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わかりやすい地理院地図の使い方を公開

　国土地理院は、新型コロナウイルス感染拡大防止をはかるため、イベント等
の自粛、テレワークの活用等による出勤回避の取組を実施しています。
　詳細については、6ページをご覧ください。

国土地理院
国土交通省

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1c8dfe40-aa02-4d0b-81b3-62c48b5b1065
https://maps.gsi.go.jp/help/intro/index.html


　地理院地図Vectorでは、背景の地図がベクトルデータなので、利用目的に応じて色や太さなど地図の
デザインを変更することができます。ワンクリックで複数の地図表現を切り替えられたり、地図のデザイ
ンをユーザがより詳細に設定できたりするなど、地図データがベクトルタイルであることの利点をユーザ
が体験できるウェブサイトとなっています。

　地理院地図Vectorは、ユーザが地図を自由に
デザインすることができるため、例えば教育現場
においては、地理院地図Vectorで編集・印刷し
た白地図を地域学習の授業の教材として利用する
ことができます。
　また防災分野では、被災地域の空中写真に注
記のみを重ねた地図を作成・印刷できるなど、災
害時の被災状況把握に役立てることが可能です。

（地理空間情報部）

地理院地図Vector（https://maps.gsi.go.jp/vector/）の表示イメージ

地理院地図Vector の活用イメージ

　3月19日に、自分で地図をデザインできるウェブ地図「地理院地図Vector（仮称）」（以下「地理
院地図Vector」という。）の全国データを公開しました。白地図や空中写真に地名のみを重ねた地図
など、学校教育現場や防災分野で活用できる地図が全国どこでも簡単に作成できるようになります。

地理院地図Vector
はこちら
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ウェブ地図を自分でデザイン！  ～地理院地図Vector（仮称）を全国データ公開～　

　「地理院地図 Vector」の特長

　「地理院地図 Vector」の活用例



民間等電子基準点の登録制度の概要

　国土地理院は、全国約1,300点の電子基準点の
運用を行い、信頼性の高い観測データ及び測位結
果を安定的に提供しています。一方、近年、スマー
ト農業等での活用や、携帯電話事業者を中心とし
た位置情報サービスの展開を目的として、独自の
GNSS連続観測局を設置する動きが急速に展開さ
れています。GNSS連続観測局を位置情報サービ
スとして活用する際に、もし設置者ごとに規格や
準拠座標がバラバラである場合、利用者に混乱を
生じさせる可能性があります。日本国内での高精
度な位置情報サービス（ドローン制御、自動運転
等）については、国家座標（位置の基準）へ準拠
するとともに、一定の精度を確保することが重要
であり、そのための仕組みづくりが必要となります。
　そこで、国土地理院では、民間等のGNSS連続
観測局の性能を評価し、級別に登録する制度とし
て、昨年10月に「民間等電子基準点の性能基準及
び登録要領」を制定しました。

　測量法第5条に規定する公共測量又は同法第6条
に規定する基本測量及び公共測量以外の測量によ
り設置されるGNSS連続観測局のうち、一定の基

準を満たす性能を有する観測局を「民間等電子基
準点」と定め、次の2つに分類します。民間等電
子基準点の登録申請に当たっては、第三者機関に
よる検定を受検することが必要になります。
▶	 A級

土木及び建築工事に活用可能な信頼性を確保、
地殻変動監視にも活用可能

▶	 B級
A級の要件を緩和することで、より一般的な
位置情報サービスに活用可能

　国土地理院に登録された基準点を利用していた
だくことで、国家座標に準拠し、一定精度を有す
るGNSSデータを利用することが可能となります。
登録の申請方法については、こちらのホームペー
ジをご参照ください。
https://www.gsi.go.jp/eiseisokuchi/
eiseisokuchi41030.html

　GNSS連続観測局を運用されている皆様におか
れましては、ぜひ民間等電子基準点の登録申請に
ついてご検討をお願いします。

民間等が設置するGNSS連続観測局の性能評価を開始

　信頼性の高い位置情報サービスの質を正確かつ客観的に評価し、利用の安定性を図るため、民間
等が設置するGNSS連続観測局について、国土地理院がその性能に応じて級別に登録する制度を4月
1日から開始しました。本制度の活用により、位置情報サービスの質を正確かつ客観的に評価するこ
とが可能となり、国民の皆様が、いつでも、どこでも、安心して高精度な地理空間情報を利活用で
きる環境の整備を促進してまいります。

（測地観測センター）
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テレビ新広島と連携・協力協定を締結

■協定の概要
国土地理院では、大雨などで河川氾濫等により

大規模な浸水が発生した際に浸水推定図を作成し
て被災した自治体や国などの機関に提供していま
す。協定の締結により、今後はこれらの地図をテ
レビ新広島の取材用ヘリコプターが撮影した画像
を用いて作成できるようになり、より正確な災害
情報の提供が可能になると期待しています。

また、中国地方測量部からは、国土地理院が保
有する地理空間情報をテレビ新広島に無償で提供
します。災害時や防災などの報道資料に国土地理
院の地図や空中写真等を利用していただき、より
わかりやすい情報発信に貢献できると期待しています。

■調印式
3月26日に広島合同庁舎4号館において行われた

調印式で、中
なかじま

島中国地方測量部長及び箕
みの

輪
わ

幸
ゆき

人
と

テ
レビ新広島代表取締役社長が「中国地方測量部と
テレビ新広島との自然災害対応の連携・協力に関
する協定書」に署名しました。
・中島中国地方測量部長挨拶
「より正確な浸水推定図を作成できます。被災地

の方々に広く活用していただければと思っています。」
・箕輪テレビ新広島代表取締役社長挨拶
「災害が発生した時に１人でも多くの命を守るとい

う使命は同じです。この協定をきっかけに、一緒
になってその使命を果たすべく前進していきたい。」

　中国地方測量部とテレビ新広島は、地理空間情報と空撮映像を相互に活用し、自然災害時の情報
や安全・安心な地域づくりのため、広島県域の住民の方々により正確でわかりやすい情報発信がで
きるよう、自然災害対応の連携・協力に関する協定を締結しました。

連携・協定イメージ

テレビ新広島の空撮映像

協定締結の様子

協定書

（中国地方測量部）
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「道の駅」大坂城残石記念公園に『一等三角点の常設展示コーナー』を設置
ざんせき

　「道の駅」大坂城残石記念公園（香川県小豆郡土庄町）に、『一等三角点の常設展示コーナー』を
設置しました。完成除幕式は3月30日に土庄町の主催により執り行われました。

大坂城残石記念公園は、小豆島にある「道の駅」
で、江戸時代の大坂城修築工事の際、石垣石の産
出を行った場所でもあり、残された石の保存と活
用を図るための展示施設が整備され、石文化を伝
えています。また、港オアシスとして港湾も一体
で整備されました。

■ 2019 年度「日本遺産」認定を記念して展示
今回の『一等三角点の常設展示』は、国土地理

院と土庄町との間で2019年に結ばれた「地理空間
情報の活用促進のための協力協定」をきっかけに
始まりました。また、岡山県笠岡市、香川県丸亀
市、土庄町及び小豆島町が共同で申請していた

「知ってる！？悠久の時が流れる石の島～海を越
え、日本の礎を築いた せとうち備讃諸島～」が
日本遺産に認定されたことに伴う記念事業の１つ
として、実現しました。

■基準点の生まれ故郷「小豆島」
測量に使用される基準点は、日本全国に設置し

ています。そのほとんどが小豆島産の花崗岩で
す。その理由は、小豆島産の花崗岩が見た目の美
しさだけではなく、風化しにくく耐久性に優れて
いることに加え、石工の技術力の高さが認められ
たからです。そのため、基準点には小豆島産の花
崗岩を使用することが明治時代に定められました。

小豆島の花崗岩と石切り技術は、長きにわたり

日本の測量及び測量を基礎とした建築文化を支え
てきました。

■一等三角点の常設展示コーナー
『一等三角点の常設展示』の一般公開に先立ち、

3月30日に完成除幕式が土庄町主催で開催されま
した。その際には谷

たに

久
ひさ

浩
こういち

一香川県議会議員、三
さえぐさ

枝
邦
くにひこ

彦土庄町長ほか、多数の「道の駅」関係者と四
国地方測量部からは甲

か

斐
い

部長、落
おちあい

合管理課長、千
ち

田
だ

調査係長の3名が出席しました。

今後は、常設展示コーナーを有効活用し、生ま
れ故郷である小豆島の「道の駅」から、香川県、
土庄町及び「道の駅」関係者と連携し、小豆島の
“石文化の魅力”と“基準点の大切さ”について、
情報発信をしていきたいと思います。

是非、「道の駅」大坂城残石記念公園にお越し
いただき、常設展示コーナーをご覧ください。

※日本遺産ポータルサイト
https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/
story080/index.html
※「道の駅」大坂城残石記念公園
https://www.michi-no-eki.jp/stations/view/861

 

　（四国地方測量部） 
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『一等三角点の常設展示コーナー』

「道の駅」大坂城残石記念公園

https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story080/index.html


出典：首相官邸ホームページ
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令和2年測量士・測量士補試験の延期

第49回国土地理院報告会のご案内

イベント「測量の日」特別企画の中止

閲覧・謄抄本交付窓口からのお知らせ

5月17日（日）に実施を予定していました「令和2年測量士・測量士補試験」は、新型コロナウイルス感
染症に係る緊急事態宣言等の状況を踏まえ、試験日程の延期を4月10日に決定しました。

受験者の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
今後の対応や試験の日程等につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況等を勘案し検討して参り

ます。詳細が決まり次第、国土地理院ホームページにおいて公表し、受験者の皆様にお知らせいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務部）

国土地理院では、例年6月に「測量の日」関連行事として「国土地理院報告会」を開催し、多くの方に
ご参加いただいています。

今年で49回目となる国土地理院報告会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在開催時期や方
法等を検討しています。今後、詳細が決まり次第、国土地理院ホームページでご案内いたします。　（企画部）

　毎年、6月3日の「測量の日」の行事の一環として国土地理院「地図と測量の科学館」（つくば市）で実
施しています「測量の日」特別企画については、中止します。楽しみにしてくださっている皆様には大変
申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いします。
　また、地方で開催の「測量の日」関連イベントについても、延期または中止となっています。詳しくは、
各地方測量部等もしくは各イベント主催者にご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　（総務部）

測量成果の謄抄本交付につきましては、不要不急の外出を避けるために、郵送及び電子申請による申請
をお願いします。
　また、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことを踏まえ、本院及び各地方測量部・支所におけ
る閲覧・謄抄本交付は、4月17日から当面の間、毎週水曜日のみ（祝日は除く）実施といたします。なお、
前日17時までに下記ページに掲載の連絡先まで事前の予約をお願いいたします。
https://www.gsi.go.jp/MAP/HISTORY/kijyuntenkoufu.html
https://www.gsi.go.jp/MAP/HISTORY/koufu.html　　　　　　　　　　　　　　　 　（地理空間情報部）

https://www.gsi.go.jp/MAP/HISTORY/koufu.html


  5 月の主な行事予定

国土地理院広報は、国土地理院ホームページ＞広報誌＞国土地理院広報
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/koohou/index.html）に掲載しています。 https://www.gsi.go.jp/

　3 月の報道発表

報道の内容は、国土地理院ホームページ>2020年 報道発表資料
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2020.html）をご覧ください。

5 日 今、ここは標高何メートル？
～スマートフォンで一発表示！地理院地図がより便利に～ 地理空間情報部

5 日 被災地の子供たちが調べた命を守る記念碑 15 基を公開　
～災害を記録に残し、経験を後世に伝え続けるために～ 応用地理部

9 日 令和 2 年 2 月の地殻変動 測地観測センター
地理地殻活動研究センター

18 日 ウェブ地図を自分でデザイン！
～地理院地図 Vector（仮称）を全国データ公開～ 地理空間情報部

24 日 テレビ新広島と連携・協力協定を締結
～災害に備え、相互の強みを生かした情報発信に向けて～ 中国地方測量部

31 日 高精度な位置情報サービスの実現に向けた基盤整備 
～民間等が設置する GNSS 連続観測局の性能を国土地理院が評価～

企画部
測地観測センター

（調整中）～ 6/28 企画展「地図から読む防災」
5/22 第 227 回地震予知連絡会
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地図と測量に関するコンテンツにふれてみよう！
国土地理院ホームページでは、3月6日に「休校中の子どもの皆さんへ」のページを開設しました。
　休校中の子どもの皆さんへ https://www.gsi.go.jp/kohokocho/koho_20200306.html
この子ども向けのページのほか、ウェブ地図「地理院地図」をはじめ、「地図や地理、防災を学びたい方、

教育関係の方々」向けページや国土地理院の動画チャンネルなどもあります。ご自宅で過ごすこの機会に、
地図と測量に関する各種コンテンツを是非ご覧ください。

●各種サイト
　・地理院地図 https://maps.gsi.go.jp/
　・キッズページ https://www.gsi.go.jp/KIDS/index.html
　・地理教育の道具箱 https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/index.html
●動画
　・国土地理院動画チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCJY_QJ1IuHO8j_WvPqNEK6g
　・地理院地図チャンネル  https://www.youtube.com/channel/UCG8D8bnb5VYmivF1HEWQICQ/
　・正しい位置なのにズレる？～ドラマで描く地図と位置情報の未来～　　　　　　　　　　　  

   https://www.youtube.com/watch?v=aufjVgjk1fU&list=PLRi_XaukstD
S1sY7hH3lKw18g7QRbI0c6&index=1

　・東日本大震災の日本列島（電子基準点）の動き 
   https://www.youtube.com/watch?v=W2TKZw4pNMM&list=PLRi_

XaukstDS1sY7hH3lKw18g7QRbI0c6&index=4

　「自然災害伝承碑     」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和2年3月27日現在

詳細については、自然災害伝承碑のページをご覧ください。
https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi.html

［市区町村の担当者の皆様へ］情報提供いただきますよう、ご協力よろしくお願いいたします。

　行事については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止又は延期
となる場合もあります。また、地図と測量の科学館は、当面の間、臨時休館し
ています。
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https://www.youtube.com/watch?v=aufjVgjk1fU&list=PLRi_XaukstDS1sY7hH3lKw18g7QRbI0c6&index=
https://www.youtube.com/watch?v=W2TKZw4pNMM&list=PLRi_XaukstDS1sY7hH3lKw18g7QRbI0c6&index=4

