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1．はじめに

近年の情報技術の進展や位置情報サービス

の向上に伴い、地理空間情報の相互利用に

よって、国民生活の質の向上、より良い地域

形成と環境保全、安心・安全の確保、産業の

活性化及び行政サービスの向上を実現する

「空間情報社会」の構築が展望されている。

地理空間情報の標準化は、“どこに、何が

あるのか”という位置や場所に関する情報

を、“いつでも、どこでも、だれでも、かん

たんに”利用するための仕組みであり、国際

的に普及・促進されているところである。

本稿は、国土交通省国土地理院から委託を

受けた“地理空間情報の標準化”に関する下

記業務の概要及び成果についての報告であ

る。

・ISO/TC211規格原案等に関する調査

・製品仕様書による空間データ作成促進の

ための検討作業

・地理情報標準プロファイルの普及・運用

に関する調査検討作業

「ISO/TC211規格原案等に関する調査」は、

国際標準化機構（ISO）の211番目の専門委員

会（TC211/地理情報に関する専門委員会）に

おいて、国際規格（IS）の検討及びその制定

を行うものである。当協会（財団法人日本測

量調査技術協会）は、日本工業標準調査会

（JISC）から国内審議団体としての認定を受

けており、ISO/TC211国内委員会（委員長：

伊理正夫）を組織した上で、ISO/TC211に参

画している。

「製品仕様書による空間データ作成促進の

ための検討作業」は、ISO/TC211の国内規格

である“地理情報JIS”及び“地理情報標準”

の普及・啓発を目的として、主に行政機関

（発注者）を対象として、セミナーを開催し

た。

「地理情報標準プロファイルの普及・運用

に関する調査検討作業」は、“地理情報JIS”

及び“地理情報標準”の実用的な部分を集約

した“地理情報標準プロファイル（JPGIS：

Japan Profile for Geographic Information

Standards）”の普及・運用のための検討であ

る。

2．ISO/TC211規格原案等に関する調査

2.1 作業の概要

本業務では、ISO/TC211で検討されている

地理空間情報の標準化状況、IS原案及びISに

関する調査、並びに今後これらのISをJISとし

て適用するために必要となる事項に関する調

査を実施した。
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2.2 ISO/TC211規格原案に関する調査

ISO/TC211総会及び国内委員会を通し、各

項目の審議、意見照会及び投票が行われた。

総会及び国内委員会の開催日程を表１に、新

たにISとなった項目を表２に示す。

2.3 国内規格適用に関する調査

2005（平成17）年度は、「JIS X 7112地理識

別子による空間参照」がJISCの審議を経て、

2006年2月25日にJISに制定され、同2月27日

付けの官報に公示された。分科会において原

案作成中の項目も含め、地理情報JISの作業

項目一覧を表３に示す。

3．製品仕様書による空間データ作成促
進のための検討作業

3.1 作業の概要

製品仕様書による空間データ整備の普及・

啓発を目的とし、「GISデータの標準化セミ

ナー」を全国５箇所で開催した。セミナーの

対象は、主にGISデータを発注する立場の

方々とし、地理情報の標準化の意義、製品仕

様書の内容及び作成方法の解説、並びに製品

仕様書によるデータ整備の事例紹介を行っ

た。また、セミナー内容に関する参加者への

アンケート結果を集計し、今後の標準化セミ

ナーに対する意見・要望等を整理した。

3.2 セミナーの開催状況

2005（平成17）年度は、新潟、東京、岡

山、札幌及び名古屋の５都市で開催した。各

会場の参加者状況を表４に示す。

開催日程 会議名

ISO/TC211第36回国内委員会

ISO/TC211第20回総会（スウェーデン・ストックホルム）

ISO/TC211第37回国内委員会

ISO/TC211第21回総会（カナダ・モントリオール）

ISO/TC211第38回国内委員会

2005/4/26

2005/6/6-6/10

2005/8/4

2005/9/12-9/16

2006/2/10

表１　ISO/TC211総会及び国内委員会の開催状況

表２　2005（平成17）年度にISとなった項目

ISO No 項　　　目

19103

19118

19109

19127

19128

19123

19133

19117

19135

概念スキーマ言語

符号化

応用スキーマのための規則

測地コード及びパラメータ

ウェブマップサーバインターフェース

被覆の幾何及び関数のためのスキーマ

場所に基づくサービス-追跡及び経路誘導

描画法

項目の登録手順

表３　地理情報JISの作業項目一覧

ISO No 項　　　目

適合性及び試験

時間スキーマ

座標による空間参照

品質原理

空間スキーマ

メタデータ

地理識別子による空間参照

品質評価手順

応用スキーマのための規則

地物カタログ化法

被覆の幾何及び関数のためのスキーマ

日本工業規格制定及び予定

JIS X 7105  2001．03．25制定

JIS X 7108  2004．03．25制定

JIS X 7111  2004．08．25制定

JIS X 7113  2004．08．25制定

JIS X 7107  2005．03．25制定

JIS X 7115  2005．03．25制定

JIS X 7112 2006．02．25制定

第三次原案　委員会審議

第一次原案　委員会審議

第一次原案　委員会審議

第一次原案　作成中

19105

19108

19111

19113

19107

19115

19112

19114

19109

19110

19123
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3.3 セミナープログラム

プログラムは、①空間データの標準化の意

義を理解する、②地理情報標準の概要と利用

場面を理解する、③空間データ製品仕様書を

読めることと品質評価の重要性を理解する、

④JPGIS及び製品仕様書作成マニュアルの周

知を図る、⑤メタデータ整備の促進を図る、

⑥地理情報標準準拠の製品仕様書の認知度を

高める、ことを達成目標に据え、表５に示す

プログラム構成とした。

3.4 アンケートの分析

アンケートの回収率はおよそ60％であっ

た。主なアンケート項目を図１に示す。今回

の参加機関のGIS導入状況は、導入済が30％

であり、そのうち３分の１が効果的に稼働中

とのことであった。GIS整備中及び検討中が

44％となっており、関心はあるが未検討の回

答を含めると、およそ93％の参加者がGISの

導入に前向きであった。今回のセミナーの目

的であった製品仕様書によるデータ整備の意

義・効果については、理解できた・ほぼ理解

できたが90％近くを占め、セミナーが一定の

効果を上げたと考える。

日 講　　　演

学識者基調講演

地理情報の標準化と製品仕様書

地理情報の検索システムとメタデータ

データ製品仕様と作成手順

空間データの品質評価

製品仕様による空間データ整備の流れとその効果

標準化事例紹介①

標準化事例紹介②

標準化事例紹介③

内　　　容

電子国土、行政情報化等に関する政策や展望

地理情報の標準化の概要とその動向

JMP2.0の概要とクリアリングハウス

製品仕様書の記載内容と作成の流れ

品質の基本と、品質要求・評価・報告の流れ

現行の発注方式と製品仕様書による発注方式の解説

道路GIS、都市計画GIS、統合型GIS、港湾GIS、国有
林GISなどの製品仕様書の紹介、考え方とその狙い

一
日
目

一
日
目

表４　会場別参加者数

参加者所属
会場（日程）

国

1

7

8

79

20

115

都道県

20

17

13

11

17

78

市町村

32

118

46

33

42

271

民間

41

22

6

18

33

120

その他

1

1

0

4

3

9

計

95

165

73

145

115

593

新潟（2005/10/25-10/26）

東京（2005/11/28-11/29）

岡山（2005/12/5-12/6）

札幌（2006/1/16-1/17）

名古屋（2006/1/23-1/24）

計

表５　セミナープログラムの概要

図１　主なアンケート結果

製品仕様書によるデータ整備の意義・効果�

その他�
2％�理解できなかった�

11％�

ほぼ理解できた�
72％�

理解できた�
15％�

あなたの所属部署ではGISにどのように取り組んで�
おりますか�

その他�
5％�関心がない�

2％�

関心はあるが未検討�
19％�

検討中�
28％�

整備中�
16％�

導入済�
21％�

導入済・効果的に�
稼働中�
9％�
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表６　JPGISに関する講演内容の理解度

JPGISの技術的内容に関する講演への理解

度を表６に示す。各講義について、概ね７割

以上の参加者が理解したという回答であっ

た。ただし、講義毎で比較すると、「製品仕

様書」と「空間データの品質」に関する講義

の理解度が低い結果となっている。特に、製

品仕様書については、JPGISの総合的な知識、

「UML」「XML」といった新しい情報技術や

データの設計技術（モデリング）といった知識

を求められるため、理解度が低い結果となっ

たのではないかと考えられる。アンケートか

ら得られた課題を次回のセミナーに参考とす

るとともに、さまざまな応用分野で作成され

ている既存の製品仕様書の存在を周知し、活

用することを推奨することも重要と考える。

4．地理情報標準プロファイルの普及・
運用に関する調査研究作業

4.1 作業の目的

2004（平成16）年度に実施した「地理情報

標準の利活用に関する調査研究」において作

成したJPGISについて、これまでに実施した

地理情報標準に関する官民共同研究等の成果

及びISO/TC211における検討状況を踏まえ、

その普及及び今後の運用に必要となる事項に

ついての調査研究を行った。実施項目の一覧

を表７に示す。

4.2 普及促進に関する検討

4.2.1 普及及び運用に関する調査検討

（１）作業の概要

JPGISの普及及び運用を図る上で、今後ど

のような施策が求められるか、調査検討を

行った。JPGISは、地理情報の流通・交換の

ための標準規格であるが、一方で、より高度

な空間情報をモデル化する設計思想や、現行

の地図データから空間情報という概念移行を

もたらす指向を含んでいる。そのため、望ま

しい空間情報の計画・整備・運用・管理のあ

り方を構想した上で、今後の普及・運用のた

めの方針案をとりまとめた。

（２）主な論点

区　分
データ製品仕様書と

作成手順

10

61

25

地理情報の検索
システムとメタデータ

16

70

12

空間データの
品質評価

10

67

20

製品仕様書による空間データ
整備の発注の流れとその効果

16

73

10

理解した

ほぼ理解した

理解できない

表７　実施項目一覧

（１）普及促進に関する検討

（２）普及及び運用に関する資料等の作成

-１

-２

-３

-４

-５

-１

-２

-３

-４

普及及び運用に関する調査検討

JPGISに準拠する製品の認証及び試験に関する調査

製品仕様書の適合性に関する調査検討

品質評価に関する調査検討

ソフトウェアの適合性に関する調査検討

ユーザ支援資料作成

普及啓発資料の作成

Webページの作成

JPGISの運用支援

場面 ポイント

適切な仕様設計及び既存の製品仕様書・空間データの所在を確認できる仕組み（クリアリングハウス）の活用。

要求仕様の多様化への対応。創意工夫によるデータ作成の効率化及び品質評価・製品認証の仕組みの構築。

空間情報を閲覧・入手できる仕組みの構築（クリアリングハウスの有効活用）。

空間情報の適切な更新とその提供。

計画

整備

運用

管理

表８　空間情報の運用のポイント

先端測量技術　No.92
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これからの情報化社会の構築において、空

間情報は重要な社会インフラの一つと位置づ

け、空間情報の流通・共用の仕組みを支える

要素技術にJPGISがあると考える。空間情報

を扱う各場面において重要となるポイントを

表８に示す。

（３）成果の概要

JPGISの普及・運用の方針として、表９に

示す段階的な措置が必要と考えた。

4.2.2 JPGISに準拠する製品の認証及び試
験に関する調査

（１）作業の概要

製品仕様書、空間データ、ソフトウェアの

JPGISに対する製品認証の仕組みについて調

査検討した。JPGISに対する適合性の基準と

して、JPGIS附属書1に抽象試験項目群が規定

されている。適合性試験に必要となる手続き

及び具体的な試験項目案をそれぞれガイドラ

イン（試案）としてとりまとめた。

（２）主な論点

製品認証の仕組みは、表10に示すルールを

考慮し、「JPGISに準拠する製品の認証ガイド

ライン（試案）」を作成した。また、JPGIS附

属書１に規定されている、抽象試験項目群を

調査し、製品仕様書・空間データ・ソフトウ

ェアごとに実行可能試験項目の例を作成し、

「JPGISに関する適合性試験ガイドライン（試

案）」としてまとめた。

（３）成果の概要

「JPGISに準拠する製品の認証ガイドライ

ン（試案）」及び「JPGISに関する適合性試験

ガイドライン（試案）」の目次とその概要を、

それぞれ表11及び表12に示す。

4.2.3 製品仕様書の適合性に関する調査検
討

（１）作業の概要

製品仕様書のJPGISへの適合性を確認する

ための方法について検討し、適合性試験ガイ

ドライン（試案）に示した実行可能試験項目

の解説、実施手順及び実施例を含む解説書を

表９　JPGISの普及・運用の段階的な措置

段　　階 内　　　容

電子納品要領へのJPGIS適用とJPGIS運用ガイドラインの策定。

JPGIS運用に関する認証機関や支援システムの構築。

空間情報の計画・整備・運用・管理に関する法整備。

現行法の枠組みにおける施策

仕組みを確立するための施策

将来的な施策

表10 製品認証の仕組みの検討に際し参照したルール

ルール 内　　　容

地理情報JISには、「JISX7105適合性及び試験」という規格がある。製品の認証及び試験は、
この規格に準拠することとした。

地理情報JIS

現行の測量成果の検定の枠組みから逸脱しないものとした。測量法・作業規程

「JISQ0065製品認証機関に対する一般要求事項」「JISQ17011適合性評価機関の認定を行
う機関に対する一般要求事項」「JISQ17020検査を実施する各種機関の運営に関する一般
要求事項」を参照した。

製品認証に関するJIS

表11 製品の認証ガイドライン（試案）の概要

目　　次 概　　　要

製品認証の適用範囲がJPGISに準拠する製品仕様書、空間データ及びソフトウェア
であることを明記。

1. 概要

製品認証機関（試験機関の認定行為を含む）、試験機関の要件を規定。

製品認証手続きを規定。

2. 製品認証の体系と役割

3. 製品認証の手順

「平成17年度 受託研究成果」技術報告特集
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作成した。

（２）主な論点

「JPGIS附属書１（規定）抽象試験項目群」

から実行可能試験項目を導出するための考え

方の解説に重点を置いた。解説書のわかりや

すさについては、実証実験等を通し、検証が

必要と考える。

（３）成果の概要

「JPGISに準拠する空間データ製品仕様書

の適合性試験解説書（試案）」の目次とその

概要を表13に示す｡

4.2.4 品質評価に関する調査検討

（１）作業の概要

JPGISと共に公開されている「品質の要求、

評価及び報告のための規則」の逐条解説及び

品質の５要素ごとの具体的な品質評価の実施

例を解説書としてとりまとめた。

（２）主な論点

空間データの品質評価は、JPGISへの適合

性を確認するための試験項目と、個別の製品

仕様書に対する試験項目からなる。前者の

JPGISに対する試験は、JPGISの抽象試験項

目群から作成される実行可能な試験のことで

あり、適合性試験ガイドライン（試案）の附

属書に示した。一方、位置正確度や主題正確

度の試験は、各応用分野の製品仕様書が独自

に試験内容を規定することになる。

（３）成果の概要

「JPGISに準拠する空間データの品質評価

解説書（試案）」の目次とその概要を表14に

示す｡

4.2.5 ソフトウェアの適合性に関する調査
検討

（１）作業の概要

表12 適合性試験ガイドライン（試案）の概要

目　　次 概　　　要

適合性試験の適用範囲がJPGISに準拠する製品仕様書、空間データ及びソフトウェ
アであることを明記。

1. 概要

適合性試験の実施手順を規定。2. 適合性試験の実施

製品仕様書、空間データ及びソフトウェアがJPGISに準拠していることを確認する
ための試験項目試案を提示。

附属書　実行可能試験項目

表13 JPGISに準拠する空間データ製品仕様書の適合性試験解説書（試案）の概要

目　　次 概　　　要

本解説書の目的および利用場面、準拠する規格類、参考文献等についての提示｡はじめに

適合性試験の必要性やその役割、および適合性試験を実施する際に必要となる基
礎的な項目についての提示｡

1. 空間データ製品仕様書の適
合性試験の概要

適合性試験の手順の詳細について、その内容ついて解説｡2. 空間データ製品仕様書の適
合性試験の詳細手順

製品仕様書に関する適合性試験結果報告書の要件および作成方法についての説明｡

「地図情報レベル2500データ作成の製品仕様書（案）第１版」の適合性試験の実施例

3. 適合性試験報告書の作成方法

付録

表14 JPGISに準拠する空間データの品質評価解説書（試案）の概要

目　　次 概　　　要

「品質の要求、評価及び報告のための規則」の内容にうち、特に品質評価の実施に
直接関係する規則の条文解説。

1. 品質の要求、評価及び報告
のための規則の解説

空間データ製品仕様書に示される品質要求をどのように理解し、実際にどのような
検査を行えばよいのか、「地図情報レベル2500データ作成の製品仕様書（案）」の
品質要求を主に取り上げ、解説。

2. 品質評価の事例解説
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表15 JPGISに準拠するソフトウェアの適合性試験解説書（試案）の概要

ソフトウェアのJPGISへの適合性を確認す

るための方法について検討し、適合性試験ガ

イドライン（案）に示した実行可能試験項目

の解説、実施手順及び実施例を含む解説書を

作成した。

（２）主な論点

適合性試験の適用範囲は、ソフトウェアが

もつ、JPGISに準拠するXMLデータの読み込

み（Import）機能及び書き出し（Export）機

能を対象とした。ただし、応用スキーマにつ

いては、各応用分野で作成されるものである

ことから、JPGISが規定する基本スキーマに

対する試験項目を対象とした。

（３）成果の概要

「JPGISに準拠するソフトウェアの適合性

試験解説書（試案）」の目次とその概要を表

15に示す｡

4.3．普及及び運用に関する資料等の作成

4.3.1  ユーザ支援資料作成

（１）作業の概要

国土地理院の職員を対象としたJPGISのセ

ミナーを開催し、そこで使用したテキストを

とりまとめ、JPGISに準拠するデータの構造

を解説したガイドブックを作成した。

（２）成果の概要

「地理情報標準プロファイルのデータ・ガ

イドブック　かんたんJPGIS－初級編－」の

目次とその概要を表16に示す。

4.3.2 普及啓発資料の作成

（１）作業の概要

目　　次 概　　　要

・本解説書の目的および利用場面、準拠する規格類、参考文献等についての提示｡はじめに

ソフトウェアの適合性試験とはどのようなものであるか、その目的、考え方、及
び関連する事項について整理を行い、適合性試験の手順の概要について解説。

1. 適合性試験の概要

実行可能試験について抽象試験との対応関係を踏まえて解説。

実行可能試験の事例を用いた解説。

ソフトウェアに関する適合性試験結果報告書の要件および作成方法についての説明｡

JPGIS準拠の空間データ（XML）サンプルの添付｡

2. 実行可能試験

3. 実行可能試験の実施

4. 適合性試験報告書の作成方法

参考資料

表16 JPGISデータ・ガイドブックの概要

目　　次 概　　　要

「空間情報社会」の実現に必要となる標準の役割及びこのガイドブックが想定する読者層
（JPGISに馴染みのない空間情報技術者）を明記。

はじめに

地理空間データの概念を解説。特に、地理空間データは、地図（紙地図）のためのデータ
ではないことを読者に周知する。

1. 地理空間データとは

地理空間データの内容と構造を表す応用スキーマの概要と、応用スキーマを作成又は理解
するときに必要となる基礎技術（UML及びXML）を解説。

2. 応用スキーマとは

地理空間データの構成要素である主題属性の概要とその実装（XMLデータ）の解説。3. 主題属性

地理空間データの構成要素である空間属性の概要とその実装（XMLデータ）の解説。空間
属性の基本となる、“点”、“線”及び“面”を取り上げ詳細の構造を解説。

4. 空間属性

地理空間データの構成要素である時間属性の概要とその実装（XMLデータ）の解説。時間
属性の基本となる、“瞬間”及び“期間”を取り上げ詳細の構造を解説。

5. 時間属性

地理空間データの構成要素である地物間の関係（継承、関連、集成及び合成）の概要とそ
の実装（XMLデータ）の解説。

6. 地物間の関係

JPGISの理解を助ける参考情報を掲載。

JPGISの意義や運用の仕組みといった話題の提供。

参考

コラム

「平成17年度 受託研究成果」技術報告特集



24 92号

図４　JPGIS Q&A対応の体制

図２　JPGISリーフレットのイメージ

普及啓発資料としてJPGISのリーフレット及

びロゴマークの作成を行った。

（２）成果の概要

リーフレットの表紙及び裏表紙（ロゴを含

む）を図２に示す。

4.3.3 Webページの作成

（１）作業の概要

JPGIS関連の資料提供（本調査研究の成果

を含む）、コンテンツ検索等の機能をWebサ

イトの構築を行った。

（２）成果の概要

Webサイトのイメージを図３に示す。

4.3.4 JPGISの運用支援

（１）作業の概要

JPGISを運用支援する上で、JPGISの使用

者からの質問に対する問い合わせ対応（技術

的支援）の仕組みを構築した。

（２）成果の概要

問い合わせ対応の体制を図４に示す。

5．まとめ

地理空間情報の標準化に関しては、国土交

通省国土地理院をはじめとする様々な行政機

関や多くの民間企業が参加して取り組まれて

きたものである。本業務の成果は、今後の空

間情報社会の構築において大きな貢献をする

ものと期待している。

図３　Webサイトのイメージ
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●平成17年度　ISO/TC211規格原案等に関する調査

■ISO/TC211国内委員会及び幹事会（敬称略）

○国内委員会（2006年2月10日現在）

委員長 伊理　正夫　（東京大学名誉教授）

委　員 有川　正俊　（東京大学空間情報科学研究センター　助教授）

〃 今井　　浩　（東京大学大学院情報理工学系研究科　教授）

〃 碓井　照子　（奈良大学文学部地理学科　教授）

〃 岡部　篤行　（東京大学大学院工学系研究科　教授）

〃 柴崎　亮介　（東京大学空間情報科学研究センター　センター長）

〃 瀬崎　　薫　（東京大学空間情報科学研究センター　助教授）

〃 菊池　眞一　（海上保安庁海洋情報部　技術・国際課　海洋研究室長）

〃 鍜治　克彦　（経済産業省商務情報政策局　情報処理振興課長）

〃 小牧　和雄　（国土交通省国土地理院　企画部長）

〃 瀬戸　和吉　（経済産業省産業技術環境局　標準課　情報電気標準化推進室長）

〃 武田　貞生　（（財）データベース振興センター　専務理事）

〃 八木新太郎　（（財）日本デジタル道路地図協会　情報管理部長）

〃 山田　義法　（国土空間データ基盤推進協議会　事務局長）

〃 太田　守重　（（財）日本測量調査技術協会　技術顧問）

○幹事会（2006年2月10日現在）

幹事長 明野　和彦　（国土交通省国土地理院）

顧　問 浅井　健一　（お茶の水女子大学）

〃 中野美由紀　（東京大学）

幹　事 東明佐久良　（大妻女子大学）

〃 河瀬　和重　（国土交通省国土地理院）

〃 久保　紀重　（国土交通省国土地理院）

〃 佐藤　　潤　（国土交通省国土地理院）

〃 奥住　啓介　（（財）データベース振興センター）

〃 平田　更一　（（社）日本測量協会）

〃 大伴　真吾　（朝日航洋㈱）

〃 品澤　　隆　（㈱パスコ）

〃 土居原　健　（アジア航測㈱）

〃 政木　英一　（国際航業㈱）

事務局 高橋　亜依　（国際航業㈱）

〃 堀野　正勝　（（財）日本測量調査技術協会）

〃 藤村　志津　（（財）日本測量調査技術協会）
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■地理情報JIS原案作成委員会及び分科会（敬称略）

○地理情報JIS原案作成委員会（2006年3月6日現在）

委員長 伊理　正夫　（東京大学名誉教授）

委　員 今井　　浩　（東京大学大学院　情報理工学系研究科　教授）

〃 碓井　照子　（奈良大学　文学部地理学科　教授）

〃 岡部　篤行　（東京大学大学院工学系研究科　教授）

〃 東明佐久良　（大妻女子大学　社会情報学部　教授）

〃 柴崎　亮介　（東京大学空間情報科学研究センター　センター長）

〃 明野　和彦　（国土交通省国土地理院企画部　国際交流室長）

〃 菊池　眞一　（海上保安庁海洋情報部　技術・国際課　海洋研究室長）

〃 鍜治　克彦　（経済産業省商務情報政策局　情報処理振興課長）

〃 小牧　和雄　（国土交通省国土地理院　企画部長）

〃 瀬戸　和吉　（経済産業省産業技術環境局　標準課　情報電気標準化推進室長）

〃 武田　貞生　（（財）データベース振興センター　専務理事）

〃 平田　更一　（（社）日本測量協会　測量技術センターGIS研究所　主任研究員）

〃 三宅　敏和　（（財）道路管理センター　システム開発部　次長）

〃 山田　義法　（国土空間データ基盤推進協議会　事務局長）

〃 太田　守重　（国際航業㈱　フェロー技術センター太田研究室長）

〃 大伴　真吾　（朝日航洋㈱　北海道空間情報支社　企画開発統括部　GIS担当部長）

〃 品澤　　隆　（㈱パスコ　技術統括本部　企画管理部長）

〃 清水　啓治　（㈱かんこう　GIS事業部　副事業部長）

〃 土居原　健　（アジア航測㈱　総合研究所長）

〃 村尾　吉章　（日本アイ・ビー・エム㈱　GIS事業推進　担当部長）

〃 鈴木　　徹　（（財）日本測量調査技術協会　専務理事）

事務局 堀野　正勝　（（財）日本測量調査技術協会　事務局長）

○分科会（2006年3月6日現在）

・「品質評価手順」分科会

主　査 三宅　敏和　（（財）道路管理センター）

委　員 明野　和彦　（国土交通省国土地理院）

〃 清水　啓治　（㈱かんこう）

〃 関谷　洋史　（国土交通省国土地理院）

〃 平田　更一　（（社）日本測量協会）

〃 本間　克哉　（㈱パスコ）

〃 渡邉　昭則　（（財）日本測量調査技術協会）
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・「地物カタログ化法」分科会

主　査 政木　英一　（国際航業㈱）

委　員 品澤　　隆　（㈱パスコ）

〃 高桑　紀之　（国土交通省国土地理院）

〃 田端　謙一　（国際航業㈱）

〃 西村　智明　（日本コンピュータグラフィック㈱）

〃 藤井　　稔　（国土交通省国土地理院）

〃 渡邉　昭則　（（財）日本測量調査技術協会）

・「応用スキーマのための規則」分科会

主　査 村尾　吉章　（日本アイ・ビー・エム㈱）

委　員 飯田　　洋　（国土交通省国土地理院）

〃 石関　隆幸　（国土交通省国土地理院）

〃 大伴　真吾　（朝日航洋㈱）

〃 齊藤　義雄　（日本ユニシス㈱）

〃 中村　義則　（日本アイ・ビー・エム㈱）

〃 渡邉　昭則　（（財）日本測量調査技術協会）

・「被覆の幾何及び関数のためのスキーマ」分科会

主　査 大伴　真吾　（朝日航洋㈱）

委　員 近藤　雅信　（中日本航空㈱）

〃 藤村　英範　（国土交通省国土地理院）

〃 溝淵　真弓　（国際航業㈱）

〃 渡邉　昭則　（（財）日本測量調査技術協会）

●平成17年度製品仕様書による空間データ作成促進のための検討作業

GISセンター講師（順不同）

大伴　真吾　（朝日航洋㈱）

五島　直樹　（朝日航洋㈱）

住田　英二　（アジア航測㈱）

清水　啓治　（㈱かんこう）

岡田　泰征　（国際航業㈱）

竹本　　孝　（国際航業㈱）

政木　英一　（国際航業㈱）

近藤　雅信　（中日本航空㈱）

久保　孝嘉　（㈱パスコ）
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●平成17年度地理情報標準プロファイルの普及・運用に関する調査研究（順不同）

主　査 政木　英一　（国際航業㈱）

副主査 大伴　真吾　（朝日航洋㈱）

伊藤　幸博　（朝日航洋㈱）

当銀　久雄　（朝日航洋㈱）

住田　英二　（アジア航測㈱）

真屋　　学　（アジア航測㈱）

竹崎　賢志　（㈱かんこう）

太田　守重　（国際航業㈱）

岡田　泰征　（国際航業㈱）

黒川　史子　（国際航業㈱）

郡司　哲也　（国際航業㈱）

竹本　　孝　（国際航業㈱）

田端　謙一　（国際航業㈱）

溝淵　真弓　（国際航業㈱）

近藤　雅信　（中日本航空㈱）

西村　智明　（日本コンピュータグラフィック㈱）

齊藤　義雄　（日本ユニシス㈱）

久保　孝嘉　（㈱パスコ）

小山　雅之　（㈱パスコ）

品澤　　隆　（㈱パスコ）

寳楽　　裕　（㈱パスコ）

（㈱インフォマティクス）

（ESRIジャパン㈱）

（㈱ドーン）

久保　紀重　（国土交通省国土地理院）

大塚　義則　（国土交通省国土地理院）

大塚　孝治　（国土交通省国土地理院）

堀野　正勝　（（財）日本測量調査技術協会）
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