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NTT空間情報特別企画

25cm/pixelの高解像度で、地図で
は表現しきれない地形や建物の全体
像も把握可能（図 1参照）。
※１　2014 年 4月 1日現在

◆衛星画像
5機の衛星を利用して、国内や海
外、航空機や自動車で行けない地域
など、指定の地域の最新画像をいち
早く撮影・提供できる。地上解像度
50cm/pixelの高解像度な衛星画像
（図 1参照）。
◆GEOSPACE CDS

GEOSPACE（電子地図）および
GEOSPACE航空写真、衛星画像の
3つのコンテンツをクラウド環境で利
用できるインターネット配信サービス。

　

◆GEOSPACE（電子地図）
都市計画図、森林基本図、公共測
量成果物をベースに整備された、離
島を含む日本全国をカバーするカバ
レッジ（網羅性）を誇る電子地図。
可住地域で 1/2,500、山間部などの
非可住地域でも 1/5,000の高い縮尺
精度により、正確な地形、家形、道路、
目標物の把握が可能（図 1参照）。
◆GEOSPACE航空写真
日本国土の約 86％※１（32万 km2）
をカバーし、電子地図との高精度な
マッチングが可能な航空写真。縮尺
精度 1/2,500 相当、地上解像度

　

様々な企業・団体の多種多様な情
報やサービスが地図情報の上でつな
がり、これまでにない新たな価値を
生み出していくものとして活用が拡
がっている地理空間情報。一般ユー
ザーは、通信の高速化やクラウド技
術の発展により、スマートフォンや
タブレット端末などの様々なデバイ
スで、毎日、当たり前のように地図
情報を表示し、様々な用途で利用し
ている。多様なニーズへの対応も求
められている。たとえば、電子地図
に対しては、「地形は 1/2,500、道
路は 1/500精度が必要」、「都市部
だけでなく、農村部や山間部を含め
た全国整備が必要」、「高精度な高さ
情報と住所が必要」、「動態情報にリ
ンクするにはリアルタイム修正が必
要」など。その他にも、「高解像度
の写真が都市部だけでなく農地、森
林エリアも定期的に整備（航空写
真）」、「高解像度化、タイムリーな
提供、解析メニューの高度化と低コ
スト化（衛星画像）」などがあげら
れる。
　

2011年7月からGIS（地理情報システム）を含む空間情報の専門会社としてスタートしたＮＴＴ空間情報。地形や建物の形を精密に
撮影した航空写真や、都市計画図などの公共測量成果物をベースに作成した地理空間情報コンテンツ「GEOSPACE（ジオスペース）」
の制作・販売や、GEOSPACEを活用した付加価値性の高いサービスおよびソリューションを通じて、様々な分野からの多彩なニー
ズに対応。情報がシームレスにつながる社会基盤づくりをはじめ、新サービスや新市場の創出をサポートしている。

GEOSPACEを活用したソリューションと
サービスを通じてビジネスに新たな価値を提供

利用シーンの拡大とともに多様な
ニーズへの対応が求められている

GEOSPACE（電子地図） GEOSPACE航空写真 衛星画像 

図1　GEOSPACE（電子地図）、GEOSPACE航空写真、衛星画像

高精度と高いマッチング精度を誇る
「GEOSPACE」コンテンツ
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さらに NTT空間情報では、多様
なニーズに対応した、次のようなコ
ンテンツも開発・提供している。

「GEOSPACE地番地図」
公図を電子化し、筆界をベクトル
データとして整備したベース地図に
地番情報を付与することで、地番照
会や土地の特定を PC上で簡単に行
えるようにしたコンテンツ（図 2
参照）。

GEOSPACE（電子地図）に合わ
せて補正してあるため、高精度に重
ね合わせて表示することが可能。こ
れにより、地番からの地図検索や住
居表示住所からの土地の照会といっ
た作業を容易に行うことができる。
東京 23区全域と福島県の 11市町
村の筆界を掲載している。

「GEOSPACE行政界ポリゴン」
GEOSPACE（電子地図）をベー
スに、都道府県単位をはじめ、市町
村、大字、さらには町丁目まで、行
政区分単位の境界をポリゴン化した

コンテンツ（図 3参照）。
GEOSPACE（電子地図）とのマ
ッチングにより、より精密で詳細な
ピンポイントマーケティングが可
能。
顧客情報、物件情報、競合店舗情
報といったお客様が保有している営
業情報をマッピングして、営業戦略
や出店計画に活用。登記異動情報や
商品購入履歴などのビッグデータを
活用して、消費者ニーズの動向把握
や将来的な需要予測といった高度な
マーケティングに活用。そして、居
住者情報や地域施設情報など、自治
体における情報管理を町丁目単位で
行うことで、ハザードマップの作成
や、バリアフリーな街づくりなど、
防災対策や環境整備にも活用するこ
とができる。

　

図2　「GEOSPACE地番地図」の活用例

図3　「GEOSPACE行政界ポリゴン」のデータイメージ

ビジネス展開をサポートする
コンテンツメニューを拡大
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さらに NTT空間情報では、各社
の強みを融合したアライアンスによ
る販売活動も展開している。
2013年 10月、NTT空間情報は、

業界トップレベルの道路ネットワー
クデータを保有し、カーナビゲーシ
ョンや各種デジタルデバイス向けの
地図・位置情報サービスを開発・提
供しているインクリメント P株式
会社との業務提携に合意した。本業
務提携の目的は、電子地図整備にお
ける仕様・工程等の共通化を図り、
地図の共同整備を行うことで、最適
なコストで業界トップレベルの鮮
度、精度、カバレッジ、充実度を確
保した高品質なコンテンツを提供す
ること。両社の共同整備により、「詳
細地図データのエリア拡大」や「道
路・検索データの高精度化」が期待

されている（図 4参照）。
2014年 4月には、NTTデータ

と米国 DigitalGlobe社とのマスター
リセラー（総代理店）契約に基づき、
NTT空間情報は、NTTデータと共
同で、DigitalGlobe社が保有する最
高 50cm/pixelの地上解像度をもつ

高精度な衛星画像を
活用した衛星画像提
供サービスを開始す
ることとなった。これ
ま で NTT デ ー タ と
NTT空間情報は、様々
な分野で地球観測衛
星画像を活用した地
理空間情報サービス
を実施してきた。これ
により、NTTデータ
と NTT空間情報は、
DigitalGlobe社が米国
で唯一 1社が保有す
る商用高分解能衛星
画像の提供サービス

を開始するとともに、NTTデータ
が提供する「全世界デジタル 3D地
形データ」や、NTT空間情報が保
有する GEOSPACEコンテンツと組
み合わせた高精細なデジタル３Ｄ地
図を展開していく（図 5参照）。本
サービスの実施にあたり、NTTデ
ータは、大量の衛星画像処理と地理
空間情報サービスの豊富な実績を生
かしたサービス・ソリューションの
企画立案、および開発を実施し、
NTT空間情報は、過去 3年間にお
ける販売事業の実績を生かして、日
本国内の販売窓口を担当する。
衛星画像における活用例として、

農業情報管理システムでは衛星画像
の 8バンドマルチスペクトル画像
解析機能を利用し、小麦の生育予測
や稲穂のタンパク含有量といった農
作物の生育状況の解析がある。これ
により、最適な収穫時期の視覚化や
効果的な育成対策の実施が可能とな
った。

 
 

 道路・検索データの
高精度化 

詳細地図データの
エリア拡大

図4　インクリメントP株式会社との共同整備による期待

図5　NTTデータと連携したサービス
（高精細なデジタル3D地図）

アライアンスを通じて
ビジネスに付加価値を提供
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NTT空間情報では、多様なニーズ
に対応した GEOSPACEコンテンツ
を、情報システムや地図制作、イン
フラ系、コンサル系、航測会社とい
った専門分野に特化した 51社※２

のパートナー企業と連携して提供し
ている。
※２　2014 年 7月 1日現在

全国の自治体が実施している固定
資産業務、都市計画業務等に対し、
GEOSPACEコンテンツの調達モデ
ルを提案している。たとえば、固定
資産業務は固定資産の異動判読作成
のため、航空写真撮影を委託。自治
体が委託しているスキームを NTT

空 間 情 報 が 保 有 し て い る
GEOSPACE航空写真を調達にて提
供する形態に置き換えることによ
り、自治体のコストダウンを図るこ

とが可能となる。
一方、あらかじめ NTT空間情報
の GEOSPACE CDSをクラウドサ
ービスやソフトウェアに組み込んで
提供するモデルを提案している。個
別に提供形態を考慮しマッチングし
たサービスを NTT空間情報とパー
トナー企業とWinWinでの提供を
行っている。このモデルの具体例と
してパートナー企業であるアサヒ地
水探査株式会社様を紹介したい。国
内で大規模な地質地盤情報データベ
ースを保有しており、このシステム
のデータベースに GEOSPACE CDS

を組み込み、クラウドサービス
（G-SpaceⅡ）を提供している。地質・
地盤地下水調査、土壌汚染調査、災
害リスクコンサル、不動産評価など
に従事している専門家向けの地質地
盤情報データベースを提供してい
る。G-SpaceⅡユーザーは、計画書

や報告書をまとめる際の参考資料と
して、地盤情報を参照するケースが
多い。
住宅地図レベルで、かつ別途許諾
料の支払いや、手続きの手間がない
点が好評である。他にも『建物形状
や、番地号レベル住所表記があり便
利』、『印刷の追加利用が不要』、『導
入しやすい料金体系』といった声が
ある（図 6参照）。

NTT空間情報は、GEOSPACEコ
ンテンツのクオリティを高めなが
ら、パートナー企業との連携により、
各種販売モデルを推進し、新たな価
値の創出に取り組んでいる。

NTT空間情報株式会社　営業部
TEL：03-6802-8200
E-mail：info@ntt-geospace.co.jp
URL：http://www.ntt-geospace.co.jp/

お問い合わせ先

様々な分野のお客様からの
多様なニーズに対応

GEOSPACE
CDS 

Internet 

G-SpaceⅡサーバ 

G-SpaceⅡ DB閲覧サービス 

お客様ネットワーク 

G-SpaceⅡ コンテンツ画像配信サービス  

◆リクエストパラメータ内容例
　・画像種別　　・北緯東経
　・画像サイズ　・縮尺

…など  

報告書 
地図 

航空
写真 

●土地条件図 ●液状化履歴　 
　マップ 

●土地条件図 

●液状化履歴マップ 
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図6　GEOSPACE CDSを利用したクラウドサービス G-Space Ⅱ（アサヒ地水探査様）
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