開発



災害時対応：災害時のデータ利用・提供に関する協定の締結

■⼤規模災害時に、臨機応変、迅速にデータが扱えるよう*、事前にデータ
提供者等と災害時協定を締結（順次拡⼤中）。

*熊本地震の際、各避難所の⼈の集中状況を⺠間データを借りて分析結果を公表するまで約1か⽉を要した。

■データ提供者

■データ利⽤者

今後は各省庁、地⽅⾃治体等との連携を図っていく。
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提供データ 締結団体（提供データ）
地図データ NTT空間情報︓GeoSpace

航空写真
レーザ計測データ

国際航業株式会社航空写真・レーザ計測データ
株式会社パスコ︓航空写真・レーザ計測データ
アジア航測株式会社︓航空写真・レーザ計測データ
朝⽇航洋株式会社︓航空写真・レーザ計測データ

動的データ 株式会社ナビタイムジャパン︓リンク旅⾏集計データ
株式会社Agoop︓流動⼈⼝データ

利⽤⽬的 締結団体
被害状況把握
地図作成

特定⾮営利活動法⼈クライシスマッパーズ・ジャパン
オープンストリートマップファウンデーションジャパン（OSMFJ）

IT活⽤
ソフトウェア⽀援

減災インフォ
⼀般社団法⼈ 情報⽀援レスキュー隊（IT DART）
OSGeo財団 ⽇本⽀部

防災教育 ⼤阪市⽴⼤学都市防災教育研究センター（CERD）

災害時対応：災害発生時の情報提供支援

• 災害発⽣時は災害協定等にもとづき、国⾃治体において災害対策本部が設置され
た場合に、速やかに情報提供を開始

• 2016年11⽉開始以降の対応実績
– 2017年7⽉5⽇〜 九州北部豪⾬
– 2017年7⽉22⽇〜 秋⽥県⼤⾬被害
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【災害発⽣】
国、⾃治体での災害対策本部設置がトリガー

災害時データの登録・配信

通⾏実績データ配信準備 通⾏実績マップ作成

災害時提供協定締結先への連絡

【事前】災害時協定

災害時利⽤協定締結先での利⽤災害時利⽤協定締結先への連絡



災害時対応の事例：平成29年7月九州北部豪雨
⽇付 対応事項 提供データ

7/6 九州北部通⾏実績マップ 公開 (その後7/20まで毎⽇更新) 
タイル配信
（防災科学技術研究所が本データをeコミュニティプラットフォームにより
福岡県に配信）
https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/
センター会員へメール通知

7/11 九州北部豪⾬被害の緊急撮影
航空測量会社の公開する被災地の航空写真サイトのリンク公開
https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/aerophoto-201707

（各社へのリンク）

7/14 アジア航測
簡易オルソ画像データファイル（7⽉8⽇撮影） 提供
https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/aas-disaster-20170708

7/19 アジア航測
簡易オルソ画像データファイル（7⽉9⽇撮影） 提供
https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/aas-disaster-20170709

7/24 朝⽇航洋
空中写真（7⽉13-14⽇撮影）による地図タイルデータ 提供
https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/2017-7-kyushuhokubu
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トップページでの
航空写真画像掲載

「九州北部豪雨」に
関するデータセット
一覧へのリンク



朝日航洋 空中写真（7月13-14日撮影）による地図タイルの提供
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朝日航洋 空中写真（7月13-14日撮影）による地図タイルの提供

• パイオニア社通行実績データ（7/6）との重ね合わせ例
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防災科学技術研究所との連携：通行実績マップの配信

• G空間情報センターで準備した「平成29年７⽉九州北部豪⾬通⾏実績マッ
プ」の地図タイルについて、防災科学技術研究所がeコミュニティ・プラ
ットフォームにより福岡県に提供
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G空間情報センターの主な機能と活動:
Ｇ空間オープンリソース・ハブ
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災害時の緊急対応を情報で⽀援
（通⾏可能情報等）
災害時の情報提供（双⽅向）・
連携のハブ
災害対応の経験の蓄積

政府・⾃治体等のデータ・
情報の「信託」を通じての
利活⽤⽀援、オープン化
⽀援
利活⽤⽅法のコンサルティ
ング

G空間情報の統合・解析、
新たなり活⽤⽅法の開発
などを産学官で実施

多様なG空間情報を検
索可能にする。
さらに、すぐ使える「社会
課題解決⽀援パッケー
ジ」として提供

G空間に関するオープンリソ
ース（ソフトウェア、データ、
⼈材）の充実⽀援、利活
⽤⽀援
G空間情報のアウトリーチ

災害対応
情報ハブ
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（データ・アプ
リ）の流通⽀援
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の研究開発
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政府・⾃治体
向け「情報信
託銀⾏」部⾨

G空間オープン
リソース・ハブ

平常時の情報提供

国⺠等

⾃治体・公共団体等

東⼤・CSIS等の
研究機関と連携

「社会課題解決⽀
援パッケージ」を開発
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http://urbandata-challenge.jp/
31

G空間オープンリソース・ハブ構築に向けて

アーバンデータチャレンジとは？
• 地⽅⾃治体をはじめとする各機関が保有する社会基盤情報の
公開・流通促進に向けた取組として、オープンデータ等を積
極的に活⽤して、地域課題の解決に効果的なツール・アイデ
ア・データセット等をコンテスト形式として募集

• キーワードは「{都市・まち} の情報」
ｘ オープンデータ ｘ シビックテック

• 年度末にコンテスト・表彰を⾏うだけでなく、全国の都道府
県を「地域拠点」として、年間通じて交流型ワークショップ
（勉強会・アイデアソン・ハッカソンなど）の基礎的な活動
を⾏い、多様なステークホルダーによる、持続的なコミュニ
ティの形成・成⻑を⽬的

32



地域課題リスト

33

課題 課題の詳細

① ⼈⼝問題 少⼦⾼齢化や⼈⼝過密といった⼈⼝問題を⾝近に考えら
れる仕組みの実現

② まちづくり 地域活性化に向けたデータの活⽤
③ インフラ 安全性に関する情報の可視化
④ 防犯 効果的な防犯対策に資する仕組みの実現
⑤ 防災 災害時の効果的な情報提供の仕組みの実現
⑥ 交通 交通に関する危険の低減と公共交通の活性化の実現
⑦ 農林業 都市部と農林業地域をつないだ地域活性化の実現
⑧ 教育 デジタルツールおよびデータの教育における活⽤
⑨ 観光 地域の振興に繋がる効果的な観光情報の発信
⑩ その他

2017/8/29Mapped by CARTO
http://bit.ly/udc2017map

2017年度、地域拠点は40へ︕

2014第1期拠点ブロック
2015第2期拠点ブロック
2016第3期拠点ブロック
2017第4期拠点ブロック

34



2017/8/29
35

沖縄でも展開中

https://www.okinawaopenlabs.org/udc

3.地方自治体におけるＧ空間情報センターの利活用

• オープンデータ等の登録・提供

• まちづくり・各種計画策定での利⽤

• 災害時提供・利⽤協定

• 循環型システムの構築（平成30年度）

36



オープンデータ等の登録・提供

⾃治体等からいただいたご意⾒
• 航空レーザ測量による細密な標⾼データを使って地形の詳細を表現できる

「CS⽴体図」をG空間情報センターで公開したい。
• CS⽴体図、その他公開可能なデータ（DEM等）について、G空間情報セ

ンターから公開したい。
• 県の森林情報共有システムへのリンクを掲載してほしい。

→ 静岡県、⻑野県林業総合⽀援センター様が登録

• 県で運⽤する防災情報システムに関して、南海トラフ地震に関連する⾃治
体に声掛けを⾏い、避難所データを収集する予定である。他県のデータで
あるため、県のサイトではなくG空間情報センターを通じて公開したい。

• 当該研究室で開発した将来⼈⼝推計ツールおよび推計⽤⼈⼝データ（原典
はe-stat）等について、G空間情報センターを通じて公開したい。

→国⼟技術政策総合研究所が登録・公開
37

政府・⾃治体向けオープンデータ登録⽀援

区分 データ種類 掲載費⽤
無償データ G空間情報センターにユーザー登録し

た全てのユーザーが無償でダウンロ
ードできる⼆次利⽤可能なデータ
（オープンデータ等）の場合

国・地⽅⾃治体・⼤学等は5TBま
で、⺠間は1TBまで無償。
それを超えるデータは1TBあたり
年間10万円。

⼀部のユーザーのみが無償でダウン
ロードできる限定公開のデータ

年間10GBまで無償。それを超え
るデータは1TBあたり年間10万円。

リンクのみのデータ 無償（変更なし）。
有償データ あらゆる実データ 当センターで個別に結ぶ契約によ

る（変更なし）。
リンクのみのデータ 年間10万円（10データセットま

で）。それを超えるデータセット
は1つあたり年間1万円。ただし、
公共関係のデータを外郭団体等か
ら有償で提供している場合は無償。

38

2019年度末（2020年3⽉末）時点までのG空間情報センターへの掲載費⽤

https://www.geospatial.jp/gp_front/sites/default/files/news_20170609.pdf



まちづくり・各種計画策定での利用

⾃治体等の活⽤例

• 内閣府の南海トラフデータをつかって、公営住宅の配置計画を考えたい

• 国総研の「将来⼈⼝・世帯予測ツール」を使って都市計画や地域のバス運
⾏など公共交通政策に活⽤したい

• My city for Castを使ってまちづくり（ワークショップ）をしたい

• お祭りでの⼈の動きを捉えて、次回の誘導・対策に活⽤したい

39

アプリの提供、紹介
G空間情報を実際に利活⽤するためのアプリを、リンクやダウンロード
等により紹介・提供。

47

⾃治体の提供する
公共施設等のオープンデータを

推定するアプリ

⾃治体の提供する⼈⼝・
公共施設等のオープンデータを

使って⾃治体の将来を
推定するアプリ

＜例：東京大学 関本研究室により開発されたアプリ＞



利活⽤の紹介
ユーザに対して参考と
なるデータの利活⽤事
例のショーケース化

48

・活⽤事例の概要、前提条
件、使⽤したデータなど
の、情報を掲載。

・使⽤しているデータへの
リンクもあり、データの
⼊⼿も可能。

災害時提供協定・災害時利用協定

⾃治体のメリット
• 災害時情報提供（情報提供者としての締結）

– 災害発⽣時の対応において情報提供負担低減
– 災害発⽣時に、災害情報ボランティアや防災科技研など（予め定めた

機関）に、Ｇ空間情報センターからあらかじめ保有・預かっている
データを提供する。

– 提供する負担、利⽤する範囲など権利関係の負担を軽減
– データをやり取りするサーバなど流通環境の軽減

（関係機関との情報共有するストレージとして利⽤可能）

• 災害時利⽤提供（情報利⽤者としての締結）
– 災害発⽣時の航空写真、⾃動⾞の通⾏実績、過去の⼈⼝移動の状況などリアル

タイムな情報を提供
– 災害時だけでなく、訓練にも活⽤可能

Ｇ空間情報センターは、災害時協定を広げていきたいと考えています

49



地理空間情報循環型システムの構築（平成30年度）

平成30年度におけるＧ空間情報センターの活⽤促進にむけて

• 今あるデータを登録するだけでなく、1次加⼯や分析したデータを登録・
公開するなどデータが循環・更新される仕組みを次年度⾃治体等をモデル
に実証

50

地理空間情報の循環システムの形成

51http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/290324/170324_schedule.pdf



2017/8/29

ご清聴ありがとうございました

52

https://www.geospatial.jp


