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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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企画展「“伊能図” 近代地図の原点 ─大日本沿海輿地全図完成二百年記念─」を開催



明治時代の地図から、土地の液状化リスクがわかります
～「明治期の低湿地データ」の整備範囲を拡大しました～

　9月1日、土地の液状化との関連が深い区域である「明治期の低湿地データ」について、これまで
公表していた三大都市圏周辺及び静岡地区に加え、全国の主要都市周辺についても公開しました。
このデータは、明治期に作成された地図から、河川や湿地、水田・葦の群生地などの区域を抽出し
たもので、液状化を含めた土地の災害リスクの高い場所がわかります。身近な場所の液状化リスク
などを知り、地震等に備えましょう。

（応用地理部）
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■明治の低湿地データの整備状況
　国土地理院は、明治中期以降、近代測量技術に
より我が国の基本図を整備し、更新してきました。
明治中期～後期には主要な都市部周辺では、縮尺
2万分1の地図が整備されました。これらの地図に
表示されている当時の土地利用記号を基に、低湿
地と考えられる区域を抽出し、現在の地図と重ね
合わせたものが「明治期の低湿地データ」です。
　現在は大規模な人工改変による都市化が進み、
元の地形や地盤の状況がわかりにくくなっていま
す。一般に過去に低湿地であった場所は、地震に
よる液状化との関連性が深いとされています。
　「明治期の低湿地データ」を現在の地図と重ね
合わせることによって、液状化を含めた土地の災
害リスクの高い場所を知ることができます。

 

　　　　　新規公開範囲

　　　　　既に公開している範囲

　これまで三大都市圏周辺及び静岡地区のデータ
を公表していましたが、今回整備範囲を拡大し、
広島市や福岡市など、22か所のデータを新たに公
表しました。

■�明治期の低湿地データの表示例と読図のポイ
ント

 

　上図はウェブ地図「地理院地図」の淡色地図に
富山駅周辺の低湿地データを重ね合わせた図で
す。富山駅は明治41年（1908年）に、神通川西岸
の駒見から、現在の場所に移転しました。明治中
期まで神通川だった場所には、現在、県庁や市庁
舎などが位置していることが確認できます。
※明治期の低湿地データのページはこちら

https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/lc_meiji.html
　
■データの位置誤差と災害への備え
　データ作成に使用した明治期の2万分1地図のう
ち古いものは、地図作成時の位置の基準となる三
角点が整備される前に作成されたため、「明治期
の低湿地データ」の位置は、場所によってはかな
りの誤差（最大100ｍ程度）を含んでいることが
あります。
　明治期の低湿地データからは、過去に低湿地で
あったことは確認できますが、あくまで災害リス
クを知り、防災意識を高めて頂くためのものです
ので、ハザードマップがある場合はそちらもご参
考にしていただき、災害に備えてください。

明治期の低湿地データ整備範囲図

明治期の低湿地データの表示例（富山県富山市）
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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「地震発生予測に向けた沈み込み帯での地
震準備・発生過程の物理モデル」を課題とし、地
震発生の複雑さ・多様性を踏まえるとどのような
地震発生予測が実現可能か、地震発生予測の観点
ではどのような物理モデルが有効といえるか、物
理モデルを地震発生予測に活かすために今後どの
ような研究が特に必要か等について議論が行われ
ました。

①  エネルギー収支を考慮した地震発生シナリオ
構築の新手法

　地震発生シナリオ構築の新手法として、既存
の Kinematic modeling と Dynamic modeling の
中間的な手法となる Energy-based method が提
案されました。この手法は、Dynamic modeling
よりも低い計算コストで地震シナリオを作成した
上で、エネルギーバランスによりシナリオの実現
性を評価するもので、この手法により Kinematic 
modeling では得られなかった破壊力学を考慮し
たシナリオが構築できるようになりました。今後
は現実的なシナリオ構築のため過去の地震履歴を
考慮した応力蓄積モデルや様々なスケーリング則
の理解が必要であることが報告されました。

②  南海トラフ周辺におけるスロースリップイベ
ントと地震発生準備過程の数値モデリング：
近年の観測研究を踏まえて

　南海トラフの長期的スロースリップの発生を、
3次元のプレート形状を導入した数値シミュレー
ションで再現した結果が報告されました。東海、
豊後水道、日向灘地域でみられるある程度周期的
に発生する長期的 SSE と、四国中部、紀伊水道、
紀伊半島北部地域でみられる不定期で間隔の長い
長期的 SSE を、摩擦パラメータの分布を仮定す
ることで、ある程度説明できることが示されまし
た。後者の長期的 SSE については、地震発生準
備過程の後半になるにつれてすべり域が浅くなる
可能性が示唆されました。
　※ SSE：slow slip event

③  SSE 後の沈み込み帯地震の発生確率に対する
単純な物理モデルでの評価：ヒクランギ巨大
地震への適用

　2016年11月14日にニュージーランドで発生した
Kaikoura 地震に対して、物理モデルに基づいて
地震後の巨大地震発生可能性の確率評価を実施し
た例が報告されました。シミュレーションで長期
間の地震発生カタログを生成し、地震および地震
に引き続き発生した余効すべり・SSE による応力
変化を様々なタイミングで与えた場合に地震が誘
発される確率を算出した結果、地震後１年間程度
の期間では地震発生確率が数％上昇するという結
果が示されました。

○次回の会議開催予定
　第233回地震予知連絡会は、11月26日（金）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（08）─試行から実施への移行」です。

○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
から公開されています。
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity.html

（地理地殻活動研究センター）

第232回地震予知連絡会の開催概要
　第232回地震予知連絡会が8月27日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ウェブ会議形式で
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、「地震発生予測に向けた沈み込み帯での
地震準備・発生過程の物理モデル」が重点検討課題として議論されました。

第 232 回地震予知連絡会
（ウェブ会議の様子）

https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/232/image232/025.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/232/image232/025.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/232/image232/026.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/232/image232/026.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/232/image232/027.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/232/image232/027.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/232/image232/028.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/232/image232/028.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/232/image232/029-031.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/232/image232/029-031.pdf


（総務部）
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企画展「“伊能図”近代地図の原点─大日本沿海輿地全図完成二百年記念─」を開催

　「地図と測量の科学館」では、「大
だいにほん

日本沿
えんかい

海輿
よ ち

地全
ぜん

図
ず

」（通称「伊能図」）が完成し、江戸幕府
に上呈されてから二百年を記念し、10月19日から12月19日（日）まで企画展「“伊能図”近代
地図の原点－大日本沿海輿地全図完成二百年記念－」を開催します。
　また、今年、新たに存在が認められた伊能小図の副本とみられる實測輿地圖（ゼンリンミュー
ジアム所蔵）3面のレプリカを展示します。

　伊能忠敬（1745年～ 1818年）は、55
歳の時（1800年）に蝦夷地（現在の北
海道）までの測量を開始しました。こ
れが第1次測量と呼ばれるもので、1816
年の第10次測量まで実施され、これら
の測量を元に北海道から九州までの実
測による日本地図を作成しました。忠
敬は1818年に亡くなりましたが、地図
作成は弟子たちによって引き継がれ、
1821年「大

だ い に ほ ん

日本沿
えんかい

海輿
よ ち

地全
ぜん

図
ず

」（通称「伊
能図」）が完成し、江戸幕府に上呈され
ました。忠敬の最初の測量から21年を
経て日本全体の精密な地図が出来上が
りました。
　本年が伊能図完成から二百年という
節目の年にあたることから、今回の企
画展では、伊能忠敬が行った測量の方
法や功績、完成した伊能図、明治に入っ
て伊能図がその後の地図作成にどのよ
うに影響したのかを、当時の測量機器
のレプリカ、伊能大図、中図、小図等
の展示、伊能図完成後に伊能図を使っ
て作成された地図等をとおして紹介し
ます。
　また、今年、新たに存在が認められ
た伊能小図の副本とみられる「實

じっそく

測輿
よ

地
ち ず

圖」（ゼンリンミュージアム所蔵）3
面のレプリカを展示します。国土地理
院が保有する伊能小図のレプリカと比
較してご覧いただけます。

　現在、当館はコロナウイルス感染防止対策の強化をしながら開館しています。
詳細については「地図と測量の科学館」ページをご覧ください。
https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/



地図と測量のコンテンツにふれてみよう！  
「ハザードマップポータルサイト」編 第3回 ～道路防災情報って、なんだろう？～

そくりょう

へん ぼうさいじょうほう

ケンタ君 マップ博士

「重ねるハザードマップ」を見ているんだけど、アイコンに
自動車が描

か

かれている“道路防災情報”ってどんな情報なのかな。

どんなときに必要になるんだろう。

例えば、自然災害が起きてケンタ君の家から
避難をすることになったとき、どの道を使うの
か決めてあるかな？

その通りじゃ！いつも使っている道路が、
大雨で水びたしになって通れなくなったり、
危険な状態になってしまわないかを
確かめておくことは、とても大切なことなんじゃ。

ハザードマップポータルサイトを開いたら、
①[場所を入力]欄で「大津駅」を検索
②[災害種別で選択]-[道路防災情報]を選択
そしてスクロールして拡大をしてみると…

うむ。では今回は例として、滋賀県の大津駅周辺
を見てみようか。

それはいつも使っている道を……あ！
いつも使っている道路が、避難するときも
使えるとは限らないんだね！

「避難場所は知っているから大丈夫！」っていう
だけでは危ないんだね。

それじゃあ「重ねるハザードマップ」を使って、
道路防災情報を調べてみようっと。
博士、一緒にみてみようよ！

①

ひつよう

たと し ぜ んさいがい

ひ な ん

かぎ

き け ん じょうたい

たし

だいじょうぶ

あぶ

は か せ いっしょ

し が お お つ しゅうへん

らん けんさく

しゅべつ せんたく

かくだい

いい質問だねケンタ君。“道路防災情報”では文字通り、
かん かくにん

しつもん

道路に関する防災情報を確認することができるんじゃ。
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https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=35.371135,138.735352&z=5&base=pale&vs=c1j0l0u0
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html


・ハザードマップポータルサイト＞使い方

＞11 防災訓練用資料の作成

今回の内容は、YouTubeの国土地理院チャ
ンネルでも紹介しているんじゃ。
紙に印刷する方法も一緒に紹介している
から、ぜひチェックしてほしいな！

家に帰ったら家族のみんなと一緒に見て、相談してみようっと！

② 地図の上に のアイコンが出て、道路の一部の
色が赤くなったね。これが道路防災情報なの？

③

そのとおりじゃ。また、

③[解説凡例]をクリックすると、このように詳しい説明が表示されるぞ。

実際に見てみると、普段使っている道が
“水であふれてしまう可能性がある道路”として指定されていることがわかるね。

うむ。「自分は大丈夫」と考えず、まずは一度確認をしておくことが大切じゃ。
徒歩・車など、いろいろな場合をイメージしておこう。

※道路冠水想定箇所、事前通行規制区間、予防的通行規制区間は、全国の地方整備局などからデータを提供いただき作成したものです。
最新の状況につきましては道路防災情報WEBマップ（https://www.mlit.go.jp/road/bosai/doro_bosaijoho_webmap/）をご覧ください。

かいせつはんれい くわ せつめい ひょうじ

じっさい ふ だ ん

かのうせい

と ほ

ないよう

しょうかい

いんさつ ほうほう
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https://www.youtube.com/channel/UCJY_QJ1IuHO8j_WvPqNEK6g
https://www.youtube.com/channel/UCJY_QJ1IuHO8j_WvPqNEK6g
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/pamphlet/pamphlet.html
https://www.youtube.com/watch?v=WFNVlnmUoC8&t=45s


 10 月の主な行事予定

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>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。

1 日 明治時代の地図から、土地の液状化リスクがわかります
～「明治期の低湿地データ」の整備範囲を拡大しました～ 応用地理部

7 日 国土地理院入札監視委員会の議事概要 総務部

8 日 令和 3 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

30 日 活断層の正確な位置を知ろう
～櫛形山脈断層帯とその周辺「中条」など 8 面の活断層図を公開～ 応用地理部

　「自然災害伝承碑     」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和3年10月15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 331　　市区町村 1105　　基

10/19～ 12/19 企画展「“ 伊能図 ” 近代地図の原点　
　　 ─大日本沿海輿地全図完成二百年記念─」

11/26 第 233 回地震予知連絡会

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。

市区町村

（２）
第２章（調査）

（３）
（４）
（５）
（６）

国土地理院
（地方測量部・支所）

（１）

（７）

（８）

（９）
掲載

（１）伝承碑の掲載希望についての連絡（市区町村→地理院）
※国土地理院からの申請書類等の提供

（２）伝承碑 掲載申請書（様式1）の作成

（３）伝承碑 申請調書（様式2）の作成

（４）伝承碑 掲載推薦書（様式3）の作成
※必須ではありません

（５）現地写真の準備

（６）写真データ等の利用許諾（様式 1別紙）の作成

（７）申請書類及び写真データの提出

（８）提出物の確認

（９）伝承碑の地図掲載

地理院地図
アイコン

地図記号
（https://www.gsi.go.jp/common/000235746.pdf ）をご覧ください。
 様式や手続きの詳細は「自然災害伝承碑に係る調査業務 実施の手引き 第3版（令和3年10月）」

自然災害伝承碑の申請の流れ

・ハザードマップポータルサイト＞使い方

＞11 防災訓練用資料の作成

今回の内容は、YouTubeの国土地理院チャ
ンネルでも紹介しているんじゃ。
紙に印刷する方法も一緒に紹介している
から、ぜひチェックしてほしいな！

家に帰ったら家族のみんなと一緒に見て、相談してみようっと！

② 地図の上に のアイコンが出て、道路の一部の
色が赤くなったね。これが道路防災情報なの？

③

そのとおりじゃ。また、

③[解説凡例]をクリックすると、このように詳しい説明が表示されるぞ。

実際に見てみると、普段使っている道が
“水であふれてしまう可能性がある道路”として指定されていることがわかるね。

うむ。「自分は大丈夫」と考えず、まずは一度確認をしておくことが大切じゃ。
徒歩・車など、いろいろな場合をイメージしておこう。

※道路冠水想定箇所、事前通行規制区間、予防的通行規制区間は、全国の地方整備局などからデータを提供いただき作成したものです。
最新の状況につきましては道路防災情報WEBマップ（https://www.mlit.go.jp/road/bosai/doro_bosaijoho_webmap/）をご覧ください。

かいせつはんれい くわ せつめい ひょうじ

じっさい ふ だ ん

かのうせい

と ほ

ないよう

しょうかい

いんさつ ほうほう
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