
ドットマップ
人口や生産高などの分布を、点や小円の大小・粗密によって
示す地図。

１３



メルカトル図法

正距方位図法



１４

正距方位図法 メルカトル図法



赤道

１９



本初子午線

（２）地図中のDの経線を何というか。







経線







球面上では 直線



サンフランシスコ

ウ
イ

正距方位図法メルカトル図法

東
京

１９ （３）地図中のア～オのうち、東京とサンフランシスコの最短コース（大圏航路）はどれか選べ。



サンフランシスコ

ウ
イ

正距方位図法

メルカトル図法

東
京

１９













標準子午線

国とか地域とかが、「この経線で時差を
計算することにしよう」って取り決めた経
線のこと。

日本標準時子午線
日本の標準時が基準とする子午線のこと。

時差を計算しやすくするために15の倍数の東経135度を利用。

明石市の「明石市立天文科学館」に東経135度が通っている。

東経135度
山陽電気鉄道本線人丸
前駅（明石市）ホーム上
の東経135度子午線表

示と明石市立天文科学
館の時計塔



★時刻はどう決まるのか
1日が24時間であることは世界共通です。そして、時刻はどう決まるかというと、（素朴に言うと）

太陽の南中する時刻（太陽が頭の真上、一番高いところにくる時刻）が昼の12時（正午）です。

南中時刻と南中時刻の間を24等分したものを1時間として、それぞれの時刻が決まります。
太陽が南中する1時間前であれば午前11時、南中したあと1時間が経過したら午後1時ということ
になります。

この国の

正午
この国の

正午
この国の

正午

１時間あたり１５度

360度 ÷ ２４時間 ＝１５度



東経西経

(1) 東京が11月20日午後8時45分のとき、
ロンドン（経度０度)の日時を答えよ。

１時間あたり１５度

360度 ÷ ２４時間 ＝１５度

１７ 日本の標準時子午線は東経135度とする。



ロンドン 東京
↓ ↓

西 ０ 135 東
｜－－－－－｜－

９時間遅れて
同じ時刻になる

１時間あたり１５度

１３５度÷１５度 ＝９時間

１１月２０日
午前１１時４５分

１３５度

東経西経

１７

360度 ÷ ２４時間 ＝１５度

１１月２０日
午後８時４５分

(1) 東京が11月20日午後8時45分のとき、
ロンドン（経度０度)の日時を答えよ。

日本の標準時子午線は東経135度とする。



東経西経

(1) 東京が11月20日午後8時45分のとき、
カイロ（東経30度）の日時を答えよ。

１時間あたり１５度

360度 ÷ ２４時間 ＝１５度

１７ 日本の標準時子午線は東経135度とする。

(1) 確認問題①



カイロ 東京
↓ ↓

西 30 135 東
｜－－－－－｜－

７時間遅れて
同じ時刻になる

１時間あたり１５度

１０５度÷１５度 ＝７時間

１１月２０日
午後１時４５分

１０５度

東経西経 360度 ÷ ２４時間 ＝１５度

１１月２０日
午後８時４５分

(1) 東京が11月20日午後8時45分のとき、
カイロ（東経30度）の日時を答えよ。

日本の標準時子午線は東経135度とする。

11月20日午後１時45分

１７
(1) 確認問題①



東経西経

(1) 東京が11月20日午後8時45分のとき、
ニューヨーク（西経75度）の日時を答えよ。

１時間あたり１５度

360度 ÷ ２４時間 ＝１５度

日本の標準時子午線は東経135度とする。１７
(1) 確認問題②



ニューヨーク ロンドン 東京
↓ ↓ ↓

西 ７５ ０ １３５ 東
｜－－－－－｜－－－－－－－－－｜

１４時間遅れて
同じ時刻になる

１時間あたり１５度

２１０度÷１５度 ＝１４時間

１１月２０日
午後１時４５分

75度

東経西経

360度 ÷ ２４時間 ＝１５度

１１月２０日
午後８時４５分

(1) 東京が11月20日午後8時45分のとき、
ニューヨーク（西経75度）の日時を答えよ。

日本の標準時子午線は東経135度とする。

135度

７５度＋１３５度 ＝２１０度

11月20日午前６時45分

１７
(1) 確認問題②



西経

(2) 太郎君のお父さんは、11月25日午後8
時に成田空港を出発して12時間かかって

ある都市に着いた。そこで２時間仕事をし
たあと、家に電話をして太郎君に「お父さ
んのいる都市の日時は、ちょうど成田空港
を出発した日時と同じだよ。」と言った。太
郎君のお父さんのいる都市として正しいも
のを選び、記号で答えよ。

ア、カイロ（東経30度）
イ、ニューヨーク（西経75度）
ウ、ロサンゼルス（西経120度）
エ、アムリットサル（東経75度）

１時間あたり１５度

360度 ÷ ２４時間 ＝１５度

日本の標準時子午線は東経135度とする。

東経 １２＋２＝１４
１５度×１４＝２１０度
２１０－１３５＝７５度

１７



ニューヨーク 東京
↓ ↓

西 75 ０ 135    東
－－－｜－－－｜－－－－－｜－

１４時間遅い
（12+2）

１時間あたり１５度

だから １５度×１４時間 ＝２１０度

２１０度 ー １３５度 ＝ ７５度

１３５７５ 東経西経

１７ (2) 太郎君のお父さんは、11月25日午後8
時に成田空港を出発して12時間かかって

ある都市に着いた。そこで２時間仕事をし
たあと、家に電話をして太郎君に「お父さ
んのいる都市の日時は、ちょうど成田空港
を出発した日時と同じだよ。」と言った。太
郎君のお父さんのいる都市として正しいも
のを選び、記号で答えよ。

ア、カイロ（東経30度）
イ、ニューヨーク（西経75度）
ウ、ロサンゼルス（西経120度）
エ、アムリットサル（東経75度）

日本の標準時子午線は東経135度とする。

西経７５度



西経

(2) 太郎君のお父さんは、11月25日午後8
時に成田空港を出発して12時間かかって

ある都市に着いた。そこで５時間仕事をし
たあと、家に電話をして太郎君に「お父さ
んのいる都市の日時は、ちょうど成田空港
を出発した日時と同じだよ。」と言った。太
郎君のお父さんのいる都市として正しいも
のを選び、記号で答えよ。

ア、カイロ（東経30度）
イ、ニューヨーク（西経75度）
ウ、ロサンゼルス（西経120度）
エ、アムリットサル（東経75度）

１時間あたり１５度

360度 ÷ ２４時間 ＝１５度

日本の標準時子午線は東経135度とする。

東経 １２＋５＝１７
１５度×１７＝２５５度
２５５－１３５＝１２０度

１７
(２) 確認問題①



ロサンゼルス 東京
↓ ↓

西 120 ０ 135    東
－－－｜－－－｜－－－－－｜－

１7時間遅い
（12+5）

１時間あたり１５度

だから １５度×１７時間 ＝２５５度

２５５度 ー １３５度 ＝ １２０度

１３５７５ 東経西経

(2) 太郎君のお父さんは、11月25日午後8
時に成田空港を出発して12時間かかって

ある都市に着いた。そこで５時間仕事をし
たあと、家に電話をして太郎君に「お父さ
んのいる都市の日時は、ちょうど成田空港
を出発した日時と同じだよ。」と言った。太
郎君のお父さんのいる都市として正しいも
のを選び、記号で答えよ。

ア、カイロ（東経30度）
イ、ニューヨーク（西経75度）
ウ、ロサンゼルス（西経120度）
エ、アムリットサル（東経75度）

日本の標準時子午線は東経135度とする。

西経１２０度

１７
(２) 確認問題①



西経

(2) 太郎君のお父さんは、11月25日午後8

時に成田空港を出発して５時間かかってあ
る都市に着いた。そこで２時間仕事をした
あと、家に電話をして太郎君に「お父さん
のいる都市の日時は、ちょうど成田空港を
出発した日時と同じだよ。」と言った。太郎
君のお父さんのいる都市として正しいもの
を選び、記号で答えよ。

ア、カイロ（東経30度）
イ、ニューヨーク（西経75度）
ウ、ロサンゼルス（西経120度）
エ、アムリットサル（東経75度）

１時間あたり１５度

360度 ÷ ２４時間 ＝１５度

日本の標準時子午線は東経135度とする。

東経 ５＋２＝７
１５度×７＝１０５度
１３５－１０５＝３０度

１７
(２) 確認問題②



カイロ 東京
↓ ↓

西 0 ３０ 135    東
－－－｜－－－｜－－－－－｜－

１7時間遅い
（12+5）

１時間あたり１５度

だから １５度×７時間 ＝１０５度

１３５度 ー １０５度 ＝ ３０度

１０５ 東経西経

(2) 太郎君のお父さんは、11月25日午後8

時に成田空港を出発して５時間かかってあ
る都市に着いた。そこで２時間仕事をした
あと、家に電話をして太郎君に「お父さん
のいる都市の日時は、ちょうど成田空港を
出発した日時と同じだよ。」と言った。太郎
君のお父さんのいる都市として正しいもの
を選び、記号で答えよ。

ア、カイロ（東経30度）
イ、ニューヨーク（西経75度）
ウ、ロサンゼルス（西経120度）
エ、アムリットサル（東経75度）

日本の標準時子午線は東経135度とする。

東経 ３０度

１７
(２) 確認問題①

５＋２＝７
１５度×７＝１０５度
１３５－１０５＝３０度


