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平常時：健全な国土管理に役立てるとともに、国民の生活基盤に活用できる情報平常時：健全な国土管理に役立てるとともに、国民の生活基盤に活用できる情報
を提供
災害時：災害情報をより早く収集し、分かりやすく提供

国土地理院の役割・取組
のキーワード はかる えがく まもる

「測る」ための基礎、基準を作る
• VLBIによる位置の基準の管理
• 重力測定
• これらを含めた基本測量

自らも「国土を測る」
• 電子基準点による地殻変動監視
• くにかぜによる空中写真撮影 など

我が国の全ての地図の基礎とな
る国土全体の地図を整備

• 電子国土基本図
• 地理院地図 など

活用

活
用

活
用

こうした活動全体を国民に向けて広報・PR
• 地図と測量の科学館
• 地理教育、 出前講座 など

こうした活動全体を国民に向けて広報・PR
• 地図と測量の科学館
• 地理教育、 出前講座 など

国土地理院における取組の整理図
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１．技術面における取組

国土地理院の最近の取組 はかる えがく
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災害時：緊急撮影と情報提供

国土地理院のＵＡＶの活用に向けた体制の構築・運用

・i-Constructionへの対応
・公共測量への助言

国土地理院ランドバード（ＧＳＩ－ＬＢ）

平常時：技術力の確保と向上

●緊急撮影にも対応できる高度な技術
⇒ 安全管理
⇒ 操縦技術
⇒ 精度管理

民間における様々な取り組み・技術開発

注視・連携

本院（つくば市）のみでなく
全国の地方測量部等に順次展開
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ＵＡＶの活用に関する工程表と取組内容

2年後（目標）ランドバード発足（2016/3/16）

準備フェーズ 全国展開を２年以内に目指す 全国で運用

2014/10

試行錯誤を重ね
適切な運用体制を

調査・検討

技術開発として先行
的に取組んだ期間

・安全管理方法
・操縦訓練の流れ
・測量の精度確保

民間・地整での
検討状況

注
視

情
報
交
換

半年後をメド
全国の地測で
取組に着手

（イメージ）

i-Constructionへの対応

先行地測と本院で
課題抽出しつつ
技術者を養成

ランドバードの主な取組内容
【操縦・安全管理技能の取得・向上】
・運用マニュアル・訓練カリキュラムの策定
・独自の操縦ライセンス認定

→ Ａ級、Ｂ級の２段階。検定により認定
【指導・助言できる技術力の取得・向上】
・ＵＡＶに関する研修

→ 外部講師の招聘を含め、運用・整備
に必要な知識を習得

・ＵＡＶを用いた測量の精度確保策の周知
→ 公共測量用マニュアルの普及活動

・ＵＡＶを取り巻く新技術の調査・研究

災害時の緊急撮影の実施

★技術と経験に
裏打ちされた
実戦的な指導・
助言

★緊急撮影
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目標：小型無人航空機（UAV）による測量マニュアル（案）及び安全基準（案）を新たに整備し、
設計・施工の各工程で活用できる測量データを用意することで、生産性の向上を図る。

・航空機による撮影は雲の高度等の制約が大きいが、UAVによる撮影は低空で実施可能なため、雲の影響は小さい。
・UAVは航空機に比べて機動性が高いため、狭い範囲であれば必要な成果が短時間に得られる。

・出来形管理に活用することにより、これまでTSにより個々に測量していたものが、短時間の撮影で現況把握が可能になる。

従来の測量機器やGPSを利用した現地測量

有人航空機を利用した空中写真測量

• 比較的狭い範囲の図面整備向け

• 手作業が多く、時間がかかる

• 広範囲の図面整備向け

従来の測量手法
小型無人機を利用し
た空中写真測量
・数値地形図データ作成
・3次元点群データ作成

標準的な精度が要求される場合の測量
作業方法を具体的に明示
測量技術者ならば、異なる要求精度で
あっても対応できるような柔軟性を保持

＋
公共測量に最適化した安全基準（案）

必要な時に、容易に空中写真を撮
影

自動処理等、測量の省力化に貢献
小回りが利く

狭い範囲でスケールメリットが利く

機械経費がかからないので
コストダウン

生産性の向上

小型無人機の登場

・図面作成：現地測量、写真測量、
地図データ修正

・工事関係：土量算出、
進捗・完成写真撮影

道路台帳図情報化施工、土量算出

地図データの修
正

民間測量会社539社中
155社（29％）が小型無
人機を保有（国土地理院

調べ）

土木施工での活用UAVによる3次元測量公共測量での利用促進

スケジュール：平成28年３月 マニュアル(案)、安全基準(案)の公表
平成28年４月 マニュアル(案)の説明会

ドローン等による写真測量による
面的な3次元測量を実施

作業マニュアル(案)

UAV測量マニュアル（案）及び安全基準（案）の整備

効果

基準の整備

設計、施工、維持管理の各工程で
活用できる測量データを提供
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石岡測地観測局の概要

GNSS観測点

重力測定室

VLBI

展望広場

石岡測地観測局の開局

観測局舎
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VLBI：Very Long Baseline Interferometry（超長基線電波干渉法）

数十億光年離れた天体からの電波を巨大なパラボラアンテナで受信して

アンテナ間の距離（数千km）を高い精度（数mm）で測る技術

国土地理院は、国土地理院構内（つくば市）で直径32mのアンテナを運用

（1998年～）

世界各国のVLBI観測局と連携して1998年から国際協働観測を実施

VLBIの原理 つくばVLBI局

ＶＬＢＩについて
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VLBIの特徴：
非常に正確な位置を宇宙から計測
⇒ 地球の正確な形と動きを計測できる

VLBI観測点と日本の測量

各種測量

日本の測地基準座標系

測
量
の
基
準

VLBIが捉えた
地球自転の変化

年間約6cm接近

東北地方太平洋沖
地震で約65cm接近

日本（つくば）とハワイ
（カウアイ島）の距離の変化

世界の中の
正確な日本の
位置（緯度・
経度）を測る

地球の正確な
自転速度を測る

プレート運動等
（地球の動き）を

捉える

VLBIの主な役割:

ＶＬＢＩの役割
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• 1mmの精度で位置を決定

• 常時連続した観測が可能

• 解析結果を迅速に算出

項 目 新型（石岡） 従来型（つくば）

アンテナ直径 13 ｍ級 20 ～30 ｍ級

受信周波数
広帯域受信
（2～14 GHz）

狭帯域受信
（2 GHz ＆ 8 GHz）

駆動速度
Az（回転）:  12 °/秒以上
El（上下）:  3.5 °/秒以上

Az（回転）: ～1 °/秒
El（上下）: ～ 1 °/秒

データ容量 最大 32 Gbps 最大 0.5 Gbps

データ転送
・リアルタイム
・高速ネットワーク利用

・ ハードディスク輸送
・一部ネットワーク利用

VGOS （VLBI Geodetic Observing System）: 
VLBI観測の国際機関が提唱・推進する次世代VLBIシステム

次世代ＶＬＢＩ（ＶＧＯＳ）
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2016年～
• つくば局と並行して運用

• つくば局の運用を終了、2016年末に解体

2017年～
• 国土地理院のVLBI観測は、石岡測地観測局へ完全に移行

2015 2016 2017

並行観測 VGOS観測

石岡測地
観測局

つくば局
解体

今後の施設の運用
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外国人にわかりやすい地図作成の取組①

（１）2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な開催や近年増加す
る訪日 外国人旅行者の円滑な移動支援のため、地図に記載する地名及び施
設名の統一した英語表記、外国人にわかりやすい地図記号作成が必要。

（２）国土地理院は、平成26年5月に専門家や関係機関（観光庁、東京都）からなる
「外国人にわかりやすい地図表現検討会」を設置し、検討。

【検討会委員メンバー】 ※肩書きは平成26年度当時

森田 喬 座長・法政大学教授
板倉広泰 東京都観光まちづくり担当課長

※第1回のみ前任の小平房代課長

今尾恵介 著述業
藤原威一郎 観光庁参事官
ロバート・キャンベル 東京大学大学院教授
渡辺浩平 帝京大学准教授

【検討期間】

平成26年5月設置～平成27年3月 計4回開催

（３）検討会の検討結果が報告書として取りまとめられ、平成28年1月に公表

検討会の様子

外国人にわかりやすい地図表現検討会
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外国人にわかりやすい地図作成の取組②

（１）「外国人にわかりやすい地図表現検討会」の検討結果をもとに地名等の英語表
記ルール（案）及び外国人向け地図記号（案）を作成。

（２）公共測量作業規程の準則の改訂案に位置づけてパブリックコメントを実施。寄せ
られた意見、関係機関との調整結果を基に、地名等の英語表記ルール及び外国
人向け地図記号を決定、公開（平成28年3月30日）

（３）国内の規程等に反映

• 公共測量作業規程の準則
• 地名等の英語表記規程（国土地理院の内規）

（４）決定したルール等は、国土地理院が英語版地図を作成する際に適用する。また
、関係機関、地方公共団体、民間地図会社等に広く周知し、活用を促進している
。

地名等の英語表記ルール・外国人向け地図記号の決定
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地図に記載する地名等の英語表記ルール

・富士山 Mt. Fuji ・筑波山 Mt. Tsukuba
・信濃川 Shinano River ・那珂川 Naka River
・琵琶湖 Lake Biwa ・関東平野 Kanto Plain

ローマ字表記にMt.やRiverを追加

「山」「岳」「川」を「Mt.」「River」に単純に置き換え置換方式

• 名称を「固有名詞的部分」＋「普通名詞的部分（地形・種別を表す部分）」と捉え、ローマ
字表記における普通名詞的部分を英語に置き換え

追加方式

• 名称の構造上、置換方式を適用できない場合や日本人が置換方式の英語から元の日
本語の地名を認識することが困難な場合など、名称全体を一まとまりとして扱うべきも
のは、ローマ字表記に地形・種別を表す英語（Mt.、River など）を追加

・立山 Mt. Tateyama ・月山 Mt. Gassan
・荒川 Arakawa River ・中川 Nakagawa River
・霞ヶ浦 Lake Kasumigaura

全体が一まとまりの固有名詞化しているため、単純に置き換えることができない

・東名高速道路 Tomei Expressway ・常磐線 Joban Line

法令や管理者等による表記がある場合はそれを採用
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山（やま、さん、ざん）、岳・嶽（たけ、だけ）

川（かわ、がわ）、 湖（こ）、岬（みさき、さ
き、ざき）、 峠（とうげ）、海岸（かいがん）・
浜（はま）

追加方式 置換方式

最後の要素の固有名詞的部分
を確認
例）能郷白山の白（はく）

要素に
分解

地形を表す部分の直前が促音 or助字

読み1音拍 読み2音拍 読み3音拍以上

漢字1文字

固有名詞的部分の読みの音拍数を確認

複合地名、
接頭語付き

地名が
・居住地名に使用
・多くの公共施設に使用

全体が一体として通用
例）東山

名称が
・単体で地名として通用
・他の自然地名、居住地
名、公共施設に使用

単体の自然地名の置換方式、追加方式の適用判断フロー

山or 湖 or 岬

漢字2文字

川or 峠 or 海岸

地形種別を表す漢字及びその読みが標準的
No

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No No

No

No

Yes
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外国人にわかりやすい地図記号

• パブリックコメントに寄せられた意見、関係機関との調整結果をもとに以下の15種類の地図記号を決定

項目 地図記号 項目 地図記号

郵便局
コンビニエンスストア / スーパーマー
ケット

交番 ホテル

神社 レストラン

教会 トイレ

博物館/美術館 温泉

病院 鉄道駅

銀行/ATM 空港 / 飛行場

ショッピングセンター / 百貨店

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
※項目名の文字色 青線：従来の日本の地図記号と異なる、 赤NEW：従来の日本の地図記号にない

16



伊勢志摩サミット地図への適用
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1:5,000,000 JAPAN AND ITS SURROUNDINGS
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