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国土管理のための測量分野の新たな展開
国土管理と測量に関する研究会
伊能忠敬（1745−1818）や間宮林蔵（1790−1844）
らによる日本列島の測量によって，詳細な実測図が
整備され，国土の全体像が初めて明らかになりまし
た．国土をきちんと把握することは非常に重要なこ
とであり，技術が進化した今でも国土を管理するた
めに国土の位置や形状を正確に把握する測量は欠か
せません．一方，地震や風水害等の災害を受けやす
い自然条件下にあるわが国では，急激な少子高齢化
により社会の構造が大きく変化していく中で，将来
に亘り活力ある社会を維持し，国民の誰もが安心し
て快適な生活ができる環境を築いていくことが大き
な課題になっており，それらを担う国土管理の役割
はますます重要になっています．
そのような中で，測量技術に裏付けされた地理空
間情報は，地理空間情報活用推進基本法の理念にあ
るように，国や地方公共団体が行う行政サービスや
民間企業のサービスの共通基盤であり，特に国土管
理の分野では大きな活用効果が期待されています．
地理空間情報を高度に活用する社会では，場所や位
置をキーにして誰でもが，いつでもどこからでも情
報ネットワークにアクセスし，行動判断に必要な情
報の入手や地図を介したわかりやすい情報伝達が可
能になると期待されています．防災対策を例にとっ
ても，最新の測量技術によって取得された詳細な地
形やリアルタイムでの現地の画像情報が送られ，そ
れらを利用した災害範囲や規模の正確な特定，被害
の拡大予測，最適な避難経路のシミュレーション等
が行われ，現場での的確な応急対策や住民の迅速な
避難に結びつけることができるなど，国土管理の
様々な局面での活用場面が広がっています．
本稿は，国土管理という視点から，地理空間情報
を作成し提供する手段としての測量の役割について
整理するとともに，品質の確保された測量成果を基

図−１

本とする地理空間情報が，国土管理のための基盤情
報として国，地方公共団体，学術研究機関あるいは
民間で共用され，かつ活用されることを目指したも
のです．
１．国土管理と地理空間情報の利用
１．１ 国土を構成する諸要素
持続的発展する国土，活力ある国土，さらには災
害等から国民の生命財産を守り安全で暮らしやすい
国土の形成を図るためには，国土の社会・経済的な
現況及びそれらの変遷を把握しつつ，自然環境の保
全，社会資本の整備・管理等のために必要な施策を
実施し，またこれらに関連する情報の共有化を図り
関係機関・国民等との連携・協力・役割分担の仕組
みを確立することが必要です．そのため，国土を構
成する要素を全体として把握し，過去と現在の状況，
並びに計画を適切に管理すると同時に，様々な事象
に適切に対応できる態勢を構築することが求められ
ます．この態勢構築のひとつの手段として，測量成
果の活用を含めた地理空間情報の活用があります．
１．２ 国土管理における地理空間情報の利用
国土管理の中では，環境保全・創出，災害被害の
軽減，社会資本の整備・管理の様々な局面で，地図，
図面，帳票などの様々な種類や形態で情報が作成さ
れ，交換され，利用されていますが，これらのほと
んどは位置や場所に関連したもので紙形式，デジタ
ル形式を問わず広く地理空間情報と呼ばれているも
のです．
【基盤的な情報項目】
このうち多くの局面で使用され，共用されること
が多い情報項目は以下のものであり，国土管理にお

国土を形成する情報
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ける基盤的な情報を構成すると考えられます．
・自然環境：標高，地形（画像含む），地質，土壌
・土地利用：行政区，公共施設境界
・公共施設：社会基盤施設
・社会活動：管理・監視情報
これらの基盤情報をベースにして様々な情報を総
合的に利用することが適切な国土管理に繋がります．
このためには信頼性のある確かな品質の地理空間情
報の確保が欠かせません．
２．測量の貢献分野の拡大
２．１ 従来の測量の役割
測量は，国土の諸要素の位置や形状を正確に計測
し，高い品質を持った地理空間情報として提供する
役割を担っており，主として土地の測量や地図の作
成を通じて国土管理活動やその他の利用に貢献して
きました．
空間的品質に対する高い信頼性によって，従来の
測量成果は，道路・河川等の社会基盤の整備に関す
る分野に加え，国・地方公共団体の公物管理用台帳
図や国民の権利を保全する都市計画や固定資産，用
地管理などの様々な分野で幅広く活用されてきてい
ます．
２．２ 近年の測量技術の進化と貢献分野の拡大
【測量技術の進歩】
近年，測量分野では ICT 技術に加え衛星や航空機
等の最新技術を最大限活用した技術革新が進んでい
ます．図−２に示したように，測量の成果である地
図や空中写真が紙形式からデジタル形式に替わり，
GIS などを利用した応用分野が飛躍的に広がってき
たことに加え，衛星や航空機によるデジタル画像撮
影，SAR，レーザースキャナ，GPS，WebGIS 等の測量

図−２

の新技術は，その高能力を用いて，より高い位置か
ら広域に亘る詳細な情報を取得することとそれを瞬
時に配信することを可能にしました．
【測量の機能強化と貢献分野の拡大】
これらの新たな技術の導入によって，測量には，
国土の諸要素の計測と高品質の情報の提供といった
機能が格段に強化されるとともに，新たに国土の諸
要素の変化を監視するという機能が加わるようにな
りました．これにより，従来に増してより高品質で
多彩なデジタル形式の地理空間情報を，より広範囲
に，より迅速に国土管理の現場に提供することがで
きるようになってきています．また，測量の成果を
基にして整備された地理空間情報は，安心安全を目
的とした防災面での利用に加え，カーナビゲーショ
ンや携帯電話による行き先案内のような市民生活の
中での利活用も増えてきています．
３ 国土管理の中での測量の新たな展開
３．１ 国土管理における地理空間情報活用の現状
と課題
わが国では風水害や地震などの自然災害の発生の
可能性から逃れることは出来ません．近代都市を襲
った地震としては平成７年に神戸市を中心に未曾有
の被害をもたらした阪神淡路大震災が思い起こされ
ますが，近い将来には，東海地震，東南海地震，宮
城沖地震等の発生が予測されており，その被害を最
小限に食い止めるために有効な対策が求められてい
るところです．
自然災害の危険性を事前に評価し発生予測等を行
い，加えて，社会資本である様々な公物の整備や予
防的な維持管理などを通して国民の安全安心を守る
ために，国土に関する様々な情報について ICT を利

測量技術の変遷
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図−３

国土管理業務と空間情報

用して総合的に活用することがこれまで以上に求め
られています．
【良質な地理空間情報のストックと活用】
現在の国土管理においても，図−３のように多く
の業務の中で測量によって得られた様々な地理空間
情報が利用されています．国土管理では情報を重ね
合わせ総合的に利用することが求められますので，
そこで必要とされる情報は正確な位置の情報を持っ
てデジタル化され，相互利用が可能な形でストック
されていることが大事です．特に，災害の予防対策
や発災後の被害軽減対策を進めるためには，国土現
況の詳細なデジタル情報の蓄積と活用は欠かせませ
ん．
岩手宮城内陸地震では同時多発的に発生した天然
ダムの対策が課題になりましたが，一部地区では詳
細な三次元地形データが事前に取得されていたため，
即座に崩落土石量が計算され迅速な応急対策を講じ
ることができました．これは国土管理の現場で利用
する適切な情報を事前にストックしておくことの重
要性を示す好例と言えます．
【社会資本ライフサイクルでの地理空間情報の活
用】
社会資本の整備や維持管理においては，工程毎の
効率化はもちろんのこと，ライフサイクル全体を通
したコストの縮減が求められています．
この中では，
調査から設計，施工から維持管理といった工程間で
のスムーズな情報の受け渡しによって作業を効率化
し，品質の向上を図ることが課題となっています．
本格的な導入が始まろうとしている三次元設計や情
報化施工において，測量で取得される三次元データ
が効果的に活用されることが期待されています．ま
た，工事施工後に測量で作成された完成図書データ

が，正確な位置情報とともに維持管理段階に受け渡
され，施設管理用の GIS データとして活用すること
も始まっています．
【測量技術や空間処理技術のさらなる活用】
ICT の利用は地理空間情報活用の可能性を大きく
広げてくれます．最近のコンピュータ処理能力は，
従来は困難であった大容量の地理空間情報を使用し
た氾濫解析などの高度なシミュレーションの高速処
理を可能にしました．ICT を利用し地理空間情報を
高度に活用することで，国土の監視データを用いて
リアルタイムに災害予測を行い被害を大幅に軽減す
るような事前対策に結びつけることも可能になりま
す．このように，自然災害の危険性や発生を事前に
評価して予防的な対策を講じ，甚大な被害や損失か
ら住民の生命財産を守るために，ICT や空間処理技
術を利用し地理空間情報を高度に活用していくこと
が望まれます．
また，国土管理の進め方においても単に行政に任
せるだけでなく，行政と住民が一体となって取り組
む住民参加型の手法が求められています．このよう
な場面では，画像データによるビジュアルな表現や
WebGIS による双方向の情報発信などの測量技術の
活用が期待されます．
３．２ 地理空間情報を高度に利用した国土管理
測量技術によって得られる国土管理に関する様々
な地理空間情報を高度に利用することによって，予
防保全型の国土管理が実現されます．図−４は，そ
のようにして実現される国土管理をイメージしたも
のです．そこでは，現実の国土を詳細かつ精密に反
映した基盤となる情報をベースに，国土管理の様々
な活動が行われます．例えば，風水害対策では，詳
細な三次元地形，地盤高データに加えて降雨，水量
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図−４

測量新技術を活用した国土管理

データを活用した河川氾濫シミュレーションが行わ
れます．その後，時系列的に入ってくる監視データ
を使用した実時間空間解析による被害拡大や避難に
関するシミュレーションが行われ，住民避難などの
必要な予防対策が最も効果的なタイミングで行われ
ます．
３．３ 国土管理の中での測量の新たな役割
近年の測量技術の進歩によって，国土の諸要素を
常に把握し，より広域で詳細な地理空間情報を速や
かに提供することが可能となり，今後の情報高度利
用型の国土管理に貢献するために必要な技術的環境
は整ったと言えます．
【新たな国土管理で求められるもの】
地理空間情報を高度に活用する新たな予防保全型
の国土管理では，これまで以上に，国土の現況や変
化に関する詳細で鮮度の高い良質な情報の利用が求
められています．このため，国土管理の様々な局面
で共通的かつ頻繁に利用される基盤的な情報につい
ては，測量技術を駆使して全国土に亘り高い品質の，
そして国土現況を反映した最新の情報を整備するこ
と，それを国土管理に携わるすべての関係者に提供
していくことが測量が担うべき大事な役割となりま
す．
同時に，国土管理の現場で，国土の諸要素の状態
や変化を常に監視し，その成果を現場の活動に反映
していく役割も新たに測量に求められる任務です．
また，国土監視センサー，空間解析技術，WebGIS
などの測量技術は，それ自体が国土管理を行う上で
必須の技術手法の一つです．このため，測量新技術
の開発は国土管理の手法やサービスの発展にも貢献
するものとして今後とも推進していくことが求めら

れます．
【測量の新たな役割】
今後の国土管理を進める中で，測量分野の新たな
役割として貢献が期待されるものを整理すると次の
ようになります．
・国土現況を反映した，信頼性の高い詳細かつ最新
のデジタル形式の国土管理のための基盤情報の
構築と維持管理
・国土諸要素のモニタリングによる国土変化情報の
提供
・社会資本のライフサイクル全体を通じてインタラ
クティブに行う情報作成・利用の支援
・現場での地理空間情報の作成・利用を支援する位
置（直接・間接）参照及び品質管理のシステム整
備・提供
・国土監視センサー技術，空間解析技術等の開発
４．国土管理のための基盤情報の早期整備
４．１ 国土管理のための基盤情報の整備
【国土管理のための基盤情報の機能】
国土管理のための基盤情報とは，国土管理の多く
の局面で使用，共用されることが多い基盤情報のう
ち，測量技術によって取得される地形，標高，土地
利用，社会基盤施設に関する地理空間情報で構成さ
れるものです．現実国土で発生する様々な災害や国
土管理の活動についての情報をその仮想的な国土空
間上に展開し，各種の予測シミュレーションや分析
を行い，その結果を住民の安全な避難や予防対策な
どの現実国土の国土管理活動に結び付けるという機
能を果たすもので，今後の国土管理の活動には不可
欠の情報基盤です．
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【整備及び利用における課題】
これらの国土管理のための基盤情報を構成する高
精度な地形等の個々の情報の整備については，これ
までも特定の分野や地域では断片的に行われてきま
したが，部分的で実際の災害現場では情報が無いな
ど，国土管理の必要な局面で直ちに利活用できるよ
うな状況ではありませんでした．

空間情報の流通と幅広い分野での活用を目指して国
土管理のための基盤情報を国民に提供するとともに，
地方公共団体や民間企業と連携して新たな活用方策
の検討や研究開発，企画立案などを実施することが
求められます．

【早期構築に向けて】
近年の測量技術の進展は，これらの基盤情報の整
備や利用に関する技術的課題を解決に導くものです．
災害等のリスクを事前に把握し，甚大な障害が発生
する前に適切な対応を行うことによって，国民が常
に安全で，安心に快適な生活をするとともに，万一
災害が発生してもその損失を最小限にとどめられる
ような望ましい国土管理を早期に実現するためには，
その活動のベースとなる国土管理のための基盤情報
を早期に整備することが望まれます．今後は，測量
技術を駆使して早期に国土管理のための基盤情報を
整備することが，国土管理に対する社会的ニーズに
応えていくうえで重要となります．
４．２

国土管理のための基盤情報の整備と維持の
体制
【整備体制の考え方】
国土管理のための基盤情報については，地域の情
報は一般的に地方の方が詳しいので地方公共団体に
整備を委ねる方がよいかもしれません．しかし，仮
に地方公共団体による整備を基本とした場合，昨今
の経済事情により整備時期の遅れや整備・維持内容
の温度差などにより，隣接した地区での情報に違い
が発生し，最適な対応策実施に遅れが生じる，ある
いは実施そのものが危ぶまれるなど国土管理活動に
重大な支障が生じることも考えられます．このため，
わが国の安心安全を確保するための基盤構築という
目的から，国土管理のための基盤情報については国
土管理を主導する国が整備するべきです．また，標
準的な情報を全国整備するといった実行上の観点か
らも国が統一的な仕様でまず初期的整備を行うと同
時に，国土管理に係わる情報を一定レベルの品質を
確保しながら適切に更新し，活用できるようなコー
ディネートを国が行っていくことが効率的であると
考えます．
【国を主体とした整備と関係者の連携】
国によって初期的な整備と維持管理が実施される
国土管理のための基盤情報は地方公共団体及び関連
機関との共同利用を図りつつ防災対策等の国土管理
活動に効果的に活用することが望まれます．また，
国は地理空間情報活用推進基本法の目的とする地理
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