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【著作権等】

1.本システムで提供する地図情報の著作権の帰属については、次のとおりです。

2.管内図については、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用し作成したものです。

3.次の情報については、国土交通省の国土数値情報を利用しています。
•自然公園地域(H23)
•自然公園地域(H22)
•自然保全地域(H18)
•鳥獣保護区(H21)
•土砂災害危険箇所(H22)
•人口集中地区（S35,S40,S45,S50,S55,S60,H2,H7,H12,H17,H22)
•豪雪地帯(S38,S40,S45,S50,S55,S60,H2,H7,H12,H17,H19)
•平年値(気候:降水量,気温,積雪)メッシュ(H24)
•緊急輸送道路(H27)
•ダム(H17)
•竜巻等の突風データ(H23)
•避難施設(H24)
•本システムその他著作物の著作権は、特に記載がない限り、当財団に帰属します。

地図情報の種類 著作権者

地理院タイル 国土地理院

航空写真 国土交通省北海道開発局

管内図 北海道開発局及び（一財）北海道河川財団

１．地理院タイルデータについて（1/2）
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「ＲＩＣ防災環境データバンク利用規約」より抜粋
http://www.ricgis.org/hnsmap/

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A10-v3_1.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A10-v4_0.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A11.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A15.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A26.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A16.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A22.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-G02.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N10-v1_1.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W01.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A30b.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html
http://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html
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１．地理院タイルデータについて（2/2）



２．事例紹介
1）RIC防災環境データバンクの事例（1/2）
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c. 石狩川下流管内図その４ 土砂災害危険個所+DID人口集中地区

a. 航空写真 河川中心線 b. 石狩川下流管内図その６

d. 航空写真 年平均降水量+河川中心線
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a. 航空写真 河川中心線

２．事例紹介
1）RIC防災環境データバンクの事例（1/2）



7

b. 石狩川下流管内図その６

２．事例紹介
1）RIC防災環境データバンクの事例（1/2）
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c. 石狩川下流管内図その４ 土砂災害危険個所+DID人口集中地区

２．事例紹介
1）RIC防災環境データバンクの事例（1/2）
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d. 航空写真 年平均降水量+河川中心線

２．事例紹介
1）RIC防災環境データバンクの事例（1/2）



10

河川管内図範囲の印刷・ダウンロード

自然公園地域（自然公園法・国土利用計画）

２．事例紹介
1）RIC防災環境データバンクの事例（2/2）



Housui Design Corporation

WebGIS 調査担当

調査ポイントの作成
施設整理番号の登録

施設の参照

補修指示

初期画面

施設管理システム

認証基盤
基盤地図
作業履歴
次回調査

データセンター
ブラウザからLogin

調査写真

地図からの参照
作業報告

補修報告書現地の確認

現地での作業

施設の履歴

調
査
報
告
書
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２．事例紹介
2）施設管理支援システムの事例（1/2）

情報検索・表示



画面イメージ 職員 パソコン

現況図

航空写真

図形のリンクデータ

拡大図

①写真帳
②変状図
③調査結果概要図
④判定結果表
⑤点検診断記録表
⑥調査報告書

背景データ配信

構造物の図形

データベース表示

データベースの更新
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２．事例紹介
2）施設管理支援システムの事例（2/2）



1. 北海道内の牧草地やトウモロコシ畑に，乳

牛のふん尿を施与する場合，どの時期に，

どのくらいの量を施与するのが適当かを決

定できる。

2. 施与されたふん尿に由来する大気や地下水

の汚染が，どの程度になるかを推定できる。

したがって，環境汚染を可能な限り抑える

ように，ふん尿の施与量と施与時期を修正

し，決定できる。

3. 施与されたふん尿から供給される養分量で

は，作物の要求量に対して不足する養分が

ある。その不足する養分を化学肥料で補給

するために，どのような銘柄の化学肥料を，

どのくらい施与するのが最も適当であるか

を明示する。

4. 対象としている圃場の場所を図面上で確か

めながら，上に書いたような計算ができる。

牧草地、飼料用トウモロコシ畑を対象とした

「ふん尿利用計画のための意志決定支援ソフトウェア」
AMAFE 計算システム

計算に基づいた ふん尿施用

酪農学園大学 HP AMAFEのサイトより

著作物利用許諾契約書による開発製品
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ア マ フ ェ
AMAFE

Decision Support System for Application 

of Manure and Fertilizer to Grassland 

and Forage Corn Field based on Nutrient 

Recycling

２．事例紹介

3）AMAFEクラウドの事例（1/3）



AMAFE 酪農支援サービス

AMAFEクラウドの概要（1/2）

クラウド データセンター

「G空間家畜ふん尿利用計画」
クラウドサービス

AMAFE シミュレーター

圃場図形データ 入力

酪農学園大学 三枝教授
指導でシステム構築

酪農家 ログイン

草地区分リスト

このソフトは１戸の酪農家を基本単位としま
す。利用者が飼養頭数、ふん尿の分析値、圃
場ごとの面積、利用区分、土壌区分、土壌診
断値等を入力すると、基本的なふん尿利用計
画と購入肥料の必要量、その管理を行ったと
きに発生する環境負荷の程度が示されます。

圃場草地データ 色分け

草地区分入力と更新

土壌分析データ 入力
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２．事例紹介
3）AMAFEクラウドの事例（2/3）



AMAFE シュミレーション結果

クラウド データセンター

「G空間家畜ふん尿利用計画」
クラウドサービス

AMAFE シミュレーター

必要養分量 一覧

肥料銘柄 リスト

圃場草地データ 色分け

ふん尿利用計画

ふん尿利用図

銘柄調整 施肥 計算結果
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AMAFEクラウドの概要（2/2）

２．事例紹介
3）AMAFEクラウドの事例（3/3）



３．地理院タイル利用クラウドサービスのイメージ
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デーセンター

電子国土Web

電子国土Webオルソ（一部） ＋ インターネット

分野・業種
・防災
・環境
・施設
・農業
・気象
・統計
・教育
・建築
・運輸
・設備

などにおける

各種位置情報を持つ
コンテンツ

マルチデバイス対応

サ

ー

ビ

ス

プ

ロ

グ

ラ
ム

データベース
地理院タイル



４．「地理院タイル」利用による期待

背景

• 「電子国土Web」並びに「オルソ（一部）」タイルを安価に入手

• 近年、データセンターは比較的安価に利用構築が可能

• クラウド（インターネット）により、マルチデバイス対応が比較
的簡単に構築可能

• 加えて、データ入力がマルチデバイスの活用により、より便利に

システム構築にかかわる費用が削減可能

⇒ どのようなアプリケーションをつくるか！
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ご清聴ありがとうございました


