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１．はじめに 

国土地理院は，第６次基本測量長期計画の中で位置情報基盤の整備と利活用の推進として，「いつで

も」「どこでも」「だれでも」現在の位置を正確に知ることができる環境の構築を掲げており，国土交

通省の推進する「自律移動支援プロジェクト」に参加するなど，調査研究を実施している．平成 16

年度からは，同プロジェクトの実証実験が行われる神戸市三宮の「さんちか」街と旧居留地にインテ

リジェント基準点 94 点を設置し，新しい測量システムの開発，現地における試験観測を実施した． 

本年度は，IC タグを利用した維持管理の効率化について調査研究を実施したので報告する． 

 

２．研究内容 

国土地理院では，全国に設置している約 13 万点の三角点や水準点等について，現況把握，正確な基

準点成果の管理や提供など，維持管理を行っている．近年，維持管理は，担当職員の減少により，外

注化へと移行しつつあるが，費用対効果や迅速性等の面で決して効率的ではない．位置情報基盤整備

のさらなる推進強化が求められる中，効率的な維持管理手法の検討が急務となっている． 

最近では，様々な分野で「IC タグによる管理」の手法が用いられている点に着目し，基準点の効率

的な維持管理への応用をめざして，検討を進めた． 

 

２．１ 基準点用 IC タグの開発 

IC タグは，現在流通しているものでもいくつかの種類がある． 

まず，大きな種別として，パッシブタイプかアクティブタイプに分けられる．パッシブタイプの場

合，タグ本体は電源の必要が無く，アンテナで電波を受信することにより，チップから情報を発信す

るというものである．しかし，このタイプのものは，通信距離が比較的に短い． 

一方，アクティブタイプの場合，ある程度離れたところでも読み取り可能であるが，電源を使用す

るため，電源の消耗と共に交換が必要になる．基準点の場合，「永久標識」と言うこともあり，このタ

イプは適正が低いと判断せざるを得なかった． 

また，使用周波数については，日本国内で主に４つの異なる周波数帯が使われている．このことは，

後述する，読み取り装置（リーダー）にも大きく関わるところである． 

今回は，富士通社製 13.56MHz，パッシブタイプのタグを使用した．使用する IC チップには，２KB

の書き込み領域があるため，基準点成果の書き込みも可能である． 

富士通そのものは，IC タグを作成するための部品を提供するだけで，IC チップとアンテナを組み合

わせ，パッキングを施す工程が必要となる．この工程を経た IC タグを金属製のカバーに埋め込み「基

準点用 IC タグ」とした． 

作成した「基準点用 IC タグ」は，様々な使用環境を考え，環境試験を行っている．－30～＋60℃の

条件で１週間ほど放置しての性能検査や水没させた状態での性能を検査した．これらの検査を通じて

自然環境下でも使用できることを確認した． 

なお，この開発に当たっては，金属標のメーカーである，「株式会社カクマル」の多大な協力をえた． 



２．２ 既設基準点への設置について 

基準点の形状は，大きく分けて標石と金属標の２種類であり，それぞれに応じた設置方法をとった．

標石については，標石本体上面に穴を開け，タグを埋め込むこととした．金属標については，金属標

本体に後から埋め込むことは困難であることから，周囲のコンクリートに埋め込むこととした．ただ

し，屋上に貼り付けた形で設置しているものについては，所有者（管理者）の了解の元，近傍の設置

できる場所へ埋め込むこととした． 

 

２．３ 管理用データベースの検討 

基準点を管理する上で，必要な項目を検討し，その必要項目についてデータベース化し管理するこ

ととする． 

検討の結果，以下の表を具体例として提示する． 

 

表－１ データベースによる管理項目の例 

バージョン UID コード 基準点コード 等級 点名 現況 測定日 時間 備考 

2 E008010C38204BAC 10000001829 一等水準点 1829 正常 2006/11/9 16:27:29  

2 E008010C38204BAC 10000001829 一等水準点 1829 正常 2006/12/2 14:41:41 2 回目 

2 E008010C38209EA4 4930600601 一等三角点 烏泊山 正常 2006/10/20 17:06:04  

2 E008010C38209EA4 4930600601 一等三角点 烏泊山 正常 2006/10/30 14:14:47 2 回目 

2 E008010C382089C4 5030033901 三等三角点 旭山 正常 2006/11/13 14:07:37  

2 E008010C38206031 5030112901 三等三角点 井田 正常 2006/12/11 15:24:00  

2 E008010C38206031 5030112901 三等三角点 井田 正常 2006/12/22 15:08:20 2 回目 

2 E008010C38209943 4929668701 三等三角点 一本杉 正常 2006/11/28 15:19:35  

2 E008010C38209943 4929668701 三等三角点 一本杉 正常 2006/12/6 10:50:35 2 回目 

 

このデータベースは，基準点用 IC タグが持っている UID で整理しており，現在のところ，専用リー

ダーのメモリカードに保存する形をとっている． 

 

２．４ リーダー 

現在，IC タグ用のリーダーは，タグに対応した専用機を使用することに

なる．理由としては，それぞれのメーカーが独自の開発をしており，異な

った周波数を使用していることにある． 

今回使用したリーダーは，13.56MHz に対応したものであり，ユーシーテ

クノロジー社製のものである．使用するファームウェアについても，使用

する目的にあったものを開発している． 

試作機には，基準点の現況を登録する機能を組み込んだ．設置されてい

る基準点の状況に応じて，左記の画面より，項目を選択する．選択した項

目は，登録をすることにより，基準点情報と日時が更新される． 
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図－１ 操作画面例 



２．５ IC タグの試験的な埋め込み 

本年度，基準点に IC タグを試験的に埋め込むため，作業地の選定条件を以下のように設定した．①

都道府県単位とし，その全てに設置する，②規模は 1500 点程度，③比較的高低差の少ない地形である

こと，④島が少ないこと，⑤協力体制があること等．これらの条件を満たす佐賀県で実施することし

た． 

佐賀県は，「佐賀県県土づくりコンサルタンツ協会」という測量会社で構成された法人があり，独自

に基準点のデータベースを作成するなど，国土地理院の事業に対し，深い理解を示している．また，

設置点数も全体で 1400 点強であること，高山や島も少ないということが大きな理由となった． 

IC タグ設置作業の概要については，図－２，図－３に示す． 

 

既設の基準点にドリルで穴を開ける． 

穴を開ける際には，柱石が破損しないように，細心の

注意を払う． 

最初に６㎜程度の穴を開け，その後 16 ㎜の穴に広げる．

ドリルは，低速で震動はかけないこと． 

深さは 15 ㎜程度．ドリルの刃は，２枚刃ではなく３枚

刃を使用する． 

 

 

 

 

使用するシリコンは，「東レ SE960」を使用する．この

シリコンは，紫外線に対する耐久性に優れている． 

あらかじめ，開けた穴にシリコンを注入し，あとから

タグを埋め込み，上面をコーティングする． 

あまり深く埋め込むと，リーダーで読む込む際の反応

が悪くなる．深さは上面から２㎜程度である． 

 

 

 

 

 

３．今後の課題 

これからの社会において，IC タグの利用はますます，広がりを見せていくことは間違いない．農産

物（野菜・家畜）の生産から流通に至る管理，住宅に設置される火災報知器，図書館における大量の

図書管理など，あらゆる分野での利用が見込まれている． 

 基準点においても例外ではなく，IC タグのもつ機能を活用することで，維持管理が効率化されるも

のと考える． 

そのためには，今後，以下の作業を進める必要がある． 

①インテリジェント基準点の標準仕様の決定 

タグに入力する情報の仕様を決定する． 

図－２ IC タグ設置作業 

図－３ IC タグ設置作業 



②ucode の登録 

場所情報コードとして国土地理院が管理する部分を UID センターに登録する． 

③ハード（リーダー）の開発 

現在，使用するリーダーは，特定の周波数のみに対応するもので，汎用性がないため，異なる周

波数に対応できるものを開発する．また，モバイル機能を持たせる． 

④公共基準点への導入 

国土地理院が管理する基準点のみならず，自治体が管理する公共基準点にも取り入れてもらうた

め，啓発活動を行う． 


