
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　河川地理情報システムサーバ、道路地理情報システムサーバ、災害支援用地理情報シ
ステムサーバを含む複数の地図情報システムサーバと、この各地図情報システムサーバ及
びクライアント端末と通信自在に接続された地図表示装置と、を有する地図表示システム
において、
　上記各地図情報システムサーバは、
　上記地図表示装置と通信する第１通信部と、
　ベクトルレイヤを展開する表示メモリと、
　上記地図表示装置からデータ取得要求がなされると、ベクトルレイヤを読み出し、当該
ベクトルレイヤを上記表示メモリに展開してイメージデータを生成し、当該イメージデー
タと、当該イメージデータに付随する位置情報、縮尺、ラスタレイヤの大きさのデータを
含む属性データと、を上記第１通信部を介して上記地図表示装置に送信するよう制御する
第１制御部と、
を有しており、
　上記地図表示装置は、
　上記地図情報システムサーバ及びクライアント端末と通信する第２通信部と、
　上記第２通信部を介して受信した上記イメージデータ及び上記属性データを少なくとも
記憶する記憶部と、
　上記イメージデータに付随する属性データを したテーマ別ファイルとしてラスタレ
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イヤを生成し、当該ラスタレイヤについて正規化変換処理、変換補正処理を含む所定処理
を行った後に、これら所定処理後のラスタレイヤを上記第２通信部を介してクライアント
端末に送信するように制御する第２制御部と、
を有する、
ことを特徴とする地図表示システム。
【請求項２】
　河川地理情報システムサーバ、道路地理情報システムサーバ、災害支援用地理情報シス
テムサーバを含む複数の地図情報システムサーバと、この地図情報システムサーバ及びク
ライアント端末と通信自在に接続された地図表示装置と、を有する地図表示システムによ
る方法において、
　上記各地図情報システムサーバが、第１制御部により、上記地図表示装置からデータ取
得要求がなされると、ベクトルレイヤを読み出し、当該ベクトルレイヤを表示メモリに展
開してイメージデータを生成し、当該イメージデータと、
位置情報、縮尺、ラスタレイヤの大きさのデータを含む属性データとを第１通信部を介し
て上記地図表示装置に送信し、
　上記地図表示装置が、第２制御部により、第２の制御部により受信した上記イメージデ
ータ

ラスタレイヤについて正規化変換処理、変換補正処理を含む所定処理を行った後に、こ
れら所定処理後のラスタレイヤを上記第２通信部を介してクライアント端末に送信する、
ことを特徴とする地図表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば地理情報システム等との連携を図りつつ地図データを適正に表示する装
置等に係り、特にレイヤ構造に対応したラスタレイヤを取り扱う地図表示装置、地図表示
システム、及び地図表示方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
今日では、地図データをサーバよりクライアント端末に送信し、当該クライアント端末で
表示することが一般的になされている。例えば、インターネットを介して地図データの送
受信をする場合には、クライアント端末側では、ブラウザ等を用いて地図データを解析し
、画面表示する。ここで、地図データには、一般的に、ラスタデータとベクトルデータと
がある。前者のラスタデータは地図を細かなドットの集合で示したイメージデータであり
、後者のベクトルデータは地図を線分や図形の集合で示したデータである。そして、ネッ
トワーク環境に配設されたサーバで地図データを保持する場合には、情報の検索や更新処
理の便宜上、ベクトルデータで管理されていることが多い。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した従来技術のように、ネットワーク環境下で地図データをベクトル
データで管理する場合、別々に開発された地理情報システムの地図データは独自のフォー
マットとなっていることから、当該地図データを取り扱うためには個別のアプリケーショ
ンソフトウェアを用いる必要がある。更に、各地図データのフォーマットが異なっている
事から、異なる地理情報システムの地図データ等を加工・編集して適正に表示することも
困難である。
【０００４】
本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、異なる地理情報
システムにおいて異なるフォーマットで管理されている地図データをラスタデータに変換
し各種処理を行うことでラスタレイヤを生成し、地図データの加工・編集等といった利用
の自由度を高めることにある。
【０００５】
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【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の態様では、
　河川地理情報システムサーバ、道路地理情報システムサーバ、災害支援用地理情報シス
テムサーバを含む複数の地図情報システムサーバと、この各地図情報システムサーバ及び
クライアント端末と通信自在に接続された地図表示装置と、を有する地図表示システムに
おいて、上記各地図情報システムサーバは、上記地図表示装置と通信する第１通信部と、
ベクトルレイヤを展開する表示メモリと、上記地図表示装置からデータ取得要求がなされ
ると、ベクトルレイヤを読み出し、当該ベクトルレイヤを上記表示メモリに展開してイメ
ージデータを生成し、当該イメージデータと、当該イメージデータに付随する位置情報、
縮尺、ラスタレイヤの大きさのデータを含む属性データと、を上記第１通信部を介して上
記地図表示装置に送信するよう制御する第１制御部と、を有しており、上記地図表示装置
は、上記地図情報システムサーバ及びクライアント端末と通信する第２通信部と、上記第
２通信部を介して受信した上記イメージデータ及び上記属性データを少なくとも記憶する
記憶部と、上記イメージデータに付随する属性データを したテーマ別ファイルとして
ラスタレイヤを生成し、当該ラスタレイヤについて正規化変換処理、変換補正処理を含む
所定処理を行った後に、これら所定処理後のラスタレイヤを上記第２通信部を介してクラ
イアント端末に送信するように制御する第２制御部と、を有する、ことを特徴とする地図
表示システムが提供される。
　本発明の第２の態様では、河川地理情報システムサーバ、道路地理情報システムサーバ
、災害支援用地理情報システムサーバを含む複数の地図情報システムサーバと、この地図
情報システムサーバ及びクライアント端末と通信自在に接続された地図表示装置と、を有
する地図表示システムによる方法において、上記各地図情報システムサーバが、第１制御
部により、上記地図表示装置からデータ取得要求がなされると、ベクトルレイヤを読み出
し、当該ベクトルレイヤを表示メモリに展開してイメージデータを生成し、当該イメージ
データと、当該イメージデータに付随する位置情報、縮尺、ラスタレイヤの大きさのデー
タを含む属性データとを第１通信部を介して上記地図表示装置に送信し、上記地図表示装
置が、第２制御部により、第２の制御部により受信した上記イメージデータに付随する属
性データを付加したテーマ別ファイルとしてラスタレイヤを生成し、当該ラスタレイヤに
ついて正規化変換処理、変換補正処理を含む所定処理を行った後に、これら所定処理後の
ラスタレイヤを上記第２通信部を介してクライアント端末に送信する、ことを特徴とする
地図表示方法が提供される。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００１４】
（第１の実施の形態）
先ず、図１には本発明の第１の実施の形態に係る地図表示システムの構成を示し説明する
。地図表示システムは、基本的には、地図表示装置としてのサーバ１と、各種の地理情報
システム (GIS; Geographic Information System)サーバ２からなる。但し、これらにクラ
イアント端末３ａ，３ｂ，３ｃ・・・（以下、これらを符号３で総称する）を加えたもの
を地図表示システムとしてもよい。
【００１５】
ＧＩＳサーバ２は、環境情報と経済情報の地理的位置分布状況をデータベースで保持し、
これら情報に基づく各種シミュレーションも可能である。ＧＩＳサーバ２には、例えば、
河川ＧＩＳサーバ２ａ、道路ＧＩＳサーバ２ｂ、災害支援用ＧＩＳサーバ２ｃ、その他の
ＧＩＳサーバ２ｄ等が含まれている。
【００１６】
そして、地図表示装置としてのサーバ１とＧＩＳサーバ２とは、専用線４等を介して通信
可能に接続されている。サーバ１とクライアント端末３とは、インターネット等のネット
ワーク５等を介して通信可能に接続されている。
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【００１７】
尚、ＧＩＳサーバ２においては、同じ地域に対して建物や道路等、データの内容別にファ
イルを作成し、保持する。これらのファイルは個別に見ると、その地域における建物だけ
を抜き出した地図、道路だけを描いた地図に対応する。こうしたテーマ別ファイルを「レ
イヤ」と称する。さらに、地理情報を表現したデータの中で、空間の構造を表現する位置
等の情報（図形情報）以外のものは属性データと称される。この「属性データ」は、関係
データベース等で管理し、利用時に図形情報と結合されるのが一般的であるが、これに限
定されない。
【００１８】
ここで、図２を参照して、前述したような構成である、本発明の第１の実施の形態に係る
地図表示システムによる特徴的な動作の概略を説明する。
【００１９】
サーバ１よりＧＩＳサーバ２に対してデータ取得要求（リクエスト）がなされると（＃１
，＃３）、ＧＩＳサーバ２では、不図示のデータベースに蓄積されたベクトルレイヤ（数
値データ）を読み出し、当該ベクトルレイヤをＧＩＳサーバ２内の表示メモリに展開して
ＢＭＰ等のイメージデータを生成し、このイメージデータと属性データとをサーバ１に返
信する（＃２，＃４）。なお、この属性データには、例えば、位置情報、縮尺、大きさ等
のデータが含まれる。
【００２０】
第１の実施の形態では、上記ＧＩＳサーバ２は、情報の検索や更新処理の便宜からベクト
ルレイヤで地図データを管理しているが、これには限定されないことは勿論である。また
、ＧＩＳサーバ２の表示メモリ上でベクトルレイヤを展開してイメージデータを生成する
ため、高速で出力することができる。ＢＭＰ等のイメージデータは、ベクトルレイヤに比
べてデータサイズが小さいことから処理系への負担は軽く、送信時間も短時間となること
は勿論である。
【００２１】
サーバ１では、受信したイメージデータと属性データとに基づいて、縮尺調整や大きさの
調整を行い、その結果をラスタレイヤとして管理する。このラスタレイヤの重ね合わせ処
理では、地図の正規化変換、各種レイヤ補正、色合わせを行う。サーバ１は、ラスタレイ
ヤをクライアント端末３に送信する。クライアント端末３では、ラスタレイヤを重ね合わ
せ処理して表示メモリ等に展開し、不図示の表示部にて表示する。なお、サーバ１側でラ
スタレイヤの重ね合わせ処理を行った後に、その結果をクライアント端末３に送信しても
よい。
【００２２】
ここで、地図表示装置としてのサーバ１の詳細な構成は、図３（ａ）に示される通りであ
る。図３（ａ）に示されるように、サーバ１は、当該サーバ 1全体の制御を司るための制
御部１１に、通信部１２、外部記憶部１３、表示部１４、入出力部１５、記憶部１６の各
部が通信自在に接続され、構成されている。
【００２３】
通信部１２は、専用線４を介してＧＩＳサーバ２と、或いはネットワーク５を介してクラ
イアント端末３と通信するためのものである。表示部１４は、地図等を実際に表示するた
めのものである。入出力部１５は、各種操作入力等を受けるものである。そして、記憶部
１６、外部記憶部１３は、アプリケーションプログラムやＧＩＳサーバ２等から送られた
データを記憶するものである。
【００２４】
図３（ｂ）には、制御部１１により実行されるアプリケーションプログラム２０の各機能
を示し説明する。このアプリケーションプログラム２０は、ラスタレイヤ作成機能２０ａ
と正規化変換機能２０ｂ、変換補正機能２０ｃ、ラスタレイヤ送信機能２０ｄからなる。
このようなアプリケーションプログラム２０の各種機能２０ａ～２０ｄにより、ＧＩＳサ
ーバ２から送信されたイメージデータ及び属性データの入力を受けて、生成したラスタレ
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イヤを出力する。
【００２５】
以下、図４乃至図８を適宜参照して、上記アプリケーションプログラム２０の各機能２０
ａ乃至２０ｄに基づく制御部１１の処理について説明する。
【００２６】
先ず、図４を参照して、ラスタレイヤ作成処理について説明する。
【００２７】
ＧＩＳサーバ２の各種データベースには、ベクトルレイヤ（数値データ）Ａ乃至Ｃが蓄積
されている。このベクトルレイヤＡ乃至ＣをＧＩＳサーバ２の表示メモリ等に展開し、Ｂ
ＭＰ等のイメージデータを生成し、このイメージデータと属性データＤをサーバ１に送信
する。サーバ１では、制御部１１が、ラスタレイヤ作成機能２０ａに基づいて、このイメ
ージデータと属性データＤとに基づいてラスタレイヤを生成する。即ち、ラスタレイヤと
は、イメージデータに付随する情報（属性データ等）を付加したテーマ別ファイルをいう
。
【００２８】
次に、図５，６を参照して、正規化変換処理について説明する。
【００２９】
図５（ａ），（ｂ）に示される各ラスタレイヤは、その基点や縮尺、色指定が異なる。そ
こで、ラスタレイヤの基点を確認し、更には各ラスタレイヤの拡大縮小を行い、地図表示
の縮尺に合わせ、色指定が異なる場合には色補正を行う。
【００３０】
次いで、図６（ａ），（ｂ）に示されるように、各ラスタレイヤの基点を合せた後に、座
標の位置合わせを行う。以上の正規化変換処理は、制御部１１がアプリケーションプログ
ラム２０の正規化変化機能２０ｂに基づいて行う。
【００３１】
次に、図７を参照して、変換補正処理について説明する。
【００３２】
ここでは、先ず緯度、経度を基に座標変換を行い（せん断処理）、球面補正、ズレ補正等
を行う（ビットデータ整合変換）。以上の変換補正処理は、制御部１１がアプリケーショ
ンプログラム２０の変換補正機能２０ｃに基づいて行う。
【００３３】
最後に、図８を参照して、ラスタレイヤ送信処理について説明する。
【００３４】
ここでは、ベース地図と前述のようにして生成されたラスタレイヤを各クライアント端末
３に送信する。このラスタレイヤ送信処理は、制御部１１がアプリケーションプログラム
２０のラスタレイヤ送信機能２０ｄに基づいて行う。
【００３５】
以下、図９のフローチャートを参照して、本発明の第１の実施の形態に係る地図表示シス
テムの地図表示に係る一連の動作を詳細に説明する。
【００３６】
これは、第１の実施形態に係る地図表示方法にも相当する。
【００３７】
クライアント端末３よりサーバ１に対してラスタレイヤのデータ取得要求（リクエスト）
がなされる（ステップＳ１）。サーバ１は、このクライアント端末３からのリクエストを
受信すると（ステップＳ２）、ＧＩＳサーバ２に対してラスタ描画要求を行う（ステップ
Ｓ３）。ＧＩＳサーバ２は、ラスタ描画要求を受けるとレイヤ描画を行い（ステップＳ４
）、画面表示を行い（ステップＳ５）、表示・描画されたデータの選択を受け（ステップ
Ｓ６）、表示・描画されたデータの送信を行う（ステップＳ７）。サーバ１は、ＧＩＳサ
ーバ２で描画されたイメージデータと属性データを受信すると（ステップＳ８）、前述し
た手法によりラスタレイヤを生成し、当該ラスタレイヤの全てに対して大きさの調整（ス
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テップＳ９）、正規化変換、各種レイヤ補正、色合わせ等を行い（ステップＳ１０）、表
示・描画されたラスタレイヤをクライアント端末３に送信する（ステップＳ１１）。こう
して、クライアント端末３は、描画メモリ毎にラスタレイヤを受信し（ステップＳ１２）
、送信された描画用画像を描画する（ステップＳ１３）。
【００３８】
尚、以上説明した図９のフローチャートでは、クライアント端末３からのリクエストに応
じてデータ送信する例を挙げて説明したが、これに限定されず、ＧＩＳサーバ２からの自
発的な送信（例えば、バッチ処理や一定時間毎に自動的に送信するような設定に基づく処
理等）によりクライアント端末３に描画させるように変更することも可能であることは勿
論である。
【００３９】
以上説明したように、本発明の第１の実施の形態によれば、効率よく分類されたラスタレ
イヤをサーバ１からクライアント端末３に送信するので、ベクトルレイヤを送信する場合
に比べて送受信時間を短縮することができ、更にクライアント端末による表示のための処
理負担も軽減される。尚、上記処理をスタンドアロン型の地図表示装置で実現する場合に
も、表示のための処理負担が軽減され、しかも各種処理を施すのに好適な形式で地図デー
タを保持できる。
【００４０】
（第２の実施の形態）
次に、前述したような第１の実施の形態に係る地図表示システムの基本構成を採用して災
害対策に応用した第２の実施の形態に係る災害支援システムについて説明する。図１０に
は、第２実施形態に係る災害支援システムの構成を示し説明する。この災害支援システム
は、画面表示部１００、仮想地図生成部１０１、ラスタレイヤ地図管理部１０２、ＧＩＳ
マネジャ部１０３、ラスタ地図管理部１０４、ＧＩＳオブジェクト部１０５、外部情報管
理部１０６からなる。
【００４１】
このような構成において、各部１００乃至１０６は、以下の役割を担う。
【００４２】
即ち、画面表示部１００は、操作者からの入力情報を受け付けて当該入力情報に基づく演
算結果を画面表示する。仮想地図生成部１０１は、対象地域の地図と災害情報とを合成し
、地図情報を画面表示部１００に送る。ラスタレイヤ地図管理部１０２は、地図データと
災害情報ＧＩＳデータとを組み合せて管理する。ＧＩＳマネジャ部１０３は、他の災害情
報ＧＩＳシステムに対して情報の取得を指示、管理する。ラスタ地図管理部１０４は、ラ
スタファイル化した基盤地図、他のＧＩＳシステムから取得した災害情報のラスタファイ
ルを管理する。ＧＩＳオブジェクト部１０５は、他のＧＩＳシステムや外部から取得した
災害情報を管理する。外部情報管理部１０６は、他のシステムや電話、ＦＡＸ、無線、報
道情報から取り込んだ災害情報を管理する。
【００４３】
以下、図１１のフローチャートを参照して、第２の実施の形態に係る災害支援システムに
よる、管内地図の表示、地図のスクロール等の操作、レイヤ設定変更の操作の各々に伴う
処理を説明する。
【００４４】
災害対策本部長等の操作により、画面表示部１００に所定地域の管内地図を表示するコマ
ンドが入力されると（ステップＳ２１）、画面表示部１００は、ラスタレイヤ地図管理部
１０２に対して、指定の地域、位置の地図を表示するように指示する（ステップＳ２２）
。この指示を受けると、ラスタレイヤ地図管理部１０２は、ラスタ地図管理部１０４に対
して所定地域の地図の展開を指示する（ステップＳ２３）。この指示を受けると、ラスタ
地図管理部１０４は、ディスクから所定地域の地図を読み込んで展開準備する（ステップ
Ｓ２４）。そして、展開完了すると、ラスタレイヤ地図管理部１０２は、仮想地図生成部
１０１に地図データを展開する（ステップＳ２５）。こうして、仮想地図生成部１０１は
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、画面表示部１００に地図を表示する（ステップＳ２６）。
【００４５】
一方、災害対策本部長等の操作により、管内地図のスクロール、縮尺変更、ランドマーク
の操作が行われると、画面表示部１００は、地図のスクロール、縮尺変更、ランドマーク
操作（特定位置の検索、表示）を行うため、ラスタレイヤ地図管理部１０２に対して指定
地域の位置変更、縮尺変更を指示する（ステップＳ２７）。ラスタレイヤ地図管理部１０
２は、地図の表示位置を修正するため、仮想地図生成部１０１に対して地図情報の差分展
開を指示する（ステップＳ２８）。仮想地図生成部１０１は、ラスタ地図管理部１０４に
対して、非表示地域の地図を選択する（ステップＳ２９）。ラスタ地図管理部１０４は、
所定地域の地図の展開準備する（ステップＳ３０）。こうして、仮想地図生成部１０１は
、画面表示部１００に地図を表示する（ステップＳ３１）。
【００４６】
一方、災害対策本部長等の操作により、レイヤの色設定情報を変更を行うコマンドが入力
されると（ステップＳ３２）、画面表示部１００は、ラスタレイヤ地図管理部１０２に対
して地図上に表示されている災害情報の色補正を指示する（ステップＳ３３）。ラスタレ
イヤ地図管理部１０２は、色補正した災害情報を仮想地図生成部１０１に送信する（ステ
ップＳ３４）。こうして、仮想地図生成部１０１は、画面表示部１００に地図を表示する
（ステップＳ３５）。
【００４７】
次に、図１２のフローチャートを参照して、第２実施形態に係る災害支援システムによる
、被害状況の確認、特定被害情報の表示に伴う処理を説明する。
【００４８】
災害対策本部長等の操作により被害情報が災害支援ＧＩＳにアクセスすることで確認され
（ステップＳ４１）、災害対策本部長等により、画面表示部１００に対してＧＩＳマネジ
ャ部１０３より被害情報を取得するよう指示がなされると（ステップＳ４２，Ｓ４３）、
ＧＩＳマネジャ部１０３は、災害支援ＧＩＳから被害情報、ラスタレイヤを取得し、ラス
タ地図管理部１０４に格納する（ステップＳ４４，Ｓ４５）。ＧＩＳマネジャ部１０３は
、ラスタレイヤを取得し、ＧＩＳオブジェクト部１０５に格納する（ステップＳ４６）。
すると、ＧＩＳオブジェクト部１０５は、ＧＩＳマネジャ部１０３を経由して、ラスタレ
イヤ地図管理部１０２に対して、災害支援ＧＩＳから被害情報の取得完了を通知すること
になる（ステップＳ４７）。こうして、ＧＩＳマネジャ部１０３は、画面表示部１００に
災害支援ＧＩＳの被害情報取得完了通知を行う（ステップＳ４８）。
【００４９】
一方、災害対策本部長等による操作で、画面表示部１００に対して特定の被害情報を表示
するコマンドが入力されると（ステップＳ４９）、画面表示部１００はラスタレイヤ地図
管理部１０２に対して被害情報の表示を指示する（ステップＳ５０）。ラスタレイヤ地図
管理部１０２は、この指示を受けると、ＧＩＳオブジェクト部１０５に対してＧＩＳオブ
ジェクトの取得を要求し（ステップＳ５１）、ＧＩＳオブジェクトを展開する（ステップ
Ｓ５２）。ラスタレイヤ地図管理部１０２は、ラスタ地図管理部１０４に対して、被害情
報の地図展開を指示する（ステップＳ５３）。ラスタ地図管理部１０４は、地図ファイル
を仮想地図生成部１０１に展開する（ステップＳ５４）。こうして、仮想地図生成部１０
１は、画面表示部１００に地図を表示する（ステップＳ５５）。
【００５０】
次に、図１３のフローチャートを参照して、第２実施形態に係る災害支援システムによる
、外部情報から被害情報を入力して表示する処理を説明する。
【００５１】
災害対策本部長等の操作により、被害情報が、外部情報管理部１０６にアクセスすること
で確認される（ステップＳ６１）。災害対策本部長等により、画面表示部１００に対して
ＧＩＳマネジャ部１０３より被害情報を取得するように指示がなされると（ステップＳ６
２，Ｓ６４）、ＧＩＳマネジャ部１０３は、外部情報管理部１０６に対して被害状況の取
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得要求を行う（ステップＳ６３）。ＧＩＳマネジャ部１０３は、ＧＩＳオブジェクト部１
０５を介して、外部情報管理部１０６から、被害情報、位置情報を取得し（ステップＳ６
５乃至Ｓ６７）、それらを画面表示部１００に表示する（ステップＳ６８）。
【００５２】
一方、災害対策本部長等による操作で、画面表示部１００に対して特定の被害情報を表示
するコマンドが入力されると（ステップＳ６９）、画面表示部１００はラスタレイヤ地図
管理部１０２に対して被害情報の表示を指示する（ステップＳ７０）。ラスタレイヤ地図
管理部１０２は、この指示を受けると、ＧＩＳオブジェクト部１０５に対してＧＩＳオブ
ジェクトの取得を要求し（ステップＳ７１）、ＧＩＳオブジェクトを展開する（ステップ
Ｓ７２）。ラスタレイヤ地図管理部１０２は、ラスタ地図管理部１０４に対して被害情報
の地図展開を指示する（ステップＳ７３）。ラスタ地図管理部１０４は、地図ファイルを
仮想地図生成部１０１に展開する（ステップＳ７４）。こうして、仮想地図生成部１０１
は、画面表示部１００に地図を表示する（ステップＳ７５，Ｓ７６）。
【００５３】
ここで、図１４乃至図１７には災害情報取得例を示し説明する。
【００５４】
先ず、図１４（ａ）に示される例では、ラスタレイヤ３１１には、イメージデータ３１２
と属性データ３１３が含まれている。この属性データ３１３には、地名、緯度、経度、縮
尺、縦、横サイズ、ＧＩＳオブジェクトが含まれている。このラスタレイヤ３１１に基づ
く表示は、図１４（ｂ）に示される通りである。この例では、災害情報はＧＩＳオブジェ
クトに格納されており、当該災害情報に基づいて、地図３１４には道路崩落個所３１５（
×印）と迂回路３１６（曲線）が表示されることになる。
【００５５】
次に、図１５（ａ）に示される例では、ラスタレイヤ３２１には、イメージデータ３２２
と属性データ３２３が含まれている。この属性データ３２３のＧＩＳオブジェクト３２４
には、災害情報として、
災害種別　　　・・・　崩落
位置情報　　　・・・　○○○大使館
地図上の色情報・・・　赤色
が含まれている。このラスタレイヤ３２１に基づく表示は、図１５（ｂ）に示される。こ
の例では、地図３２５には、道路崩落個所３２６（×印）と迂回路３２７（曲線）が示さ
れる。
【００５６】
一方、図１６（ａ）に示される例では、ラスタレイヤ３３１は、イメージデータ３３２と
属性データ３３３からなる。そして、図１６（ｂ）に示されるＦＡＸ３３６による浸水域
被害領域情報より、当該ＦＡＸの地図３３５上の浸水領域３３８を抽出して、図１６（ｃ
）に示される当該浸水領域３３８を含む地図３３７をイメージデータ３３２として蓄積す
る。このとき、属性データ３３３には、地名、緯度、経度、縮尺、縦、横サイズ、ＧＩＳ
オブジェクト３３４が含まれ、当該ＧＩＳオブジェクト３３４には、例えば「青山川５Ｋ
ｍ地点にて破堤発生」で浸水領域が青く塗られる旨の情報が蓄積されることになる。
【００５７】
最後に、図１７を参照して、基盤地図とラスタレイヤ地図との重ね合わせについて説明す
る。図１７（ａ）は基盤地図３４１を示しており、位置情報は地図の中心点（×印）を示
している。図１７（ｂ）はＧＩＳサーバから送られた災害情報の例を示しており、ラスタ
レイヤ地図３４２の位置情報は崩落地点（×印）を示している。図１７（ｃ）は外部から
得た災害情報の例を示しており、ラスタレイヤ地図の位置情報は破堤地点（×印）を示し
ている。そして、これら各位置情報を基にして、基盤地図とラスタレイヤ地図を重ね合わ
せると、図１７（ｄ）に示されるように災害情報が反映された地図表示がなされる。
【００５８】
以上説明したように、本発明の第２の実施の形態に係る災害支援システムによれば、効率
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よく分類されたラスタレイヤを用いることで、災害情報等を適正に表示することができる
。そのとき、ラスタレイヤを用いているので、画面表示部１００による表示のための処理
負担も軽減されることになる。
【００５９】
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されることなく、その
趣旨を逸脱しない範囲で種々の改良、変更が可能である。上記アプリケーションプログラ
ムを記録した記録媒体としての実施も可能である。
【００６０】
さらに、上記イメージデータの中に属性データを入れ込んだデータコンテナとして通信を
行うことも可能である。この場合、通信フォーマットを変更した場合であっても、当該デ
ータコンテナの内部処理を行えば足りることから、各システム及び端末の処理負担が軽減
される。
【００６１】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、異なる地理情報システムにおいて異なるフォーマ
ットで管理されている地図データをラスタデータに変換し各種処理を行うことでラスタレ
イヤを生成し、地図データの加工・編集等といった利用の自由度を高める地図表示装置、
地図表示システム、地図表示方法、地図表示プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る地図表示システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る地図表示システムによる特徴的な動作の概略を
説明するための概念図である。
【図３】（ａ）はサーバ１の詳細な構成を示す図であり、（ｂ）はサーバ１のアプリケー
ションプログラム２０の各種機能を示す図である。
【図４】ラスタレイヤ作成処理を説明するための概念図である。
【図５】正規化変換処理を説明するための概念図である。
【図６】正規化変換処理を説明するための概念図である。
【図７】変換補正処理を説明するための概念図である。
【図８】ラスタレイヤ送信処理を説明するための概念図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係る地図表示システムの地図表示に係る一連の動作
を詳細に説明するフローチャートである。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る災害支援システムの構成を示す図である。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る災害支援システムによる、管内地図の表示、地図
のスクロール等の操作、レイヤ設定変更の操作の各々に伴う処理を説明するフローチャー
トである。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る災害支援システムによる、被害状況の確認、特定
被害情報の表示に伴う処理を説明するフローチャートである。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る災害支援システムによる、外部情報から被害情報
を入力して表示する処理を説明するフローチャートである。
【図１４】本発明の第２実施形態に係る災害支援システムによる災害情報取得例を示す図
である。
【図１５】本発明の第２実施形態に係る災害支援システムによる災害情報取得例を示す図
である。
【図１６】本発明の第２実施形態に係る災害支援システムによる災害情報取得例を示す図
である。
【図１７】本発明の第２実施形態に係る災害支援システムによる災害情報取得例を示す図
である。
【符号の説明】
１・・・サーバ、２・・ＧＩＳサーバ・、３・・・クライアント端末、４・・・専用線、
５・・・ネットワーク、１１・・・制御部、１２・・・通信部、１３・・・外部記憶部、
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１４・・・表示部、１５・・・入出力部、１６・・・記憶部、２０・・・アプリケーショ
ンプログラム。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】
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