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　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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     関東・東北豪雨から5年
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　令和2年7月豪雨によって甚大な被害が発生した地域の被害規模の把握と円滑な復旧・復
興等への活用を目的として、測量用航空機による空中写真の緊急撮影、浸水推定図の作成を
行い、被害規模の把握等に役立つ地理空間情報として関係機関に提供し、また一般に公開し
ました。

令和2年7月豪雨に関する国土地理院の対応

■令和2年7月豪雨の概要
　7月3日から9日にかけて、梅雨前線が日本
付近に停滞し、暖かく湿った空気が流れ込み
続けたため、西日本から東日本にかけての広
い範囲で大雨となりました。特に、7月4日に
は大雨特別警報が熊本県、鹿児島県に、6日
には福岡県、佐賀県、長崎県に、8日には岐
阜県、長野県に発表されるなど、これらの県
では記録的な大雨となりました。
　その後も13日から14日にかけて中国地方を
中心に、26日から29日にかけて東北地方を中
心に大雨となりました。

■国土地理院の主な対応
• 空中写真撮影
　被害状況を把握するため、7月4日に球磨川
地区、7月8日に久留米地区の緊急撮影を実施
しました。
　被災地上空に雲が発生しており垂直写真の
撮影が困難であったため、手持ち一眼レフカ
メラによる斜め写真撮影のみ実施しました。

 

　
　なお、撮影した空中写真は被災地の地方公
共団体等の関係機関へ速やかに提供するとと
もに、国土地理院ホームページで公開しました。

• 浸水推定図の作成
　浸水推定図は、水際の標高と標高データを
用いて浸水範囲と水深を推定し、深さを濃淡
で表現した地図です。7月4日に浸水推定図

「人吉市周辺」「球磨川水系球磨川」を、7月7
日から9日には大牟田市周辺、筑後川水系筑
後川等の浸水推定図を作成し、関係機関に提
供するとともに、国土地理院ホームページで
公開しました。7月29日には最上川水系最上
川について作成、提供、公開しました。

■まとめ
　国土地理院は、今後も災害発生時における
空中写真撮影や被災状況の情報収集及び関係
機関への地理空間情報の提供に全力で取り組
んでいきます。
　最後になりましたが、令和2年7月豪雨によ
る災害によって犠牲になられた方々に謹んで
ご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われ
た皆様方に心よりお見舞い申し上げます。

令和2年7月豪雨に関する情報
https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/R2_kyusyu_
heavyrain_jul.html

　（企画部）

熊本県人吉市周辺の浸水推定図

JR 九州肥薩線 坂本駅付近の斜め写真
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1.安否確認訓練
本院及び各地方測量部等の所在地におい

て大規模地震が発生したと想定し、安否確
認システムにより全職員に安否確認のメー
ルを発信し、本人及び家族の安否や家屋の
被害状況等について情報収集を行いました。
　職員からの安否確認結果は、災害対策本
部会議運営訓練（後述）で報告されました。

2.非常時優先業務要員参集訓練
茨城県南部地震が発生したと想定し、継

続すべき優先業務（応急対策業務、一般継
続重要業務）を担う職員のうち、主に国土
地理院本院に勤務する職員を対象に、徒歩
や自転車による参集訓練を実施しました。

3.国土地理院災害対策本部会議運営訓練
当日7時頃に首都直下地震が発生したと

想定し、総力を上げて災害対応にあたるレベ
ルである非常体制を発令するとともに、国土
地理院災害対策本部を設置しました。また、
関東地方測量部は非常体制と特定し、国土
地理院地方災害対策本部を設置しました。
訓練では、国土交通本省で開催された緊

急災害対策本部会議訓練を傍聴し、その情
報に基づき、被害の状況を把握するととも
に、今後の活動方針を決定しました。

　なお、国土交通省の緊急災害対策本部運
営訓練において、国土地理院の災害対応状
況（測量用航空機「くにかぜⅢ」による緊
急撮影）について報告しました。

4.緊急測量調査訓練
測地部及び測地観測センターは、防災訓

練の一環として、国土地理院構内で緊急測
量調査訓練を実施しました。
訓練参加職員は、大規模地震の発生時な

ど緊急時に速やかに対応できるよう、作業
の流れを確認しながら水準測量作業、電子
基準点現地調査作業などを行いました。

（総務部・企画部・測地部・測地観測センター）

緊急測量調査訓練（電子基準点現地調査作業）の様子国土地理院災害対策本部会議運営訓練の様子

令和2年度「防災の日」国土地理院防災訓練を実施

　令和2年度総合防災訓練大綱（令和2年5月29日中央防災会議決定）に基づき、政府主催による「防
災の日」総合防災訓練に連動する形で、首都直下地震等が発生したと想定し、9月１日に安否確認
訓練、非常参集訓練及び災害対策本部運営訓練を実施しました。また、2日には緊急測量調査訓練
を実施しました。

緊急測量調査訓練（水準測量作業）の様子
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　国土地理院時報、欧文で書かれた国土地理院報告（Bulletin of the GSI）は、測量技術に
関する評論、調査報告、研究論文及び行政的・学術的に価値のある業務紹介についてまとめ
たものです。本年刊行する“最新”の時報133集・報告67巻に収録する6課題の要旨及び本文
を国土地理院ホームページに掲載しました。各課題のタイトル及び著者は次のとおりです。

　令和2年度第1回国土地理院研究評価委員会（委員長：鹿
しかだまさあき

田正昭 金沢工業大学副学長）を
8月6日に開催しました。今回は新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、WEB会
議システムを活用しました。

国土地理院時報・報告（Bulletin of the GSI）の新着情報

令和2年度第1回 国土地理院研究評価委員会を開催

		時報133集
https://www.gsi.go.jp/REPORT/JIHO/
vol133-main.html

有限要素法を用いた地殻変動解析プロトタイプ
システムの開発
　小

こばやしともかづ

林知勝、山
や ま だ し ん や

田晋也、佐
さとうゆうだい

藤雄大

洪水氾濫時の湛水量をどう計算するか？ ─浸
水シミュレーションデータを用いた検証例─
　岩

いわはしじゅんこ

橋純子、中
なかのたかゆき

埜貴元、大
おおのひろゆき

野裕幸

地図の利用手続の改正
　福

ふくしましのぶ

島忍、島
しまだひさつぐ

田久嗣、村
むらかみなおただ

上尚正、東
ひがしうらまさのり

浦方紀

1万分1地形図「東京中心部」（御即位記念地図）
の作成
　小

こにしだいすけ

西大介、藤
ふじもとかずひこ

本和彦、佐
さとうまさる

藤勝、吉
よしなりひでかつ

成秀勝

		報告（Bulletin	of	the	GSI）67巻
https://www.gsi.go.jp/ENGLISH/Bulletin67.
html

Development of Multipath Mitigation Methods 
to Improve GNSS Positioning Accuracy Under 
Urban Environments
　 F U K U Z A K I  Y o s h i h i r o ,  O N A K A 
Yasuhiko, TADA Naohiro, MIYAGAWA 
Kohei, SAKAI Kazuki, FURUYA Tomoaki, 
KAMAKARI Yuki, YAMAO Hiromi

Incubation for the United Nations Vector 
Tile Toolkit
　FUJIMURA Hidenori

（企画部） 

　今回の委員会では、令和3年度から5カ年
の計画で実施する特別研究「SGDAS（スグ
ダス）*の推計精度向上に関する研究」の事前
評価が行われました。
　委員からは「SGDASは平成22年から3年間
をかけて開発され、令和元年から社会実装さ
れているシステムである。本研究によって、
その精度を向上させ実現化していく、という
プロセスになっていることから、ぜひ研究を

進めていただきたい。」との評価を受けました。
　詳細については、以下のホームページに掲
載しています。
https://www.gsi.go.jp/REPORT/HYOKA/
R2_1_kenkyuhyouka.html
* SGDAS：地震時地盤災害推計システム

（企画部） 
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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、報告
とそれを基にした議論を行っています。今回は「日本
列島モニタリングの将来像」を課題とし、日本列島周
辺における地殻活動モニタリングに関する現状の課題
とその解決方法、今後必要とされるモニタリングと実
現するために必要となる技術について、報告及び議論
が行われました。
①陸域地殻変動モニタリング展望
　陸域地殻変動モニタリングとして、干渉 SAR、
GEONETによる地殻変動モニタリングの現状と展望が
示されました。特に、GEONETについては、現行の
F3解に代わる新たな解析戦略であるF5解について、従
来からの変更点や、精度評価の実例などが紹介されま
した。また、GEONETの今後の課題として、安定運用
の継続と座標解の長期安定性の確保、GNSSの近代化
及びマルチGNSS対応の更なる推進、衛星軌道・時計
推定＋精密単独測位法(PPP-AR)の導入などが挙げられ
ました。
②MOWLASをはじめとする地震観測の現状と展望
　防災科研が構築・運用する陸海統合地震津波火
山観測網MOWLASの現状について紹介がありまし
た。また、新しい取組として、防災科研が運用する
MOWLAS、MeSO-netによる汎用性が高い揺れデータ
と民間企業などが保有する大量の揺れデータ、スマホ
地震計のデータを統合して首都圏の揺れを把握可能に
するマルチデータインテグレーションシステムの取組
などについても紹介がありました。今後の展望として、
安定した観測の継続、新たな観測網の構築、新たな観
測技術・システムの開発及び技術の継承、ユーザーニー
ズの観点から課題が挙げられました。
③海域地震・地殻変動観測の将来像
　現在の海域における観測システムとして、リアルタ
イムでのモニタリングを実現しているケーブル式観測

システムとともに、準リアルタイム・オフラインの
GNSS音響結合方式地殻変動観測システム、自己浮上
式海底地震・水圧計について説明がありました。また、
新しい観測技術として光ファイバーを用いるDAS(分
散型音響計測)の現状について紹介がありました。また、
次期海底観測網のコンセプトとして、測地帯域から地
震帯域までの広帯域観測の実施、空間密度の確保、リ
アルタイム観測を基本とする、ケーブルシステムを基
幹とした観測網が提示されました。
④�内陸地震発生場解明のための稠密地震観測（0.1満
点地震観測からわかったこと）

　2000年鳥取県西部地震余震域で1000か所の地震観測
を行い、マグニチュード０未満の地震を多数検出し、
発震機構解を高精度・高分解能に推定した結果、通常
のダブルカップル成分以外に開口成分を含む小地震を
発見し、地震活動と流体の関係を示唆する情報を得た
ことが報告されました。今後、大地震の断層周りに稠
密に地震観測を行うことにより、М７クラスの地震に
おいても断層帯応答の解明が進む可能性があることが
指摘されました。
⑤�光ファイバーケーブルを用いたDAS観測�─地震学
での利用─

　新しい地震観測技術として、光ファイバーケーブル
全体をセンサーとしたDAS（分散型音響計測）が紹介
されました。DASにより、光ファイバーケーブルに沿っ
たひずみ速度を高密度に計測することが可能となり、
浅部構造推定や地震活動モニタリングでの利用が期待
されているとの報告がありました。課題として、光ケー
ブルと地面とのカップリングの確保、大量のデータの
取扱い、交通ノイズへの対応などが挙げられました。
○次回の会議開催予定
　第229回地震予知連絡会は、11月26日（木）に開催
予定です。その際の重点検討課題は「予測実験の試行
（07）─地震活動予測の検証─」です。その後に予定
されている課題は、以下のとおりです（いずれも仮題
です）。
• 東北地方太平洋沖地震から10年
　　─この10年で何が起きたか､ 何がわかったか─
• 沈み込み帯の地震発生物理モデル構築
○会議資料の公開
　本会議の資料は、地震予知連絡会ホームページから
公開しています。
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity.html

（地理地殻活動研究センター）

国土地理院サテライト会場(本院)でのWEB会議の様子

第228回地震予知連絡会の開催概要

　第228回地震予知連絡会が8月28日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、WEB会議形式で
開催され、最近の地殻変動モニタリングに関する報告の他、「日本列島モニタリングの将来像」が
重点検討課題として議論されました。
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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5回　～過去の災害を学ぼう～

そくりょう

へん か　こ さいがい

地図記号「自然災害伝承碑」

ケンタ君 マップ博士

博士
は か せ

、過去に起こった自然
し ぜ ん

災害
さいがい

について調べたいんだけど、
なにかいい方法

ほうほう

はないかな？

そんなときは「自然
し ぜ ん

災害
さいがい

伝承
でんしょう

碑
ひ

」を見てみたらどうかな。
地理院地図から見ることができるんじゃよ。

自然災害伝承碑って、どんなものなの？

災害から学んだ教訓
きょうくん

を、未来
み ら い

に
伝
つた

えてくれるんだね。

そうしたら、実際
じっさい

に地理院
地図で見てみようよ。
まずは、全国にどれくらい
あるのか見てみたいな。

こちらのページでも紹介
しょうかい

しているぞ。

そうじゃな。
地理院地図を開いたら
①画面左上のアイコン[地図]
②[災害伝承・避難

ひ な ん

場所]
③[自然災害伝承碑]
④調べたい分類

ぶんるい

を選択
せんたく

そして少しズームすると…

①

②

③

④

過去に起きた津波
つ な み

、洪水
こうずい

、火山災害、土砂
ど し ゃ

災害等の自然災害の
情報
じょうほう

を伝える石碑
せ き ひ

・モニュメントのことじゃな。
2019年に地図記号が誕生

たんじょう

したんじゃ。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 広報誌＞ことばのミニ辞典～近代測量 150 年特別編④「自然災害伝承碑」～
• 地図・空中写真・地理調査＞主題図（地理調査）＞自然災害伝承碑

組み合わせイメージ

クリック

右図のイメージのように、
前回の「地形

ち け い

分類
ぶんるい

」と
組み合わせれば、さらに
理解
り か い

が深まるはずじゃ！

今回の内容
ないよう

は、動画でも
紹介しているぞ。

伝承されている災害の詳細
しょうさい

が
表示されるんだね。
これを使えば過去に起きた
災害をいろいろ調べられそう。

地理院地図上に のアイコンが
たくさん表示

ひょうじ

されたよ！

これら一つ一つが自然災害伝承碑を
示しているんじゃ。
試
ため

しに、宮城県
みやぎけん

女川町
おながわちょう

の
アイコンの一つをクリックすると…
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https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi.html


組み合わせイメージ
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右図のイメージのように、
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組み合わせれば、さらに
理解
り か い

が深まるはずじゃ！

今回の内容
ないよう

は、動画でも
紹介しているぞ。

伝承されている災害の詳細
しょうさい

が
表示されるんだね。
これを使えば過去に起きた
災害をいろいろ調べられそう。

地理院地図上に のアイコンが
たくさん表示

ひょうじ

されたよ！

これら一つ一つが自然災害伝承碑を
示しているんじゃ。
試
ため

しに、宮城県
みやぎけん

女川町
おながわちょう

の
アイコンの一つをクリックすると…

• 地理院地図ヘルプ＞使い方動画一覧
＞過去の災害から学ぶ

国土地理院広報　2020年 9月 7

https://maps.gsi.go.jp/help/index.html
https://maps.gsi.go.jp/help/movie.html
https://www.youtube.com/watch?v=frZ0NIS1Ogo&feature=emb_logo


	 	10 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/

　8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。

10/6～12/20 企画展「空からの測量60年の歴史 ─くにかぜが見た日本─」

10/30 第 25 回測量行政懇談会

11 日 令和 2 年 7 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

　「自然災害伝承碑 				」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和2年9月1日現在

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

Geospatial Information Authority of Japan8

　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。

47　　都道府県 179　　市区町村 593　　基

企画展「空からの測量60年の歴史 ─くにかぜが見た日本─ 」を開催

　「地図と測量の科学館」では、令和2年10月6日（火）から12月20日（日）まで、企画展「空からの測
量60年の歴史－くにかぜが見た日本－」を開催します。
　国土地理院は、昭和35年に測量用航空機「くにか
ぜ」を導入し、昭和36年から国土基本図整備事業の
ための空中写真撮影、翌37年からは航空磁気測量を
開始しました。この「くにかぜ」は、日本の国土上空
を昭和58年までの24年間で地球5周半に相当する距離

（23万㎞）を飛び、経済成長する国土の姿を記録し
てきました。
　昭和58年からは2号機「くにかぜⅡ」にその業務は
引き継がれ、平成21年まで継続して実施（航空磁気
測量は平成14年に終了）され、27年間で地球約8周
半に相当する距離（34万㎞）を飛行しました。
　現在は、平成22年から3号機「くにかぜⅢ」がその
役割を担い、災害時における緊急撮影、災害現況調
査（情報収集）も行っています。
　本企画展では、3代に渡る測量用航空機「くにかぜ」
が果たしてきた空中写真撮影、航空磁気測量などの
航空測量や、空中写真で見る地形の移り変わりの紹
介をします。また、歴代の航空カメラや航空磁気測量
用計測機器を展示します。
＜展示品＞
• アナログ航空カメラ　ZEISS 社製（RMK P10、
RMK AR）、Wild社製（RC9、RC10、RC30）
• 航空磁気測量用計測機器（プロトン磁力計）　など

　詳細については、以下のページをご覧ください。皆
様のご来館をお待ちしております。
　https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入館に際
してご不便をおかけする場合もございますが、ご理解
とご協力をお願いいたします。

（総務部）

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



