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国土地理院の重点施策

○ 国土地理院を取り巻く近年の社会情勢の変化

１）安全・安心な社会の実現に不可欠な
地理空間情報の整備・更新

２）暮らしやすく活力のある社会を実現する
ための地理空間情報の活用推進

３）国際連携におけるリーダーシップの発揮

①国土の位置の基準を定める位置情報基盤の高度化
の推進

②電子地図上の位置の基準となる基盤地図情報の
整備・更新

④災害時の迅速な対応及び防災に役立つ情報の整備

①産学官連携による地理空間情報活用の推進

②ネットワークによる地理空間情報活用のための
環境整備

③新世代位置情報基盤の実現に向けた環境整備

④地理識別子の活用推進

①地球地図プロジェクトの推進やISO/TC211に
おけるリーダーシップの発揮

②VLBI,GNSS等の国際共同観測への積極的な参画と
推進

③海外(アジア太平洋地域)の国家測量・地図作成

機関との密接なネットワークの構築

重 点 項 目 主な予算要求項目

⑤地理空間情報を活用できる人材の育成

地理空間情報をいつでも、どこでも、誰でも活用できる社会の実現

◆少子高齢化・労働人口減少、経済・雇用の低迷による社会的不安・閉塞感の拡大や地球環境へ
の配慮・省エネルギー対策に対する関心の高まり

◆地理空間情報活用推進基本法、海洋基本法及び宇宙基本法の施行と各基本計画の決定、国土形
成計画及び社会資本整備重点計画の決定、並びにＧ空間行動計画の策定

◆地理空間情報の高度な活用の推進に向けた先導的取組への期待

１）安全・安心な社会の実現に不可欠な
地理空間情報の整備・更新

２）暮らしやすく活力のある社会を実現する
ための地理空間情報の活用推進

３）国際連携におけるリーダーシップの発揮

「基本測量に関する長期計画」に基づき、地理空間情報活用推進行政を着実に推進

・基盤地図情報整備 《継続》

・風水害基礎情報整備 《継続》

・電子国土基本図の整備（地図情報､オルソ
画像、地名情報）《新規》

・電子国土Webシステムの機能拡充《継続》

・基盤地図情報フォーラムの開催《新規》

・アジア太平洋地域地殻変動監視経費《継続》

○ 国土地理院の取組（平成22年度）

③国土を表す地図の基準となる電子国土基本図の
整備・更新

・電子基準点測量（準リアルタイム解析､
火山統合解析等を含む）《継続》

１）安全・安心な社会の実現に不可欠な地理空間情報の整備・更新
２）暮らしやすく活力のある社会を実現するための地理空間情報の活用推進
３）国際連携におけるリーダーシップの発揮

「基本測量に関する長期計画」
（H21～H30年度）

○ 国土の位置の基準を定める位置情報基盤の高度化

の推進

○ VLBI,GNSS等の国際共同観測への積極的な参画と

推進

○ 災害時の迅速な対応及び防災に役立つ情報の整備

○ 国土を表す地図の基準となる電子国土基本図の
整備・更新

○ 電子地図上の位置の基準となる基盤地図情報の
整備・更新

○ 産学官連携による地理空間情報活用の推進

○ ネットワークによる地理空間情報活用のための
環境整備
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Ⅰ 平成 22 年度国土地理院重点施策 

＜地理空間情報をいつでも、どこでも、誰でも活用できる社会の実現＞ 

 

 我が国は、頻発する自然災害、地球温暖化の影響によると見られる異常気

象現象の増加、化石エネルギー資源の枯渇等の長期的課題に取り組むととも

に、百年に一度とも言われる世界規模の経済・雇用危機に加え、深刻化する

少子・高齢化社会がもたらす様々な課題を克服しつつ、未来に向けた新たな

経済成長を模索し、安心と活力のある社会を実現するという大きな課題に直

面している。このような中で、国民一人ひとりが安心して豊かな生活を営む

ことができる経済社会を実現していくためには、国土や社会の実態を示す地

理空間情報の高度な活用を推進することが極めて重要である。 

 平成19年から20年に行われた測量法の改正、地理空間情報活用推進基本

法、海洋基本法及び宇宙基本法の制定、さらにはこれら基本法に基づいてそ

れぞれ策定された基本計画により、地理空間情報を高度に活用していくため

の社会環境の整備が大きく前進した。 

 国土地理院は、我が国における地理空間情報の高度な活用の推進に向けて

先導的役割を果たしていくために、平成21年度を初年度とする「基本測量に

関する長期計画」を新たに策定し、地理空間情報を活用した活力ある社会の

実現に向けた取組を推し進めることとした。この長期計画の実施に当たって

は、国民を中心とした利用者の視点に配慮し、地理空間情報を安心して最大

限活用できる仕組み作りが重要である。 

 以上を踏まえ、平成22年度重点施策は、「基本測量に関する長期計画」の

第二年次として、次のとおり地理空間情報の整備・更新及び活用の推進、並

びに国際連携の強化に重点的に取り組む。 

 



 

 

１．安全・安心な社会の実現に不可欠な地理空間情報の整備･更新 

 

国家を構成する三要素の一つである国土の実態を明示する地理空間情報の

整備・更新は、国の根幹的責務である。また、自然災害・地殻変動・経済活

動等により国土が変貌する我が国において、地理空間情報の整備・更新は国

土の適切な管理に不可欠であり、安全･安心な社会を実現するための基本とな

ることから、国が自ら取り組むべき施策である。特に、位置の基準となる情

報や国土を表す地図の基準となる情報の整備・更新及び災害時における地理

空間情報の迅速な提供は、国民が安心して豊かな生活を営むために必要な最

も基本的な国の責務の一つである。 

そこで、我が国における位置の基準を定める位置情報基盤の高度化、電子

地図上の位置の基準となる基盤地図情報の整備・更新及び国土を表す基準と

なる電子国土基本図の整備を進め、さらに測量用航空機の運用、電子国土基

本図と整合がとれた土地条件図の整備・活用により、災害時の迅速な対応や

防災に役立つ情報提供を推進するとともに、安全･安心な社会の実現に向けた

研究開発を進める。 

 

（平成 22 年度に推進する施策） 

① 国土の位置の基準を定める位置情報基盤の高度化の推進 

・ 地殻変動の大きな我が国の国土において、より正確な位置の基準を提

供できるように、VLBIと GPSのコロケーション測量を継続的に実施す

るとともに、これら異なる宇宙測地技術による時系列的な観測間の整

合性を高めるための統合解析手法の高度化を図る。また、地殻変動で

生じた歪みを取り除くために公共測量におけるセミ・ダイナミック補

正を実用化する。 

・ 準天頂衛星をはじめとする次世代の衛星測位システム（GNSS）に対応

できるようGPS連続観測システム（GEONET）の高度化に向けた基本設

計を進めるとともに、測量分野における次世代 GNSS 利活用環境の構

築を図る。 

・ 我が国の領土の外縁等に位置する離島に国家基準点を設置し、離島の

保全・管理のための位置情報整備とともに位置の高精度化を図る。 

 

② 電子地図上の位置の基準となる基盤地図情報の整備・更新 
・ 非線引き区域を含めた都市計画区域における縮尺レベル 2500 のシー

ムレスな基盤地図情報の初期整備を推進するとともに、整備を完了し

た地域の更新に着手する。 

 

 



 

 

③ 国土を表す地図の基準となる電子国土基本図の整備・更新 

・ 国土管理のために不可欠な地形や植生などの地理空間情報を位置の

基準である基盤地図情報に統合し、我が国の国土を表す基準となる電

子国土基本図（地図情報、オルソ画像及び地名情報）を基盤地図情報

の整備に併せて整備及び更新する。 

・ 特に、離島をはじめ、その表記に揺らぎや重複がある地名については、

我が国における共通な活用が図られるように、標準地名等に地理識別

子を加えた電子国土基本図（地名情報）を整備する。 

 

④ 災害時の迅速な対応及び防災に役立つ情報の整備 
・ 地震による急激な地殻変動、地盤沈下、火山活動等に加え、広域の地

すべりの状況を把握するために、人工衛星による干渉SARデータの解

析を全国の地すべり地域に拡大して実施する。 

・ 地震時の地殻活動を迅速に捉えるために電子基準点による地殻変動

の準リアルタイム解析を実現するとともに、火山活動による地殻変動

を高密度で捉えるために、他機関による火山地域のGPS観測点と電子

基準点との統合解析を実用化する。 

・ 活動が活発な火山の正確な地殻変動観測に資するため、GPS 火山変動

リモート観測装置（REGMOS）の高機能化を図る。また、噴煙等により

詳細な地形の把握が困難な火山について、航空機搭載型SARによる地

形測量を実施する。 

・ 地震等の発災直後の被災状況を迅速に把握するため、測量用航空機に

よる画像撮影及びそのリアルタイムな伝送を実現する。また、被災地

域の地理的特性を分析して発災直後に被害の種類や範囲を迅速に推

定･提供するための研究を行う。 

・ 人口が密集し、自然災害の影響が大きな都市部の最新のハザードマッ

プ作成に資するため、開発により地形の人工改変等が進展して現実の

地形との乖離が著しい大都市圏の土地条件図について、精密 3D 電子

基盤情報を活用しつつ、電子的に更新する。 

・ 内陸部の地震発生メカニズムの理解に不可欠な「ひずみ集中帯」の地

殻変動特性の解明を行うとともに、電子基準点による地殻変動観測の

信頼性を向上させるための大気擾乱の影響評価に関する研究を行う。 

 



 

 

２．暮らしやすく活力ある社会を実現するための地理空間情報の活用推進 

 

世界規模の経済危機に伴う不況や雇用不安等の当面の課題に加え、少子・

高齢化等の長期的な課題を克服して、国民一人ひとりが我が国の未来に希望

を持てる活力ある社会を実現していくためには、新しい情報基盤である地理

空間情報を国、地方公共団体や民間等が積極的に活用することにより、行政

事務の効率化、国民への行政サービスの向上、民間の創意工夫による地理空

間情報の新しいサービスやビジネスの創生等を図り、国民一人ひとりが地理

空間情報活用の恩恵を享受できる環境を整備することが必要である。特に、

地理空間情報の活用に対する取組が地域ごとに異なる状況に鑑み、政府の地

理空間情報活用推進の取組における国土地理院の体制強化を図るとともに、

地域の特性を活かした産学官連携や地域のニーズに合致した技術的支援を推

進することが、地域の実情に応じた地理空間情報の活用を図り、真に活力あ

る地域社会を実現するために不可欠である。また、基盤地図情報を常に最新

の状態に更新しておくため、その迅速かつ効率的な更新の仕組みの構築が重

要である。さらに、インターネットはもちろん、ICタグやucode等の先端デ

ジタル技術や地理識別子を活用するとともに、地理空間情報の活用に積極的

に取り組む人材の育成が必要となる。 

そこで、政府の取組に対する国土地理院の体制強化、地方公共団体も含め

た産学官連携の推進、基盤地図情報の更新の仕組みの構築、先進デジタル技

術の活用、人材育成などを通して、利用者の視点に立った地理空間情報の活

用推進施策を進めることにより、国民生活の利便性を向上させるとともに、

我が国の新しく活力ある社会の実現に貢献する。 

 

（平成 22 年度に推進する施策） 

① 産学官連携による地理空間情報活用の推進 
・ 政府の地理空間情報活用推進会議及び地理空間情報産学官連携協議

会において、地理空間情報活用推進基本計画に基づく施策の推進に中

核的な役割を果たすための体制の強化を図る。また、地図や空中写真

等における個人情報保護、知的財産権等の取扱い及び国の安全に関す

る調査・検討を行い、地理空間情報の活用のあり方に関する政府のガ

イドライン等の策定に資する。 

・ 地域の特性を活かした産学官の連携や地域のニーズに合致した技術

的支援を推進するために、地方公共団体を含めた地域における産学官

連携の枠組みを構築する。 

・ 地理空間情報活用推進基本計画に基づいて産学官が連携して開催す

る「G 空間 EXPO」において、基盤地図情報の整備･活用を促進するた

めのフォーラムを開催する。 



 

 

・ 地理空間情報の活用推進において、基盤地図情報の内容が常に最新の

状態に更新されていることが重要であることから、公共測量成果等を

用いた迅速かつ効率的な基盤地図情報の更新の仕組みについて、地方

公共団体等と密接に連携しつつその構築を図る。 
 
② ネットワークによる地理空間情報活用のための環境整備 

・ 最新の地理空間情報を誰もが容易に活用できるように、基本測量及び
公共測量の成果の複製や使用のための申請手続きのワンストップ化
を推進する。 

・ 電子国土基本図（オルソ画像）や地理空間情報プラットフォームのデ
ータの閲覧が迅速に行えるように、電子国土Webシステムの機能の強
化を図る。 

・ 電子国土基本図のデータのインターネットからのダウンロードや紙
地図での刊行を実現する。 

・ 国の機関や地方公共団体が整備する法定図書等に含まれる地理空間
情報の共用や重ね合わせが容易に可能となるように、基盤地図情報を
活用した地理空間情報の位置的整合を図る手法の確立を図るととも
に、モデル地区において手法の検証を行う。 

 
③ 新世代位置情報基盤の実現に向けた環境整備 

・ 衛星測位や IC タグ等による様々な位置情報サービスの拡大が予想さ
れることから、それぞれのサービスが共通に利用できる位置情報を含
むucodeの標準化を図るなど、これらのサービスを基準点等とともに
容易かつシームレスに活用できるような次の世代の位置情報基盤を
実現するための環境整備及びその普及を進める。 

 
④ 地理識別子の活用推進 

・ 地理空間情報の活用を図るためには、それぞれの地理空間情報の名称
の有無や重複にかかわらず、コンピュータによって一意に地物を識別
するためのコードである地理識別子が重要であることから、その整備
や標準化を進め、活用・普及を図る。 

 
⑤ 地理空間情報を活用できる人材の育成 

・ 地理空間情報の活用を推進するには、学術分野や産業界はもちろん、
地方を含めた行政の分野でも業務の効率化やサービスの向上に地理
空間情報を役立てていくことが重要であるため、地理空間情報の活用
に習熟した人材の育成を進め、測量技術者資格制度の見直しを推進す
る。 

 
 



 

 

３．国際連携におけるリーダーシップの発揮 
 
地理空間情報の整備や活用に関しては、国際分野においても地球規模のデ

ータ整備、国際標準の策定、国際共同観測の実施など、我が国の国益に係る
取組が行われており、これらの取組に我が国を代表して積極的に参加すると
ともに、これまでの我が国の経験や技術を活かして国際的な取組においてリ
ーダーシップを発揮し、国際連携の推進に貢献していくことは、我が国の地
理空間情報の整備・活用のみならず、技術先進国としての国際的な責務を果
たす意味でも重要である。 
そこで、我が国が先導的に取り組んできた地球地図プロジェクトや、設置

当初から主要メンバーとして取り組んできたISO/TC211において積極的にリ
ーダーシップを発揮するとともに、地殻変動の大きな我が国の測地基準系を
高精度で維持するためのVLBIや GNSSの国際共同観測に積極的に参画する。
特に、アジア太平洋地域において、宇宙測地技術等を活用した地殻変動監視
体制を関係各国との協働により構築し、プレート運動、地震・火山噴火等に
ともなう地殻変動を把握する。また、このような国際的な連携が我が国の地
理空間情報の整備や活用にも有用であることを踏まえ、海外の国家測量・地
図作成機関との交流を深め、互いの経験や技術的蓄積を共有することにより、
新技術や異分野との連携が加速する地理空間情報分野において、国内での取
組を先導するのはもちろんのこと、国際的な取組においてもリーダーシップ
を発揮していく。 
 
（平成 22 年度に推進する施策） 
① 地球地図プロジェクトの推進や ISO/TC211 におけるリーダーシップの

発揮 
・ 我が国が先導的に取り組んできた地球地図プロジェクトや設置当初

から主要メンバーとして取り組んできた地理情報の国際標準化に向
けた枠組みであるISO/TC211について、我が国のこれまでの経験や技
術を活かしつつ、積極的にリーダーシップを発揮しながらその推進を
図る。 

・ 開発途上国における地球地図データの円滑な更新及び品質向上を図
るため、品質管理のためのプログラム等を作成する。 
 

② VLBI、GNSS 等の国際共同観測への積極的な参画と推進 
・ 地球上における我が国の位置を正確に定めるには、VLBI や GNSS をは

じめとした宇宙測地技術を活用した国際的な共同観測が不可欠であ
るため、これまでの技術的蓄積を踏まえつつ積極的に参画するととも
に、先導的役割も果たしていく。特に、PCGIAP（アジア太平洋GIS基
盤常置委員会）のアジア太平洋地域測地観測プロジェクトにおいて、
GPS 観測網の確立、地殻変動監視、並びに測地基準座標系の構築に向
けた取組を積極的に推進する。 



 

 

 
③ 海外（アジア太平洋地域）の国家測量・地図作成機関との緊密なネット

ワークの構築 
・ 測量・地図作成の分野では衛星測位や地理空間情報の活用をはじめと

した新しい技術や異分野との連携の必要性が急速に高まっており、諸
外国の国家測量・地図作成機関の取組や経験は、我が国においても有
用であるとともに、我が国の経験を海外でも役立てることができるた
め、国家測量・地図作成機関との国際的ネットワークの構築をアジア
太平洋地域において重点的に進める。 

 



１）安全・安心な社会実現に不可欠な地理空間情報の整備・更新１）安全・安心な社会実現に不可欠な地理空間情報の整備・更新

④ 災害時の迅速な対応及び防災に
役立つ情報の整備

① 国土の位置の基準を定める位置情報基盤の高度化の推進

◆ GPS連続観測システム（GEONET）の高度化

◆ 基盤地図情報の更新と非線引き区域における
縮尺レベル2500の初期整備

◆ 干渉SARによる地盤変動監視地域の拡大

◆ GPS火山変動リモート観測装置（REGMOS)の高度化

◆ 電子基準点による地殻変動の準リアルタイム解析の実現

◆ 電子基準点と他機関GPS観測点の組み合わせによる
火山統合解析の実用化

◆ 離島の基準点整備

◆ セミ・ダイナミック補正の本格導入

③ 国土を表す地図の基準となる
電子国土基本図の整備・更新

◆ 測量用航空機による発災時の迅速な初動対応

◆ 精密3D電子基盤情報を活用した土地条件図の更新

オルソ画像

地図情報

○地図情報

○オルソ画像

基盤地図情報 国土管理等に必要な
情報（地名等）

統合統合
提提
供供

地図情報（イメージ）

オルソ画像空中写真

地図に直接重ね合わせが可能。
国土管理に必要な新たな情報
インフラ。

新たな表現。デジタル形式による
迅速な提供。

「電子国土基本図」の整備

② 電子地図上の位置の基準となる
基盤地図情報の整備・更新

◆ 基盤地図情報整備と一体とした電子国土基本図
（地図情報）の整備

◆ 電子国土基本図（オルソ画像）の整備

◆ 電子国土基本図（地名情報）の整備

国・地方公共団体の正確な地理的情報を継ぎ目なく接合し、編集して電子化された地図を作成

インターネットを通じて、無償提供
http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html

基盤地図情報の提供

基盤地図情報の整備

（神戸市の一部）

標高データの作成

写真測量

標高データの作成
写真測量による方法と航空レーザ測量による方法により標高データを作成します。

航空レーザ測量

国の機関・地方公共団体

都市計画基図等

国土地理院 地形図等

基盤地図情報の整備・更新・提供を推進

デジタル標高地形図
（東京都区部）

電子基準点

ＧＰＳ火山観測データ
火山統合解析

GEONETの高度化

中央局

準リアル
タイム解析

火山統合解析
実用化

次世代
GNSS対応

新システム
の設計

解析手法
高度化

航空レーザ測量による5mメッシュの
詳細な地形データの整備

地盤高情報

防災関連施設情報

＋
＋

地形分類情報

＋

風水害基礎情報整備

地殻変動による
不整合を取り除
き1997年１月
１日（元期）の
位置を求める

GPS測量による離島の高精度な位置決定

◆ VLBI-GPS統合解析



２）暮らしやすく活力ある社会を実現するための地理空間情報の活用推進２）暮らしやすく活力ある社会を実現するための地理空間情報の活用推進

② ネットワークによる地理空間情報活用の
ための環境整備

③ 新世代位置情報基盤の実現に
向けた環境整備

① 産学官連携による地理空間情報活用の推進

◆ 地理空間情報流通のワンストップサービス化の推進

◆ インテリジェント基準点の活用及び位置情報を
含むucodeの普及

◆ 電子国土Webシステムの高度化と普及

◆ 測量技術者資格制度の見直し

④ 地理識別子の活用推進

⑤ 地理空間情報を活用できる人材の育成

◆ 地域の産学官連携の枠組み（協議会）の構築

◆ G空間EXPOにおける基盤地図情報フォーラムの開催

◆ 電子国土基本図のオンライン・オンデマンド提供

◆ 地理識別子コードの標準化及びその普及

知識流通

情報交流

産学官
連携強化

有識者による基調講演有識者による基調講演

フォーラム開催フォーラム開催

意見交換会意見交換会ポスター発表ポスター発表

住所や交差点の名称を調査

道案内、地域行政等の効率化・最適化道案内、地域行政等の効率化・最適化

介護世帯の把握

介護施設の計画

避難対象者への
情報伝達

震災時の救助・支援 ○○丁目○○番地
○○棟は何処？

インテリジェント基準点インテリジェント基準点

管理サーバ管理サーバインテリジェント基準点

ICタグ

ＩＣタグより必要な情報を取得

インテリジェント基準点を用いた測量作業

ICタグ

ＩＣタグとＧＰＳを用いた屋内外のシームレス測位

○ 出前講座・測量体験○ 全国児童生徒地図作品展

ucodeucode番号発行番号発行

システム開発システム開発

閲覧者のパソコン

情報が合成されて表示

XXX公園
おすすめ度
★★★☆☆

国土地理院

情報発信者

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

例：桜の名所情報

35.524

38.428

32.624

36.3256

緯度

140.628

140.022

139.224

139.526

経度

4△△公園４

3XX大学構内３

4▲▲川土手２

5○○公園北門１

お勧め名称通番

最新の地図データ
表示ソフトウェア

・モジュールによる簡便な
サービスの導入

・行政情報の容易な共有、
発信

地理空間情報を活用推
進した高度情報化社会

◆ 地理空間情報の位置的整合を図る手法の確立・検証

○ 教職員への地理講座

活用できる人材の育成活用できる人材の育成

◆ 政府の取組に対する施策の推進のための体制強化

◆ 迅速かつ効率的な基盤地図情報更新の仕組みの構築



３）国際連携におけるリーダーシップの発揮３）国際連携におけるリーダーシップの発揮

② VLBI、GNSS等の国際共同観測への積極的な参画と推進

① 地球地図プロジェクトの推進やIS0/TC211におけるリーダーシップの発揮

国土地理院

アジア太平洋各国の

国家測量・地図作成機関

つくばVLBI観測局

アラスカ
フェアバンクスVLBI観測局

国際ＶＬＢＩ観測網

砂漠化の拡大

地球地図第２版

湖沼の縮小

・地球環境の変化を把握し、適切な環境対策の立案等に貢献

緊密なネットワーク構築による連携

地理空間情報の国際標準化

国際規格

（ISO191**シリーズ）

ISO/TC211
ISO/TC211国内委員会

日本工業規格

（ JISX71**シリーズ ）

WG４ サービス
WG６ 画像
WG７ 情報コミュニティ
WG８ 位置に基づくサービス
WG９ 情報マネジメント
WG10 ユビキタス・パブリック

アクセス

・国際標準案の審議

・国内標準化

・GISの互換性確保のため、国際標準化機構の専門委員会
（ISO/TC211）総会に参加し国際標準の策定に貢献

４０°

３０°

２０°

１０°

３０°

４０°

５０°

６０°

７０°

８０°

９０°

８０°

７０°

６０°

５０°５０°

６０°

７０°

８０°

９０°

８０°

７０°

６０°

５０°

４０°

３０°

２０°

１０°

０°

１０°

２０°

３０°

４０°
５０°

６０°

７０°

８０°

２０°

０°

２０°

４０°

６０°

８０°

１００°

１２０°
１４０°

１６０°

１８０°

１６０°

１４０°

１２０°

１００°

８０°

６０°

CRIMEA

IVS-R 

IVS-T

０°

１０°

２０°

SANTIAGO

KOKEE PARK

O'HIGGINS

GREEN BANK

YELLOWKNIFE

TSUKUBA

SHANGHAI

URUMQI

FAIRBANKS

WESTFORDALGONQUIN

FORTALEZA

HARTEBEESTHOEK

YEBES

HOBART

WETTZELL
ONSALA

NOTO MATERA
NY ALESUND

MEDICINA

・観測態勢の強化

・地殻変動の把握

・情報の外部提供

・国際GNSS事業

・国際ＶＬＢＩ事業

南極昭和基地IGS点

GPS観測

VLBI観測

SAR観測

©JAXA

調整・協働調整・協働

③ 海外（アジア太平洋地域）の国家測量・地図作成
機関との緊密なネットワークの構築

アジア太平洋地域アジア太平洋地域GPSGPS観測観測

地殻変動情報地殻変動情報観
測

デ
ー
タ
の

集
約アジア太平洋GIS基盤常置委員会

（PCGIAP)

・互いの経験や技術的蓄積を共有

ISO/TC211への参加区分

議決権のあるメンバー(32ヶ国)

議決権のないメンバー(30ヶ国)



Ⅱ 平成２２年度概算要求主要事項の概要 

① 安全・安心な社会の実現に不可欠な地理空間情報の整備･更新 
○国土の位置の基準を定める位置情報基盤の高度化の推進 

－電子基準点測量－ 《要求額 ７３２百万円》 （  P.１２） 
全国に設置された電子基準点により GPS 連続観測を継続するとともに、受信機の更

新、地殻変動情報の速やかな提供、火山変動地域の詳細な地殻変動情報取得のための

改良を行なう。 

○電子地図上の位置の基準となる基盤地図情報の整備・更新 
－基盤地図情報整備－ 《要求額 ２，０１６百万円》 （  P.１４） 
様々な整備主体が作成した大縮尺地図データを集約・シームレス化して、基盤地図

情報を整備・更新するとともに、インターネットにより無償提供する。 
 

○国土を表す地図の基準となる電子国土基本図の整備・更新 
－電子国土基本図の整備－ 《要求額 ４７６百万円》 (  P.１６） 
電子地図により国土を表す際の基準として、また幅広い目的で共用されるデジタル

データの地理空間情報として地図情報、オルソ画像及び地名情報からなる電子国土基

本図を整備する。 
 

○災害時の迅速な対応及び防災に役立つ情報の整備 
－風水害基礎情報整備－ 《要求額 ５３百万円》 （  P.１８） 
航空レーザ測量による高密度･高精度の地形情報を活用して、都市部における土地

条件図を電子国土基本図に整合させて整備・更新する。 
 

 
 

② 暮らしやすく活力ある社会を実現するための地理空間情報の活用推進 
○産学官連携による地理空間情報活用の推進 

－基盤地図情報フォーラムの開催－ 《要求額 ８百万円》 （  P.２０） 

  Ｇ空間社会（地理空間情報高度活用社会）の実現に向けた「Ｇ空間ＥＸＰＯ」にお

いて、基盤地図情報の活用推進のために、国内外の有識者等の講演、先進的事例の紹

介、産学官の関係者による公開形式の意見交換会などからなる「基盤地図情報フォー

ラム」を開催する。 
 

○ネットワークによる地理空間情報活用のための環境整備 

－電子国土 Web システムの機能拡充－ 《要求額 ３５百万円》 （  P.２２） 

  電子国土基本図（オルソ画像）等への対応として、電子国土 Web システムの表示速

度の高速化を実施するとともに、背景地図情報の安定的な提供体制を確保する。 
 
 
 

③ 国際連携におけるリーダーシップの発揮 
○VLBI、GNSS 等の国際共同観測への積極的な参画と推進 

－アジア太平洋地域地殻変動監視経費－ 《要求額 ４０百万円》 （  P.２４） 

アジア太平洋地域において各国が連携して防災・減災対策を推進するため、宇宙測

地技術等を活用することにより、プレート運動、地震、火山噴火等に伴う地殻変動を

把握するとともに、関係国間の連絡調整を行う。 



 
 

国土の位置の基準を定める位置情報基盤の高度化の推進 
―電子基準点測量― 

 

１．背景・目的 

電子基準点は、我が国の国土の位置を決定する骨格であり、測量の基準点として広く利用され

るとともに、電子基準点測量による地殻変動観測は、地震調査研究推進本部により地震調査研究

のための基盤的調査観測として位置づけられている。 

また電子基準点のリアルタイムデータを民間に開放することにより、民間における地理空間情

報サービス産業の発展にも重要な役割を果たしている。 

国土の位置情報の基盤としてこのように不可欠な電子基準点 1240 点（平成 21 年 4 月現在）は

今後とも測量の基準等のために継続して維持する必要があるとともに、詳細な地殻変動情報をよ

り速やかに提供するための解析手法の高度化等を行っていく。 

 

２．事業の概要 

電子基準点測量を引き続き実施するとともに、今後も安定して観測データを取得・提供してい

くために、設置後 10 年以上経過している電子基準点を対象に、順次、受信機等の更新を行う。平

成 22 年度はその内 80 点について行う。 

また、現行の GPS 連続観測システム（GEONET）において、地殻変動情報をより速やかに提供す

るため、準リアルタイム解析ができるシステムの開発を行う。あわせて、火山変動地域の詳細な

地殻変動情報を取得するため、他機関の GPS 観測網との統合解析を実施する。 

 

３．平成２２年度要求額 

国費 ７３２百万円 

 

４．事業の効果 

GEONET が国土の位置情報の基盤として常に安定したシステムであること、地殻変動情報を速や

かに提供すること、火山変動地域での他機関の GPS 観測網との統合解析を実施すること等により、

地震・火山の調査研究への更なる貢献が期待できる。国土の災害対応として、迅速な地殻変動情

報を提供することにより、安全・安心な社会づくりに役立つものである。 

 



電子基準点測量
全国に設置されている１，２４０点（平成

２１年４月現在）の電子基準点は、日本列島
の地殻変動を詳細に把握し、地震・火山等の
活動を連続的に監視しています。

電子基準点

更 新

GPS受信機

電源部

通信装置

傾斜計

設置後１０年以上経過している電子基
準点を対象に老朽化した受信機等の更
新を行います。

受信機等交換

電子基準点

火山統合解析

中央局

統合解析実用化

解析手法高度化

準リアルタイム解析

ＧＰＳ火山観測データ

①：平成２０年６月１４日に発生した、岩手・宮城内陸地震の
変動の影響を含む。
②：硫黄島の変動ベクトルは、島内の地殻変動を表す。

地殻変動情報の速やかな提供、火山変動地域の詳細な地殻変動
情報取得のための改良を行います。システムの高度化



 

電子地図上の位置の基準となる基盤地図情報の整備・更新 
―基盤地図情報整備― 

 

１．背景・目的 

平成１９年８月に施行された地理空間情報活用推進基本法に基づき地理空間情報活用推

進基本計画が平成２０年４月に閣議決定されるなど、地理空間情報を高度に活用できる社会

の実現に向けた青写真が着々と描かれている。しかし、その実現のために不可欠な基盤地図

情報（電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となるものの位置情報）

の整備・更新・提供は未だ十分ではない。 

そこで、国、地方公共団体等、様々な整備主体が作成した大縮尺地図データの集約・シー

ムレス化による基盤地図情報等の整備・更新、提供の拡充を図ることを目的として、平成１

９～２１年度に引き続き標記事業を継続する必要がある。 

 

２．事業の概要 

国、地方公共団体等、様々な整備主体が作成した大縮尺地図データを集約・シームレス化

して、道路、建物などの基盤地図情報を効率的に整備するとともに、初期整備後に現地が変

化している場所について、最新の公共測量成果及び工事図面等を活用し基盤地図情報の更新

を行う。 

 

３．平成２２年度要求額 

国費 ２，０１６百万円 

 

４．事業の効果 

基盤地図情報の迅速な整備・更新と円滑な提供を進めることにより、地理空間情報の共有や

重複整備回避がなされ、地方公共団体において、更新された基盤地図情報を用いて都市計画基

図等の法定図書を効率的に更新できるなど行政の効率化とサービス高度化が図られる。 

それだけでなく、近年の急速な情報化等の社会経済情勢の急速な変化があるなか、基盤地図

情報を活用することにより、店舗・観光情報等のコンテンツ情報発信、要介護者等の移動支援、

歩行者ナビゲーションなどに代表される新産業・新サービスの創出、都市型災害に対する詳細

なハザードマップ作成や災害予測シミュレーションモデルの高精度化、犯罪対策やバリアフリ

ー化をはじめとした都市開発の効率化など、ユニバーサル社会実現に向けた各種施策の実施に

大いに役立つものと期待できる。 



基盤地図情報整備

◎より高鮮度・高精度な大縮尺地図の整備
◎都市計画区域におけるシームレスな大縮尺地図の提供
◎地図情報の共有や重複整備の回避などの行政の効率化
◎都市再生に資するべく実施される各種施策等への活用
◎正射画像の提供により基盤地図と利用目的に応じた地理情報の整備を促進

効

果

＊＊
○○駅

□□町

△△町

地籍調査計画図

＊＊
○○駅

△△町

□□町 都市計画図

○○駅
＊＊□□町

△△町

再開発計画図

共通基盤となる白地図（基盤地図情報）の整備・提供を推進

街区基準点 高い位置精度を持つ街区基準点や街区
点を用いることにより、複数の地図データ
の整合を高精度に取ることが可能都市再生街区基本調査で得られた成果を活用

都市再生街区基本調査では、都市部の地籍調査の推進に必要な基礎的データを整備するため、公図や道路
台帳などの資料収集を行うとともに街区基準点測量及び街区点測量を実施しており、その測量成果はデータベー
ス化されている。

この都市再生街区基本調査で得られた成果等を活用し、共通基盤となる白地図（基盤地図情報）を整備する。

目的に応じ様々な
地理情報を上乗せ

地図間の
整合性が向上

都市計画基図

道路関係図面

公共測量成果として提出された都市計画
基図データ等を編集処理して、基盤地図
情報項目を整備整備項目

の抽出
シームレス

化

道路縁基準点

基盤地図情報

（街区基準点・道路縁・河川等）

＊
＊

○○駅 △△町

□□町

基盤地図情報

○測量の基準点
○海岸線
○公共施設の境界線
○行政区画の境界線
及び代表点

○道路縁
等、国土交通省令で
定めるものの位置情報

基盤地図情報

正射写真画像

●平成19年５月30日「地理空間情報活用推進基本法（平成19年法律第63号）」公布(８月29日施行)
●平成20年４月４日「成長力強化への早期実施策」において「地理空間情報の高度な活用による地域の活性化の

早期実施」と記載
●平成20年４月15日「地理空間情報活用推進基本計画」閣議決定
●平成21年４月10日「経済危機対策」において「地理空間情報の整備・活用推進（G空間行動プランの推進）と記載
●平成21年４月17日「未来開拓戦略（Jリカバリー・プラン）」関連施策において、 「Ｇ空間行動プランの推進

（基本測量に関する長期計画プロジェクトの推進等）」が記載

※ その他「経済財政改革の基本方針２００９」（平成21年6月23日閣議決定）においても地理空間情報に基づいた
災害・安全保障情報の迅速な提供の推進について明記。

背景

法定図書を活用し

基盤地図情報を

効率よく更新

オルソ画像を基盤地図情報等の

整備・更新や情報補完に活用

基盤地図情報を活用し法定図書（地図）を
効率よく整備



 

国土を表す地図の基準となる電子国土基本図の整備・更新 
―電子国土基本図の整備― 

 

１．背景・目的 

  国土を表す地図の基準となる基本的な地理情報の整備は、国土の管理や領土の明示に不可欠な

国土の現況を把握し広く提供するために必要である。また、地理空間情報活用推進基本法に基づ

き策定された地理空間情報活用推進基本計画では、地理空間情報の活用の推進を図る観点から、

オルソ画像を整備するとともに、国で整備する地理空間情報について、位置の基準である基盤地

図情報を用いて地形図・地名情報をデジタルデータとして整備していくこととしている。 

このため、地図情報、オルソ画像及び地名情報から成る電子国土基本図を電子地図により国土

を表す際の基準として、また幅広い目的で共用されるデジタルデータの地理空間情報として整備

する必要がある。 

 

２．事業の概要 

 地図情報は、位置の基準である道路、建物等の基盤地図情報に整合するように植生、構造物等

の情報を統合して整備する。オルソ画像は、国土や地域の管理上重要な平野部と離島において空

中写真撮影を行い、地図情報との重ね合わせを容易に行うことができるように整備する。地名情

報は、地図情報として整備される地物について、標準地名、地名が示す範囲や代表となる位置の

情報等を体系的に整備する。 

 

３．平成２２年度要求額 

国費 ４７６百万円 

 

４．事業の効果 

電子国土基本図（地図情報、オルソ画像、地名情報）を提供することにより、領土を明示する

等電子地図として国土を表す際の基準として活用されるほか、地図情報、オルソ画像及び地名情

報を組み合わせることによって、迅速かつ分かり易い災害情報の提供が可能になる等、地理空間

情報の様々な活用が可能となり、電子政府の推進、新産業・サービスの創出等、地理空間情報の

活用を促進する。 



電子国土基本図の整備

整備・更新整備・更新

高精度化高精度化

「新鮮な情報」を「迅速に提供」

地図情報

基盤地図情報項目 基盤地図情報項目以外

－国土を表す電子地図の基準となる電子国土基本図の整備

オルソ画像

オルソ画像

画像基準点数値写真等

○○センター

××町

位置案内位置案内

陰影段彩画像

国土管理

災害対策災害対策

地方公共団体

地図情報の更新
空中写真

オルソ画像の整備

国土地理院

基盤地図情報
整備の推進

活用事例 情報の循環

海域海域陸域陸域

河川等河川等

自然地名

通称等通称等

住居表示、大字住居表示、大字

居住地名

地名情報



 
 

災害時の迅速な対応及び防災に役立つ情報の整備 
―風水害基礎情報整備― 

 

１．背景・目的 

 地震や洪水などの自然災害による被害の大きさと地形との間には密接な関係がある。 

国土地理院では、台地、低地、人工改変地等について地形分類を行った結果を地形図の上にま

とめた「土地条件図」を整備し、防災対策や土地利用計画等のための基礎資料として一般に提供

している。 

 近年の都市型水害や活断層による地震被害の大きな地域は、都市部の造成地（切土、盛土、埋

立て)と密接な関係があり、地形の人工改変が進む都市部における土地条件図の更新が課題となっ

ている。従来の地形分類は、専門家による空中写真の判読等が必要であったことから、土地条件

図の更新は容易ではなかった。しかし、航空レーザ測量の進展により、地形分類のための判読を

容易にする高密度で高精度の地形情報の整備が都市圏を中心に進展した。したがって、これらの

地形情報を活用した土地条件図の効率的な更新が可能となった。 

 

２．事業の概要 

 大規模な造成が行われてきた三大都市圏域の土地条件図について、航空レーザ測量のデータを

活用した効率的な更新を平成 24 年度までの 3カ年で実施するとともに、電子国土基本図との位置

的整合を図る。 

 

３．平成２２年度要求額 

国費 ５３百万円 

 

４．事業の効果 

 整備した土地条件図は、災害による被害の軽減に資するハザードマップ作成をはじめ防災計画

等を支援し、地域に即した防災対策・危機管理対策に寄与する。 

また、これまでの土地条件図は印刷図として提供されてきたが、今後は、電子国土基本図と整

合のとれた電子情報として整備することから、インターネット上で容易に活用できることになる。 

 



風水害基礎情報整備

近年の災害の特徴

土地条件図からわかること

被 害

高 潮

盛土崩壊

被 害

被
害

被
害

地形と災害は密接な関係

地震、集中豪雨、潮位変化など

土地条件図

揺れやすさ 液状化

大
き
い

や
や
大
き
い

中や
や
小
さ
い

小
さ
い

斜面崩壊

洪 水

電子国土Webによる公開

提供・活用・効果

土地条件図の整備・更新

人工改変地の更新

オルソとの重ね合わせ

建物被害分布の予測

斜面崩壊箇所の予測

電子国土基本図との
重ね合わせ

災害情報の共有
国民の安全・安心の確保

近畿圏 修正前 修正後

土地条件図とは、台地、低地、人工改変
地等について地形分類を行い、地形図上
にまとめた防災地理情報

地形分類項目により揺れやすさが異なる。また、埋立地等は液状化しやすい。

大規模な造成が行われてきた
三大都市圏ついて、精密標高
データを活用して人工改変地の
更新を行う

精密標高データ

首都圏

中部圏



産学官連携による地理空間情報活用の推進 
―基盤地図情報フォーラムの開催― 

 

１．背景・目的 

地理空間情報の活用推進を目的として、平成 19 年 8 月に地理空間情報活用推進基本法が施行さ

れ、さらに平成 20 年 4 月に地理空間情報活用推進基本計画(以下、「基本計画」という)が閣議決

定された。基本計画では、広く国民一般を対象にＧ空間社会（地理空間情報高度活用社会）の実

現に向け、新たな産業・サービスの創出や既存のサービスの高度化・発展に関して、民間の提案

や創意工夫を掘り起こすため、「Ｇ空間ＥＸＰＯ」を開催することとしており、平成 22 年 9 月 19

日から 21 日までの 3日間で開催を予定している。 

「Ｇ空間ＥＸＰＯ」は、産学官における地理空間情報の共有と効果的な活用を推進することを

目的に設置された地理空間情報産学官連携協議会のもとで開催され、新産業の創出に寄与する講

演会やシンポジウム、新商品・新サービスの展示会、産学官の関係者の情報交換会等を同時に実

施するものである。 

 

２．事業の概要 

地理空間情報の活用推進に向けて先導的な役割を果たすため、基盤地図情報の整備・提供を推

進する立場にある国土地理院が、「Ｇ空間 EXPO」において政府が行うプログラムの一環として、

「基盤地図情報フォーラム」を開催する。 

このフォーラムでは、諸外国の共通基盤情報の専門家を含めた国内外の有識者等による講演、

基盤地図情報を活用した地理空間情報の整備・更新等の先進的事例の紹介、産学官の関係者によ

る公開形式の意見交換会など、基盤地図情報に関連した情報を発信・交換する。 

 

３．平成２２年度要求額 

国費 ８百万円 

 

４．事業の効果 

産学官の連携を図り、基盤地図情報に関連した情報発信・交換の場である基盤地図情報フォー

ラムを開催することで、基盤地図情報の活用が推進され、行政の効率化、サービスの高度化が図

られる。さらに、情報発信サービスなどの新産業や新サービスの創出、迅速・的確な災害対応や

ユニバーサル社会実現による利便性向上などにも寄与する。 
 

 



基盤地図情報フォーラムの開催

Ｇ空間ＥＸＰＯ

官

産業界 学界

地理空間情報産学官連携協議会

Ｇ空間社会（地理空間情報高度活用社会）の実現に向け、社会
のニーズをとらえた施策、技術開発や多様なサービスを展開

○新産業の創出に寄与する講演会・シンポジウム

○機器・ソフトウェアなどの関連ツールの展示

○産学官の関係者の情報交換プログラム

基盤地図情報フォーラム

基盤地図情報の活用推進に向けた
情報発信・交換の場であるフォーラムを開催

国土地理院

国内外の有識者等の講演 先進的事例の紹介 産学官による意見交換会

諸外国における共通
基盤情報の取組や、
国内の地理空間情報
に活用等に関する講
演を実施

基盤地図情報を利用
した、地理空間情報
の整備・更新・活用
における先進的な事
例を紹介

地理空間情報の活用
等を踏まえた、産学官
の関係者による公開
形式の意見交換会を
実施

政府が行うプログラム
として開催



 

ネットワークによる地理空間情報活用のための環境整備 
―電子国土 Web システムの機能拡充― 

 

１．背景・目的 

情報通信技術の発達により、地理空間情報へのニーズが拡大してきているが、それぞれの

機関が独自に地図を整備し供給する方法では、多様なニーズに応えられなくなってきている。 

電子国土 Web システムは、国土地理院が提供する基盤的な地理空間情報と行政機関が保有

する地理空間情報を有機的に結び付けてインターネットを利用して配信するためのシステ

ムで、「いつでも、どこでも、だれでも」地理空間情報を利用できる環境を構築する有力な

手段である。電子国土 Web システムの機能を拡充することにより、行政分野におけるＩＴ化、

電子政府の実現に一層寄与することが可能となる。 

 

２．事業の概要 

電子国土基本図（オルソ画像）閲覧や地理空間情報プラットフォームに対応したシステムの表

示高速化を行うと同時に、地理空間情報プラットフォームに対応した情報登録インターフェース

の改良及び携帯電話等を用いた災害情報集約システムの強化を行う。 

 

３．平成２２年度要求額 

国費 ３５百万円 

 

４．事業の効果 

電子国土 Web システムの表示高速化を行うことにより、電子国土基本図（オルソ画像）を始め

とする基本測量成果や、地理空間情報プラットフォームにより提供される各種地理空間情報を、

電子国土 Web システムを用いてオンラインで円滑に利用することが可能となる。 

また、地理空間情報プラットフォームに対応した情報登録インターフェースの改良により情報

整備主体による多様な地理空間情報の登録が可能となり利活用が促進される。 

更に、携帯電話等を用いた災害情報集約システムの強化により、地震等の災害時にも迅速に被

災情報等の収集を行うことが可能となり、的確な救援支援・災害復興計画立案が可能となる。 



利用者サービス

最新で正確な地理空間情報が利用可能
災害時における迅速な被災情報が把握可能

電子国土Webシステムの機能拡充

モジュール化により、必要なサービスを簡便に導入

行政機関による地理空間情報の容易な発信

重ね合わせ

国土地理院

背景地図

高速化・地理情報標準対応

各団体からの
情報発信

行政情報

地理情報

防災情報

地理空間情報
プラットフォーム

行政情報の共有・発信

情報集約システム

災害対策

電子国土Webシステム

基本モジュール

追加モジュール



 

VLBI、GNSS 等の国際共同観測への積極的な参画と推進 
―アジア太平洋地域地殻変動監視経費― 

 

１．背景・目的 

国土地理院は、これまで PCGIAP（Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia and 

the Pacific: アジア太平洋 GIS 基盤常置委員会）の枠組みのもとでアジア太平洋地域測地観測

プロジェクトに参加し、各国と連携して GPS 観測を実施し、プレート運動の監視、地震、火山噴

火等に伴う地殻変動の検出、地球ダイナミックスの理解に貢献してきた。 

平成２２年度以降も引き続き PCGIAP の枠組みのもと、宇宙測地技術等を用いて、ア

ジア太平洋地域を網羅する観測ネットワークを各国協働で構築することが重要である。

また、これらの観測によって得られる成果を、防災・減災のための情報としてアジア太

平洋地域の各国へ提供するとともに、共通した位置情報基盤の基となる基準座標系を確立

するため、当事業を継続的に推進する必要がある。 

 

２．事業の概要 

関係国間の連絡調整、技術的サポート、GPS 観測点の維持及び GPS 観測データ等の統合解析を

引き続き実施するとともに、老朽化した GPS 観測点について更新を行う。 

平成２２年度については、老朽化した GPS 観測点、タラワ（TARW）について、安定したデータ

取得ができるように機器を更新するとともに、統合解析プログラムの改良を行う。 

 

３．平成２２年度要求額 

国費 ４０百万円 

 

４．事業の効果 

各国で実施される GPS 観測のデータを、国土地理院で一元的に収集・管理し、統合解析の結果

とともに Web を通じて公開し、各国の防災機関等へ提供することにより、アジア太平洋地域全体

の防災・減災に役立てることができる。 

 

 



アジア太平洋地域防災に貢献

アジア太平洋地域地殻変動監視経費

（統合解析）

絶対重力VLBI干渉SAR

（Webによる地殻

変動情報の提供）

（調整・協働）

（観測網の維持・管理）

（観測データの集約）

地殻変動情報地殻変動情報

各国の防災関連機関各国の防災関連機関

宇宙測地技術等

GPS連続観測網GPS連続観測網

活用

国土地理院国土地理院

ＧＰＳ観測点

宇宙測地技術力の向上



平成２２年度概算要求事項別総括表 
平成21年10月（単位：百万円） 

対前年度 

事   項 

前年度 

予算額 

Ａ 

22年度 

要求額 

Ｂ 
比較増減

Ｂ－Ａ 

倍 率 

Ｂ／Ａ 

要求概要及び主要事項 

事  業  費 3,720 3,489 △231 0.938  

 

災害時における情報

伝達手段等の整備 

860 722 △138 0.839

災害対策基本法に基づく指定行政機関と

して、測量地図分野の最新技術を活用し

た災害情報の整備を推進する。 

  

●風水害基礎情報整備（継続）５３百万円

●アジア太平洋地域地殻変動監視経費 

（継続）４０百万円 

地理空間情報の整

備・活用等の推進 
2,860 2,767 △93 0.968

国土の位置・形状を定めるための調査等

及び地理空間情報の整備・活用を推進す

る。 

  

●電子国土基本図の整備 

（一部新規）４７６百万円 

●電子基準点測量（継続）７３２百万円 

●基盤地図情報フォーラムの開催(新規)

８百万円 

●電子国土Webシステムの機能拡充 

（継続）３５百万円 

   

研 究 費   

地理地殻活動の研究 160 155 △5 0.969 測量・地図作成に必要な研究を行う。 

   

 

国土地理院施設整備 

 

145 92 △53 0.634 国土地理院に必要な施設の整備を行う。

   

 

国土地理院の運営 

 

5,861 5,809 △52 0.991
国土地理院の事務事業に必要な人件費等

共通経費。 

   

 

国土地理院計 

 

9,886 9,545 △341 0.966  

 

（組織）国土交通本省 計上分 

地理空間情報の 

整備・活用の推進 
2,016 2,016 0  1.000

 

●基盤地図情報整備（継続）2,016百万円

 

 

合計 11,902 11,561 △341  0.971

 

 

 

 



Ⅳ 参考資料 

用 語 集 

 

【ア行】 

 

＜IC タグ＞ 

タグやラベル状に加工されたアンテナ付 IC チップであり、そこに記憶された情報

をリーダー・ライターと呼ばれる装置で読み取ることで、物体認識などを行うもの

である。 

 

＜オルソ画像＞ 

標高データを利用して空中写真の歪みを補正したもの。地図と同様に真上から見

た写真（画像）に補正されているため、位置、距離、面積等の計測が容易で、広域

にわたりシームレスな利用が可能。近年一般での利用が拡大している。 

 

 

【カ行】 

 

＜火山統合解析＞ 

火山活動に伴う長周期・短周期の地殻変動を把握し、火山噴火のメカニズムを解明

するために、国土地理院で設置している GEONET の電子基準点と気象庁が火山山体中

央部に設置している GPS 観測点のデータを統合して解析するシステムで、国土地理院

が開発した。 

 

＜基本測量＞ 

「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをい

う。（測量法第 4条） 

なお、ここでいう「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の

撮影も含まれている。 

 

＜基本測量に関する長期計画＞ 

長期計画は、測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 12 条の規定に基づき、すべての

測量の基礎となる基本測量に関する計画を定めるもので、昭和 28 年の第１次計画策

定以来、約 10 年ごとに 6 次にわたり策定。従前の長期計画は平成 16 年度に定め、10

年間の計画期間を想定していたが、平成 19 年の測量法の一部改正、地理空間情報活

用推進基本法の制定等を踏まえ、地理空間情報活用推進行政の展開に資するため、平

成 21～30 年度までの 10 年間を計画期間とする長期計画を新たに策定した。（平成

21 年 6 月 1日国土交通省告示第 608 号） 

 



＜基盤地図情報＞ 

地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基

準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省

令で定めるものの位置情報（国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。）

であって電磁的方式により記録されたもの。（地理空間情報活用推進基本法（平成

19 年法律第 63 号）第二条三項） 

 

＜空中写真＞ 

飛行中の航空機などから、航空カメラにより地表面を撮影した写真のこと。同一

地点を複数の位置から撮影することにより、地図情報を作成する基になる地表面の

三次元位置情報を計測することができる。 

 

＜公共測量＞ 

「公共測量」とは、基本測量（すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の

行うもの）以外の測量で次に掲げるものをいう。（測量法第 5条） 

１．その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助

して実施する測量 

２．基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施

する測量で国土交通大臣が指定するもの  

・行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業 

・その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補

助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業  

ただし、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度

の精度を必要としない測量で測量法施行令(昭和 24 年政令第 322 号) 第１条で定め

るものを除く。 

なお、ここでいう「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真

の撮影も含まれている。 

 

＜国際 VLBI 事業(IVS: International VLBI Service for Geodesy & Astrometry)＞ 

IVS は、(1)VLBI 観測事業の促進、(2)研究開発活動の促進、(3)VLBI 成果利用者と

の相互関係を深め、グローバルな地球観測の枠組みの中に VLBI を位置づけることを

目的とした事業。17 ヵ国の 38 機関が加盟しており、評議会、中央事務局、VLBI 観

測局、オペレーションセンター、相関局、解析センター、技術開発センターにより

構成されている。 

 

＜国際 GNSS 事業（IGS : International GNSS Service）＞ 

IGS の目的は、世界測地網のデータ及び精密暦や極位置などの解析結果を世界の利

用者に提供することを通じて、測地学及び地球物理学の発展に寄与しようとするこ

とである。IGS は、それぞれの組織が運用する GNSS 観測局を利用して、極位置等の

地球回転パラメータを常時観測するほか、国際地球回転事業とも連携して、高精度

の世界測地系の確立と保持を目指す。 



 

＜国土交通地理空間情報プラットフォーム＞ 

国土交通省の各部局及び各施策が個別に公開している地理空間情報を総覧するた

めの情報システムである。背景となる電子地図は基盤地図情報などを利用し、地図

表示機能については電子国土 Web システムを利用している。平成 20 年 4 月末に試験

公開した。 

 

＜国連アジア太平洋地域地図会議（UNRCC-AP : United Nations Regional 

Cartographic Conference for Asia and the Pacific）＞ 

 国土の開発・保全に不可欠な測量・地図整備を促進するため、国連経済社会理事

会の勧告(1948)に基づき設置された会議で、1955 年以来ほぼ 3 年毎に開催されてい

る。国土地理院は、日本政府を代表して会議に参加している。 

 

＜コロケーション測量＞ 

異なる宇宙測地技術である VLBI と GPS で求められる位置は、それぞれ独立に算出

される。コロケーション測量は、その相対位置関係を高精度に結合する測量である。 

 

 

【サ行】 

 

＜災害概況図＞ 

地震、水害等の大規模災害が発生した際に、被災地域における人的、物的被害に

ついて、関係機関やマスコミ等の情報に基づき、被害の概要を国土地理院が刊行す

る 50 万分 1地方図等に記載したもの。 

 

＜災害対策用図＞ 

大規模地震等の災害が発生した際に、防災関係機関及び現地災害対策本部等に配

布することを目的として緊急に作成する地図のこと。初動体制の確立、被災状況の

把握、二次災害の軽減等に資するために、災害の規模と範囲に応じた適切な区画及

び縮尺のものを作成している。 

 

＜作業規程の準則＞ 

測量法第 34 条の規定に基づき、公共測量における標準的な方法等を定め、その規

格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的に国土交通大臣が定め

ることができるもの。 

 

＜SAR：Synthetic Aperture Radar（合成開口レーダ）＞ 

リモートセンシングセンサの一種。人工衛星や航空機が移動しながら搭載したセ

ンサから地上に向けてマイクロ波を照射し、その反射波を次々と合成処理すること

により、その軌道上に仮想の巨大アンテナがあるのと同等な高分解能の画像が得ら

れるようにするレーダシステム。地表のある地域を２回以上観測し、それらの位相



差をとることによって、衛星（あるいは航空機）方向における地表の変動量を高い

密度で検出することが可能となり、地殻変動の面的な分布の計測に利用されている

（干渉 SAR）。２つのアンテナを搭載して、画像と同時に干渉情報を取得することに

より、地形計測を行うことも可能。 

 

＜準天頂衛星＞ 

仰角 70゜～80゜付近（準天頂）を通過する軌道を有する測位衛星。平成 22 年夏 

初号機打ち上げ予定。 

 

＜GPS 連続観測システム（GEONET：GPS Earth Observation Network System）＞ 

全国 1,240 カ所に設置された電子基準点と GPS 中央局（茨城県つくば市）からな

る国土地理院による GPS 連続観測システム。高密度かつ高精度な測量網の構築と広

域地殻変動の監視を目的とする。 

 

＜GPS：Global Positioning System（全地球測位システム）＞ 

4～5 個以上の人工衛星の電波を同時に受信して位置を正確に求める GNSS（Global 

Navigation Satellite System－全地球測位航法衛星システム）の一つで、船舶や航

空機等の航法支援システムとして 1970 年代に米国で開発。上空視界が開けている場

所であれば、全世界で共通に利用可能。国土地理院では、電子基準点による GPS 連

続観測、精密測地網測量、地殻変動観測、基準点測量等に利用し、複数の受信機に

より㎜単位の高精度で位置を決定する。 

 

＜GNSS：Global Navigation Satellite System（全世界的衛星測位システム）＞ 

人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称。米国の運

用する GPS が代表的。測位衛星からなる宇宙部分、衛星を制御する地上部分、電波

を受信して位置を決定する利用者からなる。GPS 以外にも、ロシアで開発・運用して

いる GLONASS、ヨーロッパ連合で計画している Galileo などがあり、我が国で打ち上

げが計画されている準天頂衛星計画にもGNSSとしての機能を持たせることが計画さ

れている。 

 

＜GPS 火山変動リモート観測装置（REGMOS）＞ 

火山地域等の地殻変動を連続的に捉えるために臨時に設置される装置。GPS 観測、

太陽光発電、衛星通信の３つの機能を有し、商用電源、公衆回線が利用できない地

域での GPS 連続観測、遠隔地からの観測機器制御及びデータ転送を可能とする。 

 

＜G 空間 EXPO＞ 

G 空間 EXPO は、平成 22 年 9 月横浜において産学官の連携により開催される。具体

的には、Ｇ空間社会(地理空間情報高度活用社会)の具体的なイメージについて国民

の理解を促すため、地図等の地理空間情報の整備･提供･流通、ナビゲーション等の

地理情報システム（GIS）や衛星測位を活用した技術開発や新サービスの提供、関連

する機器などについて紹介するシンポジウムや展示会等を実施するものである。 



 

＜セミ・ダイナミック補正＞ 

地殻変動が複雑な日本列島において、国家基準点を利用した測量結果と測量成果

（三角点の経度・緯度など）の整合性を cm レベルで維持することを目的として、地

域毎の定常的な地殻変動量を把握し、測量結果に補正すること。 

 

【タ行】 

 

＜地球地図（Global Map）＞ 

地球全体の地形・植生や土地利用の情報を全世界同一仕様（1km メッシュ、縮尺

100 万分 1）で、カバーする数値地図。世界 163 ヵ国の国・16 地域（平成 20 年 7 月

末）の参加により整備を進め、平成 19 年度に全球陸域のデータが完成した。地球環

境の実態やその変化を把握するとともに、地球環境問題の分析や施策立案を行うた

めに利用される。 

 

＜地球地図国際運営委員会（ISCGM：International Steering Committee for Global 

Mapping) ＞ 

1996 年、地球地図整備に向けた調整の促進、整備方策検討のための常設組織とし

て設立された委員会。国家地図作成機関や国際機関等によるメンバーで構成されて

おり、委員長は 2009 年現在、D.R.Fraser Taylor 教授が務めている。年に１回程度

会合を開催しており、2009 年 10 月には第 16 回会合がバンコクで開催予定。国土地

理院は事務局を担い、事務局長は国土地理院地理調査部長が務めている。 

 

＜地球地図プロジェクト＞ 

平成４年、地球環境問題の解明等のために建設省（当時）が提唱した、全世界の

陸域を対象にした地理情報整備を行う国際協力プロジェクトのこと。世界の国家地

図作成機関の参加と協力によって進められ、平成 19 年に第１版が完成した。 

 

＜地理空間情報＞ 

空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報（当該情報に係る時点に関する情

報を含む。「位置情報」という。）。または、位置情報及び位置情報に関連づけら

れた情報。（地理空間情報活用推進基本法（平成 19 年法律第 63 号）第二条一項） 

 

＜地理空間情報活用推進基本法＞ 

地理空間情報を高度に活用して、現在及び将来において国民が安心して豊かな生

活を営むことができる社会を実現するため、地理空間情報の活用の推進に関する施

策の基本理念等を定め、関連する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的と

して制定された法律。(平成 19 年 5 月公布、8月施行) 



＜地理空間情報活用推進基本計画＞ 

地理空間情報活用推進基本法の第 9 条に基づき、地理空間情報の活用の推進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地理空間情報の活用の推進に関する基

本的な計画として平成 20 年 4 月に閣議決定された計画。 

また、地理空間情報活用推進基本計画を実現するための具体的な施策がＧ空間行動

プランである。 

 

＜地理識別子＞ 

それぞれの地理空間情報の名称の有無や重複にかかわらず、共通に同じ地物とし

て認識するための識別コード。 

 

＜地理情報システム（GIS：Geographic Information System）＞ 

電子情報化した地図データと空間データ（地理的位置や空間に関する情報を持っ

た自然・社会・経済等の属性データ）をコンピュータ上で結合させ、統合的に処理・

管理・分析し、その結果を表示するコンピュータ情報処理システム。 

 

＜デジタル標高地形図／精密３Ｄ電子基盤情報＞ 

航空レーザ測量により整備された地上 5ｍ間隔の高精度な標高データを用いて、標

高が低い地域を青色の寒色系、高い地域を赤色の暖色系に彩色したものに陰影を付

けた陰影段彩図と 2万 5 千分 1 地形図を重ねた地図。 

高台や低地、傾斜地など居住地の標高と地形が一目で分かることから、洪水・高

潮・津波による水害や急傾斜地における土砂災害などの防災・減災対策に役立つと

ともに、地方公共団体が整備する各種ハザードマップの基礎資料としても活用でき

る。 

 

＜電子基準点＞ 

国土地理院が全国 1,240 箇所（平成 21 年 6 月現在）に設置している GPS 連続観測

を行う国家基準点。 

 

＜電子国土 Web システム＞  

電子国土（コンピュータ上に再現した国土）の実現のために、必要なデータを、

インターネットを通して取得し、最適な構成で表示する情報システム。地理空間情

報の表示にはウェブブラウザを用いており、ユーザは費用負担なく様々な地理空間

情報を見ることができる。産学官で 2,630 サイトの利用がある（H21 年 7 月末現在）。 

 

＜電子国土基本図＞ 

電子地図上の位置の基準である基盤地図情報の道路、建物等の項目と、これまで地

形図に表示してきた植生、崖、岩、構造物等の土地の状況を表す情報とを統合した地

図情報、デジタル空中写真を利用したオルソ画像及び標準地名や通称・位置・範囲の

情報に地理識別子を付与した地名情報の３種類の情報で構成し、日本の国土の情報を

一体的に整備する。 



 

＜都市圏活断層図＞ 

内陸部の活断層などの詳細な位置と関連する地形分布等の情報を 2 万 5 千分 1 地

形図上に表したもの。活断層の詳細な位置、活断層の評価に関連する地形、防災関

連施設などが分かることから、地震災害などの防災・減災対策に役立つとともに、

地方公共団体が整備する各種ハザードマップの基礎資料としても活用できる。 

 

＜土地条件図＞ 

地形、地盤条件等を空中写真判読や現地調査等により調査し、地形の区分、防災

関連施設等を 2万 5 千分 1地形図上に表したもの。 

低地の地形分類から地震災害や風水害を起こしやすい地形条件、地盤高線から洪

水時の浸水深や氾濫域などが分かることから、浸水予測、地盤条件の検討などの防

災・減災対策に役立つとともに、地方公共団体が整備する各種ハザードマップの基

礎資料としても活用できる。 

 



【ハ行】 

 

＜ハザードマップ＞ 

洪水、内水氾濫、高潮、津波、土砂災害、火山噴火などの自然災害に関して、災害

の危険箇所や危険の程度、防災に関連した避難場所等の施設や避難経路等、災害に適

切に対応するための情報を総合的に表示した地図。平成 20 年 3 月改正の作業規程準

則に公共測量成果として位置づけられた。 

 

＜ひずみ集中帯＞ 

地殻のひずみの分布が一様ではなく、ある帯状の地域で周囲よりも顕著に地殻変動

が生じている（大きなひずみ速度が観測されている（ひずんでいる））場合、その地

域をひずみ集中帯と呼ぶ。新潟～神戸間を結ぶ帯状の地域はその代表例で、2004 年

新潟県中越地震はこの中で発生した。 

 

＜非線引き区域＞ 

都市計画区域においては、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図る観点か

ら、必要に応じて都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることが

ある。市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域を、一般には非線引き

区域という。 

 

＜法定図書＞ 

法令で作成が義務づけられている書類及び図面のこと。測量行政においては、この

うち特に、地図及び設計図などの図面に限定して言うことが多い。 

 

＜VLBI：Very Long Baseline Interferometry（超長基線電波干渉法）＞ 

宇宙の彼方にあるクエーサー（準星）から放射される電波を、数百 km 以上離れた

2 ヶ所以上の電波望遠鏡で同時に受信し、その到達時刻の差を計測する技術。国土地

理院では、数千 km 離れた 2地点の距離を誤差数 mm で測定し、測地網の規正やプレー

ト運動の監視を行っている。 

 

＜VLBI-GPS 統合解析＞ 

VLBI と GPS のそれぞれの観測網による国際、国内観測について、それらの間のコ

ロケーション測量により結合した上で統一的に行う解析。これにより、特性や品質の

異なる VLBI と GPS の観測から、世界測地系における各観測局の位置とその時間変化

を、より高精度に求めることが可能になる。 

 



【ヤ行】 

 

＜ucode＞ 

識別したい物や場所、概念を唯一無二に特定する 128bits の番号であり、T-Engine

フォーラムの会員で運営される「ユビキタス ID センター」が管理している。 

 

 

【ワ行】 

 

＜ワンストップサービス＞ 

一般的には、インターネット等における一つの窓口から一回の操作で各種の行政

サービスを受けられるようにする仕組みのことを言う。ここでは、「規制改革・民

間開放推進 3 か年計画」等を踏まえ利用促進が図られるよう改正された測量法に基

づき、測量成果の検索、閲覧、入手、複製・使用承認申請を全て行うことができる

よう、国土地理院が設けた総合窓口をいう。 

これにより、基本測量及び公共測量の測量成果利用者の手続を簡素化でき、地理

空間情報の活用を図ろうとするものである。 
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