
　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人との接触を低減する取組を実施しています。
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■はじめに

　「測量の日」は、測量法が昭和24年（1949年）

6月3日に公布されてから平成元年（1989年）

で40年を迎えたことを機に、測量と地図の役

割と重要性について多くの皆さまに理解を深

めていただくことを目的として当時の建設省

（現国土交通省）により制定されました。

　明治以来、西洋測量術の導入による三角測

量・水準測量の実施、全国を網羅した2万5千

分1地形図の整備、地名や地理の情報収集が

測量行政を担う政府機関によって行われてき

ており、今日では国土地理院がその枠組みを

引き継いでいます。

　測地測量は経緯儀等からGNSSなどの宇宙

測地技術の利用、地図作成はアナログ図化機

からPC上でのデジタル技術の活用へと、技

術や手法は時代の変遷と共に変わりましたが、

国家と国民生活を支える測量の重要性は不変

であり、社会の高度化に伴いより質の高いサー

ビスが求められるようになっています。

■新たな位置情報サービス

　これまでは、測量により得られた地理空間

情報は、主として測量や工事等に関わる専門

家の間で活用されてきましたが、近年、準天

頂衛星「みちびき」の測位サービスが開始さ

れ、高精度の測位情報がより簡便、迅速、安

価に活用される環境が整いつつあります。こ

れらが活用される分野は、スマート農業や自

動運転、無人航空機（ドローン）の有視界外

での制御、i-Constructionなど測量以外の分

野に急速に広がり、安全で豊かで快適な生活

を支えるうえで大きな貢献をしています。

　これまで、地理空間情報の提供は国土地理

院が中心となって進めてきましたが、令和の

時代を迎え、携帯キャリアを中心に位置情報

サービス向上のために、民間独自のGNSS連

続観測局の設置が進められています。このた

め、官と民の最適な役割分担が求められるよ

うになりました。国土地理院では信頼性の高

いサービスが国民に提供される環境確保を目

的として、使用目的に合った精度の位置情報

を提供するためにGNSS連続観測局が備える

べき性能基準を定め、性能に適合した観測局

を認証する制度「民間等電子基準点の登録制

度」を創設しました。これにより、位置情報

サービスの活用がさらに進むことを期待して

います。

第32回「測量の日」に寄せて　　　国土地理院長　黒川 純一良
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■災害と地理空間情報

　近年、全国各地で大規模な自然災害が続発

しています。中でも昨年の東日本台風（台風

第19号）では、関東・東北地方を中心に広い

範囲で甚大な浸水被害が発生しました。災害

発生の初動期に最も重要なことは、迅速に被

害の全容を把握することと、人命救助や被害

拡大の防止を行うことです。国土地理院は、

従来から測量用航空機やドローンを活用した

航空写真撮影等により、被害状況の迅速な把

握を行ってきました。近年は、これらに加え、

地上からの浸水情報や TV 報道、SNS 等の

Web空間を飛び交う情報から浸水範囲の端の

地点を確認し、国土地理院がもつ標高データ

を用いて浸水面や水深を推定して地図に表示

した「浸水推定図」を迅速に作成し、最前線

で活動する実働部隊等に提供しています。国

土地理院は、自らが実働部隊となって孤立者

の救助や排水ポンプ車のオペレーションを行

うことはありませんが、これらを行う部隊が

その力を最大限に発揮するための支援を行っ

ています。このように、防災の面でも様々な

測量成果とデータを組み合わせて新たな情報

として提供するという、地理空間情報活用の

強みを活かせるものと考えています。

■おわりに

　国土地理院では、これらの取組をさらに強

力に進めていきたいと考えていますが、それ

はこれまで培われてきた150年以上にわたる

膨大な技術の集積があってはじめて可能とな

るものです。常に基礎に立ち返り、令和の時

代を明るく輝かしいものにできるよう、国土

地理院はこれからも全力で取り組んでまいり

ます。

　今年は新型コロナウイルス感染症対策のた

め、多くの人を集めたイベントは自粛してい

るところですが、測量や地図は国民生活に必

要不可欠な基礎的情報であり、ともすれば、

「測量の日」は忘れられがちなその重要性を

お知らせする絶好の機会です。国土地理院で

も様々な機会を活用して情報発信に努めて参

りたいと考えておりますので、皆さまには格

別のご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。

（総務部）
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　東日本大震災による東北各地の被災状況は、一様ではなく、地域によってその様相が異なります。この
要因には、地域毎の土地の成り立ちや地形の違いなどもあります。空中写真や標高地図といった地理院地
図の様々なコンテンツと共に、震災伝承施設の所在地や情報を確認することで、震災伝承施設の周辺がど
のような地形に囲まれ、当時どのような状況であったのか、また現在までにどのように環境が移り変わっ
てきているのかが分かり、改めて震災を知り・教訓を学ぶことができます。
※震災伝承ネットワーク協議会（構成機関：東北地方整備局、青森県、岩手県、宮城県、福島県、仙台市）

⃝「震災伝承施設」とは
　東日本大震災から得られた実情と教訓を伝承する施設で、以下のいずれかの項目に該当する施設です。
3つの分類に分けられており、令和2年1月30日現在で224件が登録されています。

詳しくは、東北地方整備局の以下のページをご覧ください。
http://www.thr.mlit.go.jp/sinsaidensyou/sisetsu/

　震災伝承ネットワーク協議会※が募集している、東日本大震災の事実や記憶、経験や教訓を伝え
る「震災伝承施設」について、ウェブ地図「地理院地図」で4月17日から掲載を開始しました。

東北地方の震災伝承施設をウェブ地図で学ぼう
～震災伝承施設を地理院地図に追加～

地理院地図から
「震災伝承施設」を探す 震災伝承施設一覧を見る

（1）災害の教訓が理解できるもの
（2）災害時の防災に貢献できるもの
（2）災害の恐怖や自然の畏怖（いふ）を理解できるもの
（4）災害における歴史的・学術的価値があるもの
（5）その他（災害の実情や教訓の伝承と認められるもの）

第1分類　★☆☆　（127件）
上記のいずれか一つ以上に該当する施設

第2分類　★★☆　（56件）
第1分類のうち、公共交通機関等の利便性が高い、近隣
に有料又は無料の駐車場等、来訪者が訪問しやすい施設

第3分類　★★★　（41件）
第2分類のうち、案内員の配置や語り部活動等、来訪者
の理解しやすさに配慮している施設

震災伝承施設第3分類を
紹介するリーフレット配布中

分類

　走行車両等から認識しやすく、外国人に
も理解されやすいよう、「津波」と「博物館
／美術館」を表わす記号を基にした図案を
組み合わせたデザインとしています。
　このピクトグラムを使い、震災伝承施設
を案内しています。

震災伝承施設のピクトグラム
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⃝「地理院地図」表示イメージ
うのすまい
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⃝震災伝承施設の表示方法

（東北地方測量部・地理空間情報部）
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地図の北と方位磁石が指す北の今のズレがわかる！
～地磁気予測値計算サイトを公開～　　　　　　　　　　　　　

日本国内で方位磁石（コンパス）は概ね北を
指しますが、地図の北から西に少しズレています。
そのズレの量（偏角）は札幌で約9度、那覇で約
5度と場所によって異なり、さらに時間とともに
変化しています。

国土地理院では、全国の地磁気値の分布を表
した「磁気図」を5年ごとに公表しています。 現
在公表中の磁気図は「磁気図2015.0年値」（2016
年12月公表）で、2015年１月１日における地磁
気値の分布を表した図です。また、磁気図で表
している地磁気値を、全国どの地点でも計算で
きるよう、磁気図と同時に「地磁気値計算サイト」
を公開してきました。

「地磁気値計算サイト」では2015年１月１日時
点の地磁気値しか計算できませんでしたが、「地
磁気予測値計算サイト」では、磁気図2015.0年値
の公表以降の地磁気観測データを使用し、現在
及び今後推定される地磁気値を「予測値」とし
て計算できます。ぜひご覧ください。

 

（測地部）

　日本全国における現在および今後推定される地磁気値（偏角、全磁力等）を、地磁気の“予測値”
として簡単に計算できる「地磁気予測値計算サイト」を公開しました。

予測値計算のイメージ図（偏角）

東京スカイツリーの高さを精密に測量　　　　　　　　　　　　　

　国土地理院及び理化学研究所の高
たかもと

本将
まさ

男
お

専任研究員と東京大学大学院工学系研究科の香
か

取
とり

秀
ひでとし

俊教
授（理化学研究所チームリーダー/主任研究員）らの共同研究グループは、超高精度な可搬型光格子
時計を用いて、東京スカイツリーの地上階と地上450メートルの展望台に設置した2台の時計の進み
方の違いを測定し、標高差と比較することで、一般相対性理論を高精度に検証することに成功しました。

　東京スカイツリーの地上階と展望台に設置した
2台の光格子時計から一般相対性理論の検証を行
うには、2台の時計の標高差を精密に計測する必
要があります。国土地理院は、標高計測技術の専
門機関として、GNSS（全球測位衛星システム）
測量、水準測量、トータルステーションによる計測
を組み合わせ、東京スカイツリーの地上階と展望
台の標高差をセンチメートルの精度で算出しまし
た。また、地上階と展望台において重力加速度の
測定を行い、重力ポテンシャル差を算出しました。

 

　「可搬型光格子時計による一般相対性理論の検
証実験」について、詳しく知りたい方は、東京大
学「香取プロジェクト クラウド光格子時計によ
る時空間情報基盤の構築」をご覧だくさい。 

（測地部）

展望台上での測量風景

国土地理院の役割
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■「しらせ」で南極へ
　令和初となる観測隊は、11月27日に成田空港を
出発し、翌28日にオーストラリア西部のフリーマ
ントルに到着しました。そこで、海上自衛隊の砕
氷艦「しらせ」に乗艦し、物資の積み込みを行っ
た後、12月2日に南極に向けて出航しました。
　61次隊では、往復の航海での海洋観測に重点が
置かれており、「しらせ」での船上生活はこれま
でよりも長いものでした。そのため、新年は「し
らせ」で迎え、私は１月3日に昭和基地入りしま
した。

 

■観測ミッション1　基準点測量
　国土地理院は、様々な南極地域観測の中で測地
観測に関する定常観測として、基準点測量、重力
測量、水準測量、氷床変動測量、GNSS 連続観測
点の保守や精密地形測量といった重要な観測を
担っています。今回は、その中でも基準点測量と
氷床変動測量を中心に報告します。
　まず、南極と聞くと、多くの方が大雪原を思い
浮かべられると思いますが、厚い氷の塊の氷床か
ら岩が露出した場所が一部の地域にはあります。
このような場所を露岩域と言います。ちなみに昭
和基地も、露岩域のある東オングル島にあります。

基準点測量も露岩域で行う観測作業です。
　61次隊の基準点測量では、昭和基地から離れた
露岩域にヘリコプターで移動し、2泊3日のテント
生活の中で、基準点となる直径8㎝ほどの円盤状
の金属標を設置し、正確に位置を算出するため
GNSS観測を実施しました。あわせて、衛星写真
で基準点を確認できるよう、環境に配慮した白ペ
ンキで2ｍ×1ｍの大きさの3枚羽の対空標識を作
成しました。これらの作業により、衛星写真上で
の位置が正確にわかり、地図を作成することがで
きます。

 

　今回行った露岩域の中には、付近にペンギンの
営巣地があるところもありました。基準点測量を
していると、ペンギンがよちよち近寄ってくるこ
ともあり、とても愛くるしい姿を見せてくれまし
た。また、営巣地の近くには、ペンギンのヒナや
卵を捕食するオオトウゾクカモメの巣もありまし
た。こちらにもヒナがいるので、うっかり巣の近
くを歩いていると親が、１ｍ以上に及ぶ羽を広げ
てこちらに突っ込んで威嚇してくるのでヒヤッと
する場面もありました。作業中のつかの間ではあ
りましたが、南極の自然を垣間見ることができま
した。

第61次南極地域観測隊帰国報告　　　　　　　　測地部　　兒玉 篤郎

　1956年の第1次隊から毎回隊員を派遣している国土地理院。第61次南極地域観測隊（夏隊）では、
令和元年11月27日から令和2年3月20日までの115日間派遣され、南極地域の測地観測を実施しま
した。

氷海を航行する砕氷艦「しらせ」 氷山をバックに基準点測量
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■観測ミッション2　氷床変動測量
次に、氷床変動測量についてです。基準点測量

と同じくGNSS観測を実施しますが、こちらはあ
たり一面真っ白の南極大陸の氷上で測量を行いま
す。南極大陸の氷は、海に向かって、ゆっくり流
れています。氷上にポールを設置しており、定期
的にポールの位置を測ることにより氷の移動量を
調べています。三脚を広げ、雪面に掘った穴に板
を敷いて踏み込むと意外と深く沈まずに設置する
ことができます。

観測翌日にブリザードの悪天候予報が出ていた
ため、この日は、強風の中での作業でしたが、多
くの隊員に助けられ、完遂することができました。
こうした人との繋がりもとても大切な宝物となり
ました。

 

■南極は、すばらしい！
安心安全な観測作業を行うには、南極地域の正

確な地図が必要です。南極という壮大な自然の中
で、特徴的な目印がない地域では、目的地に辿り
着くだけでも様々な危険があります。その中で安
全に活動するために地図などの地理空間情報を整
備していくことは重要です。南極地域には、地図
が未整備の地域がまだ多く存在します。今後の南
極地域観測隊の活動域を広げ、安全に観測を行っ
ていくためにも、より多くの詳細な地図を作成、
提供していきたいと思いました。

最後に、このような素晴らしい機会を与えて頂
いたこと、また多くの方々から多大なご支援を頂
いたことについて、この場をお借りして御礼申し
上げます。

（測地部）

かわいいペンギン集団

威嚇するオオトウゾクカモメ

南極大陸における氷床変動測量

復路航海中の「しらせ」からの貴重なオーロラ風景
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地図と測量のコンテンツにふれてみよう！  
「地理院地図を使ってみよう」編   第1回 地理院地図って、どんな地図？

ケンタ君
マップ博士

博士、地理院地図ってどんな地図なの？

確かにわかりやすいね…だけど博士、使い方を一つ一つ教えてくれたら、
もっといいのにな。

ケンタ君、よくぞ聞いてくれた！
地理院地図とは、国土地理院が発信しているウェブ地図
のことじゃ。

はか せ

はっしん

へいせい ごう う ど  しゃさいがいはん い

ひ かく

様々な機能を使って
・街の移り変わりや
・身近な災害のリスク
などを知ることができるんじゃ。
こちらのページでも紹介してお
るぞ！

き  のう

まち うつ か

さいがい

しょうかい

実はなケンタ君、
国土地理院HPでは『地理院地図』の
使い方を動画で解説しているんじゃ。

かいせつ

たし

すごい！この動画を見ながら操作すれば、パソコンに不慣れな人でも
大丈夫だね！

そうじゃろう。では、次回から使い方を紹介していこう！

そう さ ふ   な

だいじょうぶ

昔と今の国土地理院の比較写真

平成26年8月豪雨による土砂災害範囲

〈参考〉

•キッズページ ＞ 地理院地図を使ってみよう

•動画「地理院地図とは」

•広報誌 ＞ 言葉のミニ辞典～第6回「地理院地図」～

地理院地図ヘルプ ＞ 使い方動画一覧

Geospatial Information Authority of Japan10

https://www.gsi.go.jp/KIDS/KIDS17.html
https://www.youtube.com/watch?v=-821I__bIRI
https://www.gsi.go.jp/common/000192357.pdf
https://maps.gsi.go.jp/help/movie.html


  6 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/）に掲載しています。

https://www.gsi.go.jp/

　4 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）をご覧ください。

6/2 ～ 9/6 企画展「地図から読む防災」

7 日 18 桁精度の可搬型光格子時計の開発に世界で初めて成功
～東京スカイツリーで一般相対性理論を検証～～で一般相対性理論を検証～

測地部
地理地殻活動研究センター

8 日 令和 2 年 3 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

10 日 令和 2 年測量士・測量士補試験の延期について 総務部

17 日 東北地方の震災伝承施設をウェブ地図で学ぼう
～震災伝承施設を地理院地図に追加～

東北地方測量部
地理空間情報部

国土地理院広報　2020年 5月 11

閲覧・謄抄本交付窓口からのお知らせ

「地図と測量の科学館」開館のお知らせ

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。

なお、窓口の業務時間等につきましては、以下のページをご覧ください。
https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/JOHO-kagajyo　　　　　　　　　　　　　　　　 （地理空間情報部） 

「地図と測量の科学館」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館しておりますが、感染防
止対策を講じた上で6月2日（火）から開館いたします。

 特別展示室では、国土地理院広報第620号（2020
年2月発行）でお知らせしました企画展「地図か
ら読む防災」を9月6日（日）まで開催いたします。

なお、「地図と測量の科学館」では、開館後も
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、検温や
マスクの着用等をお願いするとともに、定期的に
館内の消毒を行います。ご来館の皆様には、ご不
便をおかけすることもございますが、ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。

詳しくは、以下のページをご確認ください。
　地図と測量の科学館ページ
　https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　   　（総務部）

　「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

［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、6月1日（月）まで臨時
休館しています。

47　　都道府県 163　　市区町村 526　　基

https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/JOHO-kagajyo
https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/
https://www.gsi.go.jp/common/000224052.pdf
https://www.gsi.go.jp/common/000224052.pdf



