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本日の紹介内容

Ⅰ.測量法について

Ⅱ.公共測量とは

Ⅲ.公共測量の諸手続

Ⅳ.測量成果の複製・使用について



Ⅰ.測量法について

公共測量とは

公共測量の諸手続

測量成果の複製・使用について



測量法について（ポイント）
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第一条 （目的）

第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しく
は補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、
その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さ
を確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適
正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資
することを目的とする。

測 量 法 昭和２４年６月３日施行

国、公共団体が実施する測量

・測量の実施の基準及び実施に必要な権限を定める。

・測量の重複を除く。

・測量の正確さを確保する。

・測量業の適正な運営とその健全な発達を図る。

測量法と公共測量の手続き



測量の重複を避けるために（成果等の検
索）
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【公共測量】をクリックする事で、様々な公共測量
に関する情報を調べることが出来ます。

公共測量等の情報の入手
測量法と公共測量の手続き



測量の正確さを確保するために
測量の精度 《測量は調査や工事の基礎をなすもの》

◆正確ではない場合

◆正確な場合

後続の調査や設計に不具合
が生じる

設計変更や障害の発生で手
戻りや費用がかさむ

後続の調査や設計が極めて
妥当

設計変更や障害がないので
結果的に費用が軽減

作業規程を制定し(測量法33条)同一の基準で測量を行い(測量法11条)測量士
が測量を実施(測量法48条)

そんな時は 民間等に測量計画業務を委託することも可能

公共測量の手引（計画書）から抜粋

ウチの部署に測量士
いないんですけど･･･

測量法と公共測量の手続き



測量法について

Ⅱ.公共測量とは

公共測量の諸手続

測量成果の複製・使用について

測量法と公共測量の手続き



8

基本測量以外の測量のうち、建物に関する測量その

他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他高度の精
度を必要としない測量で政令で定めるものを除く

「測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は
公共団体が負担し、若しくは補助して実施するも
のをいう。」

測量法と公共測量の手続き

公共測量 測量法第５条
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公共測量の手引 P.2を参照してください。
http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/tebiki/tebiki.pdf

公共測量か否か判断に迷う場合は、
国土地理院へお問い合わせ下さい

具体的にどんな作業が公共測量に該当するの？

測量法と公共測量の手続き



測量法について

公共測量とは

Ⅲ.公共測量の諸手続

測量成果の複製・使用について

測量法と公共測量の手続き
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基本測量成果 公共測量成果

①公共測量を計画
①作業規程の申請
②計画書の提出

①作業規程の承認
②技術的助言 正確さの確保

成果の提出 正確さの確保

後続作業で実施される公共測量の基礎となります

公共測量の大まかな流れ

成果公表
成果管理

②公共測量を実施

③公共測量が終了

正確さの確保
重複の排除

審査書 正確さの確保

測量法と公共測量の手続き
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公共測量の手引 P.10を参照してください
http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/tebiki/tebiki.pdf

測量法と公共測量の手続き
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公共測量を実施するには

測量法に基づく手続が必要

測量の重複を除く事で経費節減。
測量の正確さを確保する。

・測量作業規程の承認申請（第33条）
・実施計画書の提出（第36条）
・測量成果の写しの提出（第40条）

公共測量成果は公共財

公共測量は、基本測量・公共測量成果をもとに実施（第32条）

測量法と公共測量の手続き



公共測量作業規程を定める 測量法第３３条

14

作業規程（第33条）

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量
に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他を国土交通省令で定める
事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ国土交通大臣の承認を得なけ
ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければ
ならない。

国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。
作業規程の準則（第34条）

※『作業規程の準則』とは、公共測量作業規程の規範となるもの

平成２０年以前に作成された作業規程（世界測地系未対応）は、早めに変更をお願いします。

土地区画整理事業・土地改良事業の測量作業規程については、事業主体の解
散と共に「作業規程の廃止申請」が必要になります。

詳細は、「公共測量の手引」11～13ページを参照下さい。

測量法と公共測量の手続き
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測量作業規程
モデル規程となる測量作業規程には、
下記の３種類があります。

１.公共測量作業規程
準用規程 作業規程の準則 平成２０年国土交通省告示第４１３号

http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/jyunsoku/index.html

２.土地区画整理事業測量作業規程
準用規程 国土交通省土地区画整理事業測量作業規程（平成２５年度版）

http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/materials/sokuryou/sokuryou.htm

３.土地改良事業測量作業規程
準用規程 農林水産省農村振興局測量作業規程（平成２８年度版）

http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/k_sokuryo/index.html

測量計画機関毎の承認状況は下記のサイトで確認が出来ます。

http://psgsv2.gsi.go.jp/kouhyou/Kouhyou_SagyouKitei/Kensaku9.aspx

測量法と公共測量の手続き
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①土地改良事業測量作業規程関係

農林水産省農村振興局測量作業規程
承認年月日等 平成２８年５月２３日国国地第７号

http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/k_sokuryo/index.html

作業規程の変更を行う必要がある規程①

作業規程関係については、「公共測量の手引」１１頁～13頁を参照

左記公文書等の送付先は、北陸地方測量部
調査係宛にお願いします。

農林水産省農村振興局測量作業規程の変更
に伴い、同作業規程を準用している測量計画
機関は作業規程の変更申請をお願いします。

測量法と公共測量の手続き
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②市町村合併や事業主体（整理組合等）の解散で団体
自体が無くなった名称を使用している作業規程

●●町

●●町公共測量作業規程 2008 2008/7/24 国国地309号

▲▲町土地改良事業測量作業規程 1997 1998/3/5 建設省国地発112号

●●町土地区画整理事業測量作業規程 2008 2009/6/24 国国地208号

▲▲町土地区画整理事業測量作業規程 1997 1998/3/5 建設省国地発141号

▲▲町公共測量作業規程 2002 2004/11/18 国国地発439号

http://psgsv2.gsi.go.jp/kouhyou/Kouhyou_SagyouKitei/Kensaku9.aspx
公共測量作業規程登録情報

作業規程の廃止届けをお願いします。届出されない限り、ずっと記録が残ってしまいます。
【検索表示例】

廃止届けを提出

廃止届けを提出し、事業が予定されているのであ
れば新名称計画機関として新たに申請して下さい

測量法と公共測量の手続き

作業規程の変更を行う必要がある規程②



公共測量作業規程の廃止申請について

●●市公共測量作業規程 2008 2008/7/15 国国地267号

●●市土地区画整理事業測量作業規程 1997 1999/9/7 建設省国地発414号
●●市土地改良事業測量作業規程 1986 1993/1/19 建設省国地発29号
■■町土地改良事業測量作業規程 1986 1992/9/7 建設省国地発422号

▲▲町土地区画整理事業測量作業規程 2002 2003/10/6 国国地発501号

××町土地区画整理事業測量作業規程 2002 2003/5/9 国国地発48号

◆◆市土地区画整理事業測量作業規程 2002 2002/7/22 国国地発501号

■■町土地区画整理事業測量作業規程 1997 1998/4/2 建設省国地発262号
◎◎町公共測量作業規程 2002 2005/9/29 国国地発466号

◆◆市公共測量作業規程 2002 2003/7/4 国国地発196号

■■町公共測量作業規程 1995 1998/4/2 建設省国地発261号
▲▲町公共測量作業規程 1995 1998/2/18 建設省国地発86号
××町公共測量作業規程 1995 1997/10/9 建設省国地発903号
◎×町公共測量作業規程 1995 1996/10/24 建設省国地発1012号

※※※村公共測量作業規程 1995 1996/10/17 建設省国地発984号
◎▲村公共測量作業規程 1995 1996/10/7 建設省国地発930号

◆◆●町公共測量作業規程 1995 1996/4/22 建設省国地発165号
■▲町公共測量作業規程 2008 2009/6/1 国国地80号

廃
止
対
象
と
な
る
作
業
規
程

土地改良

土地区画整理事業

公共測量

検索例のように申請件数が多数の場合は、作業規程の種別毎に申請書を作成し、作業
規程名・承認番号・承認年月日等必要事項を列記して提出して下さい。

当該測量作業規程は変更承認申請の手続きをお願いします。

公共測量作業規程登録情報の表示例（●●市の場合）

最新の作業規程に変更使用する事で、経費の節減にも繋がります。

測量法と公共測量の手続き
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一 目的、地域及び期間
二 精度及び方法

技術的助言を受け
ることで

・精度の確保
・重複の回避
・効率的な実施

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、
次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的
助言を求めなければならない。
その計画書を変更しようとするときも、同様とする。

※ 「製品仕様書」も一緒にあわせて提出して下さい。

測量法と公共測量の手続き

計画書についての助言 測量法第３６条
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従 来

電子基準点
2級

2級

2級

1級

1級

電子基準点

1級

電子基準点
2級

2級

2級
電子基準点

ＧＮＳＳの効率的な利用

ＧＮＳＳ測量

凡例

２級基準点
１級基準点

３級基準点
４級基準点

１級基準点測量
２級基準点測量

「電子基準点のみを既知点とした２級基準点測量」

「電子基準点のみを既知点とした基
準点測量マニュアル」を利用すること

で・・・

★測量作業の効率化につながります。
★経費の軽減ができます。

スマートサーベイプロジェクト（SSP）①

① １級基準点を設置せず直接２級基準点の設置が可能である。

② 電子基準点を既知点とすることにより、既知点での観測が不要である。

③ 路線の辺数、路線長の緩和により、２級基準点から４級基準点が設置しやすくなる。

④ セミ・ダイナミック補正を行うことにより、既設点との整合性をより高める。

⑤ 新点と既設点の整合性を確認する。 （測量計画機関が指示した場合）

マニュアルの特徴

測量法と公共測量の手続き
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「ＧＮＳＳ測量による３級水準測量」

「ＧＮＳＳ測量による標高の測量

マニュアル」を利用することで・・・

★測量作業の効率化につながります。
★経費の軽減ができます。

スマートサーベイプロジェクト（SSP）②

マニュアルの特徴
○ ＧＮＳＳ測量により、３級水準点を設置することができる。
○ 電子基準点（標高区分：「水準測量による」）を既知点とする場合は、既知点の観測は不要である。
○ GNSS観測は、大気遅延の影響を軽減し高さ方向の精度確保のために５ 時間以上行う。

衛星測位と高精度なジオイド・モデルを組み合わせて使用することにより３～５ｃｍの精度で標高を求める

測量法と公共測量の手続き
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マルチGNSS測量
＜概要＞

従来、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システム（GNSS）として、米国のGPS、日本
の準天頂衛星システム（QZSS）、ロシアのGLONASSが利用されてまいりました。 これらに加え、近年、
欧州連合のGalileoや新たな周波数帯（L5帯）の信号を利用する「マルチGNSS」の環境が整ってきました。
国土地理院では、このような環境の下、マルチGNSSの信号を単独若しくは複数の組み合わせで行う測量の作
業マニュアルを制定しました。

これにより、Galileo、新たな周波数帯（L5）を使用した1～4級基準点測量が実施可能となります。

特徴 メリット

Galileoの使用 ・衛星数増→測量できる場所の拡大

L5の使用
・3周波解析→10km以上の基線について

観測時間の短縮（120分以上→90分以上）

基線解析（統合解析） ・GPS 3機、Galileo 1機でも使用可

衛星系の組合せ拡大 ・観測の選択肢増

＜特徴及びメリット＞

GPS QZSS GLONASS Gａｌｉｌｅｏ BｅｉDｏｕ

Global Navigation Satellite System
（各国の衛星測位システムの総称）

詳細は、 http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/multignss/ を参照してください

測量法と公共測量の手続き
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UAVを用いた公共測量
無人航空機（UAV：Unmanned aerial vehicle 通称ドローン）を測量で使用
できるように、「UAVを用いた公共測量マニュアル（案）」及び「公共測量にお
けるUAVの使用に関する安全基準（案）」を作成し、平成28年(2016年)3月
30日に公表しました。

これらのマニュアル（案）及び安全基準（案）は、公共測量だけでなく、国土
交通省が進めるi-Constructionに係る測量作業において適用することを前提にし
ており、測量業者が円滑かつ安全にUAVによる測量を実施できる環境を整え、ま
た、建設現場における生産性の向上に貢献するものです。

•UAVを用いた公共測量マニュアル（案）
•公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準（案）

詳しくは下記を参照下さい

http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/uav/index.html

測量法と公共測量の手続き



作業の効率化（各種マニュアルを利用する場合）
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マニュアル使用にあたっての特別な手続きはありません。
＜公共測量実施計画書の測量精度欄にマニュアル名を記入するだけ＞

測量精度欄に

マニュアル名

を追記

マニュアル・資料等は以下のアドレスから

http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/download/download.html

測量法と公共測量の手続き
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公共測量の手引 P.17～20を参照してください
http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/tebiki/tebiki.pdf

この欄には計画機関の立場で計
画を行う方を記載して下さい。
（注）
作業機関の主任技術者と同一の
氏名は記載不可です。

測量法と公共測量の手続き
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国土地理院の技術的助言

◆他に利用できる公共測量成果があるかどうか？

◆同時期に当該地域で、基本測量又は公共測量が行われてい

る又は、行われようとしてはいないか？

◆当該公共測量が目的とする測量成果と類似の測量成果が既

にあるかどうか？

◆資格より効率的又は経済的な方法があるかどうか？

◆測量計画機関が承知していなかった基準点の移転又は廃点

などが行われてはいないか？

測量法と公共測量の手続き



測量法と公共測量の手続き
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このような場合は測量計画機関に
ご連絡いたします。

国土地理院の技術的助言

◆測量作業規程に含まれない機器又は方法により測量計画

がなされている場合。

◆当該公共測量に必要な精度が得られない性能の測量機器

を使用している場合。

◆当該公共測量に使用予定の基準点成果又は空中写真など

について、公共測量の届けが行われていない場合。

◆当該公共測量に使用予定の基準点成果又は空中写真など

が不適切な場合。

◆座標変換等を実施する場合。
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測量標及び測量成果の使用 測量法第２６・３０条
（測量標の使用）

第二十六条 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用

することができる。

（測量成果の使用）
第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところ
により、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

２ 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、
その承認をしなければならない。

一 申請手続が法令に違反していること。
二 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
３ 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を
明示しなければならない。
４ 基本測量の測量成果を使用して刊行物（当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁

的記録を含む。以下この項及び第四十四条第四項において同じ。）を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報につい
て電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置を
とろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

目的
① 使用予定の測量成果を使用することで当該公共測量が適切に行われるか。
② 使用予定の測量成果に異常がないか。
③ 使用予定の測量標の維持管理状況は適切か。
④ 同一測量標を同時期に複数の機関が使用していないか。

電子基準点を、GNSS観測の既知点やデジタル空中写真撮影の固定局に用いる等、現
地において使用しない場合は、法第３０条の申請は不要です。
電子基準点付属金属標を現地で使用する場合は、法２６条の申請は必要となります。

測量法と公共測量の手続き
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公共測量の手引 P.28を参照してください
http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/tebiki/tebiki.pdf

測量法と公共測量の手続き



30

作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する
成果又は利用度の高い測量成果で計画機関の指定するものは第三者機
関による検定を受けなければならない。

作業規程の準則第15条

測量成果の品質の確保

第三者機関による成果検定

注）国土交通省の積算基準書を準用している場合は、
成果検定費の積算を忘れずに！！

成果検定は作業機関と検定機関の契約になります。

計画書の助言等で成果検定に関し助言する場合もあります。

●測量計画機関は高精度を要する成果又は利用度の高い測量成果が納品さ
れた場合は、特に入念に各工程の精度確認等をお願いします。
専門知識等が無いため無理であれば、第三者機関の検定を受ける方法もあり
ますので、ご検討をお願いします。

測量法と公共測量の手続き
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都市計画基図等の品質の確保について

一部の成果については、国土地理院が公共測量審査
の際に「品質確認」をおこない、計画機関に報告させて
いただく場合があります。

図式どおりになっていない事例（サンプル）

低潮線が取
得されている

測量法と公共測量の手続き



都市計画基図等の品質の確保について

データ不具合の事例（参考例）

②建物の交差

①等高線の未接続

③建物のポリゴン

ポリゴン取得している場合

ポリゴン未取得の場合
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測量法と公共測量の手続き



公共測量ビューアコンバータは、公共測量の計画機関において作成された数値地形図データ
(DM)等の表示機能、汎用フォーマット等へのコンバート機能、作業規程の準則に準拠した成果品
等の確認機能を有しているフリーソフトウェアです。
本ツールを幅広く利用する事で、GIS等の普及、基盤データ整備の促進が期待されます。

公共測量成果ビューアーは、数値地形図データ(DM)等の表示機能に特化したフリーソフト
ウェアです。
納品された電子納品成果を確認する際に御使用ください。

ＤＭデータの表示

公共測量ビューアコンバータ（表示例）

公共測量

公共測量ビューアコンバータ

公共測量ビューアコンバータ（PSEA）の利用
作業規程の準則に準拠した成果品等の確認機能を有しているフリーソフトウェア



ここから、ダウンロード
して入手します。

１．DMやCADデータの確認
及び印刷やデータ出力が
できる。

２．データコンバート機能によ
り、異なるフォーマットに
変換ができる。

公共測量ビューアコンバータ



各種データの表示（インポート）、出力（エクスポート）ができる。

公共測量ビューアコンバータ（表示例）

平成２８年４月１日にＰＳＥＡはバージョンが
4.23に更新されています。
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測量計画機関は、公共測量の成果を得たときは、遅滞なく、その写しを
国土地理院の長に送付しなければならない。

測量法と公共測量の手続き

測量成果の提出について 測量法第４０条
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国土地理院の長は、法第40条の規定による測量成果の写の送付を受けたと
きは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその審査結果を通知しな

ければならない。

測量成果について審査し、 規格が統一され、 精度が
確保されたものであるかを確認して、その審査結果を
測量計画機関に通知します。

【注意】
国土地理院で行う【審査】は、測量計画機関及び測量作業機関において、当該

測量成果が作業規程に基づき精度を保っているかを確認する為のもので、『検定』
でも『検査』でもありません。

従いまして、計画機関及び作業機関で検定・検査等を十分に行った上、測量成
果の提出をお願いします。

測量法と公共測量の手続き

公共測量成果の審査 測量法第４１条
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・公共測量実施の公示 （第１４条・第３９条）
・公共測量終了の公示 （ 〃 ）

必要に応じて

・土地の立ち入り （第１５条）
・障害物の除去 （第１６・１７条）
・土地等の一時使用 （第１８条）
・土地の収容又は使用 （第１９条）

その他の公共測量の手続

測量法と公共測量の手続き



測量法について

公共測量とは

公共測量の諸手続

Ⅳ.測量成果の複製・使用について

測量法と公共測量の手続き



測量法の厳守について
測 量 法 （昭和二十四年六月三日法律第百八十八号）

第二節 測量成果
（測量成果の複製）
第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書（これらが電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の
用に供されるものをいう。以下同じ。）をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」と
いう。）を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることが
できる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を
得なければならない。

（測量成果の使用）
第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あら

かじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
２ 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をし
なければならない。

一 申請手続が法令に違反していること。
二 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
３ 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなけ
ればならない。
４ 基本測量の測量成果を使用して刊行物（当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。
以下この項及び第四十四条第四項において同じ。）を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であって国土
交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を
明示しなければならない。

第八章 罰則
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第二十六条（第三十九条において準用する場合を含む。）の規定に違反して測量標を使用した者
二 第二十九条の規定に違反した者
三 第三十条第一項の規定に違反した者
第六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第六十一条か

ら前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。



国土地理院からのお知らせ「公共測量の測量成果の複製及び使用に関する承認事務について（技術的助言）」

【概要】

◆測量成果を測量の用に供し、刊行し、またはインター
ネット等により不特定多数の者が入手できる行為を行う
ために複製をしようとする場合は、測量計画機関の長の
承認が必要。

◆国土地理院の「測量法第２９条の規定に基づく承認取
扱要領」を参考として、複製承認事務の円滑な運用に努
めるべき。

◆上記要領では、承認を得た者以外の者が承認を受け
た者の複製品をさらに複製（いわゆる二次的複製）する
際は、法２９条の適用を受けるものと規定。

≪１≫測量成果の複製に係る承認
【測量法43条関連】

◆測量計画機関は、承認申請の受理事務を国土地理院に委託できる。

◆この場合、申請者は「測量成果のワンストップサービスシステム」を利用して、国土地理院に一括して申請することが
可能。また、システム上で国土地理院が予備審査を行うため、測量計画機関の審査事務も軽減。

◆ワンストップサービスシステムの利活用に努めていただきたい。

≪３≫承認事務の委託 【測量法42条関連】

≪４≫円滑な事務処理 【行政手続法5条・6条関連】

公共測量成果の場合も同様

≪２≫測量成果の使用に係る承認
【測量法44条関連】

◆申請手続が法令に違反している場合等を除き、測量
計画機関の長は承認しなければならない。

◆測量成果を使用して測量したものを、刊行しまたはイ
ンターネット等により不特定多数の者が入手できる行為
に対しては、出典の明示を義務付け。

◆ただし、（国土地理院が行う）基本測量成果の使用承
認事務では、二次的利用以降の利用については出典明
示義務及び承認の対象から除外。

◆複製・使用の審査基準を定め、標準処理期間を設けて処理すること。



1）測量の基準点 8）軌道の中心線

2）海岸線 9）標高点

3）公共施設の境界線（道路区域界） 10）水涯線

4）公共施設の境界線（河川区域界） 11）建築物の外周線

5）行政区画の境界線及び代表点 12）市町村の町若しくは字の境界線及び代表点

6）道路縁 13）街区の境界線及び代表点

7）河川堤防の表法肩の法線

地理空間情報活用推進基本法

・都市計画基図 ・道路台帳図
・基準点成果表 ・1/25000地形図
・水路測量標記事 ・河川基盤地図

基盤地図情報の整備として利用する測量成果は
下記の通りです。

（基盤地図情報等の円滑な流通等）
第十八条 国及び地方公共団体は、基盤地図情報等が社会全体において利用されることが地理空間情報の高度な活用に資することにかんがみ、基盤地図情報の積極的な提供、統計情
報、測量に係る画像情報等の電磁的方式による整備及びその提供その他の地理空間情報の円滑な流通に必要な施策を講ずるものとする。
２ 国は、その保有する基盤地図情報等を原則としてインターネットを利用して無償で提供するものとする。

http://fgd.gsi.go.jp/download/
基盤地図情報ダウンロードサービス

都市計画区域内 都市計画区域外

平面位置の誤差 ２．５メートル以内 ２５メートル以内

高さの誤差 １．０メートル以内 ５．０メートル以内

地理院地図にも使用



基盤地図の整備状況による地理院地図での表示

整備されている地域 整備されていない地域

提出された公共測量成果のうち、「基盤地図情報」 の基準に適合した情報項目は、「地理空間情報活用推進基
本法」（平成19年法律第63号）の目指す地理情報システム（GIS)の普及や衛星測位を活用した地理空間情報高
度活用社会の実現に不可欠な基盤情報として広く共有活用されます。

基盤地図情報の整備

地理院地図に公共測量成果を使用させていただく場合は、測量計画機関に測量法に基づく
使用申請を行いますので、ご協力をお願いします。

作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する成果又は利用度の高い
測量成果で計画機関の指定するものは第三者機関による検定を受けなければならない。

作業規程の準則第15条



問い合わせ先等

国土地理院ホームページ

http://www.gsi.go.jp/
公共測量のページ

http://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/index.html

北陸地方測量部 測量課 調査係

電話:076-441-0933

UAV関係のマニュアル等に関する問い合わせ先
国土地理院 企画部 測量指導課
Tel: 029-864-1111 (内線3241, 3243）


