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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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新たな解析手法による「電子基準点日々の座標値」の公開

　国土地理院は全国に設置した約1,300点の電子
基準点と中央局から構成される GEONET（GNSS
連続観測システム）を運用しています。電子基準
点で観測している GPS 等の測位衛星の信号を解
析し、「電子基準点日々の座標値」として各点の
毎日の座標値（位置）を提供しています。日本列
島は地殻変動により常に動いているため、毎日の
座標値の変化を調べることで詳細な地殻変動が分
かり、防災や位置情報サービス等で活用されてい
ます。平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震
の際には、地震前後の「電子基準点日々の座標値」
の比較結果等から、5m を超える地殻変動を観測
しました。
　今般、「電子基準点日々の座標値」を計算する
手法を更新し、新しい解析手法による座標値を4
月1日からホームページを通じて提供しています。
GEONET の運用初期である平成8年3月から、最

近の観測データまでの全期間の電子基準点観測
データを解析し、提供しています。
　新しい解析手法による「電子基準点日々の座標
値」は、従来手法によるものに比べ、新型の GPS
衛星を含めた解析に対応し、将来の座標値の精度
劣化を防ぎます。さらに、新しい国際地球基準座
標系（国際的な位置の基準）に対応した、より正
確な位置情報を提供するとともに、座標値のばら
つきが改善され精度が向上します。
　今後も、「電子基準点日々の座標値」の提供を
通じて多方面での利活用を支えていきます。

　「電子基準点日々の座標値」は、こちらのホー
ムページから提供しています。
https://terras.gsi.go.jp/

　（測地観測センター）

電子基準点「小松」（石川県）を基準とした「三隅」（島根県）の高さの時間変化
（定常的な地殻変動は除いている）。

　4月1日から、新しい解析手法による「電子基準点日々の座標値」の提供を開始しました。新型
GPS衛星や最新の測地基準座標系等に対応し、より高精度な位置情報を提供することで、今後も地
殻変動の計算をはじめとした多方面での利活用を支えてまいります。
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　年代別に写真を切り替える手順は、次のとおり
です。
1．�スマートフォンやパソコンで地理院地図を開

き、画面左上にある地図アイコンをクリック
します。

2．�「年代別の写真」―「時系列表示」をクリック

すると、画面上部にスライダーが表示され、
空中写真が存在する年代が選択可能になりま
す。

3．�画面を見たい場所へ移動して、スライダーを
動かすことで空中写真を年代別に切替え表示
できます。

本機能の使い方は動画でも解説しています。

地理院地図チャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=KyppfVdkIPE

　詳細は国土地理院ホームページをご覧ください。
https://www.gsi.go.jp/johofukyu/johofukyu210322.html
　日本の国土の変遷をよりわかりやすく伝えられるよう、引き続き、地理院地図を進化させてまいります。

（地理空間情報部）

地理院地図でタイムトラベル！ 
～過去からの空中写真を簡単切替え～　

　ウェブ地図「地理院地図」（https://maps.gsi.go.jp/）で見られる過去の空中写真を、スライダー
で年代別に切替え表示することができるようになりました。日本の国土の移り変わりを、空か
らの写真で知ることができます。
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準天頂衛星「みちびき」のCLAS（センチメータ級測位補強サービス）を活用した
電子国土基本図（地図情報）の更新を実施

　国土地理院では準天頂衛星「みちびき」のCLAS（センチメータ級測位補強サービス）を活用
した電子国土基本図（地図情報）更新について検討を行っていましたが、山梨県南都留郡富士
河口湖町の小立地区で昨年実施した計測・検証作業の結果、道路中心線の更新が可能であるこ
とを確認しました。
　同地区については、自動車に搭載した準天頂衛星「みちびき」のCLAS受信機の測位データか
ら道路中心線を、また空中写真を用いて他の地物の更新を行い、2月16日からこれらを反映した
ウェブ地図「地理院地図」を公開しています。

　国土地理院では、迅速な電子国土基本図（地図
情報）更新のために、様々な機関から数々の資料
の提供を受け、可能な限り迅速な地図データの更
新に努めています。実際には、新規に開発が進み
資料が収集できないような地域もありますが、そ
のような場合は GNSS 受信機を取り付けた自動車
を現地で走行させ、その軌跡データを用いること
で新設道路の位置情報が取得可能です。今回、地
図更新をより迅速化、効率化させる一つの手段
となりうるとして、準天頂衛星「みちびき」の
CLAS 活用の検討を行いました。
　その結果、計測車の周辺が写真 -1のような環境
においては、精度的に問題なく測位できることが
確認できました。

　このことから、小立地区の新設道路について、
国土地理院として初めて本手法を用いた道路中心
線の更新作業を行い、良好な成果が得られました。
引き続き、迅速な電子国土基本図（地図情報）の
更新手法について検討を行うとともに、地図デー
タの鮮度向上に努めてまいります。
　なお、本検証の詳細については、日本写真測量
学会令和3年度年次学術講演会にて発表を予定し
ています。

（基本図情報部）

写真-1 対象地域（計測車のドライブレコーダ画像）
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図-1 対象地域のウェブ地図「地理院地図」
（上）更新前　（下）更新後



第62次南極地域観測隊帰国報告　基本図情報部　井出順子

　第62次隊は新型コロナウイルスの影響で例年と
は異なる行程と規模での行動となりました。例年
であれば、海上自衛隊の砕氷艦「しらせ」はオー
ストラリアに寄港し、燃料補給や一部食糧の積み
込みなどを行い、そこで観測隊員が乗船するので
すが、今回は、他国への入国制限がある状況下の
ため、「しらせ」は無寄港・無補給で日本と昭和
基地を往復することとなりました。また、越冬隊
員の交代と観測の継続を行うために計画が練り直
され、総行動日数や隊員数を縮小した行動となり
ました。出発に際しては、まずは出発まで辿り着
いたという安堵の気持ちと若干の不安を抱きつ
つ、新型コロナウイルス対策したかたちで職場か
ら盛大な見送りをいただきました。

　例年であれば、見送り後日を置かずに出発する
ことになりますが、今回は新型コロナウイルスを
南極に持ち込まないための対策として、出発前の
11月6日から11月20日まで、隊員は横須賀の隔離
施設にて2週間の隔離生活となりました。この間
は外に出ることができず、食事の受け取りの際も
直接に人と接触することはありません。また、例
年は出発前の夏に実施している隊員訓練を実施で
きなかったこともあり、南極における安全な行動
や気象等の講義、現地における作業についての
チーム打合せなどの他、各隊員の自己紹介やミッ
ション紹介についてもこの機会にオンラインで実
施されました。

　そして、11月20日。3回目の PCR 検査を無事に
通過した第62次隊の隊員計44名は海上自衛隊の
ボート2便で横須賀の岸壁から沖合に停泊してい
る「しらせ」まで移動し乗艦、南極の昭和基地ま
で約1 ヵ月の航海が始まりました。日本から昭和
基地まで観測隊員が船で向かうのは第42次隊以来
となります。船上では、南極作業に向けての様々
な訓練や準備、イベントを経験しがなら進みます。
そして、氷海域で落雷のような音を立てて進むラ
ミング航行（定着氷を船の重さで割りながら進む
こと）が一段落すると「しらせ」は無事に昭和基
地沖に接岸しました。そこからしらせに搭載して
いるヘリコプターに乗り、12月19日に昭和基地入
りしました。

�

　いよいよ、第62次観測隊の南極での作業が始ま
りました。各分野のスペシャリストである隊員達
は、お互いに助け合いながらそれぞれのミッショ
ンを遂行していきます。国土地理院は、南極での
夏季期間において、測地に関する定常観測として、
基準点測量、重力測量、水準測量、氷床変動測量、
GNSS�連続観測点の保守や精密地形測量といった
観測を行っています。これらは昭和基地以外の地
域での野外観測が多いのですが、観測の際は他の
分野の隊員やしらせ乗員の方々の支援をいただ
き、3 ～ 5名程度の“測地チーム”を組んで実施し
ます。今回、昭和基地から約150km 東の日の出岬
や約100km南のルンドボークスヘッタなどの地域

地球広場での見送り（11月5 日） 氷海域に入りました

　国土地理院では第1次南極地域観測隊（1956年）以来、毎次の観測隊に職員を派遣し、基準点測
量や地図作成のための観測等を行っています。今回は、第62次隊の隊員として、令和2年11月20日
から令和3年2月22日までの95日間の行動で観測を実施してきました。

Geospatial Information Authority of Japan6



で、基準点の位置を正確に求めるための GNSS 観
測や衛星画像上などで基準点の位置を判読するた
めの対空標識の設置などの作業を行いました。こ
のような観測成果を基に地理空間情報が整備さ
れ、継続的に測地観測を実施することが地球の動
きを把握することにも繋がっていきます。

　実際の南極での野外観測は、当初は久しぶりの
現場作業でもあったことや南極という特殊な環境
での行動に戸惑いながらの作業となりましたが、
徐々に慣れてきて、南極ならではの景色や動物、
現象を楽しみながら行動することもできるように
なりました。特に、南極の壮大な景色の中で、50
年以上前の先輩隊員が設置した基準点を確認した
り、GNSS 観測中の三脚が凜と立っている姿を見
るのはとても感慨深いものでした。
�

　南極ならではの現象としては、夜から朝にかけ
て、大陸からカタバ風という強風が吹き下りてき
ます。野外観測の際にテントで寝ているとテント
に強く叩きつけるため、外に置いている器材や物
資は飛ばされないように対策が必要です。特に、
最後の野外観測を行ったブレイドボークニッパの
風は非常に印象的でした。比較的急峻な露岩や雪
氷が広がる地域で、澄み渡るブルーの空が広がる

中、昼近くまで風速15 ～ 20m/s 近くの風が止ま
ず、また、風を遮るような岩や地形も少ないため、
作業を行うのに苦労しました。南極の厳しさは大
陸への上陸を阻むような海氷だけでなく、気象に
よるところが大きいと実感しました。
�

　全般的には、現地の天候は概ね良好で、順調に
予定している作業を進めることができました。テ
ントで生活をしていると近くまでペンギンが寄っ
てきたり、基準点を設置している高台にトウゾク
カモメが見張り役のように侵入者を狙っていた
り、遠く海氷上にナメクジのようにアザラシが伸
びていたりと、南極ならではの動物を見られたこ
とも作業の合間の癒しとなりました。
　最後に、出発前から長期にわたり業務を支えて
くださった皆様、また、状況の読めない中で南極
観測を安全かつ着実に実施するためにオペレー
ションしてくださった方々、多大な支援をいただ
いた多くの方々に、この場をお借りして御礼申し
上げます。

（基本図情報部）

奥岩での相対重力測量

アデリーペンギンとオオトウゾクカモメ

日の出岬でのGNSS 観測

昭和基地としらせ
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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Vectorを使ってみよう」編 第1回 ～地理院地図Vectorってどんな地図？～

そくりょう

へん ベ ク タ ー

へえ！地図や航空
こうくう

写真を重ねるだけ
じゃなくて、地図の中身をアレンジ
できるようになったんだね。

それでは一緒に使い方を見てみようか。
まずは、地理院地図 Vectorを開いてみよう。

マップ博士

地理院地図 Vector？
いつもの地理院地図とは何が違

ちが

うの？

、
かしょう

し けん

そうなんじゃ。こちらで詳しい紹介をしているぞ。

博士
は か せ

、自分で地図を作ってみたいんだけど、何か便利
べ ん り

なものはないかな？

地理院地図 Vectorは、
目的
もくてき

に応
おう

じて地図をデザインできる
ウェブ地図なんじゃ。例

たと

えば
・建物

たてもの

を非表示
ひ ひ ょ う じ

にする
・道路の幅

はば

を変
か

える
・一部の項目

こうもく

のみを色付
づ

けする
なんてこともできるじゃ。

ケンタ君

地理院地図

地理院地図画面の右上のボタンから
入れるんだね！

2019年から試験公開されているんじゃ。

それなら『地理院地図 Vector（仮称）』を使ってみるのはどうかな？

くわ しょうかい

いっしょ

水域のみを色付けした例

写真に注記を追加した例

※試験公開中のため、最新のデータでない可能性があります。

・2020年 報道発表資料一覧＞ウェブ地図を自分でデザイン！～地理院地図Vector（仮称）を全国データ公開～

・地理院地図ヘルプ＞ベクトルタイルとその提供実験について
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これが、地理院地図 Vectorじゃ！

地理院地図とはなんだか雰囲気
ふ ん い き

が違うね。

たくさんのリストが表示されたね。
ここから編集ができるんだ。

は、具体的にどうすればいいのかな。

①

最初
さいしょ

は[表示中の地図]に[標 準
ひょうじゅん

地図]が
選
えら

ばれていると思うんじゃが、
①右端

みぎはし

の[編集
へんしゅう

]をクリックしてみよう。

②

その通りじゃ。
②編集項目

こうもく

の アイコンがあるじゃろう？
アイコンで、それぞれの表示・非表示の切り替

か

え
アイコンで、大きさや色の編集ができるんじゃ。

③ アイコンをクリックすると編集画面が表示され、
細かく設定

せってい

ができるんじゃよ。
③

なんだか、いろんなことができそうで面白いね！

そうじゃろう？
次回からは、実際

じっさい

に使ってみよう！

「地図をデザインできる」っていうの
ぐたいてき
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  5 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/

　3 月の報道発表

　報道の内容は、国土地理院ホームページ>2021年�報道発表資料
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2021）をご覧ください。

8日 令和 3 年 2 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

10日 災害時の通信設備早期復旧を目指し東日本電信電話株式会社と協定を締結 企画部

11日
国土地理院「くにかぜ撮影チーム」が人事院総裁賞を受賞
～空から日本を見つめ続けて 60 年　地図作成や災害把握のための空中写真撮影
業務が評価～

総務部

23日 指名停止措置について 総務部

31日 新たな解析手法による「電子基準点日々の座標値」の公開
～電子基準点の位置情報がより高精度になります～

測地部
測地観測センター

　「自然災害伝承碑     」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和3年4月26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］自然災害伝承碑に関する当院への情報提供にご協力をお願いいたします。

　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
は延期となる場合があります。

47　　都道府県 267　　市区町村 898　　基

企画展「一等三角点物語 ─国土の把握に懸けた測量技師の記録─」から
～三角点（標石）を紹介～

　「地図と測量の科学館」では、6月27日（日）まで特別展示室において企画展「一等三角点物語
─国土の把握に懸けた測量技師の記録─」を開催しています。

3/23�～�6/27 企画展「一等三角点物語─国土の把握に懸けた測量技師の記録─」

5/28 第231回地震予知連絡会

　三角点は山頂の見晴らしの良い場所に設置され
ることが多いので、山に登った際に見たこともあ
るかと思います。企画展では一等三角点の標石も
展示していますので、今回は標石の地下の構造に
ついて紹介します。
　一等三角点の標石は柱石と盤石で構成されてお
り、素材は花崗岩を使用しています。上面にはそ
れぞれ十字の印が彫られており、その中心の位置
で座標（緯度経度など）を求め、位置の基準とし
て広く利用されています。
　三角点の標石の多くの部分は地面に埋められ、
普段見えない土の中の構造は、柱石の下4分の3と、

その下に埋まっている十字の印のある盤石となっ
ています。
　三角点の中でも一等三角点には盤石から、さら
に約30cm 下に下方盤石も埋まっていて、柱石や
盤石が傾いたり壊れても元に戻せるような構造に
なっています。

　現在、当館はコロナウイルス感染防止対策の強化をしながら開館をしています。
詳細については「地図と測量の科学館」ページをご覧ください。
https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/ （総務部）

一等三角点の標石
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https://www.gsi.go.jp/common/000232425.pdf



