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地理的分野におけるICTの活用

～国土地理院の教育支援と地理院地図～

国土地理院 応用地理部

※本資料は令和２年11月時点のものです。
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１．国土地理院の地理教育支援策

２．地理院地図について

３．地理院地図の操作実習

内容
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国土地理院の概要

内閣 国土交通省 国土地理院

• 歴史
 1869: 民部官に庶務司戸籍地図掛を設置
 1888: 参謀本部陸地測量部
 1945: 内務省地理調査所
 1948: 建設省地理調査所
 1960: 建設省国土地理院
 2001: 国土交通省国土地理院

• 政府組織の一つ

国土地理院本院
(茨城県つくば市)

• 予算：約105億円(2020年度当初予算)

• 定員： 660名(2020.3現在)

国家地理空間情報当局として150年の歴史を有する組織

3



しごとの４本柱

国土を描く
～日本の位置を定める～

石岡測地観測局

～測量の実施環境の確保～ ～基礎的な地図を整備～ ～Web上で無償提供～

Web「地理院地図」電子基準点 電子国土基本図

国土を測る

国土を守る
～被災状況の把握・分析～

くにかぜⅢによ
る緊急撮影

浸水推定図

測位の重要インフラ

国土を伝える
高さに関する情報

土地の成り立ち

過去の災害履歴

デジタル標高地形図

明治期の低湿地 自然災害伝承碑

～地殻変動の把握・分析～

電子基準点網
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測量行政懇談会 地理教育支援検討部会
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１．目的
学習指導要領の改訂による小中学校における地理教育の充実と
高校地理必修化を見据え、主に初等・中等教育における地理教育等
の教育現場の支援の方策を検討する。

２．検討課題
（１） 高校地理必修化や小中学校における地理教育の充実に伴い

課題となる、地理を専門としない教員が地理を教える現場に
国土地理院はどのような支援をすべきか。

（２） 新たな学習指導要領のもとで行われる地理空間情報活用社会に
おける地理教育はどのようなものか。
新たな地理教育に国土地理院はどのような支援をすべきか。

（３） 子どもたちに地理や地図に親しんでもらうために国土地理院は
どのような活動をすべきか。

設置時（2017年3月）の検討素案

→以降２年にわたり国土地理院の地理教育支援策を議論



測量行政懇談会 地理教育支援検討部会
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報告書(2019年3月15日)-6つの支援策を提案

温故知新。
防災地理情報は防災
減災の基礎情報。

① 防災・減災のために「防災地理情報」の充実

②「防災地理情報」の有効性の評価と教材化

③ 地理教育に関連する優良事例の普及

④ 実体験による地理への親しみ醸成

⑤ 教育関係者に届く情報の提供

⑥ Web『地理院地図』のコンテンツの充実と
機能向上

地図と測量の科学館や地方における実体験展開

学習段階に合った情報や活用
例を的確にWebで提供

評価・分析 教材化
小学生向け 中学生向け

地形特性 自然災害履歴

どこが高いか一目瞭然。
昔の川の流路がわかる。 「備え」面での取組を強化

震災遺構

たろう観光ホテル
出典：震災伝承ネットワーク

協議会事務局

過去の災害履歴を先人が
残してくれている。

よりわかりやすい３D表示

地図作品展における優良事例 コンテンツの充実例 機能向上の例

http://maps.gsi.go.jp/3d/gallery/20160414kumamoto/asooohashi/index_webgl_map.html


地図と測量の科学館
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・国土地理院本院(茨城県つくば市)に併設
・地図と測量を学べる、楽しめる、入場無料



中学生向けみどころ
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伊能図の前に作製され、
国絵図や藩図などから
編纂して作製された最
初の日本全図です。

陸軍参謀本部により作
成された明治の近代測
量の基礎となった地図
です。

様々な地理空間情報が
見られるとともに、そ
れらの情報を重ね合わ
せた地図を作ることも
体験できます。

人工衛星“だいち2
号”の観測データを
活用した測量を紹介
しています。

この地図を作製した長久保赤水は、高萩出
身の水戸藩の地理学者。

明治13年～19年にかけて関東平野と房総・三
浦半島について作製され、921枚が１枚も欠け
ることなく保管されている。

JAXAとのコラボ展示で、H-ⅡAロケットと
だいち2号の人工衛星、電子基準点の模型を展
示している。

地理院地図では、経路の高低差を見たり標高図を
自由に色分けして土地の高低を見ることもできる。

● 改正日本 輿地路程（よちろてい）全図 ● 迅速測図原図（じんそくそくずげんず）

● 地理院地図体験コーナー ● 宇宙技術を用いた取り組みの紹介



中学生向けみどころ
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夏休みを利用した測
量体験教室も行って
います。

オリエンテーショ
ンルームでは、学
習目的に添った出
前講座を行ってい
ます。

地理院地図についての学習や測量体験も合わ
せた体験学習もできる。

地図ができるまでの講座や防災など
様々な出前講座が受講できる。

● 出前講座 ● 測量体験教室

GNSS衛星からの
位置信号を受信し
て、リアルタイム
で日本列島の地殻
変動を観測してい
ます。

電子基準点は、全国の1300箇所に20㎞間
隔で設置されていて、学校などの公共の施設
にも設置されている。

●電子基準点



地理教育の道具箱
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地図や地理、防災を学びたい方、教育関係の方々向けに、
国土地理院のコンテンツやツールを紹介するポータル

https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/index.html



地理教育支援コンテンツ-地理教育の道具箱
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https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/shien.html



地理教育支援コンテンツ-地理教育の道具箱
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https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/shien.html



台地・段丘-地理教育支援コンテンツ例
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https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/daichi.html



国土地理院のツイッター
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全般的なこと 地理院地図関係

研究開発 地形、防災、教育



１．国土地理院の地理教育支援策

２．地理院地図について

３．地理院地図の操作実習

内容
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ウェブ地図「地理院地図」
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「地理院地図」は、国土地理院が捉えた日本の国土の様子を
発信するウェブ地図です。

地理院地図
https://maps.gsi.go.jp/

パソコンや
スマホから
アクセス！



学習指導要領に「地理院地図」が明記
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･･･この中の「地形図...の読図」については，例えば，国土地理院の新旧地形図の比較に
よって地形や土地利用の変化を読み取ったり，地理院地図や各種機関による主題図や景観
写真などを取り上げたりすることが考えられる。･･･

【地理歴史編】高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 P63

･･･縮尺については，大きな縮尺の地形図や小さな縮尺の大陸別の地勢図などの地図と
ともに前掲の地理院地図などのように任意の縮尺での利用が可能なデジタル地図がある。
また，その他にも面積や形状，方位や距離などの特定の事項を正確に表現するために工
夫された様々な地図がある。･･･

【社会編】中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 P81
【地理歴史編】高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 P72,P119

･･･インターネットにおける地図サイトや統計サイトとしては，現在，内閣官房まち・ひ
と・しごと創生本部事務局及び経済産業省の「地域経済分析システム（RESAS）」，総務
省統計局の「政府統計の総合窓口（e-Stat）」，国土交通省国土地理院の「地理院地図」
などの公的機関が提供しているものに加え，様々な機関や団体が提供する地図ソフトなど
から地理情報を入手，活用することが可能であり，今後とも入手先の拡大により情報の充
実が期待される。･･･

【社会編】中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 P81



「地理院地図」でできること
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地図ボタン
様々な地図、様々な時代の写真
を重ねて表示することができます。

機能ボタン
距離の計測、地形断面図の作
成、３D表示などが出来ます。

コンテキストメニュー
地図の中心位置の標高を表示しています。

検索バー
地名、住所、経緯度などによる検索ができます。

※スマホ画面のイメージです



地理院地図で提供している情報の利用について
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(※)詳しい利用規約は「国土地理院コンテンツ利用規約」を御覧ください。
(※)標準地図等の”基本測量成果”の利用については、測量法に基づき、

申請等が必要になることがあります。

基本的には、出典の記載のみで
様々な種類のタイルを利用可能！

標準地図

色別標高図空中写真

土地条件図



地図画像を資料などにお使いいただけます
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①使いたい範囲を「Snipping Tool」等の
ツールを使って画面キャプチャする。

課外学習のご案内

２．場所：
地図と測量の科学館

１．概要

基本的に出典を記載いただくだ
けで利用可能です！

※「Snipping Tool」は、Windows Vista/7/8/8.1/10で
標準提供されている画面キャプチャツール。
それ以外にも、様々なフリーソフトがある。

②キャプチャした地図画像を資料に
貼り付ける。

国土地理院

出典は「国土地理院」でOK



「地理院地図Vector」 (仮称) 試験公開中！
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おすすめの地図
よく使われる地図を
１クリックで表示

コンテキストメニュー
十字線（画面中央）または
クリック位置の情報を表示

地図の拡大・縮小

地図の回転と
鳥瞰表示をリセット

地図右クリック
選択した地物の属性が
表示され、その種類の
デザインを編集可能

地図右ドラッグ
地図が回転

詳細ボタン
地物の種類ごとに表示/非表示切り替え、
地図表現の変更、レイヤー順序変更

https://maps.gsi.go.jp/vector/



おすすめの地図
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１クリックでよく使われる地図を表示

標準地図

標準の地図

淡色地図

背景図として利用しやすい地図

白地図

学校の授業に活用可能

写真

最新の空中写真

写真＋地名

空中写真に地名等を表示 文字が大きい地図

大きい文字

自分でデザインしたウェブ地図を作成

地図表現
を変更



「地理院地図Vector」 の活用例
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例）「白地図」から特定の情報のみを表示させ、様々な白地図を作成

校区探検の
まとめに！

調べ学習の
素材に！

土地利用の
学習に！

都道府県の
学習に！

注記を上載せした
白地図

水域を色付けした
白地図

建物を非表示にした
白地図

白地図

地図表現
を変更



１．国土地理院の地理教育支援策

２．地理院地図について

３．地理院地図の操作実習

内容
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実習ポイント
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1. 地理院地図を開きます

2. 埼玉県総合教育センターを見つけます

3. 地理院地図の背景地図を変えてみます

4. 古い空中写真を見ます

5. その場所の標高を確かめます

6. その場所の住所や経緯度も確かめます

7. 色別標高図を作ります

8. (7.の続き)

9. 地形分類(自然地形)を表示します

10.地形分類(人工地形)を表示します

11.明治期の低湿地を表示します

12.自然災害伝承碑を表示します

13.指定緊急避難場所を表示します

14.ルート断面図を出します

15.「選択中の地図」の操作方法です



操作の参考
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更に詳しくは（１）
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https://maps.gsi.go.jp/help/



更に詳しくは（２）
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https://maps.gsi.go.jp/help/intro/school/index.html


