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自然環境 WebGIS 

１. 概要  

１－１ . 本システムの概要  

本システムではブラウザを利用して、地図の操作（拡大・縮小・地図の移動）、検索、印刷を

行い自然環境保全基礎調査等に係るデータを閲覧することができます。 

 

１－２ . 用語の説明  

本システムで使用する用語を説明します。 

KML（ケイエムエル）データ 

GoogleEarthなどで採用されている XML形式の地理空間情報のデータファイルです。 

 

Shape（シェープ）データ 

ArcGISなどで採用されている Shapefile形式の地理空間情報のデータファイルです。 

 

２次メッシュ 

標準地域メッシュと呼ばれる、南北(緯度)方向 7分 30秒、東西(経度)方向 5分で地域を網の

目(メッシュ)状に分けた区分の一つです(約 10km四方)。標準地域メッシュでは他に２次メッ

シュ、３次メッシュが定められています。２次メッシュは植生調査の整備単位として用いら

れています。 

また、２次メッシュは国土地理院刊行の 25000分の 1地形図/電子地形図 25000の地図区分で

もあり、ひとつひとつの区分に名称がつけられています(一部例外あり)。 

 

メタデータ 

データの作成者や作成日時、データ形式、タイトル、注釈、関連情報など、データについて

のデータです。本システムでは第６、７回の植生調査に関連する２次メッシュ情報がまとめ

られています。 

 

レイヤ 

さまざまな地図が描かれた透明な板を幾重にも重ねて、より複雑な地図を構成する考え方を

指します。特に、これら一枚一枚の地図をレイヤと呼んでいます。 
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１－３ . 画面構成  

自然環境調査 Web-GIS の画面構成を説明します。 

▼自然環境調査 Web-GISトップページ 

 

  

⑪ 

① 

⑦ ⑧ ⑨ 

⑩ 

② 

③ 

⑤ 

④ 

⑥ 
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① 地図：日本全域の地図を表示します。 

② 移動カーソル：地図上の移動に用います。 

③ 拡大・縮小バー：地図表示を拡大・縮小します。 

④ レイヤ一覧：地図上に表示できるレイヤ（※1）の一覧です。 

⑤ 初期表示：レイヤ一覧を初期表示に戻します。 

⑥ レイヤ一覧表示・非表示：レイヤ一覧の表示・非表示を切り替えます。 

⑦ 検索：住所または２次メッシュを検索（※2）します。 

⑧ 印刷：表示中の地図を印刷します。 

⑨ マニュアル：操作マニュアル（※3）をダウンロードします。 

⑩ スケールバー：地図上の距離とその長さで、表示の縮尺を示します。 

⑪ リンク：サイト内のページ（※4）に遷移します。 

 

※1：レイヤには、下記があります。下記は実際の画面の一覧と異なる場合があります。 

巨樹・巨木林：※ 

特定植物群落：※ 

河川：※ 

海岸改変状況：※ 

湿地：※ 

湖沼：※ 

マングローブ：※ 

藻場：※ 

干潟：※ 

サンゴ：※ 

沿岸海域変化状況：※ 

国立公園区域等：国立公園区域等を表示します。 

国指定鳥獣保護区域等：国指定鳥獣保護区域等を表示します。 

自然環境保全地域：※ 

動物：※ 

地域メッシュ：旧日本測地系、世界測地系におけるメッシュの図枠を表示します。 

植生調査（1/2.5 万）：1/2.5 万の植生調査の結果を表示します。 

植生調査（1/5 万）：1/5万の植生調査の結果を表示します。 

背景地図：地理院地図を表示します。 

 ※それぞれの関連の調査結果を表示します。 

 

 

 



                                  概要

 

4 

自然環境 WebGIS 

※2：検索には、下記があります。 

住所検索：住所名称から位置を検索します。都道府県と市町村で絞り込みできます。 

２次メッシュ検索：２次メッシュコードまたは図葉名からあいまい検索をします。 

 

※3：操作マニュアルには、下記があります。 

全体：操作マニュアル全体の PDFファイルです。 

１．概要：操作マニュアル「１．概要」の PDFファイルです。 

２．地図：操作マニュアル「２．地図」の PDFファイルです。 

３．検索：操作マニュアル「３．検索」の PDFファイルです。 

４．データ表示：操作マニュアル「４．データ表示」の PDFファイルです。 

５．動物分布検索：操作マニュアル「５．動物分布検索」の PDFファイルです。 

６．ダウンロード：操作マニュアル「６．ダウンロード」の PDFファイルです。 

７．印刷：操作マニュアル「７．印刷」の PDFファイルです。 

※4：リンク先には、下記があります。 

自然環境保全基礎調査 GISデータ（KML）ダウンロード：KMLデータのダウンロードページへ遷

移します。 

自然環境保全基礎調査 GISデータ（Shape）ダウンロード：Shapeデータのダウンロードペー

ジへ遷移します。 

自然環境調査一覧：自然環境調査一覧のページへ遷移します。 

メタデータダウンロード：メタデータのダウンロードページへ遷移します。 
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２. 地図  

２－１ . 地図操作  

表示されている地図を移動させて、表示位置を変更する方法です。 

２－１－１. 移動カーソルを利用した地図移動  

移動カーソルを使用して地図内を移動します。 

移動カーソルの東西南北のいずれかの矢印をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリックした方角に地図表示が移動します。移動は日本の領土周辺に限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

移動カーソルの左矢印をクリックする

と、表示範囲が西に移動し、レイヤ一

覧に隠れていた[北見]が表示されまし

た。 
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２－１－２. 拡大・縮小バーを利用した地図の拡大縮小  

拡大・縮小バーを使用して地図を拡大・縮小します。 

拡大・縮小バーをクリックすると、クリックした縮尺で地図が表示されます。 

 

[+]ボタンをクリックすると、地図が一段階拡大して表示されます。 

マウスのホイールを奥へ回転させると、地図が拡大して表示されます。 

 

[-]ボタンをクリックすると、地図が一段階縮小して表示されます。 

マウスのホイールを手前へ回転させると、地図が縮小して表示されます。 

 

拡大・縮小バーが[+]（拡大）側

へ移動しました。 

拡大・縮小バーが[-]（縮小）

側へ移動しました。 
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２－２ . 地図表示  

搭載されているデータを地図上にレイヤ表示する方法です。レイヤの透過率を設定すること

も可能です。 

２－２－１. レイヤの表示・非表示  

レイヤ一覧からフォルダ(①)をクリックして、レイヤ(②)を展開します。 

先頭に横向きの三角記号が示される階層は、続けて展開できる(より小さな)階層があること

を示しています。また、先頭にチェックボックス(□)が示される階層には、以降の展開でき

る階層はありません。 

この Web-GISでは、これらのチェックボックスにチェックを入れる／外すことによりレイヤ

の表示／非表示を行います。 

(横向き三角記号のある階層ではレイヤの表示／非表示は行えません。) 

 

 

  

① 

② 
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チェックボックスにチェックを入れると、上階層のフォルダの横に表示中を示すアイコン

（ ）が表示され、レイヤが地図上に表示されます。チェックを外すと、レイヤは非表示と

なります。 

複数のレイヤを表示させた際、レイヤ一覧において上にあるレイヤが画面前面(手前)に表示

されます。(このレイヤ順序は変更できません。) 

レイヤ名をクリックすることで、対象レイヤの凡例を確認することができます。(「２－２－

２．レイヤの透過率設定と凡例表示」を参照ください。) 

 

 

  

凡例が表示されました。 
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２－２－２. レイヤの透過率設定と凡例表示  

レイヤ一覧から、透過率を設定したいレイヤのレイヤ名をクリックします。 

レイヤの透過率と凡例一覧が表示されます。 

 

 

透過率のバーを、マウスでドラッグして透過率を指定し、[適用]ボタンをクリックすると、

レイヤの透過率が変更されます。 

透過率を大きくするほど対象のレイヤが透けて表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

透過率 50%に設定 

背景が透けて表示されます。 
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ポリゴンにアウトラインがあるレイヤには、アウトラインに透過率を適用しないようにする

ことができるものがあります。 

 

 

 

[アウトラインを残す]のチェックボックスにチェックを入れ、[適用]ボタンをクリックする

と、アウトラインはそのまま（透過率 0%）で、レイヤの透過率が変更されます。 

 

 

 

 

  

透過率 80%に設定 

アウトラインには適用されずに 

表示されます。 
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２－２－３. 植生調査（ 1/2.5 万）（ 1/5 万）レイヤの凡例  

植生調査（1/2.5万）（1/5万）の凡例は、PDFファイルにまとめられています。 

[凡例]欄の「凡例表示」をクリックすると、PDFファイルを確認することができます。 
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２－２－４. レイヤ一覧の表示・非表示  

レイヤ一覧の表示・非表示を切り替えます。 

[レイヤ一覧]をクリックすると、レイヤ一覧メニューが最小化されます。 

 

 

[レイヤ一覧]が最小化された状態でクリックすると、レイヤ一覧メニューが表示されます。 
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２－２－５. レイヤを初期表示状態に変更  

レイヤの表示状態を、初期表示時に戻します。

 

 

レイヤ一覧の[初期表示]をクリックすると、レイヤの表示状態が初期状態に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開していたレイヤが畳まれ、

初期状態に戻りました。 



                                  検索

 

14 

自然環境 WebGIS 

３. 検索  

３－１ . 住所検索  

住所で検索して、地図の表示位置を移動します。検索には、国土交通省位置参照情報データ

(街区レベル)を使用しています。 

[検索]ボタンをクリックし、リストから[住所]をクリックします。 

 

住所を入力し、検索ボタン（ ）をクリックします。住所は一部のみでも検索できます。 

[結果絞込み]から都道府県と市区町村を指定して、検索結果を絞り込むことも可能です。 

 

結果一覧の住所をクリックすると、地図上の該当箇所が拡大表示されます。 

拡大率は検索した住所により異なり、該当範囲全体が表示される程度の大きさになります。 

  

 

長野県諏訪郡原を 

選択時の拡大率 

 

長野県松本市原を 

選択時の拡大率 



                                  検索

 

15 

自然環境 WebGIS 

３－２ . ２次メッシュ検索  

２次メッシュ番号または名称で検索して、地図の表示位置を移動します。 

[検索]ボタンをクリックし、リストから[２次メッシュ]をクリックします。 

 

２次メッシュ番号を入力し、検索ボタン（ ）をクリックします。２次メッシュ番号は一部

のみでも検索できます。 

 

結果一覧の住所をクリックすると、地図上の該当箇所が拡大表示されます。 

拡大率は２次メッシュ全体が表示される程度の大きさになります。 

 

２次メッシュの名称は、国土地理院 HPを参照してください。 
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４. データ表示  

４－１ . 属性表示できるレイヤの一覧  

地図上をクリックすると、クリックした地点で地物(その地図で表現している内容全般)が存

在するレイヤが一覧表示されます。 

(外部タイルレイヤ等の一覧表示されないレイヤも存在します。また、「植生調査（1/2.5

万）」と「植生調査（1/5万）」の情報については、「４－３．植生調査データ表示」からも確

認できます。) 
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４－２ . 属性表示  

レイヤリストボックスまたは、結果一覧のリンクをクリックすると、レイヤ属性一覧が表示

されます。 

レイヤリストボックスの「レイヤ概要」を選択または、[レイヤ概要に戻る]ボタンをクリッ

クすると、レイヤの一覧（「４－１．属性表示できるレイヤの一覧」）に戻ります。 
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４－３ . 植生調査データ表示  

[当地域を含む GISデータダウンロード]リンクをクリックすると、「４－３－１. 調査情報ダ

ウンロード」画面が表示されます。 

タブ（①）を切り替えることで、該当の２次メッシュに関する植生調査の様々な情報を閲覧

できます。また、画面下部のボタン群（②）より、リンク先の各種のページ（※1）に遷移す

ることができます。 

 

 

※1：リンク先には、下記があります。 

自然環境保全基礎調査 GISデータ（KML）ダウンロード：KMLデータのダウンロードページへ遷

移します。 

自然環境保全基礎調査 GISデータ（Shape）ダウンロード：Shapeデータのダウンロードペー

ジへ遷移します。 

自然環境調査一覧：自然環境調査一覧のページへ遷移します。 

植生調査概要：植生調査の説明ページへ遷移します。 

全体表示に戻る：「自然環境調査 Web-GIS トップページ」へ遷移します。  

① 

② 
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４－３－１. 調査情報ダウンロード  

[調査情報ダウンロード]タブをクリックすると、切り替わります。 

各種調査情報をダウンロードできます。(ダウンロード（①②④⑤）については、「６．ダウ

ンロード」を参照してください。) 

また、データの説明リンク（③）より、説明ページを閲覧することが可能です。 

 

  

① 

② 

③ 

④

⑤ 
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４－３－２. 植生図（ 1/2.5 万）凡例表  

[植生図（1/2.5万）凡例表]タブをクリックすると、切り替わります。 

２次メッシュ別凡例を一覧表示します。 

凡例コードと凡例名をクリックすると、２次メッシュ別凡例解説が表示されます。 
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４－３－３. 植生図（ 1/2.5 万）現地調査データ  

[植生図（1/2.5万）現地調査データ]タブをクリックすると、切り替わります。 

２次メッシュの現地調査データを一覧表示します。 

凡例コード、凡例名をクリックすると、２次メッシュ別凡例解説が表示されます。 
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４－３－４. 植生図（ 1/2.5 万）２次メッシュ情報  

[植生図（1/2.5万）２次メッシュ情報]タブをクリックすると、切り替わります。 

２次メッシュの植生図情報と空中写真情報を表示します。 
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５. 動物分布検索  

５－１ . 動物分布検索  

動物に関わる調査結果を検索し、その動物の分布を表示する他、調査でその動物種が確認さ

れた地域(２次メッシュ)の一覧(CSV形式)がダウンロードできます。 

５－１－１. 動物分布検索結果の表示  

レイヤ一覧の大区分「動物」をクリックしてください。 

 

展開した区分から、検索したい調査回のチェックボックスにチェックを入れて、調査回名を

クリックしてください。 

 

検索ダイアログが表示されるので、動物の検索を行います。なお、検索ダイアログ内のレイ

ヤの透過率設定と凡例表示については「２－２－２. レイヤの透過率設定と凡例表示」をご

確認ください。 

また、検索方法が第６回と第２～５回で異なります。各検索方法は、続く「①動物分布の検

索（第６回）」、「②動物分布の検索（第２～５回）」をご確認ください。 

  

チェックが入っていないとレイヤは表示されません。 

また、調査回名をクリックしないと検索ダイアログが

表示されません。 

調査回ごとに検索します。 

調査回ごとに調査対象種が異なるのでご留意くださ

い。 

なお、調査対象種は調査回名の下に一覧表示されてい

ます。 
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①動物分布の検索（第６回） 

「種」ボタンで検索対象種の ON／OFFができます。複数の動物種を選ぶときには「ctrl」キ

ーを押しながらクリックすると選択できます。 

 

  

例）[イノシシ]を 

  クリック 

例）ctrlキーを押しながら 

[アナグマ][カモシカ] 

[キツネ]をクリック 

ON状態 

他： 

OFF状態 
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[検索]ボタンで検索を行い、結果を表示します。その地域でヒットした種数に応じて[凡例]

欄で示される色でレイヤが表示されます。 

また、[クリア]ボタンをクリックすると、[種]ボタンが全て OFF状態となり、検索結果のレ

イヤもクリアされます。 

 

  

検索結果の件数が 

表示されます。 

検索結果のレイヤが 

表示されます。 
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②動物分布の検索（第２～５回） 

[分類群]リストボックスから検索したい分類群を選択します。 

続いて[種]のテキストボックスに検索対象種を入力してください。(カタカナ一文字以上入力

すると、その文字を含む調査対象候補が示され、クリックによって入力を補完します。必要

に応じて活用してください。) 

「あいまい検索」のチェックボックスにチェックを入れると、テキストボックスに入力され

た文字を含む動物種すべてを検索対象にします。厳密に入力動物種のみを検索する場合はチ

ェックを外してください。 

また、[都道府県]及び[市区町村]リストボックスで、検索結果を絞り込むことも可能です。 

なお、検索対象は５つまで設定できます。 

 
  

分類群を設定しなければ、分類群を

またいだ種名の検索が可能です。 

(ただし、この場合は種名入力補完

は行われませんのでご留意くださ

い) 

種名を入力しなければ、選択した分類群

のすべての種を検索します。 

(ただし、この場合は分類群の選択とあい

まい検索のチェックが必須となりますの

でご留意ください。) 

入力補完の例） 

分類群に「哺乳類」を選択して、「アカ」

と入力した場合 
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[検索]ボタンで検索を行い、結果を表示します。その地域でヒットした種数に応じて[凡例]

欄で示される色でレイヤが表示されます。 

また、[クリア]ボタンをクリックすると、検索条件(「分類群」、「種名」、「あいまい検索」、

「都道府県・市区町村」)が全てクリアされ、検索結果のレイヤもクリアされます。 

 

 

  

検索結果の件数が 

表示されます。 

検索結果のレイヤが 

表示されます。 
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５－１－２. 動物分布検索結果の CSV データダウンロード  

検索手順については、「５－１－１. 動物分布検索結果の表示」をご確認ください。 

なお、レイヤ一覧からの選択において、CSVダウンロードではレイヤ表示する必要はないの

で、調査回のチェックボックスはチェックしなくても問題ありません。 

 

検索を実行すると、[CSVダウンロード]ボタンが選択可能になりますので、クリックすると検

索結果の CSVファイルをダウンロードすることができます。 

 

 

 

チェックは入っていなくても構いません。 

検索すると濃く表示され、 

クリックできるようになります。 

 

▼【参考】初期表示時及び[クリ

ア] 

 ボタンクリック後 
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６. ダウンロード  

６－１ . Shape データダウンロード  

Shapeデータをダウンロードします。 

初めて、または、前回ダウンロードから１年以内にダウンロードされる方は、アンケート画面

が表示されるので回答をお願いします。アンケート入力後、[アンケートの収集に同意する]に

チェックし、[GIS データダウンロード開始]をクリックしてください。 

Shapeデータのダウンロードには、「①調査項目から地域別にダウンロードする方法」、「②地

域から調査項目別にダウンロードする方法」の２つがあります。 

 

①調査項目から地域別にダウンロードする方法 

自然環境調査 Web-GIS トップページ下部リンク先の[自然環境保全基礎調査 GISデータ

（Shape）ダウンロード]を選択します。Shapeデータダウンロード画面に遷移するので、ダウ

ンロードしたい調査項目をクリックすると、対象データがダウンロードされます。 
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②地域から調査項目別にダウンロードする方法 

地図上をクリックすると、クリックした地点で地物(その地図で表現している内容全般)が存

在するレイヤの一覧が表示されたダイアログが表示されます。 

このダイアログ上部の[当地域を含む GISデータダウンロード]リンクをクリックすると、選

択した地点を含む Shapeデータが調査項目ごとに一覧表示された画面に遷移します。 

遷移先画面の詳細については、「４－３. 植生調査データ表示」をご覧ください。 
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遷移先の調査情報ダウンロード画面の「GISデータ(Shape) ダウンロード」（①）から調査項

目別にダウンロードできます。Shapeデータは、選択した２次メッシュ及び該当する都道府県

内の調査データです。（リンクとなっていない調査項目は、該当地域で Shape データが存在し

ないためダウンロードできません。） 

 

 

  

① 



                              ダウンロード

 

32 

自然環境 WebGIS 

６－２ . KML データダウンロード  

KMLデータをダウンロードします。 

自然環境調査 Web-GIS トップページ下部リンク先の[自然環境保全基礎調査 GISデータ

（KML）ダウンロード]を選択します。KMLデータダウンロード画面に遷移するので、ダウンロ

ードしたい調査項目をクリックすると、対象データがダウンロードされます。 
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６－３ . メタデータダウンロード  

メタデータをダウンロードします。 

自然環境調査 Web-GIS トップページ下部リンク先の[メタデータダウンロード]を選択しま

す。メタデータダウンロード画面に遷移するので、ダウンロードしたいファイル形式をクリ

ックします。 

Shape 形式の場合、初めて、または、前回ダウンロードから１年以内にダウンロードされる方

は、アンケート画面が表示されるので回答をお願いします。アンケート入力後、[アンケート

の収集に同意する]にチェックし、[GISデータダウンロード開始]をクリックしてください。 

対象データがダウンロードされます。 

 

 

６－４ . 動物分布検索結果の CSV データダウンロード  

動物分布検索結果の CSVデータをダウンロードする方法については、「５－１－２. 動物分布

検索結果の CSVデータダウンロード」をご確認ください。 
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６－５ . 植生図画像ダウンロード  

「６－１. Shapeデータダウンロード」の「②地域から調査項目別にダウンロードする方法」

で説明した調査情報ダウンロード画面より、植生図画像をダウンロードします。 

画面の詳細については、「４－３. 植生調査データ表示」をご覧ください。 

選択した２次メッシュの 1/2.5万植生図（①）及び 1/5万植生図（②）の画像をダウンロー

ドできます。また、調査ブロック別凡例一覧表（③）もダウンロードできます。 

 

 

  

① 

② 

③
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７. 印刷  

７－１ . 地図印刷  

地図を印刷します。 

[印刷]ボタンをクリックします。 

ダイアログが表示されるので、地図に表示させる項目と用紙サイズを選択します。 

 

[プレビュー]をクリックし、印刷イメージを確認します。

 

[印刷]ボタン(①)をクリックすると印刷されます。 

[印刷]ボタンをクリックすると

ダイアログが表示されます。 

印刷ダイアログの「タイトル」

チェック ONで入力したタイト

ルが表示されます。 

印刷ダイアログの「方位」 

チェック ONで表示されま

印刷ダイアログの「凡例」 

チェック ONで表示されます。 

印刷範囲に表示された凡例のみ

表示されます。(*1) 

印刷ダイアログの「日付」 

チェック ONで表示されま

印刷ダイアログの「スケールバ

ー」チェック ONで表示されます。 

② 

① 
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この[印刷]ボタンでは、[プレビュー]で調整した印刷イメージをブラウザに渡し、印刷しま

す。用紙サイズ・用紙の向き等[プレビュー]での設定とブラウザ側の設定が異なる場合、意

図した印刷がされない場合があるのでご留意ください。 

*1）植生調査（1/5 万）、（1/2.5万）の凡例は、プレビューエリア下のリンク（②）から確認

できます。（植生調査（1/5万）は印刷範囲に関係なくすべての凡例、植生調査（1/2.5 万）は

表示された 2次メッシュ範囲に含まれるすべての凡例を別ページにて表示します。） 

なお、このリンクは植生調査レイヤを表示中のみ表示されます。 

 

７－２ . PDF 印刷  

お使いのパソコンがプリンターに接続できない場合には、以下の方法で Webページを PDFフ

ァイルに出力することも可能です。 

 

①PDF印刷機能を持つ Webブラウザの利用 

Webブラウザの中には、元から Webページを PDFファイルとして出力することができるものが

存在します。 

 

 例：Google Chrome 

   （[送信先]から「PDFに保存」を選択することができます。） 
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８. 公開用植生図の外部参照方法  

８－１ . タイル画像の仕様  

タイル化データとして作成している植生図データを外部から参照する方法を説明します。 

タイル化植生図データは次の命名規則に従って、公開しています。 

 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/files/{data}/tile/{kind}/{z}/{x}/{y}.png 

 

公開しているデータの、各パラメータは次の表の通りです。 

{data} {kind} {z}の範囲 備考 

vg vg 4～14 第 2～5回植生図 

vg3 4～14 第 2～3回植生図 

vg4 4～14 第 4回植生図（差分） 

vg5 4～14 第 5回植生図（差分） 

vgn 4～14 第 2～5回植生図を基にした自然度区分図 

vg67 vg67 4～14 第 6、7回植生図（調査済み範囲） 

vg67c 4～14 第 6、7回植生図を基にした植生帯、自然・代償植生 

 

 

 

 


