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空間情報システムの OSS への展開
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自動認識技術の研究から始まり、以降基礎技術の研
究開発を行うとともに、グループ各事業会社では、

2

NTT 空間情報が提供する GEOSPACE

社内の業務支援システム、法人向けソリューション
ビジネス、地図コンテンツ構築・販売ビジネスを行

弊社のメイン商品である「GEOSPACE電子地図」は、
NTTグループの社会基盤としての役割という視点を軸

ってきた。
地図コンテンツについては、2005 年より NTT −

に、全国規模でのリニューアル（精度・網羅性に加え鮮

ME、NTT ネオメイトの２社体制の下、

度の向上）を図るとともに、
「ベーシック」
「スタンダー

「GEOSPACE（ジオスペース）」というブランド名に

ド」
「プレミアム」の３つのラインアップへ充実を図っ

よる製造販売を行い、多くの自治体様にご採用いた

た（図１：スタンダード）
。これに合わせて精密オルソ

だくとともに、国土地理院の基盤整備事業において

航空写真エリアの拡大を図るとともに、日立ソリューシ

民間地図の利活用推進の方針が決定し、そこへ

ョンズ社様との提携により、米国デジタルグローブ社様

GEOSPACE が採用された。これらの取り組みを契機

の衛星写真データも商品化した（図２、図３）
。更には、

に、２社体制の諸課題を解決し「全国統一仕様で高

日本マイクロソフト社様との提携によりGEOSPACEを

品質・高鮮度な空間情報へグレードアップする」こ

インターネット経由で快適に取得できるクラウド型配信

とを目的に、ME、ネオメイトから GIS 事業を分割・

サービス「GEOSPACE CDS（コンテンツ・デリバ

統合し平成 23 年７月より GIS 専門会社「NTT 空間情

リ・サービス）
」を開始し、GISソリューションを開発

報」としての事業を開始した。

されている方々にもご評価をいただいている。

図 1 GEOSAPCE 電子地図(スタンダード)
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図 2 航空写真

図 3 衛星写真
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GEOSPACEを基軸として、
「高鮮度」
「高精度」
「高品

①Polygon
ex.建物
収容局界
行政界
メッシュ

質」
「網羅性」を追求し、NTTグループはもちろんのこと、
公共・自治体、ユーティリティ企業や法人、航空測量業界、
の商品・サービスを提供していくことを目指している。

地図データとは

追加属性

②Line
ex.道路
ケーブル
管路

地図業界、GIS・IT業界のお客様に対して「Only One」

3

1：1連結（join）

③Point

図形

属性

1：n 連結（join）

空間データベース（PostGIS）

図 4 ベクトル地図データ

地図データは、大きく分けると、①ベクトル型と②ラ
スター型（画像型）に分けられ、ベクトル型では、図形
の構成点座標データと住所や建物名称、面積、階数など
の属性を持ち（図４）
、ラスター型では、色情報を持つ
点の集まり（ビットマップ）の画像形式である（図５）
。
①ベクトル型では、CADシステムのようにラインやポリ
ゴンの図形を選択して、引伸ばしたり変形させたり、そ
の図形に属性を付与し、面積や住所をポップアップなど
で表示する事ができる。例えば、ある領域ポリゴン（浸

図 5 ラスター地図配信 GEOSPACE CDS

水域など）にある建物ポリゴンを選択し、色属性を変更
し、対象建物の塗潰しをすることなどが可能など、計算

にデータを更新するため、負荷分散とデータ更新の一

処理により各種の分析や加工がしやすいのが特徴。②ラ

元性を高速に保つ必要がある。勿論、一般的な地図ア

スター型では、航空写真の様な、画像データを拡大・縮

プリケーションシステムにおいても、背景地図の上に

小に合わせて、縮尺ごとの解像度でタイル状に分割され

利用者の主題データをレイヤーとして重畳し、多数の

た画像ファイルを組み合わせて表示する様にしている。

利用者が更新を行う場合も、同様である。

このため、ベクトル地図であれば複数の地物レイヤーを
重畳して描画しなくてはならないが、ラスター地図では、
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地図システムへの要件

数十枚の画像タイルにより表示が完了する。現在インタ
ーネットで公開されているWEB地図表示は、大半がこ

このように地図システムの要件は、多数のクライア

の方式を用いている。但し、ラスターの場合、画像であ

ント端末が接続し、膨大な地図データを抽出し、高速

るため利用者が地図上をクリックしたときに、ベクトル

に配信できること。また、主題レイヤーについては、

型の様に、属性を表示できないが、背景にラスター地図

これもまた、多数のクライアント端末が接続し、登

を表示しながら透明なベクトルレイヤーを上に重ねる事

録・更新を行うといった、コンピュータシステムにと

により点やラインを描画し、属性も表示できるようにし

っては、非常にアクセス負荷がかかり、図形や画像の

ている。

重いデータを、膨大な範囲において処理をする過酷な

このように、地図データはベクトル型でも、ラスタ

仕組みと言える。特に、空間図形データを扱う

ー型でも、それぞれ特異なデータ構造を持ち、膨大な

RDBMS（関係データベース管理システム）や地図配信

データを、素早く選択したり、多数のユーザからの表

エンジンプログラムは、重要な役割を果たし、最近で

示要求や検索要求に答えられる形式に設計されている。

は、RDBMSもSpatialやGeometryと言った形式で空間

特に、地図制作においては、多数のオペレータが同時

図形データをネイティブな形式で格納し、それらの合
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体やくり抜き、領域包含など、空間演算／空間検索を可

スコスト高になるのを抑える役割をOSS-GISは、果た

能とする関数機能が搭載されている。例えば、SQL文だ

せる所に来ている。主な物を以下に挙げる（図６）。

けで領域内の図形オブジェクトを抽出が可能になるため、

1.PostgreSQL/PostGIS

開発効率が飛躍的に向上した。また、データ更新処理に

空間データベースとして拡張されており、空間演

ついても、更新トランザクションが開始され、処理がコ

算や空間検索、空間インデックス、座標・投影変換、

ミットされるまで、オブジェクト単位（レコード単位）

Shape ファイルのインポート・エクスポートも可能

にロック制御されるため排他制御が必要なGISデータ更

で、標準の負荷分散やレプリケーション、メンテナ

新にRDBMSは、欠かせない物となっている。

ンスツールが活用可能。
2.MapServer

さらに、地図配信エンジンに求められる要求も単
に表示速度に対する性能だけでなく、業界標準に対

歴史の長い OSS-GIS エンジン。PostGIS と連携し

応した、データ交換フォーマットやリアルタイムに

たり、ラスター地図データを活用して、WEB 地図配

主題レイヤーを相互連携する標準プロトコルに対応

信を行う、サーバプログラム。mapfile と呼ばれる多

していることが重要になって来ている。近年では、

数レイヤーの多彩な定義が可能。

GIS データのオープン化・標準化が活発に行われてお

3.GeoServer/GeoWebChash（GWC）

り、OGC（OpenGISConsortium）が提唱、ISO にて

JavaベースのOSS-GISエンジン。PostGISやshape

規格化され、日本でも政府関係機関や国土地理院が

ファイル、GeoTIFF 等に対応し、GCO に準拠した

インターネットサイトにて公開している。

WMS/WFS/WCSプロトコル、WMTS/TMS/KML など

5

のフォーマットで配信が可能。動的にキャッシュを
行う GWC や SLD による詳細な表現を定義可能。

OSS による GIS ツール

4.OpenLayers
WEB ブラウザー向け JavaScript ライブラリー。

このような状況の中で、コストパフォーマンスや、

OGC に準拠した WMS/WFS プロトコルに対応し、各

バージョンアップ、コミュニティ・サポートの早さは、
この OSS 連載で述

WEB地図配信方式概要

べられている通り

WMS

である。私見だが、

WFS
WCS
TMS

個人レベルのフリ
ーソフトとは違い、
ワールドワイドで
ソースが閲覧され、
支援企業の改良ま
であるソフトウエ

OpenLayers
(JavaScript)

WMTS
KaMap
KML
CDS
Google
bing

散や冗長性を保つ
ために、多数サー
バでプロプライエ
タリソフトウェア
を用いてライセン
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OSS-GIS によりデスクトップから C ／ S、WEB 形態まで幅広い構成と標準化された地図データ形式が活用できる。
WMS:WebMapService WFS:WebFeatureService WCS:WebConvergeService TMS:TileMapService WMTS:WebMapTileService
KaMap:TMS の一種 KML:KeyholeMarkupLanguage CDS:GeospaceContentsDeliveryService SWF:AdobeFlash 再生形式ファイル
SVG:ScalableVectorGraphics Future:地図地物図形データ shape:ESRI 社によるベクトル地図データ形式 GeoTIFF:座標付画像ファイル

図 6 OSS による主な GIS ツール
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種ラスター地図、GoogleMaps、BingMap にも対応し

研究所、国土地理院・電子国土ポータル、経済産業

ており、さらに KML、GeoJSON にも対応している。

省の統計情報の地図表示機能、農林水産省の農研機

スムーズスクロールが可能で、スマートフォン用のラ

構などの実績がある。

イブラリーも提供され、HTML5の技術が搭載。
5.QuantumGIS

弊社においても OSS-GIS をベースにして、
GEOSPACEに社内外の情報を重ね合わせて災害関連情

デスクトップ型汎用 GIS プログラム。上記の地図配

報を鳥瞰できる仕組み（危機管理情報システム）を開

信プロトコルやフォーマットに対応し、各種変換・分

発している。この仕組みでは、各種ハザード情報、気

析機能を搭載する多機能ソフト。ESRI ArcGISに匹敵

象情報、公開されている避難所情報等を、位置情報を

する機能を有する。性能面での課題がある。

キーとして重ね合わせる（図８）
。GEOSPACEが高い

6.GeoNetwork（GNW）

精度であるからこそ、複数の情報がずれることなく重

今後、空間メタ情報の検索インデックスサーバ・

ねてみることができる。

ソフトとして重要な役割を果たす物で、クリアリン
グ・ハウスの代表的な位置付け。指定された領域に
ある関連主題レイヤーを、カテゴリーやキーワード
をベースに検索し、サムネール画像と一緒に候補一
覧化する。インターネット上にある他の GNW と連携
し検索ネットワークを構築できる（図７）。
この他にも、地理情報処理の OSS は数々有り、用
途や環境によって見極め、活用のノウハウを得るこ
とが重要である。

6

OSS-GIS の活用事例

OSS-GIS をベースとした事例としては、防災科学
図 8 危機管理情報システム

この仕組みは、東日本大震災の被災状況把握や支援
活動でも活用された。今後は、NTTグループ内はもち
ろん、通信建設業界、自治体や公共機関との間で情報
を共有する仕組みの活用を目指している。また災害対
策だけでなく、様々な空間情報を地図上に共有すると
きに、比較的安価に構築する方法のひとつとして活
用していく予定である。

お問い合わせ先
空間メタ情報にて座標範囲やカテゴリー、キーワードなどで登録し,必要に応じて該
当範囲の空間データを一覧化する。
(FAO:国連食糧農業機関）が中心となって開発した OSS である。

http://www.geonetwork-opensource.org/stable/users/preface.html

図 7 GeoNetwork

ビジネスコミュニケーション

2012 Vol.49 No.4

NTT 空間情報株式会社
第 1 法人営業部 営業 SE 担当
TEL ： 03-6802-8322
E-mail ： se-tky@ntt-geospace.co.jp
URL ： http://www.ntt-geospace.co.jp/
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