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1．はじめに

近年、GISの普及は目覚しいものがあり、地図のデ

ィジタルデータ化が盛んに行われ、今後ますます普及

拡大されていくものと考えられる。しかし、GISを有

益なものとして長期に活用するためには、地図データ

の継続的な更新を行い、その品質と鮮度を保つ必要が

ある。 このことを実践していくためには、次のよう

な課題があげられる。

地図作成者は、ピンポイントでその箇所の地図を更

新したいが、なかなか速やかな対応ができない。公共

測量においてGPSを使った新しい技術が利用できる

前までの、従来の手法による更新では、どうしても避

けられない工程があり、時間と費用がかかっていた。

つまり、「時間と経費の軽減化」が求められる。反面、

定常的な更新を行うことにより、鮮度を保つことがで

きるが回数が多くなるほど、地図の精度が劣化してい

く。つまり、「精度の維持」が求められる。

また、時間と費用をかけたくないために、既成図が

あるから、利活用したい。しかし、「公共測量成果と

してその内容が、十分に信頼できるものか」つまり、

「地図として最も大切な位置精度を、持ち合わせてい

るものか」を確認できなければ使えないことになる。

本研究では、GISで最も重要な地図データのメンテ

ナンスを実施して行く上で、継続的な更新と経費の軽

減化を図る新たな更新手法を検討した。

2．概要

新たな更新手法は、あくまでも現地密着型であり、

その場で測定図化することである。大縮尺地図の加除

修正は、現地で直接地物を測定し、図化する平板測量

が最適といえるが、アナログ図化であるため、数値デ

ータの取得を考えるならばRTK-GPS測量があげられ

る。

RTK-GPS測量は、機動性に優れ移動しながら、直

接高精度の数値データを取得できる。このことは、従

来の工程による累積誤差を解消するものである。しか

し、地図データならば、ミリ単位の高精度の数値デー

タを取得する高価な2周波GPS測量機でなくてもよ

いのではないか。最終的に地形図等の標準精度の許容

範囲内であればよいということで、平板測量の地物の

測定誤差に着目した。

また、この取得した数値データは、単なる位置を表

すデータでしかない。ならばその場で所定の図式に従

い図化データを作成できる編集システムを持つことに

より解決できるものである。

本研究では、これらの考え方を基本にRTK-GPSを

用いた平板測量（以下「GPS平板」という。）による

地図データの新たな更新手法の開発とその実証的な検

討を行った。

3．GPS平板

3．1 要旨

GPS平板とは、基地局（固定点）と計測局（移動

点）に設置したGPS測量機で同時にGPS衛星からの

信号を受信し、固定点で取得した信号を、携帯電話を

用いて移動点に転送し、移動点側において即時に基線

解析を行い、さらにダイレクトマッピングで数値地形

図を作成する測量手法である。
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3．2 使用機材等

本研究で使用した主要機材及びソフトウェアを以下

に示す。

①受信機

カナディアンマルコニー社　ALLSTAR 1周波受信

機。単独測位では5m～10mの精度だが、解析ソフト

との組合せにより精度数cmでの測位が可能。

②アンテナ

アンテナは、カナディアンマルコニー社のアンテナ

を使用し、基地局では三脚、計測局ではアンテナポー

ルを使用した。

③携帯電話

通信装置には、双方向の通信を確保するため、携帯

電話（NTTドコモ　通信速度9,600bps）を使用した。

これは、基地局においても計測局の観測位置を把握す

るためである。

④パソコン

現地での作業を考えると次の条件を満たすことが必

要となり、この条件を考慮しノートパソコンを使用し

た。

（ア）軽量で持ち運びが可能であること。

（イ）地図の編集を行うため、画面が大きく、解像

度も高いこと。

（ウ）カラー表示により識別可能であること。

（エ）電源の確保が容易なこと。

⑤GPS平板ソフトウェア

GPSデータ解析やデータ通信等、地図編集以外の

機能を有する。解析にはwaypoint社のRTKDLLを組

み込むことにより数cmの精度を実現した。GPS平板

ソフトウェアは自社開発である。

⑥地図編集システム

建設省公共測量作業規程の図式を準用し、地図デー

タの作成及び編集を行う機能を有する。弊社開発の

Geo/Brains TRACERを使用した。

3．3 位置精度の基準

地物等を測定するにあたり、標準的な測定精度を

10cm以内とした。地形図等の精度及び平板測量にお

ける誤差は、建設省公共測量作業規程に表1・表2の

とおり定められている。

従来の各工程における累積誤差を考慮する必要がない

ため、測定誤差図上0.3mm以内を確保する上で、図

上0.2mm以内とした。これは、縮尺1/500における

地上距離25cm以内を十分維持できるものである。

4．観測

観測は、次のとおりである。その運用基準を表3に

示す。

1）固定点に使用する基準点は、基本測量により設

置された基準点及び公共測量の1～4級基準点測

量により設置された基準点とする。

2）地物等の水平位置の測定は、干渉測位方式によ

り行い、放射法により1セットとした。

3）初期化を行う観測点では、観測位置が明確な標

杭等を使用し、点検のために1セットの観測終了

後、再初期化を行い、2セット目の観測を行う。

このセット間較差が表3の許容範囲内であれば、

2セット目の観測値を採用値として観測を継続す

ることとした。
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表1 地形図等の精度

表2 平板測量における誤差

表3 運用基準



5．精度検証

5．1 公共基準点を利用した実験

1）実験概要

実験は、結果を判定する上で、固定点及び初期化を

行う観測点を、平地である住宅地の青森市浜館地区土

地区画整理事業により設置された公共基準点3級、移

動点は、同じく4級基準点とした。成果は、日本測地

系X系の平面直角座標値を使用した。固定点から最終

到達点までの直線距離は、およそ500mほどである。

観測位置図を図1に示す。

2）観測日

平成12年8月23日 10時～18時

9月29～30日 14時～16時

3）観測方法

観測は、初期化を行う観測点でセット間較差を比較

し観測値の点検を行い、4級基準点間を徒歩で移動し

た。観測回数、測点数及び移動距離は次のとおりであ

る。

・ルート1 4回 14点 620m

・ルート2 2回 17点 760m

4）観測結果

観測により取得したデータは、4級基準点成果との
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図1 青森市浜館地区観測位置図

表4 ルート1観測結果



各座標成分差と水平距離の差を算出し、結果を表4及

び表5に示す。今回の観測データでは、座標成分差に

ついてどちらか一方への偏りということは見受けられ

なかった。また、水平距離の較差は、固定点からの観

測距離に比例し大きくなるということでもなかった。

さらに観測結果の総括を表6に示す。全6回の観測

での水平距離の差は最大で16cm、10cmを越えた点数

は、全測点合計90点中6点である。今回の取得デー

タは、最終的な1/500地形図等の標準精度の許容範囲

内という結果が得られた。

5．2 仙台中山GPS比較基線場における実験

1）実験概要

公共測量を実施する上での機器の実験を考えるなら

ば、国土地理院GPS比較基線場があげられる。そこ

で、最終的な実験場として、東北地方測量部仙台中山

GPS測量機比較基線場で行うこととした。ところが、

基線場基準点成果は、WGS-84系の緯度、経度及び楕

円体高であって平面直角座標値の成果を持ち合わせて

いなかった。このため、当初設定の基地局使用成果で

ある日本測地系とともに、WGS-84系成果も使用でき

るようにした。
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表5 ルート2観測結果

表6 青森市浜館地区観測結果総括



表7 12／20 12時台 （単位：m）

2）観測日

平成12年12月20日 12時、15時、16時、17時

12月21日 10時、11時、12時

3）観測方法

観測は、3点ある基準点の中から基線長（斜距離）

がおよそ1.0km、楕円体比高がおよそ47mの基原と基

1を採用した。固定点は基1、初期化を行う観測点を

基原とし、基原近くに並列して設置されている補助端

点1から4を移動点とし、再度基原に戻る方法により

1時間間隔で7回行った。

4）観測結果

観測結果は、各座標成分、基線長（斜距離）及び楕

円体比高の 5 項目について、観測データと基線場

WGS-84系成果との差を算出し、表7～表13に示す。

さらに、全体結果を把握できる総括表を表14に示

す。
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図2 仙台中山観測位置図

表8 12／20 15時台 （単位：m）
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表9 12／20 16時台 （単位：m）

表10 12／20 17時台 （単位：m）

表11 12／21 10時台 （単位：m）

表12 12／21 11時台 （単位：m）



5．3 考察

仙台中山GPS測量機比較基線場の結果は、位置精

度の基準とした標準的な測定精度10cm以内を十分満

たすものである。

GPS平板の公共測量における細部測量への迅速な

対応を考えた場合、固定点は基本測量基準点である四

等三角点が思い浮かぶ。仙台中山GPS測量機比較基

線場の観測距離は、基線長（斜距離）およそ1.0kmで

あったが、検証結果からは1.0km程度の短い観測距離

であれば、あまり影響されないことが分かった。四等

三角点が固定点として使用可能であれば、その配点密

度から見て十分な範囲を観測できると考えられる。

しかし、全体の観測を通して思うことは、観測場所

の環境条件により、観測データの精度が左右されるの

ではないか。つまり、観測時の衛星の配置、周囲の地

形・地物によるマルチパスの影響、衛星数の増減によ

る影響等により観測データのばらつきが生じると考え

られる。よって、観測したデータすべてが最終的な地

形図等の標準精度内であるかといえば、許容範囲を越

える場合もあると考えるべきである。現時点では、た

えずその観測状況を注視しながら行う必要があると考

える。

6．ダイレクトマッピング

GPS平板は、現地でRTK-GPSの機動性を生かし、

連続して観測を行い、その場で図化及び編集を行う。

したがって、大地が基図となり基図の作成は不要とな

る。このようにGPS平板は、現地で数値地形図の作

成を可能としたダイレクトマッピングである。

6．1 図化データ作成

図化データは、地図編集システムを利用し観測デー

タから作成する。数値データ成果品はDMデータフ

ォーマットであるため、DMデータを意識した図化デ

ータであることが望ましい。DMデータのデータタイ

プは、線・面・点（方向）・注記に分類される。そこ

で図化データもこれに対応させ、開図形・閉図形・記

号（角度付き）・注記とデータタイプを分類し作成す

る。このデータタイプ比較を表15に示す。

地図編集システムは、建設省公共測量作業規程の地

形図図式を準用し、地図を作成しなければならない。

また、観測データは位置情報でしかないため、図化デ

ータ作成の際には表現図式（地物の種類）を設定する
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表13 12／21 12時台 （単位：m）

表14 仙台中山観測結果総括 （単位：mm）



必要がある。

次に、地図の作成では注記も重要であり、地図編集

システムには、文字列の入力や最適なレイアウトで表

示する機能が必要である。さらに、旧図化データの削

除や接合等の作業も現地で行えることが必要である。

よって、現地での作業効率を考慮すると、これらの

操作は簡単でなければならない。

6．2 既成図の利活用

既成図を利用する場合、その内容が十分信頼できる

ものであれば、現地調査を省くことができるが、その

根拠が必要である。既成図として様々な図面が存在す

る中で、これらの精度管理状況を把握できる情報があ

るならば問題ないが、なければ内容を確認する必要が

ある。

そこで、GPS平板により観測したデータを位置精

度の確認に使用できないかと考えた。既成図と現地が、

明確に一致する点の観測データ（地上座標）とその図

上座標を比較することにより確認可能である。確認す

る際の情報は、地上XY座標・図上XY座標・座標成

分（DX・DY）・水平距離の較差・方向角とした。1

点ごとの確認画面を図3、確認比較リストを図4に示

す。

6．3 既成データとの整合補正

本来、観測データはそのまま図化データとすること

が理想的であるが、既成データと図化データとの接合

部が、一致しない場合もある。この場合、観測データ

を既成データに整合する補正をし、図化することが必

要となる。当然、この補正により観測データの位置精

度は劣化するが、既成データを継続し、使用して行く

ためには有効な手段である。

この補正は、既成データと現地の位置が一致する明

確な点を基準とし、観測データを既成データ上に対応

させ補正を行う。これにより観測データは既成データ

と整合される。しかし、既成データの精度の違いによ

り、この補正をすることによって形状変化という不具

合も生じる。

街区と街区内の建物を観測し、図化した場合を例に

説明すると、既成データの精度の違いにより、図化し

た街区も建物も一致しない。（図5）

そこで、街区を既成データの位置で補正し図化する

と、街区は既成データとほぼ一致するが、建物の形状

は歪む。（図6）
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表15 データタイプ比較表

図3 1点ごとの確認画面

図4 確認比較リスト



これは、街区の補正が建物にも適用されるからであ

る。

よって、建物の形状を維持したまま補正を適用し、

図化することが必要となる。（図7）

このように、既成データの精度によっては、観測し

た地物の形状を維持し、図化することも必要である。

7．まとめ

これまでの内容をまとめると、本研究で観測したデ

ータについては、精度的に問題はなかった。しかし、

固定点及び移動点の環境がたえず変化している中で、

長時間の連続観測により取得したデータが、すべて標

準精度の許容範囲内であるという結果を得るために

は、どのような点検をするべきかが重要な課題である。

GPS平板においても、様々な環境の中で地図作成に

必要とするデータをすべて取得できない。現時点では、

他の測量手法との併用もしくは一部の工程で用いて行

くことが効率的であり、より良い測量手法を選択する

ことにより、いかに精度を損なうことなく実施して行

くかが重要である。

現在、既成図の利活用については、直接の作業機関

として公共測量作業規程第16条（器機及び作業方法

に関する特例）に代えて、測量法第36条（計画書に

ついての助言）に基づき、既成図の位置精度の確認作

業を実施している。作業は、平成14年 3月に完了す

る計画であるが、結果を通して現実的な既成図を利活

用する場合の問題点が、少なからず見えてくるはずで

ある。計画機関及び地図作成者は、従来の単独目的と

しての利用意識をGISに利活用する地図として意識す

ることにより、単に葬り去るのではなく地図をよみが

えらせることができることになる。

今後、様々なGISの基盤データとなる数値図作成の

実作業経験を通して、どのように応用していくかを課

題として研究を続けて行きたいと思う。
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図5 観測データをそのまま図化

図6 街区位置を補正し図化

図7 形状維持で補正し図化


