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国土地理院が行う災害対応支援

国土地理院 中部地方測量部

「測る」～日本の位置を定める～

⽇本経緯度原点
（東京都港区）

⽇本列島の正確な位置を求めます

⽇本⽔準原点
（東京都千代⽥区）

⽔平位置（緯度・経度）の基準は「⽇本経緯度原点」、⾼さ
（標⾼）の基準は「⽇本⽔準原点」と定められています。
全国に設置されている電⼦基準点や三⾓点、⽔準点などの基準

点の位置情報は、すべてこれらの原点から求められています。

⽯岡測地観測局（茨城県⽯岡市） 電⼦基準点

「⽇本とハワイの距離が1年で数cm縮まっている」ということを聞い
たことがあるでしょうか。⼤地は⻑い時間をかけてゆっくりと動いていま
す。
国⼟地理院では、世界の国々と協⼒し、VLBIという技術
を使って絶えず測り続けています。そして、⽇本列島が、
今、地球上のどこに位置するのかを正確に把握しています。
また、全国1,300か所に電⼦基準点を設置し、常時GNSS

観測を⾏うことで、⽇本の中で各地点がどこに位置するの
かを把握し、基準を定めています。

⽇本の位置の基準
はここにあり
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すべての地図の基礎となる地図を作ってます

○ 地図情報

国⼟の管理や領⼟の明⽰に必要な我が国の基本図として「電⼦国⼟基本図」を整備していま
す。電⼦国⼟基本図は、「地図情報」、「オルソ画像（正射画像）」、「地名情報」で構成され、
三位⼀体で国⼟を表しています。

○ 地名情報○ 正射画像（オルソ画像）

基盤地図情報*に国⼟管理などに
必要な構造物、等⾼線などの項⽬
を加え、我が国全域を覆う地図デー
タとして整備しています。

位置を検索する鍵となる基本的
な情報として、居住地名、⾃然
地名、公共施設などの情報を整
備しています。

空中写真を地図と重ね合わせて
表⽰できるように変換した画像で
あり、地図情報の作成・更新資
料としても整備しています。

国⼟地理院が作る地図は全ての地図の基礎であり、国⼟を表す上で重要な役割を担ってい
ます。
作成される地図は2つに⼤別され、道路・建物・河川などの基本的な情報を国⼟全域にわ

たり整備している「基本図」と、基本図の上に断層や地形分類、⼟地利⽤などの情報を上乗
せした「主題図」があります。これらの地図は、地⽅公共団体がハザードマップを作る際や、
⺠間企業が観光マップ・地図アプリなどを作る際のベースの地図として利⽤されています。

基本図

「描く」～国土の地図を作る～

居住地名

公共施設住居表⽰住所

○○⼀丁⽬

○○⼆丁⽬□番□号

⾃然地名

* 基盤地図情報︓電⼦地図上の位置の基準となる道路縁、建築物の外周線などの位置情報。 3

国⼟地理院は、災害対策基本法（昭和36年法律第
223号）における指定⾏政機関として、頻発する災害
から国⼟と国⺠の⽣命・財産を守るため、測量・地図
分野の最新技術を活かした災害対応関連施策を推進し
ています。
緊急的な空中写真撮影や測量などによって、被災状

況の把握に必要な情報を集め、速やかに提供していま
す。これらの情報は、政府機関や地⽅公共団体等が⾏
う災害対応、復旧・復興対策や国⺠の防災活動に役⽴
てられています。

平成30年７⽉豪⾬では、河川堤防の決
壊による⼤規模浸⽔のほか、⼭崩れや⼟⽯
流などによる⼟砂災害が発⽣し、⻄⽇本地
域の広範にわたり、甚⼤な被害が発⽣しまし
た。
国⼟地理院では、測量⽤航空機による緊

急撮影を⾏い、撮影した空中写真を関係機
関に提供するとともに、浸⽔推定段彩図や撮
影した空中写真から崩壊地等を判読し、崩
壊地等分布図を作成しました。

⽔害対応
平成30年7⽉豪⾬

「守る」～頻発する災害への対応～

様々な技術を活⽤して防災情報を迅速に収集・提供します

GSI-LBが撮影した画像（福岡県朝倉市）

測量⽤航空機で撮影した空中写真
（岡⼭県倉敷市、7⽉9⽇撮影）

空中写真を判読して作成した
崩壊地等分布図
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１．電⼦基準点による地殻変動監視

SAR（合成開⼝レーダ）による変動の⾯的な把握

だいち2号の衛星画像による解析

災害対策基本法に基づく指定⾏政機関（地⽅測量部、⽀所は指定地⽅⾏政機関）として、
測量・地図分野の最新技術を活⽤し、被災状況の把握、地殻変動の監視を⾏い、関係機関
に情報を提供しています。

国土地理院が行う災害対応支援の概要

災害時の対応検討

・地⽅公共団体
・現地対策本部 等

地殻変動の把握・分析・公開

DVD、印刷図等の
情報を直接提供

（内容、使⽤⽅法の説明）

地殻変動
把握

２．⼲渉SARによる把握

５．情報を分かりやすく提供

地理院地図による
情報提供

（関係機関、国⺠）
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UAV撮影

４．判読による状況把握
空中写真の判読による浸
⽔推定段彩図、⼟砂崩壊
地分布図等の作成

・斜め写真撮影
・垂直写真撮影
・正射画像作成
垂直写真は、災害査定の現
況資料として利⽤可能

３．空中写真の撮影

被災状況の把握・分析･公開

平成30年7⽉豪⾬撮影範囲

平成30年北海道胆振地震
に伴う斜⾯崩壊・堆積分布図

電子基準点による地殻変動の把握 だいち２号干渉SAR による解析結果

地殻変動の監視・把握（電子基準点／干渉ＳＡＲ）

× ：震央 2018/09/06 03:07 深さ37km M6.7（震央位置
マグニチュードは 9/6 5:10に気象庁が報道発表した値）
赤線：主要活断層（地震調査研究推進本部）

平成30年北海道胆振東部地震
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空中写真の撮影

岡山県倉敷市真備町付近 【7月9日撮影（空中写真）】

国⼟地理院の空中写真撮影範囲

北海道厚真町字吉野周辺 【9月6日撮影（空中写真）】

平成30年北海道胆振東部地震
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平成30年7月豪雨

平成30年７月豪雨における空中写真撮影

高梁川地区
撮影日：7/9～7/12

福山北部地区
撮影日：7/18

福山地区
撮影日：7/13～7/16

三原尾道地区
撮影日：7/13～7/16

竹原三原地区
撮影日：7/10～7/12

呉東部地区
撮影日：7/13～7/16

三原北部地区
撮影日：7/15

東広島地区
撮影日：7/10～7/14

江田島地区
撮影日：7/16

岩国地区
撮影日：7/19

広島坂町地区
撮影日：7/9・7/11

肱川地区
撮影日：7/18

大洲地区
撮影日：7/11

宇和島地区
撮影日：7/11

〇 被害状況の全容を把握するため、7/9～7/19にかけて空中写真撮影を実施
〇 撮影した空中写真は、政府関係機関に提供するとともに、災害査定や罹災証明発行

の書類作成に利用していただくため、県及び市町村に提供

8



国⼟地理院が空中写真をした撮影範囲

厚真町字吉野周辺
【9⽉6⽇撮影（発災2⽇⽬、9⽉7⽇提供）】

厚真町字幌内（厚真ダム）周辺
【9⽉6⽇撮影、（発災2⽇⽬、9⽉7⽇提供）】

胆振東部地震における空中写真撮影

〇 被害状況の全容を把握するため、9月6日（発災当日）～13日にかけて撮影を実施。
北海道開発局、北海道等の関係機関の要望も踏まえ撮影範囲を設定。
〇 撮影した空中写真は、政府関係機関に提供するとともに、災害査定や罹災証明発行

の書類作成に利用していただくため、北海道及び市町村に提供。
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札幌市清⽥区⾥塚（液状化被害が発⽣した地域）周辺（9⽉13⽇撮影）

胆振東部地震における空中写真撮影
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判読による状況把握

崩壊地等分布図

平成30年7月豪雨

平成30年北海道胆振東部地震

地形復元図（地形分類図） 斜⾯崩壊・堆積分布図

浸⽔推定段彩図
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各種資料の提供：判読図

〇 7月7日の映像等の情報から浸水した範囲の浸水面を推定し、水深を算出し深さごとに
色別に表現した「浸水推定段彩図」を提供。早期に提供したことにより排水計画に利用

〇 撮影した空中写真から土砂崩壊地を判読し作成した「崩壊地等分布図」等を提供し、被
害状況の把握に利用

平成30年７月豪雨に伴う崩壊地等分布図（広島）

広島県：中国地測写真提供：国土交通省 中国地方整備局
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各種資料の提供：送電線の被害箇所

〇 電気：北海道電力苫東厚真火力発電所の運転停止により、道内のほぼ全域約295万
戸で停電（ブラックアウト）が発生

〇 水道：道内の45市町村で最大61,766戸の断水が発生
内閣府調べ（9月8日14時00現在）

国⼟地理院では、撮影した空中写真から確認できた送電線（鉄塔）の被害箇所を北海道電⼒
に情報提供

A B

C

B’

鉄塔

送電線

送電線（不明）

Bに鉄塔らしきものがあり、AからB方面、CからB方面に線がよ
れている状況が写真ではわかります。
本来B’に鉄塔があったと思われるが、地震により崩れ落ちたと
考えられます。

9月6日国土地理院撮影

A
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〇 地震による液状化現象と見られる異状が、北海道内の５市町村発生した。

〇 札幌市清田区では道路が陥没し、周辺の複数の家屋が傾く被害になった。

写真は全て9月13日撮影

氾濫平野・
谷底平野

【氾濫平野・谷底平野】
山地、丘陵地あるいは台地（段丘面）を刻む河川の沖積作用が及ぶ平坦地、および河川の沖積作用により形成され、広く開けた平坦地。いわゆる低地。

札幌市清田区の地形復元図
（地形分類図）

各種資料の提供：地形復元図
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情報を分かりやすく提供（２画面表示機能）

平成30年7月豪雨（倉敷市真備町付近）

平成30年北海道胆振東部地震（厚真町吉野付近）

2011年撮影2018年9月6日撮影

2007年撮影2018年7月9日撮影

〇 地理院地図の２画⾯表⽰機能を使い、左右の画⾯を⾒⽐べることで災害前後の状況を確認可能
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2画⾯表⽰機能 広い範囲の変化を把握するのに役⽴ちます

情報を分かりやすく提供（地図比較機能）

平成30年7月豪雨（倉敷市真備町付近）

2007年撮影
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2018年7月9日撮影

細かな変化を把握するのに役⽴ちます地図⽐較機能



被災前後の比較例（空中写真）と立体地図

〇 被災前後の空中写真を提供・公開。土砂・洪水氾濫で下流に関心が向く中、画面表示
で上流の橋に堆積した流木を示しつつ、台風等の二次災害への注意に活用。

〇 地理院地図３Dの機能を使い、今回の災害で撮影した空中写真を用いて立体地図を
作成。土地の形状や土石流の流れた状況を分かりやすく表現し公開。

広島県坂町坂西四丁目周辺

左側）被災後（7月11日撮影） 右側）被災前（平成21年4月撮影）

空中写真（7月11撮影）

広島県熊野町川角周辺【立体地図】

【被災前後の比較】

流木の堆積
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地理院地図
https://maps.gsi.go.jp

パソコンや
スマホから
アクセス！

パソコンや
スマホから
アクセス！

国⼟地理院Webサイト https://www.gsi.go.jp/
国土地理院ＨＰ（災害関連情報）による情報提供

①地理院地図 ④災害関連情報②、③各種地理空間情報

①

②
③

④
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国⼟地理院は、被災の状況を様々な⼿段で迅速に収集し、必要
とされる情報を分かりやすく提供することで被災地の復興を全
⼒で⽀援します。

おわりに
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ご質問・お問い合わせ先

○ 国土地理院HP https://www.gsi.go.jp

○ 地理院地図 https://maps.gsi.go.jp

○ 基盤地図情報ダウンロードページ https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html

〒 460-0001

名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館

国土地理院 中部地方測量部 防災G

電子メール ： gsi-bosai-cb@gxb.mlit.go.jp

防災分野を含めた地理空間情報の利活用に関

するご質問等は、下記の連絡先へお気軽にお

尋ね下さい。
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