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「航空重力測量」スタート！

測 量 の 歩 み を 知 り 、 未 来 へ つ な ぐ
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　7 月 22 日に東京都調布飛行場において、初めて実施する航空重力測量の出発式を執り行いました。航
空重力測量は、近年急速に普及している衛星を利用した測位で標高を決めるために必要不可欠となる高
精度な「ジオイド・モデル」を作成するために、空から重力を測定する測量です。

　国土地理院では、東京湾の平均海水面を基準と
する日本水準原点（東京都千代田区）を出発点と
して、水準測量により全国の水準点に標高の値を
整備しています。
　現代社会において、準天頂衛星「みちびき」や
GPS といった人工衛星を利用した測位システム
は、様々な分野でなくてはならないものとなって
います。しかし、衛星測位で得られる高さは、地
球に似せた楕円体（地球楕円体）を基準としてお
り、私たちが日常生活を送る上で使用している標
高（東京湾の平均海水面を基準）とは異なるもの
です。こうした中、衛星測位で標高を決めるため
に、標高の基準となる、高精度なジオイド・モデ
ルの整備が必要となっています。
　高精度なジオイド・モデルは、高品質な重力デー
タから求めることができます。このため、航空重
力測量によって、今後 4年間で全国（離島を除く）
の重力値を測定することとしており、令和元年度
は関東・中部エリアを行います。国内で初めての
航空重力測量を行うにあたり、7月 22 日に出発
式を東京都調布飛行場において執り行いました。
式典では、安全な作業の実施に向けて、測地部長、
東京都調布飛行場管理事務所長等から挨拶があり
ました。
　今後は、特に i-Construction の分野で、高精度
な 3次元の位置情報が必要不可欠になります。今
回整備する高精度なジオイド・モデルを衛星測位
に組み合わせることで、リアルタイムで正確な標
高を得ることが可能となり、ドローン機器等の自
動制御の信頼性向上などが期待されます。
　このように、衛星測位により、いつでも・どこ
でも・だれでも標高が決定できる環境整備の実現
に貢献してまいります。

　航空重力測量の内容や標高の基準となる「ジオ
イド」については、以下のサイトで詳しく公開し
ていますので、ぜひ御覧ください。
https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_
geoid.html

調布飛行場における出発式の風景

機内観測風景

日本で初めての航空重力測量が始まります

（測地部）

https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_geoid.html
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　6 月 19 日から自然災害伝承碑（過去に起きた津波、洪水、火山災害、土砂災害等の自然災害の情報を
伝える石碑やモニュメント）の情報をウェブ地図「地理院地図」に掲載開始しました。7 月 31 日現在で、
35 都道府県 73 市区町村の 217 基の自然災害伝承碑を公開しています。

　自然災害伝承碑には様々な形・大きさ・年代の
ものがあります。本記事では、特徴的な自然災害
伝承碑をご紹介します。

♦新しい自然災害伝承碑
　現在公開している自然災害伝承碑の中で、災害
発生時期が一番新しいのは、茨城県常総市に建立
されている碑で、2015 年関東・東北豪雨による
洪水を伝えています。この災害では、鬼怒川で堤
防が決壊し、市域の約 3分の 1が浸水、決壊地点
では建物が流失し、浸水が解消するまでに 10 日
間を要しました。

♦古い自然災害伝承碑
　島根県益田市には、1026 年に発生した津波の
被害を伝えるおよそ 1000 年前の碑が存在します。
自然災害伝承碑を建立するには、多くの費用と時
間が必要となりますが、先人達が 1000 年も前か
ら自然災害の恐ろしさを風化させまいと努力して
いたことが見て取れます。

♦複数の災害を伝える自然災害伝承碑
　和歌山県田辺市に建立されている碑は、安政南
海地震（1854）と昭和南海地震 (1946) の２つの津

波災害を伝えています。カニのはさみをモチーフ
としたデザインは、ハサミの先端がそれぞれの津
波潮位を示しています。

♦設置角度が緻密に計算された自然災害伝承碑
　北海道奥尻町には、1993 年に発生した北海道
南西沖地震に伴う大津波が押し寄せたことを示す
自然災害伝承碑が建立されています。地震のあっ
た 7月 12 日に、海に向かって石の正面に立てば、
くぼみの中へ沈む夕日を見ることができるよう、
設置角度が緻密に計算されています。

　国土地理院は、今後も全国の市区町村に情報提
供を引き続き呼びかけ、自然災害伝承碑の情報を
定期的に更新し、公開していきます。また、2万
5千分 1地形図に地図記号「自然災害伝承碑」を
本年 9月刊行分から順次掲載します。

自然災害伝承碑HP
https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi.html

（応用地理部）

形・大きさ・年代、それぞれ異なる様々な “ 自然災害伝承碑 ” をご紹介！

出展：奥尻町ウェブサイト
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令和元年国土地理院表彰式を実施

　7 月 16 日に令和元年国土地理院表彰式を執り行いました。
　式典では、長年測量事業の推進に功績のあった方々、平成 30 年度に完了した国土地理院発注の測量
業務において特に優秀な成績を収めた測量業務の実施者及び技術者に対して、表彰状が授与されました。
また、地図販売に長年従事され、地図の啓発・普及に積極的に協力いただいた団体に感謝状が授与され
ました。受賞者は、次の方々です。（敬称略）

国土地理院長表彰
◆測量事業関係功労者（2 名）

岡﨑　充男 株式会社ぶよお堂　取締役
一般社団法人地図協会　理事 田中　尚行

株式会社中央ジオマチックス
代表取締役社長
一般社団法人地図調製技術協会	専務理事

◆優良業務（9 件）及び優良技術者（8 名）
優良業務名 実施者 優良技術者

全国活断層帯情報整備に関する調査 国土・地域開発共同企業体 星野　　実（主任技術者）

防災対策地域水準測量（駿河地区） 株式会社日研コンサル 伊藤　雅之（主任技術者）
河川事業に伴う水準測量
（新潟地区・上越地区） 東日本総合計画株式会社 竹渕　　忍（主任技術者）

水準測量（鳥取地区） 株式会社あいだ測量設計 高久　　均（主任技術者）
平成 30 年北海道胆振東部地震に伴う
緊急水準測量（胆振・日高地区） 日豊・アースプラニング共同企業体 庭野　　基（主任技術者）

平成 30 年北海道胆振東部地震に伴う
緊急水準測量（胆振・石狩地区） 東北測量株式会社

平成 30 年 7 月台風第 7号及び前線等
による豪雨災害に伴う緊急撮影
（大洲地区）

中日本航空株式会社 河村　倫明（主任技術者）

平成 30 年 7 月台風第 7号及び前線等
による豪雨災害に伴う緊急撮影
（竹原三原地区）

株式会社かんこう 黒澤　章太郎（主任技術者）

平成 30 年北海道胆振東部地震災害に
伴う緊急撮影（厚真地区） 東北測量株式会社 矢田　健治（主任技術者）

国土地理院長感謝状
◆地図の啓発・普及協力団体（2 団体）
	株式会社亀田書店	 （栃木県宇都宮市 ) 	企業組合ライオン堂	 （宮崎県宮崎市）

国土地理院長表彰受賞者の皆様
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　7 月 9 日に令和元年測量士・測量士補試験の合格者を発表しました。
　試験は、5 月 19 日に全国 14 都市において実施し、測量士試験に 479 名、測量士補試験に 4,924 名
が合格しました。試験結果は、合格発表当日に受験者全員に通知しました。
　各試験地の願書提出者数、受験者数及び合格者数は、下表のとおりです。

関東地方測量部長表彰
◆優良業務

近畿地方測量部長表彰
◆優良業務

九州地方測量部長表彰
◆優良業務

優良業務名 実施者 優良業務名 実施者 優良業務名 実施者

水準測量
（さいたま・利根
川中流・日本水
準原点 1地区）

昭和株式会社 防災対策地域水
準測量
（紀伊南地区）

日豊・アースプ
ラニング共同企
業体

成果不整合地域
における基準点
改測
（長崎県五島地区
外 2地区）

扇精光コンサル
タンツ株式会社

試験地
測　量　士 測　量　士　補

願書提出者数 受験者数 合格者数 合格率％ 願書提出者数 受験者数 合格者数 合格率％
北海道 273 187 26 13.9 697 569 224 39.4
宮城県 434 311 31 10.0 1,499 1,221 337 27.6
秋田県 130 103 18 17.5 505 455 126 27.7
東京都 1,365 865 155 17.9 4,731 3,414 1,390 40.7
新潟県 145 106 10 9.4 445 362 112 30.9
富山県 159 100 17 17.0 567 478 161 33.7
愛知県 426 313 59 18.8 1,668 1,350 504 37.3
大阪府 556 346 53 15.3 1,980 1,520 576 37.9
島根県 203 154 12 7.8 418 380 117 30.8
広島県 147 91 15 16.5 659 561 170 30.3
香川県 318 229 27 11.8 985 826 300 36.3
福岡県 418 269 36 13.4 1,915 1,568 579 36.9
鹿児島県 138 100 10 10.0 847 752 256 34.0
沖縄県 92 58 10 17.2 418 308 72 23.4
合　計 4,804 3,232 479 14.8 17,334 13,764 4,924 35.8

（総務部・企画部）

（総務部・企画部）

令和元年測量士・測量士補試験合格者を発表
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「測量の日」関連行事を実施（北海道地区）
札幌市内の工業高校及び小学校で体験授業等を開催

　北海道地方測量部は「測量の日」関連行事の一環として、札
さっそん

樽地区測量設計協会及び同協会の若手メ
ンバーからなる札樽若

わかりきかい
力会と協力し、札幌市北区の札幌工業高等学校及び厚別区のもみじの森小学校に

おいて、測量に関する体験授業等を開催しました。

◆ 最新測量技術に関する体験授業（札幌工業高等学校）
　札樽地区測量設計協会、札樽若力会との共催によ
り、土木技術を学ぶ生徒達に測量の仕事を紹介する
機会として、5月 30 日に札幌市北区の札幌工業高等
学校で最新測量機器を用いた体験授業を開催しまし
た。今回で 4回目となるこの取組には、同校土木科
の 3年生 72名が参加しました。
　午前中は校庭でGNSS 測量機によるネットワーク
型RTK測量体験、トータルステーションによる観測
実習などを行いました。午後は体育館に移動し、測
量にも利用されるUAV（ドローン）の操縦を体験し
ました。

　その後、北海道地方測量部から最新の測量技術や
自然災害伝承碑などの取組について紹介しました。
　5月としてはやや暑いくらいの陽気の中、生徒た
ちは最新の測量技術に大いに関心を持って実習に取
り組んでいました。

◆測量体験学習会（もみじの森小学校）
　札樽若力会と共催で、地図と測量に関する知識と
理解の向上を図ることを目的に札幌市内の小学 6年
生を対象に実施しているもので、24 年目となる今年
は、7月 11 日に厚別区のもみじの森小学校において、
児童 56名が参加して行われました。
　最初に教室で、北海道地方測量部から測量や地図
作成の手順、最新の測量技術などについて説明を行
いました。
　児童たちはその後グラウンドに移動して、校舎の
高さ測定や歩測による 20mの距離測定、トータルス
テーションを用いた「トラバース測量」などの体験
を行いました。

　歩測体験でのベスト記録はなんと誤差わずか
1cm！	トラバース測量でも、2つのグループでは札
樽若力会があらかじめ測定した値とわずか 3mmの
差しかなく、プロ顔負けのすばらしい記録が続出し
ました。
　その後、札樽若力会より寄贈された、中心に校章
と十字を刻んだ記念石標において、GNSS 測量の説
明を行いました。
　体験学習の最後に、トラバース測量で全ての班が
計測した点をつなぐと、グラウンドには大きな北海
道の形が浮かび上がり、児童からは驚きと歓声がわ
き上がりました。

　当日は爽やかな好天に恵まれ、児童たちは初めて
の本格的な測量体験に興味津々！	みんな元気いっぱ
い楽しんでいる様子でした。

　今回の体験授業等が児童生徒の皆さんの地図・測
量への興味を高めるとともに、将来の職業を考える
際の参考になれば幸いです。

（北海道地方測量部）

北海道地方測量部による地図と測量の説明

みんなで測量した結果 ! 北海道の中で記念撮影

トータルステーションによる観測実習
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　道の駅の「防災機能」に注目が集まったのは、
2004（平成16）年の新潟県中越地震です。道の駅は、
広い駐車場を有し、幹線道路に面している立地か
ら、救援物資を集めやすく、水や食料、トイレを
提供する防災拠点として大いに機能しました。道
の駅「北川はゆま」（宮崎県延岡市）は、1997（平
成 9）年、九州南部地方を中心に大きな被害をも
たらした台風 19 号によって、延岡市も水害に見
舞われ、その際、いち早く避難所として約 6,000
人分超の「炊き出し」を行った施設です。地域の
防災拠点として役割を担う道の駅として、3月に
開催された「クロステン十日町」（新潟県十日町市）
からバトンを受け継ぎ、道の駅「リレー防災セミ
ナー	in	延岡」としてホタルの館で開催されまし
た（主催：道の駅「北川はゆま」、NPO	法人人と
道研究会）。
　九州地方測量部は、測量と地図に関するパネル
展を行い、道の駅「北川はゆま」周辺の今と昔（地
形図と空中写真）、デジタル標高図「北川」、延岡
市の自然災害伝承碑など訪れた皆さんに馴染んで
いただける地図や、「近代測量 150 年」の歩みと
国土地理院の取組のパネル、地形を立体的に見
ることができる九州地方の陰影段彩余色立体地図
（ガリバー地図：5	m	× 3.5	m）を展示しました。
また、後

ごとう

藤勝
かつひろ

広部長が国土地理院の業務や防災へ
の取組を紹介しました。
　当日は開催直前まで降り続いていた雨も上が
り、国土地理院の防災対応の説明に聞き入る方、
展示パネルを熱心に見られる方、ガリバー地図で
延岡市周辺の地形を確認しながら空中散歩を楽し
むご家族など、約 1,600 名の来場者で賑わいま
した。
　九州地方測量部では、国土地理院の役割ととも
に、地域の地形の特徴や災害の歴史を知ることで
防災・減災の意識を高めていただけるよう、引き
続き尽力してまいります。

学ぼう！ 災害への備え 道の駅「リレー防災セミナー in 延岡」に参加

　九州地方測量部は、7 月 14 日にホタルの館（宮崎県延岡市）で開催されたイベント「リレー防災セミ
ナー in 延岡」において、測量と地図に関するパネル展を行うとともに、国土地理院の取組について紹介
しました。

九州地方のガリバー地図で楽しむお子さんたち

道の駅周辺の今と昔、地形図や写真に見入る来場者

国土地理院の取組を紹介する後藤部長

（九州地方測量部）
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近代測量 150 年「道の駅」パネル展開催スケジュール

　各地方測量部等の開催状況の
詳細については、以下の「道の
駅」パネル展　地方測量部等の
ページでご確認ください。
https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/
p09_00001.html

　国土地理院では、「近代測量
150 年」の節目に、これまでの
歩みと発展を明らかにするとと
もに、測量・地図作成の役割や
重要性について理解を深めてい
ただくため、「道の駅」全国約
150 箇所で、「近代測量 150 年」
の歩みと最近の国土地理院の活
動を紹介するパネル展を開催し
ています。
　是非この機会にパネル展にお
越しください。

（総務部）

近代測量 150年「道の駅」パネル展開催スケジュール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
各地方測量部等の開催状況

の詳細については、以下の「道

の駅」パネル展 地方測量部等

のページでご確認ください。 
http://www.gsi.go.jp/MUSEU

M/p09_00001.html 

（総務部） 
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藤樹の里あどがわ 滋賀県高島市

塩津海道あぢかまの里 滋賀県長浜市

神林 新潟県村上市

滋賀県大津市

ようか但馬蔵 兵庫県養父市

所属 道の駅名 所在地 ９月 10月

みまの里 徳島県美馬市

新潟県新潟市

中部地方測量部

大桑 長野県木曽郡大桑村

滋賀県蒲生郡竜王町

中国地方測量部

神話の里　白うさぎ 鳥取県鳥取市

きなんせ岩美 鳥取県岩美郡岩美町

広島県三次市

広島県三原市

四国地方測量部

近畿地方測量部

11月

東北地方測量部

信州蔦木宿 長野県諏訪郡富士見町

あ・ら・伊達な道の駅 宮城県大崎市

協和 秋田県大仙市

安達（下り線） 福島県二本松市

北海道地方測量部

うとろ・シリエトク 北海道斜里郡斜里町

むかわ四季の館 北海道勇払郡むかわ町

なかつ 大分県中津市
九州地方測量部

むなかた 福岡県宗像市

北陸地方測量部

上田　道と川の駅

ゆめランド布野

みはら神明の里

竜王かがみの里

ガレリアかめおか

豊栄

関東地方測量部

水の郷さわら

はにゅう

妹子の郷

アルプ飛騨古川

飛騨街道　なぎさ

古今伝授の里やまと

朝日まほろば

ことなみ（エピアみか
ど）

香川県仲多度郡まんのう町

スペース・アップルよいち 北海道余市郡余市町黒川町

埼玉県羽生市

京都府亀岡市

岐阜県飛騨市

岐阜県高山市

岐阜県郡上市

長野県上田市

新潟県村上市

福島県南相馬市

きょなん 千葉県安房郡鋸南町

しもつけ

南相馬

千葉県香取市

栃木県下野市

https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/p09_00001.html
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GEONET って何？

何か検索できるの？

全国の電子基準点のデータを収集・

解
かいせき

析・提供するシステムのことで、

実は縁の下の力持ちなんじゃよ！

（測地観測センター）

国土地理院 ことばのミニ辞典 ～近代測量 150 年特別編⑦「GEONET（ジオネット）」～

　近年、宇宙からの技術を用いた測量が急速に発達してきました。なかでも、アメリカの GPS（ジーピー
エス）という人工衛星の登場によって、測量の手法は劇

げきてき

的に変わり、今ではこの人工衛星を使った測量
が主流となりました。
　皆さんは、第７回（2017 年 2 月）でご紹介した電子基準点を覚えているでしょうか？ 
　電子基準点とは、日本の準

じゅんてんちょう

天 頂衛星（みちびき）や GPS などの人工衛星からの信号を片
かたとき

時も休まず
にキャッチしている施設です。人工衛星による測量の時代において、三角点の代わりに位置の基準とし
て利用されたり、地

ち か く

殻変
へんどう

動を調べるために活用されたりしています。電子基準点は、日本全国北から南
まで約 1,300 点設置されています。2018 年 3 月には、国会議事堂の前庭に、電子基準点「東京千代田」
が設置されました。他の電子基準点と比べて高く、7 ｍもあります。色も白く、他にはない、唯一の見た
目の電子基準点になっています。是非、一度ご覧になってください。
　実は、電子基準点だけでは、測量の基準や
地殻変動の監

か ん し

視といった役割は果たせません。
全国の電子基準点で取得されたデータは専用
回線を使って国土地理院の中央局に次々と送
られます。中央局では、全国の電子基準点の
データを記録、保存するとともに、データを
日々解析し、電子基準点の位置を求めていま
す。これらの保存されたデータや解析結果を
ウェブサイト等で配信することで、初めて測
量の基準や地殻変動の監視に活用されます。
　この全国の電子基準点と、中央局（データ
を収集、解析、提供するシステム）を合わせて、
GEONET と呼んでいます。
　GEONET は電子基準点で取得したデータを
解析し、地殻変動監視に役立たせるための『縁
の下の力持ち』なのです！

ケンタ君
マップ博士

https://www.gsi.go.jp/common/000192358.pdf


8 日 令和元年 6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

9日 測量士・測量士補試験の合格者を発表
～測量士 479名、測量士補 4,924 名の合格者～ 総務部、企画部

11日 北海道南西沖地震の「自然災害伝承碑」を地図で公開
～今回は、5道県で新たに自然災害伝承碑を掲載～ 応用地理部

12日 正確な標高がわかる社会の実現に向けて
～国内初！全国の重力を空から測定します～ 測地部

16日 測量事業関係功労者等を表彰
～測量技術の発展と地図の普及啓発のために～ 総務部、企画部

16日 優良業務を表彰 関東地方測量部、近畿地方測量部、
九州地方測量部

23日 オープンイノベーションで新たな測量手法の技術開発！
～航空レーザ測深に関する技術開発を行う企業等を募集～ 企画部

25日 活断層の正確な位置を知ろう
～牛首断層帯及び跡津川断層帯など４つの断層帯の活断層図を公開～ 応用地理部

29日 自分でデザインしたウェブ地図を簡単に作成！
～学校教育や防災対応を地図で支援～ 地理空間情報部

30日 測量の生産性を向上する革新的技術を募集
～測量の生産性を向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト～ 企画部

7/17 ～ 10/6 企画展「地図と私たち－めざせ！地図博士－」

10 ⎜ Geospatial Information Authority of Japan 

報道の内容は、国土地理院ホームページ＞ 2019 年	報道発表資料
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2019）をご覧ください。

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。

7 月の報道発表

9 月の主な行事予定

https://www.gsi.go.jp/

＜ご協力のお願い＞　地方公共団体の皆様へ
　本誌 P3 で紹介しました自然災害伝承碑は、市区町
村から寄せられた情報に基づき、整備・公開します。
貴市区町村管内に自然災害伝承碑が建立されておりま
したら、登録にご協力をお願い致します。
　自然災害伝承碑の詳しい登録方法につきましては、
以下のページをご覧ください。

　https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi.html

ウェブ地図「地理院地図」での公開数
（令和元年 7月31日現在）

　35 都道府県73 市区町村
　自然災害伝承碑　217 基

（応用地理部）

新しい地図記号
「自然災害伝承碑」

お知らせ 




