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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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地理院地図の「陰影起伏図」を更新しました！
～群馬県草津白根山などで、より詳細な起伏がご覧いただけます～

国土地理院
国土交通省

群馬県 草津白根山周辺



令和3年度 国土地理院業務概要

1．VLBI ※1 測量
(1) 国際的に整合のとれた我が国の位置の基準と

なる座標系を維持するため、VLBI 観測・解析
業務を実施します。

(2) 国際 VLBI 事業（IVS）を通して世界各国と連
携し、GNSS ※2 衛星の軌道決定に必要な地球の
自転速度変動の観測等を実施します。

2．電子基準点測量
(1) GNSS 連続観測システム（GEONET）の安定

的な運用と計画的な機器更新を実施します。
(2) 最新の ITRF（国際地球基準座標系）に整合し

た GEONET の第5世代解析による運用を実施
します。

(3) 衛星測位の高度化及び既存の地理空間情報と
の整合性確保に向けた民間等電子基準点の登録
と利活用に向けた検討を行います。

(4) 関連団体と連携し、i-Construction 等における
電子基準点データの利活用を推進します。

(5) 国際 GNSS 事業（IGS）に登録した観測局の取

得データの提供等を行い、ITRF の構築及び維
持等に貢献します。

3．三角点・水準点等の測量
(1) 利用者ニーズや地殻変動の状況を踏まえつつ、

三角点の測量を実施します。
(2) 精密な標高体系を維持するため、必要となる

水準点の測量を実施します。
(3) 我が国の領土・領海及び排他的経済水域（EEZ）

の範囲を定める離島において、三角点を設置し
位置情報基盤を整備します。

(4) 均質な全国の重力データを整備するため、航
空重力測量を実施します。また、全国どこでも
衛星測位で高精度な標高決定を可能とする仕組
みへの移行に向けて、航空重力測量に基づく精
密重力ジオイド・モデル（標高の基準面）の構
築を進めます。

(5) 地殻変動によるズレを意識することなく高精
度測位を活用できる環境を整備するため、測位
結果を補正する定常時地殻変動補正システムを

　国土地理院では、国土を「測る」、「描く」、「守る」、「伝える」という国家・国民生活にとって欠
くことのできない重要な役割を果たしていくため、以下の業務に取り組みます。

　地球の形や位置の決定に必要な地球規模の測地観測へ参画するとともに、VLBI測量、電子基準点
測量、三角点・水準点等の測量により、国で統一した位置の基準である国家座標を維持・管理します。

※1 VLBI（Very Long Baseline Interferometry：超長基線電波干渉法）宇宙のかなたにある天体から届く電波を地球上の２つ以上のパラ
ボラアンテナで受信し、受信時刻の差から数千kmもの距離を数mmの精度で測る技術。

※2 GNSS（Global Navigation Satellite System）：人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称。

測る ─位置の基準を定める─

石岡VLBI 観測施設

電子基準点
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運用します。
(6) 全国の地磁気の空間分布を情報提供するため、

地磁気測量を実施し、磁気図を公表します。

4．験潮
　全国の験潮場において安定的に潮位観測を行う
ため保守管理と機器更新を実施します。

5．研究開発
　災害に強い位置情報の基盤（国家座標）構築の
ための宇宙測地技術の高度化に関する研究開発を
実施します。

描く ─国土の地図を作る─
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離島での基準点整備

航空重力測量

験潮場

　領土の明示、国土の管理、防災に資するため、国家の基本図である「電子国土基本図」及び電子
地図上の位置の基準となる「基盤地図情報」を一体的に整備・更新します。

1．電子国土基本図・基盤地図情報の整備・更新
(1) 国土の基本的な地理空間情報を表記した電子

国土基本図（地図情報）及び国土広域情報を着
実に更新し、基盤地図情報、電子地形図25000、
電子地形図20万、数値地図（国土基本情報）、
数値地図（国土基本情報20万）、2万5千分1地形
図（印刷図）等を提供します。

(2) 地図更新に必要な空中写真撮影及びオルソ画
像作成を実施するとともに、都市計画基図、オ

ルソ画像等を用いて、地図情報の面的な更新を
行います。また、地方整備局、都道府県等の公
共施設管理者と連携し、新規開通する道路等の
公共施設の迅速な更新を行います。

(3) 全国の主要な登山道について、登山者の登山
経路情報（ビッグデータ）等を活用した更新を
行います。

(4) 測量用航空機「くにかぜⅢ」の機動性のある
運用により、国土の保全・管理等に重要な離島
等の空中写真撮影を行います。

(5) 公共測量等で実施された航空レーザ測量成果
を活用し、基盤地図情報（数値標高モデル）
5m メッシュの整備・更新を行うとともに、3
次元点群データの試行整備を実施します。

(6) 令和2年度に東北地方太平洋沿岸部で実施した
航空レーザ測量データを活用した電子国土基本
図の3次元化の検討を行います。

電子国土基本図（地図情報）



1．防災対策の推進
　防災関係機関と密接な連携を図るとともに、統
合災害情報システム（DiMAPS）による情報集約
を支援します。

2．地殻変動等調査
(1)  「だいち2号」（ALOS-2）の観測データを用い

た SAR 干渉解析により、全国の地殻・地盤変
動を面的に監視します。また、地震・火山活動
等の発生時には、地殻変動を把握するための緊
急解析を実施します。

(2) 南海トラフ周辺地域等を中心に、地殻の上下
変動を監視するため、水準測量を実施します。

(3) 電子基準点、GNSS 火山変動リモート観測装置
（REGMOS）及び験潮場により継続的に地殻変
動等を監視します。

(4) 電 子 基 準 点 リ ア ル タ イ ム 解 析 シ ス テ ム
（REGARD）を運用し、巨大地震発生時には津
波予測支援に向けた情報提供及び即時の地殻変
動把握を実施します。

(5) REGARD の安定化に向けて GNSS 衛星のリア
ルタイム軌道推定を実施します。

3．防災地理情報の整備・収集・提供
(1) 土砂災害や液状化の起こりやすさなどの自然

災害リスク情報の把握に役立つ、土地条件図（地
形分類データ）を整備します。

(2) 治水対策の基礎資料として、治水地形分類図
を整備・更新します。

(3) 火山活動により形成された地形などを表示し
た火山土地条件図（火山地形分類データ）を整
備・更新します。

(4) 活断層の詳細な位置と関連する地形の分布等
を調査し、活断層図（全国活断層帯情報）を整
備・更新します。

2．地名情報の整備・更新
(1) 位置の検索キーとなる基本的な情報として、

居住地名、自然地名、住居表示住所、公共施設
の各種地名情報を整備・更新し、提供します。

(2) 英語版地図をはじめとした多言語表記の地図
サイトの維持管理を実施します。

3．全国都道府県市区町村別面積調の公表
　電子国土基本図（地図情報）を基に面積計測を
実施し、「全国都道府県市区町村別面積調」を更
新し、公表します。

4．火山基本図・湖沼図の整備・更新
(1) 火山の地形を精密に表した火山基本図（火山

基本図データ）を整備・更新します。
(2) 湖底地形を精密に表した湖沼図（湖沼データ）

を更新します。

5．研究開発
　AI を活用した地物自動抽出に関する研究を実
施します。

　大規模自然災害が頻発・激甚化し、災害対策の重要性が高まっていることを踏まえ、地殻変動を
監視するための観測・解析や自然災害基礎情報等の整備、測量用航空機による機動的な被災状況の
把握を行い、防災・減災や災害対応に資する地理空間情報の整備・提供を実施します。

守る ─日本の国土を守る─

水準測量

Geospatial Information Authority of Japan4



1．地理空間情報ライブラリーの推進
(1) 地理院タイルの提供、地理院地図の普及・啓発、

地理院地図パートナーネットワークの運営を行
います。また、電子国土基本図のベクトルタイ
ル提供に向けた作業を進めます。

(2) 地理空間情報ライブラリーを構成する基準点
成果等閲覧サービス、地図・空中写真閲覧サー
ビス等の運用やコンテンツ（地図や空中写真）
の拡充を実施します。

2．産学官との連携等
(1) 国、地方公共団体等での地理空間情報の活用

を引き続き促進します。また、地理空間情報の
相互活用を促進します。

(2) 地域ごとの産学官の連携強化により、地理空
間情報の活用を推進します。

(3) Ｇ空間 EXPO への参画、Geo アクティビティ
コンテスト等の実施を通して地理空間情報の活
用推進を図ります。

(5) 詳細な標高データを防災・減災に役立てるた
め、地形が一目で分かるデジタル標高地形図や
アナグリフ画像等を作成・提供します。

(6) 火山災害対策用図を作成し、火山防災協議会
等の関係機関に提供します。

(7) ハザードマップポータルサイト及び地点別浸
水シミュレーション検索システム（浸水ナビ）
を管理・運営します。

(8) 指定緊急避難場所や自然災害伝承碑などの防
災地理情報を集約・整備・提供します。災害発
生時には、浸水の範囲と深さを表した浸水推定
図等、被災状況を示した地図を迅速に作成・提
供します。

(9) 強い地震が発生した際に、地震時地盤災害推
計システム（SGDAS）による地盤災害の発生
可能性の推計を実施し、結果を速やかに関係機
関に提供します。また、推計精度向上に関する
研究を実施します。

4．測量用航空機による緊急空中写真撮影
　災害発生時に関係機関、自治体等の迅速な初動
対応に寄与するため、測量用航空機「くにかぜⅢ」
による緊急空中写真撮影を実施し、災害対策本部、

関係機関等に対し、速やかに被災状況の情報を提
供します。

5．研究開発
　南海トラフ沿いの巨大地震発生に対応するため
の高精度な地殻活動把握手法の研究開発を実施し
ます。

6．関係会議の円滑な運営・研究成果の発信
　地震予知連絡会、海岸昇降検知センター等を運
営するほか、地震調査委員会、科学技術・学術審
議会測地学分科会、南海トラフ沿いの地震に関す
る評価検討会及び地震防災対策強化地域判定会、
火山噴火予知連絡会の委員として参加し、研究成
果・地殻変動モニタリング結果を発信します。

　地理空間情報の流通を促進し、災害への備えなど様々な目的での利活用を進めるため、地理空間
情報の検索・閲覧・入手を統合的に可能とする地理空間情報ライブラリーを運用し、地理空間情報
を国民に安定的に提供する環境を整備します。

─防災意識社会へ向けて─伝える

｢くにかぜⅢ｣による空中写真撮影

国土地理院広報　2021年 5月 5



1．測量等に関する基本施策の企画・推進
(1) 測量法に基づく基本測量に関する長期計画と

研究開発基本計画を着実に推進します。
(2) 地理空間情報活用推進基本計画（第3期）の着

実な推進を図るとともに、次期計画の策定作業
を実施します。

2．測量技術に関する基準の策定等
(1) 公共測量において新技術の導入を促進するた

め、UAV や地上レーザを用いた測量作業マニュ
アル等について普及啓発を行い i-Construction
を推進します。

(2) 地上レーザ測量における3次元点群合成技術や
自動追尾トータルステーションシステムの精度
検証を実施し、公共測量に適用可能な場合は作
業手順を確立します。

(3) 地理空間情報に関する国際標準化機構規格
（ISO/TC211）、日本産業規格（JIS）等の標準

化活動に参画するとともに、関連規格を含めた
動向調査により報告書を作成します。

(4) 測量に従事する技術者である測量士・測量士
補の資格を取得するための国家試験の実施及び
学歴等の要件により取得する同資格の審査・登
録を実施します。

3．国際連携・海外展開等の推進
(1) 国際会議への対応等により国連など国際機関

や海外の地理空間情報当局等との良好な関係を
維持・拡大します。

(2) 我が国の測量技術の海外展開を推進するため、
人材育成や技術協力及びそれらの案件形成に向
けた取組を実施します。

(3) 引き続き測地基準座標系に関する国連総会決
議に基づく取組の推進に貢献します。

(4) 南極地域観測第Ⅸ期6か年計画に基づき、南極
地域の地理空間情報を整備・更新します。 

3．地理空間情報の管理・提供・行政手続
(1) 基準点測量成果、地図・空中写真等の保管・

管理を行い、測量成果の閲覧・謄抄本交付を実
施します。

(2) 基本測量成果の複製及び使用承認の手続きを
実施します。また、緩和された行政手続きの条
件について引き続き周知し、定着を図ります。

4．地理教育の推進
　地域防災力向上のため、防災地理情報と過去の
災害を比較分析し、災害との関係が実感できるわ
かりやすいコンテンツを作成・提供します。また、

災害を我が事として感じられるよう、自然災害伝
承碑の活用や「地理教育の道具箱」などの防災地
理情報を読み解くコンテンツの作成等を通して防
災・地理教育を支援します。

5. 地図と測量に関する情報の普及・啓発
　「地図と測量の科学館」の管理・運営、広報等
を通し、地理空間情報の重要性や地図と測量に関
する知識を広く国民に普及・啓発するとともに地
理教育を推進します。

　測量行政を所管する唯一の国家行政機関として、我が国で行われる測量が円滑かつ正確に行われ
るよう、地方公共団体等への指導・助言、精度管理、最新技術の普及促進、国家資格、測量技術の
海外展開等に取り組みます。

測量行政の推進 ─測量分野における社会の仕組みづくり─

Geospatial Information Authority of Japan6



Ｇ空間EXPO2021
「Geoアクティビティコンテスト」作品募集中！

令和3年7月12日（月）17時【必着】

以下のサイトに掲載していますので、ご確認ください。
【Ｇ空間EXPO公式Webサイト　https://www.g-expo.jp/ 】

Geoアクティビティコンテスト事務局
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番　
 　　　  国土地理院 企画部 地理空間情報企画室
Tel     ：029-864-1535
E-Mail：gsi-g-expo=gxb.mlit.go.jp（=を@に変えてください）

募集〆切

募集要項

お問い合わせ

応 

募 

方 

法

　「Ｇ空間EXPO2021」において「Geoアクティビティコンテスト」を開催します。地理空間
情報を利活用した先駆的な作品を紹介してください。

　「Ｇ空間 EXPO2021」（令和3年12月7日（火）か
ら8日（水）、東京都立産業貿易センター浜松町館
にて開催予定）において、「Geo アクティビティ
コンテスト」を開催します。
　地理空間情報の利活用に関する魅力的な「取
組」、新しい「アイデア」、独創的な「サービス」
などを展示・発表で紹介し、参加者や来場者との
交流を通して優良事例の育成・普及、新しいサー
ビスの創出など地理空間情報の活用推進を目的と
したイベントです。地図・測量関係に限らず多様
な分野から幅広く作品を募集します。応募作品の
中から予め選考委員会において選ばれた作品は、

「Ｇ空間 EXPO2021」会場で展示等をしていただ
きます。

　今年度は、新型コロナウイルス感染症対策の基
本的対処方針を踏まえて開催します。従来であれ
ば、会場において参加者にプレゼンテーションを
行っていただくところですが、今年度は動画での
審査を予定しています。また、参加者と来場者と
の交流を従来どおりできるよう、「3つの密」を回
避した展示スペースをご用意するとともに、Geo
アクティビティコンテスト Web サイトにおいて、
会場開催日を含む1か月程度作品を掲載する予定
です。
　優れた作品には最優秀賞、部門賞などを授与し、
表彰式は会場で開催予定です。
　作品を多くの方に見ていただける絶好の機会で
す。ふるってご応募ください。

　Geo アクティビティコンテスト事務局では、今年も
Twitter や Facebook を活用し情報発信をしていきます。
Ｇ空間 EXPO2021開催期間中以外の交流にも繋がるよう、
多くの方に「Geo アクティビティコンテスト」を知って
いただくために、ぜひフォローをお願いします。

（企画部）

@geo_contest

Geo アクティビティコンテスト
（@geo.contest）
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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Vectorを使ってみよう」編 第2回 ～白地図をデザインしてみよう～

そくりょう

へん

①

うん。「地理院地図」の白地図は第10回 白地図を使ってみようで

表示方法や、印刷のやり方も教わったね。

それでは一緒に使ってみようか。
地理院地図 Vectorの使い方はこちらのページでおさらいできるぞ。

①「土浦駅」を検索
けんさく

②[おすすめの地図]-[白地図]を選択
せんたく

じゃ！

今回は例として、川や湖が近くにある
いばらき つちうら しゅうへん

マップ博士

梅雨
つ ゆ

の時期が近づいてきたから、近所の川や池の場所がわかるといいな。

そうじゃな。今回は実際に、自分で地図をデザインしてみよう。
ケンタ君はどんな地図が作りたいんじゃ？

地理院地図ヘルプ＞ベクトルタイルとその提供実験について＞地理院地図Vector（仮称）の主な機能

前回は、地理院地図 Vector（仮称）の機能を勉強したよね。
（地理院地図 Vectorってどんな地図？）

ケンタ君

それと、後で気づいたことを書き込めるようにしたいな。

なるほど、いい考えじゃな！それなら書き込みやすいように白地図を使ってみようか。

②
白地図が表示されたよ！

うむ。それではここから、白地図をデザインしてみよう！

茨城県の土浦駅周辺を見てみよう。

まずは、地理院地図 Vector を開いて、

道路や建物の情報も表示されているね。

こ

じっさい

かしょう き の う

ひょうじほうほう いんさつ

いっしょ

れい

たてもの じょうほう

Geospatial Information Authority of Japan8

https://www.gsi.go.jp/common/000232564.pdf
https://www.gsi.go.jp/common/000230856.pdf
https://maps.gsi.go.jp/development/vt.html
https://maps.gsi.go.jp/development/vt_fn.html
https://maps.gsi.go.jp/vector/#7/36.104611/140.084556/&ls=vstd&disp=1&d=l


・地理院地図ヘルプ＞使い方動画一覧 

＞目的に合わせて自由に白地図を作成してみよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なるほど！全体がスッキリして、
メモを書き込めそうだね！ 

今回の内容は、こちらの動画でも
しょうかい

 

③ 

④ 

⑤ 

例えば、道路や鉄道だけを表示するには 
③[編集]をクリックしてリストを表示 
④[建物]の  をクリックして建物を非

ひ

表示 

川などの、水域をわかりやすくするには 
⑤[水域]の  をクリック 
⑥[塗りつぶし色]を選択してみよう。 

⑥ 

地図にのせる情報を選べるのは便利だし、 
自分なりの工夫ができて面白いね！ 
さっそく歩いて調査してこようっと！ 

地理院地図 Vectorの面白さがわかってきたかな？ 

このようにデザインした地図は、
調べ学習にもってこいじゃろう？ 

すいいき

ぬ

紹介しているぞ！

ないよう

えら べ ん り

く ふ う

ちょうさ
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https://maps.gsi.go.jp/help/index.html
https://maps.gsi.go.jp/help/movie.html
https://www.youtube.com/watch?v=f3chACAOnuE


  6 月の主な行事予定

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>2021年 報道発表資料
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2021）をご覧ください。

8 日 令和 3 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

19 日 「地理空間情報の活用促進のための協力協定」を締結
～苫小牧市行政のサービス向上や迅速かつ効果的な防災・減災の推進を図ります～ 北海道地方測量部

23 日 「地理空間情報の活用促進のための協力協定」を締結
～美波町の行政サービス向上や迅速かつ効果的な防災・減災の推進を図ります～ 四国地方測量部

　「自然災害伝承碑     」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和3年5月14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］自然災害伝承碑に関する当院への情報提供にご協力をお願いいたします。

　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があります。

47　　都道府県 279　　市区町村 936　　基

3/23 ～ 6/27 企画展「一等三角点物語 ─国土の把握に懸けた測量技師の記録─」

6/1 ～ 6/27 2021「測量の日」特別企画　※オンライン開催

6/5 ～ 6/30 第 50 回国土地理院報告会　※オンライン開催
（https://www.gsi.go.jp/REPORT/HAPPYOU/main50.html）

6/7 南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会及び地震防災対策強化地域判定会

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。

今月の表紙：陰影起伏図

　陰影起伏図は北西の方向から地表面に向かって光を当
て、凹凸のある地表面の北西側が白く、南東側が黒くなる
よう作成した図です。尾根線、谷線の判別や断層の判読な
どにご活用いただけます。
　地理院地図での閲覧はこちら

　地理院地図が更新され、群馬県の草津白根山などでより詳細な起伏が見られるようになりました。
平成30年噴火でできた小さな噴火口を見ることができます。

富士山周辺の陰影起伏図
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https://maps.gsi.go.jp/#14/36.622692/138.538919/&base=std&ls=std%7Chillshademap&blend=0&disp=11&lcd=hillshademap&vs=c0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m



