
 

 

ＨＴＭＬの課題ＨＴＭＬの課題ＨＴＭＬの課題ＨＴＭＬの課題

ＨＴＭＬＨＴＭＬＨＴＭＬＨＴＭＬ・ＧＩＳの抱える問題の解消・ＧＩＳの抱える問題の解消・ＧＩＳの抱える問題の解消・ＧＩＳの抱える問題の解消　　　　　　　　　　　　ＸＭＬ技術の活用ＸＭＬ技術の活用ＸＭＬ技術の活用ＸＭＬ技術の活用

・ 自分の欲しい情報がどこに存在

するかの分からない。

・ 自分の欲しい情報が、複数のデ

ータベースに存在する時、ひとつ

の画面上にわかりやすく表示す

ることができない。

・ 特殊なビューワーがなければ、地

図コンテンツが参照できない。

ＧＩＳの課題ＧＩＳの課題ＧＩＳの課題ＧＩＳの課題

【【【【    期待される効果期待される効果期待される効果期待される効果    】】】】

・ 分散する地図情報を効果的に活用することにより、利用者の利便性を向上分散する地図情報を効果的に活用することにより、利用者の利便性を向上分散する地図情報を効果的に活用することにより、利用者の利便性を向上分散する地図情報を効果的に活用することにより、利用者の利便性を向上

・ 異種異質な地図情報の相互利用により、地図作成にかかるコストを低減異種異質な地図情報の相互利用により、地図作成にかかるコストを低減異種異質な地図情報の相互利用により、地図作成にかかるコストを低減異種異質な地図情報の相互利用により、地図作成にかかるコストを低減

・ 地図情報を利用した新しい地図情報を利用した新しい地図情報を利用した新しい地図情報を利用した新しいビジネスチャンスの創出ビジネスチャンスの創出ビジネスチャンスの創出ビジネスチャンスの創出

札幌のＩＴＳ札幌のＩＴＳ札幌のＩＴＳ札幌のＩＴＳ

～～～～    道路道路道路道路・交通分野でモデル構築・交通分野でモデル構築・交通分野でモデル構築・交通分野でモデル構築    ～～～～

・ 同様の地図情報でも存在が分か

らないため、二重投資されている

場合が多くある。

・ 同種のＧＩＳアプリケーション間で

しか互換性がなく、異種のアプリ

ケーションで作成された地図情報

は利用に制限を受ける。

ＸＭＬＸＭＬＸＭＬＸＭＬ技術を活用した道路･交通情報技術を活用した道路･交通情報技術を活用した道路･交通情報技術を活用した道路･交通情報システムのシステムのシステムのシステムの開発開発開発開発    
－－－－    札幌札幌札幌札幌から新たな地図情報利用技術の提案から新たな地図情報利用技術の提案から新たな地図情報利用技術の提案から新たな地図情報利用技術の提案 －－－－    
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要 旨 

 インターネット上を流通する情報の種別として、「文字情報」、「地図情報」、「画像情報」、「音声情報」

などが挙げられる。なかでも、地図情報は次の特徴を有することから、今後、さらに多様な目的で、多

くのコンテンツがインターネット上を流通すると予測される。 

a.a.a.a.    地図自体に多くの情報が含まれ、地図でなければ伝えることのできない情報が存在する。地図自体に多くの情報が含まれ、地図でなければ伝えることのできない情報が存在する。地図自体に多くの情報が含まれ、地図でなければ伝えることのできない情報が存在する。地図自体に多くの情報が含まれ、地図でなければ伝えることのできない情報が存在する。    

b.b.b.b.    地図情報を提供することで、利用者の理解性が容易になる。地図情報を提供することで、利用者の理解性が容易になる。地図情報を提供することで、利用者の理解性が容易になる。地図情報を提供することで、利用者の理解性が容易になる。    

c.c.c.c.    GPS( GPS( GPS( GPS( Global Positioning SystemGlobal Positioning SystemGlobal Positioning SystemGlobal Positioning System ) ) ) )と地図情報が結び付くことでと地図情報が結び付くことでと地図情報が結び付くことでと地図情報が結び付くことで、更に、豊富なサービスが実現、更に、豊富なサービスが実現、更に、豊富なサービスが実現、更に、豊富なサービスが実現

できる。できる。できる。できる。    

 現在、インターネット上に、道路・交通・沿道状況・観光などの多くの地図情報が存在するが、利用

者や情報提供者（道路管理者）は、地図情報を扱う上で支障・問題も存在している。 

 本文では、これらの問題解決の方策として、札幌におけるＩＴＳの中核を担う技術として位置づけて

推進している「ＸＭＬ技術を活用した道路交通情報システム」の概要を記述すると同時に、提案を行う

ものである。 

 

１．ＸＭＬ技術を活用した道路交通情報提供システムの概要 

 ＸＭＬはＨＴＭＬの後継に当る技術で、

1998年2月にインターネット技術の標準

化団体であるＷ３Ｃ（World Wide Web 

Consortium）が仕様を公開して以来、急

速に世界で広がり、2000 年 1 月には

XHTML1.0 をＷ3Ｃ Recommendation とし

て勧告し、今後、各方面での利用が一層

広がるものと予測される技術である。 

 札幌におけるＩＴＳでは、右図に示す

ような、ＨＴＭＬ・ＧＩＳが有する課題

を解決する手段として、ＸＭＬ技術を活

用した「道路交通情報システム」をモデ

ル的に構築することとしており、地図情

報を活用した情報提供の有効性や、様々

な効果を検証するものである。 



 

 

Ａ形式 Ｂ形式 Ｃ形式

イイイイイイイインンンンンンンンタタタタタタタターーーーーーーーネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトト

異なるデータ形式
を重ね合わせる
ことができない

Ａ形式 Ｂ形式 Ｃ形式

イイイイイイイインンンンンンンンタタタタタタタターーーーーーーーネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトト
xml version="1.0"

encoding="Shift_JIS"?>
<!DOCTYPE MapIndex SYSTEM
"MapStyle10.dtd">

<MAPINDEX version="1.0”
<TITLE>基本地形図</TITLE>

<REFDATE>
19981225000000</REFDATE>

xml version="1.0"
encoding="Shift_JIS"?>
<!DOCTYPE MapIndex SYSTEM
"MapStyle10.dtd">

<MAPINDEX version="1.0”
<TITLE>基本地形図</TITLE>

<REFDATE>
19981225000000</REFDATE>

xml version="1.0"
encoding="Shift_JIS"?>
<!DOCTYPE MapIndex SYSTEM
"MapStyle10.dtd">

<MAPINDEX version="1.0”
<TITLE>基本地形図</TITLE>

<REFDATE>
19981225000000</REFDATE>

XML
に変換

重ね合わせる

ことが可能

ｸﾘｱﾘﾝｸﾞﾊｳｽ

公共施設情報

災害情報

迂回路情報

道路情報

イイイイイイイインンンンンンンンタタタタタタタターーーーーーーーネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトト

汎用ブラウザで
GISコンテンツを

重ね合わせることが
できる。

２．道路・交通分野における地図情報の有効性 

 道路・交通分野において地図情報は、以下に示すような「位置・形状・性格・経過」情報の表現が可

能であり、地図でなければ伝えることのできない情報が存在する。また、地図情報は利用者に対して情

報を的確に伝えるとともに、理解を高めるためには重要な情報である。 

 このことから、ＩＴＳにおいては、道路・交通情報と地図情報を合わせて提供することを、最も重

要なサービスのひとつとなると考えている。 

道路分野における地図情報の属性分類 

 位置情報 ： 位置そのものが意味を持つ情報（道路管理者区分地点、土地所有者分岐） 

 形状情報 ： 形状自体が意味を持つ情報（道路線形、橋梁形状、土地形状など） 

 性格情報 ： 無形ではあるが、その対象物特有に持つ情報（道路規格、土地用途区分） 

 経過情報 ： 時間の経過が意味を持つ情報（道路補修履歴、土地所有者変遷） 

 

３．インターネット上でＨＴＭＬとＧＩＳを組合わせた場合の問題点 

 現在、インターネットで広く使われているＨＴＭＬは、表示に関する機能は豊富であるが、構文要

素や意味を定義できないため、インターネット上の情報を閲覧する程度の機能しか有していない。ま

た、ＧＩＳはデータフォーマットが多種多様であり、インターネットを介して異なるフォーマットの

地図を重ね合せて見ることはできない。 

 このため、従来のＨＴＭＬとＧＩＳ

では、インターネット上に大量にある

地図情報が十分に生かされていないの

が現状である。 

 この問題に対して、札幌のＩＴＳで

は、近年注目を集めているＸＭＬ技術

を活用して、異なるフォーマット間の

地図情報の重ね合せ表示を可能とする

システムの構築を目指すものである。 

 

４．ＸＭＬ技術を活用した場合の効果 

 札幌のＩＴＳにおいては、ＸＭＬで定義した一定のフォーマットでコンテンツを配信することにより、

インターネット上の分散環境下にあるコンテンツの効果的な利活用を実現するものである。 

 具体的には、利用者はｸﾘｱﾘﾝｸﾞﾊｳｽ（所在案内機能）を利用し、キーワードで自分の必要な地図情報を

探り出すことが可能となる。 

 また、地図操作・表示ソフトをクライ

アント PC にプラグインすることにより、

汎用ブラウザで参照することが可能と

なり、多くのユーザーが簡単に利用する

ことが可能になる。 

 この技術によって、利用者の利便性向

上のみならず、情報作成者は、既存地図

データの有効活用や新規地図データ作

成時の省力化が図られる。 



 

 

ユーザーの利用目的ユーザーの利用目的ユーザーの利用目的ユーザーの利用目的

　　(1)(1)(1)(1)　　　　　　　　　　　　　　　　(2)(2)(2)(2)　　　　　　　　　　　　　　　　(3)(3)(3)(3)　　　　　　　　　　　　　　　　(4)(4)(4)(4)　　　　　　　　　　　　　　　　(5)(5)(5)(5)

ハードインフラハードインフラハードインフラハードインフラ
（通信機器・通信ネットワーク等）

ＧＩＳインフラＧＩＳインフラＧＩＳインフラＧＩＳインフラ

ｸﾘｱﾘﾝｸﾞ
ﾊｳｽ ﾃﾞｰﾀ圧縮 ｾｷｭﾘﾃｨ

GIS通信
ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

ＸＭＬを活用した地図データ流通技術ＸＭＬを活用した地図データ流通技術ＸＭＬを活用した地図データ流通技術ＸＭＬを活用した地図データ流通技術

ﾃ゙ ﾀー
連携･結合

地図データ 属性データ

５．札幌のＩＴＳにおけるＸＭＬ技術の具体的な活用方法 

 本システムのコア技術である、ＸＭＬを活用した地図

情報流通技術の概要を以下に示す。 

(1) クリアリングハウス 

 クリアリングハウスの機能は、利用者が目的とする地

図情報の検索を行い、地図情報に対する所在を提供する。 

(2) データの圧縮 

 大容量の地図情報がネットワーク上で流通するため、

ネットワークのトラフィックを低減させるための技術で

ある。 

(3) セキュリティ 

 セキュリティ機能として、機密性、一貫性、可能性、

真正性、責任追及性などを有する。 

(4) 通信プロトコル 

 通信プロトコルはＨＴＴＰ（Hyper Text Transfer 

Protocol）を採用し、ＸＭＬをインタフェースとして活

用している。 

(5) データ連携・統合 

 データの連携には、ＸＭＬを活用すると同時に、(1)～

(4)の機能によって、様々な用途に対応できる。 

 

６．おわりに 

 道路・交通情報へのユーザーニーズは、例えば、a.経路上の天気と路面の状態を知りたい!!、b.目的

地の施設内容や周辺観光施設を知りたい!!、c.経路上の事故多発地点や工事箇所を知りたい!!など、必

要とする情報項目の組合わせは多様となる。 

 従来のＨＴＭＬ記述では、検索キーワードによって該当するホームページが抽出され、膨大なウェブ

ページの中から労力をかけて、自分の目的に合致するコンテンツを探しだす必要があった。 

 今回提案するＸＭＬ技術を活用したシステムでは、ユーザーが自分の知りたい情報のキーワードを入

力することで、目的とするコンテンツを抽出し、かつ、地図情報を重ね合せ閲覧を可能とするもので、

従来のインターネットの利用性を飛躍的に進化させるものである。 

 ＨＴＭＬ言語は、インターネットを急速に発展させたが、ＸＭＬは次世代ネットを大きく変える起爆

剤として注目され期待されている技術である。 

 本システムは、このＸＭＬ技術と地図情報を複合活用したものであり、高度情報社会やＩＴＳの進展

に大きく寄与する技術であると同時に、札幌におけるＩＴＳへの取組みにおいても道路・交通情報提供

の中核技術として位置づけて、今後、積極的な展開・推進をはかるものである。 

 
以 上 
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