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１．地図史、地図史料・地図アーカイブ 

 

 本学会の専門部会のひとつとして活動してきた地図

史専門部会は、2011年 7月に常任委員会の承認を得て、

地図史料・地図アーカイブ専門部会へと発展的な改称

をおこなった（後述）。地図史専門部会は、学会設立第

2 年度に、地図教育、地図用語の各専門部会などととも

に設置された古地図専門部会にはじまり、翌 1965 年に

地図史専門部会と改称して以来、学会の歴史にほぼ匹

敵する 50 年近くの年月を刻んできた。 

設置時からの部会のあゆみをふりかえると、前半期

は地勢図・地形図の図歴調査などを活動の柱とし、日

本近代の官製図の作成史に関わる基本的な資料などを

明らかにしてきた。後半期にかかる 1991 年末には活動

の幅をひろげるため、部会内に古地図、旧版地形図、

海図、地図史料の 4 分科会を置いて、小研究集会をか

さね、平成 6 年度定期大会シンポジウム「現代に活か

す古地図・旧版地図」の企画・実施、国土地理院編集・

発行の『地図・地理史料目録 国土地理院所蔵 2』

（1997.1）における 5 万分１地形図の図歴データへの

補足協力などの成果をみている。 

2003 年 4 月には本学会設立 40 周年記念出版として

Norman J. W. Thrower 著 “Maps and Civilization － 

Cartography in Culture and Society”の日本語版『地図と文

明』（表現研究所発行）を刊行した。1998 年 10 月の日

本古地図学会主催「第 17 回国際古地図研究協会 東京

シンポジウム」に参加された著者 Thrower 氏との交歓

を出発点とするもので、地図史専門部会が担当する臨

時小委員会が作業にあたり、地図学用語に関わる部分

については、地図用語専門部会の協力による合同の小

委員会で検討した。 

最近 10年間の定期大会シンポジウム、地方大会、例

会などのうち、地図史料・古地図分野に関わるテーマ

を含むものとしては、平成 16 年度定期大会「日本にお

ける地図学の現状と 2010 年を目標とする将来展望」

（2004 年 7 月、日本大学文理学部）、平成 18 年度地方

大会「地図の島 in 佐渡」（2006 年 6 月、佐渡博物館・

真野ふるさと会館など）、第 179 回例会「瀬戸内海の「海

の地図」と軍港「呉」大和」（2006 年 7 月、大和ミュ

ージアム）、平成 18 年度定期大会「古地図を現代に活

かす」（2006 年 10 月、東京都産業貿易センター）、第

183 回例会「海道をめぐる地図の話題―日向・伊予地方」

（2008 年 2 月、宇和島市立鶴島小学校など）、平成 20

年度定期大会シンポジウム「外邦図の集成と多面的活

用－アジア太平洋地域の地理情報の応用をめざして－」

（2008 年 8 月、国土地理院）、平成 22 年度定期大会「地

図を地域に生かす―地図学博物館の原点に立ちもどっ

て―」（2010 年 8 月、日本大学文理学部）、第 190 回例

会「日本とイタリア―地図の伝統と歴史」（2011 年 4

月、大阪市アイ・スポット）などがあった。部会単独

の企画ではないが、それらの企画、準備活動の多くの

部分に部会として参画した。 

最初に記した専門部会の改称はこうした活動に加え

て、日本地理学会の国立地図学博物館設立推進委員会

の活動を念頭におき、両輪として方向を探って行くこ

とを目標として行われたものである。 

新部会は旧部会の地図史料／資料関連分野を発展さ

せ、地理教育、地域調査、空間認識などと古地図／旧

版地図との関わりについての知見を深めるとともに、

上記推進委員会と連携し、デジタル時代の「ナショナ

ル地図アーカイブ(仮称)」の構築と、個人や組織のもと

にさまざまなかたちで集積されている貴重な地図史料

の散逸をふせぎ、つぎの時代に引き継いで行くための

方策についての検討と情報交換などを行う。 

研究者や愛好家による貴重な地図や関係文献のコレ

クションは多いが、代替わりなどによる散逸のおそれ

も少なくない。保管スペースの問題もあって公共的な

機関、大学などによる受け入れも困難さを増している。

会員諸氏のご協力をお願いしたい。 

なお、国立地図学博物館については、1988 年 4 月に

日本学術会議議長から内閣総理大臣あてに『国立地図

学博物館（仮称）設立について（勧告）』が提出され、

日本地理学会の上記委員会を中心に、実現にむけて長

期にわたる活動が行われてきた。 

「世界各地域についてできるだけ詳細かつ斬新な地

図・画像情報を整備し、新地図学・地図情報科学の研

究を推進するとともに、内外関係機関との交流を行い、

地図文化の教育にも寄与する（同勧告）」ことを目標に
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かかげた博物館構想のうち、地理情報科学の研究セン

ター機能に相当する機関として、1998 年に「東京大学

空間情報科学研究センター」が開設され、「デジタル地

図学博物館ポータルサイト」のプロトタイプも開発さ

れたが、開発段階に留まっている。 

地誌の記憶をつたえる地図情報を集積し、維持する

ために、地図所蔵機関の連携をはかり、地図の保存と

所在情報の把握・提供、高精細画像情報の公開、それ

らの利活用への提案などの機能をそなえた全国的な地

図・地図情報アーカイブを構築することは、地図学会

の目的からいっても必須と考える。 

改称部会では日本地理学会の成果を基礎に、地図所

蔵機関へのヒアリングや既存データのレビューなどを

進め、実現の可能性を探って行くこととしている。2011

年 3 月の東日本大震災を契機に、土地の履歴を知るた

めの古地図の意義が改めて注目されている。地図・地

図情報アーカイブの必要性についての社会的認識を高

める好機といえよう。 

 機関誌『地図』には創刊以来、古地図、地図学史に

関する多数の論考が発表されてきた。最近の 10 年間も

同様で、平成 21 年度本学会論文賞の、川村博忠「正保

日本図と北条氏長の作図技術に関する若干の考察」（46

巻 4 号）、平成 22 年度本学会論文奨励賞の、渡邉英明

「近世在方町における絵図作成の特色―武洲小川町を

例として」（47 巻 2号）等々、関係分野の論文・短報は、

質・量ともに存在感を示している。地図学会機関誌と

いう性格を反映して、地図作成史、図歴、資料紹介、

古地図を利用した地域史の研究などをテーマとするも

のがある。 

なお、ほかに学会賞関係では、平成 20 年度作品賞の

渡辺一郎監修・日本地図センター編『伊能大図総覧』、

平成 22年度作品賞の島方洸一・立石友男・井村博宣・

他編『地図でみる西日本の古代』、平成 23 年度作品賞

の世界地図における日本周辺地図約 50点を時系列順に

掲載した帝京大学地名研究会編『地名の発生と機能―日

本海地名の研究―』、平成 22 年度特別賞の外邦図研究グ

ループ（小林茂ほか）などがある。 

 地図学史や古地図・絵図に関する研究は、当然なが

ら地図学にかぎらず歴史地理学、歴史学、科学史など

の分野において幅広く行われている。 

 

近年、歴史研究の史料として文字史料以外の考古、

民俗、絵画、地図・絵図各資料などへの注目が高まり、

それらを視野に入れた史料論が展開されるようになっ

たこと、高精細な復刻図の刊行、地方史編さんや地域

史料の整理の進行などを背景に、地図・絵図をテーマ

とする研究は活性化しているといえる。 

歴史地理学会は『歴史地理』第 52 巻 1 号（2010.1）

で「歴史地理学における絵図・地図」、歴史学研究会は

『歴史学研究』No.841、842 号（2008.6, 7）の 2 号つ

づきで「世界のなかの近世絵図」を特集している。 

新しい観点もきざす個別研究の成果（『人文地理』の

毎年第 3 号「学界展望」中の歴史地理、地図の項にレ

ビューされている）とともに、科学研究費補助金など

の利用による広範な共同研究プロジェクトの展開も、

2000年代にはいっての地図・絵図研究の特色であった。 

外邦図研究グループ（上述）、「地図史料学の構築―

前近代の地図データ集積・公開のために―」・「地図史

料学の構築の新展開―科学的調査・復元研究・データ

ベース」（杉本史子ほか）、「二十一世紀 COE プログラ

ム『グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成』」中

の「15・16・17 世紀の絵図・地図と世界観」研究グル

ープ（藤井譲治ほか）などで、「江戸のモノづくり」公

募研究で知られる「我が国の科学技術黎明期資料の体

系化に関する調査・研究」も地域における測量技術や

地図・絵図についての豊かな成果をもたらした。 

オープン参加の研究会を並行させた「外邦図研究」、

地理、歴史の枠をこえて、文化財学・文化財保存等の

科学・技術者、科学史、美術史など多岐にわたる文理・

職掌を統合したグループにより、内容的、物的両側面

から史料としての前近代地図を検討した「地図史料学

の構築」、時代、地域ごとに研究が専門化して相互の関

西日本の古代（平凡社） 

地名の発生と機能 

(帝京大学地名研究会) 



3 

連がとらえきれない古地図を地理学、日本史・世界各

地域史学などの連携により多角的に検討する「COEプ

ログラム」、公募研究で地域史料の発掘に成功した「江

戸のモノづくり」と、いずれも領域横断的研究を意図

し、海外の研究者とも協力して成果をあげている。 

公開の研究会、シンポジウム、ニューズレター・報

告書等とあわせ、それぞれの成果を反映する『近代日

本の地図作成とアジア太平洋地域』（大阪大学出版会 

2009）、『絵図学入門』（東京大学出版会 2011）、『大地

の肖像―絵図・地図が語る世界』（京都大学学術出版会 

2007）なども出版されている。 

 このほか空間データ基盤の整備と歴史資料データベ

ース化の進展を背景に、2009 年度には日本地理学会に

「地図・絵図資料の歴史 GIS 研究グループ」が設置さ

れ、地籍図・古地図を含む地図・絵図資料の研究事例

の集積、研究手法の開発、普及などをめざす活動を行

っている。 

『情報の科学と技術』第 59 巻 11 号（2009.11）は「歴

史 GIS」を特集する。 

また、国絵図については

「国絵図研究会」（1996～）

が原本調査、研究会活動を精

力的につづけており、成果の

一環として『国絵図の世界』

（柏書房 2005）が刊行され

ている。 

1970 年以来、同好会的な色彩をあわせもちながら、

古地図研究に貢献してきた研究グループ「日本古地図

学会（旧「地図資料協会」）は 2007 年 5 月に活動を停

止したが、「伊能忠敬研究会」は現在も資料探索や普及

活動を行っている。 

 最後になるが 2006 年には日本の地図学史研究の泰

斗、海野一隆氏・織田武雄氏があいついで他界された。

いずれも長く本学会の会員であり、旧地図史専門部会

にもご助言、ご助力を賜った。ご冥福をお祈り申しあ

げる。 

（鈴木純子）
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２．地名 

 

我が国は戦前から地名の収集整理と研究が盛んで、

立派な地名辞典や研究成果が刊行されている。学術的

な研究は大学等において主に歴史、地理的側面から研

究が進められている。民間においても地名に関心を持

つ者が多い。 

戦後においては、1962 年に国の地図作成機関である

国土地理院、海上保安庁水路部（現海洋情報部）は「地

名等の統一に関する連絡協議会」を設け、1967 年には

第一回の国連地名標準化会議が開催されて以降、両機

関で地名の統一、国連の地名標準化活動に対応した取

組みがなされてきた。また、1962 年に「住居表示に関

する法律」が制定され、対象地域の居住地名の整備に

地域住民の参加も見られてきた。1981 年に民間に日本

地名研究所が設立され、全国各地に分布する約 60 の地

名研究会と協力関係を持ちつつ、研究活動が行われて

いる。 

さらに、地名の由来に関係して自然的、文化的、歴

史的側面を捉えて個人研究者が著作を発表することも

多く見られている。この 10 年で地名という語を書名に

含む、500 冊以上の刊行物が書店に並んでいる。他に、

把握は困難であるが、地名に関して新聞、雑誌、地方

刊行物などに報告されている例は数多くあると思われ

る。 

2011 年 11 月には、国際地理学連合（IGU）と国際

地図学協会（ICA）において地名に係る一つの共同の委

員会/ワーキンググループが設立され、国連の地名標準

化活動を補完する活動などを開始した。今後、日本か

らも研究者が参加し、国際的に交流が進むとともに新

たな分野の日本の地名研究が開拓され、また将来の国

連の地名標準化活動への貢献につながることが期待さ

れる。 

 この 10 年間の状況について、主な項目を挙げつつ説

明をしていきたい。 

 

１．地名の標準化 

日本には国連地名標準化会議の決議で求めているよ

うな、地名の標準化を国家で一元的に行う法律で定め

た国家地名委員会は設立されていないが、いくつかの

行政機関がそれぞれの所掌事務を行う中で地名に関す

る業務を行っている。行政機関の所掌範囲が整理され

ているので、結果として調和のとれた地名の標準化活

動が行われている。 

 

（１）居住地名 

居住地名については総務省と地方自治体が「地方自

治法」、「住居表示に関する法律(昭和 37 年)」により行

政事務を行っている。後者の法律においては住居表示

が必要な区域「市街地の区域」を対象として、居住地

名（階層的に細分した町丁目、大字、字等の区域の名

称）の公的な取り扱いが定められ、新しい名称やその

区域は官報や都道府県広報に掲載される。従って、居

住地名については、該当する区域、名称の表記やその

読み方が異なるなどの混乱は生じていない。居住地名

については、(財)国土地理協会、(財)地方自治情報セン

ターから、最新の地名と過去の履歴を含んだ約 66 万件

を収録した「全国町・字ファイル」が有償で提供され

ている。国土交通省国土計画局(現国土政策局)は、2002

年に都市計画地域（2010 年 3 月現在約 101,000 km2）

について街区名と代表点の位置座標の対照データベー

スを作成し、以降毎年更新を行いつつインターネット

を通じて無償で公開している。 

国土地理院は 2002 年に国土地理院が構築した地図

作成システムに、2 万 5千分の 1地形図(紙地図)に記載

されている約 47 万件の地名データ（表記、読み方、代

表点の座標値）を組み込んだ。その地名データは電子

国土ウェブサイトにおいて、地図とともに閲覧できる

ほか、地名検索による地図表示も可能となっている。

また、2010 年に整備が開始された「電子国土基本図(地

名情報)」では、前述の地形図に組み込まれていない地

名も整備の対象とした。大字の地名の範囲はポリゴン

データとして作成され、さらに、それぞれの地名に対

応するユニーク ID(地理識別子)付与についても整備が

進められている。 

国土地理院は2011年から住居表示実施区域について

は電子国土基本図（地名情報）「住居表示住所」の無償

提供を順次行っている。 
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2011 年から住所情報標準について地理情報標準を定

める ISO/TC211 において検討が開始された。日本国内

では、ISO/TC211 国内委員会が対応機関となっている。 

 

（２）自然地名 

地図に表記されている自然地名は、陸域の地図を担

当している国土地理院と海域の地図を担当している海

上保安庁海洋情報部の間で一部異なる名称が用いられ

てきた。このため、1962 年に両者の間で地名の統一に

向けた検討を行う「地名等の統一に関する連絡協議会」

が設置され、以後、毎年 1～2 回の割合で開催されてい

る。上記連絡協議会の発足以来、縮尺 50 万分の 1 レベ

ルの自然地名約 6,000 を対象に調査検討を行い、1978

年までにこのレベルでの統一を完了した。その成果は、

「標準地名集(国土地理院, 1981)」として公表されてい

る。その後、縮尺 2 万 5 千分の 1 レベルでの統一に取

り組んだが、進捗が遅いことから、2002 年 3 月に開催

された第 63 回連絡協議会において、縮尺 20 万分の 1

レベルで自然地名の統一を進めていくこととされた。

現在、20 万分の 1 レベルで自然地名の統一は終了し、

2 万 5 千分の 1 レベルでの統一を進めている。2012 年

までに総計約 31,000 件の地名が統一されている。 

 この 10年間の決定地名で地図等での地名表記の変更

につながる話題になったものには以下のものがある。

2004 年に「小笠原諸島」「小笠原群島」「薩南諸島」が

新たな決定地名となった。また、「剱岳」の漢字表記が

変更された。2007 年には硫黄島の読みが地元の要望を

受けて「いおうじま」から「いおうとう」に変更され

た。北硫黄島、南硫黄島の読みも同様に変更された。

2008年には地元の要望を受け、決定地名が「歯舞諸島」

から「歯舞群島」に変更された。2010 年には「奄美群

島」が決定地名に採用された。また、排他的経済水域

（EEZ）の外縁を根拠付ける 99 の離島のうち、それま

で地図や海図に名称が記載されていなかった 49島の中

の 10 島の地名が 2011 年に、残り 39 島の地名が 2012

年に決定された。 

 

（３）わが国が発見または調査した海底地形の名称 

日本の海洋調査機関で発見または測量された海底地

形は、学識経験者や海洋調査研究機関などで構成され

る「海底地形の名称に関する検討会」(1966 年発足の「海

洋地名打合せ会」を 2001 年に改組)の検討を経て、海

上保安庁海洋情報部が正式に命名している。検討には、

「大洋水深総図 (GEBCO) 海底地形名小委員会

（SCUFN）」と「国連地名専門家グループ(UNGEGN)

海洋及び海底地形作業部会」が作成した「海底地形名

の 標 準 化 (Standardization of Undersea Feature 

Names)」が基準として使用されている。1966 年の第

１回海洋地名打合せ会の時点で既に使用が確認された

64 件の地名のほか、2011 年までに 1,219 件の海底地形

に名称が付与されている。 

 

（４）わが国が発見または調査した南極の地名 

すでに外国により命名され、かつ国際的に発表また

は使用されている地名を除き、南極地域(南緯 60 度以

南)にあり、わが国の南極地域観測事業で発見または調

査された地形または行動上、測地学上重要な地点等は、

1961 年に制定された「南極地名命名規程」に基づいて

「南極地名委員会」が作成した名称案をもとに、南極

地域観測統合推進本部が正式に命名している。2012 年

までに 841 件の地名が決定されている。 

 

２．国際活動 

（１）国連地名標準化会議 

国際的に地名標準化を推進するために国連地名標準

化会議(UNCSGN)が5年ごとに開催され、1967年以来、

2011 年までに 9回開催されている。会議には国土地理

院から代表者が第 3 回以降毎回出席し、わが国の地名

標準化や地名データベース整備の状況を報告したほか、

会議の勧告に沿って「地図等編集者のための地名ガイ

ドライン(Toponymic Guidelines for Map and Other 

Editors)」や 100 万分の 1 地図レベルの地名約 5,200

を収録した「地名集日本(Gazetteer of Japan)」を作成

してきた。 

最近 10年の間には、2002 年に第 8回、2007 年に第

9 回の国連地名標準化会議があり、2004 年、2006 年、

2007 年、2009 年、2011 年に国連地名専門家グループ

会合が開催され、外務省、国土地理院から参加があっ

た。 

①「地図等編集者のための地名ガイドライン」 
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2007 年の第 9 回国連地名標準化会議では、日本から

「地図等編集者のための地名ガイドライン」の第三版

が提出された。主な変更点は、地図の地名をローマ字

表記するに際して、海洋情報部は 2000 年から、国土地

理院は 2004 年から内閣告示第一号第一表から第二表

ヘボン式に移行したことを踏まえた文章表現にしたこ

とであった。なお、非ローマ字使用言語のローマ字変

換システムについては順次、国連地名標準化会議で決

議されてきているが、「日本語のローマ字変換システム」

については、いわゆる訓令式とヘボン式の使用が国内

で混在している状況下で、決議に至る状況にはなって

いない。 

②「地名集日本(Gazetteer of Japan)」 

 2007 年には、1997 年に発行した地名集日本を改訂し

第二版を作成した。この地名集には、国土地理院の作

成した縮尺 100 万分の 1 の地図、並びに海上保安庁海

洋情報部の作成した、縮尺 100 万分の 1 の海底地形図

及び縮尺 350 万分の 1 の国際海図に表示されている約

3900 の地名が収録されている。第二版の特徴は、ロー

マ字表記において、いわゆる訓令式からヘボン式に切

り替わったことである。 

 

 

（２）国際水路機関 

国際水路機関(IHO)は、水路図誌の国際統一等を目的

に活動しており、その一環として各国の海図作成の便

宜を図るため特別刊行物 No.23「大洋と海の境界

(Limits of Oceans and Seas)」を出版し、海域の範囲と

その名称を示すなど、海域地名の標準化に寄与してい

る。2012年 4月モナコでの第18回 IHO総会において、

これまで検討されてきた「大洋と海の境界(Limits of 

Oceans and Seas)」第四版改定作業は決着に至らず改

定そのものが見送られた。 

 

（３）日本海呼称問題その他 

第 6 回国連地名標準化会議(1992 年)で初めて、韓国

は呼称「日本海」の国際的使用について異議を表明し

た。日本は、呼称日本海は日本海に対する国際的に確

立した唯一の呼称であるとして反対した。同会議では

現在までこの問題が議論されている。また、第 15 回国

際水路会議（1997 年）で、「大洋と海の境界」の改版

にあたって韓国が「日本海」と「東海」を併記すべき

との主張を始めた。 

この間、国内では日本海呼称の由来に関係する論文

が複数、発表されている。2009 年に日本地理学会にお

いて「「日本海」呼称の起源と現状」シンポジウムが行

われた。この 10 年に日本海の呼称についての刊行本が

数点見られている。 

外務省及び海上保安庁海洋情報部のホームページに

おいて日本海呼称問題についての政府見解、関係資料

を閲覧できる。内容は韓国、北朝鮮側の主張に対する

反論と日本側の主張で関連資料も掲載され充実したも

のとなっている。また、民間サイドでは、日本海呼称

問題をテーマとしたウェブサイトが存在し、日本海呼

称に関する資料を掲載した学術的な内容となっている

ものがある。 

国連地名専門家グループ会合のエクソニム（Exonym）

ワーキンググループでは、地名用語の定義に関係して

海洋名称にどのようにエクソニム、エンドニムという

用語を当てはめるかについて外国の学者からいくつか

の案が出されているが議論が収束されていない。 

 

（４）地名に関する国際地理学連合/国際地図学協会に

おける委員会／ワーキンググループの設立 

 2011 年 11 月に、国際地理学連合と国際地図学協会

は、一つの共同の地名に関する国際地理学連合/国際地

図学協会における委員会 /ワーキンググループ

(IGU/ICA Commission/Working Group on Toponymy)

を設立した。両組織からの共同議長により運営される。

国際地図学協会では組織規則から、正式には 2015 年の
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ICA 総会で承認され、ワーキンググループから委員会

に格上げされる見込みである。この組織の機能は、地

名の標準化を目的としている国連地名専門家グループ

(UNGEGN)の任務を補完するもので、地理学者、地図

学者に地名の知識を普及させること、また、地図注記

としての扱い方、地名と行政や社会との関係などの研

究を促進することにある。日本からも研究者の参加が

期待される。 

 

（５）インターネット上の電子地図における地名 

①グーグルが運営するインターネット上の電子地図(グ

ーグルマップ)における地名表記が、国内地名と異なる

例がみられるとして、日本政府が申し入れる事態が発

生している。 

②グーグルマップでは外国地名をカタカナに変換して

表示している地域がある。Unicode コンソーシアムで

は、地名のユニコード文字変換の効果的な例として外

国地名から日本語のカタカナ変換を挙げている。 

 

３．地名に関する国内出版活動 

 2002 年以降、地名という語を書名に含む出版物は

500 冊以上刊行されている。1 年間の平均刊行数は 50

を超える。総発行数は掴んでいないが、国内では相当

数の読者がいて、地名に関心を持ち造詣の深い層とな

り存在していることは想像に難くない。 

地名の語を書名に含んだ出版物の内容は、地名辞典、

地名の由来、歴史との関係、地名にまつわる雑学、地

域を地名から読み解くもの、地図の地名を読むもの、

災害と地名を結びつけるものなど内容は多岐にわたっ

ている。 

この間の地名に関する学術的な成果には、田邉裕・

谷治正孝・滝沢由美子・渡辺浩平著『地名の発生と機

能－日本海地名の研究－』（2010）があり、第 5 回（2011

年度）日本国際地図学会学会賞（作品賞）を受賞した。 

（金子純一） 
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３．地図用語 

 

 地図用語専門部会は 1964 年 8 月に発足した。本年、

創立 50 年を迎えるにあたり、発足から 40 年間の専門

部会活動の足跡を概説し、つぎにここ最近における 10

年間の専門部会活動を述べたうえで、将来に向けての

地図用語についての課題を展望することとしたい。 

 

１．発足から 40年間の活動の足跡 

 本学会が創設されて間もない 1964 年 2 月 29 日に地

図用語専門部会の設置が決まり、同年 8 月 2 日に第 1

回の会合を持ち発足した。当時は地図学が複雑な定義

を持ち、多岐にわたる関連学問、技術分野と関わって

おり、これに使用される専門用語も複雑で容易に統一

が取れない状況にあった。こうした背景のもと、当専

門部会設置の趣旨は、「地図用語の混乱や乱用を正し、

できる限り用語の統一を計り、国内のみならず国際的

な視点に立って各国の地図用語委員会との連携のもと

に、地図用語の標準化に貢献する」という大きな方針

であった。 

 

（１）学会発足から 10年間の活動 

 発足から最初の 10年は、ICA 第Ⅱ委員会で編集を始

めていた、ICA の『地図学用語多国語辞典』（MDC：

Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography）

の刊行に向けて、各国国内委員会との共同編集作業に

協力して日本語の同義語決定作業であった。この活動

は、国内関連学会をはじめ、文部省の学術用語関連部

門とも緊密な連携のもとで作業が進められた。 その成

果は文部省「地理学用語選定原案」に対する答申及び

ICA CommissionⅡに対する答申となった。これらの活

動実績は「地図学用語集」の編集に進展し、さらに我

が国初となる『地図学用語辞典』の刊行への道へとつ

ながることとなった。 

 

（２）10年～20年の活動 

 ICA の『地図学用語多国語辞典』(MDC)は、1973 年

に完成をみた。その後、前述の「地図学用語集」の成

果をベースに、1982 年から学会創立 20 周年記念事業

の一つとして出版が計画された『地図学用語辞典』の

編集・刊行に専念した。 

 

（３）20年～30年の活動 

『地図学用語辞典』は、50 名の各専門分野にまたが

る本学会会員の協力により、1984 年 7 月に我が国初の

地図学に関する用語辞典として発刊の運びとなった。 

地図学用語辞典の発刊を契機に、1987 年から 1992

年にかけて地図教育専門部会との合同部会を開催し、

「地図教育に使われる地図用語の体系づけ」というテ

ーマで、討論し、その成果を逐次機関誌や大会等で発

表し、正しい用語の使用に協力した。 

一方、1989年からは、日本地理学会の要請に基づき、

IGU が進める国際地理学用語辞典の「地図学の部」に

ついて、ドイツ語原語に対応する日本語の審議、決定

作業を実施し、1992 年 8 月までに成案を得て、日本地

理学会に正式に回答するとともに、全用語を機関誌に

発表した。 

 

（４）30年～40年の活動 

 前述の『地図学用語辞典』は我が国初の地図学用語

の標準辞典として好評を得てきたが、刊行後 10 年を経

過しコンピュータを中心とした新しい情報技術が世の

中に普及するなかで地図学の諸分野でも新しい用語が

増加するとともに在来用語の概念も変わり時代に即し

た内容が求められてきた。こうした情勢に対応して在

来用語を全面的に見直し、新規の追加用語を加えた『地

図学用語辞典［増補改訂版］』の編集作業に取り組み、

1998 年 2 月に完成、発行した。 

 一方、本学会創立 30 周年記念出版物として、1995

年に発行された『日本主要地図集成』（日本国際地図学

会編、朝倉書店刊）の「地図に関わる主要語句」の用

語解説に編集協力した。 

 また、ICA 関連では、MDC の第 2 版（2nd ed.）の

作業経過について IFLA/ICA Documentation in 

Cartography の Chairman から報告があり、日本は引

き続き協力する旨回答して、原案を送付後、第 2 版の

初校刷の校正作業に鋭意取り組んできた。しかし校正

作業が進行中の 1997 年末に名称を変更した『地図学用
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語 25 カ国語辞典 改訂増補第 2版』が刊行されたこと

を知った。この改版計画が ICA を離れた動きの中で出

版されたことは誠に残念であった。 

 

２．最近 10年間の活動と成果 

 最初に本学会創立 40周年記念出版物として地図史専

門部会（主査：鈴木純子）が全訳、編集を行っていた

『地図と文明－地図と歩んだ人々の歴史－』の巻末付

表（地図投影、等値線、用語解説）について、既刊の

『地図学用語辞典［増補改訂版］』との整合を図るため

編集協力を行い、2003 年に完了した。 

 ついで、1999年 2月に決定した「地図学用語略語集」

の編集に着手した。これは国際間での情報交換が盛ん

になり、外国語の略語が氾濫しているなかこの傾向は

地図学関連の用語にも及び、同じ略語でも異なった意

味の用語が多くみられるようになり『地図学用語辞典

［増補改訂版］』を中心に関連分野の略語を収録、整理

して取りまとめ成果を発表することになった。この作

業は臨時小委員会を設けて、2005 年まで審議作業を継

続し、「地図学関連用語略語集」（仮称）の中間発表と

して、機関誌『地図』Vol.41 No.3、Vol.41 No.4 及び

Vol.43 No.2 に計 3 回、531 語を掲載した。その後、こ

の作業は中断しているが、残りの略語を審議し最終報

告（第 4 回）として取りまとめた後、全略語を学会ホ

ームページに掲載することにしている。 

 この 10 年の前半は「地図学用語略語集」の編集に力

を注いできたが、後半は十分な活動ができず、停滞に

至ったことは誠に残念である。 

今後はつぎの章とも関連するが、新しい技術分野、

学問領域との積極的な交流を図り、進展が著しい IT関

連分野におけるデジタル地図に関わる新しい用語が増

加しつつあるなか、新しい地図用語の検討を的確に進

め、基本となる地図用語の使用に混乱が生じないよう、

設立趣旨に沿って地図用語の混乱や乱用を正し、でき

る限り用語の統一を計り、地図用語の普及に努めてい

きたいと考えているので、多くの会員のご協力、ご支

援をお願いしたい。 

 

３．将来に向けた地図用語の展望 

 1998 年 2 月に『地図学用語辞典［増補改訂版］』が

発行されてから、すでに 14年が経過している。その後、

コンピュータマッピング、地理情報システム、リモー

トセンシング技術、GPS・NNSS 利用技術、携帯端末

への地図配信サービスや認知地図、空間情報理論とい

った地図の作成・利用の新技術や研究分野が急速に広

がり進歩が著しい。そして地図データの即時更新の流

れと多様な媒体、通信による地図の提供は、地図がい

つでもどこでも自由に入手、利用できる時代になった。 

地図作りの工程を考えてもかつて人間の思考と手作

業での地図作りからコンピュータ支援による地図作成

が一般化し、地理空間情報を扱うソフトウェアの利用

によって様々な地図の作成、提供が容易になった。こ

うした環境の変化に伴い、新しい地図用語がつぎつぎ

と生まれている。 

それらの用語のなかには従来の伝統的な地図学の範

囲を超えた新しい用語も多く見られる。一方で地図学、

地図作成技術がこれまでに積み上げてきた理論と経験

から生み出された地図用語のなかには、新しい分野で

使用されている類似の用語より的確なものも存在する。

そうした用語は引き続き標準用語として使用されるよ

うに働きかける必要がある。 

そのためには、地図を作成・利用する周辺の新しい

学問領域、技術分野と積極的に交流して、意見交換し

ていくことが重要である。 

今後、地図を利用する技術・学問領域はさらに広が

りが予想される。それらの領域分野との積極的な交流

は地図用語の標準化と地図学の発展にとって有益と考

える。 

また、ICA の関連委員会とも緊密に連携して国際的

な視点に立った地図用語の標準化に向けた活動に積極

的に対応していく必要がある。 

新しい地図がつぎつぎ生み出される時代にあって、

地図表現の本質にかかる地図用語と新しい時代の地図

用語とが調和をとりつつ、地図用語の的確な運用と普

及に向けた取り組みが求められるであろう。 

（今井健三・菱山剛秀） 
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４．地図学教育 

 

 地図学教育専門部会は、各大学で行っている地図学

教育ならびに測量に関する専門学校等で行っている地

図学教育、それに各官庁における教育機関（例えば国

土交通省の国土交通大学校、海上保安庁の海上保安学

校）等で行っている地図学に関連する教育等を対象と

して、それらの教育内容と教育方法の充実を目指し

種々の検討を進めてきた。地図学教育についての問題

が提起されたのは、1985 年定期大会において「地図技

術者教育の現状と課題」と題するシンポジウムが開催

されたのを端緒とする。以後、国内外の地図学教育の

状況の調査と報告、ICA 活動への参加協力、主題図作

成や GIS・GPS に関連する最新の地図学（教育）の読

書会開催等の検討を行っている。 

 現在の地図学教育専門部会は、細井將右（元創価大

学）・政春尋志（国土地理院）・相模 裕（中央工学校）・

鈴木厚志（立正大学）から構成される。2002 年から 2012

年の間、主査は金澤 敬氏から細井將右氏へ、そして

2012 年度より鈴木厚志が引き継いでいる。本専門部会

は、ICA の教育訓練委員会（CET: Commission on 

Education and Training）と連携を保ち、細井將右氏

続いて鈴木厚志が CET の委員を兼ねてきた。 

 専門部会のメンバーは日本国際地図学会内において

地図学教育を主導する立場にあり、口頭による研究発

表、機関誌『地図』をはじめとする学術誌への寄稿、

図書の出版等を積極的に行ってきた。 

具体的には、細井將右氏(2006)による「明治初期フラ

ンス人地図測量教育者ジョルダンとヴィエイヤール」

（創価大学教育学部論集 57 号）他多数、相模 裕氏ら

(2005)による「1:25000 地形図の地図記号（明治〜平成

400 個）紹介」（地図中心）、政春尋志氏(2011)による『地

図投影法』（朝倉書店）、鈴木厚志(2004)による「地理的

地図学から GIS へ：ワシントン大学地理学教室の地図

学・GIS 教育」（立正大学大学院地球環境科学研究科紀

要 第 4 号）、同（2010）による「地理空間情報と ICT

活用—地理情報システム教育を事例として—」（大学教育

と情報 第 19 巻第 2号）などがある。 

 この 10 年を振り返り、地図学教育専門部会としての

最大の行事は、2009 年度の日本国際地図学会定期大会

（会場：立正大学）において、「地理空間情報時代の地

図学・GIS 教育」と題するシンポジウムを開催したこ

とである。このシンポジウムのねらいは、次の三点の

話題提供に基づく議論であった。一つ目は各高等教育

機関における地図学・GIS 教育の関連科目と教育内容

の現状と問題点、二つ目は科目の変遷や教育内容の変

化、三つ目は地理空間情報の活用実態と教材化の現状

である。報告を行ったのは、教員養成系大学の事例と

して東京学芸大学（中村康子）、私立大学地理学科の事

例として立正大学（鈴木厚志）、国公立大学地理学系学

科の事例として首都大学東京（若林芳樹）、国の研修機

関の事例として国土交通大学校（宇根 寛）であった。

各報告から、教育機関別の地理空間情報の利用実態と

教育内容の差異と課題が明らかにされ、今日の地図学

教育の実態を会員が改めて認識するシンポジウムとな

った。地図学教育専門部会としてはこうした内容を継

続し、企業・地方公共団体を事例とするシンポジウム

開催も検討したが、実現には至っていない。 

 ICA をはじめとする国際的な対応活動として、部会

員等による ICA での地図学教育に関連する発表の他、

主査を長く務めた細井將右氏は教育訓練委員会に対し

て日本の地図学教育の現状報告を継続している。細井

氏がこの 10 年間に出席した ICA 大会は、2003 年（南

アフリカ）、2007 年（ロシア）、2009 年（チリ）、2011

年（フランス）におよぶ。 

 高等教育機関において直接的に地図学教育に関わる

会員は少ないため、本部会への参加者は決して多くは

ない。しかし、「地理空間情報活用推進基本法」の施行

以後、国土地理院をはじめとする国の機関からの地理

空間情報の提供は膨大な量に上っており、それらを活

用した高等教育機関における地図学・GIS 教育の充実

と再編成は喫緊の課題でもある。そのためにも、互い

の教育内容とその課題を共有することは意義あること

である。会員によるこうした意識の高揚のみならず、

広く地図学教育に関心を寄せる人々との交流を広げて

いきたいと考えている。 

（鈴木厚志） 
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５．学校地図教育－小・中・高校における地図教育 

 

 地図学と地図教育との関係は地図学会の 50年の歴史

の中で極めて重要な部分を占めている。学会の設立当

初から「地図教育専門部会」が設置され、野村正七博

士を中心に鵜飼幸雄らの研究活動、全国の小中高校で

の社会科・地理を中心にした「地図」を教材として扱

う教科で活用されるべく、幅広く学会活動との関連に

おいて活発に展開されてきた。 

地図学会 50 年間の地図教育の歴史の中の 40 年間は

今までの過去の記念誌に譲ることとして、ここではこ

の 10 年間の動きについて記しておきたい。 

 

 21 世紀に入り「地図のデジタル化」は一層進み、「地

図教育における地図の役割」も大きく変化した。地図

教育を主に担うのは小学校の社会科・家庭科など校外

調査をする科目、さらに中学校段階では社会科（地理、

歴史、公民）を中心に、そして高校段階では地歴科で

の地理 A、B（表１）、さらに「理科」などでの地学な

どフィールドワークを中心にした場面での地図の利用

であろう。 

表１ 学習指導要領及びその解説における「GIS」の記

載 （濵野 清（2013）より引用） 

 

 この 10 年の学校教育における「地図利用」で起こっ

た大きな変化は、高校段階における「地理」学習が必

修科目から落ち、「地理」離れが進んだ事であると言え

よう。2003 年（平成 15 年）から実施された高校の指

導要領では地理歴史「世界史 A」及び「世界史 B」のう

ちから 1科目を選択し、そして「日本史 A」「日本史 B」

「地理 A」「地理 B」の中から 1 科目を選択（選択必修）

することになった。その結果、「世界史」が事実上、必

修化され、２つ目の選択では「日本史 B」を選ぶ生徒

がほとんどとなり、「地理」の履修率は減少し、地図教

育も危機的な状況を迎えることなったことがある。 

そこで地図学会では中村和郎前会長を中心に、本学

会の地図教育専門部会や日本地理学会の地理教育専門

委員会（委員長：滝沢由美子）等と協力し、中央教育

審議会初等中等教育分科会教育課程部会に対して陳情

を行ってきた。地図教育は、今後さらに進む「高度情

報化時代を生きるに必要な『地図力』を育てる」教科

として、社会・地理歴史・公民専門部会へ陳情として

資料を作成し、提出してきた。 

 その後、すでに全国の一部の学校で事実上実施され

ていた「『世界史』の未履修問題」が 2006 年に明らか

になり、2012 年には事実上の『日本史』を２つ目の選

択必修科目とする都道府県が出て、さらに「地理学習

の危機」が再燃した。「地図教育」は「地理 A, B」の科

目の中で学ぶことが最も効率的であるが、「地理」を履

修できる高校が一挙に減少し、地理教員の職の減少も

危惧されるに至っている。しかし、2012 年度から一部

改訂実施された高等学校の新指導要領では、「地図利用」

が「国土の情報化」、「教育の情報化」等の流れの中で

見直され、確実に地図に ICT 利用として GISの活用を

念頭にした内容が求められることになった。 

この 10 年、一般社会では、インターネットの普及、

国土交通省、国土地理院を中心にした「国土数値情報」

のデジタルデータ化など、GIS を使った地図作成など

が地図利用の主流となり、地理、地図教育においても、

次代の教育として「地図力」の育成が急ぎ求められる

こととなった。 

 2006年度より地図学会内にもデジタルを教育教材と

して扱う「学校 GIS 教育専門部会（主査：伊藤智章）」

が設立され、従来の「こどもの地図教育専門部会」を

引き継ぐかたちで現代に至っている。 

 「学校 GIS 教育専門部会」では、PC を用いた GIS

を使って授業の先端的な取り組みをする中高校段階に

おける「GIS 教育の実践例」を主たるテーマとした。

設立以来、地図学会の夏の学術大会で、必ず「デジタ

ル地図の学校での普及促進」を見据えた地図教育の今

後の有り様を探るシンポジウムを開催している。 

 テーマは直近の話題となっている「電子教科書の導
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入と地図利用との関係」など、新しいデジタル地図教

材の利用可能性を探ることをテーマに行っている。い

ち早く iPadやWindows タブレットなどの多機能端末

やスマートフォン等を用いて実施する地図教育の方法

論のシンポジウムも実施している。また、2008年より、

国土交通省国土政策局と協働し「地理空間情報高度活

用社会」の実現に向けた一環として、「初等中等教育の

教員を対象に地理空間情報及び GIS の活用を推進する

事業」に協力し、積極的に GIS を学校教育に導入する

ための現状の分析（2010 年）や戦略と実証実験（2011

年）、さらに利用を広めるための「GIS教育利用の研修

会の開催マニュアル」の作成等(2012 年)に協力し、ま

た、GIS 教育実践・研究者、実践者、実践校の表彰制

度なども社団法人地理情報システム学会とも協働し積

極的に進めた。直近の改訂された学習指導要領では「地

理情報システム（GIS）」に関する記述も増え、さらな

る GIS 活用も期待されている（表１）。 

 学校教育に限らず一般、学生を対象にした地図教育

の普及・奨励事業として特記すべき地図学会と関連し

た活動に、一般財団法人日本地図センターと(財)国土地

理協会が主催する「地図地理検定」事業がある。2004

年の第一回検定から、すでに 18 回実施し、初代委員長

の正井泰夫元地図学会会長始め学会の主要メンバーが

出題委員、検定委員会委員に加わり「地図力博士」の

認定を行って、我が国における地図教育の普及におい

て重要な役割を果たしている。また、学校教育現場と

GIS ベンダー、政府・自治体の GIS データとを結び、

教室に GIS 教材を一日も早く普及させようとする団体

として 2002 年に設立された「教育 GISフォーラム（会

長：碓井照子）」も地図学会との連携を深めつつ、今後

の新しい地図教育のあり方の方向性を共に求めている。 

 2011 年の東日本大地震では、多く児童・生徒の犠牲

者が出て「ハザードマップ」を含む自然災害に対する

「危機管理教育」と「防災教育」において「地図」の

重要性が注目された。地図学会でも 2011 年の夏の大会

において「命を守る地図」と題した特別セッションを

設け、「地図」が果たす危機管理教育の教材、安全教育

での利用の必要性を防災研究者、安全教育者、地図関

連の一般企業の担い手の間で再確認されたことは記憶

に新しい。 

 21 世紀に入り、従来の「紙地図」に代わるインター

ネットを介した Web地図の利用が社会的に一般的な傾

向となり、今「新しい時代の地図利用」ができる「新

しい世代の地図教育法の開発」の検討が急務となって

いる。文部科学省の言う「生きる力」としての「地図

力」の育成は ICT 時代の必須の国民的資質のひとつと

考えられよう。このことは地図学会の今後の地図教育

への弛まぬ取り組みの必要性を語るものと言っても過

言ではない。 

 2011 年に始まった第 22 期の日本学術会議では、地

理教育分科会（碓井照子委員長）において次回の高等

学校指導要領の改訂に向けた新しい地理教育の必要性

から必修科目「地理基礎」、「歴史基礎」の設置勧告を

行っている。また、その分科会の中に「地図・GIS 小

委員会（幹事：太田弘）」も設置され、今後、新設科目

として注目される「地理基礎」、「歴史基礎」の研究実

践、設置に向けてのシンポジウムの開催など、一連の

準備作業の中で、さらなる地図学習、GIS 学習での地

図利用を進めるための検討が始まっている。今、PCや

インターネットを駆使し多くのデジタル教材を柱とす

る学習教材づくりを目指す若い研究者・実践者が育ち

つつある。そうした新しい世代の地図の担い手は SNS

（ソーシャルネットワーキングサービス）の Facebook

などにも複数の GIS・地図教育のサイトやグループが

つくられ、学会の活動を越え、世代を縦断的に繋ぐ交

流も始まっている。こうした若い世代の地図教育の担

い手を地図学会に取り込んでいくことも大切であるこ

とを最後に指摘しておきたい。 

 

高等学校地理 A、地理 Bの大項目、中項目の構成 

（濵野 清（2013）より引用） 

引用論文 

濵野 清 2013. 『新しい学習指導要領における GIS の

位置付け「地図太郎」読本』古今書院（出版予定）. 

（太田 弘）
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６．ユビキタス・マッピング 

 

 最近 10 年間を中心とする実世界・デジタル地図・情

報社会基盤・利用者の四つを主要構成要素とする地図

作成・利用に関する研究の歩みについて、学会のユビ

キタス・マッピング専門部会の活動を通して概観する。 

 

 この専門部会は、2003 年 1 月に、それまでの地図認

識専門部会（1999 年設置）を名称変更して方向性を再

設定して活動を開始したものである。その設立目的は

「現実空間のなかで現在地の空間の理解を深めるため

に必要に応じてその場で作り使える地図が IT技術の適

用後一層多く見られるようになってきた。すなわち手

描き案内図、モバイル、カーナビなど、地図・実空間・

人（頭の中の地図、行動）が相互関係を持ちながら機

能を果たしている場合である。しかし、そのような地

図の満たすべき要件、特にそれらの表現については未

整理のままであり、当部会はそれらについて基礎と応

用の両面から研究をすすめることを目的とする」とし

ている。同年 8 月には ICA（国際地図学協会）のなか

にも同名のコミッション（森田喬委員長）の設置が承

認され（目的に上記に加えて、状況の国際比較および

理論地図学への位置付けを設定）、共同歩調による活動

が始まった。発足時は、モバイル系のデジタル地図が

次々に登場し、内外から「気になる動き」として期待

の視線が向けられる状況にあった。なお、当専門部会

の源流は 1980 年に東京において ICA 総会および国際

地図学会議（ICC）が開催された時にまで遡ることがで

きる。その大会に参加し問題意識を共有した数名の有

志により 1985 年に「地図言語」専門部会（金窪敏知委

員長）が発足し、更に 1999 年には、「地図認識」専門

部会（森田喬委員長）と「ハイパーメディア地図」（太

田弘委員長）専門部会に改組展開したものである。従

って、当学会の 50 年の歴史において、30 年以上の活

動を継続して行ってきていることになる。基本的な特

徴としては、地図を取り巻く最新動向の把握とそれを

地図学的にいかに位置づけるのかという地図本質論、

あるいはメタ・カルトグラフィー的な視点を持ってい

ることである。 

初年度の 2003 年度は、まず、3 月 18 日に日本学術

会議において地図学研連主催のシンポジウム「地図の

ルネッサンス」が開催されたが、そこにおいて現代の

地図の特徴についてユビキタス・マッピングの概念と

の関連において話題提供を行った。3 月 26 日には、来

日中の空間認知研究の第一人者の一人である David 

Mark 教授（ニューヨーク大学）と意見交換を行い、3

月 30 日には、日本地理学会において「GISによる新し

い地理情報伝達と空間行動支援の可能性」のセッショ

ンに参加、10 月 12 日には日本地理学会秋季大会・シ

ンポジウム：「地理学の将来」において、“空間表現の

技術（地図学）”として話題を提供、8月 16 日には ICA

総会において日本提案の Commission on Ubiquitous 

Mapping が承認され内外が連動する活動が始まった。 

2004 年度には、9 月 7～9 日に ICA の同名のコミッ

ションにより、東京の慶応義塾大学三田キャンパスに

おいて内外から約 50名の参加者を得て、国際ワークシ

ョップ UPIMap2004（International Joint Workshop 

on Ubiquitous, Pervasive and Internet Mapping 

2004）を開催し、プロシーディングズを発行した。こ

のために 5月から 9月にかけて約 20回の準備会を開催

し、9 月 6 日には来日した ICA 関係者と国土地理院を

表敬訪問した。その他の活動は、1 月 24 日開催の例会

において ICC ダーバン大会にみる研究動向を報告、6

月 26 日に地理情報システム学会「空間 IT」SIG の合

宿に参加、7 月 22 日の年次定期大会においてパネルデ

ィスカッション「地図学の現状と 2010 年を目標とする

将来展望」に参加、9 月 11 日にユビキタス・マッピン

グ専門委員会主催の研究集会（ ICA より Milan 

Konecny 会長、Alexander Wolodtschenko 理論地図学

コミッション・チェアマンを迎えて）を開催、10 月 22

日には GIScience 2004（メリーランド大学）へ参加し

研究発表を行った。 

2005 年度は、3 月 4 日に日本学術会議地理学研究連

絡委員会主催シンポジウム「空間情報社会」に参加し、

主査が“空間情報化社会のユビキタス・マッピング”

の講演を行った。3 月 31 日には、来日中の Milan 

Konecny ICA 会長（チェコ）、Temenoujka Bandrova

氏（ソフィア（ブルガリア）土木建築測量大学助教授）
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を招待し当専門部会主催の研究会「ヨーロッパにおけ

る地図と地理情報源」を法政大学市ヶ谷キャンパスに

おいて開催した。7 月 9～16 日には ICC ア・コルーニ

ャ大会に参加し、部会員 7 名がそれぞれ独自のテーマ

で研究発表を行うとともに、ICA コミッション「ユビ

キタス・マッピング」の集会を開催した。8月 7 日には、

年次定期大会（於：首都大学東京）において特別セッ

ション「ユビキタス・マッピングの可能性」を組織化

し、部会員 6 名による研究発表および会場との討論を

行った。11 月 28～30 日には、ウィーン工科大学にお

いて開催されたシンポジウム「 Location Based 

Services and Telecartography」に参加し、主査および

有川部会員が発表を行った。 

2006 年度は、10 月 23～25 日にソウル商工会議所に

おいてシンポジウム「UPIMap2006」を開催し、日本

からは 13 件の発表があった。それに先立ち、4 月 7～9

日に UPIMap2006 のソウル開催実現のため森田、有川

両部会員がソウル大学Yun-Soo Choi先生を訪問し打合

せを行った。その他の活動としては、6月 17～18 日に

第 40 回地方大会（佐渡）に参加、7 月 29～30 日に例

会（瀬戸内海、呉）に参加、さらに 10 月 5日には東京

大学空間情報科学研究センターのGISDaysに参加し研

究発表を行った。 

2007 年度は、8 月 4～10 日に開催された ICCモスク

ワ大会において、ICA ユビキタス・マッピング委員会

が中心となるセッションが四つ設けられ、当部会メン

バーが多数研究発表を行った。また、8月下旬に法政大

学で開催された年次定期大会において、当部会メンバ

ーを中心にパネルディスカッション：紙地図とデジタ

ル地図の将来、を行った。また、10 月発行の米国の 

Cartography and Geographic Information Science 誌

の Vol.34、No.4に ”Towards Ubiquitous Cartography” 

の特集号が組まれ、当部会メンバーの論文 2 編（共著）

が掲載された。11 月には香港理工大学で開催されたシ

ンポジウム： LBS and Telecartography に当部会メン

バーが多数参加し研究発表を行った。 

2008 年度は、2 月 15～17 日に地図用語、歴史、ハ

イパーメディア地図の各専門部会と共同で航空図（宮

崎）および四国西部沿岸地域の古地図（宇和島）に関

する研究集会を開催した。続いて、9月 10～11日には、

ICA ユビキタス・マッピング委員会の第 3 回目のワー

クショップ UPIMap2008 が、ワシントン DC郊外のシ

ェファーズタウンで折から開催の AutoCarto2008の直

後に同じ場所で開催され、部会員が多数参加しその運

営および研究発表を行った。10 月 10～12 日には北九

州で行われた地方大会に ICA 会長の William 

Cartwright 教授が「地図とアート」の招待講演に来日

したが、準備段階から滞在中の世話係まで部会員が中

心となって対応した。11 月 7 日に日本地図センター主

催のデジタルマップフェア（浜松町都立産業貿易セン

ター）において、上記のワークショップ UPIMap2008

の参加者により「米国のデジタルマップの動向」につ

いて報告会を開催した。11 月 26～28 日には、オース

トリアのザルツブルクにおいて開催された LBS and 

Telecartography 2008 に部会員が参加し研究発表を行

った。12 月 9 日には、法政大学デザイン工学部（市ヶ

谷）において GIS 学会地図・空間表現 SIG と共催で、

オハイオ州立大学名誉教授の Harold Moellering 氏を

囲んで「米国の空間情報基盤整備の現状」について研

究会を開催した。 

2009 年度は、2 月 7 日に地理情報システム学会中国

支部主催 GIS セミナー中国（広島国際学院大学立町キ

ャンパス）において部会主査が「ユビキタス・マッピ

ングの展開」の講演を行った。4 月 22 日には日本学術

会議情報学委員会ユビキタス空間情報社会基盤分科会

によるシンポジウム「ユビキタス空間情報社会基盤の

構築」（東京大学本郷キャンパス医学部鉄門記念講堂）

が開催され、部会主査が「地図情報と現実空間の接合」

の講演を行った。11 月 14～15 日には ICA インターネ

ット委員会の会議がチリのバルパライソ（チリ海軍水

路部）において開催され部会主査が「Advances in 

Ubiquitous Mapping」として日本における AR（拡張

現実）技術の動向を中心に報告した。11 月 15～21 日

には ICC サンチアゴ大会がチリのサンチアゴ（チリ陸

軍士官学校）で開催され、インターネットのセッショ

ンにおいて部会員の鶴岡謙一が「A User Environment 

for Authoring, Syndicating and Aggregating 

Map-integrated Audio Tours: Mapodwalk Caster」、藤

田秀之が「A Story Authoring Tool with Mapped Photo 

Collections」、森田喬が「Cross-cultural Issues in 
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Context Based Mapping」についてそれぞれ口頭発表

を行った。併せて、ICA ユビキタス・マッピング委員

会の経過報告および今後の活動方針についての打ち合

わせ会合も開催した。 

2010 年度は、9月 17 日に法政大学田町校舎において

ICA 理 論 地 図 学 コ ミ ッ シ ョ ン の Alexander 

Wolodtschenko 氏を招いて講演会を行い、部会員が多

数参加し懇談の機会を持った。9 月 19 日には横浜みな

とみらい地区のパシフィコ横浜において G 空間 EXPO

が開催され、シンポジウム：G 空間情報時代の「地図」

において、部会主査が「「地図」から「地図」ing へ」

について報告を行った。9月 23 日～25 日に香港理工科

大学において ICAワークショップ（ICA Workshop on 

Theories of Map Design in Digital Era）が開催され部

会主査が「Importance of the difference between "see 

(voir)" and "read (lire)" in Bertin’s school for the 

notion of ubiquitous mapping」について報告した。11

月 19 日に米国フロリダ州オーランドにおいて

AutoCarto2010に引き続き開催された ICAワークショ

ップ（Commission on Maps and Internet 主催）にお

いて部会主査が「Data Input Issues in Ubiquitous 

Mapping」について報告を行った。 

2011 年度には、ICC2011 パリ大会（7月 3 日～8 日）

に先立ち、ICA Commission on Ubiquitous Mapping 

のワークショップが、7 月 2 日にフランス国土地理院

（パリ郊外サンマンデ）において開催され、部会員 3

名が参加し以下の発表を行った。１）森田喬 

"Reflections on mapping phenomena regarding the 

recent East Japan tsunami disaster" ２）有川正俊 

"New Trends of Ubiquitous Mapping in Japan 

including augmented reality applications for car 

navigations" ３）丸山智康  "Context based data 

input method in case of field survey after the East 

Japan tsunami disaster"（森田が代理発表） ４）藤

田秀之 "User study of a map-based slideshow editor"。

7月 5日の ICC大会期間中には会場の会議室において、

ICA Commission on Ubiquitous Mapping のビジネス

ミーティングが行われ部会員が参加した。前半は，現

チェアである森田喬（法政大学）より過去 4 年間の活

動の総括を行い，後半では次期チェアである有川正俊

教授（東京大学）から今後 4 年間の活動計画の説明が

あった。11 月 4 日には、当部会の全面支援のもとに、

法政大学市谷田町校舎に於いて、スイス連邦工科大学

の Lorenz Hurni 教授（地図・地理情報研究所を主宰し

ている国際的に著名な学者）を招いて、「スイスの山岳

地図とデジタル・アトラス」と題して講演会を開催し

た。参加者は一般も含め約 20 名であり活発な議論が行

われた。11 月 24～25 日に、ICA のコミッションミー

ティングがオーストリアのウィーンにおいて ICA 執行

部会議に合わせて開催され、日本から当部会員である

ICA ユビキタス・マッピングの新チェアである有川正

俊教授が参加した。 

以上のように、10 年が経過すると IT 機器について一

時ガラパゴス化現象といった皮相的な言い方もあった

がそれは大量生産のビジネスの世界のことであり、時

代は先に進み、地図の利用者コンテキストへの対応は

一段と進化しているように思える。つまり、地図が作

る側の論理から使う側の論理へとパラダイムシフトし

ているのである。しかし、2011 年 3 月の東日本大震災

時において地図の有効活用が、期待したほどには高ま

らなかった。すなわち、現地では停電やネットワーク

の寸断により電子化された地図が使えなくなったとこ

ろが多かったし、そこで紙地図の地形図や道路地図や

住宅地図などが緊急に提供されたが、その上に必要な

主題情報を載せて活用するには限界があった。また、

東京など技術的環境に制約が少なかったところにおい

ても、例えば SPEEDI（緊急時迅速放射能影響予測ネ

ットワークシステム）の提供する地図が意思決定に迅

速に活用されなかった、など地図の利用環境やリテラ

シーなど、利用者側の課題も多く残されている。 

（森田 喬） 
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７．地図作成に関わる新技術 

 

この 10年間の地図に関わる技術は、インターネット

に代表される情報通信環境やコンピュータの能力向上

に伴いウェブ上の地図サービスが台頭したことによっ

て、大まかに分けて、主にインターネット等のネット

ワーク上で利用される地図の作成技術と従来の地図作

成技術に二分化したことが特筆される。 

ネットワーク上で利用される地図の作成技術は、こ

の 10 年間の技術的な発展が顕著な分野であり、主にウ

ェブサービスで用いられる地図の編集・実装技術が広

く用いられるようになった。 

従来の地図作成技術では、前の 10年間に出現した地

図作成に利用可能な個々の測量用センサの熟成と統合

が進んだ 10 年間となった。特に高精度化した GNSS 

/IMU の情報と測量用センサのデータを組み合わせて

処理することによって、高精度な測量データが効率的

に作成可能となった。 

 本節では、すでにウェブ上での地図利用の割合が一

般化していることに鑑み、測量として行われる地図作

成に関わる技術のみでなく、ウェブで用いられる地図

作成と配信に関わる技術も対象として、新技術の動向

について記述することとする。 

 

１．地図作成に関わる技術 

 まず、この 10 年間の測量として行われる地図作成に

関わる技術の動向としては、それ以前に出現し研究レ

ベルにあったレーザースキャナやディジタル航空カメ

ラ等の要素技術の熟成が進み、事業用に広く使用され

るようになったことと、ディジタルによる図化及び編

集が一般化したことが挙げられる。これによって、測

量から地図調製、印刷までの一連の工程がすべてディ

ジタル方式で行われることも珍しくなくなった。また、

測位にGPS以外の衛星が利用可能となったことに加え、

慣性航法装置（IMU）の性能向上によってより高精度

化した測位システムと複数のセンサを複合させた測量

システムが実用化された。新技術としては、無人航空

機（UAV）による写真測量が研究的に行われるように

なった。 

 

（１）各種光学ディジタルセンサ 

 従来のフィルムに代えて、複数の CCD を用いてディ

ジタル情報として撮像するディジタル航空カメラの普

及が進んできた。高い地上分解能で撮影可能なパンク

ロマチック用の CCD とやや地上分解能が低いマルチ

スペクトル用の CCD を搭載し、パンシャープン処理

（パンクロ画像を用いた鮮鋭化処理）によってカラー

画像を作成する方式が一般的で、CCD の能力向上に伴

い撮像画像の画素数の増加が進んでいる。 

 レーザースキャナは、航空機搭載型のセンサによる

DEM 作成に広く使われるようになったほか、地上型で

も高出力のものが出現し、景観を再現する三次元デー

タ取得や後述する MMS の構成要素として用いられる

ようになり、実用センサとして定着した。 

 高分解能光学衛星は、いずれも地上分解能 50 cm 級

の WorldView-1 が 2007 年、GeoEye-1が 2008 年に打

ち上げられ、商用衛星から得られる画像は従来の地上

分解能１ｍ級から 50ｃｍ級の時代に入った。国産の衛

星でも、2006年に打ち上げられた陸域観測技術衛星「だ

いち」が、地上分解能 2.5ｍながら 3 方向視による高精

度な地形測量能力を発揮し、史上初めて衛星画像のみ

を用いて作成された 2 万 5 千分の 1 地形図の刊行が行

われた。 

 

（２）合成開口レーダ（SAR） 

 合成開口レーダ（SAR）は、夜間や曇天時でも地上

の状況を観測できるアクティヴセンサとして注目され

ているディジタルセンサである。2006 年に打ち上げら

れた陸域観測衛星「だいち」に Lバンド（波長約 30 cm）

の SAR が搭載され、軌道精度の高さを利用して 2 時期

の観測データを干渉処理することによって、地震等の

地殻変動の状況や、火山観測における山体膨張のモニ

タリング、地すべりの検出などに活用されるようにな

った。近年では X バンド（波長約 2～3 cm）の SAR を

搭載した海外の衛星が打ち上げられているが、L バンド

の衛星 SAR は、我が国独自の技術として発展してきて

おり、L バンド SAR を搭載した ALOS2 が 2013 年に

打ち上げ予定である。また、航空機搭載型の SAR も、
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機動性の高さを活かして火山地形観測等に使用されて

おり、近年では地上分解能 30 cm 級の SAR も開発され

るなど、センサそのものの観測能力の向上が進んでい

る。 

 

（３）MMS（Mobile Mapping System） 

 衛星測位システムとレーザースキャナ、全方位カメ

ラ、オドメーターを組み合わせたセンサを車両に搭載

し、移動しながら三次元空間座標を高密度に取得して

500 分の 1 クラスの地図作成が可能な MMS が実用化

された。MMS は、光学カメラのみを搭載したものと、

レーザースキャナも搭載したものに大別されるが、光

学カメラのみを搭載した MMS は大手地図作成／サー

ビス会社を中心に普及し、地図作成時の映像データベ

ースを蓄積するツールとしてだけでなく、Google 

Street View のような現地の 360 度画像を提供するサ

ービスの構築のためにも使用されている。一方、レー

ザースキャナも搭載した MMS は、初期のものはレー

ザースキャナに測量用ではない簡易なものを使用して

いたが、近年では強力な地上レーザを搭載するものも

出現し、道路台帳整備のための測量作業など大縮尺の

地図作成に使用され始めている。 

 

（４）無人航空機（UAV）による写真測量 

 ラジコン航空機をベースとした小型の航空機に光学

カメラを搭載して写真測量に用いる研究が行われてい

る。ラジコンの回転翼航空機に小型のデジタルカメラ

を搭載して狭い範囲の写真を撮影するもののほか、翼

幅 3 m 程度の比較的大型のラジコン固定翼航空機を母

体として、自律飛行システムを搭載し、最大航続距離

2,000 km、ペイロード数十キログラムの能力を持つ本

格的なものまで出現している。2011 年東日本大震災で

被災した福島第一原子力発電所の航空写真を数十キロ

メートル離れたところからの自律飛行による撮影に成

功したことによって注目された。将来の測量システム

として発展が期待される。 

 

２．ウェブで用いられる地図作成関連技術 

 次に、ウェブで用いられる地図作成に関わる技術に

ついて記述する。特にこの 10 年間のウェブを用いた地

図サービスの普及はめざましく、スマートフォンによ

る利用などモバイルでの地図利用も含めて国民生活に

欠くことのできない地位を確立した。ウェブで用いら

れる地図の作成技術は、測量によってあらかじめ作成

された地図データを編集等によって加工し、見やすく、

使いやすくすることを主眼とする技術を中心に発展し

た。また、カーナビゲーションの分野では、走行軌跡

を用いて地図データの更新情報を双方向にやり取りす

る技術が出現した。 

 

（１）シームレススクロールサービスのためのタイリ

ング方式の地図データ作成 

 全国規模でサービスを提供するシームレススクロー

ルが可能な地図サービスとして、2003 年に電子国土

Web が、2005 年には Google Maps がサービスを開始

し、ウェブ上での地図サービスはそれまでの静的な地

図画像を提供するだけのものから、地図をシームレス

にスクロールして見ながら地図上に自由に情報を上乗

せ表示して様々な主題図を作成できるものへと移行し

始めた。それらの地図サービスで導入されたのが、タ

イリング方式の地図データ配信方式である。直交座標

系に地図を投影し、一定の決まりに基づいて複数の縮

尺レベルの地図データを小さな矩形データに区分けし

て作成し、利用者からの要求に応じて必要な部分の地

図データだけを配信するという方式である。現在では、

ウェブの地図サービスの多くがこの方式で地図データ

を作成している。 

 また、近年では注記のみをタイリングデータとは切

り離して縮尺変更時の表示決定に柔軟性を持たせる技

術や、地図データの記述に SVG（Scalable Vector 

Graphics）を取り入れたベクトル型のタイルデータ配

信の試みなどの研究が行われている。 

 

（２）カーナビゲーションにおける地図作成技術 

 従来のカーナビゲーションシステムでは、

DVD-ROM に焼き付けられた地図データを表示するだ

けの機能しか持たなかったが、近年では記憶媒体とし

てハードディスクを搭載したり、USB 端子を有する機

種の出現や、スマートフォンをカーナビゲーションシ

ステムとして使用できるアプリの出現によって、ネッ
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トワークやリムーバブルな媒体を介して地図データの

更新情報を頻繁に行うことが可能となった。また、

VICS 対応のカーナビゲーションなら機種を問わず地

図上にリアルタイムに渋滞情報を表示することができ

るようになっているが、これは、カーナビゲーション

の地図データを作成している各社が道路リンクデータ

に共通の VICS-ID を設定することで実現されており、

地物に振られた共通の ID が地図作成、利用の分野で活

用されている代表事例となっている。 

 さらに、東日本大震災では、双方向通信機能を持っ

たカーナビゲーションから走行軌跡のデータを集約す

ることによって、現地の交通状況に関する情報が乏し

い中で通行可能な道路を表示した地図の作成や、地図

データにはないが多数の走行軌跡が発生した経路を新

規開通した道路とみなしてその経路をカーナビゲーシ

ョンに送り返して道路データとして登録するといった

技術も実用化された。 

 ウェブの地図サービスやカーナビゲーションにおけ

る地図データベースの更新に関わる技術開発は地図作

成技術の中でも非常に競争が激しい分野であり、今後

も新たな技術が出現していくことと思われる。 

 

３．まとめ 

 ここまで述べたように、地図作成技術は単体の要素

技術のほかに、複数の要素技術の組み合わせやネット

ワークでの地図利用に適した地図作成・配信技術も重

要度を増してきており、今後の地図作成技術が社会に

おける地図の利用形態の変化に合わせて発展していく

ことを期待する。 

(大野裕幸) 
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８．地図複製－地図印刷技術 

 

地図製作・製版・印刷の技術革新が進展する過程は、

先の 10 年間の「40 年のあゆみ」に地図複製として記

されている。 

1970 年頃から地図作製技術はデジタル化が始まり、

コンピュータによる地図作成ソフトも普及し、2002 年

にはラスタ型からベクトルによる地図作製・修正シス

テムに移行した。 

それに伴い地図複製（地図印刷技術）の製版印刷工

程では、これらのデータから直接印刷版に焼き付ける

という、フィルムレスによるダイレクト製版（CTP＝

Computer to Plate）・印刷に発展した。 

このように先の 10年間で地図複製の技術革新は技術

的には現在とほぼ同じレベルで確立されていたが、

CTP の実用化はまだ多くはなかった。 

この 10 年間の地図複製は、先の 10 年の後半で確立

した技術革新の実用化を推し進めた期間と位置付けら

れる。 

地図複製の革新的な技術とされる CTP の技術は、地

図製作を主とする地図調製会社として実用化を進めな

ければならなかったが、印刷に対応する設備投資は小

規模企業が多い地図調製会社にとっては早急に進める

ことは難しかった。 

その間、当然ながら CTP の技術は印刷業界でも先行

して技術開発を行っており、企業規模の大きな印刷業

界では早期に実用化が進められて行った。 

従来から、地図製作には色版原稿のフィルムが多く

あり、4 色あるいは 5 色の印刷工程に対応している印刷

業界からして見るとコストダウンが難しく、地図製

版・地図印刷の分野に進出は困難であった。 

しかしデジタルによる地図のデータ化が普及してく

ると、地図データは CTP 技術により４色または５色の

印刷に対応する印刷版へのデータ出力が高精度な形で

容易となり、印刷会社は地図調製会社の技術によらな

くとも地図印刷が行えるようになってきた。 

特に近年は印刷会社による地図複製分野への進出も

増し、地図調製会社における印刷工程も印刷会社に委

託することが多くなり、地図調製会社は地図複製にお

ける地図データの入力、地図データの作成に特化する

方向にならざるを得なくなってきている。 

その流れを感じる出来事として、2010 年には地図印

刷を主に行ってきた老舗の地図調製会社が印刷会社と

の競争には対抗できず廃業に追い込まれている。 

これからの地図複製における地図調製は、設備投資

を伴う印刷工程は印刷業界に委託し、地図データ作成

技術の研究開発を推し進めることに注力していく必要

がある。 

地図製作がデジタルデータで作成されることにより、

技術の進歩は制作コストの削減をもたらし、鳥瞰図作

成などの地図表現技術も広がりを見せている。 

しかしながら、一方でデジタル技術による地図表現

は、数千年から続いている紙地図の地図表現技術に未

だに及ばないところも散見されている。 

地図のデジタル化による地図表現技術の可能性は今

後とも高まると思われ、従来の紙地図表現を補完する

デジタル表現技術と地図複製技術の開発が進み、地図

を使用する人間にとって見やすくわかりやすい地図が

作られていくことを期待したい。 

なお、地図複製は 1998 年まで地図複作専門部会が存

在していたように「地図複作」と称されていたが、1990

年頃から徐々に地図複製に置き換えられてきた。40 年

のあゆみでは地図複作は「地図複製」として表記され、

本稿でも 40年のあゆみを踏襲し地図印刷技術を含め地

図複製と表記を統一した。 

（高橋則雄・齊藤忠光） 
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９．地図利用－多様なユーザに対応した多様な地図メディアの時代が到来  

－ジオメディア、カルトメディアの視点から－ 

 

 2001年からのこの十余年は世界と我が国の地図界と

地図学（Cartography）において、特に地図のユーザー

において大変大きな革命期であったと言えよう。「地図

のデジタル化」はその基本測量から地図作成、デジタ

ル印刷の過程に至るまで、それまでの 10年に比べさら

に一層、進んだ。また、地図利用の側面でも、PC の高

機能化及び高速インターネットの普及によって、Web

地図の普及が進み、さらに最近では「ユビキタス・マ

ッピング」に代表されるどこでもモバイル機器を通し

て、タブレット型の PC や多機能携帯端末と称される

「スマートフォン」や「iPad」などのデバイス機器の

急速な進展によって、地図の利用形態は大きく変化し

たとも言えよう。ここでは、地図利用の観点からこの

10 年間の我が国における地図学的側面から見た「地図

メディア」の進展と地図学との関係を概観してみたい。 

 1985 年 6 月、慶應義塾大学三田キャンパス、塾監局

会議室で、地図学会はその歴史上、初めての「地図コ

ミュニケーション論」を研究する「地図言語専門部会」

（金窪敏知主査）を設立させた。この専門部会は、金

窪敏知主査を中心に、森田喬副主査、太田弘が事務局

となって、来るべき「地図のデジタル化」を想定した

「地図のメディアとしての本質論」を議論する専門部

会であった。またこの部会は、ICA（国際地図学協会）

との対応の中でスタートした経緯もあり、世界的に起

こりつつあった「地図デジタル化」という地図学の「第

三の波」を我が国の地図学界で受け止める機能を持つ

専門部会でもあった。それから早 17 年、現代はまさに

「ジオメディア」、「カルトメディア」など、「新しい地

図によるコミュニケーション」全盛の時代を迎えてい

る。1980 年代は世界の地図界において、RS（リモート

センシング）、GIS（地理情報システム）などの地図作

製上の革命である「地図情報のデジタル化」が急速に

進み、地球規模の精密な衛星測位技術である GPS が広

く社会で利用できる時代をもたらし、高い測位の精度

と地図作成の自動化技術が革命的に変化した時代でも

ある。我が国では、カーナビゲーション技術という独

特な電子地図の利活用が民用の分野を中心に進み、世

界的に見て先進的なマルチメディア技術を総合化した

デジタル地図の利用として完成した。同時に国土地理

院や国土庁、さらに水路部等の政府機関、さらに自治

体でも「数値地図」、「電子海図」や「自治体 GIS」の

プロトタイプが作られる様になった時代でもある。さ

らに 1995 年の兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）を契

機としてさらに全国での国土情報の電子化に拍車がか

かり、1998 年、地図学会内に「地図言語専門部会」か

ら分かれた「ユビキタス地図専門部会」（森田 喬主査）

や「マルチメディア地図専門部会」（太田 弘主査）が

誕生し、急速に進む地図のデジタル化を見据えた地図

利用に関する二つの専門部会注１）が立ち上がった。 

 地図学会では、2004 年「マルチメディア専門部会」

が主催し、グローバルに人類と地球環境を考える「デ

ジタル地球儀」の試作品、「触れる地球儀（Tangible 

Earth）」を考える研究会を竹村真一氏（京都造形芸術

大学）と日本科学未来館との協働で開催している。「触

れる地球儀」とは、球体のアクリルの地球儀をスクリ

ーンに見立て、内部から地図画像をプロジェクターで

投影し、様々な自然環境に関する地球の自然をテーマ

にした主題図を重ね合わせて表現するもので、その即

時性と回転の自由性を合わせ持つ「未来の地球儀」を

予感させた。他にも、国立科学博物館との協働として

「移動体通信を用いたデジタル地図利用関連プロジェ

クト」を立ち上げ、博物館内の展示・解説を行う「デ

ジタル地図の利用の可能性を探る視点」から、PDA（携

帯電子端末）などの ICT 機器を用いることによって、

新しい時代の博物館でのハンズオン機器で学ぶ姿を模

索した（2004 年 7 月）。また、この頃から登場し始め

た一般向けGISの利用を想定した簡易GISソフトであ

る「MANDARA」(谷謙二研究室)、「カシミール」(DAN 

杉本)、「GIS Note」(JACIC)や「地図太郎」（東京カー

トグラフィック社）などを扱う研究会が実施され、学

校教育や地域の自治組織での GIS 利用をも想定したい

くつかの実践事例の研究を実施した。また、2002 年に

は「学校教育への GIS 利用」を促進する GIS業界と学

校とを結ぶブリッジセクターとして任意団体「教育GIS



21 

フォーラム」も設立された。地図学会のマルチメディ

ア専門部会との共催で「GIS キャンプ・イン・九州（2004

年夏、長崎）」や「GIS 広島平和キャンプ」（2004 年夏

〜現在）を開催し、また、2004 年の夏には「ユビキタ

ス専門部会」は ICA（国際地図学協会）の国際ワーク

ショップとして「Ubiquitous, Pervasive and Internet 

Mapping 2004」を東京で開催した。我が国ではすでに

携帯電話を使った位置情報サービスや VICS などの道

路交通情報を取り込んだカーナビゲーションによる道

路案内などの我が国独自の ICT 技術を生かした地図利

用の実態を初めて海外に向けて発信も行った。また、

マルチメディア専門部会は、地図データを広く活用す

る地図周辺のユーザーとの連携を深めるべく、「野生熊

被害対策における IC タグ・カードによる位置情報シス

テムの利用研究ワークショップ」（NPO 法人ピッキオ

との協働 2004 年 9 月）を軽井沢（長野）で開催し、2005

年 8 月の学術大会では「地図によるリスクのビジュア

ライゼーションとマネージメント」をテーマに日本気

象協会（JWA）、海上保安庁 横浜海上防災基地、海洋

研究開発機構（JAMSTEC）/地球シミュレーター、宇

宙航空研究開発機構（JAXAi）などを訪れる総会の巡

検も企画している。また、同夏の学術大会では「地図

によるリスク・マネージメント安全の視覚化」と題し

て、「防災情報の公開と市民による防災対策用 web-GIS

マップ」（横浜市）、「市民による GIS を用いた安全・安

心マップ」（横浜市立中和田南小学校 PTA）、「「NHK ス

ペシャル 63 億人の地図データマップ」にみる地球の危

機」（慶應義塾大学）によるシンポジウムを開催してい

る。2006 年度には、シンポジウムのテーマ「リスクの

視覚化」として、関連研究を多分野とのさらに協働を

進めるとともに、ユビキタス・マッピング専門部会と

の協働で、PDA、携帯電話等を用いたモバイル地図の

利用形態について新たな取り組みを始めた。 

 その後、2008 年からは ITS（高度交通情報システム）

における GPS・GIS を利用したさまざまナビゲーショ

ンシステムなど PC と GPS 受信機を用いた簡便な利用

ナビシステムを研究テーマとし、電子海図、次世代型

のカーナビゲーション、航空管制情報の AR 表示など、

地図利用を必須とする隣接分野との連携した研究会を

開催した。三菱地所が丸の内地区で実証実験をしてい

た都市再開発等で変化する街の歴史的景観や地域情報

をモバイルから得る「デジタルミュージアム」等、都

市における新しい ICT 技術を活用した地図利用の形態

を探る研究会も開催された。また、同年 6 月には「ハ

イパーメディア地図」、「地図史」、「海洋図」等の複数

の専門部会との協働で行う佐渡島でも地図学会の例会

も開催され、GIS を用いた IT 時代の地図利用と過疎化

防止、環境問題、地域振興、地元教育などとの関連性

を佐渡にて検証するなどの研究活動を実施した。 

 2009 年頃から、Google Maps/Earth など、Web/SNS

等の新しい ICT メディア上で多くのデジタル地図が現

れ、PC、携帯、スマートフォンを用いて地図を利用す

るモバイル・マッピングが本格的に活躍する時代にな

った。ハイパーメディア地図専門部会を中心に、ユビ

キタス地図専門部会などの複数の専門部会で横断的に

GPSなどGNSSや携帯電話の基地局を使った位置特定

サービスを活用し、紙、アナログ・デジタルを問わず、

様々な地図の形態に関する地図のコミュニケーション

研究と地図の普及に関する研究が始まった。2011 年４

月には学会の例会としては初めて、「日本とイタリア 

地図の伝統と歴史」と題する二国間の民間地図の共同

研究の企画・運営を行い、慶應義塾宮田渡部語力基金

の協力を得て、第 190 回例会として大阪イタリア文化

会館と大阪市との合同でイタリア地図の展示会「デ・

アゴスティーニ家地図展」を開催した。世界的に地図

作成の長い歴史を持つイタリアと日本の民間地図製作

技術との初のコラボレーション事業である。また、学

校 GIS 教育専門部会、さきの教育 GISフォーラム、地

理情報システム学会中国支部の協力を得て、延べ 8 回

に及ぶ「広島平和 GIS ワークショップ」の開催を支援

し、次世代に受け継ぐ、広島の平和教育の継承として

小学生から大学生、被爆者世代まで、幅広い参加を得

て被爆建物を記録するフィールドワーク調査とGIS「地

図太郎」を用いた地図づくり教育プログラムを展開し

た。 

 さらに、2008 年以来、六本木森タワー49 階のアカデ

ミーヒルズとのコラボレーションによって毎年、夏に

地図展を実施し、毎回数千人の来訪者を得る地図の展

示を行った。「地図で見る世界の大都市」、「『地球診断』 

JAXA 地球観測衛星『だいち』の捉えた地上の姿」、「イ
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タリア デ・アゴスティーニ家の地図」「カーナビとデ

ジタル地図」などの小地図展示会を開催した。 

 2011 年にはユビキタス地図専門部会との共同で「ス

イスデジタル地図帳（アトラス）研究会」を開催しス

イス連邦工科大学（チューリッヒ）が中心になって作

成した「スイス世界地図帳」"SWISS WORLD ATLAS”

を扱った研究会も開催した。従来の紙媒体に代わる電

子学校地図帳とも言える会心の地図としてつくられた。

マルチメディアを応用した未来の地図帳の観点からも

注目に値する事例であった。 

 この 5年間、Google Maps/Earth に代表される Web

地図の世界はデスクトップから一挙に手元のモバイル

機器の小さな液晶の画面まで普及が進んだ。Google が

Web 地図に進出し、米国のデジタル地球儀で有名な

Keyhole 社を買収し、一気に Google Earth の魅力が増

した。その後も SNS（ソーシャルネットワーキングサ

ービス）の普及は目覚ましく、携帯端末でもインター

ネット接続や写真・動画撮影、さらには内蔵の GPS 受

信機で撮影場所の位置情報を即座に取得して送付し、

地図に表示し SNS にネットを通じて公開するなど、多

機能を併せ持つ「スマートフォン」やハンディーな PDA

（多機能端末）が登場した。 

 そうしたデバイスを用いて、その後 Twitter、

Facebook などの SNS のユーザーの増加とともに爆発

的に増え、デジタル地図はもはやモバイルの中心的コ

ンテンツとなり、これは少なからず紙の地図の販売の

障害となりつつあることも確かである。 

 特に 2011 年の東日本大震災では、被災地が広い範囲

に渡ったこともあり、地図と震災情報の連携が注目さ

れるところとなった。家族、友人同士での安否確認に

手間取り、多くの帰宅困難者の出た首都圏では Twitter

などの SNS の価値が見直され、音声による携帯電話の

通話による通信障害の発生など、モバイル通信網の大

規模震災時での弱点なども明らかになった。徒歩で帰

宅する時に用いる地図情報や携帯に常時、家族・友人

等の位置と安否が出る手法も検討され始めている。さ

らにベースとなる地図が著作権で保護された民間、官

製の地図情報は、震災直後には自由に使えなかったこ

とから、著作権に関係なく自由に使える地図の必要性

が叫ばれ、Wikipedia の地図版として、オープン・スト

リート・マップ（OSM：OpenStreetMap）がボランテ

ィア支援マッピング（VM）として、震災後いち早く立

ち上がった。OSM はすでに世界的にも普及し、2010

年のハイチ地震では、官製図も含め大縮尺図のない現

地の地図化に世界中から支援の手が届き、緊急援助に

有効な基本地図として機能した。こうした GPS や航空

写真、衛星写真などのデータから ICT 技術を駆使し、

震災支援としての独自の地図が海を越えた市民の手に

よって作られる、そんな時代が到来しつつある。OSM

ジャパンはこうして被災直後から立ち上がり、著作権

フリーの地図として東日本大震災時に全国のボランテ

ィアによって被災地の地図のデータが整備された。こ

の地図をベースにした地図上には避難所の位置と避難

者数などの基本情報に加え、Twitter とも連動した避難

所で今、必要な支援物資の情報など、被災地間での無

駄の少ない迅速な対応ができる地図として被災地方へ

の提供が可能となった。「Shinsai Info」などはその好

例である。OSM ジャパンの主要メンバーで地図学会会

員の古橋大地らに加え、防災科学研究所の若手技術者

が中心になって、国土地理院などの政府機関に加え民

間の測量会社による被災地の地図情報がひとつのプラ

ットフォーム上に集約されるなど、震災直後から被災

地全域の地理情報が共有し、取得できる環境が整備さ

れた。しかし、被災地での PC の電源、通信ネットワー

クの確保、紙へ出力するプリンターの問題などもあり、

せっかく整備された災害支援情報も充分に役立てられ

ないことも明らかになるなど、今後の課題は残った。 

 また、政府の内閣府内に設置されたボランティアベ

ースで GIS を用いる『東北地方太平洋沖地震緊急地図

作成チーム「EMT：Emergency Mapping Team」』も

充分に活動できたかどうか？は今後の課題として残っ

た。 

 

注１ 本稿では「ユビキタス専門部会」の視点は森田 

喬同専門部会主査の原稿に譲ることとし、主に「マル

チメディア専門部会（後に「ハイパーメディア・VR地

図専門部会」に改称）の活動から、この 10 年間（2002

年〜2012 年）の地図学会における学術大会、巡検、例

会などの諸活動から主に「新しいデジタル地図利用」

の動きを追ってみた。 

 

（太田 弘） 
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１０．地図と GIS－Web 上のインターネット地図と GIS の動き 

 

GIS（Geographic Information System）は、地理的

位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ

（空間データ）をコンピュータ上で総合的に管理・加

工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可

能にする技術である。学術的な利用はもちろん、行政

やビジネス、そして近年では毎日の市民生活で幅広く

利用されている。1960 年代に北米で萌芽した GIS はコ

ンピュータ技術の発展とデータの整備の推進と普及、

そして通信技術の発達に伴い進化し普及することにな

った。 

この10年の地図とGISのさまざまな拡がりはインタ

ーネットが社会インフラとして定着したことと Web技

術の進歩なくしてはもたらされなかった。本項ではそ

の中でもweb上のインターネット地図とWebGISの動

きについて述べる。 

 

１．Web上のインターネット地図 

 1990 年代後半には Web 技術の進歩により WebGIS

が登場した。それまで主流であったクライアントサー

バ型の GIS システムからサーバ側でデータを管理する

だけでなく処理結果も Webブラウザに配信するシステ

ムである。2000 年代に入りインターネットが社会イン

フラとして定着が進むのに合わせ WebGIS の普及は急

速に進んだ。WebGIS はインターネット接続とブラウ

ザがあれば、利用者がいつでもどこからでもサーバ上

の地図データや写真画像等を利用することを可能にし

た。特に近年は「クラウドコンピューティング」とい

われる従来のように個々のパソコンにソフトウエアや

データを保存するのではなく、インターネット上のサ

ーバの中に置いておき、必要に応じて取り出して使う

インターネットサービスの利用が進み、GIS の構築・

運用や利用形態にも変化をもたらしている。 

 

２．電子国土Webシステム 

日本では 1990 年代後半から進められた政府レベル

の GIS 基盤整備と普及・促進の動きの一環として国家

機関である国土地理院が『行政機関が所有する地理情

報を始め、過去から現在及び将来にわたるあらゆる地

理情報を、いつでも、どこでも、だれでも容易に共有

できる環境を確保する』ことを目指し 1999 年頃に「電

子国土」という理念を提唱した。その理念を具現化し

たツールのひとつである電子国土 Web システムは

2003 年にインターネット上に一般公開された。一般公

開からの約 9年間でこの電子国土 Webシステムを用い

た電子国土サイト数は約 3,400 にのぼり、サイトの開

設主体は行政機関から個人までと多岐にわたっている。

2003 年頃には“閲覧するだけ”が主であったインター

ネット上の地図情報を、他の情報と重ねることができ

る背景地図として使うという意味で、電子国土 Web シ

ステムは先駆的な事例であった。 

 

電子国土を利用したサイトの例 

 

３．民間の地図検索サイト 

（１）地図検索サイトの登場と例 

 インターネット上の地図検索サイトは一般のユーザ

が最も身近に利用する GIS であろう。今や地図や GIS

の知識が特になくても一般の誰もがインターネット上

で無償の地図サイトを利用できる時代となった。イン

ターネットが一般にも普及が進んだ 1990 年代後半に

は WebGIS の萌芽とともに国内のいくつもの会社がイ

ンターネット地図サイトを一般に公開していった。株

式会社マピオンの Mapion、インクリメント P 株式会社

の MapFan Web、日本コンピュータグラフィック社

（現・昭文社デジタルソリューション）のちず丸など

がその例である。加えて 1999 年にはヤフー株式会社が

「Yahoo! Maps」をリリースした。このように一般の誰

もが気軽に利用できるインターネット上の民間地図検
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索サイトはコンシューママッピング、Web マッピング

サービスなどとも呼ばれている。 

 

1990 年代のインターネット地図サイトの例 

 

（２）Googleマップと Google Earth の登場 

2005 年の Google マップと Google Earth の登場は、

この 10年の地図に関する出来事のトップといっても過

言ではない。コンシューママッピングサービスの代表

格としての快適な操作性や全世界の衛星画像を無償で

提供することにより利用者の裾野は格段に拡がった。

Google マップの登場は既存のサービスにとっては機能

や操作性のさらなる進化のきっかけとなり、新しいコ

ンシューママッピングサービスも続々とリリースされ

た（Virtual Earth や goo 地図など）。Web 上の地図は

誰でも自由に使えるインフラという位置づけがいっそ

う強くなった。 

2000年代中頃からそれまでのwebサービスと一線を

画す「Web2.0」という概念が提唱された。その概念は

Web をプラットフォームとして、オープン志向、ユー

ザ基点、動的・双方向的、ネットワークの外部性とい

った要素が特徴としてあげられる。Web2.0 の潮流とと

もに「マッシュアップ」が非常に盛んになった。ここ

におけるマッシュアップとは、複数の異なる提供元の

技術やコンテンツを複合させて新しいサービスを形作

ることである。例えば、複数の Web サービスの API を

組み合わせ、あたかも一つの Web サービスであるかの

ような機能である。Google マップはじめ近年の Web マ

ッピングサービスが API を公開したことで、ユーザが

自分のサイトの API と組み合わせマッシュアップのマ

ッピングサイトを手軽に作成することが可能になった。

ユーザにとって Webマッピングサービスへの関わり方

が大きく変わり、多様なマッピングサイトや GIS のポ

ータルサイトが生み出されるようになった。 

Google マップと Google Earth に代表されるコンシ

ューママッピングサービスはビジネスユーザ向けには

有償版のクラウドサービス等を商品化している。顧客

は企業から自治体、そして政府にまでと幅が広い。ク

ラウドコンピューティングを活用した GIS ポータルサ

イトが確実に増えている。 

 

Google Earth の登場 

 

（３）参加型が進む地図データ作り 

地図データの製作や更新に莫大なコストと労力がか

かるのはいうまでもない。また、インターネットの時

代となり基盤的な地図データはもとよりさまざまな位

置情報及びコンテンツ情報等、メンテナンスの対象は

拡がっている。そして何よりも地図の鮮度に対し限り

なくリアルタイム性を要求されるようになった。一方、

前述したように 2000年代中頃よりWeb 2.0という概念

が提唱され、ネットの下にある不特定多数の個々が協

働してモノを作り発信していくというやり方が一般化

するようになった。いくつかのインターネット地図サ

イトはこうした不特定多数の力を利用しながら地図情

報を更新する仕組みを作った。2005 年に始まったヤフ

ー株式会社とアルプス社（当時）の「みんなでつくろ

う“Yahoo!地図情報”」や 2008 年に公開されたインク

リメント P 社の地図の変化点情報投稿サービス「地図

の素」はその例である。 
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変化点情報投稿サービス「地図の素」 

 

また、参加型の代表として OpenStreetMap（OSM） 

という基本的に誰もが自由に利用でき、なおかつ編集

機能のある世界地図を作るための共同プロジェクトが

ある。OpenStreetMap（OSM）は Apple 社の写真編集

アプリ「iPhoto」、「Wikipedia」のモバイルアプリの中

でGoogleマップなどに代わって新たに採用され始めて

いる。2012 年現在、Yahoo! JAPAN が提供する地図サ

イト「Yahoo!ロコ 地図」でも切り替えレイヤーとして

OSM が選択可能でありその存在感は高まりつつある。 

 

 

OpenStreetMap 

 

このように地図データの更新や利用に関しては参加

型やフリーソース、オープンデータなどが存在を増す

一方、Web 上で参照できる地図データのソースは、近

年ほぼ数社の物に集約されてきている。主なところで

は、ゼンリン（Google マップ, Yahoo! JAPAN, goo 地

図等）、インクリメント P社（MapFan）などがあげら

れる。 

 

ゼンリンの地図データ利用イメージ 

 

４．WebGISの媒体 

 この 10 年でコンピュータ機器は薄型、小型化、そし

て格段に高性能となった。そしてインターネットの普

及と通信技術が進むとともに地図や GIS も PDA や携

帯端末でのモバイル GIS が少しずつ進んだ。ただし、

携帯端末の画面の小ささや操作性の難しさなどの課題

も認識されていた。しかし、この数年のスマートフォ

ンの普及により手軽で快適にモバイル GIS が利用でき

る環境が格段に拡がった。また、iPad に代表されるタ

ブレット端末なども加わり、これらの媒体を利用する

モバイル GIS のさらなる普及が期待される。 

 

  

昭文社 スマートフォン向け 

「マップルリンクサービス（海外版）」 

 

５．東日本大震災への対応の例 

 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災において

GIS は様々なかたちで利用された。官公庁、自治体、
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研究機関はもとより様々なポータルサイトが被災状況

や交通・インフラ状況の様子を刻々と地図化してアッ

プした。下記は Yahoo! JAPAN による電波状況の確認

マップであり、現在もケータイ位置確認マップとして

サービスが提供されている。 

http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?fa=mp 

 

Yahoo! JAPAN による電波状況確認マップ 

 

また、特筆すべきは、専門家はもちろん、一般市民か

ら発信された情報を集約し、複数の情報を重ね合わせ

て利用される GIS が目立ったことである。これは、こ

の 10 年の WebGIS の普及、Twitter や Facebook 等の

ソーシャルネットワークメディアに代表される参加型

文化の一般化、そしてオープンなデータやソースの普

及ということがベースにあったといえよう。下記は

様々な対応例をリストにしたリンク集の代表例である。 

国土交通省国土政策局国土情報課 東日本大震災地理

空間情報関連リンク集 

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/gis/shinsai-l

ink.html 

震災対応の代表的な協働のサイトを以下にあげる。 

 

 

Emergency Mapping Team のサイトより 

 

sinsai.info のサイト 

 

６．これからの展望 

 GIS は構築と更新にかかるコスト、運用の難しさな

どから導入や普及がなかなか進まないと言われてきた。

しかし、近年の WebGIS やモバイル GIS の登場は GIS

の利用においてのハードルを殆ど意識させないまでに

一般化をすすめたと言えよう。ユーザは Web ブラウザ

やスマートフォン端末上でシステムを意識することな

く簡単にサービスを利用することが可能になった。「い

つでもどこでも」を可能にする Web、モバイルという

キーワードに加え、LBS（位置情報サービス）、UCD

（user centered design: ユーザ志向デザイン）、そして

参加型が GIS の概念と利用をさらに大きく拡げていく

と思われる。 

(塚田野野子) 
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１１．安全・リスクと地図－防犯・犯罪等との安全・リスクマップ 

 

 1997年に兵庫県神戸市須磨区で起こった神戸連続児

童殺傷事件、いわゆる「酒鬼薔薇事件」以来、全国各

地において小学生を中心に不審者による児童・生徒な

ど無防備な市民に対する殺傷事件が頻発した。その結

果、身近な地域における「安全・安心」が社会の大き

な関心事となった。その後も高齢者に対する「引った

くり事件」や帰宅途中の女性に対するわいせつ、暴行

事件などが頻繁にマスコミを中心に取り上げられるよ

うになり、「地域の安全・安心」に対する地方行政、警

察、地域の自治会の中でも何らかの対応を迫られるこ

とになった。 

 

 2005 年に出版された小宮信夫著の『犯罪は「この場

所」で起こる』 (光文社新書) はこうした社会背景を受

けて、地域社会はもとより、地図・地理関係者にも大

きな反響をもたらした。従来、犯罪分析は、犯罪者の

人格や劣悪な境遇（家庭・学校・会社など）などに犯

罪の原因を求める「犯罪原因論」に終止し、それを除

去することが事件解決と再発防止の中心的関心事であ

った。しかしながら、このような対処プログラムは結

局再犯率を下げることができなかったという反省があ

り、欧米型の「犯罪社会学」がこれを機会に一般に流

布するようになる。こうした「原因追及」の呪縛を解

き、犯罪の予防に新しい視点を与えたのが、「犯罪機会

論」である。この考え方は小宮によって日本の警察、

地域社会へ急速に普及することとなり、その後、小宮

は「地域安全マップ」づくりを提唱する。 

 

 その後、全国の自治体、地域、学校でこの「地域安

全マップ」づくりのワークショップは続けられた。小

宮による「地域安全マップ」づくりは「地図学的な技

法」や「学校教育用の地図教育」の視点からではなく、

学校や家庭、そして地域が主体となって、教科の学習

とは離れ、街の安全と言う視点で地図を作製するもの

で、日頃、見慣れた街を皆で歩き、不審者の出没しそ

うな危険個所や街の不審者に対する防備性を子供たち

と一緒にチェックし、そのプロセスの中で街の中に潜

む危険箇所を知り、共に学ぶことに主眼を置いている。

街の安全というテーマで地図にし、公開することから

地域の住民への情報共有を図り、地図として分かり易

い地図を作成するという点で、やや地図学会の考える

「地域安全マップ」によるリスク・マネージメントと

は異なっていた。 

 

 地図学会は 2005 年の夏、「地図によるリスク・マネ

ージメント：安全の視覚化 GIS と地図教育－学校教

育において GIS は紙地図に変わり得るか？－」と題す

るシンポジウムを開催し、地域の安全安心マップをテ

ーマとした討論を初めて持った。また同大会の巡検で

は「地図によるリスクのビジュアライゼーションとマ

ネージメント（日本気象協会、海上保安庁横浜海上防

災基地、海洋研究開発機構地球シミュレーター、宇宙

開発研究機構）」を実施し、地図による安全・リスクの

視覚化の問題を初めて扱った。こうした一連の地域の

安全と地図との取り組みを扱ったテーマとして、本学

会の雑誌『地図』でも Vol.44 No.2 （通巻 174 号）2006

年で小特集として「安全・安心と地図」が組まれ、地

図学会でのアプローチがマルチメディア地図専門部会

（主査：太田 弘）を中心に本格的に始まった。その後

は、2006 年には測量協会が主催する「全国測量技術大

会」でも「地域の安全マップ」作成のワークショップ

が開催され、多くの地図の作製事例が紹介され、人々

の間で「安全・安心」マップへの関心が高まった。そ

の後、総務省や文部科学省も「地域安全マップ」作成

への指針に関心を示し、また、地図調製業界も自治体

からの「安全・安心マップ」の製作依頼・受注も相次

ぎ、GIS を用いて作製する地域への危険個所の公開と

情報の共有などへの関心が高まり、普及・啓発を目指

してインターネットでの公開など、多くの示唆に満ち

た新しい地図の分野として学会は関与し続けた。 

 

 この後、再び「安全・リスクと地図」が大きく注目

されたのが、2011 年の東日本大震災である。 

「釜石の奇跡」に代表される群馬大学の片田敏孝教授

の主に自然災害に対する防災研究、とりわけ、ハザー

ドマップの作成など自然災害のシミュレーションや災
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害時の情報伝達などの研究が注目を浴びた。特に、最

近は「避難勧告を出しても避難しない人たち」に対す

る対策の立案研究にも取り組み、岩手県釜石市防災・

危機管理アドバイザーとして、震災以前から防災教育

に取り組み、一人の犠牲者も出さない、極めて奇跡に

近い避難をなし得た。地図学会でも、ハイパーメディ

ア地図専門部会を中心に、地図が担う安全・リスクの

視覚化の有効性を改めて認識し、これを受けて 2011 年

の夏の学術大会では「特別セッション：命を守る「地

図」とは？」を開催した。このセッションでは、今後

の防災教育における地図の利用の問題（太田 弘、長

谷川祐子）、さらに関東地方の各所で起こった「液状化」

被害の可能性を明治期の迅速測図や旧版地形図から読

み取れ予見できたことなど（今尾恵介）、また、80 年前

の関東大震災後に作成された地盤柱状図から地盤環境

と震災との関係（松田磐余）、民間の住宅地図やカーナ

ビとの関係から防災・震災復興を考える（林 秀美）

セッションを持った。その後の「ハザードマップ」の

利用、読図能力との関係から見た図表現の検討など、

一連の「地図と災害」の検証が始まることになった。 

 

安全安心マップ GIS 地図画像（中和田小学校 PTA） 

（太田 弘） 
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１２．安全・リスクと地図－ハザードマップ 

 

ハザードマップとは、災害による被害の危険性や避

難場所等の防災情報を図示した地図である。主に市町

村が、地域防災計画や各種法制度に基づく防災対策の

一環として作成し、住民に配布している。火山、洪水、

土砂災害、地震、津波など、対象とする自然現象ごと

にさまざまな種類のものが作成されている。インター

ネットで公開されているものも多い。全国のハザード

マップの作成状況とインターネットで公開されている

ハザードマップへのリンクが国土交通省ハザードマッ

プポータルサイト http://disapotal.gsi.go.jp/ にまと

められている。2000 年の有珠山噴火でハザードマップ

が被害防止に有効に活用されたこと、2005 年に洪水ハ

ザードマップ、土砂災害ハザードマップの作成が市町

村に義務付けられたことなどから、この 10 年間に各地

でハザードマップの作成が大きく進んだ。一方で、2011

年の東北地方太平洋沖地震では「従前の想定によるハ

ザードマップが安心材料となり、それを超えた今回の

津波が被害を拡大させた可能性がある。」（中央防災会

議東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策

専門調査会報告）と指摘されるなど、ハザードマップ

のあり方についての議論が高まっている。 

 

１．火山ハザードマップ 

火山活動に際して予想される火口の位置や溶岩流、

火砕流、泥流などの到達範囲、火山灰の降下範囲など

が示されている。日本では 1980 年代から北海道駒ヶ岳、

十勝岳などのハザードマップの作成が行われていたが、

本格的に火山ハザードマップの整備が始まったのは、

1992 年に国土庁(当時)が「火山噴火災害危険区域予測

図作成指針」を策定してからである。火山ハザードマ

ップは主に火山を抱える市町村や、砂防事業を担当す

る国土交通省の事務所などが作成している。現在、国

内 39 の火山でハザードマップが作成されている（防災

科学技術研究所「火山ハザードマップデータベース」

による）。このうち、富士山については、噴火した場合

の影響範囲が広大で関係する自治体が多いことからハ

ザードマップの作成は検討されていなかったが、1999

年から 2000 年にかけて火山性と思われる地震が多発

したことから、2002 年に国の主導で国、都県、市町村

の 26関係機関により構成される富士山火山防災協議会

が設立され、2004 年に富士山火山防災マップが作成、

公表された。 

 

富士山火山防災マップ 

(富士山火山防災協議会，2004) 

 

２．洪水ハザードマップ 

洪水の際に浸水が予想される区域の範囲、浸水した

場合に想定される水深、避難場所や避難経路などの情

報が示されている。2001 年に、河川管理者（国及び都

道府県）が浸水想定区域及び想定浸水深を公表するこ

とが義務化され、さらに 2005 年の法改正により、浸水

想定区域を含む市町村の長は、浸水想定区域と想定浸

水深を表示した地図に洪水予報の伝達方法、避難場所、

避難経路、避難ルート上の危険箇所などを記載した洪

水ハザードマップを作成して住民に周知させることが

義務づけられた。2012 年 3 月現在、1,302 の対象市町
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村のうち 1,205 市町村が洪水ハザードマップの作成、

公開を行っている。 

 

３．土砂災害ハザードマップ 

 2000 年に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律」（土砂災害防止法）が制定

され、都道府県知事は、土砂災害（急傾斜地崩壊、土

石流、地すべり）のおそれがある区域（土砂災害警戒

区域）と建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生じ

るおそれがある区域（土砂災害特別警戒区域）を指定

することとなった。さらに、2005 年に土砂災害防止法

が改正され、土砂災害警戒区域をその区域に含む市町

村の長は、地域防災計画に基づき、警戒区域の範囲、

情報の伝達方法、避難場所、避難経路等を記載した印

刷物（土砂災害ハザードマップ）を配布することが義

務づけられた。2012 年 3 月現在、802 市町村が土砂災

害ハザードマップの作成、公開を行っている。 

 

４．地震ハザードマップ 

東京都は 1971 年に「東京都震災予防条例」を制定し、

震災対策を科学的に進めるため、建物倒壊の危険度、

火災発生の危険度、避難の危険度などの地域危険度を

調査することとし、この結果が 1975 年に公表された。

これが世界最初の「地震のハザードマップ」である。

その後、地域危険度は５年ごとに更新され、2003 年に

第５回、2008 年に第６回の地域危険度が公表されてい

る。同様な地震防災マップは、これまでに全国のほぼ

半数の市町村で作成されている。内閣府は、2005 年に

「地震防災マップ作成技術資料」と「表層地盤の揺れ

やすさマップ」を作成、公開しており、多くの地方公

共団体がこれを参考にして地震防災マップを作成して

いる。 

一方、それぞれのプレート境界や個別の活断層ごと

に示された地震発生確率と、主に地形分類から求めた

地盤による地震動の増幅の条件を用いて、今後、ある

一定期間内にある強さ以上の揺れ（例えば今後 30 年以

内に震度６弱以上の揺れ）に見舞われる確率がどれく

らいあるかを全国的に示した「全国を概観した地震動

予測地図」が 2005 年に政府の地震調査研究推進本部か

ら公表された。その後も改良が加えられ、ほぼ毎年、

更新された地図（「全国地震動予測地図」）が作成され

ている。防災科学技術研究所では、この成果をもとに、

Web マッピングを用いて詳細な地図上に様々な条件で

の地震動予測結果を表示するシステム（地震ハザード

ステーション J-SHIS）を公開している。 

http://www.j-shis.bosai.go.jp/ 

 

30 年以内に震度 6 弱以上の揺れに見舞われる確率の分

布図（2010 年版） 

 

５．津波ハザードマップ 

 津波ハザードマップについては、内閣府、農林水産

省、国土交通省が 2004 年に作成した「津波・高潮ハザ

ードマップマニュアル」をもとに作成が進められてお

り、2012 年 3 月現在、全国 362 市町村で作成、公開さ

れている。特に、過去にたびたび津波による甚大な被

害を受けてきた東北地方太平洋沿岸や東海・東南海・

南海地震の発生が懸念される静岡県～高知県の太平洋

沿岸などでは、ほぼすべての市町村が作成、公開して

いる。津波ハザードマップでは、一般に、過去に著し

い被害が発生し、近い将来同様の津波が発生する可能

性が高い特定の地震を想定し、それにより発生する津

波による浸水範囲や浸水深と避難場所や避難路等が示

されている。 

 なお、東日本大震災の教訓を踏まえて、2011 年 12

月に「津波防災地域づくりに関する法律」が成立した。

これにより、都道府県知事は津波浸水想定を設定し、

これに基づき津波災害警戒区域を指定すること、警戒

区域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災

計画に基づき、津波に関する情報の伝達方法、避難施
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設、避難経路など円滑な警戒避難を確保する上で必要

な事項を記載した印刷物（津波ハザードマップ）を住

民に配布することが義務づけられた。 

 

６．ハザードマップ基礎情報 

 国土地理院では、従前より、土地条件図、沿岸海域

土地条件図、火山土地条件図、治水地形分類図、都市

圏活断層図など、土地の自然条件に関する主題図を作

成してきているが、これらはハザードマップを作成す

る際に必要な土地の成り立ちや地盤条件、災害特性等

を理解するための重要な情報となることから、これら

をハザードマップ基礎情報と位置づけ、整備を強化し

ている。特に、治水地形分類図については、1976 年度

から 1978 年度までに全国的に整備されて以来作成さ

れていなかったが、ハザードマップ作成の広がりに伴

い、2007 年度からその内容を見直し更新する作業に着

手し、順次更新図を公開している。 

 

７．東北地方太平洋沖地震とハザードマップ 

 2011 年に発生した東北地方太平洋沖地震の被災地で

も多くのハザードマップが作成されていた。特に津波

により多数の住民が犠牲になった東北地方太平洋沿岸

では、今回の津波がハザードマップが想定していた津

波の規模よりはるかに大きいものであったことから、

実際の浸水範囲や浸水深が津波ハザードマップの想定

を大きく超えるものとなった。ハザードマップで津波

が到達しないとされていた地域についてはそれが安心

材料となって避難行動の遅れを招き、被害の拡大につ

ながったと指摘されている。また、千葉県や茨城県な

どでは地震に伴う地盤の液状化や流動化により大きな

被害が発生したが、あらかじめ作成されていた液状化

ハザードマップが一部で液状化の発生を適切に予測で

きていなかったとの指摘もある。一方で、大学関係者

や地方公共団体などの指導の下、地域レベルのハザー

ドマップづくりや避難場所の選定、避難訓練などの活

動に自主的に取り組んできた住民や児童・生徒が、そ

の知識を生かして、想定を超えた津波の襲来による浸

水の危険性を自ら判断していち早く避難し被災をまぬ

がれた事例が報告されている。このような今回の災害

の教訓を踏まえて、現在、ハザードマップの整備や活

用のあり方について、法制度も含めたさまざまな議論

や検討が行われているところである。 

（宇根 寛） 
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１３．東日本大震災と地図 

 

2011 年 3 月 11 日の午後に発生した東北地方太平洋

沖地震は、マグニチュード 9.0 というわが国で近代的な

地震観測が始まって以来の最大の地震であり、東北・

関東地方の太平洋岸を襲った津波などで死者・行方不

明者は 2 万人近くとなった。東日本大震災である。こ

れにより発生した東京電力福島第一原子力発電所の事

故は、周辺地域に長期的に大きな影響を与えている。 

この大震災は地図の分野にも大きな関わりがあった。

日本国際地図学会は、2011 年 8月の定期大会において、

特別セッション「命を守る『地図』とは？」、シンポジ

ウム「震災とジオメディア」「災害と地図」を行った。

この大会では、一般発表にも震災に関するものが少な

くなかった。ここでは、これらを踏まえて、東日本大

震災と地図との関わりをまとめよう。 

 

１．予測図（ハザードマップ）の問題 

『安全・リスクと地図（ハザードマップ）』の項に述

べられているように、東日本大震災の津波の浸水域は、

宮城県や福島県では、特定の地震を想定したシミュレ

ーションにより作成されていた津波浸水予測図に示さ

れていた範囲をはるかに超えるものであった。東北地

方太平洋沖地震が予測図の想定のもととなった地震と

は異なることに基本的な原因があるのであるが、予測

図を安心材料として行動した人の被害を大きくさせた

側面があることも否めない。このため、ハザードマッ

プの利用に当たっては、単にここは安全、ここは危険、

と読むだけではなく、その表現内容がどのように判定

されたのか、解像度や精度等表現の限界はどの程度か、

といったことが理解されていることが重要だと指摘さ

れている。 

また、液状化や人工改変地の地盤災害の危険箇所に

関しては、旧版地形図により土地の履歴を確認するこ

とでかなり判定できることも指摘されている。地形図

は、的確に読む力があれば、それ自体がある種のハザ

ードマップの役割を果たすのである。この点で、国土

の姿の記録である地形図を将来にわたって整備、管理

していくことの重要性は明らかである。 

 

２．発災後の状況把握のためのマッピング 

発災後、被害の状況などを迅速にマッピングして示

すことは、住民の避難、被災地の緊急の支援や復旧・

復興などを円滑に行うために重要である。これまでの

大災害に比べ、今回は関係機関等から多くの情報が提

供され、新聞報道でも地図が多く使われた。国土地理

院が津波浸水域の空中写真や、それから読み取った浸

水域の分布図をいち早く公開したり、海上保安庁海洋

情報部が航行可能な海上輸送路の地図情報を公開した

りしたほか、京都大学防災研究所の呼びかけで多数の

民間団体や大学、個人などが参加した「東北地方太平

洋沖地震緊急地図作成チーム（EMT）」、防災科学技術

研究所を中心にさまざまな情報が集約された「東日本

大震災協働情報プラットフォーム（ALL311）」、日本地

理学会がいち早く提供した「津波被災マップ」、Twitter

をベースとした国内外の個人ボランティアによる「震

災インフォ」など、官公庁、教育研究機関、学会、民

間の企業や団体、ボランティアの個人などがウェブを

使ってマッピングされた情報発信を行ったのは、これ

までにないことであった。これには、電子国土ウェブ

やGoogleマップのようなウェブGISの発展が背景にあ

る。 

ただし、原子力発電所の事故に関しては、マッピン

グされたデータの利用が遅れたことが大きな問題とな

った。3 月 22 日には、米国エネルギー省が航空機観測

による放射線量データをマッピングして公表、日本で

も緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム

（SPEEDI）による放射線量の推定分布図が作成されて

いたが、これらは有効に活用されなかった。放射線量

の高い地域が福島第一原子力発電所から北西方向に延

びていること、離れていても放射線量が相対的に高い

場所があるといったことが早期に地図で明らかにされ

ていれば、地域住民の避難や農産物の出荷などの問題

は多少なりともより適切に対処できた可能性が高い。

また、電力不足により一時計画停電が行われ、その区

域を巡って当初混乱がみられたが、停電地域を地図で

示していればかなり回避できたのではないかと思われ

る。 
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2011 年 3 月 22 日に米国エネルギー省が 

ウェブで公開した放射線量の分布図 

 

３．紙地図の提供 

被災地では、しばらくの間停電となり、通信回線も

断絶した。このような状況では、位置情報の取得やネ

ットワーク上の地図コンテンツの入手は困難であり、

電子機器を用いた地図の表示も、バッテリーが切れれ

ばできなくなる。一方、被災地の住民や行政機関にと

って、あるいはそれを支援しようという人にとって、

避難所や被災集落の位置、これらに至る進入路などを

示す地図の需要は高まる。このようなときに役に立つ

のは、やはり紙媒体で提供される地図である。 

国土地理院は、主に関係行政機関のために、5 万分の

1 の被災地の集成図、正射写真地図などを出力し、自衛

隊等の協力を得て配布するとともに、現地災害対策本

部に出力装置を持ち込み、現地の要請に応じてその場

で出力を行った。被災地の住民や、その支援者など現

地で活動する人にとっては、より大縮尺の地図も必要

である。このため、住宅地図の出版社は住宅地図のコ

ピーを無償で提供し、大いに用いられた。手持ちの地

図に津波の被災地などを記入して復興支援用に加工し、

安価で販売した民間の地図会社もある。これらの活動

により、当該地図会社は、日本国際地図学会の特別賞

や学会賞（作品賞）に選定された。 

このほか、地図コンテンツや GIS ソフトウェアを無

償提供するなど、多くの地図会社やボランティアの市

民が被災地の支援に立ち上がったことは、特筆すべき

であろう。 

 

４．復興に向けて 

津波で壊滅的な被害を受けた地域では、復興のため

に、現況の詳しい地図が必要となる。このため、国土

地理院は縮尺 2500 分の 1の「災害復興計画基図」を作

成し、公開している。 

原子力発電所の事故に関しては、数十年単位で災害

が進行するという気の遠くなるような状況になってい

るが、今後は拡散した放射性物質の自然の移動や除染

などが進むと考えられる。放射線量を継続して監視し、

地図として示すことが引き続き重要と考えられる。 

このほか、全国各地で、防災対策として巨大地震の

被害想定やその対策の見直しが進められている。その

結果、新たなハザードマップも作成されるであろう。

災害現象とハザードマップについて、国民が的確に理

解できるようにしていくことが大きな課題と思われる。 

 

 

電子国土ウェブにより表示した災害復興計画基図と

空中写真オルソ画像 

 

（熊木洋太） 
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１４．国土地理院の官製地図 

 

参謀本部陸地測量部を前身とする我が国の国家地図

作成機関は、戦後、地理調査所として再出発し、1960

年に国土地理院に名称変更した。戦後復興後 50 年のそ

の歩みは、高度経済成長、人口集中、環境への配慮と

災害対策、デジタル化、高度情報通信社会への対応と

いう世の中の流れに沿うものであった。開発計画の基

礎として 1962 年に始まる大縮尺の国土基本図整備事

業、1964 年に 5万分の 1地形図に変わる基本図として

全国整備が開始され 1983年全国整備がなった 2万 5千

分の 1地形図、都市化に対応し 1983 年に開始された 1

万分の 1 地形図、阪神･淡路大震災を契機に 1995 年に

開始された GIS 用の空間データ基盤などが各種主題図

とともに社会の要請に応える基礎的な情報として提供

されていった。こうした事業は主として測量法に基づ

く基本測量として、同法に基づく長期計画により計画

的に推進されてきた。 

この 10 年の動きについては、2007 年 8 月、地理情

報システムと衛星測位を二本柱とする地理空間情報活

用推進基本法（以下、基本法という）が施行されたこ

とが第一にあげられる。我が国の地図に関する法制史

上、最も特筆すべき出来事といってもよいかもしれな

い。基本法により、地図をはじめとする地理空間情報

は、国民生活・国民経済の基盤であるとされた。これ

まで、官製地図は、社会基盤整備を行う公共事業のた

めの図面という側面が強かったが、地図そのものが社

会基盤としての地位を得たのである。基本法に基づく

国の具体的な取組は、2008 年に地理空間情報活用推進

基本計画として閣議決定された。この計画では、高精

度な衛星測位技術とそれを受ける高精度な地図を用い

て、誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情報を扱

い、高度な分析に基づく的確な情報を入手し行動でき

る地理空間情報高度活用社会の実現を目指すこととさ

れた。基本法では、国の基盤地図情報等はインターネ

ットにより無償で公開することとされた。2007 年には

測量法も改正され、国土地理院が作成した地図等につ

いては、これまでの刊行に加え、法に基づくインター

ネット提供を行うこととなった。 

また、2007 年には海洋基本法も制定され、これに基

づく地図、空中写真、地名情報など離島の保全・管理

に関する基本的な情報の整備に関し、基本図の持つ領

土明示の機能も期待されている。 

 

１．基盤地図情報 

 基盤地図情報は、基本法に定義され、国土交通省令

に定める道路、建物などの電子地図上の位置の基準で

ある 13 項目の位置情報である。精度は都市計画区域

2500 分の 1 以上、それ以外の全国土 2万 5千分の 1以

上とされた。基盤地図情報は、国土地理院の基本測量、

公共団体等の公共測量、または、水路業務法に基づく

水路測量の成果であることが要件となっているが、測

量法に基づく国土地理院への公共測量成果の写の送付

の仕組み等を利用して、こうした成果を国土地理院に

集約し、国土地理院の基盤地図情報として整備する事

業が 2007 年から開始され、2011 年に概成した。 

都市計画区域の基盤地図情報は主として市町村の整

備する都市計画図を編集することで整備されている。

それ以外の地域は、2万 5千分の 1地形図のデータを基

に整備された。標高データは、等高線データのほか、

DEM としても提供されているが、国土地理院によるも

ののほか、国土交通省の河川関連事業により作成され

たものも国土地理院から提供されている。標高データ

は全土（北方領土を除く）の 10 m メッシュ、国土の

45％の 5 m メッシュのデータが提供されている。 

 

２．電子国土基本図 

 電子国土基本図は、これまでの地形図に変わるもの

で、オルソ画像、地図情報、地名情報からなる。2009

年から整備が開始され、後述する電子国土 Web システ

ムで閲覧可能となっており、2012 年度には「数値地図

（国土基本情報）」及び「電子地形図 25000」として刊

行が開始された。 

 電子国土基本図（オルソ画像）は、空中写真を歪み

のない画像に変換し、正しい位置情報を付与したもの

である。様々な地理空間情報との重ね合わせが容易に

なり、空中写真に比べてより多様な利用が可能となる。

国土や地域の管理上重要な平野部及び離島について順
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次整備され、周期的に更新を行う予定となっている。 

電子国土基本図（地図情報）は、基盤地図情報と、

植生、崖、岩、構造物など土地の状況を表す項目とを

一つにまとめたデータである。縮尺レベル 25000 の精

度に限定することなく、より精度の高いものを含んだ

我が国全域を覆うベクトル形式の基盤データで、これ

までの 2 万 5 千分 1 の地形図に替わる新たな基本図と

位置づけられるものとして 2011 年に正式公開された。

基盤地図情報や電子国土基本図（オルソ画像）の整備

や更新と連動して修正されるが、道路や大規模建築物

などの主要な項目に変化が生じた場合は、公共測量成

果や国及び地方公共団体などから資料収集を行い、迅

速な更新を目指している。 

電子国土基本図（地名情報）は、現在、地名集日本

と住居表示住所が提供されている。また、数値地図（国

土基本情報）に含まれて刊行されている。「地名集日本」

は，国際連合地名標準化会議の決議に基づき，日本国

政府（国土地理院及び海上保安庁海洋情報部）が，我

が国の行政，居住，自然，海底地形等の標準化された

約 3,900 件の地名情報をまとめたものである。「住居表

示住所」は、「住居表示に関する法律」による住居表示

が行われている地区の住居番号を決める際に用いる

「基礎番号」をデータ化したものである。 

 

３．その他の一般図 

1 万分の 1 地形図、2 万 5千分の 1地形図、5 万分の

1 地形図、20 万分の 1 地勢図、50 万分の 1 地方図、100

万分の 1日本、500 万分の 1 日本及びその周辺 が紙地

図として刊行されているが、この 10 年間にこれらのデ

ジタル化と CD、インターネットでの提供が着実に進ん

だ。旧版図のデジタル・アーカイブ化も進んでいる。2

万 5 千分の 1 地形図は、2005 年には風力発電用風車と

老人ホームの新しい地図記号を小中学生からの公募に

より定めるという試みがなされた。また、長らく全土

のうち一部がカバーできていなかったが、地図作成用

のステレオペア画像を取得可能な国産衛星の陸域観測

技術試験衛星だいち（ALOS）が 2006 年に打ち上げら

れ、2007 年には竹島が整備され、2010 年には北方領土

の 2 万 5千分の 1地形図の刊行が開始された。 

 

４．主題図 

国土地理院で整備している主な主題図には、防災対

策等に資する土地条件図、都市圏活断層図、火山基本

図、火山土地条件図、治水地形分類図（2005 年より一

般公開）、2 万 5 千分の 1 デジタル標高地形図や、国土

の利用・開発・保全等に資する土地利用図、湖沼図、

沿岸海域地形図・沿岸海域土地条件図、植生指標デー

タ等があり、引き続き刊行されている。この 10 年間に

は、これら主題図は、ISO に準拠した地理情報標準に

沿ったデジタル化やインターネットでの提供が進んだ。 

宅地関連政策の総合的展開に必要な高精度な土地利

用データの作成を目的として、三大都市圏を調査対象

とする宅地利用動向調査は、2000 年度以降、5 千分の

1 の縮尺で調査が行われるようになり、2006 年からベ

クタ形式の「数値地図 5000（土地利用）」として都市

圏毎に刊行されている。 

2006 年の「東京都区部」から提供が開始された 2 万

5 千分の 1 デジタル標高地形図は、航空レーザ測量によ

って整備された数値地図 5mメッシュ(標高)の標高デー

タを用いて作成した陰影段彩図の上に 2 万 5 千分の 1

地形図を重ねた地図であり、土地の詳細な形状が一目

で理解できる。同様の画像データは、精密基盤標高地

図として国土交通省ハザードポータルからも公開され

ている。 

2007 年から、植物の量と活力を表す植生指標につい

ては、解析に利用する衛星データを気象観測衛星

NOAA のデータから地球観測衛星 Terra の MODIS セ

ンサーのデータに変え、これまで 1 km だった空間分解

能を 250 m に向上させた植生指標データを作成・提供

している。 

2008年には、宇宙航空研究開発機構の月周回衛星「か

ぐや（SELENE）」 に搭載されたレーザ高度計で取得

した月の全球をカバーする高さのデータを用いて、国

立天文台が計測点の座標と高さのデータを作成し、国

土地理院が月の地形図を作成した。 

 政府が取り組んでいる外客誘致活動である「ビジッ

ト・ジャパン・キャンペーン」の推進に協力するため、

2006 年には 2 万 5 千分の 1 京都、平城遷都 1300 年に

あたる 2010 年は 5 万分の 1 集成図奈良が作成された。

集成図奈良は、平城京当時の街並みと現在の街並みと
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の比較等、文化・教育・観光など広い分野での活用が

図れるとともに、歴史的資料としても利用できる内容

となっている。 

 

５．電子国土Webシステム 

 「電子国土」は、国土に関する様々な情報をコンピ

ュータ上に再現にした仮想的な国土であり、いつでも、

誰でも、どこでも、国土管理をはじめとする幅広い分

野で活用するための基盤である。電子国土 Web システ

ムは、この「電子国土」の理念を実現するためのひと

つのツールとして国土地理院が 2003 年からインター

ネットに公開した Web システムである。これにより、

国土地理院は、インターネットをとおして地理空間情

報を容易に発信することができるようになり、基盤地

図情報や電子国土基本図をはじめとする様々な情報を

公開するとともに、地方公共団体の官製地図の代理発

信も行なっている。利用者は、インターネット上で、

各々の持つ地理空間情報を国土地理院の地図と重ね合

わせることも可能である。 

 

６．震災対応 

2011 年 3 月の東日本大震災に対応し、国土地理院で

は、既存の官製地図を配布すると共に、津波による被

災地を中心として空中写真撮影を直ちに行い、オルソ

画像を作成し、空中写真判読による浸水範囲概況図を

作成した。これらの情報はデジタル処理により迅速に

整備され、被災自治体や防災関連機関に配布されると

ともに、インターネットを通じて広く一般に公開され

た。また、復興に資するため、都市計画図に準じた図

式の災害復興計画基図が作成された。 

（大木章一） 
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１５．海図・航空図の歩み－海上保安庁海洋情報部 

 

 電子海図の出現は海図作製に大きな変革をもたらし

た。新たな等深線の描画などのほか、水深の精度評価

などこれまでの紙海図にはない情報も表示されるよう

になった。 

近年は、電子海図表示システム（ECDIS）の備置義

務の法制化による普及が進み、世界の電子海図（ENC）

の空白域も少しずつ減少傾向にあるなかで、それぞれ

が一層高度化し、安全性と利便性を高める開発が進ん

だ。 

一方では、ENCを航海に使用するための船員の教育

についても体制の強化が図られてきた。 

 紙海図については、英国水路部との共同刊行により

海外における頒布体制が確立し、ほぼ全世界でのワン

ストップショッピングが可能となってきた。 

 2011 年 3 月の震災においては、航海用海図の内容も

大きな影響を受けることとなり、同年 9 月から順次改

版を行っている。 

 

１．電子海図補正情報の週刊化 

 現在、海上保安庁海洋情報部では航海用紙海図を約

800 版刊行している。これらの海図は、いずれも常に最

新維持することが義務付けられている。そのため、毎

週水路通報として更新情報と安全情報がホームページ

に掲載されるなどしてきた。 

 一方、ENC が日本から世界に先駆け刊行されてから

15年が経過した。そして、2012年 7月から順次、ECDIS

の船舶搭載が義務化され、様々な条件下ではあるが、

全ての大型船は近年中に ENC を搭載することになる。 

最近の ENCの開発は、安全性は当然であるが、利便

性を優先して進められてきた感がある。しかし、ENC

の搭載義務化に伴い、利便性のみではなく、紙海図に

要求されてきた安全性も同様に担保する必要が出てき

た。 

海洋情報部は、1998 年から電子水路通報を発行して

きたが、頒布体制等が十分でなかったため、毎月月末

に 1 回発行する形態を取ってきた。しかし、搭載義務

化に伴い、2012 年 1 月から、より安全性を高めるため

に毎週発行の発行体制をとることになった。 

水路通報には、小改正と呼ばれる永続的変化に関す

る情報と、期間が設けられている一時関係通報とがあ

る。これまでは、発行周期が 1 カ月であったため、期

間のある一時的な情報は採用しなかった。しかし、週

刊化により紙海図の水路通報と同様に一時情報も採用

し、紙海図と完全に同期することになった。 

 

２．英国との共同刊行 

 海運業界において、船員に対する人件費の増加は競

争力を大きく左右する要件となっている。このため、

日本船籍の外航船にも、比較的人件費の低い外国人船

員が多く占めるようになってきた。これらの背景から、

日本の海図に英語表記が求められるようになってきた。

これまでの海図にも、英語「併記」はされてきたが、

全ての情報について併記してきたわけではなかった。

ローカルな地名や一部の記事については省略してきた。

しかし、日本海図を使用する外国人船員から、英語表

記のないところは何が書かれているか不安があると言

う声が聞こえてきた。このため、2004 年から、主要港

湾の海図は全て英語により記載された海図を刊行して

きた。 

 これと並行して、英国水路部と日本海洋情報部との

間で、日本海図の共同刊行について協議されてきた。 

日本沿岸における海図は、英国も独自に日本海図か

ら編集し刊行していた。一方、更新情報は沿岸国の情

報がオリジナルになることが多く、英国版の日本沿岸

海図についても日本海図が更新された後に更新される

ことになる。これでは、英国版海図の更新は遅くなり、

安全性は十分に担保されていないことになる。このた

め、2006 年から海上保安庁海洋情報部が編集した海図

を英国水路部が印刷し、英国の頒布体制を利用して提

供することとなった。この体制の確立により、日本沿

岸の英国版海図は廃版され、一種類の海図のみとなっ

た。このため、日本沿岸の海図については日本版と英

国版は内容も水路通報も同一の内容となった。また、

英国の頒布体制により供給するようになったことから、

海外ではシンガポールなど極一部でしか入手できなか

った日本沿岸の海図が世界中で入手できるようになっ
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た。 

 

３．震災対応 

 2011 年 3 月の東日本大震災では、地震と津波により

太平洋沿岸の東北地方、北関東地方の港湾は極めて重

大な被害を受けた。海上保安庁は、経済活動の遮断さ

れた陸路に代わり、早々に海路による経済活動を進め

るために開港するための作業を行った。震災翌日には、

水路測量の体制を整え、順次大型巡船全船を配備し 15

港湾の現状確認を行った。その後、水深の基準面の状

況確認を行い、主要航路から順次海図補正の水路測量

を開始し、6 カ月間で 15 港湾の調査を終え、同年 9月

仙台塩釜港塩釜から順次改版を進めている。しかし、

海図に包含される全ての海域を調査するためには相当

な日数を費やすことになり、復興するための経済活動

の進捗に影響を与えることになる。このため、主要航

路及びその周辺のみの調査により改版を行っているこ

とから、利用者は自船の航行海域が最新の測量か震災

前の測量かが分からない状態ができる。これを補うた

め、測量精度を評価し、測量海域を明確にする境界線

を記載した。この方式は、国際水路機関に報告し、国

際標準の図式として採用されるように提案している。 

 

４．航空路図の改版 

海上保安庁は、1914 年以来航空図を刊行してきた。

これまで航空図は、国際民間航空機関の基準による 100

万分の 1 の国際航空図と国際航空図を基に国内の航空

路を効率的に編集した 100 万分の 1 の航空路図さらに

国際基準によらない国内航空図の 3 種類を刊行してき

た。ただし、現在は国内航空図の需要が無いことから

刊行を止めている。 

これらのうち航空路図については、これまで、利用

者の利便性を考慮して、包含区域を日本列島に沿って 3

枚でカバーしてきた。これらの航空路図は、海上保安

庁が刊行している他の海図や航空図とは異なる 2 つの

特徴があった。1 つ目は、経緯度線の方向に関係なく、

日本の地形に沿って民間航空路に合わせ、斜めに包含

区域を設定した、いわゆる斜置式と呼ばれる体裁をし

ていること。2つ目は、包含区域を広げるために、2枚

の図を貼り合わせて 1 枚の航空路図を構成してきたこ

とである。この 2 つ目の特徴は、これまでの刷版作成

の都合で運用してきた技術であったが、図を貼り合わ

せる技術者の不足と発行工程の効率化のために貼り合

わせを止めることとなった。このため、3 図では日本沿

岸をカバーできなくなり、2009 年から貼り合わせを止

め 4 図で包含する区域に変更した航空路図を発行して

いる。4 図のうち、仙台から石垣島までの 3 図はすでに

刊行されているが、北海道は未刊である。 

（上田秀敏） 
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１６．その他の官製地図作成機関の地図 

 

 前述の主要な 2 機関のほか、多くの国家機関や地方

公共団体がさまざまな地図の作成を行っている。最近

10 年間の大きな流れとしては、これらの機関のほとん

どが従来の紙媒体による地図の提供に加えて、インタ

ーネットによる情報提供を重視する傾向にあることが

あげられる。 

 

１．国土数値情報 

国土数値情報は、全国総合開発計画、国土利用計画、

国土形成計画などの国土計画の策定や推進の支援のた

めに、国土に関する様々な情報を整備、数値化したデ

ータで、1974 年に国土庁（当時）が整備を開始した（デ

ータの作成は国土地理院）。地形、土地利用、公共施設、

道路、鉄道等国土に関する地理的情報を数値化したも

ので、当時の計算機環境からメッシュ化されたデータ

が多い。世界的にみてもきわめて先進的な試みで、地

理情報の数値解析の発展に大きな役割を果たした。そ

の後も基本的には仕様の大きな変更はなく更新が行わ

れている。2001 年よりインターネットによるデータの

無償提供が開始されている。 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html 

 

２．国土調査 

 国土調査は、国土の実態を科学的かつ総合的に調査

することにより、国土の開発、保全、利用の高度化を

図るとともに、地籍の明確化を図るため、1951 年に経

済企画庁（当時）が開始したもので、その後国土庁、

さらに国土交通省へと引き継がれて実施されている。

調査は土地分類調査、水調査、地籍調査の３つに大別

される。土地分類調査としては、土地分類基本調査、

土地保全調査、土地履歴調査などが行われ、成果は主

に20万分の1や5万分の1の地形分類図、表層地質図、

土地利用現況図などの主題図と、これらを解説した説

明書としてとりまとめられている。水調査としては、

主要水系調査、地下水調査が行われ、5万分の 1利水現

況図や地下水資料台帳、地下水マップなどが作成され

ている。土地分類調査や水調査の成果は印刷図として

提供されてきたが、現在はほとんどの図が画像データ

化され、インターネットを通じていつでもだれでも閲

覧できるようになっている。 

http://tochi.mlit.go.jp/tockok/inspect/inspect.html 

 地籍調査は、主に市町村が主体となって、一筆ごと

の土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と

面積を測量する調査である。地籍調査の成果は登記所

に送られ、縮尺 500 分の 1～1000 分の 1 程度の正確な

地籍図が備えられるとともに、市町村における様々な

行政事務の基礎資料として活用される。2010 年度末の

地籍調査の進捗率は 49%となっており、国はその促進

のためのさまざまな施策を行っている。その一環とし

て、2004 年度～2006 年度には都市再生街区基本調査、

2007 年度～2009 年度には土地活用促進調査、2010 年

度からは都市部官民境界基本調査、山村境界基本調査

が行われ、地籍に関する基本的な情報が充実しつつあ

る。 

 

３．緑の国勢調査 

 環境省では、我が国の自然環境の現況とその変化を

把握し、自然環境保全の施策を推進するための基礎資

料を整備するために、1973 年度からおおむね 5年ごと

に自然環境保全基礎調査（「緑の国勢調査」）を実施し

ている。主な調査項目として、植生、動植物分布、種

の多様性、藻場干潟・サンゴ礁、河川・湖沼、身近な

生き物、特定植物群落、巨樹・巨木林などの調査が行

われてきている。このうち、植生調査では、1987 年ま

でに全国の 5 万分の 1 現存植生図が作成され印刷され

た。さらに、1999 年からは 2 万 5千分の 1現存植生図

の作成が開始され、これまでに全国のおよそ 50%の植

生図が整備されている。植生図はすべて画像データ化

(pdf)、GISデータ化（シェープ形式のポリゴンデータ）

さ れ て お り 、「 生 物 多 様 性 情 報 シ ス テ ム 」

http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.htmlにより閲覧できる

ほか、データをダウンロードして GIS ソフトウェアを

用いて利用することができる。 
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2 万 5 千分の 1 植生図の一例（「富士吉田」） 

 

４．森林 GIS 

 林野庁では、森林計画の策定と森林の適切な管理の

ための基礎資料として、主に縮尺 5000 分の 1の森林基

本図を整備してきたが、1980 年までにほぼ整備が終わ

っている。最近の主な動きとしては、森林管理の高度

化、効率化に資するための森林 GIS の導入が挙げられ

る。国有林については国が、民有林については都道府

県が整備を進めており、ほぼすべての森林について導

入されている。 

 

５．地質図 

 独立行政法人産業技術総合研究所では、従来より、5

万分の 1、20 万分の 1 などの各種縮尺の地質図や、火

山地質図、水理地質図、重力図、空中磁気図、海洋地

質図などを作成、刊行してきたが、近年はこれらの CD

－ROM による刊行や、インターネットによる公開を進

めている。その一環として、既存の 20万分の 1地質図

をもとに、全国統一凡例による 20万分の 1日本シーム

レス地質図を作成し、2005 年に公開した。 

http://riodb02.ibase.aist.go.jp/db084/index.html 

さらに、WebGIS 版やスマートフォン・タブレット

PC 版の公開、シェープ形式や KML など各種 GIS に対

応したデータ形式での提供など、意欲的な展開を行っ

ている。また、全国の活断層に関する詳細なデータベ

ースである活断層データベースについても、Google 地

図や国土地理院の電子国土 Webを用いた情報の検索が

可能となっている。 

http://riodb02.ibase.aist.go.jp/activefault/index.html 

 

 

シームレス地質図データベース（WebGIS 版） 

 

６．放射線量等分布マップ 

 2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震に伴い発

生した福島第一原子力発電所の事故により放出された

放射性物質の分布状況は、大量の放射性物質が放出さ

れた直後の気象状況や地形の影響等により地理的に大

きな差異を生じている。このため、避難区域や住民の

立ち入り制限区域の設定や解除、除染計画などの検討

のため、正確な放射線量や代表的な放射性物質である

放射性セシウムの分布状況の把握が必要となった。ま

た、原発から遠く離れた首都圏でも、いわゆる「ホッ

トスポット」と称される局所的な高線量が観測され、

住民に大きな不安が広がっていた。このような中、文

部科学省では、総合モニタリング計画に基づき、放射

線モニタリングの結果を地図情報化して解りやすく国

内外に公表することとし、「放射線量等分布マップ」と

して、2011 年 8 月からインターネットによる公開を行

っている。さらに、2011 年 10 月からは、国土地理院

の電子国土 Web システムを用いて、より詳細な測定結

果が公表されている。http://ramap.jaea.go.jp/map/ 

現在公開されているのは、放射線量等分布マップ（空

間線量率の測定位置と測定結果）、放射線量等分布マッ

プ（走行サーベイマップ：放射線計測器を搭載した車

両による道路周辺の空間線量率の連続測定結果）、航空

機モニタリングマップ（航空機に搭載された放射線計

測器による測定結果：地表から１メートル高の空間線

量率と放射性セシウムの沈着状況）等である。 
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放射線量等分布マップの一例 

 

７．地方公共団体 

 地方公共団体においても、行政事務における地理空

間情報のデジタル化、共有化と GIS の利活用が進んで

いる。2007 年に施行された地理空間情報活用推進基本

法においては、「国及び地方公共団体は、・・・行政の

運営の効率化及びその機能の高度化に資するため、そ

の事務及び事業における地理情報システムの利用の拡

大並びにこれによる公共分野におけるサービスの多様

化及び質の向上その他の必要な施策を講ずるものとす

る。」(第 14 条)とされ、国も基盤地図情報の提供や GIS

活用人材育成プログラムなどで地方公共団体を支援し

ている。特に、総務省では、各部局で整備するデータ

を共用する庁内横断的なシステムを構築し、整備の効

率化と地理空間情報の利活用の拡大を図る統合型 GIS

の導入を推進しており、2007 年に「統合型 GIS 推進指

針」を策定したほか、特別交付税、普通交付税による

財政支援を行うなどの施策を行っている。総務省資料

によると、2010 年度までに都道府県では 18 団体（38%)、

市区町村では 579 団体(33%)が統合型 GIS を導入して

いる。 

 また、住民への行政サービスや地域振興、観光など

を目的にインターネットによる地理空間情報の提供を

行う地方公共団体が増加してきている。印刷図をその

まま画像化して提供するものが多いが、ウェブマッピ

ングの技術を積極的に活用してインタラクティブな情

報提供を行っている団体もある。「横浜市行政地図情報

提供システム」http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/ のよ

うに、独自の高度な提供システムを構築し、共通の基

図上でさまざまな地図情報が提供されている例もある

が、HP に民間の地図提供サービスを組み込んだり、国

土地理院が提供する電子国土 Webシステムを用いて効

果的な情報提供を行っている例も見られる。 

（宇根 寛） 
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１７．国土地理院の国際協力 

 

国土地理院は、多国間の国際協力、二国間の国際協

力のほか、JICA（国際協力機構）関係で専門家の派遣、

JICA 研修の実施、JICA 開発調査を実施し、また国際

学術団体等に多数の職員を派遣するなど、様々な国際

協力活動を展開している。 

 

１．多国間の国際協力 

国土地理院は、全陸域を対象とする解像度 1 km の数

値地理空間情報整備のプロジェクトである「地球地図

プロジェクト」において、地球地図国際運営委員会

(ISCGM) の事務局を担当するなど、国際的に主導的な

役割を果たしている。地球地図プロジェクトは、1992

年に当時の建設省により提唱され、海岸線・行政界、

河川・湖沼、交通網、植生など 8 項目のデータを整備

する取組である。この取組は、国際的な空間データ基

盤整備 (SDI) を推進する取組である GSDI（全地球空

間データ基盤会議：1996年に第 1回会議をボンで開催）

活動の先駆けとなり、我が国を中心とする国際的な普

及活動の結果、1998 年に地球地図仕様が採択されデー

タ整備に着手した。参加国は 2012 年 2 月現在 165 カ国

16 地域であり、そのうち 74 カ国 5 地域で地球地図の

データが公開されている。 

このほか、国際連合の枠組みにおける多国間協力と

しては、アジア太平洋地域の GIS 基盤の整備の推進を

図るための、国連アジア太平洋地域地図会議

（UNRCC-AP; 1955 年から開催）における役割が挙げ

られる。特に 2003 年 7 月には、1958 年及び 1973 年

の開催（いずれも東京）以来 30 年ぶりに日本（沖縄県）

で同会議が開催された。また、1994 年には UNRCC-AP

の勧告に基づき、アジア太平洋 GIS 基盤常置委員会 

(PCGIAP) が設置された。この委員会は各国の測量局

の局長等で構成され毎年開催されている会議であり、

SDI 整備推進のためきめ細かい取組を推進することを

目的としている。国土地理院は 2000 年から 2006 年ま

で事務局長を、2006 年から 2012 年に至るまで副会長

を務め、本委員会の活動推進に貢献している。 

これに関連して 2011 年 7 月には、上記のような地域

ごとの活動を取りまとめ、国際的な規範を推進するこ

とを目的として、国連経済社会理事会の下に地球規模

の地理空間情報管理に関する国連専門家委員会 

(UNCE-GGIM) の設置が採択され、同年 10 月には韓

国・ソウルにおいて第 1 回の専門家委員会会合及びハ

イレベルフォーラムが開催された。こうした新たな動

きに伴い、2012 年 11 月には、前述の PCGIAP の第 18

回総会において、“PCGIAP” の名称を「国連地球規

模の地理空間情報管理に関するアジア太平洋地域委員

会」(UNGGIM-AP) に改称することが決定され、国土

地理院は初代の事務局長を務めることとなった。 

また、国連創設後間もない 1948 年、その主要機関で

ある経済社会理事会内の議論において、特に地図作成

に関係する地名の標準化の問題が提起され、1959 年に

同理事会は、事務総長に対し地名標準化の問題解決に

向けた取組を求める決議 715A (XXVII)を採択した。こ

れが契機となり、1967 年、最初の国連地名標準化会議 

“United Nations Conference on the Standardization 

of Geographical Names”（略称：UNCSGN）及びその

下部機関である国連地名専門家グループ  “United 

Nations Group of Experts on Geographical Names”

（略称：UNGEGN）がスイス・ジュネーブにおいて開

催され，以後 UNCSGN は概ね 5年に 1 度、UNGEGN

は隔年開催されることとなった。国土地理院では、第 3

回の UNCSGN 会議以降毎回継続して職員を派遣して

いる。 

さらに、1994 年から ISO/TC 211（国際標準化機構

第 211 専門委員会）において、地理情報に関する技術

要件の標準化について検討がなされている。国土地理

院からは ISO/TC 211 の設立以来、総会に日本国代表団

の団長等として職員を毎回派遣しており、これまでに

延べ約 70項目の作業項目の標準化に取り組んできてい

る。 

 

２．二国間の国際協力 

二国間の国際協力として、韓国、豪州、中国の測量

担当部局と合意文書を取り交わして包括的な協力を実

施している。 

韓国国土地理情報院との協力については、1974 年か
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ら「日韓測地協力会議」を毎年開催し、また 1994 年か

らは、「日韓測地・地図協力会議」と改称し、測地分野

の協力から地図作成分野を含む協力に拡大した。1996

年には、この成果を踏まえ、日韓科学技術協力協定に

基づき、「日韓測地・地図協力会議に関する日本国建設

省国土地理院と大韓民国建設交通部国立地理院との間

の実施取決め」を締結し、技術交流を促進している。 

オーストラリアとは、1996 年に、日豪科学技術協力

協定に基づき、「日本国建設省国土地理院とオーストラ

リア国測量土地情報グループの討議議事録」に基づく

協力を行っているところである。 

また中国については、2003 年に日中科学技術協力協

定に基づく「測量及び地図作成分野における科学技術

協力のための日本国国土地理院と中華人民共和国国家

測絵局との間の実施取決め」を締結するとともに、同

年から「日中測量・地図協力会議」を毎年開催し、両

国の協力関係を一層強化している。 

 

３．JICA研修 

JICA 研修は、1963 年に「測量技術」コースを開設

し、1990 年からは、測量・地図作成に関する総合的な

技術習得を図るため「測量技術 II」に移行し、研修期

間も大幅に延長した。さらに 2000 年には、管理運営面

を強化した「国家測量事業計画・管理」コースに衣替

えした。1963 年から 2011 年までの累計で、約 430 人

の研修生が受講しており、受講者の中には当該所属国

の測量局の局長を務めている者もいる。 

また、1994 年には地球地図プロジェクトを推進する

ため、「環境地図」コースを開設した。同コースは地球

地図データの作成・維持管理に必要な GIS 等の技術移

転を図る、実習中心のコースである。2010 年には「環

境地図（地球地図）作成」コースに移行し、さらに高

度な内容で研修を行っている。2011 年までに両コース

を合わせて 106 人の研修生が受講している。 

さらに、JICA 専門家派遣国等を中心に、個別研修員

を受け入れている。 

 

４．JICAプロジェクト及び専門家派遣 

国土地理院が主体的に実施した JICA プロジェクト

技術協力として最も大きなものは、1994 年から 2001

年まで実施された「ケニア測量地図学院」プロジェク

トであった。同プロジェクトでは、学院で使用するシ

ラバス、カリキュラム等の作成について協力し、ケニ

ア人教官の養成に尽力した。7年間の協力期間中、延べ

22 名の長期専門家、47 名の短期専門家を派遣し、35

名の研修員を受け入れるとともに、総額 2.55 億円に及

ぶ訓練機材を供与した。 

その他、技術移転等のため、長期・短期の専門家を

派遣している。このうち長期専門家についてはケニア

を含めてこれまで 16カ国に派遣しており（青年海外協

力隊としての派遣を除く。）、2012 年 2 月末現在、バン

グラデシュに 1 名を派遣中である。長期専門家だけで

も、2011 年までに 63 名の専門家を派遣しており、短

期専門家を合わせると約 330 名になる。 

また開発調査として、民間の測量・地図作成会社が、

途上国における地形図作成・基準点測量等を行ってお

り、途上国の社会基盤形成や技術移転に重要な役割を

果たしている。これについて、国土地理院は、事前調

査団に団員を派遣する等事業実施の方向性を誘導して

いる。 

 

５．国際学術団体における活動その他の国際協力 

国土地理院では、IUGG（国際測地学・地球物理学連

合）、 IGU（国際地理学連合）、ICA（国際地図学協会）、

IAG（国際測地学協会）等の国際学術団体の活動に参加

し、国家地図測量機関としての取組状況や最新の技術

等を紹介するなど、測量・地図作成技術の普及に幅広

く貢献している。 

また国土地理院では、その前身である地理調査所の

時代も含め、南極観測事業を担う測量技術者を第 1 次

観測から毎次隊員として 1 名以上派遣し、精密測地網

測量、南極地図作成などの測地観測を継続して実施し

ている。 

（河瀬和重） 
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１８．海上保安庁海洋情報部の国際協力と人材育成 

 

海上保安庁は、国際的な航海の安全と品質の高い水

深データセットの構築を目指し、国際協力機構（JICA）

及び日本財団の支援を受け、様々な国際的な人材育成

プログラムを推進している。 

 

１．国際協力機構(JICA)集団研修 

1971 年から開発途上国の水路技術者を対象として、

国際基準に準拠した水路測量や海図作成に関する知識

を習得させることを目的として、JICA の支援により実

施しているプログラムである。 

外務省から世界各国の JICA 事務所を経由して推薦

された技術者の中から、海洋情報部において選抜され

る 10 名程度を対象に研修を実施している。研修は、海

洋情報部の研修施設を中心に管区海洋情報部と共同に

よる水路測量、大型測量船による海洋測量、航空レー

ザ測深及び海図作製概論等を 6カ月間で実施している。 

2011 年までにアジア諸国を中心としてアフリカおよ

び南アメリカ等から延べ 77カ国 614名の修了生を輩出

し、1989 年から修了時には、FIG/IHO/ICA*の認定す

る水路測量 B級が授与されている。 

 

* FIG/IHO/ICA (国際水路技術者資格基準諮問委員会) 

水路技術者が国際的に一定のレベルの養成訓練を受

けられるよう、養成機関に対して水路測量技術者また

は航海用海図作成者が必要とする技術・知識の内容・

レベルを定めることを任務としている 

FIG : International Federation of Surveyors 

 (国際測量技術者連盟) 

IHO : International Hydrographic Organization 

(国際水路機関) 

ICA : International Cartographic Association 

 (国際地図学協会) 

 

２．大洋水深総図*の作製に関する専門家育成プログラ

ム 

General Bathymetric Chart of the Oceans 

(GEBCO) の精神である均一で高品質な世界の水深デ

ータセットを構築し、海洋データの有効利用すること

を目的として、2004 年から日本財団の支援により実施

しているプログラムである。 

研修生は、国際水路機関（IHO）の回章により加盟

国等に対して募集され、応募者の中から日本財団と

GEBCO委員会により選考される 5～6名が米国ニュー

ハンプシャー大学沿岸海洋・地図センター(Center for 

Coastal and Ocean Mapping) のトレーニング施設に

おいて 1年間、地図作成論、測地学、地質学、航海学、

測量実習等の研修を実施している。必須カリキュラム

を取得することによって、FIG/IHO/ICA の認定する水

路測量又は地図作製 A 級が授与される。 2004 から

2011年までに延べ 24カ国 34名の修了生を輩出してい

る。 

 

*大洋水深総図 

(General Bathymetric Chart of the Oceans): 

IHO/IOC**及び GEBCO 指導委員会のもと作成され

る全世界を包含する 1000 万分の 1海底地形図 

**IOC : Intergovernmental Oceanographic 

Commission (ユネスコ政府間海洋学委員会) 

 

３．国際的な海図専門家の育成プロジェクト 

 開発途上国の水路技術者に対し、世界の海図や電子

海図の空白域を縮小させるために、海図作成及び海図

の電子化並びに最新維持の技能を移転させ、国際航海

の安全を担保することを目的として、2009 年から日本

財団の支援により英国水路部研修センターで実施して

いるプロジェクトである。 

研修生は、IHO の回章により加盟国等から募集され、

海洋情報部及び IHO等により選抜された 6名が紙海図

作成、データ編集及び電子海図作成について 15週間の

研修を受ける。 

終了時には、FIG/IHO/ICA の認定する地図作製 B級

が授与され、2011 年までに延べ 15カ国 18名の修了生

を輩出している。 

(上田秀敏) 
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１９．民間地図－地図調製、地図出版・サービス 

 

１．地図調製 

日本の地図作成における地図調製業務は、地図調製

会社が国のインフラ整備の一環である国や地方自治体

などからの受託業務として行っている。 

この 10年間の状況としては国や地方自治体の予算削

減により発注件数は減少しつつあり、発注金額も低額

化の傾向が続き、入札参加企業は地図調製会社ばかり

でなく、印刷会社や事務用品の物販を手掛ける会社な

ど様々な業者が参入するようになってきている。 

地図調製会社は作業工程の合理化や内製化、人員の

見直しなどの企業努力で売上減少に対処しているが、

2010年には老舗の地図調製会社が廃業に追い込まれる

事態が発生している。 

また別項でも述べられるが近年は IT技術の進歩によ

り Web による無料地図が公開され、パソコンや携帯電

話、スマートフォンなどの普及により印刷地図の需要

が激減している。 

その中で、近年の社会問題を反映した地域住民への

「安心・安全」に関連する防災、環境、福祉などに配

慮した地域の防災マップ、環境地図、福祉マップ、医

療マップなどを作成する地図調製業務の受託は堅調で

ある。これらの一部は自治体などとも連携しリアルタ

イムに地図にプロットしてネット配信し、安心安全へ

の日常的な注意を喚起している。 

さらに防災関係の「ハザードマップ」では、局地的

な集中豪雨は地球温暖化の影響もあるかと思われるが、

環境変化に対応して冠水地域の見直しや斜面の崩落予

想地域、河川の氾濫危険地域を見直すなど、ハザード

マップの更新が行われている。 

この 10年の中で、安心安全への地図の役割について

は、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の発生の対応を

除いて語ることはできない。 

東日本大震災の地図の対応は大きく二つに大別され、

地図調製各社がそれぞれの対応を求められたことにつ

いて、特にページを割いて記しておきたい。 

 

≪地図調製各社の主な対応≫ 

対応の一つは津波による被害であり、自治体の建物

が流出や冠水した多くの自治体では基礎的地図が失わ

れたところがかなりあった。住民の救出、避難場所の

設定など緊急対策を講じるための現状把握に必要な地

図が求められた。被災者からも被災前の地図で避難場

所を確認するための地図の要望があった。以下 7 項に

ついて対応している。 

１）行政から緊急時の印刷指定を受けている会社は国

土地理院発行の地形図、海上保安庁の海図の緊急補刷

に対応した。倉庫が被災して用紙の入手が難しく、印

刷インクは東北での生産が多く、枯渇寸前という中で

の対応であった。 

２）より詳しい地図への要望が強まるなか、1軒 1 軒が

確認できる住宅地図の要望は高く、住宅地図会社は被

災と支援関係者に無償で配布した。また、被災状況を

反映した住宅地図作りを行い、地図による復興支援を

継続している。 

 

オルソ画像に住宅地図を重ねたもの。総てを津波に流

された現地において、被災者救済に役立った。  

（住宅地図提供：ゼンリン） 

 

３）大縮尺図、道路地図、地図カレンダーなど各種地

図の無償提供が実施された。 

被災者や被災を抱える自治体、救援の団体などによ

って要望する地図の縮尺や掲載される地図情報が違

うので、極端に言えばどんな地図でも重宝にされた。 

取り分け、本学会特別会員の(株)昭文社が被災状況

を分かりやすい縮尺でまとめた地図を緊急作成し、現

地に無償配布し、書店での販売で得た収益を義援金に

して社会的な評価を受けた。 
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無償配布された復興支援地図（昭文社） 

 

 

浸水被害状況立体模型（北海道地図・きもと） 

 

４）被災状況を反映した立体地図模型を作成し、被災

地自治体へ寄贈している。国土地理院から提供された

オルソ画像と数値標高モデルを元に被災前の地形に

津波の被災地域をオーバーラップさせ、誰でも一目で

分かる地図模型である。 

５）国、地方自治体を対象とした空中写真と地図の少

部数印刷、大きなサイズのプリントサービスを民間企

業などが無償で行った。 

６）ネット系では被災直後の計画停電を図化しネット

で公開し、地図素材・データの無償提供、GIS ソフト

の無償提供などが複数の会社で積極的に行われた。 

７）地図調製各社は（社）地図調製業協会として被災

地の測量支援協議会へ参加している。 

 

地図調製各社の震災対応の特徴として、震災直後は

ネットでの地図素材、地図データや GIS ソフトの無償

提供が行われ、被災状況の把握に伴って被災現況図の

提供、各種地図の無償提供、プリントサービスなど、

時と共に変化する要望や被災状況に応じた対応を行っ

ている。 

もう一つの被災として福島第一原子力発電所の事故

で、放射能の分布資料の公表に伴い、放射線量の分布

図などをネットで公開するほか、印刷物にして提供し

ている。 

放射能分布地図は国の各機関、地図調製業の各社の

みならず、測量会社、民間の諸団体がネットで公開し

て情報提供がなされているが、下記民間会社の放射線

等値線図はいち早く作成されネット公開された。 

 

 

http://www.chiri.com/shinsai_eastjapanmap/Fukushi

ma.png より 

  

 

民間作成の放射能等値線量分布図 

（（株）東京地図研究社） 
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２．民間地図作成・印刷技術（民間地図複作） 

地図出版における近年の地図作成技術は地図をデー

タで作成し、その地図のデータを使用して CTP

（Computer to Plate）による印刷地図を作成している

ものがほとんどである。 

2012 年現在、印刷用の地図データを含め地図はデー

タで作成することが普通になり、作成された地図デー

タからすべての色が 4～5色で再現でき、図式仕様変更

や印刷色の変更が自由に行えるようになったため、い

わゆる地図の印刷用原図である地図版下を作成する必

要はなくなった。 

この CTP 技術の進歩により、地図印刷は地図データ

から印刷版に直接製版をして印刷できるため地図調製

会社の専売ではなくなり、多くの印刷会社で地図印刷

が行えるようになった。 

従って、先の地図調製の項で記したように地図印刷

を主業とする老舗の地図調製会社が廃業に追い込まれ

ている。 

 

３．地図出版・サービス 

書籍の大手取次会社の集計によると、82.2％の書店は

売上が減少する見通しがあると報告している。また、

出版科学研究所によると、2010 年の書籍・雑誌の販売

金額は 1 兆 8,748 億円だったが、前年比で 608 億円

（3.1％）減少した。これは 6 年連続の減少である。 

出版業界は売上減に歯止めがかからない状態が続い

ている中で、地図出版社もこの 10年は売上の減少に悩

まされた。主な原因としては、 

１）2005 年から日本でもサービスが開始された

「Google マップ」の提供から急速に進化普及したネ

ット上での地図の無料閲覧とプリントアウトができ

る時代になり、消費者にとって地図は無料という意識

が高まっている。 

２）カーナビゲーションの普及によって道路地図の存

在意義が減少し、売上にも反映している。10 年前ま

では道路地図を出版する会社は 7社ほどあったが、現

在では 4社に減少している。 

３）スマートフォンなどの普及によって、手軽に地図

を呼び出せ GPS 機能を使って現在地が掌握でき機種

によってはナビゲーション機能もあり、紙地図を持ち

歩く必要が少なくなっている。 

４）旅行用ガイドブックは図書館のコピーサービスで

間に合わせる傾向も少なからずあり、観光サイトから

ガイドマップや観光地の情報をプリントアウトする

ことが普通になっている。 

５）都市部の飲食や生活情報は鉄道各社が駅周辺の情

報を無償で配布しているが、フリーペーパーが普及し、

店舗位置を示すデフォルメされた地図も掲載されて

いて、敢えて都市を対象としたガイドマップを買う必

要がなくなっている。 

 

出版全体の縮小傾向と地図出版の売上減少という逆

風の中で、地図関連の出版物の傾向と特徴は次のよう

なものである。 

 

＜住宅地図＞ 

住宅地図は、住宅や商業ビル、アパートなどの建造

物の形状を表示し、居住者やビル名称、テナント名、

町名や地番などを掲載している。その他、バス停、信

号機記号と交差点名、道路名称、通行規制（一方通行）

などの道路情報も表示されたものである。 

 

(株)ゼンリンの住宅地図帳 
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縮尺は 1000分の 1から 5000分の 1程度の大縮尺地

図で、本学会特別会員の(株)ゼンリンでは全国の市町村

の 95％以上をカバーし、市町村単位で書籍形態にして

販売している。基本情報は調査員による情報収集で、

大都市は毎年、その他の都市は規模により 2 年から 5

年の間隔で現地調査を行いデータ更新している。 

官庁・民間ともに一定の需要があり書籍のほか CD

版やネットでの販売も行われているが若干需要が減少

している。しかし、カーナビへのデータ提供業務もあ

り事業としては順調である。 

従来からの配送業務などの運輸業、救急・消防・警

察・セキュリティサービス業務、マーケティングリサ

ーチなど幅広い業務に利用されているが、東日本大震

災で被災地の詳細な地図の需要もあり、住宅地図の社

会的な位置づけが再確認されてきている。 

 

＜都市地図＞ 

都市域を対象として作成された都市地図は、通常

5000 分の 1～3 万分の 1 程度の比較的大縮尺のもので

あることが多い。この分野は、日本で最もよく利用さ

れる種類の地図のひとつであり、多数の民間企業が作

成･刊行に参入している。 

この 10年で日本の市町村合併が一段落し、それに合

わせた改訂版の作成も完了しており、ほぼすべての都

市ごとに計 800 点以上出版されているが、需要が減少

しつつある傾向は否めない。 

その内容も概ね半年から数年ごとに更新されており、

体裁としては B2 から A1 判程度のシートタイプと B6

～A3 判程度のブックタイプに大別でき、どちらも広く

活用されている。 

ブックタイプのものでは、行政区分別ではなくメッ

シュ方式で図郭を区切り、道路地図を兼ねた地図帳と

して出版されているものが多い。また、一般市民向け

に大都市圏を中心に刊行されていた「震災時帰宅支援

マップ」（昭文社）は東日本大震災後に改めて注目され

ることとなった。 

 

＜道路地図（カーナビ用デジタル地図を含む）＞ 

この 10年間の間に従来から全国を網羅した道路地図

を出版している出版社が会社更生法の適用を受け地図

出版から手を引いたり、全国版道路地図の出版をかろ

うじて維持しているが地方版を休刊したりした会社が

あるなど出版社数は減少し、現在では概ね全国版、地

方版を満遍なく出版しているのは数社となった。 

近年の道路地図は都市地図との併用のものが多くな

り、さらには日本の高齢化社会に対応して文字の大き

な地図が主流を占めるようになってきている。 

道路地図出版の低迷はカーナビゲーションの普及が

最大の原因で、新車の 80％にカーナビゲーションが装

備され、通信技術を使って経年変化を自動更新できる

もの、車から取り外し自由に持ち運んで徒歩ナビゲー

ションとしても使えるポータブルサイズのものなど多

様化され、CD 版などのデジタルメディアでの提供は少

なくなってきている。 

 

      距離などの計測画面 

このようにカーナビゲーションの普及によって道路

地図はドライブの必須アイテムにはならなくなった。

しかし販売は減少傾向にあるが、目的地までを俯瞰で

きること、目的地や宿泊地周辺の観光スポットを探せ

るなどドライブのプランニングには役に立つというこ

ともあり、道路地図を 1 冊はクルマの中に置いておく

というドライバーによって支えられ、販売減少傾向に

歯止めがかかってきている。 

 

＜観光地図、レジャー・マップ、登山・ハイキング地

図、鉄道地図など＞ 

インターネットや携帯ツールの普及によって、様々

な地図情報が入手できるようになっているので、取り

立てた観光地図やレジャー・マップ、ガイドブックな

どの購入動機は薄れてきている。 

その一方でインターネットサイトには掲載されない

個別情報を女性向きに仕立てたレジャー・マップやガ

イドブックが好調な売れ行きを示しており、特徴のあ
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るガイドブックは健在である。 

近年、健康志向が高まり、シニア層の増大というこ

ともあり、ウォーキングや散歩が盛んになっているこ

とを受けて、小さなエリアに歴史的な建物や歴史の舞

台となったところ、著名な店舗などの情報と散歩コー

スを加えた散歩用の地図も登場している。 

登山地図についても本格的な登山地図ではなく、健

康志向からの登山・ハイキング用の観光的な要素を含

んだ地図に人気がある。 

地方自治体などの観光案内サイトの地図は地図調製

会社よりもシステム構築を含め、システム会社や測量

会社などが Google Maps などを利用して受託し作成し

ているものが多い。 

2008～2009 年に刊行された今尾恵介氏監修の『日本

鉄道旅行地図帳』（新潮社）は全 12 冊に分冊された小

冊子であるがトータルで 100 万冊以上販売され、類似

の鉄道地図書も多く刊行されている。 

 

＜アトラス（地図帳）＞ 

2002 年には伊能中図原寸複製の『伊能図』（武揚堂）

が刊行された。地図史、地図史料・地図アーカイブの

項で記した本学会の作品賞を受賞した 2006 年の大型

地図帳『伊能大図総覧』（河出書房新社限定出版）、2009

年の『地図でみる西日本の古代』（平凡社）、2010 年の

『地名の発生と機能－日本海地名の研究－』（帝京大学

地名研究会）のほか、2012 年には『地図でみる東日本

の古代』（平凡社）が刊行されている。 

また定期的に直販系の出版社が、大々的なテレビコ

マーシャルや新聞の折り込み広告によって販売する

『世界地図帳』と『日本大地図』が刊行されている。 

日本と世界の地図を使ったデータブックが 3 社から

毎年出版されているが、地図に情報をプロットしたも

ので地図アトラスではない。しかし、データの更新と

新しいデータの掲載、地図の見せ方で各社の競争が激

しいが、各社共 5 万部台の売上がある。 

2010年に人工衛星から見た画像を環境や災害などの

視点から解説した太田弘・齊藤忠光編著『地球診断』（講

談社）が普及版の地図帳として刊行され、2011 年には

原発、地震、鉱物資源、安全保障、生物相、歴史、文

化など、日本列島周辺の地理から新しい視点で『日本

の居場所がよくわかる「東アジア地図帳」』（草思社）

が刊行されている。 

なお、東日本大震災関係では、2011 年には地図調製

の項で掲載した『東日本大震災復興支援地図』（昭文社）

と、2 万 5千分の 1地形図上に原寸で津波浸水範囲を示

した原口強・岩松暉著『東日本大震災津波詳細地図』（上

下 2 巻：古今書院）が地図帳の形で刊行されている。 

   

 

＜歴史地図＞ 

時代劇小説ブームや NHK 大河ドラマの人気にとも

なって、歴史的な出来事について地図を用いて解説す

る書籍が増えている。旧版地形図や旧日本軍の作成し

た地図を元にして、陰影を加えるなど新しい技術との

連携も試みられている。文章だけでは理解が浅かった

が地図を多用することによって視覚的な理解が深まっ

ている。『地図で知る戦国』（武揚堂）の書籍やアトラ

スの項で記載した『伊能中図』や『伊能大図総覧』は

歴史地図の一つである。 

     

 

＜地球儀＞ 

地球儀の新しい傾向とし

て「しゃべる地球儀」が出

されている。 

13,000 件以上のデータが

収録されており、インター

ネットを経由して情報をアップデートできるものが普

及してきている。付属のペンで地球儀に触れると音声
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情報と画像が出る。 

地球儀は学校教育では地理の学習のほか理科の学習

に欠かせない教材となっている。白地図地球儀、英語

版地球儀、地表の植生と水面温度をあらわした環境地

球儀などが地勢図、行政図などで作成され、大型地球

儀や白地図なども作られている。 

地球儀の製作形態は、伝統的な多円錐図法の舟底型

に印刷された地図をプラスチックの球に貼るほかに、

この 10年ではプラスチックシートに北半球、南半球そ

れぞれの極を中心に投影した地図を印刷し、半球に成

型して南北半球を赤道でつなぐ方式の地球儀が大幅に

普及してきた。 

さらに価格の安さと、ふくらますだけで地球儀の出

来上がる風船型地球儀は、安価なことと不要なときに

は小さく折りたたんでおけることで人気を博している。 

また近年の環境問題による脱塩化ビニールへの高ま

りもあって、アクリル素材の地球儀も多い。 

 

＜教育用地図(掛け地図・レリーフ地図・電子黒板)＞ 

小学校・中学校ならびに高等学校における社会科教

育、地理教育には、日本全図、世界全図とそれらの地

域版地図が使用され、そのサイズは四六判 4 枚つなぎ

の地図の日本全図で縮尺 100万分の 1、世界全図（メル

カトル図法）で 2000 万分の 1 の大型掛地図が主流であ

ったが、近年、いずれの地図もその半分のサイズの普

及が高い。取扱いが容易であることによると思われる。 

掛地図の加工形態は、日本の伝統的な布表装軸加工

が主流であったが、掲示、収納が便利なスプリングロ

ーラーによる巻軸式地図や、近年はマグネットシート

のものが普及してきている。 

国際化の進展に伴う事実上の小学校からの英語教育

や国際理解の教育用に英語版世界地図（縮尺 2750 万分

の 1）や環境学習のための世界環境地図などが発行され

ている。 

ほかに地図に世界遺産や地名、国名、都道府県名、

産業などのマグネットカードを貼って学習するための

掛地図も作られている。いずれも大型掛地図を専業と

する掛地図の制作会社が少ないのは、マーケットが学

校教育に限られていることにある。 

また、国際的にレリーフ地図と呼称しているものを

日本では立体地図と表現している。 

主として学校教育で利用されているが、一般にも観

光地や地域を表した立体地図が作られている。レリー

フ地図で現在よく使われているものに、カルデラ、扇

状地、リアス式海岸など地理教育用のレリーフ地図が

あり、最近は自然・環境などに関わるレリーフ地図も

作られている。 

黒板に画像や映像などを投影して画面上でコンピュ

ータを直接操作することができる「電子黒板」が 2008

年ごろから急速に普及してきて、2011 年には対学校数

で 44.7%であるが対普通教室数ではわずか 0.8%と言う

ところである。地図のコンテンツが電子黒板に提供で

きれば拡大縮小や地域の表示などができ大きな教育効

果が期待されるが、現在、電子黒板用地図データの提

供はほとんどなく、今後に期待するところである。 

 

＜鳥瞰図＞ 

織田雅己氏が描いた下図の「ぐるり紀伊近畿 360°」

が2011年パリで開催された国際地図学協会の国際地図

展の「その他の紙地図」部門で最優秀賞を獲得した。 

 

 

また、東京の数値地図 25000 と 5ｍメッシュ標高デ

ータで作成した「陰影段彩地図」が、東京地図研究社

編『東京の凸凹地図』（技術評論社）の書籍として刊行

され注目された。 

 

東京の凸凹地図(一部) 
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＜触地図＞ 

高齢化社会にむけたバリアフリー政策が国、地方自

治体により急速に推進され、近年では駅エレベーター、

ローステップバスだけでなく、駅や役所をはじめアミ

ューズメント施設やスタジアム等でも、触地図や音声

案内サインを見かける機会が多くなった。 

国土地理院で 1993 年から開発を進めていた「触地図

作成システム」は 2006 年には電子国土を利用したシス

テムが公開され、2009 年からは盲学校などで使われて

いる立体コピー機から触地図が作成できるソフトが実

現し、教育現場では立体コピーによる自作地図が大き

な役割を担うようになってきた。 

また触地図とは多少ニュアンスは違い鳥瞰図の部類

にも入るが、柔らかな立体地図「クニャマップ」が出

ている。 

柔らかな非塩化ビニール素材に印刷された立体地図

で、従来の堅いプラスチック素材の立体地図とは違い、

丸めることができ、レリーフも加えられた綺麗な表現

が評価されている。 

 

立体地図「クニャマップ」 

 

４．電子書籍・電子出版 

CD 版などの電子出版は大いに期待され、それなりに

刊行されているが、この 10 年では普及はあまり進んで

いない。 

そういった中で 2011 年は電子書籍元年といわれ、出

版社、書店、取次会社、電機メーカー、小説家が電子

出版の会社を設立する動きがあり期待されている。日

本は世界最大の電子書籍出版国であるが、コミックな

どが中心で、本格的な書籍としてのコンテンツが不足

している。 

日本語独特の文字の配置制約があり、縦組みのなか

に横組みを加えるといった表記方法も一般的なことか

ら、電子化するためのフォーマットが定まっていなか

ったが、EPUB3 によって規格が統一され本格的な書籍

の電子化が可能な状態になってきた。 

電子書籍の必須条件である電子端末と端末上で購入

が可能なストア機能、そしてコンテンツの３つが揃わ

なければならないが、現状で全部揃っているのは数社

に限られる。 

一方では書籍の表紙を取り除きページ単位に切り取

ってスキャニングして電子端末で読めるようにする

「自炊」と言う行為があり、専門の会社も出現してい

る。著作権法の問題も発生しているが、スキャニング

データをもって電子書籍であるという時代はすぐに去

ると言われている。 

文章には検索機能があり、ある文字や名称が更に解

説が見られる、映像や音声が出てくるという機能が求

められるようになる。 

地図に関しては、電子書籍というよりアプリケーシ

ョンとして販売しており、代表的なものとして次の２

つがある。 

一つに「東京時層地図」（日本地図センター）がある

が、明治から現代までの時間を軸に、東京の変遷を 6

層の地図で知ることができる。 

もう一つに「今昔散歩」（BeMap）がある。 

江戸、明治、現代の 3 層の地図で構成されているが、

緯度経度が串刺しになっていて、江戸期の画面を現代

に切り替えると同じ場所が表示される。また、関連す

る画像や解説もあり、近い将来は音声も取り入れる予

定がある。 

 

（一財）日本地図センター提供 

 

（齊藤忠光・高橋則雄・塚田野野子）
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２０．一般財団法人の地図１ 日本地図センター 

 

１．復刻版土地分類図 

 旧経済企画庁、旧国土庁が、1964 年度から 1978 年

度にかけて整備した主題図類を、（財）日本地図センタ

ーが復刻した。主題図類は 5 万分の 1 の縮尺で 5 万分

の 1 地形図と同じ図郭で作成され、地形分類図、土壌

図、表層地質図（平面）、表層地質図（垂直断面）、傾

斜区分図からなり、これらが説明書の付図の形でセッ

トになっている。整備当時は、全国総合開発計画に沿

って国土をより有効に利用するための開発事業が盛ん

に行われていた時代であり、主題図類もこの需要に応

える内容であった。 

 

２．五千分一東京図測量原図 

明治 10年代の東京中心部の姿を、1 軒 1軒の家屋や

池の形状を華麗な色彩で描いた、国土地理院に保管さ

れている五千分一東京図測量原図 35 面、および東京実

測全図 36 面を復刻し、現在と照合できるよう新しい地

図を基にした図葉ごとのオーバーレイを付けて大版の

冊子にとりまとめた。（一財）日本地図センターから刊

行している。 

 

３．関東地域地盤沈下等量線図 

 国土地理院および首都圏の 1 都 6 県の関係部署で構

成されている関東地区地盤沈下調査測量協議会が調査

編集した地図を、（一財）日本地図センターが複製頒布

している。地盤沈下量は、1 都 6 県からの発注による水

準測量により得ているが、近年は陸域観測技術衛星

(ALOS)の干渉 SAR 解析により抽出された地盤沈下区

域を参照して、水準路線の戦略的選定がなされている。 

 

４．治水地形分類図 

 国が管理する河川流域のうち平野部の治水対策に用

いるため、1976 年度から 1978 年度にかけて作成され

た、縮尺 2 万 5千分の 1の地形分類図を、（一財）日本

地図センターが複製頒布している。平野の地形分類は

土地条件図に準じたものであるが、特に旧河道と現河

道との関係を、堤外地にいたるまで詳細に表示してい

る。1 m 間隔の地盤高線や河川工作物の位置等も詳細

に表示され、河川堤防の管理に資する内容となってい

る。なお、治水地形分類図の作成は国土地理院が受託

したものの、その成果は当初は河川管理者の業務用資

料とされていたが、現在は国土地理院技術資料に位置

づけられており、さらに 2007 年度から、更新作業が行

われている。 

 

５．都市圏活断層図 

  国土地理院技術資料を、（一財）日本地図センターが

複製頒布している。 

 阪神淡路大震災の原因となった 1995 年兵庫県南部

地震は、明石海峡をはさむ陸上の活断層が再活動した

もので、淡路島北部では既知の活断層に沿った顕著な

地表地震断層が現れた。地震防災のための調査対象と

して「活断層」が社会的に注目され、これまで変動地

形学の研究者が資料を持ち寄って編纂した『新編日本

の活断層』（1991）の購入が急増した。このため国土地

理院が変動地形研究者に呼びかけて、活断層の調査資

料のさらなる活用をはかり、空中写真判読やトレンチ

調査等で新たに判明した知見を加え、活断層線および

関連する地形の詳細な位置を、縮尺 2 万 5 千分の 1 で

表示した主題図の作成を開始した。当初は大都市圏と

その近郊を対象としていたが、近年では地震調査研究

推進本部が長期評価している活断層帯毎に作成されて

いる。 

 

６．平成 16年新潟県中越地震 1:25,000災害状況図 

  2004 年新潟県中越地震（M 6.8）では、新潟県中～

南部から長野県北部にかけて、山地・丘陵地での斜面

災害、河道閉塞、低地での液状化などの災害が、集中

的に発生した。対象地域を「小千谷」「山古志」「十日

町」の 3 図に区分し、それぞれ「1:25,000 地形分類及

び災害情報」、「1:25,000 カラー段彩陰影図及び災害情

報」の 2 種を国土地理院が作成し、（一財）日本地図セ

ンターが複製頒布している。 

 

７．1:25,000デジタル標高地形図 

 「数値地図 5 m メッシュ（標高）」の数値標高モデル
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を基に、色付けして作成した陰影段彩図に 2 万 5 千分

の 1 地形図を重ねた地図を、（一財）日本地図センター

が複製頒布している。地形の詳細な形状を直感的に理

解しやすく、また特殊な眼鏡で立体感が得られる。「数

値地図 5 mメッシュ（標高）」の数値標高モデルは、航

空レーザ測量によっており、面的に広がりのある区域

の地盤標高を均一な精度で求めることができる。2011

年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震（Mw 9.0）で

は、東北地方の太平洋岸が大津波で被災するとともに、

広範囲で地盤の沈降が観測された。このためこの地域

の航空レーザ測量が実施され、本震前の観測成果と併

せて、この地域のデジタル標高地形図が整備された。 

 

８．剱岳測量 100年記念 1:30,000山岳集成図 

  1907（明治 40）年 7月、陸地測量部の柴崎芳太郎測

量官が三角測量のため剱岳に登頂した。しかし当時の

登山装備では標石を山頂まで運べなかったため、剱岳

の位置と高さは、周辺の山々に置かれた三角点から測

量されたものの、三角点標石を埋設することができな

かった。2004 年 8 月、国土地理院は柴崎測量官の選点

に基づいて剱岳山頂に三等三角点を埋設し、GPS 測量

などによって山頂標高 2999m を得た。この数値は、約

百年前に柴崎測量官らがカールバンベルヒ三等経緯儀

を使って得た標高値とほとんど同じであった。この「剱

岳」の測量 100 年を記念した地図。 

 2 万 5千分の 1地形図の「欅平」「毛勝山」「越中大浦」

「十字峡」「黒部湖」「「剱岳」「立山」「大岩」「小見」

の一部を 3 万分の 1 に縮小した集成図。500m 毎の直交

方眼線や、登山に関する事項(登山道・水場・山小屋・

キャンプ場等)を記載。地図の裏面には、当時から現在

までの剱岳に関する測量・地図の資料や解説を記載し

ている。 

 

９．福岡県西方沖を震源とする地震 正射写真図 

  2005年 3月に発生した福岡県西方沖の地震（M 7.0）

で多大な被害を受けた、福岡県の玄界島・志賀島・西

浦の正射写真図。縮尺 2500 分の 1～6500 分の 1 の大

縮尺図のため、現地の被災状況が詳細に判読できる。 

 

 

１０．三宅島 正射写真図 

  三宅島 2000 年噴火では、爆発的噴火がくり返し起こ

り、山頂に小型のカルデラを生じ、さらに大量の火山

ガスの発生により、全島避難を余儀なくされた。三宅

島火山の地形変化を示すとともに、復旧・復興計画に

資するため、2000 年から翌年にかけて撮影された空中

写真による正射写真図が作成された。 

（津沢正晴） 
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２１．一般財団法人の地図２ 日本水路協会 

 

  航海用の海の主題図といえば「海図」が唯一といっ

てもいいほどその代表的なものであるが、レジャー用

のヨットなどに代表される小型船 (small craft) の使

用に特化した “small craft chart” などと呼ばれる図

（ヨッティングチャート）が欧米を中心に古くから作

成されてきた歴史がある。わが国においても海のレジ

ャーへの関心が高まったことに加え、規則上海図を持

たなくてもいい船の安全確保を担保する意味から、こ

のような図に対する必要性が増大した。 

これらに対応するため、日本水路協会では「ヨット・

モーターボート用参考図」（Y チャート）を 1978 年か

ら、また、冊子（アトラス）形式の「プレジャーボー

ト・小型船用港湾案内」（S ガイド）を 1977 年から発

行してきた。さらにこれらの電子地図版（航海用電子

参考図）については、1993 年に"ERC" (Electronic 

Reference Chart) を発行したのを皮切りに、これを全

面的に進化させた  "PEC" (Personal Electronic 

Reference Chart) （ペック）を 2002 年から、そのリ

ニューアルバージョン "new pec" （ニューペック）を

2009 年から発行している。 

これらの図は総称して「水路参考図誌」と呼ばれ、

沿岸を航行する小型船舶が備えるべき参考図「沿岸小

型船舶用参考図」として指定を受けているが、その概

要について以下に述べることとする。 

また、 最近 10 年間に日本水路協会が作成したその

他の地図について末尾にその概略を紹介しておく。 

 

１．ヨット・モーターボート用参考図（「Yチャート」） 

  海図が主に大型船向きに編集されているのに対し、

ヨット・モーターボートなどの小型船の航海用として

目標・浅瀬・避泊地などの諸情報を分かりやすく色別

に表示した図である。サイズは狭い船内でも使いやす

いように海図全紙の 1/4 の大きさ (B3 判) とし防水加

工が施されている。海図との体裁上の一番大きな違い

は、岩礁などの浅瀬を除き水深が記載されていないこ

とである。 

現在、本州南岸と瀬戸内海を中心に北海道、九州、

沖縄などの一部を含む 45 図が発行されている。 縮尺

は 3 万分の 1～55 万分の 1 と航海目的により様々で、

このうち東京湾、相模湾、伊勢湾は 3 万分の 1～15 万

分の 1、大阪湾を含む瀬戸内海は 10 万分の 1～15 万分

の 1 で作成されている。2001 年から 3 年間をかけて世

界測地系の変換に伴う改版を実施し、その後も主要湾

については 1～2 年ごと、それ以外の海域については 4

～5 年ごとに改版されている。 

 

２．プレジャーボート・小型船用港湾案内（「Sガイド」） 

  大縮尺の海図が発行されていない港を含む小型船が

利用する小港湾やヨットハーバーなどについて、目

標・針路・障害物・マリーナ情報などを、一つの港ご

とに主に 1 ページまたは見開きの 2 ページの図にまと

めた B5判、多色刷りのアトラス形式の冊子である。合

わせて航法・気象・海象などについての記事も掲載さ

れている。 

  日本全国の沿岸を 12 冊でカバーしている。現行版は

すべて世界測地系に基づき改版されておりいずれも

2007 年以降の発行である。今後も 4～5 年ごとに定期

的に改版される予定である。 

  ヨット・モーターボートなどの小型船の航海者にと

っては、入出港はこの「S ガイド」で、港を出たら前項

の「Y チャート」を利用して航海するというのが一般的

な使い方である。 

 

３．航海用電子参考図 "new pec" （ニューペック） 

  沿岸で航海するヨット・モーターボートなどの小型

船などが手軽に利用できる電子参考図である。CD で発

行され Windows XP, Vista, 7 のいずれかの OSを搭載

したパソコン上で操作できる。航海に必要な等深線・

航路標識・障害物などの海域の基本情報が詳細に表現

されるとともに、道路やコンビニなどの陸域の利便情

報も収録されている。GPS を接続することにより、リ

アルタイムな自船位置の表示、航跡記録の保存も可能

である。これらの機能についてはカーナビの海バージ

ョンをイメージすると分かりやすいかもしれない。ま

た、危険区域に入った場合に警告音を鳴らす、パソコ

ンの操作でルートを設定できる、など電子地図ならで
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はの利点がある。さらに潮汐・潮流データや最詳 1 m

ごとの等深線で表現される海底地形データを画面上に

表示させることも可能である。 

  それまでの  "PEC" の性能、操作性を向上させて

2009 年に発行が開始された "new pec" は、2011 年 11

月までに南方諸島、南西諸島の周辺海域を含むわが国

の沿岸海域が 8枚の CD ですべてカバーされた。 

 

４．その他の図 

（１）海上交通情報図 

  海上交通安全法などの関連法規で定められた各種の

規制区域をはじめ、船舶の常用航路・フェリーなどの

定期航路・漁網・障害物・顕著な目標などの航海の安

全を確保する上に有用な情報を記載した主題図である。

船舶の大型化や危険物搭載船の増加が著しかった 1978

年に発行が開始され、船舶がふくそうし海難事故の発

生が懸念される東京湾、伊勢湾、大阪湾、関門海峡、

備讃瀬戸、来島海峡について日本語版及び英語版が作

成された（関門海峡については韓国語版も作成された）。

最近 10 年間においても改版が行われてきたが 2010 年

にすべて廃版となった。 

  なお、英国水路部では本図に類似の内容の図を 

“Routing Guides” の名称によりイギリス海峡など 3海

域で作成・刊行している。 

 

（２）海・陸情報図 

  沿岸・海浜レジャー用として、海と陸の両方の情報

を載せたユニークな地図。海岸までのアプローチ情報

（道路、鉄道など）・名所旧跡・コンビニ・ガソリンス

タンド・マリーナなどの 陸域情報に加えて、浅瀬・海

底地形（等深線）・航路標識（灯標・浮標）などの海域

情報が併せて記載されている。水に強い合成紙の利用、

目に優しい色使い、ハンディーな折りたたみ式などの

特長を持つ。2005 年から 2009 年に、房総半島から伊

豆半島にかけての東京湾、相模湾などの沿岸の 4 図及

び伊勢湾・三河湾、大阪湾、若狭湾の沿岸において各 1

図の計 7 図が発行されたが、現在は販売を終了してい

る。 

  なお、本シリーズの『若狭湾』は、当学会の 2009 年

度定期大会地図展の優秀賞に選定された。 

（３）日本周辺海底地形立体地図 

2006年に発行された日本周辺の海底地形を立体的に

表現したプラスチック製の A3 判、カラー段彩の地図模

型。ダイナミックな海底地形を視覚的・触覚的に実感

でき、教材あるいはインテリアなどとしても利用され

よう。縮尺 1600 万分の 1 で、起伏は水平方向の 15 倍

で表現されている。 

（西沢邦和） 
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２２．マップセンター 

 

マップセンターの主な役割は、国内外の地図・関係

図書類の収集とその利活用、定期大会等における地

図・図書展の開催及び国際地図展への地図の出展等で

ある。 

 

１．国内外の地図・関係図書類の収集とその利用 

 学会では地図類約 1,200 点を所蔵するとともに、多

数の関係図書類を保管し、会員の利用に供している。

最近 10 年間で諸外国から入手した機関誌等は、5 カ国

（チェコ・ポーランド・ロシア・オーストラリア・ド

イツ）の関係機関から合計 33 冊である。また、国内で

は、日本地球惑星連合会、産業技術総合研究所、全国

地理教育学会等 12 機関から 37 冊を入手した。 

 

２．地図・図書展の開催 

学会定期大会と併催している「地図・図書展」にお

いて、優秀地図の発掘および地図作製技術の向上の一

助になることを目的として、出展された地図の中から

定期大会参加者の投票により上位 3 点の優秀地図を選

定・表彰する「地図展優秀地図選定」を 2008 年から実

施している。 

第 1 回（2008 年）から第 5 回（2012 年）までの優

秀賞受賞地図は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 地 図 の タ イ ト ル  出 展 機 関  

第 1 回 開かずの踏切等の分布図「首都圏」 (財)日本デジタル道路地図協会 

第 1 回 海・陸情報図「大阪湾付近海域」 (財)日本水路協会 

第 1 回 「かぐや」が見た月の地形 国土地理院 

第 2 回 海・陸情報図「若狭湾」 (財)日本水路協会 

第 2 回 高密度メッシュ標高（10m）を利用した陰影段彩図（那覇地区） 国土地理院 

第 2 回 地球地図「人口密度・樹木被覆率・年間降水量の RGB 合成図」 国土地理院 

第 3 回 5 万分の 1 集成図「奈良」 国土地理院 

第 3 回 世界環境地図（宇宙から見た植生・海面温度 2月・8 月） (株)グローバルプランニング 

第 3 回 中縮尺・広域のパノラマ図（紀伊近畿ほか 5 点） 地図工房 トンビの目 

第 4 回 3D 海底地形（日本海溝沿いのアナグリフ画像） 海上保安庁海洋情報部 

第 4 回 東北地方 放射線量・津波到達判読図 (社)日本地図調製業協会 

第 4 回 パノラマ「浅草」 (社)日本地図調製業協会 

第 5 回 タウンビューマップ 一式 (株)ゼンリン 

第 5 回 日本周辺海域 3D 海底地形図 海上保安庁海洋情報部 

第 5 回 北斗市高台マップ 北海道地図(株) 

地図・図書展会場の様子（2004 年） 

地図・図書展会場の様子（2008 年） 
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３．国際地図展への地図の出展 

 2 年に 1 度開催される国際地図学会議（ICA）の国際

地図展に毎回地図を出展しており、優秀賞を受賞して

いる。最近では、第 23 回国際地図学会議・国際地図展

（2007 年・モスクワ）の「リクリエーション地図」部

門で北海道地図(株)作成の「ビスタマップ旭川」、第 25

回同地図展（2011 年・パリ）の「その他の紙地図」部

門で織田雅己氏（地図工房トンビの目）の「ぐるり紀

伊近畿 360°」が第 1 位を受賞した。織田氏の受賞につ

いては、2011 年 9 月 1 日付中国新聞に掲載された。 

（山本国雄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

優秀賞の表彰（2011 年） 

ビスタマップ旭川 国際地図展の様子（2011 年：パリ） 

「ぐるり紀伊近畿 360°」の一部である「大和路鳥瞰図」 

 

http://www.hcc.co.jp/publication/product/Pro_geoart/2.vistamap.html
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２３．日本国際地図学会と国内機関・国際機関との関わり 

 

１．日本学術会議関係 

 当学会は、日本学術会議（http://www.scj.go.jp）の

約 1,800 を数える協力学術研究団体の一つである。日

本学術会議は 2006 年に基本理念を大きく変革した。そ

れまでは、登録学術団体を基本単位として研究連絡委

員会が構成されていたことにより地図もしくは地理学

研究連絡委員会が存在していたが、分野間の垣根を取

り払い横のつながりを密にする目的で 30の委員会に統

合され、そこには地図や地理の名称は残らなくなった。

また、従来の研究連絡委員会の構成メンバーは構成す

る学会のバランスを考慮して委員会自らが決めていた

が、変革以降は日本学術会議の選考委員会により選出

された約 200 名の会員および約 2,000 名の連携会員が

自ら所属する委員会を選択する方式となり、基本的に

は地図の分野は地球惑星科学委員会（理学・工学）も

しくは地域研究委員会（人文・社会科学）に属するこ

ととなり、各学会の代表による組織化という色彩は薄

れている。一方、国際組織に対応する日本側の窓口が

委員会のもとに分科会や小委員会として設けられてお

り、地図に関しては国際地図学協会（ICA）に対応する

ICA 小委員会（現在構成委員 7 名のうち 5 名は当学会

から）が存在している。従って、地図を分野とする単

位は存続し、そこに対する日本学術会議からの代表派

遣も継続している。また、地域研究委員会と地球惑星

科学委員会が共同で地理教育分科会を設置しており、

地図/GIS 教育小委員会が地図に関する基礎教育のあり

方を検討している。 

 

２．国際地図学協会（ International Cartographic 

Association (ICA)）関係 

 当学会は、国際組織としての ICA（http://icaci.org）

が 1962 年に設立されたことを切掛けに、国内の対応団

体として発足しているので ICA への対応は重要な使命

となっている。ICA は、国際地図学会議（ICC）を隔年

に開催し、4 年毎に総会を併催する。2003 年以降は以

下のように 3 回の総会と 5 回の地図学会議が行われ、

日本学術会議からの代表派遣を行うとともに、ICA 組

織に対して役員、コミッション委員長、表彰委員会委

員、などで直接的に貢献するとともに、大会における

研究発表、地図展への出展を積極的に行ってきた。2011

年には正井泰夫元会長が名誉会員に選出された。 

・第 12 回総会および第 21 回国際地図学会議 2003 年ダ

ーバン（南アフリカ） 

日本人参加者 12 名、論文発表 7 編、国際子供地図

展出展 5点、国際地図展出展 15 点 

日本提案のユビキタス・マッピング委員会（委員長：

森田喬）が総会に於いて承認される 

・第 22 回国際地図学会議 2005 年ア・コルーニャ（ス

ペイン） 

日本人参加者 11 名、論文発表 13編、国際子供地図

展出展 5点、国際地図展出展 15 点 

・第 13 回総会および第 23 回国際地図学会議 2007 年モ

スクワ（ロシア） 

日本人参加者 14 名、論文発表 11 編、国際子供地図

展出展 5点、国際地図展出展 15 点 

ユビキタス・マッピング委員会の継続が承認 

・第 24回国際地図学会議 2009 年サンチアゴ（チリ） 

日本人参加者 7名、論文発表 8 編、国際子供地図展

出展 4点、国際地図展出展 14 点 

・第 14 回総会および第 25 回国際地図学会議 2011 年パ

リ（フランス） 

日本人参加者 21 名、論文発表 20編、国際子供地図

展出展 5点、国際地図展出展 14 点 

ユビキタス・マッピング委員会の継続が承認（委員

長：森田喬から有川正俊へ交代） 

・（予定）第 26 回国際地図学会議 2013 年ドレスデン（ド

イツ） 

 なお、ICAユビキタス・マッピング委員会は、東京：

2004 年 9 月 7～9 日、ソウル・韓国：2006 年 10 月 23

～25 日、シェファーズタウン・米国：2008 年 9 月 10

～11 日、パリ・フランス：2011 年 7 月 2 日でそれぞれ

ワークショップを開催した。 

 

３．日本地球惑星科学連合関係 

 日本地球惑星科学連合（Japan Geoscience Union: 

JpGU、http://www.jpgu.org）は、地球惑星科学関連
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48 学協会を団体会員とする学術団体であり、2005 年秋

の日本学術会議の改革に対応して、細分化・ 分散化し

ている地球惑星科学関連学協会を束ねる窓口組織とし

て発足したもので、当学会も発足時より参加している。

毎年春に学術大会（日本地球惑星科学連合大会）を千

葉市幕張メッセ国際会議場で開催しているが、当学会

もコンビーナーのもとに「地図・空間表現」のポスタ

ーセッションを組織化し、研究発表を呼びかけるとと

もに地図学の存在をアピールしている。 

 

４．国際地図学史会議（International Conferences on the 

History of Cartography (ICHC)）関係 

 オランダの専門誌 Imago Mundiが支援を行っている

隔 年 開 催 の 地 図 史 に 関 す る 国 際 会 議

（http://www.maphistory.info/ichcintro.html）であり、

地図史専門部会のメンバーを中心に参加実績がある。

ここ 10年の開催地は、次の通りである。 マドリード・

スペイン (2001)、ケンブリッジ・マサチューセッツ州・

米国, ポートランド・メイン州・米国 (2003)、ブダペ

スト・ハンガリー(2005)、ベルン・スイス (2007)、コ

ペンハーゲン・デンマーク (2009)、モスクワ・ロシア

(2011)、（予定）ヘルシンキ・フィンランド(2013) 

 

５．地球地図国際運営委員会会議 

 地球地図データの構築を目的に国土地理院主導のも

とに各国の地図作成機関に呼びかけて 1996 年に設置

さ れ た 組 織  (http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/ 

wiki.cgi) であり、現在 165 カ国 16 地域が加盟してお

り、現会長の D. R. Fraser Taylor 氏は元 ICA の会長を

務めている。国土地理院が事務局を担っている運営委

員会（International Steering Committee for Global 

Mapping (ISCGM)）が、毎年、国際会議を開催し、近

年の実績は以下の通りである。このうち、第 10 回およ

び第 15 回会議には、開催地が地元日本であり ICA 執

行部からの指示で ICA 関係者がリエゾンとして参加し

た。 

・第 10回 2003 年 7 月 11 日宜野湾・沖縄 

・第 11 回 2004 年 2月 7 日バンガロール・インド 

・第 12回 2005 年 4 月 17 日カイロ・エジプト 

・第 13回 2006 年 11 月 11 日サンチアゴ・チリ 

・第 14回 2007 年 7 月 14 日ケンブリッジ・英国 

・第 15回 2008 年 6 月 4日東京 

・第 16回 2009 年 10 月 25 日バンコック・タイ 

・第 17回 2010 年 10 月 17 日シンガポール 

・第 18回 2011 年 6 月 25 日ウインチェスター・英国 

 

６．その他 

 地図に関するその他の国際会議が以下のようにあり、

これらは主として政府機関が参加する実務者会議であ

るが、研究的局面において当学会と関係する場合がみ

られた。 

 

（１）国際水路機関（ International Hydrographic 

Organization (IHO)）関係 

 1970 年設立の加盟約 80 カ国からなる水路に関する

国際機関（http://www.iho.int/srv1/）であり、以下の通

り 5 年毎に国際会議（International Hydrographic 

Conference (IHC)）を開催し、日本からは海上保安庁

海洋情報部から代表が参加している。 

・第 3回臨時国際水路会議 2005 年 4 月 11 日～14 日モ

ナコ公国 

・第 17 回国際水路会議 2007 年 5 月 7日～11 日モナコ

公国 

・第 4回臨時国際水路会議 2009 年 6 月 2 日～4日モナ

コ公国 

・第 18 回国際水路会議 2012 年 4 月 23 日～27 日モナ

コ公国 

 

（２）国連地名標準化会議（United Nations Conference 

on the Standardization of Geographical Names 

(UNCSGN)） 

 1967年にスイスのジュネーブで第 1回目の会議が開

催され、以降 5 年毎に、近年では第 9 回 2007 年 8 月

21 日～30 日、および第 10 回 2012 年 7 月 31 日～8 月

9 日が何れもニューヨークにおいて開催されている

（ http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/confere

nces.html）。日本からは国土地理院、国連日本代表部、

外務省などから参加している。また、その下部組織と

して国連地名専門家グループ（United Nations Group 

of Experts on Geographical Names (UNGEGN)）
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（http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/）が組

織化されており 1960 年以降 27 回の会議を開催してい

る。なお、日本においては地名に関する専門研究分野

が確立されていないことが課題となっている。 

 

（３）国連アジア太平洋地域地図会議（UNRCC-AP） 

 アジア太平洋地域における測量・地図整備促進のた

めに 1955 年から開始された国連主催の政府間会議

（http://unstats.un.org/unsd/methods/cartog/unrccap

.htm）で、これまでに約 3 年ごとに開催されている。

近年では第 18回会議が 2009年 10月にタイのバンコッ

クで開催され、国土地理院を代表として現地大使館、

企業などからも参加があった。 

（森田 喬） 
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