
 
 

 

平成２１年度 

 

国 土 地 理 院 重 点 施 策 

 

国土地理院予算概算要求概要 

 

 

平成２０年８月 

国 土 地 理 院 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本資料中、＊がついた用語は、巻末の用語集にて解説を加えています。    

 

             表紙の絵： 豊田 友夫 氏 



国土地理院の重点施策の骨子

高度な地理空間情報社会を実現する新基本測量長期計画

重 点 項 目

○国土地理院を取り巻く近年の社会情勢の変化（平成20年度重点から継続）
◆人口減少・少子高齢化社会 ◆経済のグローバル化 ◆測量法の改正 ◆地理空間情報活
用推進基本法の制定と同基本計画の閣議決定 ◆社会資本整備重点計画の策定 ◆国土形成
計画の閣議決定 ◆海洋基本法の制定と同基本計画の閣議決定 ◆宇宙基本法の制定

１．国土の管理、危機管理、災害対応等
を通じた安全・安心な社会づくり

①電子地図上における位置の基準となる基盤
地図情報等の整備と提供

②国土管理に不可欠な国土の基礎的情報の
整備

③安全・安心の確保のため地理空間情報を迅
速に提供

２．国民生活の向上、地域活性化に向け
た地理空間情報の活用の推進

①地理空間情報の活用を加速する仕組みの
整備

②地理空間情報の活用を推進するための技術
研究開発とその普及

３．技術力を活かした国際貢献の推進

①国際協働を先導的に推進

②地理空間情報の国際標準化

主な予算項目

情報通信技術の発達・普及により、誰もが
「地理空間情報」を取得、流通、活用が可能

○国土地理院の役割（任務）

◆国の責務である領土の明示、国土管理、災害対策等のための基本的な地理空間情報を、全
国土一元的かつ国際的連携の下で整備・管理し、基本的情報インフラとして社会全体に提供

◆国家測量・地図行政機関として、地理空間情報行政を推進

１．国土の管理、危機管理、災害対応
等を通じた安全・安心な社会づくり

○電子地図上における位置の基準と
なる基盤地図情報等の整備と提供

－基盤地図情報整備（継続）

○国土管理に不可欠な国土の基礎的
情報の整備

－国土地形基盤整備（新規）

－電子基準点測量（継続）

－人工衛星画像による地図情報整備
（新規）

２．国民生活の向上、地域活性化に向
けた地理空間情報の活用の推進

○地理空間情報の活用を加速する仕
組みの整備

－基盤地図情報の活用促進（新規）

－地理空間情報の提供・流通に関す
るｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成（新規）

３．技術力を活かした国際貢献の推進

○国際協働を先導的に推進

－アジア太平洋地域地殻変動監視経

費（継続）

平成平成2121年度は、年度は、

新基本測量長期計画の策定を受け、その初年度となる重点施策を推進新基本測量長期計画の策定を受け、その初年度となる重点施策を推進
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Ⅰ 平成２１年度国土地理院重点施策 

     ～高度な地理空間情報社会の実現を目指して～ 
 

社会全体の基盤が、従来型のハードウエアによるものだけではな

く、「情報」を主体とするソフトウエアによるものと統合して形成さ

れるようになってきている。その情報の中で、地理空間情報*は、あ
らゆる社会基盤に関わり、すべての基礎となるばかりか、課題解決

のカギを担うものとなっている。 

社会経済のグローバル化による世界的な競争の激化、少子高齢化

の進展、防災や海洋保全をはじめとした国土管理のさらなる課題、

地球温暖化等の環境・エネルギー問題の深刻化等、我が国が直面し

ている厳しい課題の解決のために、様々な活動分野において重要な

役割を果たす地理空間情報は、社会全体の情報化や行政の効率化が

求められる中で、その重要性と活用の可能性が一層高まっている。 

とりわけ、近年の情報通信技術の発達・普及、測量法の改正、地

理空間情報活用推進基本法の制定及び同基本計画の決定、さらには

海洋基本法や宇宙基本法の制定を背景に、地理空間情報は、今後急

速に社会全体に普及・浸透し活用されていくであろう。これにより、

住みやすい国土の形成が進むと同時に、国民誰もが、いつでも・ど

こでも国土や身の回りの場所についての情報を容易に知り、最大限

活用できる「高度な地理空間情報社会」が実現すると考えられる。

この実現のためには、国民の誰もが容易に安心して地理空間情報を

活用できるための包括的な連携・管理など、地理空間情報に関する

国家的な仕組みづくりと新商品・新サービスの開発等に繋がる新た

な視点からの発想が必要になる。 

一方、国家の存立には、「国土」「国民」「統治機構」の三つの要素

が不可欠であり、地理空間情報は「国土」そのものの姿でもある。

この「国土」について、その範囲（領土）を地理空間情報により明

示し、それを用いて適切な管理、安全の確保、危機管理、災害対策

等を実施することは、国が責任を持って取り組むべき根源的役割で

ある。 

国土地理院は、我が国の測量・地図に係る唯一の国家行政機関と

して、測量法を所管するとともに、基本的な地理空間情報を一元的

かつ国際的連携の下で整備・管理し、情報インフラとして社会全体

に提供する重大な使命を強く認識し、国民の生命と財産を守るため
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の責務を果たしていく。 

また、地理空間情報に係る国民ニーズや近年の社会情勢の変化、

基盤地図情報*の整備など、新たな基本測量*の実施とこれに伴う基
本測量全体の構成の見直し等に対応した新基本測量長期計画の策定

を進めており、国全体の地理空間情報の整備とその活用を我が国の

リーダーとして進めていく。 

 

特に、平成 21 年度重点施策は、この新基本測量長期計画の「初年

度」と位置付けて、産学官との連携の下において国土地理院の総力

を挙げ、以下の事項を重点的に推進する。 
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１．国土の管理、危機管理、災害対応等を通じた安全・安心な社会づくり  

 

地理空間情報活用推進基本法の施行及び同基本計画の決定を受け、

地理情報システム（GIS）*と衛星測位等の活用を通じて、誰もが、
いつでも・どこでも必要な地理空間情報を、測位から導かれる情報

と併せて、その場で入手し行動できる「地理空間情報社会」の実現

を目指し、電子地図上における位置の基準となる基盤地図情報の整

備及び流通をさらに推進する。 

一方、我が国の国土は、地震、津波、暴風、豪雨、地すべり、洪

水、高潮、火山噴火、豪雪など極めて多種の自然災害が発生しやす

い自然環境下に位置し、「安全・安心な社会」の構築のためには、災

害時に国民が危険を回避するための情報を迅速に提供することが必

要である。そのため、いかなる情報がどのような形であれば最大限

に活用されうるのかをユーザーの視点から十分に考慮した上で、全

国に展開した電子基準点*網による GNSS*連続観測データ、陸域観測
技術衛星「だいち」*による SAR*データ及び光学画像、航空機による
高精度デジタル空中写真*、保有する地図データや防災地理情報等を
利活用し、離島を含む広範な国土の位置・形状の変化をはじめとす

る必要な地理空間情報を迅速に収集・整備・分析し、分かりやすく

提供する。 

 

（平成 21 年度に推進する施策） 

① 電子地図上における位置の基準となる基盤地図情報等の整備と

提供 

♦ 都市計画区域における縮尺レベル2500の基盤地図情報を早期
に整備し、整備を完了した地域から順次電子国土 Web システ

ム*による閲覧、インターネット提供を行う 
♦ 国・地方公共団体との連携による基盤地図情報の整備・利用・

更新の基本的サイクルが確立されるよう、地方測量部等にお

ける公共測量*行政の推進、基盤地図情報の技術基準等を踏ま
えた地方公共団体への技術的支援を行う 

♦ 地理空間情報を支える基準点の高精度化を実現するため、地
殻変動に起因する誤差を減少させるセミ・ダイナミック補正*
を導入し、公共測量での実用化を図る 
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② 国土管理に不可欠な国土の基礎的情報の整備 
♦ 新たな基本図体系に基づき、国土地形基盤*として基本図デー

タを整備し、国土画像基盤*としてデジタルオルソ画像*を整
備する。また、小縮尺図の基準となる地図データベースを整

備する 

♦ 我が国領土の外縁等に位置する離島の国家基準点を整備する 
♦ 航空機を用いた空中写真の撮影が困難な地域において、人工

衛星画像を用いた基本図の整備に着手する 

♦ 位置情報の核となる次世代の衛星測位システム（GNSS）に対
応した電子基準点の計画的な更新を行う 

♦ GPS 連続観測システム（GEONET）*について、地殻変動情報を
速やかに提供するため、準リアルタイム解析ができるプロト

タイプのシステム開発を行う。また、火山変動地域の詳細な

地殻変動情報を取得するため、国内他機関の所有する GPS*観
測網との統合解析を実施する 

♦ 位置の基準となるものを、その形状や測位原理にとらわれず
一般化した測量・測位に関わる位置情報基盤を整備し、それ

に基づく次世代基準点体系を検討する 

 

③ 安全・安心の確保のため地理空間情報を迅速に提供 

♦ 民間団体と連携した災害時の緊急観測及び情報収集、航空機
の更新、観測機器の高度化等により、被災地域の情報を迅速

に収集する体制を強化する 

♦ 空中写真の撮影、災害概況図*及び災害対策用図*等の迅速な
作成・提供により、被災自治体等の災害対応を支援する 

♦ デジタル標高地形図*、都市圏活断層図*、土地条件図*等の防
災地理情報の確実な整備と迅速な提供により、防災・減災活

動を支援する 

♦ 詳細で分かりやすい防災情報を提供するため、国内すべての
GPS 観測網の統合解析等の地殻変動解析技術及びその表現方

法の高度化を行う 

♦ 地理空間情報の多様な利用目的、伝達のしやすさ等の利便性
にも配慮し、電子ペーパー*等新たな媒体による提供方法を検
討する 
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２．国民生活の向上、地域活性化に向けた地理空間情報の活用の推進 

 

我が国を巡る環境は、本格的な人口減少及び高齢化社会の到来、

経済のグローバル化の進展による競争の激化など、大きく変化して

いる。現在の高度情報通信ネットワーク社会は、情報と知識が付加

価値の源泉であり、多種多様な情報と知識の蓄積・活用によって社

会の高度化と経済の発展が促進されるものである。これにより、豊

かな国民生活が実現し、また、社会活動・産業活動における経営・

管理のさらなる合理化・適正化が実現していくものである。 

情報資源による国民生活の向上や地域の活性化は、適切な秩序を

確保することによってもたらされ、国土の情報である地理空間情報

の整備・流通はもとより、その活用においても、それぞれの目的に

応じて必要となる基本的なルールづくりは国の役割である。 

国土地理院は、測量法及び地理空間情報活用推進基本法に基づい

て必要となる基準・規格・規程等について、国際規格等に連動して

策定するとともに、技術的な指導・助言を行い国内に普及させる。 

また、地理空間情報の活用を担う人材の育成、基盤地図情報や公

共測量成果を入手できるワンストップサービス*の推進、複製・使用
承認の迅速化、電子国土 Web システムを活用した国土交通地理空間

情報プラットフォーム*の構築等により、地理空間情報の流通及び活
用の中核を担うとともに、地理空間情報に関連する技術研究開発を

産学官の連携により実施し、その成果を自らの施策に反映させると

ともに、国内に普及させる。 

 

（平成 21 年度に推進する施策） 

① 地理空間情報の活用を加速する仕組みの整備 
♦ 全国の地方測量部等を中心に、地域に密着した産学官の連携

強化を図り、広く関係者・有識者と連携した連絡会議を発足

させ、位置の基準となる基盤地図情報の流通・活用を促進す

るための行動計画を立案する 

♦ 地理空間情報のうち、特に地図や空中写真等の内容について、
個人情報保護及びデータの二次利用などの知的財産権等の取

扱いに関するガイドラインの作成、並びに国の安全に関する

調査・検討を実施する 

♦ 国・地方公共団体や民間と連携し、空中写真、衛星画像等に
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よるリアルタイム更新（変化後数ヶ月）を推進するとともに、

電子国土を活用した変化情報を収集する仕組みを構築する 

♦ 地理空間情報の品質確保等を図るため、測量技術者に要求さ
れる資質・技能等を踏まえ、測量資格制度について必要な制

度改正を検討する 

♦ 公共測量成果の複製・使用承認のワンストップサービスを円
滑に実現させるため、申請方法の見直しなど効率化に向けた

改善を行う 

 

② 地理空間情報の活用を推進するための技術研究開発とその普及 

♦ 測量の効率化、高精度化を目的に、衛星測位に含まれる誤差
要因を補正する情報を生成し配信する技術を開発する 

♦ 異なる主体により整備されたデータが相互利用できるよう、
国際規格と連動した国内規格である地理情報標準の更新とセ

ミナーの開催等による普及啓発を図る 

♦ 公共測量の一層の効率化を推進するため、測量新技術の迅速
な活用と公共測量における作業規程の準則*の円滑な運用を
推進する 

♦ 地域経済を支える産業の活性化を目的に、電子国土 Web シス
テムを活用した地方公共団体における施設情報、環境、観光

等の情報発信を技術的に支援する 

♦ 電子国土 Web システムの操作性、表示等の機能を拡充し、そ
れを活用した国土交通地理空間情報プラットフォームの本格

運用に取組む 

♦ 次世代を担う人材への地理教育を引き続き積極的に推進する
ため、全国児童生徒地図優秀作品展の開催、教職員への地理

講座や体験型出前講座の開催等、学校教育との連携を推進す

る 
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３．技術力を活かした国際貢献の推進 

 

基盤的な地理空間情報等の整備・活用における国際的な取組にお

いて先導的役割を果たすとともに、国際連合、国際標準化機構（ISO）

等の会議の場において国を代表した活動を行う。 

特に、日本の産業は GPS、GIS のカーナビゲーションや建設重機管

理への利用等、先端技術の民生利用を得意としており、地理空間情

報を活用したビジネスが国際市場の開拓に繋がることも期待できる。

地理空間情報が、国内での活用に留まらず、諸外国での活用とも整

合すべき性格のものであることを踏まえ、地理空間情報に関する標

準化や国際共同観測をはじめとした国際的取組や海外の関係機関と

の連携・協働に対して、引き続き積極的に参加し、リーダーシップ

を発揮していく。 

また、平成 19 年度に完成した全球陸域を対象とする地球環境に係

る植生、土地被覆等のデータセットである地球地図*第1版について、
誰もが容易に利用できる環境を整備するとともに、地球地図プロジ

ェクトを積極的にアピールすることなどを通じて、地球環境問題の

解明等への利活用を一層推進する。 

さらに、VLBI*、GPS、地球観測衛星などの宇宙技術を駆使した国
際社会への貢献として、地球規模の防災・環境問題の解決のための

監視、解析、情報提供を積極的に推進する。 

 

（平成 21 年度に推進する施策） 

① 国際協働を先導的に推進 
♦ 国際協働の基本が人と人との繋がりであることに立ち返り、

人的ネットワークを活用して測量・地図技術を活用した国際

社会への貢献を行い、先進各国の国際協力に係る施策、技術

動向の調査及び開発途上国へのニーズ調査等を実施する 

♦ 地球地図国際運営委員会（ISCGM）*事務局として、平成 19 年
度に完成した地球地図第 1版の利活用を推進し、平成 24 年度

の完成を目標に地球地図第 2 版の整備を積極的に推進するた

め、地球地図ワークショップ*を開催する 
♦ 国連アジア太平洋地域地図会議（UNRCC-AP）*、アジア太平洋

GIS 基盤常置委員会（PCGIAP）*への積極的な参加を通して、
国際的な地理空間情報活用推進の活動を行うとともに、アジ
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ア太平洋地域における地殻変動監視プロジェクトを推進する 

♦ アジア太平洋地域における自然災害発生時に、干渉 SAR を利
用した現況把握・分析を行うとともに、我が国の国際貢献活

動を支援するために、必要な地域については人工衛星画像に

よる地理空間情報の整備を検討する 

 

② 地理空間情報の国際標準化 
♦ 国連地名標準化会議（UNCSGN）*における地名標準化活動、地

理空間情報に係る ISO の国際規格策定等の国際的なルールづ

くりへ積極的に参画する 

♦ 地球基準座標系の維持、GPS 衛星の精密軌道決定等に資するた
め、国際 VLBI 事業（IVS）*、国際地球回転・基準系事業（IERS）
*、及び国際 GNSS 事業（IGS）*へ積極的に参画する 
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① 電子地図上における位置の基準となる基盤地図情報等の整備と
提供

③ 安全・安心の確保のため
地理空間情報を迅速に提供

② 国土管理に不可欠な国土の基礎的情報の整備

◆縮尺レベル2500の基盤地図情報
の早期整備と提供

◆基盤地図情報の整備・利用・更新
の基本的サイクルを確立するため

の技術支援

◆セミ・ダイナミック補正を導入し、
公共測量での実用化

◆新たな基本図体系に基づき、国土地形基盤・国土画像基盤の整備
◆離島の国家基準点を整備
◆空中写真撮影が困難な地域において、人工衛星画像を
用いた基本図の整備に着手
◆次世代の衛星測位システム(GNSS)に対応した電子基
準点の更新

◆GPS連続観測システムについて準リアルタイム解析の開
発を行うとともに、 火山変動地域について他機関の所有
するGPS観測網との統合解析を実施
◆位置情報基盤の整備と次世代基準点体系の検討

◆被災地の情報を迅速に収集する体制を強化
◆空中写真撮影、災害概況図及び災害対策用図の
作成・提供により、災害対応を支援
◆防災地理情報の整備、提供により、 防災・減災
活動を支援
◆地殻変動解析技術及びその表現方法の高度化
を行う研究の推進
◆電子ペーパー等新たな媒体による提供方法を検討

１．国土の管理、危機管理、災害対応等を通じた安全・安心な社会づくり

「５００万分１日本とその周辺」
GEONETが捉えた地殻変動（H20 岩手・宮城内陸地震）

基盤地図情報

電子地図上の位置の基準

国土地理院

公共測量成果を
用いたシームレ
ス化と集約

高精度・最新の基

盤地図情報を提供

片倉五丁目

片倉三丁目

片倉四丁目

A
市

B
市

都市計画基図等道路関係図面25000レベル地形図データ

行政の各分野で地図データを電子的に整備・更新

地域版基盤地図情報

国・地方公共団体等

災害概況図（H20 岩手・宮城内陸地震）1:25,000デジタル標高地形図（東京都区部）

電子基準点
国土の明示

国土画像基盤

行政情報

空中写真
基盤地図情報

＋
地形情報

衛星画像

国土地形基盤

国土地形基盤のイメージ

迅速な修正変化情報を
一元的に収集

インターネット
による

迅速な提供

空中写真による被災状況の計測（H20 岩手・宮城内陸地震）
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① 地理空間情報の活用を加速する仕組みの整備

② 地理空間情報の活用を推進するための技術研究開発とその普及

２．国民生活の向上、地域活性化に向けた地理空間情報の活用の推進

◆産学官の連携強化を図り、基盤地図情報の流通・活用を促進する行動計画を立案

◆個人情報保護及びデータの二次利用などの知的財産権等の取扱いに関するガイドラ
イン作成と国の安全に関する調査・検討

◆空中写真、衛星画像等によるリアルタイム更新と電子国土を活用した変化情報の収集

◆測量資格制度について、必要な制度改正を検討

◆公共測量成果の複製・使用承認のワンストップサービスの円滑化

◆衛星測位に含まれる誤差要因を補正するための技術開発

◆国際規格と連動した地理情報標準の更新と普及啓発の実施

◆測量新技術の活用と作業規程の準則の円滑な運用を推進
◆電子国土Webシステムを活用した地方公共団体における
情報発信を技術的に支援

◆電子国土Webシステムを活用した国土交通地理空間情報
プラットフォームの本格運用への取組

◆次世代を担う人材への地理教育を推進するため、学校教育
との連携

全国児童生徒地図優秀作品展の表彰

学校教育との連携

・デジタルオルソ品質基準の作成

・公共測量成果電子納品要領の改定

測量新技術

航空レーザ測量

ﾈｯﾄﾜｰク型RTK－GPS

測量新技術

作業規程の準則への
反映及び改定

公共測量成果の共有化の推進

デジタルオルソ

新しい地形図
（平成19年9月1日刊行）の一部

ALOS/PRISM画像

リアルタイム更新

各種図面

衛星画像

空中写真

陸域観測技術衛星「だいち」
による地球観測イメージ

航空写真撮影

個人情報保護の取扱い
に関するガイドライン

個人情報保護の取扱い

知的財産権等の取扱い
に関するガイドライン

国の安全の観点から配慮すべ
き事項について適切な枠組み

＊＊
○○駅

□□町

△△町

＊＊
○○駅

□□町

△△町

地理空間情報の提供・流通

基盤地図情報

知的財産権等の取扱い 国の安全に及ぼす影響

道路管理
まちづくり

市場調査

地理空間情報の高度活用社会

車両の運行管理

環境保全 顧客管理

福祉

国土地理院

情報発信者

例：桜の名所情報

35.524
38.428
32.624
36.3256
緯度

140.628

140.022

139.224

139.526
経度

4△△公園４

3XX大学構内３

4▲▲川土手２

5○○公園北門１
お勧め名称通番

最新の地図データ
表示ソフトウェア

閲覧者のパソコン

情報が合成されて表示

XXX公園
おすすめ度
★★★☆☆

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（利用例）

電子国土Webシステムの活用

南房総いいとこどり観光コンシェルジュ
（千葉県南房総市）
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① 国際協働を先導的に推進

② 地理空間情報の国際標準化

３．技術力を活かした国際貢献の推進

◆先進各国の国際協力に係る施策、技術動向調査及び開発途上国へのニーズ調査等を実施

◆地球地図国際運営委員会(ISCGM)の事務局として、地球地図第１版の利活用及び地球地図
第２版の整備を積極的に推進するため、地球地図ワークショップを開催

◆アジア太平洋地域における地殻変動監視プロジェクトの推進
◆自然災害発生時に干渉SARを利用した現況把握・分析を行う
とともに、国際貢献活動支援のため必要な地域等については

人工衛星画像による地理空間情報の整備を検討

◆国連地名標準化会議(UNCSGN)における地名標準化活動、地理空間情報に係るISOの
国際規格策定等国際的なルールづくりへ積極的に参画

◆国際VLBI事業(IVS)、国際地球回転・基準系事業(IERS)、及び国際GNSS事業(IGS)へ積
極的に参画

国際標準規格
（ISO19***シリーズ）

国内標準規格
（JISX71**シリーズ）

実用標準
地理情報標準プロファイル（JPGIS）

地理空間情報の標準化

GPS連続観測網

（Web等を通じた
情報の共有・公開）

PCGIAP
アジア太平洋GIS基盤常置委員会

（各国の国家測量機関）

（調整・協働）

（観測網の維持・管理）

（統合解析）

防災担当機関
（相手国の測量機関）

地域防災へ利用

国土地理院

（観測データの集約）

地殻変動情報

地球地図フォーラム2008

地球地図／土地被覆データ地球地図／土地被覆データ

地球自転軸方向

国際的な事業への参画

つくば局：32mアンテナ 地球の重心

GPS観測局

国際VLBI事業

国際GNSS事業

・国際地球基準座標系（ITRF）の決定に
貢献
・地球回転の精密測定に貢献

国際地球回転・基準系事業

IGSつくば局電子基準点

赤道

VLBI観測局
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Ⅱ 平成２１年度概算要求主要事項の概要 

① 国土の管理、危機管理、災害対応等を通じた安全・安心な社会づくり 
○電子地図上における位置の基準となる基盤地図情報等の整備と提供 
－基盤地図情報整備－（  P.13） 
平成 20 年 4 月に閣議決定された「地理空間情報活用推進基本計画」を踏まえ、国、

地方公共団体等、様々な整備主体が作成した大縮尺地図データを集約・シームレス化

して、道路、建物等の基盤地図情報を効率的に整備するとともに、その提供のための

システムを構築する。 
 

○国土管理に不可欠な国土の基礎的情報の整備 
－国土地形基盤整備－（  P.14） 
従来の地図データに替わる新たなデジタルの基本図データとして、国土管理や災害

対応に不可欠な植生、構造物等の地形情報を、位置の基準である道路、建物等の基盤

地図情報に整合するように整備する。 
 

－電子基準点測量－（  P.15） 
全国に設置された電子基準点により GPS 連続観測を継続的に実施するとともに、

GPS衛星が使用する周波数帯の将来的な変更にも対応するよう電子基準点の計画的な

更新等を行う。 
 

－人工衛星画像による地図情報整備－（  P.16） 
航空機を用いた空中写真の撮影が困難な地域において、人工衛星画像を用いて地図

情報を整備する。 
 
 

② 国民生活の向上、地域活性化に向けた地理空間情報の活用の推進 
○地理空間情報の活用を加速する仕組みの整備 

－基盤地図情報の活用促進－（  P.17） 
   基盤地図情報の効率的な整備・更新・提供を図るため、地域における産学官の関

係者・有識者と連携した検討委員会等の開催、基盤地図情報の相互活用のための体制

や仕組みを構築する。 
  

－地理空間情報の提供・流通に関するガイドラインの作成－（  P.18） 
  地理空間情報の円滑な提供・流通を図るため、個人情報の保護やデータの二次利

用などの知的財産権等の取扱いにおけるガイドライン及び国の安全の観点から配慮

すべき事項に関する調査・検討を行う。 
  
③ 技術力を活かした国際貢献の推進 
○国際協働を先導的に推進 

－アジア太平洋地域地殻変動監視経費－（  P.19） 
アジア太平洋地域において、宇宙測地技術等を活用した地殻変動監視体制を関係各

国との協働により構築し、プレート運動、地震・火山噴火等にともなう地殻変動を把

握する。また、関係各国が取得した観測データの一元的な収集・管理を行い、防災・

減災のための情報としてアジア太平洋地域の各国へ還元するとともに、共通した位置

情報基盤の基となる基準座標系の確立に貢献する。 
12



【背景・目的】

【施策の概要】

【効 果】

◆地理空間情報を高度に活用できる社会の実現に対する期待が高まりを見せている
◆その実現のために不可欠な基盤的な地理空間情報の整備・更新・提供は、未だ不十分
◆共通基盤となる白地図（基盤地図情報）の整備・提供を推進
◆平成19年５月30日「地理空間情報活用推進基本法（平成19年法律第63号）」公布 (８月29日施行)
◆平成19年６月1日長期戦略指針「イノベーション２５」閣議決定
◆平成20年４月15日「地理空間情報活用推進基本計画」閣議決定
◆平成19年６月10日に改定された経済成長戦略大綱（経済財政諮問会議）において、「 「地理空間情報
活用推進基本計画」（平成20年４月15日閣議決定）に基づき、地理情報システムの利用拡大、衛星測位
の研究開発等により、地理空間情報を高度に活用する社会の実現を図る」と記載

◆地方公共団体等、様々な整備主体が作成した大縮尺地図データを集約・シームレス化して、道路、建
物などの基盤地図情報等を効率的に整備するとともに、その提供のためのシステムを構築する

◆地図情報の共有や重複整備の回避などの行政の効率化
◆都市再生、交通、防災、環境、まちづくり、防犯など様々な行政分野でのサービスの高度化
◆コンテンツの発信サービスなどの新産業や新サービスの創出
◆迅速・的確な災害対応やユニバーサル社会実現による利便性向上
◆特に、近年の急速な情報化、国際化等、変化が激しい都市域において、基盤地図情報の活用が、
各種施策の実施に大いに役立つ

共通基盤となる白地図（基盤地図情報）の整備・提供を推進

基盤地図情報整備
（概算要求額 2,068百万円）

＊＊
○○駅

□□町

△△町

地籍調査計画図

＊＊
○○駅

△△町

□□町 都市計画図

○○駅
＊＊□□町

△△町

再開発計画図

基盤地図情報を活用し都市計画図を効率よく更新

目的に応じ様々な
地理情報を上乗せ

都市計画基図

道路関係図面

公共測量成果として提出された都市計画
基図データ等を編集処理して、基盤地図
情報項目を整備整備項目

の抽出
シームレス
化

地図間の
整合性が向上

道路縁基準点

基盤地図情報

（街区基準点・道路縁・河川等）

オルソ画像を基盤地図情報整備や情報補完に活用

＊
＊

○○駅 △△町

□□町

基盤地図情報

○測量の基準点
○海岸線
○公共施設の境界線
○行政区画の境界線
及び代表点

○道路縁
等、国土交通省令で
定めるものの位置情報

基盤地図情報

オルソ画像

街区データ

道路縁から
街区データ
を抽出

住所から街区エリアを
参照

△×□市○丁目◇番地

13



【背景・目的】

【施策の概要】

【効 果】

◆基盤地図情報だけでは植生、崖、岩、構造物等の地貌や土地の状況を表す地形情報を知ることがで
きない
◆地貌や土地の状況は、国及び地方公共団体が国土開発を実施していくに当たって必要不可欠な情報
◆地理空間情報活用推進基本計画では、行政分野での地図等地理空間情報の整備に際しては、基盤
地図情報を活用し、他の地理空間情報と位置の整合がとれたものとして整備するよう努めるとしている
◆基盤地図情報を位置の基準として、これと整合するよう植生、崖、岩、構造物等の地貌や土地の状況
を表す地形情報を統合した新たな基本図データとして国土地形基盤を構築、整備

◆従来の地図データに替わる新たなデジタルの基本図データとして、国土管理や災害対応に不可欠な植
生、構造物等の地形情報を、位置の基準である基盤地図情報に整合するように整備する

◆地貌及び土地の状況等、国土の状況を全国的に明確な基準で把握することができる
◆国及び地方公共団体が領土保全、国土開発、防災における被害予測等国土管理を適切に実施するた
めの必要不可欠な資料となる
◆国民にデジタル時代の基本図データとして最新かつ信頼性のあるデータを安定して提供

国土地形基盤整備
（概算要求額 ３１１百万円）

国土地形基盤の構築イメージ

基盤地図情報 非基盤地図情報の項目
（構造物、建物記号、名称、植生等）

位置の基準となる項目
（主に道路と建物）

地図として
国土管理等に必要な項目

整合させて統合

国土地形基盤

提供
（紙地図、デジタルデータ）
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【背景・目的】

【施策の概要】

【効 果】

◆電子基準点は、国土の位置を決定する骨格であり、電子基準点による地殻変動観測は、地震調査研
究推進本部により地震調査研究のための基盤観測網として位置づけられている
◆電子基準点のリアルタイムデータを民間に開放することにより、地理空間情報サービス産業の発展に
重要な役割を果たしている
◆電子基準点が使用するGPS衛星は、現在L1、L2帯の周波数を使用して運行
◆今年から次世代GPS衛星の運用が予定されており、新たにL5帯の周波数による配信が行われ、現在
使用している周波数帯の一部の信号は、平成３２年には使用できなくなる予定
◆次世代の衛星測位システム（GNSS）に対応するよう電子基準点の計画的な更新を行う

◆地震・火山の調査研究への更なる貢献
◆迅速な地殻変動情報の提供により、安全・安心な社会作りに貢献

電子基準点測量
（概算要求額 １，１３９百万円）

◆設置後１０年以上経過している電子基準点を対象に、順次、受信機等の更新を行う
◆平成２１年度はその内１１５点について行う
◆GPS連続観測システム（GEONET）について、地殻変動情報をさらに速やかに提供するため、準リアル
タイム解析システムの開発を行う
◆火山変動地域の詳細な地殻変動情報を取得するため、他機関のGPS観測網との統合解析を実施

電子基準点

電子基準点地殻変動ベクトル図

準リアルタイム解析

○リアルタイムで得られた1秒データをもとに
○震源周辺の電子基準点について迅速に解析

変動情報のより迅速な把握、提供が可能

○変動後３時間分の観測データを収集
○手動によるデータ変換・解析処理
○およそ５～６時間後に変動情報を提供

現状

自動化の促進で
解析の効率化を図る

準ﾘｱﾙﾀｲﾑ解析

複数の観測網のデータを統合して解析

B火山
(10km以内)C火山

(10km以内)

A火山
(10km以内)

観測網の構成イメージ

①GEONET電子基準点
②他機関観測点(２周波)
③他機関観測点(１周波)

凡例

各観測の特色を生かし、火山活動に伴う長周期・短周期、
山体・火山周辺の地殻変動を把握することが可能

火山統合解析

設置後１０年以上経過している電子基準点を
対象に老朽化した受信機等の更新を行います。

受信機等交換

更 新

GPS受信機

電源部

通信装置

傾斜計

←交換

←交換
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【背景・目的】

【施策の概要】

【効 果】

◆我が国全域の正確な地図情報を整備することは、国土の開発、環境、農業、交通等の行政面において
不可欠であり、国土管理の基礎資料として重要
◆本土から遠く離れた地域等においては、航空機を用いた空中写真撮影が困難なことなどから、地図情
報の整備・更新が不十分
◆陸域観測技術衛星「だいち（ALOS）」等による人工衛星画像の活用により、これまでより正確かつ詳細
な地図情報の整備・更新が技術的に可能となってきた

◆国土管理の基礎資料として重要な我が国全域の地図情報の整備
◆地図としての利用のみならず、国土の面積算出の基礎データとなる

人工衛星画像による地図情報整備
（概算要求額 ４０百万円）

◆航空機による空中写真撮影が困難なために地図情報整備が不十分だった地域において、人工衛星画
像を用いて地図情報を整備・更新する

○人工衛星画像による地形図
作成手法の検討（H17～19）

○陸域観測技術衛星「だいち」
の定常観測運用の開始

H18.1.24 打ち上げ
H18.10.24 ﾃﾞｰﾀの提供開始

判読ﾏﾆｭｱﾙ
の策定等

試作図の作成

人工衛星画像による地図情報整備

(C)JAXA

人工衛星画像による地図情報整備
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【背景・目的】

【施策の概要】

【効 果】

◆基盤地図情報の効率的な整備・提供を進めるためには、国の機関や地方公共団体等との連携強化
を図り、また、広く産学官の関係者・有識者と連携し、相互活用における課題等の検討、活用推進のた
めのサポート体制及び支援の仕組みの構築を行う

基盤地図情報の活用の促進

◆平成19年５月30日「地理空間情報活用推進基本法（平成19年法律第63号）」公布 (８月29日施行)
◆平成20年４月15日に閣議決定された地理空間情報活用推進基本計画において、「誰もがいつでもど
こでも必要な地理空間情報を使ったり、高度な分析に基づく的確な情報を入手し行動できる地理空間
情報高度活用社会の実現を目指す」と記載
◆地理空間情報の活用推進に関する国の施策の企画、立案及び推進に当たって、産学官が連携・協
力して施策の検討や事業の実施に取組むことが必要であり、特に、基本測量及び公共測量においては、
測量成果の相互利用や測量作業の調整等について、国と地域内で連携して、基盤地図情報の整備・更
新･提供を進めることが必要

（概算要求額 ２０百万円）

◆国と地方公共団体等の連携を図り、活用推進に関する具体的な施策を展開することによる、基盤地
図情報の整備･更新・提供の推進
◆基盤地図情報の活用により、行政の効率化、サービスの高度化
◆情報発信サービスなどの新産業や新サービスの創出
◆迅速・的確な災害対応やユニバーサル社会実現による利便性向上

都市計画基図 等道路関係図面 等

国(整備局）

高精度かつ、最新の基盤地図情
報を集約・シームレス化

Web用地図、ナビ用地図 等

基盤地図情報の整備・更新

国土地理院

○産学官関係者、有識者との検討会

○情報提供サイト構築・運用

・相互活用課題等の検討
・支援方法・体制等の検討

地方測量部等所在各地域ごとのきめ細かい基盤地図活用推進の体制を構築

○基盤地図情報の整備･更新を推進 ○行政の効率化・高度化の実現

××町

□□町

△町

地理空間情報活用推進基本計画
－関係主体の推進体制の整備と連携の強化－

連 携

国、地方公共団体等による
基盤地図情報の整備・更新

地方公共団体

民 間

産学官の連携

国と地方公共団体が密接に連携
した取組みが必要

国の施策の立案・推進に当たって、国は
地方公共団体等と連携・協力して検討、実施

国と地方公共団体の連携

測量成果の相互利用・測量作業の調整等で
連携し、基盤地図情報を整備・更新・提供
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【背景・目的】

地理空間情報の提供・流通に関する
ガイドラインの作成

◆平成19年５月30日「地理空間情報活用推進基本法（平成19年法律第63号）」公布 (８月29日施行)
◆平成20年４月15日に閣議決定された地理空間情報活用推進基本計画において、 「個人情報の保護

等の地理空間情報の活用に当たって配慮すべき事項」の項目を設け、「個人情報の保護」、「データの
二次利用」及び「国の安全に及ぼす影響」の取扱いに関するガイドライン等を策定と記載
◆地理空間情報の利用推進の観点から、地理空間情報を円滑に提供・流通させるためのルールを明
確にする必要

（概算要求額 ６０百万円）

＊＊
○○駅

□□町

△△町

基 盤 地 図 情 報

【施策の概要】

【効 果】

◆地理空間情報における地図や空中写真等について、個人情報保護法制の遵守に十分に配慮した
個人情報の保護やデータの二次利用などの知的財産権等の取扱いに関するガイドライン作成のため
の調査・検討及び国民生活・国の繁栄に不可欠な国の安全についての枠組みに関する調査・検討を
行う

◆地理空間情報の提供・流通が促進され、地理空間情報を活用してより使いやすい情報の加工や、
他の情報を付加した地理空間情報の二次利用が促進される

個人情報の取扱いに関
するガイドライン
・保護措置が必要な情報かどうかの判断
指針
・法令等で閲覧が認められている情報の
提供の在り方
・個人情報保護のための加工措置や提供
制限措置
・有益な情報の提供を促進するための適
切な情報管理手法

知的財産権等の取扱いに
関するガイドライン
・元データの知的財産権等の
処理や業務受注者との契約関
係等

・二次利用の許諾や制限、
データ利用約款等

地理空間情報の活用推進と
バランスを取りつつ、国の安
全の観点から配慮すべき事
項について適切な枠組み

個人情報の保護

地理空間情報には、個人情報を含むも
のもあるため、個人情報保護法制の遵
守に十分な配慮が必要

個人情報を含んでいるケース

知的財産権等の取扱い

データの二次利用の許諾の考え方等の知
的財産権の具体の処理の方法を明確にし
ておくことが必要

著作権等の知的財産権の対象と
なっているケース

国の安全に及ぼす影響

国の安全は、国民生活・国の発展と繁
栄に不可欠であり、地理空間情報の流
通の拡大により害されてはならない

その公開が国の安全に影響を及
ぼすおそれがあるケース

地理空間情報の提供・流通が促進され、地理空間情報を活用してより使いやすい情報の加工や、
他の情報を付加した地理空間情報の二次利用が促進される

地理空間情報の提供・流通

効
果
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【背景・目的】

【施策の概要】

【効 果】

◆クック諸島（COOK）、タラワ（TARW）について、安定したデータ取得ができるように機器を更新する
◆宇宙測地技術等を用いて、アジア太平洋地域を網羅する観測ネットワークを各国協働で構築し、Ｇ
PS観測データ等の統合解析を実施

アジア太平洋地域地殻変動監視経費

◆PCGIAP（アジア太平洋GIS基盤常置委員会）の仲介・調整のもとでアジア太平洋地域測地観測プロ
ジェクトに参加し、各国と連携してGPS観測を実施し、プレート運動の監視、地震、火山噴火等に伴う地
殻変動の検出、地球ダイナミックスの理解に貢献
◆アジア太平洋地域でのＧＰＳ観測網確立及び地殻変動の監視並びに基準座標系の構築のため、ＧＰ
Ｓ観測の果たす役割は大きく、さらにはアジア太平洋地域における安全の確保ために必要

（概算要求額 ２１百万円）

◆各国で実施されるGPS観測のデータを、一元的に収集・管理し、統合解析結果とともにWebを通じて
公開することにより、アジア太平洋地域全体の防災・減災に寄与

絶対重力VLBI
干渉SAR

（統合解析）

国土地理院
国土地理院

（Webによる地殻
変動情報の提供）

（調整・協働）

（観測網の維持・管理）

地域防災に利用

（観測データの集約）

地殻変動情報
地殻変動情報

各国の防災関連機関
各国の防災関連機関

GPS連続観測網GPS連続観測網

地殻変動監視センター
地殻変動監視センター
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Ⅲ 平成２１年度概算要求事項別総括表 

（単位：百万円） 

対前年度 

事   項 

前年度 

予算額 

Ａ 

21年度 

要求額 

Ｂ 
比較増減

Ｂ－Ａ 

倍 率 

Ｂ／Ａ 

要求概要及び主要事項 

事  業  費 3,898 4,636 738 1.189  

 

災害時における情報

伝達手段等の整備 

584 947 363 1.621

災害対策基本法に基づく指定行政機関と

して、測量地図分野の最新技術を活用し

た災害情報の整備を推進する。 

（Ｏ Ｄ Ａ） (14) (21) (7) (1.500)
●アジア太平洋地域地殻変動監視経費

（継続）21百万円 

地理空間情報の整

備・活用等の推進 
3,314 3,689 375 1.113

国土の位置・形状を定めるための調査等

及び地理空間情報の整備・活用を推進す

る。 

（Ｏ Ｄ Ａ） (15) (16) (1) (1.067)

●国土地形基盤整備（新規）311百万円 

●電子基準点測量（継続）1,139百万円 

●人工衛星画像による地図情報整備 

 （新規）40百万円 

●基盤地図情報の活用促進(新規)20百万円

●地理空間情報の提供・流通に関するガ

イドラインの作成（新規）60百万円 

   

研 究 費   

地理地殻活動の研究 169 213 44 1.260 測量・地図作成に必要な研究を行う。 

   

 

国土地理院施設整備 

 

139 162 23 1.165 国土地理院に必要な施設の整備を行う。

   

 

国土地理院の運営 

 

5,895 5,806 △89 0.985
国土地理院の事務事業に必要な人件費等

共通経費。 

   

 

国土地理院合計 

 

10,101 10,817 716 1.071

（Ｏ Ｄ Ａ） (29) (37) (8) (1.276)

 

 

他局三段表計上事項（土地・水資源局計上） 

地理空間情報の 

整備・活用の推進 
2,068 2,068 0  1.000

 

●基盤地図情報整備（継続）2,068百万円
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Ⅳ 参考資料 

用 語 集 

  

【ア行】 

 

＜アジア太平洋 GIS 基盤常置委員会（PCGIAP：Permanent Committee on GIS 
Infrastructure for Asia and the Pacific）＞ 
国連アジア太平洋地域地図会議（UNRCC-AP）の勧告に基づき、地理情報システ
ム（GIS）に必要な基盤データの整備促進を図るため、同地域 56 カ国・地域の国家
測量・地図作成機関の代表がメンバーとなり、1995 年から活動を開始。2000 年から

2006 年まで国土地理院が事務局を担当し、2006 年からは副会長を担当。地図会議は

毎年開かれ、2008 年は第 14 回総会が 8月にマレーシアで開催。 

 

＜オルソ画像＞ 

 標高データを利用して空中写真の歪みを補正したもの。地図と同様に真上から見

た写真（画像）に補正されているため、位置、距離、面積等の計測が容易で、広域

にわたりシームレスな利用が可能。近年一般での利用が拡大している。 

 

 

【カ行】 

 

＜基本測量＞ 

   「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをい

う。（測量法第 4条） 

   なお、ここでいう「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の

撮影も含まれている。 

 

＜基盤地図情報＞ 

 地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基

準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省

令で定めるものの位置情報（国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。）

であって電磁的方式により記録されたもの。（地理空間情報活用推進基本法（平成

19 年法律第 63 号）第二条三項） 

 

＜空中写真＞ 

飛行中の航空機などから、航空カメラにより地表面を撮影した写真のこと。同一

地点を複数の位置から撮影することにより、地図情報を作成する基になる地表面の

三次元位置情報を計測することができる。 
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＜公共測量＞ 

「公共測量」とは、基本測量（すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の

行うもの）以外の測量で次に掲げるものをいう。（測量法第 5条） 

１．その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補

助して実施する測量  

２．基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実

施する測量で国土交通大臣が指定するもの  

・行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業  

・その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は

補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業  

ただし、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度

の精度を必要としない測量で測量法施行令(昭和 24 年政令第 322 号) 第１条で定め

るものを除く。 

 なお、ここでいう「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真

の撮影も含まれている。 

 

＜国際 VLBI事業（IVS : International VLBI Service）＞ 
 IVSは、(1)VLBI観測事業の促進、(2)研究開発活動の促進、(3)VLBI成果利用者
との相互関係を深め、グローバルな地球観測の枠組みの中に VLBIを位置づけること
を目的とした事業。17 ヵ国の 38 機関が加盟しており、評議会、中央事務局、VLBI
観測局、オペレーションセンター、相関局、解析センター、技術開発センターによ

り構成されている。 

 

＜国際地球回転・基準系事業（IERS : International Earth Rotation and Reference 
Systems Service）＞ 
 IERS は、「慣用地球基準座標系の定義・保持」「世界時の決定」等を目的とす
る国際機関。母体機関は、IUGG(International Union of Geodesy and Geophysics：
国際測地学及び地球物理学連合）及び IAG(International Association of Geodesy：
国際測地学協会）。  

 

＜国際 GNSS事業（IGS : International GNSS Service）＞ 
 IGS の目的は、世界測地網のデータ及び精密暦や極位置などの解析結果を世界の
利用者に提供することを通じて、測地学及び地球物理学の発展に寄与しようとする

ことである。IGSは、それぞれの組織が運用する GNSS観測局を利用して、極位置
等の地球回転パラメータを常時観測するほか、国際地球回転事業とも連携して、高

精度の世界測地系の確立と保持を目指す。 

 

＜国土交通地理空間情報プラットフォーム＞ 

 国土交通省の各部局及び各施策が個別に公開している地理空間情報を総覧するた
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めの情報システムである。背景となる電子地図は基盤地図情報などを利用し、地図

表示機能については電子国土 Web システムを利用している。平成 20 年 4月末に試験

公開した。 

 

＜国土画像基盤＞ 

 国土の最新の正確な状況を表すために整備する精度の高いデジタルオルソ画像の

こと。高精度で整備することにより、国、地方公共団体等において、基盤地図情報

の更新、精度検証等に利用することができる。 

 

＜国土地形基盤＞ 

 位置の基準である基盤地図情報との整合を図り、縮尺レベル 25000 に限定するこ

となく、より精度の高いものを含んだ、我が国全域を覆うベクトル形式の基盤デー

タである。基盤地図情報と整合し、基盤地図情報項目以外の地形情報項目が含まれ

るため、特に、国や地方公共団体等の行政分野において利用される。 

 

＜国連アジア太平洋地域地図会議（UNRCC-AP : United Nations Regional 
Cartographic Conference for Asia and the Pacific）＞ 
 国土の開発・保全に不可欠な測量・地図整備を促進するため、国連経済社会理事

会の勧告(1948)に基づき設置された会議で、1955 年以来ほぼ 3 年毎に開催されてい

る。国土地理院は、日本政府を代表して会議に参加している。 

 

＜ 国連地名標準化会議（ UNCSGN : United Nations Conference on the 
Standardization of Geographical Names）＞ 
 国連加盟各国の地図作成機関等の専門家らが、地名に関する用語の定義、表記方

法等の地名の標準化を目的とした国連主催の会議。1959 年国連経済社会理事会

（ECOSOC）に設けられた地名統一専門委員会の勧告に基づき、1967 年から 5 年ごと

に開催されている。次回会議は 2012 年に開催される予定である。 

 

 

【サ行】 

 

＜SAR：Synthetic Aperture Radar（合成開口レーダー）＞ 
リモートセンシングセンサの一種。人工衛星や航空機が移動しながら搭載したセ

ンサから地上に向けてマイクロ波を照射し、その反射波を次々と合成処理すること

により、その軌道上に仮想の巨大アンテナがあるのと同等な高分解能の画像が得ら

れるようにするレーダーシステム。地表のある地域を２回以上観測し、それらの位

相差をとることによって、衛星（あるいは航空機）方向における地表の変動量を高

い密度で検出することが可能となり、地殻変動の面的な分布の計測に利用されてい

る（干渉 SAR）。二つのアンテナを搭載して、画像と同時に干渉情報を取得するこ
とにより、地形計測を行うことも可能。 
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＜災害概況図＞ 

 地震、水害等の大規模災害が発生した際に、被災地域における人的、物的被害に

ついて、関係機関やマスコミ等の情報に基づき、被害の概要を国土地理院が刊行す

る 50 万分 1地方図等に記載したもの。 

 

＜災害対策用図＞ 

 大規模地震等の災害が発生した際に、防災関係機関及び現地災害対策本部等に配

布することを目的として緊急に作成する地図のこと。初動体制の確立、被災状況の

把握、二次災害の軽減等に資するために、災害の規模と範囲に応じた適切な区画及

び縮尺のものを作成している。 

 

＜作業規程の準則＞ 

 測量法第 34 条の規定に基づき、公共測量における標準的な方法等を定め、その規

格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的に国土交通大臣が定め

ることができるもの。 

 

＜GPS連続観測システム（GEONET：GPS Earth Observation Network System）＞            
全国約 1,200 カ所に設置された電子基準点と GPS中央局（茨城県つくば市）から

なる国土地理院による GPS連続観測システム。高密度かつ高精度な測量網の構築と
広域地殻変動の監視を目的とする。 

 

＜GPS：Global Positioning System（全地球測位システム）＞ 
4～5 個以上の人工衛星の電波を同時に受信して位置を正確に求める GNSS
（Global Navigation Satellite System－全地球測位航法衛星システム）の一つで、船
舶や航空機等の航法支援システムとして 1970 年代に米国で開発。上空視界が開けて

いる場所であれば、全世界で共通に利用可能。国土地理院では、電子基準点による

GPS連続観測、精密測地網測量、地殻変動測量、基準点測量等に利用し、複数の受
信機により㎜単位の高精度で測位を実施。 

 

＜GNSS：Global Navigation Satellite System（全地球測位航法衛星システム）＞ 
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。米国の運

用する GPSが代表的。測位衛星からなる宇宙部分、衛星を制御する地上部分、電波
を受信して位置を決定する利用者からなる。GPS以外にも、ロシアで開発・運用し
ている GLONASS、ヨーロッパ連合で計画している Galileoなどがあり、我が国で打
ち上げが計画されている準天頂衛星計画にも GNSSとしての機能を持たせることが
計画されている。 

 

＜セミ・ダイナミック補正＞ 

 地殻変動が複雑な日本列島において、国家基準点を利用した測量結果と測量成果
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（三角点の経度・緯度など）の整合性をｃｍレベルで維持することを目的として、

地域毎の定常的な地殻変動量を把握し、測量結果に補正すること。 

 

 

【タ行】 

 

＜地球地図（Global Map）＞ 
地球全体の地形・植生や土地利用の情報を全世界同一仕様（1km メッシュ、縮尺

100 万分 1）で、カバーする数値地図。世界 163 ヵ国の国・16 地域（平成 20 年 7 月

末）の参加により整備を進め、平成 19 年度に全球陸域のデータが完成した。地球環

境の実態やその変化を把握するとともに、地球環境問題の分析や施策立案を行うた

めに利用される。 

 

＜地球地図国際運営委員会（ISCGM：International Steering Committee for Global 
Mapping) ＞ 
1996 年、地球地図整備に向けた調整の促進、整備方策検討のための常設組織とし

て設立された委員会。国家地図作成機関や国際機関等によるメンバーで構成されて

おり、委員長は 2007 年現在、D.R.Fraser Taylor教授が務めている。年に１回程度会
合を開催しており、2008 年 6 月には第 15 回会合が東京で開催された。国土地理院は

事務局を担い、事務局長は国土地理院地理調査部長が務めている。 

 

＜地球地図ワークショップ＞ 

 2008 年 6 月の地球地図フォーラムにおける、幅広い参加者による議論の結果を受

け、地球地図第 2 版整備に向けた地球地図の仕様、データ形式等について検討する

会議。地図作成技術の専門家、研究者等の出席のもと、2009 年度中の開催を予定し

ている。 

 

＜地理空間情報＞ 

空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報（当該情報に係る時点に関する情

報を含む。「位置情報」という。）。または、位置情報及び位置情報に関連づけら

れた情報。（地理空間情報活用推進基本法（平成 19 年法律第 63 号）第二条一項） 

 

  ＜地理情報システム（GIS：Geographic Information System）＞ 
電子情報化した地図データと空間データ（地理的位置や空間に関する情報を持っ

た自然・社会・経済等の属性データ）をコンピュータ上で結合させ、統合的に処理・

管理・分析し、その結果を表示するコンピュータ情報処理システム。 

 

  ＜デジタル標高地形図＞ 

航空レーザ測量により整備された地上 5ｍ間隔の高精度な標高データを用いて、標

高が低い地域を青色の寒色系、高い地域を赤色の暖色系に彩色したものに陰影を付
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けた陰影段彩図と 2万 5 千分 1地形図を重ねた地図。 

高台や低地、傾斜地など居住地の標高と地形が一目で分かることから、洪水・高

潮・津波による水害や急傾斜地における土砂災害などの防災・減災対策に役立つと

ともに、地方公共団体が整備する各種ハザードマップの基礎資料としても活用でき

る。 

 

＜電子基準点＞ 

国土地理院が全国 1,238 箇所（平成 20 年４月現在）に設置している GPS連続観
測を行う国家基準点。 

 

＜電子国土Webシステム＞  
電子国土（コンピュータ上に再現した国土）の実現のために、必要なデータをイ

ンターネットを通して取得し、最適な構成で表示する情報システム。地理空間情報

の表示にはウェブブラウザを用いており、ユーザは費用負担なく様々な地理空間情

報を見ることができる。 

 

＜電子ペーパー＞ 

紙の長所とされる視認性や携帯性を保った表示媒体のうち、表示内容を電気的に

書き換えることができるもの。具体的には、紙のように薄くて曲がるディスプレイ

で、電源なしでカラー表示を保持することができる。 

 

＜都市圏活断層図＞ 

内陸部の活断層などの詳細な位置と関連する地形分布等の情報を 2 万 5 千分 1 地

形図上に表したもの。活断層の詳細な位置、活断層の評価に関連する地形、防災関

連施設などが分かることから、地震災害などの防災・減災対策に役立つとともに、

地方公共団体が整備する各種ハザードマップの基礎資料としても活用できる。 

 

＜土地条件図＞ 

地形、地盤条件等を空中写真判読や現地調査等により調査し、地形の区分、防災

関連施設等を 2万 5 千分 1地形図上に表したもの。 

低地の地形分類から地震災害や風水害を起こしやすい地形条件、地盤高線から洪

水時の浸水深や氾濫域などが分かることから、浸水予測、地盤条件の検討などの防

災・減災対策に役立つとともに、地方公共団体が整備する各種ハザードマップの基

礎資料としても活用できる。 

 

 

【ハ行】 

 

＜VLBI：Very Long Baseline Interferometry（超長基線電波干渉法）＞ 
宇宙の彼方にあるクエーサー（準星）から放射される電波を、数百 km 以上離れた
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2 ヶ所以上の電波望遠鏡で同時に受信し、その到達時刻の差を計測する技術。国土地

理院では、数千 km 離れた 2地点の距離を誤差数 mm で測定し、測地網の規正やプレー

ト運動の監視に使用。 

 

 

【ラ行】 

 

＜陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS：Advanced Land Observing Satellite）＞ 
 2006 年に打ち上げられた世界最大級の地球観測技術衛星で、3 つの地球観測セン

サを搭載。搭載されている光学センサ（PRISM）により、高分解能(地上 2.5m)で立
体視可能な画像（ステレオペアの画像）が取得できる。 

また、合成開口レーダー（PALSAR）は、悪天候や昼夜の別なく地表の様子を観
測することができ、地震や火山等の地殻・地盤変動の前後に観測を行い、データを

比較することで、地上の観測装置を必要とせず、面的な地殻変動を捉えることがで

きる。 

さらに、高性能可視近赤外放射計２型（AVNIR-2）は、地表を 10ｍの分解能で観
測し、土地の利用状況や土地被覆を面的に捉えることができる。 

 

 

【ワ行】 

 

＜ワンストップサービス＞ 

一般的には、インターネット等における一つの窓口から一回の操作で各種の行政

サービスを受けられるようにする仕組みのことを言う。ここでは、「規制改革・民

間開放推進 3 か年計画」等を踏まえ利用促進が図られるよう改正された測量法に基

づき、測量成果の検索、閲覧、入手、複製・使用承認申請を全て行うことができる

よう、国土地理院が設けた総合窓口をいう。 

これにより、基本測量及び公共測量の測量成果利用者の手続を簡素化でき、地理

空間情報の活用を図ろうとするものである。 
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