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霧に浮かぶ筑波山（国土地理院から撮影）
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●測量用航空機による空中写真の撮影
被害状況を迅速に把握するため、現地へ測量用
航空機（くにかぜⅢ）を派遣し空中写真の緊急撮
影を行いました。この空中写真（正射画像を含む）
は、被災した地方公共団体において、災害査定の
ための資料等に利用されました。

●地理空間情報の提供
関係各省庁や被災した各地方公共団体の現地災
害対策本部等に対して、空中写真（正射画像を含
む）等の地理空間情報を提供するとともに活用の
方法を説明しました。この活動により提供した地
理空間情報は、被害状況の確認や被災箇所の特
定、被害認定の調査、災害廃棄物推計の資料とし
て利用されました。

これらの国土地理院の緊急災害対策派遣隊の活
動の功績は顕著であると認められ、平成31年2月8
日に開催された国土交通大臣表彰式（緊急災害派
遣隊（TEC-FORCE）表彰）において、石井啓一
大臣から省内他部局とともに表彰され「これまで
に培ってきた高い技術力と豊富な経験を生かし、
他の模範となるべく、今後も災害対応にご尽力く
ださいますよう、お願いいたします。」との祝辞
を頂きました。
国土地理院は、今後も災害対策基本法の指定行
政機関及び指定地方行政機関としての責務を果た
すべく、緊急災害対策派遣隊の活動を強化し、国
民の命と暮らしと国土を守るために、迅速な情報
収集・提供及び地方公共団体の支援に努めます。
なお、平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振
東部地震災害等の災害対応情報はホームページで
公開しています。

 ・国土地理院ＨＰ　災害関連情報
http://www.gsi.go.jp/bousai.html （企画部）

国土地理院の TEC-FORCE活動状況
（自治体への地理空間情報の提供）

石井大臣から祝辞

表彰式記念撮影 

　平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震の災害に際し、国土地理院は緊急災害対策派遣
隊（TEC-FORCE:テックフォース）30名を派遣し、以下の活動を行った功績は顕著であると認めら
れ表彰されました。
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地震予知連絡会では、地震予知研究にとって特
に検討すべき課題を「重点検討課題」として選定
し議論をしています。今回は「南西諸島域の地殻
活動」を課題として、陸・海域の地震観測や地殻
変動観測、構造探査等で明らかになった南西諸島
の地殻活動が紹介され、その現状について議論さ
れました。

①琉球海溝におけるプレート沈み込み構造と地
震活動
琉球海溝での地殻構造探査の結果から、海溝南
部には1771年八重山地震による津波発生域に分岐
断層があることが示されました。 また、海溝北
部には1995年奄美大島近海地震の震源域に奄美海
台の沈み込みやプレートが途中で断裂しているな
ど、琉球海溝の地震発生帯における構造的な特徴
が示されました。
②南西諸島北部～日向灘における地震・超低周
波地震活動の特徴
南西諸島は、西南日本の中でも高い頻度で超低
周波地震（地殻深部等で発生する地震）が発生し
ている領域であること等が示されました。さらに、
既存の広域地震観網に機動観測を加えた解析結果
から、奄美大島の北東沖では超低周波地震の震源
が南西方向に移動していること等が示されました。
③GNSSデータから推定された南西諸島の短期
的スロースリップイベント
南西諸島で発生するスロースリップイベント

（SSE：断層面やプレート境界面で、地震波を放
射しない、ゆっくりとしたすべり）は、深度や継
続期間が様々であり、南海トラフ沿いで発生する
SSEとは異なる特徴を持つことが示されました。
また、SSEの発生領域は、中小の地震や過去の大
地震の発生領域とは重ならないことが多く、低周
波地震は主にSSEの発生領域の周辺で発生する傾
向があること等が指摘されました。
④海域及び島嶼域観測による南西諸島北部域の
地震活動・地殻変動モニタリング
海底地震観測から低周波微動（微小地震よりも
長い時間にわたって低周波の地震波が放出される
現象）が検出され、これらの発生はSSEと同期
している可能性があること等が指摘されました。
また、2015年頃からプレート境界における準静的
すべりの速度が広域でほぼ同時に変化したことが
報告されました。さらに、背弧側にある女島での
GNSS観測から、沖縄トラフの北端部が約5mm/
年の速度で拡大していること等が紹介されました。
⑤南西諸島海溝沿いにおける海底地殻変動観測
に基づくプレート間カップリング
南西諸島中部の沖縄島沖におけるプレート間の
固着域は、1791年の津波地震の震源域と一致して
いる一方、SSEの発生域とは重ならないことが指
摘されました。また、南西諸島南部の波照間島沖
では南方向の動きが観測されているものの、プレー
ト間の固着の有無については現段階では不明であ
ることが報告されました。

○次回重点検討課題
第223回地震予知連絡会の重点検討課題は「西
南日本日本海側の地殻活動」です。

地殻活動モニタリング等、その他の資料は以下
をご覧下さい。
http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity.html

（地理地殻活動研究センター）

第222回地震予知連絡会概要

　2月22日、関東地方測量部（東京都千代田区）において第222回地震予知連絡会が開催され、「南
西諸島域の地殻活動」が重点検討課題として議論されました。

第222回地震予知連絡会の様子
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近代測量150年　全国約150箇所の道の駅でパネル展を開催

本年は、明治政府に近代測量を行う機関として、
国土地理院の前身である「民部官庶務司戸籍地図
掛」が設置された明治2年（1869年）から満150年
に当たります。
測量・地図作製は、国家プロジェクトの一つと
して国土開発の土台となってきました。
明治から平成、そして新しい時代へ。測量や地
図作製は、第二次世界大戦以降の戦後復興、高度
経済成長、防災対策等のインフラ整備を下支えす
るとともに、国土を正確に把握し適切に管理する
ためのツールとして長い間社会に大きく貢献して
きました。

そこで国土地理院では、2月から12月まで全国
約150箇所の道の駅でパネル展を開催し、社会の
発展を支えてきた近代測量の歩みをご紹介します。
併せて、人工衛星を利用した測量、ウェブ地図

「地理院地図」、近年頻発する災害への対応など、
国土地理院のさまざまな取り組みも合わせて展示
しております。
次ページで4月から6月までの実施計画を掲載
しておりますので、この機会にぜひ、パネル展
にお越しください。

　本年（2019年）は、明治政府に近代測量を行う機関が設置された明治2年（1869年）から満150
年に当たることから、国土地理院は「近代測量150年」と位置づけています。
　社会の発展と共に迎えた近代測量150年の節目に、全国の道の駅でパネル展を開催しております。

道の駅で展示中のパネル（一部）

道の駅　レスティ唐古・鍵（奈良県田原本町）

道の駅　たけはら（広島県竹原市）
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「道の駅」パネル展　実施計画（4月・5月・6月）
道の駅名 所在地 ４月 ５月 ６月

山形県村山市大字楯岡7635-1

八王子滝山 東京都八王子市滝山町1-592-1

いたこ 茨城県潮来市前川1326-1

なるさわ 山梨県南都留郡鳴沢村8532-63

しちのへ 青森県上北郡七戸町字荒熊内67-94 

三滝堂 宮城県登米市東和町米谷字福平191-1

むらやま

越後市振の関 新潟県糸魚川市大字一振1035-50

カモンパーク新湊 富山県射水市鏡宮296

万葉の里高岡 富山県高岡市蜂ヶ島131-1

こまつ木場潟 石川県小松市蓮台寺町2-2

メルヘンおやべ 富山県小矢部市桜町1535-1

しらやまさん 石川県能美市和佐谷町200

みさき 大阪府泉南郡岬町淡輪5654-3

美並 岐阜県郡上市美並町上田2605

筆柿の里・幸田 愛知県額田郡幸田町大字須美字東山17-5

いが 三重県伊賀市柘植町6187-1

伊豆ゲートウェイ函南 静岡県田方郡函南町塚本887-1

豊崎 沖縄県豊見城市字豊崎3-39

きらら　あじす 山口県山口市阿知須509-88

香南楽湯 香川県高松市香南町横井997-2

たからだの里さいた 香川県三豊市財田町財田上1110-8

山口県岩国市錦町大字府谷117

香川県綾歌郡綾川町滝宮1578

源平の里むれ 香川県高松市牟礼町原631-5

小豆島オリーブ公園 香川県小豆郡小豆島町西村甲1941-1

瀬戸大橋記念公園 香川県坂出市番の州緑地6-13

滝宮

ポート赤碕 鳥取県東伯郡琴浦町大字別所255

ピュアラインにしき

30

（総務部）
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「三角点」とは
　明治時代に日本全国の正確な地図をつくるためには、地上に基準となる三角点を約4km間

かん

隔
かく

に設置して正確な位置（緯
い ど

度と経
けい

度
ど

）を測量する必要がありました。
　これには、高い山に70kgを超える三角点と測量用の望遠鏡、水、食料などを担

かつ

ぎ上げ、
何日も泊

と

まり込
こ

んで正確な測量を行いました。
　このような大変な苦労の末

すえ

に、大正時代までに日本国内の正確な5万分の１地形図が、ほ
ぼ完成しました。

　三角点の地図記号は、「 ・ 」です。
ハイキングや散歩の時に、三角点を見つけてみてはいかがでしょうか！
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国土地理院 ことばのミニ辞典 ～近代測量150年特別編② 「明治うまれの三角点」～

ケンタ君 マップ博士

それは、三角点というものじゃ。明治時代につくられた
三角点も多くあり、一等三角点から四等三角点まで、日
本全国に約11万点もあるのだ！

きんだい そくりょう めい  じ さんかくてん

さんちょう

山登りした時に、見晴らしの良い山頂で、地面から四角
い石が出ているのを見つけたことがあるよ！

（測地部）
一等三角点 一等三角点構造図

数十 kmも離れた場所から測量するために
三角点の上に設置された目標物（測

そくひょう

標）
精
せいみつ

密な測量機
き

材
ざい

を担ぎ上げる様子
（昭和初期）



平成30年度第2回国土地理院研究評価委員会を開催
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今回の委員会では、平成30年度に終了する特
別研究の２課題「干渉SAR時系列解析による国
土の地盤変動の時間的推移の面的検出に関する研
究」及び「精密重力ジオイドに基づく高さ基準系
構築に関する研究」の終了時評価が行われ、「い
ずれの研究も高いレベルの研究成果が出ており、
十分に目標が達成されている」との評価を受けま
した。
また、平成31年度から５か年を計画期間とする

次期「国土地理院研究開発基本計画」の策定方針
に関する審議が行われ、「地方レベルの取り組み、
人材育成など本計画の地方測量部等への浸透の重
要性及び地図の３次元化への対応など、これらの
コメントを参考に基本計画を実行していただきた
い」との意見をいただきました。
本委員会の詳細は以下のURLをご覧ください。 

http://www.gsi .go. jp/REPORT/HYOKA/hyoka-1.html

● JAXAとのコラボ展示
JAXA（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機
構）と協力し、互いの展示施設において宇宙測地
技術を用いた取り組みの紹介を平成31年2月から
開始しました。
「H-ⅡA型ロケット」、陸域観測技術衛星「だ
いち２号」、「電子基準点」の精密な模型を展示し、
「だいち２号」の観測データを活用して捉えた火
山や地震による地殻変動、電子基準点が捉えた大
地の動きをパネルで分かりやすく解説しています。

　平成30年度第2回国土地理院研究評価委員会（委員長：鹿田正昭金沢工業大学副学長）を、3月5
日に関東地方測量部（東京都千代田区）において開催しました。

　国土地理院「地図と測量の科学館」（茨城県つくば市）では、展示物のリニューアルやイベント開
催など、さまざまな催しを用意しております。
　地図と測量の科学館へぜひ遊びにお越しください。

委員会風景

コラボ展示コーナー

そうだ、「地図と測量の科学館」に行ってみよう！！

（企画部）



 4 月の主な行事予定
3/12～6/30 企画展「高さってなんだろう？」

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
（http://www.gsi.go.jp/WNEW/koohou/）に掲載しています。

http://www.gsi.go.jp/

　2月の報道発表

リニューアルしたパネル

7 日 社会の発展と共に満 150 年を迎えました！
～近代測量 150 年　全国約 150 箇所の道の駅でパネル展～ 総務部

8日 平成 31 年 1 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

20 日 被災地の震災復旧・復興を支援
～北海道胆振東部地震により変動した水準点の新しい標高成果を公表～ 測地部

27 日 平成 30 年 7 月豪雨等災害対策関係功労者に感謝状を贈呈
～全国の 9社 3団体に贈呈～ 企画部

28 日 より正確な高さを求めて
～近代測量 150 年　企画展「高さってなんだろう？」開催～ 総務部

28 日 測量・地図の魅力を伝える写真展作品募集
～近代測量 150 年記念事業として写真コンテスト・写真展を実施～ 総務部

報道の内容は、国土地理院ホームページ>2019年 報道発表資料
（http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2019）をご覧ください。
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●「最新測量技術」コーナー
地球上における日本列島の位置を決定し、プ
レート運動を捉え続けているしくみや、普段、何
気なく使っている「標高」の仕組みが大転換され
る紹介など測量に関するさまざまな最新技術のパ
ネルを展示しております。

●企画展「高さってなんだろう？　～より正確な
高さを求めて～」の開催
本年（2019年）は明治2年（1869年）に近代測
量が開始されてから、満150年に当たります。
そこで、国土地理院の役割「国土を測る・国土
を描く・国土を守る」について、150年の歩みを
企画展で伝えて参ります。
今回は、第１弾として「高さってなんだろう？」

と題して3月12日から6月30日まで、「高さ」や「測
量」の歴史や役割を分かりやすくご紹介しています。
上記以外にも、常設展示や体験コーナーをご用
意しております。是非「地図と測量の科学館」へ
お越しください。

（総務部）

企画展「高さってなんだろう？」ポスター


