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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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くにかぜ（初号機）と撮影した空中写真（東京駅周辺）
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撮影場所：東京湾
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　国土地理院が開発し令和元年6月より運用を開始した「地震時地盤災害推計システム」（通
称：スグダス（SGDAS））が、（一財）国土技術研究センターと（一財）沿岸技術研究センター
が主催する「第22回国土技術開発賞」において「入賞」を受賞しました。

「地震時地盤災害推計システム（スグダス）」が第22回 国土技術開発賞を受賞

　国土技術開発賞は、建設産業におけるソフト・
ハード技術について、優れた新技術を対象に表
彰されるもので、今回で第22回目の開催となり
ます。
　国土技術開発賞は、最優秀賞、優秀賞、入賞
と、中小建設業者、専門工事業者等を対象とし
た創意開発技術賞があります。国土地理院のス
グダスは「入賞」を受賞しました。
　表彰式は、9月16日に海運クラブ（東京都千
代田区）で行われました。野

の だ

田 勝
まさる

国土地理院
長と、開発チームを代表し中

な か の

埜貴
たかゆき

元主任研究官
が出席し、選考委員長の池

いけぶち

淵周
しゅういち

一京都大学名
誉教授から表彰状と副賞の楯が授与されました。
　※国土技術開発賞
　http://www.jice.or.jp/review/awards

■地震時地盤災害推計システム(スグダス)とは
　スグダス（SGDAS：Seismic Ground Disaster 
Assessment System）は、強い地震に伴って
発生する土砂崩れや地盤の液状化の発生規模
と地域を、地震発生から15分以内に、地震の
揺れの大きさと地形や地質などのデータから
推計し、行政機関の災害対応関係者に自動配
信するシステムです（右図）。
　スグダスは、災害対応のごく初期段階で役
立つ情報を関係機関に提供することを目的と
して2013年に開発されたもので、その後の試
験運用中に発生した地震における推計結果の
妥当性の検証を経て、2019年6月から正式運
用を開始しました。現在、スグダスの推計結
果は国土交通省や防衛省、都道府県などに配
信され、地震発生直後の具体的な被害情報が
得られる前の段階での初動対応に活用されて
います。

　国土地理院は、来年度からスグダスの推計精
度を高める研究を開始し、引き続き各関係機関
の初動対応により貢献できる情報を発信してい
きます。

（企画部、地理地殻活動研究センター）

（左から）中埜主任研究官、池淵選考委員長、野田院長
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（参照：国土地理院広報第625号）
■10月7日　九州地方測量部
◆学校法人　九州測量専門学校　
　（理事長　林

はやしだ

田 彪
たけし

）

■10月9日　中国地方測量部
◆国立大学法人　広島大学
　教育学部社会系コース地理学研究室
　（代表者　熊

くまはら

原 康
やす

博
ひろ

）

■10月13日　北陸地方測量部
◆鹿

し か だ
田 正

まさあき
昭（金沢工業大学教授）

林田彪氏と野田院長
（前列左から）森田徳男氏、赤星博光氏、林田彪氏、野
田院長、（後列左から）村上九州地方測量部次長、福島
九州地方測量部長、田山広報広聴室長

熊原康博氏と野田院長

（前列左から）弘胤佑氏、熊原康博氏、野田院長、岩佐
佳哉氏、（後列左から）小野里地理空間情報管理官、甲
斐中国地方測量部長、上村中国地方測量部次長

鹿田正昭氏と白石総務部長

（前列左から）白石総務部長、鹿田正昭氏、南雲北陸地
方測量部長、（後列左から）堤測量課長、横川防災情報
管理官、根本地理空間情報管理官、野口管理課長、田
山広報広聴室長

令和2年度「測量の日」における功労者感謝状贈呈式開催（10月）

　国土地理院は、測量や地図に対する国民の一層の理解と関心を高めることを目的に、平成元年度
から、測量や地図等の地理空間情報に関する普及・啓発に顕著な功績のあった個人又は団体に対し、
国土地理院長から感謝状を贈呈しています。
　令和2年度の感謝状贈呈式については新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期していましたが、
このたび受賞者のうち2団体1名の方へ地方測量部において感謝状を贈呈しました。

（総務部）

国土地理院広報　2020年10月 3

https://www.gsi.go.jp/common/000226105.pdf


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6回　～過去の災害を学ぼう②～

そくりょう

へん か　こ さいがい

「自然災害伝承碑」以外にも、
地理院地図で災害を学べるものはないの？

もちろんあるぞ！地理院地図では、災害時の被災地の写真や
被災状況を示した地図を見ることができるんじゃ。

鋭いのう！
第 2回 昔の写真を見てみよう

確かに、空中写真なら被災の様子が確認
しやすそうだね。

ケンタ君 マップ博士

それでは、実際に使っていこう。
例として、「平成 26年広島豪雨の土砂災害」の様子を見てみよう。

山から住宅地に土砂が流れ込んで、

茶色くなっているのがわかるね。

①[広島市安佐南区]と検索
②画面左上のアイコン
[地図]をクリック

③[近年の災害]
④[台風・豪雨等]
⑤[平成 26年 8月豪雨]
⑥[広島市内]
⑦[正射画像]
-[正射画像(8/28)]
をクリックすると、災害時の
空中写真が表示

ひょうじ

されるぞ！

①

③～⑦

②

平成23年東北地方太平洋沖地震に
おける災害前と災害後の比較写真

浸水推定図
水系球磨川（人吉市周辺）

じっさい

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

写真って、もしかして空中写真のこと？

でも紹介した空中写真のほか、
浸水推定図といった被災状況を
示した地図などじゃな。
災害対応や復旧・復興対策などに
使われているんじゃ。

• 広報誌＞第 2 回 昔の写真を見てみよう
• 国土地理院の防災業務＞ 5. 災害復旧・復興を支援する
　＞空中写真などの被災状況をあらわす情報について

そうじゃろう。次に、
⑧[写真判読図 8/28・30・31垂直写真]
をクリックすると……

土砂が流れ込んだ範囲が赤く色付け
されるんだ！見分けやすいね！

地理院地図では、地震・洪水・噴火など
その他の災害の情報も公開しているんじゃ。
使い方動画もで公開しているから、見てみて
ほしいのう。

さらに、
⑨[ツール]-[並べて比較]
右側の画面で、
⑩[年代別の写真]
-[1945～1950年]

を選べば……

比較することで、土砂くずれのあった場所が
昔は山だったところだとわかるね！

⑧

⑨

⑩

昔の写真以外にも地形図などを組み合わせることで、
災害と地形の関係を改めて確認できるはずじゃ。

今回の内容はこのページだね！
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そうじゃろう。次に、
⑧[写真判読図 8/28・30・31垂直写真]
をクリックすると……

土砂が流れ込んだ範囲が赤く色付け
されるんだ！見分けやすいね！

さらに、
⑨[ツール]-[並べて比較]
右側の画面で、
⑩[年代別の写真]
-[1945～1950年]
を選べば……

比較することで、土砂くずれのあった場所が
昔は山だったところだとわかるね！

⑧

⑨

⑩

昔の写真以外にも地形図などを組み合わせることで、
災害と地形の関係を改めて確認できるはずじゃ。

今回の内容はこのページだね！

• 地理院地図ヘルプ＞使い方動画一覧＞
　土砂災害（平成 26 年広島豪雨）
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地理院地図では、地震・洪水・噴火など
その他の災害の情報も公開しているんじゃ。
使い方動画も公開しているから、見てみて
ほしいのう。

https://maps.gsi.go.jp/help/index.html
https://maps.gsi.go.jp/help/movie.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ux78sQs36Ec


  11 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/

　9 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─」
11/22 令和 2 年測量士・測量士補試験

11/24～12/27 Ｇ空間 EXPO2020（オンライン開催）

8 日 令和 2 年 8 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

25 日
令和 3 年度　国土地理院関係予算概算要求・要望について
～ウィズコロナにおける経済成長の実現に向けた生産性向上、感染症や災害等に
おける国民の安全・安心の確保に貢献します～

企画部

29 日 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 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10月16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。

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。
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　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 195　　市区町村 622　　基

企画展「空からの測量60年の歴史 ─くにかぜが見た日本─」から
　～アナログ航空カメラを見てみよう～　第1回

　地図と測量の科学館では、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－」を開催しています。この機会に、「くにかぜ」「くにかぜⅡ」に搭載していたアナログ航空カメラを
ご紹介します。なお、現在運航中の「くにかぜⅢ」にはデジタル航空カメラ装置を搭載しています。
RMK 15/23　（ドイツZEISS 社製）

　くにかぜの就航（1960年）時に搭載されたカメ
ラです。
　1960年6月 に 帯 広 市 南 部 の 新 得 地 方 を 高 度
5000mで撮影したのを皮切りに、くにかぜによる
本格的な撮影が始まりました。
　この航空カメラは画面サイズが23㎝×23㎝と
なっており、フィルムの幅は約24㎝を使用します。
　レンズ（Pleogon）は写真の平坦化、周辺光量
や色収差の補正が改善された設計となっています。
　画面サイズや画角（広角レンズ）は、地形図作
成用の航空写真（フィルム）として、以後標準サ
イズになりました。
　次回は、この他の航空カメラ等についてご紹
介します。
　歴史を感じる展示を見に、ぜひご来館ください。

RC10　（スイスWILD 社製）

　くにかぜⅡの就航（1983年）時に搭載されたカ
メラです。
　市販の一眼レフカメラと同様に多種の焦点距離
のレンズコーンを搭載できます。眼下を覗くため
のファインダーは、広い範囲を確認することがで
き、航空機の撮影コースへの誘導も容易になりま
した。取り外しが可能なフィルムカセットがフィ
ルム装填側と巻取り側に分かれているため、装填
側のフィルムがなくなった際、巻取り側に移すこ
とができ、多くの航空用フィルムを搭載すること
ができました。

地図と測量の科学館
https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/

 （総務部）

焦点距離 152.85㎜
画面サイズ 23×23㎝
画角（水平） 約 74°
口径比（F値） 5.6～8
シャッター速度 1/100～1/1000
レンズ名 Pleogon
カメラ重量 93kg
使用年
(準備期間含む)

1958（S33）年9月～
1984（S59）年3月

カ　メ　ラ　諸　元
焦点距離 152.66㎜
画面サイズ 23×23㎝
画角（水平） 約 74°
口径比（F値） 4～22
シャッター速度 1/100～1/1000
レンズ名 ＵＡＧ
カメラ重量 142kg
使用年
(準備期間含む)

1981（S56）年8月～
1996（H8）年5月

カ　メ　ラ　諸　元

※企画展で展示中 ※常設展示中 

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

