
60

個別論文 

自治体における 
GISへの取り組みと今後の展望 

Approach to Geographic Information System for
 Local Government and View in the Future

概要 
　近年、官・民共にGISへの取り組みが活発になっている。e-JAPAN戦略にも取り上げられるGISは数年

以内に本格的な普及を迎える。GISへの理解・利用法ついては模索の段階である。一方で、システムに対

する要望は高度化・多様化してきている。当社では自治体向け統合型GISを開発し、導入してきた。お客

さまと共に取り組んできた統合型GIS開発プロジェクトで出された要望から、自治体で必要とされるGIS

の姿について大きな知見を得ることができた。この知見を基に、今後の自治体向けGISに求められる、種別・

機能・システムなどについて考察した。 

1. はじめに 
　近年、地理情報システム（GIS：Geographic Information 

System）への取り組みが官・民、共に活発になっている。

国土交通省のe-Japan重点計画２００４（文献[１]）において

GISは重要な施策であると位置づけられており、基盤環境の整

備、保有地理情報の公開、防災・教育、行政分野・民間業務な

どの効率化などを目的としている。国土地理院のWebGISサー

ビスである「電子国土ポータル（文献[２]）」や国土交通省の

国土数値情報ダウンロードサービス（文献[３]）はその成果の

一つである。地方自治体においてもGISを導入している団体は

多く、農林・道路・固定資産といった専門的業務から福祉・都

市計画・防災など幅広い業務においてGISは使用されている。 

　従来のGISビジネスは、ソフトウェアや地図・検索データの

販売が主流であったが、２００５年以降Googleローカル（文献

[4]）をはじめとした新しいGISサービスがWeb上に登場した。

これらGISサービスの最大の特徴は、背景図および検索データ

が無償で利用可能、API(Application Program Interface)

が公開されているという点である。これらの登場を皮切りに

各サーチエンジンの地図検索も大きく姿を変えた。GISが一般

の人にも手軽に利用できる環境が整備されてきた現在はGISに

おける変革の時代である。 
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1.1　自治体向けのGISの種別 
　GISの意味・用途は非常に広義である。用途に着目して分類

すると、以下のとおりとなる。 

(1) 個別型GIS（以下、個別型と略す） 

　　　特定の業務に特化した機能を有するGISを指す。統合型

　　GISに対し、個別型と冠して呼ばれることが多い。特定業

　　務には有用であるが、利用者が限られるため、予算に限り

　　のある小規模の団体では導入が難しい。 

(2) 統合型GIS（以下、統合型と略す） 

　　　個別型に対し、背景図・位置情報を統合・共有したGIS

　　のこと。多業務間での連携を可能としている。 

(3) 公開型GIS（以下、公開型と略す） 

　　　自治体などが住民に対し、情報を公開するGISである。

　　また、住民からの陳述・要望を受け付ける双方向的な機能

　　を有している。 

1.2　自治体におけるGISの現状と問題点 
　表１に、総務省による２００５年４月１日現在の地方自治体に

おけるGISの導入状況の調査結果（文献[５]）を示す。この結

果では、個別型の導入率は都道府県が１００%、市町村が４６%

超であり、共に高い比率を示している。その一方で統合型では、

都道府県が２９%超、市町村が１２%超であり、共に低い割合
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2. 当社の自治体向け統合型GIS 
「e-CIVION統合型GIS」 

に留まっている。以上の点から、個別型が専用の地図やシステ

ムを使用するため、地図や属性データといったGISの根幹とな

る背景図・位置情報を共有できない、また業務に特化している

ためにシステム自体を他業務に適用できないなど、地理情報・

業務情報を有効に利用できていないと状況が見てとれる。個別

型は統合型と比較して安く、約数百万円程度で構築できるが、

利用台数が数台と限られ、特定業務のみでしか利用できない。

それに対し統合型は約一千万程度と導入費用が高くなるが、全

庁で利用できる点や他システムとの連携など、情報を共有する

基盤として価格以上の価値を持つ。自治体における統合型GIS

導入が進まない背景として、次の２つの問題点が考えられる。 

(1) 統合型GISへの理解不足 

　　　地図利用・情報共有の効果が見えにくいことがその導入

　　を妨げている。 

(2) 組織間の調整 

　　　個別型は必要とする利用部門が明確であるが、統合型は

　　その仕組みから全庁的な取り組みがないと導入が難しい。

　　先進自治体では情報システムの主管部門が中心となって

　　GISの委員会を設置し、統合型の導入を進めている。 

表１　総務省による地方自治体の個別型GIS・統合型GISの導入状況 

個
別
型
G
I
S

統
合
型
G
I
S

都道府県 市町村 

出典：総務省 文献[5]、地方公共団体における行政情報化の推進状況調査（2005年4月1日現在）の取りまとめ結果 

既に導入済み 

データのみ整備中 

調査中 

導入検討中 
システムのみ整備中 

データ・システムとも整備中 

未検討 

N社と共同開発し、導入してきた。２００６年４月時点において

４市で稼動中である。当社のe-CIVION統合型GISの特徴は

以下のとおりである。 

(1)  住宅地図や航空写真などの背景図を全庁で共有 

(2) 基幹業務システムのe-CIVIONと連携し、GISに住民情報

　　や地番のデータを利用可能 

(3) 業務情報および位置情報を共有 

(4) インターネットでの情報公開に対応、アカウンタビリティ

　　が向上 

 

2.1　背景図の共有 
　主要な背景図として住宅地図がある。住居の位置が詳細に

わかるため、GIS導入以前から冊子の住宅地図の業務利用は

多かった。従来は紙地図に手書きし、年度ごとに全ページ

を手作業で転記していく大変な作業が発生していたが、

e-CIVION統合型GIS導入により紙地図での手作業は無く

なった。また、一般的に住宅地図の価格は購入範囲に対して

従量制のため、業務範囲の広い民間業務などでは購入コストが問

題となる。しかし、自治体の場合は業務範囲がその行政区域内

に限られるため、購入範囲が限定され価格も抑えられるメリット

がある。また、市販の背景図以外に、自治体が業務上保有・整

備している既存の地図を電子化し、GISの背景図として利用で

きる。例えば税業務で備えている航空写真は表現力が高く、

農地・住宅地・道路・山岳部といった区別がはっきりと読み取れ

る。このほか、地番・家屋図や地形図などがあり、これらを背

景図として利用・共有することは、地図としての表現力向上だ

けでなく、業務情報の共有、既存資産の有効活用といったメ

リットがある。 

 

2.2　基幹業務システムと連携した属性情報 
　e-CIVION統合型GISにおける最大のポイントは基幹業務シ

ステムとの連携である。自治体業務では住民の正確な位置情

報を必要としている。一般的に住所は位置情報として認識さ

れているが、特定の区域を表すため誤差が多く、精度は高く

ない。これを解消するためには住民の位置情報を緯度経度な

どの値で持つ必要がある。しかし、住民情報に緯度経度を関

連付ければ済むわけではなく、転入・転居・世帯分離といっ

た住民の異動が発生するため永続的なメンテナンスも必要と

なる。そこでe-CIVION統合型GISでは当社が開発・販売して

いる自治体向け基幹業務システム（e-CIVION）と連携し、 　当社の行政システム事業本部では自治体向け統合型GISを 
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3. e-CIVION統合型GISと連携するGIS

2.4　公開型GISとしての利用 
　e-CIVION統合型GISはWebを通じて操作可能なWebGISの

形式をとっており、インターネットでの情報公開を行う公開型

としても利用可能である。公開型サービスでは、防災情報（危

険箇所・避難施設）、医療・福祉（病院・福祉施設）、公共物

（役所・学校・スポーツ施設など）、ごみステーションの位置、バス

停の位置および時刻表、住民からの陳述・要望など、生活に

密着した情報を公開している。 

図１　ごみステーション管理におけるレイヤの例 

ごみステーションの 
位置情報 

ごみステーションの 
属性情報 

レイヤ 

ごみステーション地図 背景図 

重ね合わせ 

住民異動業務においてGISと連携した地図を表示し、即時メン

テナンスが行えるシステムを実現している。この連携により現

住所の位置情報を常に最新に保つことができ、住民 ID、漢字・

カナ氏名などからの位置検索をも可能としている。また、特定

条件の住民のリストを基幹業務システムから出力することで、

独居老人や子供といった条件での分布を示す地図も作成可能で

あり、従来には無かった新しい視点からの分析を可能とし

ている。 

 

2.3　業務情報および位置情報の共有 
　e-CIVION統合型GISでは情報の共有方法としてレイヤ形式

を採用している。図１にごみステーション管理におけるレイヤ

の例を示す。レイヤには位置情報だけでなく、属性情報が関連

付けられており、背景図と重ね合わせることで、ごみステー

ションの地図を表現している。レイヤには点・線・面・シンボル

などの図形と図形の属性情報を保存でき、台帳として整備して

きた地図とデータをひとつのレイヤとしてGIS上に保存できる。

業務ごとに整備されたレイヤを組み合わせることで、背景図の

上に様々な情報を付加して表示させることが可能である。 

　e-CIVION統合型GISは先述のとおり、様々なメリットがあ

るが、全ての業務において万能ではない。統合型はその特性ゆ

えに機能的には中庸的にならざるを得ない。水道や税務などの

業務ではCAD(Computer Aided Design)レベルの精密な描

画機能を要求されるばかりか、基幹系との密接な連携など、そ

の要望は多岐にわたり専門性が高い。このような業務に対して

は個別型の必要性がある。またそれと相反して、業務台帳を地

図にしたいがGISはよくわからない、といった専門性の違い、

住民を対象としたレイヤでは異動・死亡などによる情報の

変化があるためメンテナンス性が悪い、などの問題がある。

そこで、統合型および個別型双方のメリットを活かすために、

e-CIVION統合型GISと連携するGISの開発に取り組んだ。 

 

3.1　固定資産GIS 
　税務の固定資産業務専用のGISである。課税対象となる土地

（筆）の整備（分合筆・画地計測）などの操作を基幹業務システム

の画面から行うことができ、台帳と地図の整備を同時に行うこ

とができる。整備された情報は、後に地番図としてe-CIVION

統合型GISに反映される。 

 

3.2　行政CRMにおけるGIS連携 
　行政CRM（Citizen (or Customer) Relationship Management）

はWebを通じて住民の陳述・要望を受け付けるシステムである。

行政CRMでは「この道路のここに穴が開いています」といっ

た通報などに迅速に対応するため、公開型を利用して、位置情

報を送信できるようになっている。さらに、受け付けた内容は

e-CIVION統合型GISに反映され、要望や通報を地図から見る

ことができる。 

 

3.3　汎用GISツール「Excel連携GIS」 
　自治体職員が業務上保有している台帳はExcel形式が多い。

Excelで整備してきた台帳を地図にしたいという要望は多く、

それに応える形で開発したのがこのExcel 連携GISである。

Microsoft Excel上で動作するGISで、Excelデータと対話的

に地図を作成できる。図２には住民の住居を付点した例を示す。

名簿に含まれる住民 IDや漢字氏名から付点することができ、

簡単に地図を作成することができる。Excel連携GISは個人情

報を含む台帳からの地図作成に適している。Excel連携GISで

は普段から整備しているExcelの台帳を地図の属性情報とす

るため、最新の地図を作成できる。この汎用GISツール（以下、

汎用ツールと略す）、Excel連携GISは地図の利用範囲を拡大し、

e-CIVION統合型GISの付加価値を高めている。 



　e-CIVION統合型GISの構築・導入過程では、お客さまより

各業務における様々な要望を頂いた。それに伴い、様々な問題

点などが明らかになった。 

(1) 統合型は万能ではない 

　　　統合型GISで共有された背景図および情報は、各業務の

　　連携や住民への情報公開、GISに対する理解の拡大といっ

　　た効果をもたらした。しかし、理解が進むにつれ、地図を

　　利用したい業務が拡大し、統合型では対応しきれないケー

　　スが出てきた。第３章の事例にもあるように、統合型と連

　　携可能なGISが必要であることがわかった。 

(2) 自治体で必要となる４つのGIS 

　　　自治体が必要としているGISは、統合型、個別型、公開型、

　　汎用ツールの４点に集約できる。1.1節においては３種類

　　に分類したが、Excel連携GISの事例に見られるように、

　　汎用ツールの存在は統合型の導入・普及にとって重要である

　　と考える。自治体がGISに期待することは、統合型には情

　　報の共有による業務連携、個別型には専門業務の効率化、

　　公開型には住民とのコミュニケーション、汎用的に地図

　　利用が可能なツール整備である。図３にその概念図を示す。

　　自治体における業務は多種多様であり、それらに対応する

　　ためには、各種GIS同士が背景図・位置情報を共有し、相

　　互連携が行えるシステム構成が最適であると考える。 
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4. 統合型GISにおける問題点とその考察 

図２　Excel連携GISの特徴 

5. 電子国土Webシステムへの着目 

データの詳細は 
地図を見ながら確認 

クリックして 
詳細情報を確認 

地図および検索機能は 
統合型GISの機能をフル活用 
 

Excelのデータから 
地図を作成 

地図上で選択すると、 
Excelシートが連動 

れる。だが、第1章でも示したように無償で利用可能なGISの

登場がGIS市場に大きな変化をもたらしている。この流れを

受け、無償のGISエンジンに機能を付加し、従来よりも比較的低

価格なGISが構築可能であるかを評価した。評価の対象とした

のは、商用利用が可能な電子国土Webシステムである。 

　電子国土Webシステムは２００５年３月より一般開放された

誰でも無償で利用可能なGISである。電子国土の特色は以下の

４点である。 

(1) インターネットに接続されていれば無償で利用できる 

(2) 背景図は日本全土を表示できる 

(3) レイヤ、図形描画（点、線、面）などのGISとして基本

　　的な機能を備えている 

(4) 商用を含む二次利用が許可されている 

 

5.1　e-CIVION統合型GISと電子国土の適用特性 
　表２にe-CIVION統合型GISと電子国土Webシステム（以下、

電子国土）の特徴対比を示す。 

(1) コストについて 

　　　e-CIVION統合型GISではライセンスや背景図などの購

　　入に費用が発生するが、電子国土ではシステムに背景図も

　　含まれており、利用に関しては通信費など最小限のコスト

　　で利用可能である。 

(2) 背景図やその範囲・縮尺について 

　　　e-CIVION統合型GISでは住宅地図や航空写真など市販

　　のものや地番図や航空写真など既存の地図データを利用可

　　能である。一方、電子国土では用意された背景図が一種のみ

　　であるが、日本全土を利用可能である。しかし、最も拡大し

　　た状態では住宅地図のような精度はない。 

　従来、GISを実現するには、高価なソフトウェア（GISエン

ジン）と背景図を購入する必要があった。統合型もこれに含ま 

全庁的な 
地理情報の共有 
業務連携 

業務に特化した 
地図整備可能な 
個別型GIS

全庁での地図利用 
手軽に地図が使える 
汎用GISツール 

住民への情報公開 
地図で住民と対話 
公開型GIS

公開型GIS

図３　自治体がGISに求める効用 

商工・観光 
 

税・ 
資産 

住民・ 
  福祉 

農業・ 
    環境 

建築・水道 
都市計画 

教育 
地域・ 
防災 

統合型GIS
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6. 自治体向けGISの構成 
　これまでの知見を元に、自治体向けGISが目指すべきシステ

ム像について考察した（図５）。重要なポイントは、情報共有

基盤の存在である。情報共有基盤は、地図に必要な背景図およ

び属性データ・検索データなどを統合し、各種GISに提供する

ものである。この情報共有基盤を介して各種GISが相互連携す

ることで、背景図および属性情報を共有するメリットだけでな

く、地理情報整備の重複投資を避けられる。情報共有基盤の

必要性は長野県統合型GIS基本計画書（文献[８]）などでも

述べられている。 

　GISエンジンは地図の描画、図形の描画などを管理するGIS

の基本ソフトであり、エンジンの違いはGISの性能を大きく左

右する。個別型の目的は精密な業務地図の整備であるのに対し、

統合型などは背景図と重ね合わせた情報の整備が目的である

ため、それぞれ目的に合った機能を有するGISエンジンの利用

が望ましい。個別型はCADと同等の精度を求められるため、

詳細な図形編集機能、高度な空間関数の機能を持つベクタデー

タの背景図を利用するベクタ型GISエンジンが必要である。一

方、統合型や公開型、汎用ツールでは簡易的な図形編集と空間

関数機能で十分である。パフォーマンスなども考慮すると、ベ

クタデータの背景図をラスタ化して使用するラスタ型のGIS

エンジンが妥当である。 

表２　統合型GISと電子国土Webシステムの比較 

図４　Excel電子国土の特徴 

コスト 

e-CIVION統合型GIS　　　　 電子国土 

検索機能あり 検索機能なし 
※2006年6月時点 

約一千万 

航空写真、住宅地図 
地番図、地形図 
（市販の地図を利用可） 

無償 

国土地理院基盤地図 

無償で使用可能 

日本全土 

1/3,000 ～ 
1/2,000,000

購入・セットアップの 
必要あり 

購入した 
背景図の範囲 

1/500 ～ 
1/50,000

検索機能 

背景図の縮尺 

背景図の範囲 

背景図について 

背景図の種類 

1/1,000,000 
 

1/200,000 1/5,000

Excelデータから 
簡単に地図作成 
 

日本全土が 
表示可能 
 

地図が無償で 
利用可能 
 

縮尺に応じた背景図 

5.2  電子国土の利用例「Excel電子国土」 
　電子国土はe-CIVION統合型GISほどの精度は期待できない

が、無償でGISが利用できる点は高く評価できる。この特性

を活かし、Excel電子国土の機能評価版を開発した。Excel電

子国土は、Excel連携GISの特性をそのままに、地図の機能を

電子国土に置き換えたものである。図４にその特徴を示す。

Excel 電子国土はExcel 連携GISの持つ、「Excelのデータ

と対話的に地図を作成」という特徴と電子国土の「無償で日本

全土の地図が利用可能」という特徴の双方を併せ持っている。

Excel電子国土はその特性を活かし、e-CIVION統合型GISの

補助ツールとしての利用が考えられる。また、自治体だけでなく

Google Earth（文献[６]）を利用した米デル社の社内システ

ム構築事例（文献[７]）にもあるように、民間への転用なども

期待できる。 

(3) 検索機能について 

　　　e-CIVION統合型GISでは地番や住民の情報などが利用

　　可能であるため検索機能は充実している。しかし電子国

　　土は検索機能が一切無く、機能実装およびデータの購入

　　に費用が発生する。 

　以上のことから、e-CIVION統合型GISは特定範囲（業務範囲）

において用意した高精度の背景図を利用することができ、精

度を求められる業務に適しているが、対象が広範囲にわたる

場合、コストの増加が問題になる。電子国土は、日本全土を

表示可能で、背景図を別途用意する必要が無く、無償で利用

可能という利点がある。しかし、検索データを別途用意する

必要がある点、航空写真などの他の背景図を利用できない点、

住宅地図のような詳細な背景図を持たない点などから、詳細

な地図を利用する業務には適していない。分かりやすい言葉

で例えると、e-CIVION統合型GISは「狭く・深く」、電子国

土は「広く・浅く」という性質を持ち、それぞれの守備範囲

は異なっている。 

比較項目 
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図５　自治体向けGISが目指すべきシステム像 

精密な業務地図を整備 背景図と重ね合わせた情報を整備 

CADと同等の図形描画・編集機能 

 

●高度な空間関数・図形解析機能 
●基幹システムとの連携 
●業務に特化した機能 

既存のデータから簡単に地図作成 

個別型GIS 統合型GIS 公開型GIS 汎用GISツール 

ベクタ型GISエンジン 
 

ラスタ型GISエンジン 

情報共有基盤［背景図（住宅地図・航空写真）、属性データ、検索データ］ 

簡易的な空間関数・図形編集 

106-7

4-1
4-5

4-6
4-10

4-9

3-1

3-3

2-2
共有される地理情報 

●観光案内 
●防災情報 
 ●避難施設 
 

●バス停情報 
●福祉施設 
 ●ごみｽﾃｰｼｮﾝ 

住民への情報公開 

7. おわりに 
　第４章にも挙げたように、自治体が持つGISに対する要望は

大きく４つに集約できる。中でも情報を簡単にGISへと投影可

能な汎用ツールの存在はGISを利用した業務の効率化・分析の

高度化・意思決定の迅速化を幅広い業務で実現し、統合型の価

値を大きく向上させる。また、GISエンジンに無償の電子国土

Webシステムなどを用いることで、GIS導入への敷居は格段

に低くなる。手軽で汎用的に使えるGISツールの登場はGISの

理解促進と普及に大きな役割を果たすものである。 

　今後、GISに対する要望はますます高度化・多様化すると考

えられる。さらに価格面での競争も激しくなるであろう。この

ような現状の中、各種要望に柔軟に対応し、情報共有・相互連

携が可能かつ低コストであるGISが、今後さらに求められる。 
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