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1．はじめに
　近年，ネットワーク環境，モバイル機器の高度化を背景
に，Web 地図サイトの普及が目覚ましい．一方で官民デー

タ活用推進基本法の施行を受けて，様々な機関からオープ

ンデータが提供され始めており，これらには地図データも
含まれている．一般的な Web 地図サイトでは，通常サーバ

側に置かれたタイル分割された地図画像が利用されており，

クライアント側が求める解像度と範囲のみの画像をクライ

アント側に送ることにより高速化を実現している．このよ

うな仕組みを，地図画像のみではなく面的な広がりを持つ

地図データに拡張し，クライアント側でのデータ処理を導

入することにより，ユーザの要望に応じた反応応答性の良
い Web アプリケーションの開発が可能となり，多様なデー

タ利用の促進が期待できる．

2．データタイルマップとは
　データタイルマップ(西岡・長津, 2016)とは，地図上に面

的に広がるデータをインターネットを通じて有効に活用す

るためのベースとなるフォーマットであり，ユーザの要望

に応じて柔軟かつ高速に処理できることを目的として設計
されている．一般的な Web 地図で用いられている地図画像

タイルをデータに応用したのもので，標高データですでに
用いられている PNG 標高タイル（西岡・長津，2015b）を

一般的なデータに拡張したものである．
　今回は，西岡・長津(2016)のデータイルマップの仕様に

を整理し，より具体性を持たせたフォーマットとして，
PNG データタイル，PNG 数値タイル，PNG パレットタイ

ルの規定を追加した．仕様は以下の Web サイトで公開した．

　　https://gsj-seamless.jp/labs/datatilemap/

3．データタイルマップの特徴
　Web 環境で最も標準的な画像形式である PNG 形式をフ

ァイルフォーマットとして採用している．このため，タイ
ル提供者にとっては GIS または簡単なプログラムで作成で

き，タイル単体で視認性も良いので管理が容易である．
　また，Web 地図作成者にとっては，汎用画像フォーマッ

トであるため Leaflet や OpenLayers 等の既存の地図用

JavaScript ライブラリの多くで利用可能であり，クライア

ント側で変換等の処理を行うことができ，ユーザのリクエ
ストに応じて表示を柔軟に変更できる Web 地図アプリケー

ションの構築が可能である．

4．仕様の概要

4.1 PNG データタイル

　PNG データタイルでは，データタイルマップが共通に

満たすべき仕様としての基本事項として，ファイルフォー
マットとして PNG 形式を用いること，完全に透明な画素

を無効値として扱うことなどが定めれらている．また，タ

イル画像が存在しないことと，すべての画素が無効値であ

るタイルが存在することと等価であることなどが定められ

ている．この規定により，まったくデータの存在しない範

囲のタイルは作成する必要が無くなる．
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4.2 PNG 数値タイル

　PNG 数値タイルは PNG データタイルの一種であり，1
つの画素が１つの数値を表すものである．これまでの
PNG 標高タイルをより一般的なデータに拡張したもので

あり，画素から直接的に得られる整数値を，一次関数を用
いて変換する方法が規定されている．RGB 値(r,g,b: 0～
255 で表したもの)から係数(f)及びオフセット(o)を用いて最

終的な値(v)をもとめる式は以下のようになる．

　この式で f, o の値，及び iuまたは isのどちらを用いるか

はタイル配信サービス毎に決定される．
　また，PNG 数値タイルでは，完全に透明な画素以外に，

無効値として扱うべき色の追加が可能である．

3.3. PNG パレットタイル

　PNG パレットタイルは PNG データタイルの一種であり，

地質図のようにいくつかの限定された色のみが使用される

タイルを扱う．画素から値を取得するために，ピクセル値
という概念が導入されいている．RGB 値(r,g,b: 0～255 で

表したもの)からピクセル値(pv )を求める式は以下のように

なる．

　　pv = 216 r + 28 g + b

　また，PNG パレットタイルでは，各色に対応する凡例

情報が別途提供されることが必須となる．凡例情報の形式
は特に定められていないが，json，csv 等，プログラムで

処理しやすいものが望ましいであろう．

5．利用事例
5.1 国土地理院　標高タイル PNG 形式

　国土地理院は「テキスト形式」及び「PNG 形式」の標高タ

イルを公開している．タイルセットには以下の 2種類があ

る．
• 標高タイル（基盤地図情報数値標高モデル）

• 標高タイル（地球地図全球版標高第 2版）

　2 つの形式のうち「PNG 形式」はデータタイルマップの

PNG 数値タイルに適合しており，画素を符号付整数に変

換したのち，係数 0.01，オフセット 0 を用いてメートル単

位の標高値を取得できる．また，無効値と指定は RGB =
(128, 0, 0)を追加している．

　このタイルを利用して，国土地理院の地理院地図では，

「自分で作る色別標高図」の機能を実装している．この機能

では，ユーザは色別標高図の閾値や色を自由に選択でき，

即座に地図上に反映させることができる．また，標高タイ

ルを利用した陰影図，傾斜量図などをオンデマンドで作成
できる Web サイトもあり，さらに，標高タイルから取り込

んだデータを用いた 3D 地図サイトの作成が容易になる

（第 2 図）．

5.2 20万分の 1日本シームレス地質図 V2
　産業技術総合研究所の 20万の分の 1日本シームレス地

質図 V2 Web API のタイルサービスで提供されているレイ

ヤー g（地質レイヤー）のみのタイルはデータタイルマッ

プの PNG パレットタイルに適合している．このため，ク

リック（タップ）地点の凡例情報の取得，ユーザが選択し

た凡例のみの表示，凡例の色を変換しての表示等の機能を

サーバとの接続を行わずにクライアント側だけで完了する
ことができ，高速に動作させることができる（第 3 図）．

5．おわりに
　データタイルマップの概念の提案後，少しづつではある
が適合した地図タイルの公開やそれを利用した Web アプリ

ケーションが公開され始めてきた．今後，多くの機関から

様々なデータタイルが公開されば，それらを複合したアプ

リケーションの公開も加速されると思われる．概念の提示

だけでは利用が進まないため，今後は，各機関へタイル化

の働きかけ，それを利用したアプリケーションの試作も行

って普及を図りたい．
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特定位置の凡例情報表示，選択した凡例のみの表示，凡例の色を

変換しての表示等の機能が高速に行える．

第 2 図　標高タイルの利用事例

「自分で作る色別標高図」は国土地理院，

http://www.gsi.go.jp/common/000197933.pdf      から引用

データは国土地理院標高タイル及び標準地図を使用
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