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※平成28年度改訂版
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開発途上国のニーズ
「NSDI がほしい。」



Implementation of NSDI by GSI 4

NSDI
National 

Spatial Data 
Infrastructure 

Geospatial 
Society

Various application by 
open innovation

Geospatial 
Infrastructure

Open data service, 
often by open source 

software

(1) GNSS CORS 
Infrastructure

(2) Institutional  
Arrangement

(3) Web Maps

Disaster 
Response as the 
Moment of Truth

We broke down our contribution to NSDI into 3 components.
Ownership and involvement matters, to implement NSDI.



国土地理院によるNSDIの実現 5

NSDI
National 

Spatial Data 
Infrastructure 

G空間社会
オープンイノベーションで

多様な利活用

G空間インフラ
システム

オープンデータサービス
（オープンソースソフト
ウェアでの実現も多数）

(1) 電子基準点網

(2) 行政枠組
公共測量・基盤地図情報

(3) ウェブ地図

「真実の瞬間」
災害対応

NSDI への国土地理院の寄与は、主に３つ。
NSDI の実現には主体性と関係者の巻き込みが重要。

※真実の瞬間：顧客が実際にその企業の提供する製品、サービスに接する瞬間。
消費行動における重要な顧客接点。
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G空間インフラシステム
3主要要素のひとつ

ウェブ地図
Governmental Web Maps
を輸出できるか
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政府ウェブ地図の海外展開（目論見） 8

Global development of Governmental Web Maps

開発協力
（主に開発途上国）

国際パートナー
（主に先進国・国際機関）

政府（国土地理院）

カウンターパート版「地理
院タイル」の運営を提案
カウンターパート版「地理
院地図」（Geoportal）の
運営を提案

タイル提供とその方式の
整合を提案
相互運用性・新技術の採
用について協議

ソリューション
提供者

カウンターパートが望む
「NSDI」や「ジオポータ
ル」、「コスト回収手段」
などを提案

カウンターパートのシス
テム構築需要に本邦の優
れたソリューションが対
応
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来訪対応実績

• 今年上半期の海外からの行政関係者の来訪

• 日本側から数か国に「地理院地図のフォーク」を提案した実績あり。
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1 エジプト １月２７日

2 ミャンマー ３月３日

3 ウクライナ ４月７日〜８日

4 スリランカ ４月２０日

5 インドネシア ５月１１日

6 バングラデシュ ５月１６日〜１９日、２０日

7 ジンバブエ ５月１９日〜２０日、２３日
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ウェブ地図における新技術・相互運用性の方向性

① タイル

② 標高タイル

③ ベクトルタイル

④ 3Dタイル
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コア

フロンティア



タイル

地理院の経歴

① 2003年からタイル方式

② 2013年10月30日にslippy
map tilenames (XYZ) 方式
に移行し、3年弱で後悔ゼロ
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カウンターパート機関にも、
次の利点を例示して推奨していく。
A) 静的提供でローコスト
B) 静的提供でオフライン活用容易
C) シンプル標準で継続性確保
D) 標準でオープンイノベーション

タイルとは、「経緯度空間を
ストリーミング提供可能にする
ための空間分割方式」



標高タイル

標高は地形図を作成する機関の強みであり3D表示力の源泉。

標高表示（JavaScript） 地理院地図3D（three.js） 地理院地図Globe（Cesium）

運用継続性、実サービスの性能と仕様の収斂を見ながらの運営

ピクセルパーフェクト系列
（１）地理院 CSV 標高タイル ←JapanGSITerrainProvider
（２）産総研 PNG 標高タイル ←PngElevationTileTerrainProvider
（３）Mapzen PNG 標高タイル
（４）AGI heightmap-1.0

TIN 系列
（５）AGI quantized-mesh-1.0
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ベクトルタイル

ベクトルタイルは利用やデバイスに関する限界を広げる。
運用継続性、実サービスの性能と仕様の収斂を見ながらの運営

プレインテキスト系列
（１）GeoJSON タイル

○ 素直で、画像タイルを共用できる表示環境もある
△ パフォーマンス問題がある

バイナリ系列
（２）Mapbox Vector Tile specification（MVT）

○ 複数プレイヤーの vector tile service がある
△ 画像タイルを共用できる表示環境が不足している

※フォーマットだけでなく、実データの詰め方も重要。
実データの詰め方次第で「方言」が発生しやすい世界。

（特にバイナリタイルは、動機がデータの詰め込みなので。）
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3Dタイル

「タイルの三次元ネイティブ化」、あるいは、「三次元のオープン
なタイル地図の発生」として注目しておくべき今後の大きな潮流。
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ドラフト 1.0 とその Cesium 実装を
2016 年秋に計画している。



3Dタイルの構成

出典：https://github.com/AnalyticalGraphicsInc/3d-tiles#spec-status
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# トピック 熟度 摘要

1 tileset.json 開始 タイルセットのメタデータ

2 Bached 3D Model 基盤確立 バイナリglTFデータを詰め込む
3 ポイントクラウド (pnts) プロトタイプ

4 Composite (cmpt) 基盤確立 異種フォーマットを１タイルに詰め込む

5 Instanced 3D Model プロトタイプ 再利用するモデル

6 ベクトルデータ 進行中 点、線、面。KMLのリプレース
7 宣言的スタイリング 基盤確立

8 OpenStreetMap 未開始 OSMデータ用の簡潔表現
9 Massive Model 未開始 航空機のようなモデル（数百万三角形）

10 地形 未開始 quantized-mesh から開始する
11 Stars 未開始

※glTF: WebGLの「ランタイムアセットフォーマット」

→ Cesium の世界で新たに 3D モデルのタイル化が検討され、また、
ベクトルタイルと標高タイルも再検討される、と予想される。
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WE WANT YOU!

アンケートや直接の
コンタクト等でご意見
いただければ幸い

後ほどオンラインでも
チャンネル創設を予定
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