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水害地形分類図デジタルアーカイブの構築と公開
― 二次利用可能な GIS データの公開および利用ルールの整備 ―
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Digital archive of geomorphological land classification maps of flood-stricken areas
― GIS data release and arranged usage rules for re-use ―

Hitoshi TAGUCHI*, Hinako SUZUKI***, Hiroaki SANO**, Yuichiro USUDA** and Yayoi HOTTA****

Abstract: Geomorphological Land Classification Maps of Flood-stricken Areas (GLCM) are the-
matic maps that estimate flood conditions by reading geomorphic elements. Due to their being paper 
maps that are not published, it is difficult to get hold and utilize GLCM, although they are very use-
ful in order to know and understand flood-disaster risks in local areas. In light of this, we established 
an online digital GLCM archive. The characteristics of the archive are: 1) GIS data release, and 2) 
arranged usage rules for re-use. First, we created raster GIS data from paper maps. Second, we ob-
tained permission for re-use from publishers and the Geospatial Information Authority of Japan (GSI). 
Third, we arranged usage rules for re-use based upon ID. Fourth, we prepared map image APIs (Ap-
plication Programming Interface), such as Web Map Service (WMS), XYZ tile and Tile Map Ser-
vice (TMS). Fifth and finally, we opened the digital archive in March 2016.
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（Re-use）

１．はじめに
水害地形分類図は，故大矢雅彦早稲田大学名誉教
授や，その手法を学んだ研究者らが作成した主題図
である．大矢（1983）によれば「水害地形分類図と
は洪水を受ける地域の地形を重点的に分類し，その
分類された地形要素およびその組み合わせの特色か
ら，洪水の状態を推定する図」とあり，詳細な地形
分類図および災害予測図といえる 1）．
水害地形分類図は1959年伊勢湾台風で注目を集
めた．「地図は悪夢を知っていた」という見出しで中
日新聞が1面で報じた（1959年10月11日，中日新
聞）．大矢（1983）によれば「木曽川流域濃尾平野水
害地形分類図（総理府資源調査会，1956；図1）」の
「ダークブルーで示しておいたデルタ 2）の範囲と高

潮・洪水の浸水範囲が一致したことで注目を浴びた」
という．これがきっかけとなり，国土地理院の土地
条件図が作成されるなど，ハザードマップの先駆け
となった．
国立研究開発法人防災科学技術研究所（防災科研）
では，大矢氏のご厚意とご協力により，氏が編著し
た水害地形分類図を収集・整理し「水害地形分類図
全集」として自然災害情報室に所蔵してきた 3）．こ
の地図は大矢氏の優れた研究成果であり，地域の水
害の危険性を知る基礎資料として閲覧依頼が絶えな
い状況である．しかし，刊行物でないことや，紙地
図の劣化等の要因により，防災科研へ訪問して閲覧
する以外に手段がなかった．そこで筆者らは，誰も
が水害地形分類図を簡便に利活用できるよう，デジ

* 　正会員　国立研究開発法人 防災科学技術研究所 総合防災情報センター
 　　　　　（National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience）
 　　　　　〒 305-0006　茨城県つくば市天王台 3-1　E-mail：tagchan@bosai.go.jp
** 　正会員　防災科学技術研究所（National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience）
*** 非会員　防災科学技術研究所（National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience）
**** 非会員　公益社団法人 全国市有物件災害共済会 防災専門図書館（Disaster Management Library）



－28－

タルアーカイブを構築・公開することとした．
デジタルアーカイブの方針は，近年普及してきた
オープンデータの目指す方向性に沿うこととし，二
次利用が可能なデータおよびルールに基づき公開す
る方針とした 4）．データについては地図を一般的な
画像データとして公開するだけでなく，多様かつ高
度な利活用が行えるよう，地理情報システム（以下，
GIS）において利活用が可能なデータとして公開す
る方針とした．また，ルールについては，二次利用
が可能な利用ルールを明示する方針とした．このよ
うな方針に基づき水害地形分類図のデジタルデータ
を公開することにより，防災活動や防災教育等の用
途に対するより容易な利活用が期待される．
本稿では，２章において紙地図である水害地形分
類図をGISデータとして整備する方法と，筆者らが
行った利用許諾の取得方法を説明する．３章では，
２章で整備したGISデータについて，許諾結果の状
況に基づき，利用者が二次利用のための利用ルール
を簡便に判断できるよう類型化を行ったので説明す
る．また，GISデータの公開方法について説明し，

ウェブサイトの構築と公開後のアクセス状況につい
て説明する．

２．データ整備及び利用許諾
２．１．データ整備方法
「水害地形分類図全集」には，49編（国内41編69

図幅，海外8編15図幅）の大矢氏が編著した地形分
類図が収録されている．全集の構成は図幅名ごとに
封筒に収められ，7分冊で製本されている．一つの
封筒には，水害地形分類図とその付図など図幅類の
他，説明書がない場合は，関係論文が参考資料とし
て収められている．
水害地形分類図は一連のシリーズとして刊行され
たものではなく，研究機関が単体の地図（裏面は解
説付き）として刊行したもの，省庁等が発行した報
告書の付図であるものなど，発行元と印刷形態は
様々である．そのため，地図の大きさはB0版など
大判地図から報告書内の図まで様々である．また，
個々の地図の縮尺は地形図を基図としたものが多
く，5万分の1または2.5万分の1が多い．
各地図はスキャナにより600dpiの解像度で読み取
り，TIFF形式の画像ファイルとして保存した．次に，
保存した画像ファイルは1枚の地図中に複数の地域
が含まれている場合があるため，その場合は別の画
像ファイルとして分割した．

TIFF形式の画像ファイルは地形図等を用いてジ
オリファレンス処理を行い，WGS84測地系の地理
座標系にリサンプリングし，GISソフトウェアで使
用可能なGeoTIFF形式のGISデータを作成した．

２．２．測量成果の複製・使用申請
次に，デジタルアーカイブとしての公開および二
次利用が可能な利用ルールで公開するために必要な
利用許諾の取得を行った．前述のとおり，水害地形
分類図は様々な発行元が存在する．また，背景図と
して地形図を用いているケースがほとんどである．
そのため，①測量法に基づく測量成果の複製・使用
申請（国土地理院への申請），②資料発行者への利
用許諾を行う必要がある．
国土地理院の基本測量成果を用いた地図に関して

図 1　木曽川流域濃尾平野水害地形分類図
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は，測量法（昭和24年制定）に基づく「測量成果の
複製」（測量法第29条）または「測量成果の使用」（測
量法第30条）にあたり，申請と承認が必要である 5）．
水害地形分類図は66図幅が国土地理院の基本測量成
果（地形図）を用いている．したがって，これらの
地図をデジタルアーカイブにおいて公開するために
は，元の地図の承認状況の確認と申請が必要である．
そこで，すべての水害地形分類図の承認番号を
調べ，①使用承認：17図幅，②複製承認：20図幅，
③土地分類基本調査：7図幅，④地形図書込み資料：
1図幅，⑤国土地理院技術資料：5図幅，⑥不明資料等：
16図幅へ分類することができた．これら分類した
資料は次のような手続き（申請）を行った．
①使用承認：国土地理院の利用手続き 5）について
のウェブページによると，測量法第30条の承認を
得て作成された測量成果を利用する際，新たな承認
申請は不要．
②複製承認：当時の承認番号と使用地形図幅名を
添えて複製承認申請．
③土地分類基本調査，④地形図書込み資料：複製
承認申請．
⑤国土地理院技術資料：政府標準利用規約（第2.0

版）に準拠しており，申請は不要 6）．
⑥不明資料等：作成が今から50年以上前であり，
現在の承認番号記述に即しておらず，申請対象外．
以上により，本デジタルアーカイブにおける公開
の許諾を得ると共に，二次利用する際の許諾条件と
して，①⑤⑥の地図は利用者が国土地理院への承認
申請が不要であり，②③④の地図は国土地理院へ測
量法30条に基づく複製承認が必要であることが整
理できた．

２．３．各発行元への利用許諾申請
発行元への利用許諾申請の対象となった資料数は

49編120面（地図本体75図幅，主題図19図幅，地
図ではない説明書26面）となり，各発行機関へ申請
を行った．海外の河川を対象とした水害地形分類図
については，一部は国際連合アジア太平洋経済社会
委員会（UNESCAP）から発行された資料があった
ため，当機関に対して問い合せを行った．

発行元に対して，①デジタルアーカイブ構築者（筆
者ら）からの公開の可否の回答，②二次利用の可否
の回答および許諾条件について問い合わせた．なお，
地図だけでなく解説書部分についても公開の可否を
問い合わせている．②二次利用については，a）出
典明記の上，二次利用可（CC BY 4.0 7）），b）出典明
記の上，研究・教育目的であれば利用可，c）二次
利用者が発行元へ直接申請，のいずれかの回答を得
た．その結果，48編の地図に対して，本デジタルアー
カイブにおける公開の許諾を得ることができた 8）．
２．２および２．３で行った利用許諾申請の結果，
利用者が地図データを二次利用する際の許諾条件に
ついては，表1のように整理することができた．

３．アーカイブデータの公開
２章で述べたデータ整備および利用許諾により，
デジタルアーカイブとして公開が可能となった地図
の一覧を表2に示した．表中の「二次利用分類 ID」
という列は，二次利用する際の利用ルールが利用者
にとって簡便に把握できるよう記号で表現したもの

1. 測量法による条件

種類 説明

1-1：申請必要 基図の利用申請が「複製承認（測量法第29
条）」の場合、二次利用を希望する者は、国
土地理院への申請が必要。

1-2：申請不要 基図の利用申請が「使用承認（測量法第30
条）」の場合、二次利用に関する申請は不要。

1-3：測量法対
象外

国土地理院の地図ではないため、申請は不要。

2. 出典元による許諾条件

種類 説明

2-1：許可 CC BY 4.0に基づき二次利用可

2-2：条件付き
許可

• 条件付き許可A：二次利用の条件は無償利
用のみ。

• 条件付き許可B：二次利用の条件は教育、
研究目的のみ。

• 条件付き許可C：Webに掲載する場合は教

育、研究目的のみ。
• 条件付き許可D：二次利用の際には、出典
元への利用情報の提供が必要。

2-3：要連絡 • 要連絡A：二次利用を希望する際は、出典
元に問い合わせる必要あり。

• 要連絡B：Web掲載を希望する際は、出典
元に問い合わせる必要あり。

• 要連絡C：二次利用を希望する際は、防災

科学技術研究所に問い合わせる必要あり。

2-4：その他 • 問合せ不可：利用を希望する資料について
の出典元への問い合わせは不可。

• 利用不可：二次利用は全面的に不可。
• その他：個別の指示に応じて対応が必要。

表 1　二次利用の際の許諾条件の整理結果
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No 地域名 固有番号 地図名称 発行年
二次利用

分類ID

1 木曽川

o0101 木曽川流域濃尾平野水害地形分類図 1956 A-3
o0102 伊勢湾台風被害状況図 (A) 1960 A-3
o0103 木曽川流域濃尾平野水害地形分類図 1983 A-2

2 濃尾平野 o2300 濃尾平野河川地形図 1976 D-3

3 筑後川

o0201 筑後川流域水害地形分類図 1957 A-3
o0202 筑後川流域水害地形分類図 (下流部) 1957 A-3
o0203 筑後川流域地盤高概要図 1957 A-3

4 諫早

o0301 諫早洪水状況図 (昭和32年7月25日) 1959 A-3
o0302 タイトル無し（諫早洪水状況図に山崩れの地点を落としたトレーシングペーパー） 1959 A-3
o0303 諫早市周辺水害地形分類図 1959 A-3

5 石狩川
o0401 石狩川流域水害地形分類図 1961 A-3
o0402 石狩川流域地盤高図 1961 A-3

6 中川

o0501 中川流域 (利根川) 水害地形分類図 1961 A-3
o0502r 中川流域等高線図及び洪水状況図 1961 A-3
o0503r 中川流域土地改良実施状況図 1961 A-3
o0504r 中川流域用排水系統図 1961 A-3

7 羽生市
o0601 羽生市水害地形分類図 1961 C-31
o0602 羽生市地盤高図 1961 C-31

8 三陸海岸

o0701 塩釜港周辺津波地形分類図 1961 A-2
o0702 気仙沼地形分類図 1961 A-2
o0703 気仙沼水害状況図 1961 A-2
o0704 志津川地形分類図 1961 A-2
o0704 志津川津波状況図 (1960.5.24) 1961 A-2

9 ガム川 (タイ) o0801 Topographical Survey Map of Nam Gum Showing Classification of Flood-Stricken Areas 1961 A-3
10 ムン川 (タイ) o0802 Topographical Survey Map of lower Nam Mune Showing Classification of Flood-Stricken Area 1961 A-3
11 西条平野 o0900 西条平野地形分類図 1963 C-36

12 有明海北岸
o1001 有明海北岸低地水害地形分類図 1963 A-2
o1002 地盤高図及び高潮想定図 1963 A-2

13 吉野川

o1101 吉野川流域水害地形分類図 (1) 1963 D-7
o1102 吉野川流域水害地形分類図 (2) 1963 D-7
o4501 吉野川流域水害地形分類図 (1) 1995 C-17
o4502 吉野川流域水害地形分類図 (2-1) 1995 C-17

14 クルナ(バングラデシュ) o1200 Geomorphologic Map of Khulna (East Pakistan) and Its Vicinity Showing Classification of Flood Stricken Areas 1964 A-3

15 鹿屋

o1301 鹿屋・地形分類図 1964 A-3
o1302r 鹿屋・表層地質図 1964 A-3
o1303r 鹿屋・土じょう図 1964 A-3
o1304r 鹿屋・傾斜分布図 1964 A-3
o1305r 鹿屋・水系及谷密度図 1964 A-3

16 志布志 o1400 志布志・地形分類図 1965 A-3

17 白老

o1501 白老・地形分類図 1966 A-3
o1502r 白老・表層地質図 1966 A-3
o1503r 白老・土じょう図 1966 A-2
o1504r 白老・傾斜分布図 1966 A-3
o1505r 白老・水系及谷密度 1966 A-3

18 狩野川

o1601 狩野川流域水害地形分類図 1965 D-7
o1602 狩野川流域洪水状況図 1965 C-36
o2500 狩野川流域治水地形分類図 1977 C-17

19 メコン川

(タイ･ラオス)

o1701 Map of the Mekong River Basin (Vientiane, Nong Khai and the Surrounding Area Situated Immediately Down Stream from Pa Mong) Showing the Inundation of 1966 1966 A-3

o1702 A Geomorphological Survey Map of the Mekong River Basin (Vientiane, Nong Khai and the Surrounding Area Situated Immediately Down Stream from Pa Mong) Indicating Areas 
Subject to Flooding 1967 C-30

20 九頭竜川
o1801 1965年九頭竜川流域洪水状況図 1968 C-36
o1802 九頭竜川流域水害地形分類図 1968 C-21

21 山形盆地 o1900 最上川中流域水害地形分類図 1970 C-36
22 中津川 o2000 中津川事業区（木曽川流域）崩壊地形分類図 1971 A-3

23 寝屋川
o2101 昭和42年7月8, 9日豪雨による寝屋川流域洪水状況図 1972 A-2
o2102 寝屋川流域水害構造解析図 1972 A-2

24
ブラマプトラ－

ジャムナ川
(バングラデシュ)

o2201 Geomorphologic Map of the R. Brahmaputra-Jamuna and R. Ganges Plain 1976 A-3
o2202 Geomorphologic Map of the Brahmaputra-Jamuna River Basin（Sirajganj and Its Surrounding Area） 1976 A-3
o2203 Geomorphological Land Classification Map of the Jamuna River Basin Bahadura bad, Gabargaon and it's Surrounding Areas 1976 A-3
o2204 Geomorphological Land Classification Map of the Brahmaputra Jamuna River Basin, Nagarbari, Aricha and its Surrounding Areas 1976 A-3

25 津軽平野 o2400 津軽平野水害地形分類図 1977 A-3

26 静清地区
o2601 1974.7.7 巴川洪水状況図 1977 B-1
o2602 静清地区水害地形分類図 1977 A-2

27 矢作川 o2700 矢作川下流平野水害地形分類図 1977 C-17
28 豊川 o2800 豊川平野治水地形分類図 1978 D-3

29 庄内川
o2901 庄内川治水地形分類図 (上流) 1979 D-3
o2902 庄内川治水地形分類図 (下流) 1979 D-3

30 小川原湖 o3000 小川原湖周辺地形分類図 1982 B-1

31 庄内平野
o3100 庄内平野水害･地盤液状化予測地形分類図 1982 D-4
o3102 庄内平野水害･地盤液状化予測地形分類図 1982 B-1

32 パダン平野(インドネシア) o3200 A Geomorphological Survey Map of Padang City and Surrounding Area in West Sumatra Showing Classification of Flood Stricken Areas 1983 A-3
33 網走川 o3300 網走川水害地形分類図 1984 D-11
34 阿賀野川 o3400 阿賀野川水害地形分類図 1984 D-2
35 常呂川 o3500 常呂川水害地形分類図 1985 D-11
36 黄瀬川 o3600 黄瀬川流域地形分類図 1985 D-3
37 ナイル川 (エジプト) o3701 Geomorphological Land Classification Map of the Nile River Basin 1986 A-3

38 ルクソール

(エジプト)
o3702 Geomorphologic Land Classification Map of the Luxor and its Vicinity 1986 A-3
o3703 Geomorphologic Land Classification Map of the Luxor and its Vicinity （彩色原図） 1987 A-3

39 霞ヶ浦
o3801 霞ヶ浦･北浦周辺地形分類図 （図-1） 1986 D-7
o3802 霞ヶ浦･北浦周辺地形分類図 （図-2） 1986 D-7

40 葛飾区
o3901 葛飾区周辺地形分類図 1987 B-1
o3902r 葛飾区水路図 1987 A-3

41 タイ中央平原(タイ) O4000 A Geomorphological Survey Map of the Central Plain of Thailand Showing Classification of Flood-inundated Areas 1989 A-3
42 相模湾 O4100 相模湾北部沿岸地形分類図 1991 D-11
43 クラシオ川(タイ) o4200 A Geomorphological Survey Map of the Kraseio River Basin in the Western Part of the Central Plain of Thailand Showing Classification of Flood-inundated Areas 1991 A-3

44 淀川

o4301 淀川水害地形分類図 (その1) 1993 C-24
o4302 淀川水害地形分類図 (その2) 1993 C-24
o4303 淀川水害地形分類図 (その3) 1993 C-24

45 鳴門海峡 o4400 徳島県東部沿岸･海底地形分類図 1994 C-17

46 荒川

o4601 荒川流域地形分類図 (その1) 1996 C-21
o4602 荒川流域地形分類図 (その2) 1996 C-21
o4603 荒川流域地形分類図 (その3) 1996 C-21
o4604 荒川流域地形分類図 (その4) 1996 C-21
o4800 荒川流域地形分類図 2000 D-7

47 那賀川 o4700 那賀川流域水害地形分類図 1997 C-17
48 木津川 o4900 木津川上流水害地形分類図 2001 C-24

表 2　公開した水害地形分類図の一覧
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であり，３．１で説明する．次に，整備した地図デー
タを公開する方法について３．２で説明する．最後
に，構築・公開したウェブサイトの状況について３．
３で説明する．

 

３．１．二次利用するための利用ルールの類型化
２章で行った二種類の利用許諾に基づき，二次利
用する際の利用ルールについて，利用者にとって簡
便に把握できるよう，分類 IDにより表現する方針
とし，大分類と小分類の2階層で表現することとし
た．

 表3に分類 IDの大分類の内容を示した．Aは測
量法の申請が不要な地図であること，出典明記で二
次利用が可能であるため，CC BYのライセンスに
より利用者による二次利用が可能な利用ルールであ
ることを示している．Bは出典明記に加えて国土地
理院への複製承認申請が必要な地図であることを示
している．Cは発行元（出典元）から許諾を得るた
めの条件がある地図および連絡が必要な地図である
ことを示している．DはBに加えてCの対応が必要
な地図であることを示している．小分類は数字で表
現することとし，表1にある各条件の種類および説
明内の区分に応じて数字を割り当てている．
以上の表記方法および表1と表3に基づき，利用

ルールを類型化し，分類 IDを割り当てた一覧表を
表4に示した．この表に記載されている「分類ID」は，
表2の「分類 ID」と対応している．これにより，利
用者は個別の地図を参照し，二次利用する際にどの
ような利用ルールが適用されるのかを簡便に把握す
ることが可能となった．

３．２．地図データの公開形式
地図データの使用方法は，①データをローカル
環境にダウンロードした上でデスクトップ型GISか
ら使用するケース，②API（Application Programming 

Interface）によりWeb-GIS等から動的に地図データ
を取得して使用するケースを想定し，複数の公開形
式により提供する方針とした．
①については，２．２で前述したGeoTIFF形式を

ウェブサーバーへアップロードし，利用者が任意の
地図をダウンロードできるようにした．
②については，地図画像を取得するAPIは複数の

方式が存在することから，３種類の方式を用意し
た．それは，１）任意の地理座標の範囲および投影
法等のパラメータをURLで指定することで地図画
像を取得する国際標準規格であるWeb Map Service

（WMS）9），２）地図画像をズームレベルごとに正方
形のタイル状で区分しておきURLの命名規則を用
いて地図画像を取得する方式であるタイル地図形式
のXYZ形式 10），３）同様のタイル地図形式である
Tile Map Service（OSGeo, 2012）である．１）につい
ては，WMSに対応した地図画像配信サーバを構築
した．２）と３）については各地図のタイル画像を
生成し，ウェブサーバーへアップロードした．

３．３．ウェブサイト構築およびアクセス状況
デジタルアーカイブのWebサイトは，トップペー

ジに地図（HTMLのクリッカブルマップ）を表示し，
そこから地域名をクリックすることで各地域のペー
ジへ遷移し，その地域で整備されている水害地形分
類図を参照できるようにした．その他，水害地形分
類図に関する基本的な説明を行うページや，二次利
用するための技術情報および利用ルールを記載した
ページ，リストから各地域ページへ遷移することが
できるページをそれぞれ作成した．
各地域ページは，その地域にある複数の地図を掲
載し，各地図に対して資料情報（地図名称，発行年，
作成者，発行元，出典及び資料名）と二次利用する
ために必要な情報（二次利用分類，出典表記，現
発行組織名など），地図API情報（WMS Capabilities 

URL，XYZタイル地図URL，TMS URL）を表で示

分類
ID 二次利用の条件

A-* 二次利用可 ライセンスはCC BY 4.0とし、出典を明
記すれば自由に利用可能。

B-* 国土地理院 国土地理院への複製承認申請が必要
表1 の「1.測量法による条件」参照

C-* 出典元 出典元の二次利用許諾条件あり。
表1の「2.出典元による許諾条件」参照

D-* 国土地理院、
出典元

国土地理院への複製承認申請、出典元
の二次利用許諾条件の確認が必要
表1の「1.測量法による条件」と「2.出
典元による許諾条件」の両方を参照

表 3：二次利用ルール（大分類）
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分類
ID

二次利用
条件

測量法に
よる条件

出典元による許
諾条件

条件概要 詳細

A-2 二次
利用可

申請
不要

許可
出典を明記すれば自由に利
用可能
CC BY準拠

＜測量法による条件＞
【申請不要】基図の利用申請が「使用承認（測量法第30条）」の場合、二次利用に関する申請は不要。

該当する文言の表記例：使用したものである、使用して調製したものである。
＜出典元による許諾条件＞
【許可】CC BY4.0 に基づく二次利用が可能。

表記例：国土地理院技術資料、防災科学技術研究所発行資料など

A-3 二次
利用可

測量法
対象外

許可
出典を明記すれば自由に利
用可能
CC BY準拠

＜測量法による条件＞
【測量法対象外】国土地理院の地図ではないため、申請は不要。
＜出典元による許諾条件＞
【許可】CC BY4.0に基づく二次利用が可能。

表記例：国土地理院技術資料、防災科学技術研究所発行資料など

B-1 国土
地理院

申請
必要

許可
国土地理院への複製承認申
請が必要

＜測量法による条件＞
【申請必要】基図の利用申請が「複製承認（測量法第29条）」の場合、二次利用を希望する者は、国土地理院への申請

が必要。
該当する文言の表記例：使用して複製したものである、複製したものである。

＜出典元による許諾条件＞
【許可】CC BY4.0に基づく二次利用が可能。

表記例：国土地理院技術資料、防災科学技術研究所発行資料など

C-17 出典元
申請
不要

条件付き
許可B

出典元の二次利用許諾条件
あり

＜測量法による条件＞
【申請不要】基図の利用申請が「使用承認（測量法第30条）」の場合、二次利用に関する申請は不要。

該当する文言の表記例：使用して編図したものである、使用して調製したものである。
＜出典元による許諾条件＞
【条件付き許可B】二次利用の条件は教育、研究目的のみとする。

C-20 出典元
申請
不要

条件付き
許可B，
条件付き
許可D

出典元の二次利用許諾条件
あり

＜測量法による条件＞
【申請不要】基図の利用申請が「使用承認（測量法第30条）」の場合、二次利用に関する申請は不要。

該当する文言の表記例：使用して編図したものである、使用して調製したものである。
＜出典元による許諾条件＞
【条件付き許可B】二次利用の条件は教育、研究目的のみとする。
【条件付き許可D】二次利用の際には、出典元への利用情報の提供が必要である。

C-21 出典元
申請
不要

要連絡A 出典元の二次利用許諾条件
あり

＜測量法による条件＞
【申請不要】基図の利用申請が「使用承認（測量法第30条）」の場合、二次利用に関する申請は不要。

該当する文言の表記例：使用して編図したものである、使用して調製したものである。
＜出典元による許諾条件＞
【要連絡A】二次利用を希望する際は、出典元に問合せる必要がある。

C-24 出典元
申請
不要

要連絡A，
要連絡B

出典元の二次利用許諾条件
あり

＜測量法による条件＞
【申請不要】基図の利用申請が「使用承認（測量法第30条）」の場合、二次利用に関する申請は不要。

該当する文言の表記例：使用して編図したものである、使用して調製したものである。
＜出典元による許諾条件＞
【要連絡A】二次利用を希望する際は、出典元に問合せる必要がある。
【要連絡B】Web掲載を希望する際は、出典元に問合せる必要がある。

C-30 出典元
測量法
対象外

条件付き
許可A

出典元の二次利用許諾条件
あり

＜測量法による条件＞
【測量法対象外】国土地理院の地図ではないため、申請は不要。
＜出典元による許諾条件＞
【条件付き許可A】二次利用の条件は無償利用のみとする。

C-31 出典元
測量法
対象外

条件付き
許可A，

問合せ不可

出典元の二次利用許諾条件
あり

＜測量法による条件＞
【測量法対象外】国土地理院の地図ではないため、申請は不要。
＜出典元による許諾条件＞
【条件付き許可A 】二次利用の条件は無償利用のみとする。
【問合せ不可】利用を希望する資料についての出典元への問い合わせは不可。

C-36 出典元
測量法
対象外

要連絡A 出典元の二次利用許諾条件
あり

＜測量法による条件＞
【測量法対象外】国土地理院の地図ではないため、申請は不要。
＜出典元による許諾条件＞
【要連絡A】二次利用を希望する際は、出典元に問合せる必要がある。

D-2
国土

地理院、
出典元

申請
必要

条件付き
許可A

国土地理院への複製承認申
請、出典元の二次利用許諾
条件の確認が必要

＜測量法による条件＞
【申請必要】基図の利用申請が「複製承認（測量法第29条）」の場合、二次利用を希望する者は、国土地理院へ要申請。

該当する文言の表記例：使用して複製したものである、複製したものである。
＜出典元による許諾条件＞
【条件付き許可A】二次利用の条件は無償利用のみとする。

D-3
国土

地理院、
出典元

申請
必要

条件付き
許可B

国土地理院への複製承認申
請、出典元の二次利用許諾
条件の確認が必要

＜測量法による条件＞
【申請必要】基図の利用申請が「複製承認（測量法第29条）」の場合、二次利用を希望する者は、国土地理院へ要申請。

該当する文言の表記例：使用して複製したものである、複製したものである。
＜出典元による許諾条件＞
【条件付き許可B】二次利用の条件は教育、研究目的のみとする。

D-4
国土

地理院、
出典元

申請
必要

条件付き
許可B、

問合せ不可

国土地理院への複製承認申
請、出典元の二次利用許諾
条件の確認が必要

＜測量法による条件＞
【申請必要】基図の利用申請が「複製承認（測量法第29条）」の場合、二次利用を希望する者は、国土地理院へ要申請。

該当する文言の表記例：使用して複製したものである、複製したものである。
＜出典元による許諾条件＞
【条件付き許可B】二次利用の条件は教育、研究目的のみとする。
【問合せ不可】利用を希望する資料についての出典元への問い合わせは不可。

D-7
国土

地理院、
出典元

申請
必要

要連絡A
国土地理院への複製承認申
請、出典元の二次利用許諾
条件の確認が必要

＜測量法による条件＞
【申請必要】基図の利用申請が「複製承認（測量法第29条）」の場合、二次利用を希望する者は、国土地理院へ要申請。

該当する文言の表記例：使用して複製したものである、複製したものである。
＜出典元による許諾条件＞
【要連絡A】二次利用を希望する際は、出典元に問合せる必要がある。

D-11
国土

地理院、
出典元

申請
必要

利用不可
国土地理院への複製承認申
請、出典元の二次利用許諾
条件の確認が必要

＜測量法による条件＞
【申請必要】基図の利用申請が「複製承認（測量法第29条）」の場合、二次利用を希望する者は、国土地理院へ要申請。

該当する文言の表記例：使用して複製したものである、複製したものである。
＜出典元による許諾条件＞
【利用不可】二次利用は全面的に不可。

D-13
国土

地理院、
出典元

申請
必要

利用不可，
その他

国土地理院への複製承認申
請、出典元の二次利用許諾
条件の確認が必要

＜測量法による条件＞
【申請必要】基図の利用申請が「複製承認（測量法第29条）」の場合、二次利用を希望する者は、国土地理院へ要申請。

該当する文言の表記例：使用して複製したものである、複製したものである。
＜出典元による許諾条件＞
【利用不可】二次利用は全面的に不可。
【その他】その他上記以外の条件がある場合。二次利用条件に条件を記載。

表 4　二次利用のための利用ルールの類型化一覧



－33－

した 11）．さらに３．２で前述したGeoTIFF形式でダ
ウンロードするためのリンクを掲載すると共に，閲
覧のみのユーザが他の地図との比較等が容易に行
えるよう，Web-GISにより地図を閲覧できるよう
にした．加えて，GISを利用しないユーザのために
JPEG形式，TIFF形式でダウンロードするための各
画像のリンク（URL）を掲載した（図2）．
筆者らが構築したデジタルアーカイブは，2016

年3月より防災科研のウェブサイトから公開された
（国立研究開発法人防災科学技術研究所，2016）．各
ページにアクセスカウンターを設置しており，2017

年10月16日時点の各ページのアクセス数を表5に
示す 12）．トップページは約16,000アクセスを超えて
いることがわかった．地域ページではすべてのペー
ジで300アクセス以上となっており，一定のアクセ
スがあることがわかる．特に木曽川，濃尾平野，鳴
門海峡，荒川は1,000アクセスを超えていることが
わかった．海外の地図の中では，ガム川（タイ）が
比較的アクセスが多いことがわかった．

４．まとめ
紙地図をデジタル化してWeb公開した類似事例

としては，岩崎ら（2009）は関東を中心に整備され
た迅速測図を公開しており，ウェブサイトによる閲
覧に加えてWMSやタイル地図形式により公開し，
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに基づき引
用元明記（CC BY）の利用ルールで公開している 13）．
谷（2017）は，旧版地形図を時系列で切り替えて表
示可能なウェブサイトを構築し，サイトでの閲覧に
加えてタイル地図形式の公開も行っている 14）．
本デジタルアーカイブの特徴は，近年急速に広が
りつつある行政機関によるオープンデータの方針に
基づき，二次利用に向けた利便性に配慮したデー
タ公開を行った点にある．特に，「GISデータとして
公開する」という観点からは，複数の地図API形式
に基づく公開を行ったことに加え，ラスタ型のGIS

データ（GeoTIFF形式）によるダウンロード公開を
行ったことは前述の事例にはない特徴といえる．ま
た，「二次利用が可能な利用ルールの明示」という観

図 2　個別地図ページの表示例
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点からは，背景に地形図を使った主題図であること，
発行元は多様であることから，二次利用する際の利
用ルールがユーザにとって煩雑とならないよう，分
類 IDに基づく類型化を行い必要な手続きを示した
ことは特徴といえる．
本稿では，地域の水害の危険性を知る基礎資料と
して，貴重かつ有用な水害地形分類図を対象に，利
用者が簡便に利活用するために構築および公開を
行ったデジタルアーカイブについて述べた．特に，
行政機関のオープンデータの方針を参考に，GIS

データの形式による公開や，二次利用が可能な利
用ルールを明らかにすることを重視した．はじめ
にGISデータとして整備する方法や利用許諾取得の
方法を示した．その上で，利用者が簡便に二次利用
できるように行った二次利用ルールの類型化，GIS

データの公開方法について説明し，デジタルアーカ
イブサイトの概要および公開後のアクセス状況につ
いて説明した．本稿の事例が，地図のデジタル化以
前に作成された紙地図として所蔵されている主題図

をデジタルアーカイブとして公開する際の参考にな
れば幸いである．
近年のオープンデータの進展やWebおよびGISの技
術の進展により，様々な災害リスク情報が利活用の
可能な形式で流通され，容易に統合可能となりつつ
ある．本稿で取り上げた水害地形分類図を災害リス
ク情報の１つと捉え，誰もがGISデータを意識するこ
となく，水害地形分類図をはじめとした災害リスク
情報を容易に取得・追加でき，他の多様な情報と組
み合わせることが可能なツールが開発されることを
期待したい．そして誰もが地域の災害リスクを考え
ることができ，対策の検討および実行が簡便に実施
できる手法開発へつなげていきたいと考えている．
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された皆様のご協力によりデジタルアーカイブの構
築が実現した．ここに感謝の意を表する．

No 地域ページ名 アクセス
数

1 木曽川 1,188
2 濃尾平野 1,050
3 筑後川 573
4 諫早 527
5 石狩川 582
6 中川 669
7 羽生市 557
8 三陸海岸 702
9 ガム川 （タイ） 856
10 ムン川 （タイ） 369
11 西条平野 406
12 有明海北岸 460
13 吉野川 712
14 クルナ（バングラデシュ） 371
15 鹿屋 470
16 志布志 310
17 白老 478
18 狩野川 506
19 メコン川（タイ･ラオス） 643
20 九頭竜川 486
21 山形盆地 486
22 中津川 399
23 寝屋川 424
24 ブラマプトラ－ジャムナ川（バングラデシュ） 601

No 地域ページ名 アクセス
数

25 津軽平野 546
26 静清地区 524
27 矢作川 440
28 豊川 367
29 庄内川 532
30 小川原湖 431
31 庄内平野 770
32 パダン平野（インドネシア） 381
33 網走川 393
34 阿賀野川 566
35 常呂川 401
36 黄瀬川 383
37 ナイル川（エジプト） 483
38 ルクソール（エジプト） 362
39 霞ヶ浦 853
40 葛飾区 790
41 タイ中央平原（タイ） 441
42 相模湾 736
43 クラシオ川（タイ） 315
44 淀川 633
45 鳴門海峡 2,523
46 荒川 1,306
47 那賀川 438
48 木津川 422

ページ名 説明 アクセス数

トップページ 本デジタルアーカイブのトップページ（クリッカブルマップから地域ページへ遷移可能） 16,299
水害地形分類図について 水害地形分類図の読み方等の基本的な説明 2,841
データ利用方法 二次利用するための利用ルール説明、GISデータとして利用するための技術情報 2,068
アーカイブ地図一覧 アーカイブされた地図の一覧表（一覧表から地域ページへ遷移可能） 3,236

表 5　各ページのアクセス数一覧（2017年 10月 16日現在）



－35－

注
1）  水害地形分類図は作成当時の土地の状況に基づ

き作成したものであり，現在の土地の状況と異
なる場合がある．また，自治体が配布している
浸水深の分布を表現するハザードマップとは異
なる表現方法である点に留意が必要である．

2）  総理府資源調査会（1956）の本編によると，「今
尾町－津島町－甚目寺町を結ぶ線以南はこの三
角州の地帯にあたる」という記述があることか
ら，ここでいう「デルタ」は大局的な意味での
濃尾平野のデルタ地帯であると考えられる．

3）  国立研究開発法人防災科学技術研究所「大矢雅
彦編著 水害地形分類図」．<http://dil-opac.bosai.

go.jp/documents/suigaimap/>

4）  総務省「オープンデータとは」．<http://www.

soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/

opendata/opendata01.html>

5）  国土地理院 「国土地理院の地図の利用手続き」．
<http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html>

6）  国土地理院「申請に基づき提供される国土地
理院技術資料の利用規約」．<http://www.gsi. 

go. jp/REPORT/TECHNICAL/riyoukiyaku_

gijutsushiryou.html>

7）  クリエイティブ・コモンズ（Creative Commons）
ライセンスのうち，表示（BY）のライセンス．

 <https://creativecommons.org/licenses/by/4. 

0/deed.ja>

8）  北海道開発局網走開発建設部（1984）網走川水
害地形分類図（作成者：大矢雅彦 ･海津正倫・
春山成子 ･平井幸弘）については，発行元から
回答を得られておらず，サイト上の公開は行っ
ていない．

9）  Open Geospatial Consortium「Web Map Service」
<http://www.opengeospatial.org/standards/wms>

10）  国土地理院「地理院タイル仕様」．<https://maps. 

gsi.go.jp/development/siyou.html>

11）  表示内容の詳細は表の説明ページを参照された
い．<http://ecom-plat.jp/suigai-chikei/index.php? 

gid=10131>

12） 網走川は注 8）の通りデータ自体は公開してい
ないが，データのダウンロードやWeb-GISによ
る表示ができない状態でウェブページは公開し
ており，アクセス数を記載した．

13）  農研機構農業環境変動研究センター「歴史的
農業環境閲覧システム」． <http://habs.dc.affrc.

go.jp/>

14）  谷 謙二「今昔マップ on the web」．<http://ktgis.net 

/kjmapw/>

参考文献
岩崎亘典・スプレイグ デイビッド S.・小柳知代・
古橋大地・山本勝利（2009）FOSS4Gを用いた歴
史的農業環境閲覧システムの構築．「GIS-理論と
応用」，17（1），83-92．
大矢雅彦（1983）『地形分類の手法と展開』，古今書院．
国立研究開発法人防災科学技術研究所（2016）水
害地形分類図デジタルアーカイブ．<http://ecom-

plat.jp/suigai-chikei/>

総理府資源調査会（1956）木曽川流域濃尾平野水害
地形分類図，『水害に関する調査研究第一部』付図．
谷 謙二（2017）「今昔マップ旧版地形図タイル画像
配信・閲覧サービス」の開発．「GIS-理論と応用」，
25（1），1-10．

OSGeo（2012）Tile Map Service Specification. 

 <http://wiki.osgeo.org/wiki/Tile_Map_Service_

Specification>

（2017年10月24日原稿受理，2018年4月18日採用決定，
2018年6月15日デジタルライブラリ掲載）

 


