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概 要

日本の重力値の基準を40年ぶりに更新
～あなたの体重がほんのわずか変わります～

１．身近に使われている重力値
①はかりの校正
物の重さは重力の大きさによって変わり
ます。北海道と沖縄を比べると北海道の
方が少しだけ（約0.15%）重力が大きく
なり、同じ物でもその分重くなります。
例えば、沖縄で1kgの金が、北海道に
持っていくだけで約1g重くなります。
そのような状態では社会が混乱するため、
同じ物が日本どこでも同じ重さとしては
かれるように、各地の重力値ではかりを
校正しています。このはかりの校正に重
力値が使用されています。

②地下の構造探査
鉱床のような周囲より密度の高い物体が
地下にあると、その物体の引力の影響で
地上の重力値は増加します。また、活断
層などによる地層の不連続でも、断層の
両側で密度が変わるため地上での重力値
に変化が生じます。
重力値の測定結果は地下資源の探査や、
地下の活断層の分布や形状、規模の推定
などの防災・減災分野にも活用されてい
ます。また、同じ場所で重力値を継続し
て観測することで、火山のマグマの動き
なども監視できます。

「Gal（ガル）は重力の大きさを表す単位。
地上の標準的な重力値が約980Gal（=9.8m/s2）。1ｍGal（ミリガル）は0.001Gal（=0.000001m/s2）

国土地理院は最新の観測結果に基づく全国の重力値の基準である「日本重力基準網

2016（JGSN2016）」を公開しました。

これまでの基準は、国土地理院が1976年に整備した「日本重力基準網1975

（JGSN75）」でした。

公開から40年が経過し、地殻変動などによる影響で実際の重力値との乖離が大きく

なったため、今回改定することとしました。

改定に伴う重力値の変化は、最大で地上での重力値の-1×10-5％（-0.1mGal）程度で、

これは60kgの体重がヤブ蚊数匹分（約0.006g）軽くなったことに相当します。

大

小

重力

地下構造と重力値の関係

資料４資料４

 1 



２．「日本重力基準網2016（JGSN2016）」について

JGSN75とJGSN2016の差

重力は、土地の高さの決定だけでなく、はかりなどの計量機器の校正や地
下の活断層調査など、様々な目的で利用されています。国土地理院では、誰
もが、いつでも、どこでも正確な重力値を測定できるよう、全国に重力点を
設置し、基準となる重力値を提供しています。
これまでの重力値の基準は、国土地理院が1976年に整備した「日本重力

基準網1975（JGSN75）」でしたが、地殻変動の影響などによる現在の重
力値との乖離や、重力計の性能向上による高精度な重力値への要望の高まり
を踏まえ、新たに「日本重力基準網2016（JGSN2016）」を整備しました。

JGSN2016は、2002年から2016年までに国土地理院が実施した最新の
重力測定結果を用いて構築されており、2011年の東北地方太平洋沖地震や
2016年の熊本地震に伴う重力変化なども含まれています。
精度はこれまでより約5倍向上しています。重力の国際標準にも整合して

おり、国内の重力測定結果や計量基準の信頼性向上が期待されます。
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４月28日（金）から、国土地理院のウェブ地図「地理院地図」※上で、東京23区の
1936年（昭和11年）頃の戦前の空中写真が、現在の地図や各年代の空中写真な
どとも重ねて見られるようになりました。
今回公開した空中写真は、国土地理院が保有し、撮影時期が判明している空中写真
の中では一番古い年代のものです。
※地理院地図は、国土地理院が整備する地形図、空中写真、地形分類、災害情報
など、1,800以上の情報を自由に選択・重ね合わせて見ることができるウェブ地図です。
地理院地図のアドレス http://maps.gsi.go.jp/

概 要

戦前の東京２３区が見渡せる空中写真を地理院地図上で初公開
～かつての外濠や渋谷川の状況がわかります～

１．作成範囲
初公開したのは、東京2 3区を包括する
範囲（図１）となります。（世田谷区の
一部を除く 「 の範囲」）
これまで１枚単位で公開していた空中
写真のうち、今回5 1 9枚を現在の地図と
位置がずれないようつなぎあわせ地理院
地図から公開しました。
初公開した空中写真は、国土地理院が
保有し、撮影時期が判明している空中写
真の中では一番古い年代のものとな ります。 図１_作成範囲

【1936年頃の空中写真の表示方法】
PCまたはスマートフォンから地理院地図
（http://maps.gsi.go.jp/）にアクセス

① 「情報」→「トピック」タブの「空中写真・衛星
画像」フォルダをクリック

② 「1936年頃」を選択

２．表示方法 ①

②
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３．表示例（東京駅・渋谷駅の周辺）

1936年（昭和11年）頃の東京駅周辺
約80年前

・東京駅周辺の様子が確認できます。
・例えば、東京駅東側に外濠が確認できます。

（ 部分）

・渋谷駅周辺の様子が確認できます。
・例えば、渋谷駅北側に渋谷川が見え、一部
自然が残っていることが確認できます。

（ 部分）

２００９年（平成２１年）の東京駅周辺

1936年（昭和11年）頃の渋谷駅周辺
約80年前 ２００９年（平成２１年）の渋谷駅周辺

・左の写真と同じ範囲の東京駅周辺の様子
・現在は、道路として利用されています。

・左の写真と同じ範囲の渋谷駅周辺の様子
・現在は、暗渠化され渋谷川が確認できませ
ん。 （ 部分）
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国土地理院では、平成28年12月20日時点における西之島の2万5千分１地

形図、火山基本図データ等の提供を６月30日（金）に開始します。

新しい地図では、噴火によって約9倍に大きくなった西之島の地形がわか

ります。

概 要

西之島の面積が約9倍になりました
～ 噴火後はじめての地図を提供開始～

提供する地図等

西之島は、平成25年11月の噴火活動以降島の拡大を続けてきましたが、平成28
年にはいったん火山活動が沈静化しました。
国土地理院では、同年12月20日時点における西之島の海岸線及び地形を表記
した2万5千分１地形図を6月30日（金）に刊行します。
提供を開始する地図等
2万5千分１地形図
電子地形図（25000、20万）
数値地図

（国土基本情報、国土基本情報20万）
空中写真

最高標高25m

平成28年12月20日時点の西之島の面積 ： ２．７２ｋｍ2
※東京ドーム約５８個分
※旧島（０．２９ｋｍ2）の約９倍

最高標高143m

新しい地形図に旧島の
海岸線（赤線）を重ねたもの

資料６資料６
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提供する地図等

写真地図：
空中写真の画像上に
基図の情報を重ねて
表示した図

陰影段彩図：
火山地形を立体的に
見ることができるように
陰影段彩図に基図を
重ねて表示した図

基図：
火山の地形を詳細な
等高線（２ｍ間隔）
で表した図

山頂付近の拡大

平成28年12月20日撮影の空中写真に基づき、西之島の詳細な地形が分かる火
山基本図データ「西之島」（2千5百分１）を新たに作成し、6月30日に国土地理
院のホームページから公開を開始します。火山基本図データ「西之島」は、防災計画
や火山の調査、各種研究などでの活用が期待されます。
火山基本図関連のホームページのURLは、以下のとおりです。
火山の地図のページ：
http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/volcano-maps.html
火山基本図データダウンロードのページ：
http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/volcano-maps-vbm-data-list.html
地理院地図：
http://maps.gsi.go.jp/
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概 要

「地形図の修正にはじめてビッグデータを活用」
－登山者の移動経路情報を提供いただける企業・団体を募集－

近年、スマートフォンの登山用アプリ利用者の増加、インターネットの登山

情報共有サービスの普及により、多くの移動経路情報を含む登山記録が収集、

公開されています。

国土地理院では、登山者の移動経路情報を無償で提供いただける企業及び団

体の募集を行い、初の試みとして、登山者がスマートフォンやハンディGPS

受信機で取得した移動経路情報などのビッグデータを活用した地形図の修正

を開始いたします。

今後、来年の夏山シーズンに向けて登山者の利用が多い主要な山域から登山

道の修正を開始し、より正確な登山道の情報を地形図に表示して提供する予

定です。

ビッグデータを活用した地形図の登山道修正イメージ

登山者

インターネット上で
収集、公開

登山情報共有サイト

登山者の
移動経路情報
を提供

国土地理院

登山者が取得した
移動経路情報

大量の登山者の移動経路情報
を処理して地形図を修正

資料７資料７
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国土交通省では、高速道路ネットワークにおいて、路線名に併せて路線番号を

用いて案内する「高速道路ナンバリング」を導入しています。これを受け、国

土地理院では、10月24日に、地理院地図（標準地図）のズームレベル９～１４

に高速道路ナンバリングを表示しました。

概 要
地理院地図に高速道路ナンバリングを表示

地理院地図
はこちらへ⇒

路線番号 路線名

常磐自動車道、仙台東部道路、三陸沿岸道路（仙台港北～利府）、仙台北部道路

首都圏中央連絡自動車道（釜利谷～木更津）

高速道路ナンバリングの表示例（ズームレベル14）

資料８資料８
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地理院地図パートナーネットワーク会議は、オープンデータとして提供している地図データ
「地理院タイル」等の活用推進のため、ソフトウェア開発に携わる外部技術者（パート
ナー）とオープンイノベーションを目指して情報共有・意見交換を行う場です。

本会議は平成26年11月から開催し、第８回会議を平成29年11月13日に開催しま
した。

日時：平成29年11月13日（月）13時～16時30分
場所：国土地理院関東地方測量部 地震予知連絡会 大会議室

（東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎8階）

本会議では、行政機関からの情報提供やパートナーの皆様による地理院タイルを使った
事例紹介、意見交換を行いました。

概 要

地図でオープンイノベーション！
～第８回地理院地図パートナーネットワーク会議開催～

資料９資料９

プログラム
第1部 行政機関からの情報提供
１．地理院地図に関する話題
国土地理院情報普及課長 出口智恵

２．気象庁内における地理院地図の利用状況
気象庁総務部情報利用推進課情報利用推進調査官 佐藤豊

３．地理院タイル、OSSを利用した自治体によるGIS作成（ひなたGIS）
宮崎県総合政策部情報政策課ICT利活用推進担当副主幹 落合謙次

第2部 パートナーからの地理院タイルの利用事例紹介、意見交換
※各スペースでPC、パネル等を用いて実施

１．20万分の1日本シームレス地質図V2とラスタータイルの活用
産業技術総合研究所 西岡芳晴

２．「地図×年表」で過去1600年間の災害事例を地図化―「災害年表マップ」
防災科学技術研究所 鈴木比奈子

３．FOSS4Gでの地理院地図の活用
OSGeo財団日本支部 岩崎亘典 他

４．地理院タイルを利用したWeb GISシステムの紹介
ESRIジャパン株式会社 平田健剛 他

５．広域・マルチソース・Anyデバイスをコンセプトに -SuperMap 3D GIS-
日本スーパーマップ株式会社 平野あや 他
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１．地理院地図パートナーネットワークとは

・国土地理院は、Web地図「地理院地図」において、地図データ「地理院タイル」を提
供しています。地理院タイルは、地方整備局や地方公共団体から道路等公共施設に
関する情報をいただいて更新しており、本省や地方整備局の様々なシステムでご活用
いただいています。

・国土地理院では、地理院タイルの活用力を持つ外部技術者（受託開発者、ツール
提供者）をパートナーとし、情報共有・意見交換の場をもつことで、各種業務の円滑
な実施に寄与するとともに、官民が保有する地理空間情報の活用推進によるオープン
イノベーションを目指しています。

・平成26年11月に第1回会議を開催して以降、年2回のペースで会議を開催していま
す。

地理院タイルを活用した
受託開発

地理院タイルの提供

地理院タイルを活用した
ツール開発

98者 67者

発注者・
エンドユーザ

国土地理院

受託
開発者

ツール
提供者

（H29.6現在）

具体的な活用をカタログ化した
「地理院地図パートナーリスト」

北海道開発局
北海道地区道路情報

DiMAPS

全国の技術者がパートナー
登録しています
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国土地理院は、平成29年7月九州北部豪雨において、被害状況を把握するため、空
中写真（垂直写真）の撮影を7月13日、30日及び31日に実施しました。
また、撮影した空中写真の画像及び国土交通省災害対策用ヘリコプターで7月8日に
撮影した画像を用いて土砂崩壊地・道路損壊・鉄道損壊・洪水流到達範囲を判読し
ました。
撮影成果及び判読結果は、被災自治体、政府関係機関や国民へ迅速に情報提供し
ています。

概 要
平成29年7月九州北部豪雨における国土地理院の対応

１．空中写真（垂直写真）による状況把握

大分県日田市大字小野周辺福岡県朝倉市杷木松末周辺

撮影範囲

資料１０資料１０
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２．平成29年7月九州北部豪雨に伴う被害状況判読図

様々な機材を使用して被災箇所を
撮影し、判読した成果を提供・公開

航空機
UAV

地方整備局
災害対策ヘリ

流木堆積箇所判読図

空中写真から流木堆積箇所を判読し公開

空中写真、ヘリ画像から土砂崩壊地、洪水流到達
範囲、道路損壊等を判読し公開

被害状況判読図
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平成29年10月12日（木）から14日（土）、日本科学未来館において「Ｇ
空間ＥＸＰＯ2017」を開催しました。
３日間を通じて２万人を超える来場者を迎え、盛会のうちに幕を閉じまし
た。

「G空間EXPO2017」開催報告
～地理空間情報科学で未来をつくる～

最優秀賞「高校・大学連携による津波避難評価シミュレーションシステム」

テープカット秋元副大臣ご挨拶

概 要

【開会式】

【メッセージゾーン】

活躍する女たち なぜか？！～男性必聴！～

（参考）入場者数
3日間合計 20,450名（前年比 ＋1,312名）
10/12（木）6,456名 13（金）6,760名 14（土）7,234名

Ｇ空間ＥＸＰＯの入口ゾーンとして、身
近な地理空間情報の紹介、Ｇ空間社会
の成り立ちについて説明しました。
また、メインステージプログラムでは、Ｇ空
間社会を牽引するプレーヤーの方々に、地
理空間情報活用の今日についてお話しい
ただくなど、様々なプログラムを開催しました。

秋元副大臣をお迎えし、日本科学未来館の毛利館長、北本政策統括官ほか産学
官の代表者にご登壇いただきました。

資料１１資料１１
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【Geoアクティビティコンテスト】

【Geoエデュケーションプログラム】

【講演・シンポジウム】

【地理空間情報フォーラム】

国土交通省ブース 国土地理院ブース 防災アプリブース

展示の様子

高校必修科目「地理総合」に向けて

Ｇ空間情報に関する独創的なアイデア、
ユニークな製品、画期的な技術等を持つ中
小・ベンチャー企業、大学・高校、官公庁
関係者等１６者による展示やプレゼンテー
ションを実施し、最終日に表彰を行いました。
最優秀賞「ドローンを用いた水稲圃場の
低コストモニタリング手法の開発」（愛媛県
立伊予農業高等学校 村井麻里亜さ
ん）ほか、10者を表彰しました。

学校教員の方々を対象としたタブレット端
末やGＩSを用いた授業づくりの研修会、自
治体、NPO法人の方々を対象として、Ｇ
空間情報を活用した地域支援活動やオー
プンデータに関するセミナー・研修会を実施
しました。

国土交通省による高精度測位社会プロジェクトの展示や、国土地理院の施策
展示、防災アプリの展示を行いました。

Ｇ空間社会を支える最新情報や研究成
果発表、業界・技術動向の紹介など、関
係団体による様々なプログラムが実施され、
その一つとして、広報推進協議会主催によ
り、測量・地図分野で働く若手社員がこの
業界の魅力と夢を語るパネルディスカッション
を開催しました。 パネルディスカッションの様子
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国土地理院では、平成29年9月6日に地図と測量の科学館において昨年に引き続
き、（公社）日本地理学会と共同でサマースクールを開催しました。
大学生12名が参加し、4名の講師による座学と実習（実務体験）、班別ディスカッ
ションを実施しました。

概 要

2017年度サマースクール開催報告
～（公社）日本地理学会・国土地理院共催～

開 催 目 的

将来を担う技術者の育成に積極的に取り組むための具体策の一つとして、学部3年
生以下の地理系学生を主対象に、地図や測量に関する最新情報を提供することで、
この分野に対する興味関心や地理学を基礎とした科学技術が社会に広く浸透・貢献し
ていることへの理解を深めてもらい、研究者・教育者・技術者を志す契機や進路選択に
役立ててもらうことを目的としている。

プログラム概要

（１）開講式（村上院長より開講挨拶）、オリエンテーション
（２）講義1「国土地理院の業務・地図作成業界を知る」

①「国土地理院の中をのぞいてみよう」、②「地図作成業界を知る」
（３）地図と測量の科学館見学
（４）講義2「地図作成・地図表現の最前線を知る」

①「国土を描く新技術」、②「地図表現の最前線を知る」
（５）実習（実務体験）

①MMS/UAV機材見学、②図化機体験、③地図編集体験、④3Dプリンタ見学
（６）班別ディスカッション・結果まとめ
（７）講評、受講修了証授与
（８）閉講式（戸所日本地理学会長より閉講挨拶）

実習②デジタル図化機体験 全体集合写真

資料１２資料１２
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7月19日に、国土地理院本院（つくば市）において教科書・教材出版社の

職員を対象に、教科書や教材づくりの参考としていただくべく、施設等見

学会と施策説明会を開催しました。

概 要

教科書・教材出版社を対象に見学会・説明会を開催

実施内容

日時：平成29年7月19日（水）10:00～15:30（国土地理院）
参加者：教科書・教材出版社12社21名（学校図書、教育出版、啓林館、廣済
堂あかつき、実教出版、清水書院、数研出版、第一学習社、帝国書院、東京書
籍、二宮書店、日本文教出版）及び（一社）教科書協会事務局
国土地理院の教育支援の一環として、本省水管理・国土保全局、気象庁とも連
携し昨年度より実施。今回が2回目。
地図作成現場、地図と測量の科学館、UAVのデモ飛行等の見学、学習指導要
領改訂に関する筑波大学井田教授の特別講演、国土地理院、水管理・国土
保全局、気象庁から提供可能な情報についての説明を行った。
参加者からは「非常に参考になった」等の肯定的なご意見を多くいただき、盛況の
うちに説明会等を終えられた。来年以降も継続的に実施していく予定である。

UAVデモ飛行見学

水管理・国土保全局の講演

測量用航空機見学

地図と測量の科学館見学

資料１３資料１３
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