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 この２、3 年、ＧＩＳが急速に普及しようとしている。とはい

うものの、現在は普及の過渡期であって、適切でない導

入方法によって、せっかく大きな予算を投入しても役に立

たないシステムを導入してしまう例が多いようであるので、

そうならないための導入要件を整理したいと思う。 

 

ＧＩＳの種類 

 

 ＧＩＳの種類を、デスクトップＧＩＳ，業務用ＧＩＳ、インター

ネットＧＩＳと大別してみた(図.1)。 

 

 (1)デスクトップＧＩＳ 

 パッケージ型ソフトウェアとして販売されているＧＩＳの多

くはデスクトップ型ＧＩＳである。 

 地図を作成したり、プレゼンテーションを作成する、ある

いは、データ解析を行う目的で、おもに、ネットワーク対応

ではなくスタンドアロンで使用するもの。 

 

 多くの目的で利用できるように、もともと多機能であるが、

さらに、利用者がプログラムを組み込んで機能を追加で

きるようになっているものが多い。多機能であるために、

逆に、だれでも簡単に使えるとはいえない(使い方が複雑

である)。また、処理速度は速いに越したことはないが、速

度と多機能性とを天秤にかければ、一般には多機能性を

優先させている。 

 

 (2) 業務用ＧＩＳ 

 特定の業務目的で使うＧＩＳでは、その目的以外に機能

を捨ててスリムにすることによって高速化を図り、あわせて

使用方法を単純化する。 

 業務用システムでは、業務開始時点で起動して、その

後一日使うので、起動に多少の時間がかかってもかまわ

ないが、その後の動作は高速であることが要求される。 

 

 

 

インターネットとＧＩＳ、みんなで使えるＧＩＳの要件 
株式会社環境総合研究所 大西 行雄 

インターネットＧＩＳ
情報の共有 使い方が簡単
大勢で利用 機能の絞込み
背景と主題が分離 高速起動が必要

高速応答性

業務用ＧＩＳ
特定の目的 目的に応じた機能限定
業務の効率化 起動は多少遅くてもいい
背景と主題が分離 動作は高速性を要求

多機能 ⇔ 機能の絞込み、使い方が簡単
起動が速い ⇔ 動作が速い
更新が簡単 ⇔ 速度が速い

デスクトップＧＩＳ
地図を作る 多機能
プレゼンテーション 多少遅くてもいい
データ解析
背景と主題の分離が少ない

背景：行政界など一般的な地図で、
更新頻度が低い

主題：業務の目的とする地図で更
新頻度が高い

起動時間：呼び出してから最初の
地図を表示するまでの時間

動作速度：起動後の動作の速度

図.1 
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(3) インターネットＧＩＳ 

 

 インターネットＧＩＳの場合、大勢で情報を共有する使

い方をするために、あまり複雑な機能を盛り込むべきでは

なく、単純にだれでも使えるように設計すべきである。 

 その意味で、インターネットＧＩＳは業務用ＧＩＳに似て

いるといえよう。一方、インターネットでの利用者は業務用

システムの利用者のように一日中システムを利用するの

ではなく、思いついたときに「ちょっとだけ」利用する人た

ちである。そのために、起動にあまり時間がかかるシステ

ムは適切でない。 

 

このように、ＧＩＳを利用目的によって分類してみれば、それぞれ

の目的ごとに必要な機能は異なっており、限られた資源（複雑さ、

実行時間、メモリ使用量など）の下では、機能のいずれかを多少

は犠牲にしても、必要な機能を優先せざるをえない。中途半端に

二兎を追えば「使えないシステム」を作成してしまう恐れが十分に

あるということだ。 

 

地図データの整備 

(1) 背景図と主題図 

 

 背景図とは、市町村界や等高線などのような白地図の

部分であり、主題図とは、そのシステムが直接の対象と

している情報をあらわす図である。たとえば、自然環境

条件を解析するＧＩＳにおけるゲンジボタルの生息(観察

地点)図など。 

 背景図は頻繁に更新するものではないが、主題図は背

景図よりも更新頻度が高いことが多い。更新頻度が低い

背景図は、描画速度が速くなるように事前に加工しておく

ことが多い。この場合の加工とは、縮尺に応じて不要な精

度の情報をあらかじめ捨てておくこと(間引き処理)や、検

索が速く行えるように小さな矩形領域に事前分割する(タ

イル化)処理などをさしている。 

 このような事前処理を行ったデータは更新には不向き

である。したがって、データのうちどの部分は背景であっ

て、どのような事前加工を行うのか、どの部分は主題であ

って、生のままのデータとして扱うのかというきりわけをうま

くやれば、快適に動作するシステムを構築できる。 

例を挙げれば、2,500 分の 1 の精度の地図で建物形状

を表現するためには、一都道府県単位で 100 万～数百

万個ほどの図形要素(形状を現す多角形)が必要になる

が、実際に、特定の１ｋｍ四方の領域の図形を描くために

は、その中の数百～数千程度の図形要素だけが必要で

ある。コンピュータでは描画領域内の図形要素を描くた

め要する時間よりも、100 万～数百万の要素から描画領

域に含まれる数百～数千程度の図形要素を検索するほ

うに時間がかかるのである。事前にタイル化処理をおこな

い、適切なインデックスを作成すれば検索に要する時間

を大幅に削減できる。 

 

(2) ラスターとベクター、任意縮尺表示というワナ 

 

地図は図形によって構成される。画面（または紙面）を

細かい方眼あるいは細かい点の集まりで表現し、それぞ

れの点の色を個別に指定することで図形を表現する方法

をラスターマップ（またはビットマップ）という。一方、図形

を折れ線や多角形あるいはシンボル(円、星型など)の集

まりとして表現する方法をベクターマップという。なお、現

在おもに使用されている図形表示装置や印刷機などは、

ほとんど、図形をラスターマップで表現するので、ベクタ

ーマップの場合にも 終的にはラスターマップに変換さ

れた後に表示装置に転送されて実際の図形（地図）を構

成する。 

ＧＩＳを構築するソフトウェア技法の観点では、ラスター

マップもベクターマップも任意倍率で拡大あるいは縮小

することが可能である。しかし、ラスターマップもベクター

マップも拡大･縮小の範囲には実際的な制限がある。 

縮小についての制限は 

・ あまり縮小すると情報が重なって読み取れなくな

る。 

・ 必要もなく多量の情報を一枚の地図の上に重ねる

ために描画に不要な時間がかかる。 

拡大についての制限は 

・ ラスターマップの場合、ギザギザが目立って画面

が汚くなる 

・ ベクターマップの場合、一画面内の情報が少なす

ぎて何を表現しているのかわからなくなる 
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 実際的な縮小・拡大率は、ラスターマップの場合で、

50%～150%程度、ベクターマップの場合で、30%～200%程

度と考えておいたほうがよい。 

 それ以上に大きな縮小・拡大をするためには、背景図

などを複数段階に分けて用意しておく必要がある。例を

あげれば、2500 分の一の地図を表示するための行政界

のデータを使って一枚の日本地図を描くようなことをすれ

ば時間がかかるだけで、けっして見やすい地図が描ける

わけではないのである。 

 具体的な例で言えば、土木現業部門用に整備した精

密な 2500 分の一のデジタル地図があるからといって、そ

れを都道府県全域の自然環境地図に利用できるとはい

えない。 

 

種類別、導入のチェックポイント 

 

(1) デスクトップＧＩＳ 

 

 デスクトップＧＩＳは、新たに地図データを作成したりデ

ータを解析したりするために便利なツールだが、かなら

ずしも簡単に使えるわけではない。 

 

 デモンストレーションで見るようなきれいな地図を作

ろうとすればデザインセンスと根気が必要。行政事

務機関で地図情報を更新するのは難しいかもしれ

ない。 

 行政事務では、それほど高度なデータ解析を行う

わけではない。背景図は行政の各部門で共有が可

能であるとして外注整備し、主題図の多くの場合に

は「点情報」であり、これについては内部業務で保

守が可能だろうと、割り切ってしまって、簡易版デス

クトップＧＩＳを入門用として整備するという方法も有

効だろう(奈良県総務部情報システム課、地理情報

システムクリアリングハウス、簡易ＧＩＳシステム)。 

 ＧＩＳでデータの解析をするのはむずかしいので、ＧＩＳ

のデータ解析機能に頼るよりは、Microsoft Excel な

どでデータ解析した結果をＧＩＳに取り込むようなツ

ールを整備する方がいいかもしれない（兵庫県水

産課：水産ＧＩＳ）。 

 環境情報を扱うときによく現れる「メッシュデータ」を

簡単に扱える手ごろなデスクトップＧＩＳがない。こ

れについては、兵庫県立人と自然の博物館が作成

している「ナチュラリスト」、大阪市立自然史博物館

が作成している「グリッドマン」などがあるが、これら

が機能を追加整備し、フリーウェアとしての利用で

きるようになることを期待したい。 

 

(2) インターネットＧＩＳ 

 

 インターネットＧＩＳの場合、利用者がどのようなコンピュ

ータ環境（ＯＳの種類、ブラウザの種類）を使用しているか

わからないので、なるべく、多種の利用者環境の上で動

作するようにシステム構築することが望ましいといえるが、

一方で、このような汎用性を確保しようとすればインタラク

ティブで柔軟な構築ができないというジレンマに陥る。 

 

 インターネットＧＩＳを、その実現手法で分類すると以下

のようになる。 

 

 CGI による方法 

 ＣＧＩプログラムによるインターネットＧＩＳは、一番広く用

いられている方法である（いわゆるインターネット地図サイ

トの大部分）。 

この方法では、利用者からの要求に応じてサーバー側

で図形(地図)が作成されて、インターネットの上を図形と

しての地図が転送される(図.2)。 

そのために、 

 図形が大きくて複雑な場合には転送に時間がかかるとさ

れてきたが、実際には、インターネットのブロードバンド化

によってその時間負担はあまり問題にならなくなってい

る。 

 

図.2 

地図データ

図形作成

サーバー クライアント
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 スクロール、拡大・縮小などの処理ごとにサーバーで地図

が描きなおされて再度転送されるために、スムースにスク

ロールするような操作が難しい。そのために、インタラクテ

ィブな使用感覚がないのが欠点とされる。 

 

 ActiveX を使う方法 

 Microsoft Internet Explorer を 使 う 場 合 に 限 り 、

Misrosoft 社の ActiveX を使うインターネットＧＩＳを構築

できる。この方法では 

 Windows 以外の OS では使用できないし、ブラウザも

Internet Explorer 以外では使用できない。 

 Windows で利用可能なビジュアルなコンポーネント(ボタ

ン、テキストボックス、プルダウンメニューなどなど)はすべ

て利用可能であるので、インタラクティブな使用感覚が得

られる。 

 サーバー側で行う処理とクライアント側で行う処理を任意

に割り振りできるので、サーバーに過大な負担をかけな

いシステムが構築できる。 

 企業あるいは学校などの団体では、セキュリティ対策上の

理由からActiveXの使用を許可していないケースがある。

そのような団体では ActiveX を使うインターネットＧＩＳを利

用できない。インターネットＧＩＳはなるべく多様な参加者

に対して開いたシステムであろうとするならば、ActiveX は

適切でないということになる。 

 

 Java を使う方法 

 Java は、ＯＳに依存しない言語体系として開発されてお

り、セキュリティ対策も十分である。インタラクティブな処理

システムが構築可能であるという点で、インターネットＧＩＳ

には 適のはずである。が、実際には、携帯電話サイトを

除いては成功した事例が少ない。 

 建前とは異なり、実際にはJavaはＯＳやブラウザに強く依存

している。 

 さらに Java に各種のバージョンがあって、それらの関係が

必ずしも上位互換性を保っていない。つまり、Java の古い

バージョン用に作成したシステムが Java の 新バージョン

で動作するとは保証できない。 

 そのために、パソコンで使う Java によるインターネットＧＩＳの

維持運用は相当に難しいものになってしまう。 

 Javascript を使う方法 

ActiveX や Java ほどに柔軟性があるわけではないが、

ある程度インタラクティブな動作を期待できる方法なので、

Javascript を使うインターネットＧＩＳが多い。 

 ブラウザのバージョンに依存しているので、 新のブラウ

ザでのみ利用可能な機能を多用すると、利用者を制限

することになる。 

 Javascript 自体の安定動作には若干の不安があるので、

注意深く導入すべきである。 

 

 このように、大きく分けて、CGI による方法、ActiveX によ

る方法、Java による方法、Javascript による方法と、それら

の組み合わせによるバリエーションが存在するが、新たに

導入する場合には、これらの特徴(メリット・デメリット)をよく

理解して目的に適合する方式を採用することが必要であ

る。特定利用者グループを想定しない一般的なインター

ネット地図サイトでは、CGI と Javascript を組み合わせた

GIS を採用することが現在では一般的である。 

 

参加型のインターネットＧＩＳ 

 

 環境部門では、データベースへの利用者からの書き込

みを実現するような参加型のシステムを構築する例が多

い。このような場合、情報の蓄積の方法によってシステム

構築の方法も違ったものになる。 

 

利用者が書き込む位置情報は大部分の事例において

は、点（またはせいぜいメッシュ）である。複雑な曲線や曲

線に囲まれた領域の形状を利用者が書き込むという事例

はほとんどない。 

参加型のインターネットＧＩＳにおいて利用者が位置情

報を取得する方法としては、以下の 2 通りが考えられる。 

 クライアント側で位置情報を取得する方法 

・ 利用者パソコンに地図システムを導入する方法。地

図システムは比較的に安価なシステムが多種販売

されている。 

・ 図.3 は、昭文社の Super Mapple を使った兵庫県立

人と自然の博物館の例であるが、関西版で数千円

程度、全国版で 1 万円程度の費用で購入し、クライ
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アント側のＰＣにインストールして使用する。 

・ 左側の地図で目標地点を画面の中心に移動して

から、左側の窓で《位置取得》ボタンをクリックすれ

ば緯度・経度座標が読み込まれる。 

・ サーバーから地図データをダウンロードする必要が

ないので、低速のインターネット回線の環境でもす

ばやく地図を拡大・縮小したりスクロールできる。拡

大・縮小率に応じて 3 段階の異なる背景図が自動

的に切り替わるので、地図も見やすいものになって

いる。 

 サーバ側から地図を提示して、利用者が地図をクリック

して位置情報を取得する方法 

・ クライアント側で費用が発生しないという意味で、こ

ちらの方が一般的である。 

・ 図.4 は、Javascript を使った兵庫県立人と自然の博

物館の例であるが、左側の地図の中で目標地点を

クリックすれば、緯度・経度座標が読み込まれる。 

 まとめ 

行政の各部門でＧＩＳの導入が始まっているが、普及す

るまでには、まだまだ試行錯誤の段階である。 

試行錯誤の失敗例の大多数は、職員(あるいは次年度以降の

保守費用)では維持管理できないほど高度な初期データ（地図デ

ータ）を導入したが、データが更新されずに使い道がなくなるという

ケースである。 

別の失敗例は、デスクトップＧＩＳのカタログに載せられた多種

の機能を実現さえすれば何か役に立つのではないかという曖昧な

期待だけで導入を図ったが機能を盛り込みすぎたために使い方が

複雑になった、あるいは、コンピュータの処理速度が機能に追いつ

けなくなって使えないシステムにしてしまうケースである。 

コンピュータの処理能力（処理速度や記憶容量、インタ

ーネット回線の速度など）は確かに急速に向上している

のだが、一方で、多量の情報の中から必要な情報を検索

する速度（ハードディスクの速度、データベースソフトウェ

ア技術）の改良は、少しバランスを欠いて停滞気味である。

その状況の中で、ある機能を実現すればその代償に何

かを犠牲にするという微妙なバランスでＧＩＳは動作して

いる。 

ここで取り上げた Java だの ActiveX だのといった用語

は行政事務部門の方にはわかりにくい用語だったかもし

れないが、オールマイティーな方法が確立しているので

はないということをわかってもらえれば幸いである。知った

かぶりでカタログ機能を列挙して仕様書を書くことは避け

るべきである。機能が豊富であればよいというものではな

い。先行事例のどれが成功例で、どれが失敗例なのかを

見極めることは専門的な知識がなくてもある程度は可能

なはずである。成功事例を踏襲しながら少しずつ独自の

工夫を加えていってほしい。 

図.3 兵庫県立人と自然の博物館 
SuperMapple(昭文社)を使った位置入力例

図.4 兵庫県立人と自然の博物館 
Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔを使った位置入力例 
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