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真剣に聞いています！（2 月の社会科校外学習）
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 国土地理院のウェブ地図「地理院地図」（https://maps.gsi.go.jp/）を、3月 5 日に

リニューアル公開しました。スマートフォン版のユーザインターフェースを提供するな

ど、地理院地図がますます使いやすくなりました。また、現在地周辺の地形を知るのに

わかりやすい標高を色分けした地図が自動で作れるようになりました。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他にも、各機能のボタンをアイコン化するなど、直感的に操作できるようになりまし

た。詳細は国土地理院 HPの 2020年報道発表資料一覧(https://www.gsi.go.jp/johofukyu/johofukyu60

001_00008.html)をご覧下さい。 

より便利になった地理院地図をぜひ一度お試しください！ 

今、ここは標高何メートル？  

～スマートフォンで簡単表示！地理院地図がより便利に～  

現在地の標高がスマートフォンなどで簡単にわかるよう

になりました。 

スマートフォンやタブレットで地理院地図を開き、画面

右下の  アイコンをタップすると、地図が現在地に移動

するので、今いる場所がわかります。画面下部にある黒い

帯にその場所の標高（地面の標高）が表示されます。場所

を移動しても常に現在地が中心になるように地図が移動

し、表示される標高値も一緒に変わります。旅行先などで

標高を確認したいときなどに役立ちます。 

※ 歩きスマホは、絶対にやめましょう。 

現在位置の標高を簡単に確認できます 

（地理空間情報部） 

現在位置の標高を表示 

自分で作る色別標高図の機能を追加しました 

自分で作る色別標高図（利用者が自由

に色分け可能な標高地図）に、表示範囲

の最高標高と最低標高から自動で色分け

する機能を追加しました。表示された地

域の地形を知るために適切な標高地図表

現が自動で作成できます。 

自動で作成できる色別標高図 

このアイコンをクリック 
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今、ここは標高何メートル？ 
～スマートフォンで簡単表示！地理院地図がより便利に～

　現在地の標高がスマートフォンなどで簡単にわかるようになり
ました。
　スマートフォンやタブレットで地理院地図を開き、画面右下の
　　アイコンをタップすると、地図が現在地に移動するので、今
いる場所がわかります。画面下部にある黒い帯にその場所の標高

（地面の標高）が表示されます。場所を移動しても常に現在地が
中心になるように地図が移動し、表示される標高値も一緒に変わ
ります。旅行先などで標高を確認したいときなどに役立ちます。

　※ 歩きスマホは、絶対にやめましょう。

　自分で作る色別標高図（利用者が自由に色分け
可能な標高地図）に、表示範囲の最高標高と最低
標高から自動で色分けする機能を追加しました。
画面に表示された地域の地形を知るために適切な
標高地図表現が自動で作成できます。

　その他にも、各機能のボタンをアイコン化するなど、直感的に操作できるようになりました。詳細は国土
地理院 HP の 2020 年報道発表資料一覧（https://www.gsi.go.jp/johofukyu/johofukyu60001_00008.html）
をご覧下さい。
　より便利になった地理院地図をぜひ一度お試しください！

（地理空間情報部）

　国土地理院のウェブ地図「地理院地図」（https://maps.gsi.go.jp/）を、3 月 5 日にリニューアル
公開しました。スマートフォン版のユーザインターフェースを提供するなど、地理院地図がますます
使いやすくなりました。また、現在地周辺の地形を知るのにわかりやすい標高を色分けした地図が自動
で作れるようになりました。

現在位置の標高を簡単に確認できます

自分で作る色別標高図の機能を追加しました

現在位置の標高を表示

自動で作成できる色別標高図
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災害対策関係功労者（3 社 1 団体）に感謝状を贈呈

◇災害名：令和元年 8 月の前線に伴う大雨
　対象者：株式会社フジヤマ（静岡県浜松市）
　　災害対策活動：空中写真の緊急撮影作業
　　撮影地区：六角川地区（佐賀県）
　
　
◇災害名：令和元年東日本台風（台風第 19 号）
　対象者：国際航業株式会社（東京都千代田区）
　　災害対策活動：空中写真の緊急撮影作業
　　撮影地区：阿武隈川地区（福島県）
　対象者：日本海コンサルタント・航測共同企業体
　　　　　（石川県金沢市）
　　災害対策活動：空中写真の緊急撮影作業
　　撮影地区：吉田川地区（宮城県）	

◇災害名：令和元年 8 月の前線に伴う大雨及び
　　　　　令和元年東日本台風（台風第 19 号）
　対象者：公益財団法人日本測量調査技術協会
　　　　　（東京都新宿区）
　　災害対策活動：空中写真の緊急撮影作業の　

協力及び支援

　国土地理院は今後も災害対策活動における地理
空間情報の整備と活用に技術と意欲のある個人と
団体の協力をいただきながら、適時、的確な災害
対策活動を展開してまいります。

※	なお、予定していた感謝状贈呈式は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、中止となりました。

　国土地理院は、令和元年（2019 年）の災害対策活動に顕著な功績があった 3 社 1 団体に、災害対策
関係功労者として国土地理院長から感謝状を贈呈しました。
　対象となった災害名、災害対策活動及び対象者は次のとおりです。

空中写真（吉田川地区（宮城県））

空中写真（阿武隈川地区（福島県））

空中写真（六角川地区（佐賀県））

令和元年 8 月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風（台風第 19 号）

（企画部）
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　測地部測地基準課が、本年度の人事院総裁賞（職域部門）を受賞しました。

　本年度の人事院総裁賞の受賞者は個人部門 2名、職域部門 3グループで、授与式は、2月 12 日に明治
記念館（港区元赤坂）において執り行われ、その後、赤坂御所において天皇皇后両陛下に御接見を賜り
ました。
　今回の受賞は、明治政府が近代測量に着手して以来 150 年、山岳部や離島の厳しい環境の中、正確な
位置（緯度、経度）と高さを与える測地基準点の整備及び維持管理により、国土の保全と管理、社会の
安全・安心の確立に大きく貢献したことが認められました。
　また、御接見では天皇陛下から、昭和 48 年に軽井沢において国土地理院の測量を視察された際の思
い出や、御即位記念地図に関することなど、測量と地図への深い理解と親しみを示されるとともに、測
量業務への激励のお言葉をいただきました。

※	人事院総裁賞とは、多年にわたる不断の努力や国民生活の向上への顕著な功績等により、公務の
信頼を高めることに寄与したと認められる職員（一般職の国家公務員）又は職域を顕彰するもの
です。（昭和 63 年創設、今回 32 回目）

　詳細は国土地理院HPの 2020 年報道発表資料一覧（https://www.gsi.go.jp/jinji/jinji61001.html）を
ご覧下さい。

（総務部・測地部）

　測地部測地基準課は、明治政府を起源とし、時代とともに
組織の変遷を遂げながら、我が国国土の骨格を形成すべく正
確な位置の基準（緯度、経度、高さ）を定める三角点や水準
点などの測地基準点の整備及び維持管理を担っています。
　測地基準点の整備及び維持管理は、国土を正確に把握・明
示し、各種社会資本整備の基本となるものです。また、富士
山をはじめとする高山の標高や観光地など各地の代表地点の
位置情報は、国民にも親しみのあるものです。
　とりわけ地殻変動が活発な我が国では、地震直後の速やか
な測量や火山活動時の繰り返し測量により、正確な位置や高
さを常に維持することで、地震や火山活動の状況把握、被災
地の復旧・復興に寄与しており、危険や困難を伴う地道な業
務を着実に実施しています。

測地部測地基準課

火山活動が続く西之島において
安全に留意し基準点測量を実施

令和元年度人事院総裁賞（第 32 回）を受賞

人事院総裁より賞状を受ける測地基準課長 天皇皇后両陛下に御接見を賜る受賞者と配偶者
　　　　　　　　　　　　　（写真提供 : 宮内庁）
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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「地表
に痕跡を残さない地震」を課題とし、地表に痕跡を
残さない地震の共通点や相違点、活断層として認知可
能な地形形成プロセスの要因、地表に地震断層が現れ
ない地震の強震動特性、内陸地震の長期評価の現状と
課題について、報告及び議論が行われました。

① 北海道胆振東部地震などの地表に痕跡を残さ
ない地震の特徴

　北海道胆振東部地震等に関するこれまでの研究成果
が紹介され、震源距離 100km以内では一般的な予測
式より大きな揺れがあったことや、震源域が地震波速
度構造等の境界に位置する等の特徴が示されました。
また、潜在断層地震の評価可能性の検討には、他の場
所との地下構造の比較や、定常地震活動・地殻歪分布
の活用等が必要との指摘がありました。

② Ｍ７震源は上部地殻にどのくらい隠れているか
 ～痕跡を残さない地震、痕跡を消される地震、
地震を起こさず痕跡だけを残す断層～
　日本列島ではマグニチュード（M）７前後の地震の
半数で震源断層相当の地震断層が出現しないことが紹
介されました。また、堆積・侵食速度が断層変位速度
を上回る地域が多いことから多数の潜在活断層の存在
が疑われることや、M７前後の地震の震源となり得
る短い活断層・潜在活断層が特定の地域に偏在しやす
いこと等の指摘がありました。

③ 力学モデルに立脚した第 2 ステージの地震による
強震動予測のための震源モデル

　地表断層変位を伴う地震では、周期約３秒の揺れが
卓越する地震波が地震発生層より浅い層から放出され
ていることが紹介されました。現在、地震調査研究推
進本部では、地震発生層内の断層を対象にモデル化し
て周期約１秒が卓越する強震動を予測していますが、
地震発生層よりも浅い断層も考慮した強震動予測手法
の確立が必要と指摘がありました。

④震源断層の長期評価に向けて
　20世紀以降に発生したM6.5 以上の内陸地震の４割
では断層が地表に出現せず伏在することや、反射法地
震探査により平野下の伏在断層の解明が進みつつある
こと等が紹介されました。震源断層の評価には、沈み
込みシステムを含む物理モデルを構築し、地殻変動
から見積もられる震源断層への載荷応力等から地震発
生ポテンシャルを評価することが重要と指摘がありま
した。

○次回以降の重点検討課題
　第227 回地震予知連絡会（5月 22日（金）開催予定）
の重点検討課題は「日本列島モニタリングの将来像」
です。その後の予定は、以下の通りです（いずれも仮
題です）。
・第 228 回地震予知連絡会
　沈み込み帯の地震発生物理モデル構築
・第 229 回地震予知連絡会
　予測実験の試行（07）　－地震活動予測の検証－
・第 230 回地震予知連絡会
　東北地方太平洋沖地震から 10 年
　　－この10年で何が起きたか､ 何がわかったか－

○会議資料の公開
　会議資料は以下から公開しています。
　　https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/

（地理地殻活動研究センター）

　第 226 回地震予知連絡会が 2 月 21 日、関東地方測量部（東京都千代田区）において開催され、最近
の地殻変動モニタリングに関する報告の他、重点検討課題として「地表に痕跡を残さない地震」につい
て議論されました。

第 226 回 地震予知連絡会概要

会合の様子

https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/226/image226/019.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/226/image226/020-021.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/226/image226/022-024.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/226/image226/025.pdf
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国土地理院 ことばのミニ辞典　 ～第 33 回「GGOS（ジーゴス）※」 ～

【ゴムボールのような地球？】
　地球がゴムボールみたいとは、どういうことでしょうか。たとえば、地球は月や太陽の引力でひっぱ
られて海の水が満ちたり引いたりしますが、じつは地面も同じように少しだけ伸

の

び縮
ちぢ

みしています。し
かしそれだけではありません。地球は 1 日に１回転しますが、じつはそのスピードは少しずつ変わって
います。
　そこで、日々変わっていく地球のすがたを正確に知るために、世界の国々と協力して地球の形を測
る GGOSというしくみがつくられました。私たちの住む地球がどんな形をしているかが分かるのは、
GGOSが地球の形を測っているおかげなのです。

【どうしたら地球の形がわかるの？】
　では、どうしたら地球の形が分かるのでしょ
うか。世界の国々が、いろいろな方法で地球の
形を測っています。たとえば、私たちの今いる
場所を教えてくれる GPS（ジーピーエス）がそ
の一つです。ほかにも、遠い星からやってくる
電波をつかって距

き ょ り

離を測る VLBI（ブイエルビー
アイ）という方法があります。このように世界
中の国が協力していろいろな方法をくみあわせ
ることで、地球の本当のすがたが分かるのです。
　最近、国土地理院の職員が GGOSの議長に
なりました。国土地理院は、これからも世界の
国と協力して時間とともに変わっていく地球の
すがたを明らかにしていきます。

※「Global Geodetic Observing System（ 全
ぜんきゅう

球統
とうごう

合測
そ く ち

地観
かんそく

測システム ）」を省略した名前

（地理地殻活動研究センター）

国際連携して地球の形を正確に測るイメージ

地球って岩みたいにカチカチなんですよねぇ？

いや、じつは地球の形はゴムボールのようにかわって

いるのじゃ。そんな地球の形を正確に知るために、

GGOSが生まれたのじゃ。
ケンタ君 マップ博士

衛星追尾
軌道決定システム
DORIS

衛星レーザ測距
SLR

超長基線電波干渉法
VLBl

電波星
Quasar

衛星高度計測
Satellite
Altimetry

低軌道周回衛星
（重力衛星）
Satellite Gravimetry

全球衛星測位システム
GNSS



6 日 令和元年度人事院総裁賞（第 32回）を受賞
～明治政府発足から 150年、測地基準点の整備を通じ国土管理に貢献～ 総務部・測地部

10日 令和 2年 1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

13日 国土地理院入札監視委員会の議事概要 総務部

13日

※28日

私が作った地図を見て！全国児童生徒地図優秀作品展を大阪で開催
～全国の優秀作品「国土交通大臣賞」「文部科学大臣賞」「審査員特別賞」「奨励賞」等を展示～
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催期間を短縮

近畿地方測量部

27日

※28日

令和元年東日本台風（台風第 19号）等災害対策関係功労者に感謝状を贈呈
～３社１団体に対し、全国３会場で実施～
※感謝状贈呈式は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

企画部

(調整中 )～ 6/28 企画展「地図から読む防災」

国土地理院広報　2020 年 3 月 ⎜ 7

報道の内容は、国土地理院ホームページ＞ 2020 年 報道発表資料
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2020.html）をご覧ください。

2 月の報道発表

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

  「自然災害伝承碑　 　 」ウェブ地図「地理院地図」公開数 　　 　           　（令和 2 年 3 月 27 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.html）をご覧ください。
［市区町村の担当者の皆様へ］情報提供いただきますよう、ご協力よろしくお願いいたします。

47　　　都道府県 163　　　市区町村 526　　　基

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/index.html）に掲載しています。

※地図と測量の科学館は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
　当面の間、臨時休館しています。

4 月の主な行事予定

　国土地理院のホームページが 3 月 16 日から新しくなりました。

　国土地理院ホームページの利便性の向上を図
ることを目的として、ホームページのリニュー
アルを行いました。今回のリニューアルでは、
ページの構成やデザインを改善しました。
　具体的には、ピックアップコンテンツ、利用
者別（一般の方、学生・教育機関の方、キッズペー
ジ、公共測量関係等）に整理し、ユーザーが必
要とする情報に的確に素早くアクセスできるよ
うにしました。
　また、これまで対応していなかったレスポン
シブデザイン（スマートフォンやタブレット端
末）にも対応しました。画面サイズの異なる端
末からも、より快適にご利用いただけるように
なりました。

総合トップ
https://www.gsi.go.jp/

新しくなった国土地理院ホームページを引き続き
よろしくお願い致します。

（総務部）

国土地理院ホームページをリニューアル




