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報告内容

１．取り組むべき重要事項
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G(技術)G(技術)

K(広報)K(広報)

K(教育)K(教育)

２．地図・測量の社会経済効果の検討

その他、「参考資料」に国土地理院関係予算事項（平成27年度補正予算、

平成28年度予算）を報告

技術力を磨き、より実践的な技術として昇
華させる

国民に地図作りの素晴らしさ、大切さを
知ってもらう

地理教育・防災教育により、次の世代に
より良い国土、健全な国土をしっかりと
引き継いでいく



干渉ＳＡＲの取組み

3

全国監視
火山

地盤
沈下

液状
化

地す
べり 地震

検討会に
よる判断・
コメント

一般へ公開

レーダを発射する人工衛星で地上の
変化を把握 （干渉SAR技術）

数cmの変動をキャッチ
昼夜を問わず、天候にも左右されない

時系列解析
ダムにおける解析

コヒーレンス解析
液状化した部分が分かる

SAR１．干渉SAR技術の概要 SAR２．SAR解析技術の進展

3 ALOS23．ALOS2を使った地盤・地殻変動情報の提供（事業化予定）

新たな変動把握手法の開発
○橋梁や堤防などの構造物の監視

への実用化を目指す

○ローコストで人の目が届きにくいイ
ンフラの変化をキャッチ

SAR衛星(ALOS-2, JAXA, 
2014年打ち上げ)

技術技術



干渉ＳＡＲの取組み
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2015年1月4日～8月16日（約7ヶ月間）で
南岳山頂火口の東側の広い範囲で最大
16cm程度の衛星に近づく地殻変動が見ら
れる。

桜島

2015年7月5日～11月8日(約4ヶ月間)に
最大11cm程度の衛星から遠ざかる地
殻変動を観測。
6月末のごく小規模な噴火の後、収縮
性の変動が継続している可能性がある。

4．干渉SARが捉えた火山地殻変動

技術技術

箱根山

噴火警戒レベルの設定、立ち入り制限の判断に活用



ＵＡＶ(無人航空機)の活用
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2.測量への利用

1. 無人航空機(ＵＡＶ)とは

技術技術

・作業効率や安全
性の向上

・設計変更にも
迅速に対応可能

・局所的な修正
作業の効率化

・地図更新がより
迅速に

地図データの修正
・図面作成：現地測量（地形）、写真測量、用地測量の

ための現況把握、地図データの修正
・工事関係：設計資料、土量算出、施設点検、進捗・完

成写真撮影
・その他：環境・生態調査、文化財調査、景観、森林調

査、圃場調査

民間測量会社539社中155社（29％）が無人航
空機を保有（国土地理院調べ, H27.10）

民間測量会社539社中155社（29％）が無人航
空機を保有（国土地理院調べ, H27.10）

工事関係

・ＵＡＶとはUnmanned Aerial Vehicleの略称であり、無人で飛行
する航空機の総称。「ドローン」とも呼ばれている。

固定翼型ＵＡＶの諸元(例)
機首にカメラを搭載、自律飛行
で、地上から管制する。
全長2.2ｍ 全幅2.8ｍ 86ccガ
ソリンエンジン×１基搭載
巡航速度 約120km/h 航続
距離約500ｋｍ

固定翼型ＵＡＶマルチコプター型ＵＡＶ

マルチコプター型ＵＡＶの諸元
(例)
機体中央にカメラを搭載、自
律飛行可能
全幅0.8ｍ 機体2.6kg（積載重
量1kg）、モーター×6基搭載、
計画高度130m



ＵＡＶ(無人航空機)の活用
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3. 災害時における活用

技術技術

（口永良部島）

接近が困難な火山活動の状況把握

（山形県戸沢村 地すべり発生箇所）

（平成27年9月関東・東北豪雨鬼怒川の破堤箇所）

人の立ち入りが困難な場所の状況把握
撮影した空中写真や動画を関係機関に直ちに情報提供。地理院地図でも迅速に公表。

（西之島）

水害の被災直後の状況把握

※鬼怒川では破堤から約4時間後の時点の映像を関係機関に提供

地すべり箇所の状況把握

今後も、人の近づけない危険箇所における防災や災害対応への活用を継続して行う

３Ｄプリンターで利用できるデータの公開

３次元モデルにより立体的に現状を把握固定翼による撮影

マルチコプターによる撮影



ＵＡＶの測量への利用検討
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4. 公共測量とは

技術技術

国や地方公共団体が費用を負担して実施する測量 （測量法第５条）

国・地方公共団体
（測量計画機関）
国・地方公共団体
（測量計画機関）

民間測量会社
（測量作業機関）
民間測量会社

（測量作業機関）

民間測量会社に
委託して実施

• 道路、橋、ダム等の
インフラ整備・管理

• 都市計画の策定
• 防災、災害対応

国土の管理や
保全のために
様々な場面で
実施

測量の結果は、社会の中で様々な場面で利
用されることから、精度の確保が重要

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
• 手作業が多く、時間がかかる

• 広範囲の地図作成に効果的
• 機械経費がかかる

測量手法

広域でない
現地測量等
においては

小型無人機が利用可能

・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

5. 公共測量の実施方法

現在、小型無人機を用いた公共測量技術マニュアルを作成中



ＵＡＶの測量への利用検討
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6. 操作技術と安全管理

技術技術

7当面のスケジュール

• 国や地方公共団体等が実施する公共測量に最適化した
安全基準（案）の作成

• 公共測量を実施する関係機関（民間測量会社、地方公共
団体等）への周知

航空法の改正、航空法施行規則の改正
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の申
請・審査要領」の制定

（参考）2015年5月に（一社）日本写真
測量学会が、小型無人機の安全運航
に関する手引きを公開
• 測量会社が定める安全基準のひな

型
• 道路工事等の局地的範囲の測量を

想定
※一般社団法人日本写真測量学会HP

http://www.jsprs.jp/
以下の取組を進める

既存の手引きや測量分野で
の利用実態等を参考

2015年12月～2016年2月

• 作業規程の準則について、外部有識者による検討委員会

2016年3月目途

• 小型無人機を用いた公共測量技術マニュアルの作成

小型無人機を用いた数値地形図データ作成に関する検討のとりまとめ

小型無人機を用いた写真地図データ作成に関する検討のとりまとめ

• 安全運航のための基準（案）の作成



「平成２７年９月関東・東北豪雨」への対応

●空中写真撮影と推定浸水範囲の判読

測量用航空機くにかぜ撮影
の空中写真から、推定浸水
範囲を判読して地図化すると
ともに、浸水範囲面積を算出、
公開

効果：復旧状況の周
知・効率的な排水計画
策定への活用

推定浸水範囲の変化図
（常総地区）

平成27年9月関東・東北豪雨の際に、緊急撮影（航空機・ＵＡＶ）による写真・動画、
推定浸水範囲図等の各種地理空間情報の提供及び公開を行いました。
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平成27年9月11日撮影

技術技術



●無人航空機（UAV）による動画撮影

鬼怒川の破堤直後（9
月10日）の現地を撮影
し公開

効果：初動時の迅速な
被災状況の周知・初動
計画策定への活用

●被災地周辺の主題図の提供

破堤・越水箇所周辺の
治水地形分類図(左)や
陰影段彩図(右)を提供

効果：破堤・越水後の
浸水リスク把握、避難
計画策定に活用

●統合災害情報システム(DiMAPS)へ情報集約

効果：効果的な災
害対応オペレー
ション

●地理院地図を通じた情報提供

国土地理院のWEB地図
技術(地理院地図)を活
用し、空中写真、浸水範
囲など公開

効果：情報を迅速に広
範に提供し関係者の判
断・行動を支援
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「平成２７年９月関東・東北豪雨」への対応技術技術

災害発生時に提供される情報
を集約、電子地図上に統合表
示することで把握、共有する。

防災センター
（国土交通省）

被害の全体像を把握

ヘリ画像や空中写真
から被災状況を広範
に把握

災害対応状況の把握、
連絡手段としての活用

被害報 等

基盤地図情報

震度情報

防災ヘリ

現地情報 等

事前情報



測量に関する産学官の関係者・関係機関の担当者からなる、具体的な
広報推進に向けた戦略及び方策等の検討、策定

広報推進協議会

構成員： 各業界団体の広報担当者
（必要に応じ、アドバイザーの出席を

求めることができる）

事務局：

国土地理院が主催する、有識者等から測量の広報のあり方等に
関する意見を聴取する場

国土を測る意義と役割を伝える懇話会

委員： マスコミ関係者、学識経験者、
ユーザ ほか

オブザーバー： 各業界団体の関係者

国土地理院（広報戦略PT）

意見活用

情報提供
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広報広報 産学官が一体となった広報の強化に向けた体制整備



少子高齢化が進む中で、測量技術者の新たな担い手確保が難しくなっている

「学生・生徒等の取り込みを目指しているものの、うまく進まない」

近年、急激に若手の測量技術者が減少
（全国測量業厚生年金基金加入者年齢別推移（全測連資料より作成））

その理由を聞いてみると・・・その理由を聞いてみると・・・

測量という仕事に対するイメージが必ずしも良いものでない
• 野外で作業を行うキツイ仕事、単純労働というイメージ

測量で何をしているのか、（社会の中で）測量が何に役立っ
ているのかよく分からない

測量技術者を目指すことを（こうした測量に対する良くないイ
メージを持っている）親から反対されるケースもある

（測量事業者、測量専門学校の担当者等からの意見）

測量とはどのようなものなのか、何に役立っているのか、広く知ってもらうことが必要

国土を適切に管理し、保全する上で不可欠な事業（国土の範囲の明示など）
様々なインフラ整備を行う上での基礎的な情報基盤（設計、施工、管理など）
日常利用する地図は、測量の結果作られている
自然災害の際には、状況把握、復旧・復興のために欠かせない
様々な地理空間情報の整備を担う役割
・・・

これまで、その意義や役
割が、分かりやすく整理
されていない

さらに、その意義や役割
を伝える取組が効果的
に行われていない

社会基盤の下支え？ 見えないところで活躍？ 不可欠な作業？

特に、20代、30代の
割合が急激に減少

60代以上

50代
40代

30代
20代

平成8年度

65％
平成26年度

30％

測量とは何か？ （イメージ）測量とは何か？ （イメージ）

こうした中で、例えばこんな課題も生じているこうした中で、例えばこんな課題も生じている
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「国土を測る」意義と役割を伝える懇話会・趣旨広報広報



測量とは、国土の姿を捉えるために「国土を測る」ことである。

○ 「国土を測る」意義と役割とは、どのようなものなのか？

○ その意義や役割を広く伝えるためには、何をすべきか？

有識者の方々（特に、測量を直接実施
する者以外の方々）のご意見、ご提言を
お伺いしたい

懇話会でお伺いしたご意見等はどうするのか？

国土地理院の施策（測量行政）
に反映

• 国土地理院が行う広報活動、HP掲載情報等の拡充

• 新規採用（リクルート）に向けた取組

• 地図と測量の科学館における展示、説明等を充実

• 地方測量部等で実施している出前講座等に反映

測量にたずさわる産学官の関
係者で協働した取組の推進

• 業界全体での広報の取組の拡充に向けた体制（広報推進協
議会）における議論に反映

• 測量業界全体の広報戦略の策定

• 業界が一体となった具体的な広報の取組の推進

「国土を測る」意義と役割を伝える懇話会

広報推進協議会

「国土を測る」
意義や役割

• 今回設置を考えている会合
• 有識者の方々による議論

測量業界関係者（関係団体等）による、
具体的な広報戦略の策定、業界で一体
となった広報活動の実施

これらを的確に
伝える方法

測量に関する広報推進に向けた検討・取組体制イメージ

国土地理院
事務局として

参加自らが行う広報
活動等を拡充

広報
戦略

地図と測量の科学館
（国土地理院に併設）

懇話会が目指すもの懇話会が目指すもの

「国土を測る」意義と役割を伝える懇話会・趣旨広報広報
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目的
「国土を測る」測量について、その意義や役割を明確にし、これを広く国民に伝
える上で、何をどのように伝えることが適切であるか、有識者からの意見を聴
取し、今後の取組に反映させる。

構成員

• マスコミ関係者、地図・測量成果等のユーザ、学識経験者（測量、土木、地
理教育等）、測量に関連のある各分野の専門家（建設、宇宙、防災等） 合
計10名程度を想定

• 測量関係者（測量団体等）については、オブザーバとして参加を予定

開催予定
平成27年度末に第1回を開催予定(現在準備中)
全4回程度開催し、平成28年中に報告書等に取りまとめる予定

その他

• 会議は原則として全てオープンなものとし、記者等が会議全体に参加し記
録等を行うことを認める（会議資料や議事録等についても、原則公開予定）

• 懇話会で出された意見については、国土地理院において取りまとめ、広報
推進協議会等における検討に反映

主催者 国土地理院
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広報広報 国土を測る意義と役割を伝える懇話会の概要



目的
測量の役割や重要性等に対する多くの国民の理解を深め、関心を高めるた
めに行う測量に関する周知や広報について、関係者が一体となって適切か
つ戦略に実施する方策等を検討し取組の推進を図る。

構成員

• 以下関係する団体の代表12名からなる。

• (一社)全国測量設計業協会連合会、(一財)測量専門教育センター、
(一社)地図調製技術協会、(公社)日本測量協会、(公財)日本測量調査技
術協会、(一財)日本地図センター、国土交通省国土地理院

• (追加的な団体の参加もありうる)

開催予定
平成２７年1２日１８日に発足、第1回会合を開催
当面月１回程度開催予定

その他

• 当初は各団体の既存の取組みの把握、整理を行う。

• その上で、関係者が一体となって実施できる広報の戦略を作ることを視
野において、協調して取り組める内容について検討を行う。

• 関係者による具体的な議論の場であり、公開等は想定していない。

主催者
構成団体が共同して主催。事務局は国土地理院が務める
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広報広報 広報推進協議会の概要
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広報広報 国土地理院広報戦略のポイント

•国土地理院の役割は「国土を測る」こと、測った結果を社会で容易に使えるようにすること。
•国土地理院を挙げて計画的かつ効果的な広報活動を展開するために広報戦略を策定
•広報戦略の目的は、国土地理院が担うべき役割を広く一般に理解していただき、その
ために計画的かつ効果的にメッセージを発信していくこと。

•広報の取組は長期に継続。
•国民の理解を得るため国土管理、防災対応等の視点を意識し広報を実施。
•広報対象（ターゲット）を意識し適切な広報手法を用いて広報活動を実施する。
•評判となった既往の広報事例を参考に、アピールポイントを意識した広報活動を実施。
•主要な広報手段(face to face、マスコミ掲載、イベント等)別に課題を整理して改善。

•職員個々が国土地理院のアピールポイントを意識し、広報マインドを醸成し、 （技）
の部に示す基本的方針に基づき、広報パーソンとして活動を実施。
•リーディング・プロジェクトを選定し、国土地理院全体で強力に推進。

（技）の部 広報戦略の基本的方針

（体）の部 広報戦略の実行

（心）の部 広報戦略の策定趣旨

国土地理院全体、いわば心技体が、一つに調和された形で広報に取り組めるように、
心・技・体それぞれの位置づけを明確にした戦略とする。 (平成27年11月策定)



17

広報広報 広報戦略に基づくリーディングプロジェクト

大学

基準点

意識

｢G(技術)･K(広報)･K(教育)｣プロジェクト
：広報・教育両面から将来の技術者づくり

ストック有効活用プロジェクト
：国土地理院の組織、施設等を積極活用

基盤プロジェクト
：職員の能力を高め共
通認識のもとで広報

アピールポイ
ントをまとめた
資料を活用

能力 広報パーソン
の育成

・国土地理院の仕事のア
ピールポイントを５分で説
明する工夫
・幹部等職員全員が同一
資料で積極的に対外説明

・職員のプレゼン能力の向上
・中級レベル以上のプレゼン
テーターの育成

小中高

インターンシップの開催
・学（測量・地図関連分野の学会）・産（測量関係団体）・官の連携
・地図と測量の科学館（つくば）で学生を対象としたサマースクール

電子基準点を設置している学校への出前
授業

・全国1,300の電子基準点のうち600が学校内 ⇒ “学校へ行こう”
・児童生徒・教師に、電子基準点の役割や測量の大切さ等を伝える

地図と測量の科学館(つくば)の積極活用
・地図・測量の役割を楽しみながら体験できる場としての充実
・地理・防災教育の場として利活用

地元と連携した広報プロジェクト
・地方測量部等（全国１０組織）：地元自治体、教育機関等との連携
・つくば：石岡測地観測局(VLBIアンテナ）を教育の場として活用

施設

組織


