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　国土地理院は、新型コロナウイルス感染拡大防止をはかるため、イベント等の
自粛、テレワークの活用等による人との接触を低減する取組を実施しています。
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　令和2年10月30日、第25回測量行政懇談会をWEB会議で開催しました。 

第25回測量行政懇談会を開催

　測量行政懇談会（以下「懇談会」という。）は、
国土地理院長の私的諮問機関として、国土地理
院が所掌する測量行政の的確な推進に資するた
めに、国土地理院長の諮問に応じて測量行政に
関する重要事項を調査検討するとともに、重要
事項に関し、国土地理院長に意見を述べるため
に設置された機関です。

 

　懇談会では、まず始めに浅
あ さ み

見泰
や す し

司委員長（東
京大学大学院教授）と佐

さ だ

田達
たつ

典
のり

副委員長（日本
大学教授）が新たに選任されました。その後、
浅見委員長の進行の下、「3次元地図検討部会」
の佐田部会長（副委員長）から、多様な分野で
期待が高まっている3次元地図について適切な
整備や活用が図られるよう測量行政が今後取り
組んでいくべき事項について最終報告がされま
した。測量行政に期待する環境整備として、「品
質確保・整合性確保」、「公共測量成果等の多様
な分野への流通促進」、「電子国土基本図（基盤
地図情報等）のあり方」の3つの観点から取組
の方向性が示されました。「品質確保・整合性
確保」では、3次元地図作成の標準的な基準・
手順を提示した規程類整備の速やかな対応、「公
共測量成果等の多様な分野への流通促進」では、
多様な分野で活用可能な公共測量で得られる3
次元点群データ等の流通促進の枠組みの構築、

「電子国土基本図（基盤地図情報等）のあり方」
では、共通基盤データである電子国土基本図（基
盤地図情報等）の着実な整備・更新と高度化に
向けた試行が必要と取りまとめられ、国土地理
院に対する提言とすることが了承されました。

　続いて、国土地理院から、「基本政策部会」
の再開について提案し、了承されました。今後、
部会において、地理空間情報活用推進基本計画
及び基本測量に関する長期計画の策定に資する
ため、中長期的な測量行政のあるべき姿を議論
していきます。
　次に、「国家座標の認証に係る指針（案）」に
ついて報告し、多くの有意義な意見をいただき
ました。平成30年の「測位基盤検討部会」の提
言を受け、地殻変動補正システムの構築、航空
重力測量の実施、民間等電子基準点登録制度の
整備等の取組に加え、位置情報を同一の基準で
取り扱うための共通ルールへの理解を促進する
ために取りまとめた「国家座標の認証に係る指
針（案）」を報告しました。委員からは、指針
の重要性と意義に賛同するが、社会に浸透させ
るためには分かりやすい名称が必要とのご意見
をいただきました。
　最後に、国土地理院の最近の取組として、

「『SDGs アクションプラン2020』における国土
地理院の取組」、「人事院総裁賞を受賞（測地部
測地基準課）」、「地理院地図のリニューアル」、

「地理院地図 Vector（仮称）の全国データ公開」、
「F5解の試験公開を開始」、「民間電子基準点の
申請及び検定機関の受付を開始」、「定常時地殻
変動補正システム（POS2JGD）の一般公開」、

「EPS Excellent Paper Award 2019受賞」、「令
和2年7月豪雨への対応」、「SGDAS が第22回国
土技術開発賞入賞を受賞」、「航空重力測量の進
捗状況」、「『防災・地理教育支援』の取組状況」、

「自然災害伝承碑の取組状況」の13業務につい
て報告しました。

　第25回測量行政懇談会の詳細については、国
土地理院 HP をご覧ください。
地理院ホーム > 懇談会・連絡会等 > 第25回測
量行政懇談会 
https://www.gsi.go.jp/seisakuchousei/seisaku 
chousei41032.html

（総務部・企画部）

懇談会の様子（Web 会議）
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○Ｇ空間 EXPO2020
　Ｇ空間 EXPO とは、地理空間情報の最先端
技術やサービスを集結し、広く一般の方々に対
して、未来をつくる日本の技術やサービスを紹
介するとともに、新たな技術やサービスの創出、
民間事業者等の提案や創意工夫を掘り起こす場
として、産学官の連携により開催するイベント
です。
　今回は会場をオンライン空間にして開催して
います。

テーマ：「EXPO2020、Ｇ空間を安心 ･安全の力に｡」

期間：11月24日（火）から12月27日（日）
会場：Ｇ空間 EXPO2020公式 web サイト
　　　（https://www.g-expo.jp/）

　Ｇ空間 EXPO2020は、以下の3つのイベント
から構成されています。
• 地理空間情報フォーラム

産学官による地理空間情報に関わる製品や
サービスの紹介、最先端技術の展示等

• Geo アクティビティコンテスト
世の中の地理空間情報に関する様々なアイ
デアや技術を発表するイベント

• 講演・シンポジウム
最新情報や研究成果の発表、業界・技術動
向の紹介など様々なプログラム

　
○ Geo アクティビティコンテスト
　今回の「Geo アクティビティコンテスト」は、

「Geo コン2020スペシャル」と題して、これま
でに紹介してきた数々の魅力的な作品にスポッ
トをあて、作者の方へのインタビューを通して、
開発の背景や最新情報などを紹介しています。

○誰でも気軽に来場できます
　前回までは展示会場でＧ空間 EXPO を開催
していましたが、今回はオンラインによる開催
のため、インターネット環境があれば全国どこ
からでも気軽に来場することができます。
　開催会場である公式 web サイトに加えて、
SNS でもＧ空間 EXPO や Geo アクティビティ
コンテストに関する様々な情報を発信していき
ますので、こちらもぜひチェックしてみてくだ
さい。

Ｇ空間 EXPO2020会場
https://www.g-expo.jp/

SNS はこちら
• Ｇ空間 EXPO 全般
<Twitter：@g_expo>
<Facebook：Ｇ空間 EXPO>
• Geo アクティビティコンテスト
<Twitter：@geo_contest>
<Facebook：Geo アクティビティコンテスト >

　多くの皆様のご来場を心よりお待ちしていま
す。

（企画部）

「Ｇ空間EXPO2020」～地理空間情報科学で未来をつくる～を開催

　11月24日（火）から12月27日（日）までの約1か月間、今回はオンライン空間（webサイト）
を会場にして「Ｇ空間EXPO2020」を開催しています。

Ｇ空間EXPO2020
QRコード
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　令和元年東日本台風から1年を迎えるにあたり、関東地方測量部は、関東地方整備局及び
久慈川・那珂川流域の4市町（大子町、常陸太田市、常陸大宮市、水戸市）と協働し、流域
に残る水害や水害対策の記録等を掘り起こし、過去の水害を記し後世に伝承する碑8基を自
然災害伝承碑として新たに登録しました。新たに登録した自然災害伝承碑は、令和2年10月
9日からウェブ地図 ｢地理院地図｣ で公開しました。

令和元年東日本台風から1年、新たに茨城県内の自然災害伝承碑　  8基を公開

■はじめに
　令和元年10月12日、関東から東北地域は、台風
第19号（以下「令和元年東日本台風」という。）の
接近・通過に伴い、記録的な大雨となりました。
久慈川及び那珂川流域では河川の氾濫等が発生し、
死者や家屋の流失など甚大な被害となりました。
　被害が発生した久慈川・那珂川流域では、今年
の１月に「久慈川・那珂川緊急治水対策プロジェ
クト」がとりまとめられ、減災に向けた更なる取
組として「水害記録の伝承」を進めています。
　令和元年東日本台風から1年を迎えるにあたり、
関東地方測量部では、「久慈川・那珂川緊急治水
対策プロジェクト」の構成員である関東地方整備
局及び久慈川・那珂川流域の4市町（大子町、常
陸太田市、常陸大宮市、水戸市）と連携し、今後
の防災や減災に向けた取組として、被災地域で過
去に発生した災害の様子や教訓を記した碑8基を
自然災害伝承碑※として登録し、令和2年10月9日、
報道発表と同時に「地理院地図」で公開しました。

※過去に起きた津波、洪水、火山災害、土砂災害な
どの自然災害の情報を伝える石碑やモニュメント

■新たに公開した自然災害伝承碑 8 基の概要
　自然災害伝承碑の公開にあたっては、碑に関わ
る過去の災害記録や教訓を記した文献（市町史、
石碑に関する自治体発行の書籍など）や石碑に刻
まれた碑文を現地確認し、碑の伝承内容について
調査しました。
　その結果、久慈川・那珂川流域には過去の洪水
災害を伝える碑が8基あることを確認し、碑が存
在する4市町から申請を受けて登録・公開しまし
た。久慈川流域の自然災害伝承碑の公開は初めて
となります。
　久慈川流域の大子町に設置されている「可恐（お
そるべし）の碑」は、1890年（明治23年）の大洪
水を伝えるもので、令和元年東日本台風でも碑や
その周辺まで浸水するなど、繰り返される自然災
害の恐さを伝えております。
自然災害伝承碑を通じて地域住民の防災意識の向
上につなげることが重要であると改めて認識され
ます。

■「地理院地図」を活用した土地の危険性の把握
　自然災害伝承碑の位置及び概要（碑名、災害名、
災害種別、建立年、所在地、伝承内容）は、「地
理院地図」でご覧いただけます。
　「地理院地図」では自然災害伝承碑と様々な地
理空間情報コンテンツ（例：空中写真、地形デー
タなど）を重ねて表示することができ、自然災害
伝承碑の周辺で発生した近年の災害やその地域の
地形特性（例：標高、地形分類など）を確認する
ことができます。
　例えば、那珂川流域の水戸市に設置されている
昭和13年の洪水を記録した自然災害伝承碑に令和
元年東日本台風時の「浸水推定図」を重ねて表示
すると、過去に水害が発生した地域で再び浸水被
害があったことがわかります。
 

「地理院地図」で自然災害伝承碑と「浸水推定図」を
重ねて表示した事例（「地理院地図」に一部加筆）

新たに公開した石碑一覧

Geospatial Information Authority of Japan4



　さらに、浸水被害があった地域は「地形分類」
で確認すると、「旧河道」の地形が見られ、かつて
川が流れ、周囲よりもわずかに低い土地であるこ
とがわかります。
　「地理院地図」では標高を確認することもできま
すので、ご自宅周辺の土地の高さを調べてみてく
ださい。
 

■まとめ
　自然災害伝承碑は、「地理院地図」を通して誰で
も無料で閲覧することができます。今回公開した
自然災害伝承碑の閲覧方法は、以下のサイトで紹
介しています。
https://www.gsi.go.jp/kanto/kanto61009.html
　今回公開した碑の一つには「天災は逃れる事は
できないが、人の力が及ぶ範囲は努力しなければ
ならない」という言葉が刻まれています。自然災
害伝承碑の取組は、先人の災害にまつわる記憶や
教訓を周知、伝承することで、いつ発生するかも
しれない災害時の適切かつ迅速な行動につなげる
ことを目的としています。ぜひ、多くの方に「地
理院地図」などを通して皆様のお住いやお勤めの
地域の災害に対する危険性をご確認いただき、平
時から被災した場合の避難行動、経路などについ
て考えるきっかけになればと思います。
　今後も全国の市区町村と連携し、自然災害伝承
碑の登録・公開を進めてまいります。

「地理院地図」で自然災害伝承碑と「浸水推定図」及び「地
形分類」を並べて表示した事例（「地理院地図」に一部加筆）

新たに公開した茨城県内の自然災害伝承碑8 基の位置及び代表事例

（関東地方測量部・応用地理部）
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　国土地理院は、測量や地図に対する国民の一層の理解と関心を高めることを目的に、平成
元年度から、測量や地図等の地理空間情報に関する普及・啓発に顕著な功績のあった個人又
は団体に対し、国土地理院長から感謝状を贈呈しています。
　令和2年度の感謝状贈呈式については新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期してい
ましたが、このたび受賞者のうち1名の方へ地方測量部において感謝状を贈呈しました。

　第62次南極地域観測隊は総勢44名（夏隊13名、越冬隊31名）で編成され、11月20日に
横須賀港から南極観測船「しらせ」が隊員を乗せて昭和基地に向け出発しました。

令和2年度「測量の日」における功労者感謝状贈呈式開催（11月）

第62次南極地域観測隊出発

（参照：国土地理院広報第625号・第628号）
■11月13日　近畿地方測量部
 ◆碓

う す い

井 照
て る こ

子（奈良大学名誉教授）　

　観測隊には、基本図情報部画像調査課の井
い で

出
順
じゅんこ

子係長が夏隊の隊員として参加しています。
1956年（昭和31年）の第１次南極地域観測隊か
ら、国土地理院（前身の地理調査所を含む）で
は延べ92名の隊員を派遣していますが、井出隊
員は国土地理院初の女性隊員となります。
　井出隊員は、南極地域観測事業における定
常観測のうち地形測量として、ヘリコプター・
UAV を用いた空中写真撮影並びに３次元モデ
ル及びオルソ画像作成（精密地形測量）、露岩
域の現地調査を行います。
　また、測地測量として、正確な位置情報を捉
える GNSS 測量、相対重力測量、ジオイド測量、
水準測量、露岩域氷床変動測量、露岩変動測量
を実施するほか、国際 GNSS 事業（IGS）の重

要な観測点となっている GNSS 連続観測点の保
守等を行います。
　井出隊員は12月下旬に昭和基地に到着して観
測を行い、令和3年2月22日に帰国する予定です。
　　　　　
 

第62 次南極地域観測隊として出発した井出隊員
（左から3 番目）

（前列左から）山本近畿地方測量部長、碓井照子氏、
野田院長、（後列左から）矢野桂司氏（立命館大学教
授）、千葉近畿地方測量部次長、田山広報広聴室長

碓井照子氏と野田院長

（基本図情報部）
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※GEONET：GNSS Earth Observation Network system（GNSS連続観測システム）

　10月29日にオンラインで開催された2020年度の日本地震学会秋季大会において、国土地
理院GEONETグループが「日本地震学会技術開発賞」を受賞しました。GEONETグループ
を代表して河

か わ せ

瀬和
かずしげ

重測地観測センター長に表彰状と盾が授与され、受賞を記念して「GNSS
連続観測システム「GEONET」の進化と展望」と題する講演を行いました。

国土地理院GEONETグループが「日本地震学会技術開発賞」を受賞

　本賞は、公益社団法人日本地震学会が、優れ
た技術開発及び研究基盤構築により地震学に重
要な貢献をした個人、又は団体を表彰するため
2016年に設けたもので、国土地理院 GEONET
グループは、GEONET の継続的長期運用技術
の開発とそれに基づく地球科学への貢献が認め
られ、受賞することになりました。
　GEONET は、全国に設置した約1,300点の
GNSS 連続観測局（電子基準点）と観測データ
の収集、解析及び提供を行う中央局によって構
成されており、高密度かつ高精度な測量網の構
築や位置情報サービスの支援を行うとともに、
平時にはプレート運動に伴う日本列島の定常的
な地殻変動を、また、地震・火山活動が活発化
した際には特徴的な地殻変動を捉える基盤的観
測網として、地震・火山調査研究に不可欠なツー
ルとなっています。
　これら GEONET が捉えた地震や火山活動に
伴う地殻変動情報は、速やかに、関連機関等へ
提供され、地震・火山活動のメカニズムの評価
や減災のための活動に活用されています。

　今後も、国土地理院では、GEONET の安定
的な運用と高精度な位置情報の提供を行うとと
もに、電子基準点の高度化や解析方法の改良、
及び受信環境の維持管理を行うことで観測デー
タの品質やサービスの向上等に努めてまいります。
　最後に、GEONET に関わってこられた多く
の方々に対して感謝を申し上げます。

GEONET の概要

表彰状と盾を手にするGEONETグループ一同

（測地観測センター・地理地殻活動研究センター）
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　「測量の日」四国地区推進協議会は、「測量の日」関連行事の一環で、子どもたちに測量や
地図について、楽しみながらその大切さを学んでもらうことを目的として、「測量と地図の
学習会」を愛媛県と香川県の小学校で開催しました。

四国管内の小学校で「測量と地図の学習会」を開催

■実施校
　9月25日　　愛媛県愛南町立平城小学校

　4年生　37名
　10月12日　 香川県三豊市立吉津小学校

　4年生　18名

■実施内容
• 講義「地図と私たち」　　　   約30分
• 実習「測量体験（歩測体験）」約60分
　※実習担当：各県測量設計業協会

　はじめに、職員から「地図と私たち」と題して、
地図の作り方や地図記号、ハザードマップ、ウェ
ブ地図「地理院地図」のほか、国土地理院の仕
事などについて説明しました。資料として、南
海トラフ陰影段彩図やそれぞれの小学校付近の
デジタル標高地形図を展示したところ、先生や
児童に、大変興味を持ってご覧いただきました。

 

　また、平城小学校では、グラウンドに設置し
ている電子基準点について、その仕組みや役割
について説明しました。児童からは、「電子基
準点をこれまでは変わった電柱だなと思ってい
たけど、24時間地球を監視している大切なもの
だと初めて知りました。」「普段見ることが出来
ない電子基準点の中身まで見ることができて面
白かった。」などの声がありました。

  

　実習「測量体験（歩測体験）」では、江戸時
代に自分の足で測量し日本地図を作り上げた
伊
い の う

能忠
ただ

敬
たか

にちなんで、投げたボールの距離をそ
れぞれの児童が歩測し、自分の歩幅から距離を
計算し、正確性を競いながら、測量の体験をし
ていただきました。  

　学習会終了後、児童からは、「沢山の地図記
号があることにびっくりした。」「地図のことを
もっと知りたくなった。」「歩測が楽しかった。」
などの感想が寄せられました。
　四国地方測量部では、今後もこうした学習会
を通して、測量と地図の魅力を伝える活動を、
関係各団体と協力して進めてまいります。 

　（四国地方測量部） 

電子基準点の説明（平城小学校）

実習の様子（吉津小学校）

講義の様子（吉津小学校）
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地図と測量のコンテンツにふれてみよう！  
「地理院地図を使ってみよう」編　第7回　～土地の高さを感じてみよう～

そくりょう

へん

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ケンタ君

ねえ博士
は か せ

、地図は平面だから、等高線や標高
ひょうこう

の値
あたい

だけではいまいち高さのイメージがしにくいよね。

確
たし

かにそうかもしれんの。でも地理院地図なら
立体的

てき

に地図を見ることもできるんじゃ。

そんなこともできるの？

そっか！色をつけるっていうのも
第 3回 高さを色分けしてみよう でやったよね。

そうじゃな。なので今回は
「陰影起伏図」と「3D表示」をやってみよう。
また、色も、影もついている
「デジタル標高地形図」もあるんじゃ。
詳
くわ

しくはこちらじゃ。

まずは「陰影起伏図」で地図に影をつけてみよう。
地理院地図を開いたら、
①左上のアイコン[地図]
②[標高・土地の凹凸

おうとつ

]-[陰影起伏図]
を選択

せんたく

するんじゃ。

本当だ！影がついて地図がでこぼこ
しているように見えるね！

・地形に影
かげ

をつけたり（陰影
いんえい

起伏図
き ふ く ず

）

・標高をもとに色をつけたり（色
いろ

別
べつ

標高図）
することで、立体感を出すことができるんじゃ。
また、3D表示

ひょうじ

もできるんじゃよ！

②

①

マップ博士

デジタル標高地形図（東京都区部）

• キッズページ ＞ 等高線
• 地理教育の道具箱
＞ 地理教育支援コンテンツ
＞ 日本の高いところ低いところをみる
• 主題図（地理調査）
＞ 航空レーザ測量
＞ デジタル標高地形図
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https://www.gsi.go.jp/common/000226171.pdf
https://www.gsi.go.jp/KIDS/KIDS07.html
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https://www.gsi.go.jp/kankyochiri/Laser_map.html
https://www.gsi.go.jp/common/000201022.pdf


細かな影もついていて、本物を見ているみたい！

すごいね！
ぐるぐる回して、いろんな角度から地形を見られるよ！

面白いじゃろう？
⑦[ダウンロード]からは、
3D プリンタで出力できるデータもダウンロード
できるんじゃ！

③透過率
とうかりつ

を変
か

えれば、下の地図も一緒
いっしょ

に見るこ
とができるんじゃ。

③ 富士山周辺（陰影起伏図：透過率50％）

次は、３D表示もやってみよう。
富士山
ふ じ さ ん

周辺
しゅうへん

を表示させたまま、
④陰影起伏図をもう一度クリックして非

ひ

表示
ひょうじ

⑤[ツール]-[3D]
⑥3D表示の範囲

は ん い

（今回は「小」）
を選択じゃ！

④

⑤

⑥

また、今回紹介した内容
ないよう

は、
動画でも説明

せつめい

しているんじゃ。

立体的に地図を見ることで、新しい発見ができそう！
みんなもぜひ体験

たいけん

してみてね！

⑦

• 地理院地図ヘルプ＞使い方動画一覧＞
　＞ • 高低差を感じよう  / • 地形を立体的に見てみよう
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細かな影もついていて、本物を見ているみたい！

すごいね！
ぐるぐる回して、いろんな角度から地形を見られるよ！

面白いじゃろう？
⑦[ダウンロード]からは、
3D プリンタで出力できるデータもダウンロード
できるんじゃ！

③透過率
とうかりつ

を変
か

えれば、下の地図も一緒
いっしょ

に見るこ
とができるんじゃ。

③ 富士山周辺（陰影起伏図：透過率50％）

次は、３D表示もやってみよう。
富士山
ふ じ さ ん

周辺
しゅうへん

を表示させたまま、
④陰影起伏図をもう一度クリックして非

ひ

表示
ひょうじ

⑤[ツール]-[3D]
⑥3D表示の範囲

は ん い

（今回は「小」）
を選択じゃ！

④

⑤

⑥

また、今回紹介した内容
ないよう

は、
動画でも説明

せつめい

しているんじゃ。

立体的に地図を見ることで、新しい発見ができそう！
みんなもぜひ体験

たいけん

してみてね！

⑦
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企画展「空からの測量60年の歴史 ─くにかぜが見た日本─」から
　～アナログ航空カメラを見てみよう～　第2回

　地図と測量の科学館では、12月20日（日）まで企画展「空からの測量60年の歴史－くにかぜが見た
日本－」を開催しています。前回に引き続き、実際に展示しているアナログ航空カメラと磁力計をご紹介
します。（参照：第628号）

●「くにかぜ」導入前のカメラ
RMK P10　（ドイツ ZEISS 社製）

　戦前の陸地測量部（国土地理院の前身）時代に
使用されていた航空カメラです。同型や焦点距離
20cmの航空カメラを複数台所有しており、地上
で行う平板測量に代わり、より広い範囲の測量が
可能な空中写真測量による地形図作成に貢献した
ようです。1941年撮影の八王子周辺（63地区）な
ど戦前の十数地区が地図・空中写真閲覧サービス
で公開されています。

RMK 21/18　（ドイツ ZEISS 社製）

　地理調査所（国土地理院の前身）時代に使用さ
れていた航空カメラです。画面サイズが18㎝四方
となっており、フィルムの幅は約19㎝を使用します。
　画角は一眼レフカメラの普通角レンズに近く約
46°となっています。
　撮影間隔調整器（IRU）が搭載でき、空中写真
の重複度（オーバーラップ）を20～90％に設定で
きるようになっています。

●南極で使用したカメラ
F24　（イギリス Williamson 社製）

　第1次南極地域観測隊で偵察用として使用され
ました。直下写真撮影用として、カメラを固定す
る架台もあるが、手持ちカメラとしても利用でき
るようになっています。

RC9　（スイス WILD 社製）

　南極地域観測隊で使用された超広角航空カメラ
（画角約105°）です。画角が大きくなると1枚の写真
に写る範囲もより広くなるため、低高度で広い範
囲が撮影できます。
　南極地域（昭和基地周辺）の1/25000地形図や
1/50000地形図等の地形図作成に利用されました。●「くにかぜⅡ」の磁力計

　航空磁気測量は、飛行機に磁力計センサーを装
着し、面的にデータを取得することで磁場分布を
明らかにする測量で、1962年から2001年にかけて
実施されました。

　機体本体から突き出した後部に、磁力の大きさ
を計測するセンサーを装着しています。センサー
内部には、コイルが巻かれており、コイルの向き
により、南北用・東西用の２種類のセンサーを使
い分けて測量していました。機内の記録部では、
観測データを用紙やパソコンに記録・保存しました。

焦点距離 99.52㎜

画面サイズ 18×18cm

画角（水平） 約 84°

口径比（F値） 6.3

シャッター速度 1/25～1/200

レンズ名 トポゴン（Topogon ）

カメラ重量 41kg

使用年 同型機1936（S11）年～

戦後まで

カ　メ　ラ　諸　元
焦点距離 209.91㎜

画面サイズ 18×18cm

画角（水平） 約 46°

口径比（F値） 4～8

シャッター速度 1/100～1/1000

レンズ名 Topar（トパール）

カメラ重量 47kg（架台除く）

使用年 1958（S33）年1月～

1980（S55）年

カ　メ　ラ　諸　元

左：展示中のプロトン磁力計
右：くにかぜⅡの後部に装着したプロトン磁力計センサー

焦点距離 125㎜　200mm 等

画面サイズ 12.4 X 12.5cm

画角（水平） 約 90°、約60°等

口径比（F値） 4～11、2.9～11　等

シャッター速度 1/25～1/200

フィルム幅 約14cm

使用年
1956（S31）年～1957（S32）年

第１次南極地域観測隊

その他 南極地域の偵察に使用

カ　メ　ラ　諸　元 焦点距離 88.43㎜

画面サイズ 23×23㎝

画角（水平） 約 105°

口径比（F値） 5.6～11

シャッター速度 1/200～1/300

レンズ名 ＳＡＧ

カメラ重量 78kg

使用年 1969（S44）年9月～

1984（S59）年4月

カ　メ　ラ　諸　元

https://www.gsi.go.jp/common/000228124.pdf


  12 月の主な行事予定

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。 https://www.gsi.go.jp/

　10 月の報道発表

　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）をご覧ください。

10/6～12/20 企画展「空からの測量60年の歴史 ─くにかぜが見た日本─」

11/24～12/27 Ｇ空間 EXPO2020（オンライン開催）

12/1 第 12 回地理院地図パートナーネットワーク会議
（オンライン開催）

8 日 令和 2 年 9 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
令和元年東日本台風から 1 年、久慈川・那珂川流域の自然災害伝承碑 8 基を公開
～地域防災力の向上を目指した水害記録の伝承を進めています～

（久慈川・那珂川緊急治水対策プロジェクト関連）
関東地方測量部

22 日 3 次元地図の整備・活用促進に向け議論します
～第 25 回測量行政懇談会を WEB 会議で開催～ 総務部

27 日 国土地理院入札監視委員会の議事概要 総務部

28 日 指名停止措置について 総務部

　「自然災害伝承碑     」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和2年11月12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。
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　行事については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止又
は延期となる場合もあります。

47　　都道府県 205　　市区町村 646　　基

●「くにかぜ」・「くにかぜⅡ」のカメラ（２代目）
RMK AR 15/23（ドイツ ZEISS 社製）

　1966年から「くにかぜ」に搭載された航空カメ
ラで、フィルム面と接するガラス面に非常に高い
精度で測定された格子状のマークが入っており、
このマークを画像に写し込むことで、フィルムの
歪みなどの計測ができます。
　このカメラと同型（格子版なし）のRMK A（焦
点距離：152.914㎜）は1977年4月から1985年7月
まで「くにかぜ」に搭載されました。（現在は富
山県高岡市にある「ミュゼふくおかカメラ館」に
国土地理院から貸し出し展示されています。）

　歴史を感じる展示を見に、ぜひご来館ください。

RC30（スイス Leica 社製 旧WILD 社）

　1996年から「くにかぜⅡ」に搭載された航空カ
メラで、衛星測位システム（GPS）と慣性計測装置

（IMU）を用いた航空機ナビゲーションシステム装
置が接続でき、事前に撮影コースの地上座標を入
力することで、設計コースに合わせて撮影するこ
とができます。ＦＭＣ装置（ブレ防止機能）が付き、
撮影時の対地速度に合わせてフィルムを移動する
ことで、低い撮影高度や遅いシャッター速度での
撮影時に鮮明な画像が得られます。

地図と測量の科学館
https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/

焦点距離 151.98㎜

画面サイズ 23×23㎝

画角（水平） 約 74°

口径比（F値） 5.6～11

シャッター速度 1/100～1/1000

レンズ名 Pleogon AR

カメラ重量 112kg

使用年 1966（S41）年3月～

1983（S58）年1月

カ　メ　ラ　諸　元
焦点距離 152.76㎜

画面サイズ 23×23㎝

画角（水平） 約 74°

口径比（F値） 4～22

シャッター速度 1/100～1/1000

レンズ名 ＵＡＧ-Ｓ

カメラ重量 151kg

使用年 1996（H8）年11月～

2009（H21）年3月

カ　メ　ラ　諸　元

（総務部）

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



