第Ⅱ部

製品仕様書による発注方式

1.旧公共測量作業規程の（作成）仕様書と製品仕様書の違い
・旧公共測量作業規程の（作成）仕様書
各種測量手法の標準的な工程と機器、精度管理方法等を記載し、一定品質
の測量成果が得られる仕組み。作成プロセスを規定することが特徴。
・製品仕様書
要求に応じて求める空間データの内容と品質を選択できる。目的に応じた
空間データの調達が可能。成果品の性能を規定することが特徴。
測量法では、国若しくは公共団体が公共測量を実施するにあたっては、作業規程を定め
国土交通大臣の承認を得なければならないと規定している。また、調査範囲や履行期間な
どとともに、公共測量作業規程には記載されていない業務特有の内容を記載した特記仕様
書を用いて測量業務が発注される。この公共測量作業規程には、各種測量手法の標準的
な工程と機器及び精度管理方法等を記載し、一定品質の測量成果が得られる仕組みとな
っている。
一方、製品仕様書は、成果品の内容と満たすべき品質について記載し、使用する機器や
作成方法は問わないという考え方である。例えば、ＧＩＳ利用者が空間データを要求する際
に、目的に応じた空間データを効率的に供給できる方式である。空間データ利用者は、要
求に応じて空間データの内容と品質を選択できる範囲が広がり、目的に合致する空間デー
タの調達が可能となることは極めて重要である。
なお、測量法第 34 条の規程に基づく作業規程の準則（以下、公共測量作業規程準則と
いう）の第 5 条 3 項では、「計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等
を示す仕様書（以下「製品仕様書」という。）を定めなければならない。」とされている。また多
様化する要望や技術革新に柔軟に対応するため、公共測量作業規程準則第 17 条（機器
等及び作業方法に関する特例）の規定があり、この第 17 条を適用する場合も、製品仕様書
による発注方式により、今後の公共測量に反映させることが可能である。
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特記仕様書
・適用
・調査範囲
・履行機関
・業務目的
・業務内容
・協議打合せ
・成果品

特記仕様書
・適用
・調査範囲
・履行機関
・業務目的
・業務内容
・協議打合せ
・成果品

旧公共測量作業
規程
・作成方法
・精度管理
補完

適用

公共測量作業規
程準則
・第 5 条 3 項
・第 17 条特例

製品仕様書
・地物定義
・品質評価
適用

図 2.1.1 旧公共測量作業規程と製品仕様書
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測量法（抄録） （平成 19 年 5 月 23 日 法律第 55 号）
（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。
（公共測量）
第五条 この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、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の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。
一

その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施す
る測量

二

基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で
国土交通大臣が指定するもの

イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付け
その他の助成を受けて行われる事業
（作業規程）
第三十三条 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。

（計画書についての助言）
第三十六条 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。
一 目的、地域及び期間
二 精度及び方法

図 2.1.2 測量法の抜粋
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1.1.社会背景
交通や通信の発達により人や情報が世界的規模で往来するようになり、経済活動も例外
ではない。このような中、地理情報においても国際標準に準じた国内標準を整備して、国内
外の企業を問わない開放的な市場を構築することが求められるようになってきた。
従来の公共測量では、作業規程によって精度の均一な成果を安定して作成する仕組み
があり、旧国土交通省公共測量作業規程第 16 条（機器等及び作業方法に関する特例）に
おいて、新しい技術の採用を図ってきたが、近年の急速な技術革新への対応が追いつかな
い状況になりつつあった。同時に、付加価値の高い公共事業を効率的に進めるために、民
間技術の活用が望まれる場面も多くなっていた。これらを実現するために、平成 19 年 5 月
23 日に測量法が改正され、また、平成 20 年 3 月 31 日に公共測量作業規程準則が告示さ
れ、測量成果の空間データにおいて製品仕様書を定めることにより作成手法の選択を民間
に委ね、自主的な品質管理が可能となった。なお、旧国土交通省公共測量作業規程第 16
条及び第 16 条運用規準は、公共測量作業規程準則では第 17 条になっている。
また、コンピュータやネットワーク等の発達により、空間データの共有化に向けた技術基盤
も整いつつあり、地理空間情報活用推進基本法（平成十九年五月三十日法律第六十三
号）（以下、基本法という。） が制定され国及び地方公共団体は「地理空間情報の活用推
進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」とされていることから、今
後は、基本法に基ずく基盤地図情報や既に整備された地形図データ等を共有化することで、
国あるいは地方自治体における空間データの庁内利用、庁外発信、また相互通信等の新
たな空間データ需要が創出されることも見込まれている。
このような背景もあり、様々な場面での空間データ利用も想定されることから、空間データ
の内容や品質評価の内容がどのようなものであるのか、利用者、作成者に理解して頂き、一
層のＧＩＳ推進を図ることが必要である。
1.2.特記仕様書
従来の公共測量作業は、共通仕様書あるいは公共測量作業規程とこれらを補完する特
記仕様書で発注されていた。今後はこれらに製品仕様書が追加されることになるが、特記仕
様書は必要である。
公共測量作業規程準則には、公共測量として実施される各種の測量手法（基準点測量、
地形測量及び写真測量、応用測量、基盤地図情報）の標準的な手順が規定されている。
特記仕様書では、公共測量作業規程等が適用されて作業内容を補完するものであること
を述べているほか、調査範囲や履行期間、業務目的、協議打ち合わせ、成果品などの契約
に必要な項目及びその業務に特有の作業手法について記述されている。
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特記仕様書
第１条 適用
本業務の履行にあたっては、本特記仕様書によるほか、「○○公共測量作業規程及び同
運用基準」（以下「作業規程等」という）、「◇◇◇◇」によるものとする。
第２条 ・・・
図 2.1.3 特記仕様書

特記仕様書

公共測量作業規程準則

業務名
第１章 総則
第１条
第２条

第1編
第2編

適用
調査範囲

第１章 通 則
第２章 基準点測量

第３条 履行期間
第２章 業務内容
第４条 業務目的
第５条 業務内容

第３章
第４章
規程内容適用

第６条 協議打ち合わせ
第３章 その他
第７条

総 則
基準点測量

成果品

水準測量
復旧準測量

第 3 編 地形測量及び写真測量
第１章 通 則
第２章
第３章

現地測量
空中写真測量

第４章
第５章

既成図数値化
修正測量

第６章
第７章

写真地図作成
航空レーザー測量

第８章
第９章

地図編集
基盤地図情報の作成

第４編 応用測量
第１章 通 則
第２章
第３章

路線測量
河川測量

第４章
第５章

用地測量
その他の応用測量

図 2.1.4 特記仕様書と公共測量作業規程準則
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1.3.製品仕様書
製品仕様書は、作成される空間データについて、何のために作成するのか、その中に含
まれる地物にはどんなものがあるのか、それはどのように利用されるのか、データの構造はど
うなっているのか、品質はどの程度のものなのか等々について、定めたものである。また、作
成された空間データを他の目的のために利用する場合にも、その空間データの設計図であ
る製品仕様書は役立つ情報となる。地理情報プロファイルが規程した製品仕様書は、以下
の内容について定めている。
１． 概覧

：空間データ製品の概要に関する情報を記載する。

２． 適用範囲 ：仕様の適用範囲に関する情報を記載する。
３． データ製品識別： 空間データ製品の識別に関する情報について記載する。
４． データ内容及び構造 ：応用スキーマについて記載する。
５． 参照系
：空間データ製品の参照する座標系や暦に関する情報について記載する。
６． データ品質 ：空間データ製品に対する品質要求及び評価手順について記載する。
７． データ製品配布 ：符号化仕様について記載する。
８． メタデータ ：空間データ製品を説明するメタデータについて記載する。
９． その他
：必要に応じてオプションを記載する。
本ガイドライン（案）は、公共測量の実施を前提とし、製品仕様書による発注を行う場合に
必要となる事項について、解りやすく具体的な方法を提示することに主眼を置いたものであ
る。

この製品仕様書に基
づいて地理情報を作
れますか。

製品仕様書の内容が
明確であれば安心！
品質が明確であれば
安心！

図 2.1.5 製品仕様書の内容
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こ う い う 製 品 仕 様の
地理情報があるので
すが買いませんか。

1.4.作成仕様書による発注から製品仕様書による発注へ
旧公共測量作業規程による公共測量業務の発注は、特記仕様書にて公共測量作業規
程を適用し、必要に応じて公共測量作業規程の内容を変更できる仕組みとなっており、空
間データの作成方法についても同様であった。
しかし、公共測量作業規程準則の改正により、公共測量業務は測量成果の製品仕様書
を定めて発注しなければならないことになった。この製品仕様書は、作成する成果（空間デ
ータ）の種類、内容、構造、品質等を示すものであり、成果の作成後には作成時の情報を付
加するものとされ、成果の管理や公開（クリアリングハウス）に供されるものである。
図 2.1.6 に空中写真測量を例とし、従来の旧公共測量作業規程の作成仕様書による発注
と、今後の公共測量作業規程準則による製品仕様書の発注の流れを示す。

作成仕様
発注仕様
共通仕様書
共通仕様書

特記仕様書
特記仕様書

測量作業

旧 作業規程
第４編
数値地形測量

作業規程
作業規程
測量法
測量法
第33条
第33条

作業規程準則
第５条３項適用

点検

作成手法
精度管理

精度は一定
作成手法
は任意
品質

地図データ
測量作業

数値地形図
数値地形図
データ
データ
製品仕様書
製品仕様書

品質評価

地物定義
地物定義
品質要求
品質要求

データ購入

製品仕様
図 2.1.6 作成仕様書と製品仕様書の発注の流れ
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2.製品仕様書について
・要求事項の記載
地物ごとにその内容と品質を定義できる柔軟さがある
・従来の（作成）仕様書と製品仕様書の記載事項の比較
両者の異なる部分と共通点の具体的な比較

2.1.要求事項の記載
製品仕様書には、必要な空間データの仕様と備えるべき品質を記載し、その実現手段に
ついては記載しない。この点が、従来の（作成）仕様書と大きく異なる点である。作成しようと
する空間データについて、その使用目的や内容、品質等を明確にしておかなければ適切な
空間データを作成することはできない。
製品仕様書には、空間データの内容、品質に関する明確な要求事項の記載が必要。
製品仕様書では、応用スキーマに空間データの内容を記載するが、本ガイドライン（案）
に例として掲げた製品仕様書では、空間データの内容について、その定義の一覧、地物ご
との構造の定義（第Ⅲ部に詳説）を記載している。品質に関しては、品質要求定義、品質評
価手順、品質評価報告について記載している。これらが空間データの内容、品質に関する
具体的な要求事項である。
製品仕様書では、地物ごとに取得内容と満たすべき品質内容を記載できるため、地物種
類を最小限度に留め、場合によっては他機関作成の空間データを利用する、といった必要
以上の経費の投入を回避することも可能となる。
2.2.従来の（作成）仕様書と製品仕様書の記載事項の比較
旧国土交通省公共測量作業規程におけるディジタルマッピングを例とした作成仕様と地
理情報標準プロファイルが規定した製品仕様を比較すると、表2.2.1のように整理できる。そ
の結果、作業手法を除く成果品については、名称や形式は異なるものの、それぞれに対応
するものが存在する。なお、工程ごとに行われていた精度管理は最終成果での品質評価に、
整飾やＤＭデータファイル説明書として記載された各種の情報は、メタデータに記載される
ようになっている。
参考資料として、次の表を第Ⅱ部 4 章に掲載した。
・ 公共測量作業規程準則における作業工程：表 2.4.1
・

公共測量作業規程準則における成果品：表 2.4.2
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・

公共測量作業規程準則における標準様式他：表 2.4.3

・

製品仕様書の内容：表 2.4.4
表 2.2.1 作成仕様書と製品仕様書の比較
作成仕様書

製品仕様書
地理情報標準
プロファイル

小項目

大項目
作業手法

作業規程

なし

精度管理

工程ごとの精度管理表

品質評価結果

位置の表示

作業規程第 2 条

参照系

総則、説明文

カタログ

大縮尺地形図図式

記述言語

XML

地図記号

描画法

注記

描画法
メタデータ

分類コード

タグ名

データ取得基準

カタログ

XML

データタイプ

応用スキーマ

UML

符号化規則

XML を推奨

作業地域表

メタデータ

XML

データ管理表

メタデータ

XML

ＤＭデータファイル データ更新記録

メタデータ

XML

記録媒体記録票

メタデータ

XML

ユーザ領域説明書

メタデータ

XML

データ項目オプションリスト

メタデータ

XML

インデックスファイル

メタデータ

XML

図郭ファイル

実データ

XML

ＤＭファイル仕様

説明書

ＤＭデータファイル

JMP2.0

XML

整飾

ＤＭ取得分類基準

備考
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2.3.製品仕様書と成果品との関係
製品仕様書は、特記仕様書の一部として発注時にデータ作成者に示される。データ作成
者は、製品仕様書に示されたデータの仕様（範囲、構造、参照系など）に従って空間データ
を作成し、成果品として納入する。成果品には、作成したデータのメタデータが含まれ、必
要に応じて作成データの説明書などを含む場合もある。この作成データの説明書の役割を
製品仕様書が一部担うこともできる。
作成された空間データを二次的に利用する場合は、メタデータで空間データの概要およ
び品質を把握し、製品仕様書によって詳細なデータの仕様を理解する。
製品仕様書

1.概覧
2.適用範囲
3.データ製品識別
4.データ内容及び構造
5.参照系
6.データ品質
7.データ製品配布
8.メタデータ
9.その他

成果品

特記仕様書
業務名(製品仕様識別)
第1章
総則
第1条
適用
第2条
履行期間
第2章
業務内容
第3条
業務目的(製品の目的)
第4条
業務内容(製品仕様書)
第5条
協議打ち合わせ
第3章
その他
第6条
記録媒体
第7条
成果品
第8条
参考とする資料

データ集合

メタデータ
※ 製品仕様のものに
品質評価結果などを記録

データ説明書
(必要に応じて作成する)

図 2.2.2 製品仕様書と成果品
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3.品質評価について
・品質
製品仕様書に定める事項と作成された空間データの内容との差異
・品質評価
地物ごとに定めた品質要求ごとに評価することが基本
・品質評価結果の報告
品質評価結果はメタデータに記載
3.1.品質
地形図の品質というと位置精度を考える傾向がある。もし、品質が位置精度だけであると
すると縮尺1/500の地形図は品質が高く、縮尺1/25,000の地形図は品質が低いことになる。
また、地番図や住宅地図は必ずしも位置精度が重要な項目ではないため、そのことのみで
品質が低いことになってしまう。しかし、縮尺1/500の地形図や縮尺1/25,000の地形図はもと
より、地番図や住宅地図も、その整備目的に沿った仕様書の内容を十分に満たしているは
ずである。
空間データの品質について地理情報標準プロファイルでは、「製品仕様書に規定された
理想的なデータ集合と実際に作成されたデータ集合との差異」と定義し、図2.3.1のように
図示している。製品仕様書は作成される空間データの抽象化のルール（地物の定義や取得
基準、データ構造など）を記述したものであり、そのとおりに作成されたものを理想的なデー
タ集合といっている。これをISO/TC211では「universe of discourse」といい、地理情報標
準プロファイルでは「論議領域」と訳している。この理想的なデータ集合と実際に作成された
データ集合の差異が空間データの品質ということになる。
つまり、空間データの品質は、位置精度だけでなく、製品仕様書のとおりに作成されたデ
ータであるか否かが判断基準になる。前述の例でいうと、地番図や住宅地図が製品仕様書
のとおり作成されていれば、品質が高いことになり、縮尺1/500の地形図においても、位置精
度が高くても、データ構造の誤り、経年変化に伴う修正の漏れなどがあれば品質が低いこと
になる。
この定義は、空間データを一般の工業製品と同等に扱おうとしている。つまり、これまで位
置精度や情報量を包含した縮尺という概念で精度の高低のみを評価されていた紙地図に
代わり、空間データを用途に応じた品質評価ができるようにしたものである。いくら位置精度
が高い空間データであっても、用途に応じた要求を満たしていなければ高品質ではないとし
たものである。
今までのように、位置精度や作成縮尺だけで品質の高低を判断していたことは、例えば、
排気量だけで自動車の品質を判断していたようなものである。それが、設計書どおりの耐久
性や燃費効率の情報も品質を判断する重要な材料になったということである。
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図 2.3.1 データ品質概念によって規定された枠組み
この考え方を今後作成されるであろう種々の空間データに照らし合わせると、位置精度や
作成縮尺だけの品質の判断から、製品仕様書に記載されている種々の内容と照らした上で、
品質の高低を判断することへと変わることになる。この品質の高低を判断する基となる製品
仕様書は、空間データを使用する目的（用途）、つまり都市計画用なのか、下水道の受益者
負担金管理用なのか、又は流通における配車用とか、サービス業における顧客管理用とい
った違いにより異なってくる。それは、使用目的により、地物の定義や構造が異なるためであ
る。
製品仕様書は、このように空間データの品質評価を行う上でも重要な役目を担っている。
なお、地理情報標準プロファイルでは、品質を構成する要素として表 2.3.1 のように分類、
定義している。
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表 2.3.1 データ品質要素の構成
品質要素
完全性

論理一貫性

品質副要素

説明

アイテム（地物、地物属性及び地物関係）の存在及び欠落
過剰

データ集合内の過剰なアイテムの存在の度合い

漏れ

データ集合からのアイテムの欠落の度合い

データ集合、地物、属性及び関係に関する論理的規則の遵守の度合い
書式一貫性

アイテムがデータ集合の物理構造を規定する規則
に従って格納されている度合い
例）XML で記述されたデータ集合は、XML の文法
に従わなければならない。

概念一貫性

概念スキーマ規則と合っているか
例）XML で記述されたデータ集合は、対応する XML
スキーマに表現された概念スキーマを遵守しなけ
ればならない。

定義域一貫性

属性値が定義域に含まれる度合い
例）定義域が 1 から 10 までの整数であるときは、属
性値はその範囲になければならない。

位相一貫性

明示的に符号化した位相的特性の正しさの度合い
例）道路のネットワーク中のノードは全て、エッジの
端点となる。したがって、孤立したノードがあればエ
ラーとなる。

位置正確度

地物の空間位置の正確度
絶対正確度

測定された座標値と真又は真とみなす座標値との

（外部正確度）

近さ

相対正確度

地物の相対位置と真又は真とみなす個々の相対位

（内部正確度）

置との近さ

グリッドデータ位置正確度

グリッド（格子点）データ位置と真又は真とみなすデ
ータ位置との近さ

時間正確度

地物の時間属性及び時間関係の正確度
時間測定正確度

測定された時間属性の示す時間（有効時間）と真又
は真とみなす時間（有効時間）との近さ

時間一貫性

事象系列の順序関係の正しさの度合い

時間妥当性

報告されたトランザクション時間と真又は真とみなす
値との近さ

主題正確度

空間属性及び時間属性以外の地物の属性の正しさ又は正確度
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分類の正しさ

地物，地物属性又は地物関連に割り当てられた分
類値と論議領域（例えば，グラウンドトゥルース，参
照データ集合）との比較

非定量的主題属性の正しさ

他と区別するための符号（非定量的属性）の正しさ
の度合い

定量的主題属性の正確度

大小又は順序を示す数（定量的属性）と真又は真と
みなす数との近さ

＜地理情報標準プロファイル「品質の要求，評価及び報告のための規則 Ver. 1.0」より＞

3.2.品質評価の目的
空間データの品質は、「製品仕様書に規定されたとおりに作成された理想的なデータ集
合と実際に作成されたデータ集合との差異」と説明したが，実際にその差異がどの程度であ
るのかを評価することを品質評価といっている。
これまでの公共測量では、公共測量作業規程による作成手法についての規定と、それぞ
れの工程における精度管理によって品質の確保を図ってきた。また、品質は製品ごと、つま
り作成される地図の縮尺ごとに一意に決められていたとも言える。したがって、第三者機関
による検定証明等があれば、十分に品質内容を明らかにすることができる。
一方、地理情報標準プロファイルに準拠した製品仕様書では、地物ごとに性能（内容と品
質）を定義するが、データの作成方法は規定しない。そのため、空間データが製品仕様書
に記載される性能を満たしているかどうかを判断するには、品質評価を実施することが必要
となる。つまり、品質評価の目的は、空間データが製品仕様書に対して、どれだけの品質を
持っているか評価し、その結果を明示することである。
空間データの作成者は品質評価結果を参照することで、データが正しく作成されたことを
確認し、利用者は品質評価結果を参照することで、自身の利用目的に合致した空間データ
を選択することができる。
品質評価とは、製品が品質の規格範囲を十分に満足しているかを確認することであり、製
品は品質の規格範囲を満足するように経済的に作成されるべきものであるから、当然、品質
評価も経済性が考慮されていなければならない。
3.3.品質評価
3.3.1.品質評価方法
地理情報標準プロファイルでは、品質評価方法を図 2.3.2 のように直接評価法と
間接評価法に分類している。
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(1) 直接評価法
直接評価法は、データ集合をプログラムまたは人間により直接検査して評価する方法であ
り、内部と外部に再細分される。内部直接評価法は、データ集合内部のデータのみで検査
できる評価法である。例えば、書式一貫性の検査のようにプログラムのみで検査できる方法
がこれにあたる。外部直接評価法は、データ集合以外の参照データを利用し、両者の比較
検査により評価する方法である。例えば、データ集合中の地番と土地課税台帳中の地番と
を比較して検査する方法などである。
直接評価法の検査には、データ集合の全数に対して行う全数検査と、一部を抽出して検
査する抜取検査がある。検査方法としては、プログラムによる自動検査と人間による非自動
検査（目視検査）に分類される。一般には、内部直接評価法には自動検査が、外部直接評
価法には非自動検査が用いられる。
(2) 間接評価法
間接評価法は、データ集合そのものやメタデータに記載された品質概観要素あるいは品
質評価報告書の内容などから得られる「目的」や「用法」、「系譜（履歴）」などの情報を用い
て推論により評価する方法である。例えば、「○○公共測量作業規程に基づいて作成され
たデータであるので、品質要求に沿うものである」などの品質評価ができる。推論に用いる
情報源としては、データ集合やメタデータからの情報だけに限定されてはいない。つまり、間
接評価法は非定量的な評価法であるため、曖昧となったり、検査者によって評価の差が大
きくなったりすることが予測される。したがって、間接評価法は定量的に品質評価ができない
場合の最後の手段として位置づけられている。
品質評価方法
直接評価法

外部直接評価

全数検査

自動検査

非自動検査

内部直接評価

抜取検査

非自動検査

全数検査

自動検査

間接評価法
図 2.3.2 品質評価方法の分類
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(3) その他の評価法
直接評価法、間接評価法とは別に、結合品質評価法がある。この評価法は、異なる品質
要素、品質副要素、品質適合範囲に基づくデータを結合して評価する方法である。結合す
る目的は、唯一のデータ品質結果を提供することである。結合品質評価法には、「100％合
否」、「加重合否」、「最大／最小値」などがあり、どちらかと言えば、品質評価結果の表現方
法である。
本ガイドライン（案）では、大縮尺数値地形図データへの適用について、外部直接評価法
の非自動検査法のひとつとして「竣工検査による方法」を検討するとともに、「直接評価法と
間接評価法の併用法」についても提示した。
竣工検査による方法は、これまで長年にわたって行われてきた国土基本図の施工管理方
法を、地理情報標準プロファイルの品質評価法に従って整理し直したものである。
直接評価法と間接評価法の併用法は、要求する品質ごとに類型化された空間データに
対して、それぞれ異なる評価法を採用する際の方法を示したものである。
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3.3.2.全数検査と抜取検査
直接評価法の検査として、データ集合の全てを検査する全数検査とデータ集合の一部を
抽出して検査する抜取検査の 2 つがある。
(1) 全数検査
全数検査は、地物の一つ一つを全て検査するもので、良品と不良品とに分け、不良品が
規定数（あるいは規定割合）以下であった場合に合格とする検査方法である。あるいは、不
良品を全て良品となるまで修正させて合格とする検査方法である。
全数検査によれば検査などに誤りがなければ全く不良品の混入する可能性はないが、
現地で行う外部直接評価法は検査に時間がかかるばかりでなく、例えば、写真測量による
空間データの作成地域では、検査のための立ち入りが不可能な箇所があったりするので、
ごく特殊な場合以外は実際には行われない。したがって、一般には論理一貫性などのプ
ログラム処理のみで全数検査が行える内部直接評価法に用いられる。
(2) 抜取検査
抜取検査はサンプリング検査とも呼ばれ、全数検査とすることが合理的でない場合に適用
する手法である。対象となる空間データから、一定の大きさの検査単位を複数個抜き取り、
検査単位ごとに良品、不良品を判定した上で、不良品の数と合格判定個数を照らし合わせ
て空間データ全体の合否を決定する方法である。抜取検査は、全数検査が困難な地物の
完全性や位置正確度、主題正確度などの検査を、外部直接評価法で行う際に適用する。
抜取検査では、不良品を漏れなく検出することは不可能であり、絶対に不良品が入って
はならない場合には用いることができないが、検査の効率化などの面から、この方式が一般
的な方法である。
抜取検査の抽出法には、単純無作為抽出や層別抽出、多段階抽出などがある。
また、抜取検査を行う場合には、次のような条件が必要となる。
① 地物を、一定の検査単位として扱えること。
② 合格した検査単位内に、不良品のある程度の混入が許せること。
③ 試料をランダムに抜き取ることができること。
④ 品質基準が明確であること。
⑤ 計量値による場合、特性値の分布モデルがわかっていること。
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3.3.3.自動検査と非自動検査
外部直接評価法の全数検査には、自動検査（プログラム検査）と非自動検査（目視検
査）がある。自動検査はプログラムによりデータ集合を検査する方法であり、非自動検査は
人間による検査方法である。非自動検査は、目視検査の他、現地での点検測量などが含
まれる。
自動検査は、論理一貫性などのデータフォーマットの点検や主題正確度などのように外
部の台帳データとの突合点検等がある。非自動検査は、位置正確度などの地物の位置や
標高を現地測量によって計測したり、完全性などのように現地にて目視で点検したりすること
があげられる。なお、非自動検査には、検査結果をどこまで保証できるのかという問題がある。
例えば、人間による検査であるため過誤を排除できないからである。
非自動検査には点検測量も含まれており、点検測量では品質要求を満たす方法で空間
データを再度作成し、得られた空間データを真値として空間データを検査できるため、明確
な検査結果を得ることができる。
3.3.4.地物単位（インスタンス）
データ集合を検査する際には、地物がどのような単位（インスタンス）として定義されている
かが重要となる。空間データは、現実世界を抽象化したものであり、抽象化の際には、取得
基準などにより規格の統一が図られているが、実際には、作業者それぞれが全く同一の解
釈で抽象化しているとは言えない側面がある。
例えば、空中写真測量における主題正確度（分類の正確性）では、下部がコンクリート、
上部が鉄柵で構築されている構囲を「へい」とするか「柵」とするかは、現地作業者の判断に
委ねられる。絶対位置正確度では、線状地物のどこをどのように計測したらそのインスタンス
を全体として捉えられるのか、といった課題もある。完全性では、インスタンスが分断されて
いるような場合などにおいて、一部が漏れているとするのか、ひとつのインスタンスが過剰で
あるとするのか、という課題もある。これらを明確に定義する必要がある。

図 2.3.3 地物単位
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3.4.品質評価結果の報告と考え方
3.4.1.報告の概要
旧国土交通省公共測量作業規程では、作業工程ごとに厳密に精度を管理し、各工程の
完了時に検査を行って、精度管理表を作成することにより、最終の成果品の品質が保証で
きる仕組みとしている。成果品に対しても第三者機関による検定が行われ、検定証明書や
検定記録書が作成される。これらは、地理情報標準プロファイルにおける成果品に関する品
質評価結果の報告に相当するものである。
これに対して、地理情報標準プロファイルでは、「製品仕様書による品質要求」という考え
方を基本とし、品質評価手順で示された方法により納入される成果品の品質評価を行い、
その結果をメタデータにより報告を行うことで、品質要求に対する適合性を保証している。
公共測量作業規程準則において精度管理表は納品成果とされており、「作業規程の準
則の改正について（運用方法の例）」においては精度管理表と品質評価の関係について
「精度管理表は、準則の標準様式にならって各作業中間工程等における精度管理等につ
いて記述するもので、品質評価表は最終的に得られた点検測量の結果等をもとに（基準点
測量における位置正確度の絶対正確度の場合は平均計算結果および点検測量の結果を
もとに）上述の５つの品質要素ごとに整理し記載するものです。」とされている。つまり、公共
測量作業規程準則では、工程ごとの精度管理を行い、最終的な品質評価結果を地理情報
標準に従いメタデータに記述し報告することになる。
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旧公共測量作業規程におけるデ
ィジタルマッピングでの品質評価

公共測量作業規程準則
による品質評価

作業計画

製品仕様書
品質要求

標定点の設置
対空標識の設置
撮影
刺針

中間成果に対
する直接的な
品質測定検査

工程ごとに検査を
行い、精度管理表
を作成する

工程ごとに検査を
行い、精度管理表
を作成する

現地調査
直接的な品質測定
検査、又はデータ
作成に使用した情
報に対する間接的
な品質評価

空中写真測量
数値図化
地形補備測量

製品(成果品）

製品(成果品）

数値編集
現地補測
ＤＭデータファイル作成

第三者機関
による検定

第三者機関
による検定
第三者機関に
よる検定結果

地形図原図作成
計画機関による竣工

・メタデータによる品
質 評 価 結 果の 報 告
（合否）

図 2.3.4 旧公共測量作業規程の DM と公共測量作業規程準則の品質評価
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3.4.2.メタデータと品質評価報告書
地 理 情 報 標 準プ ロ ファ イ ルで は 、品 質 評 価 結 果 を 日本 版 メタ デ ータ プロ フ ァ イ ル
（JMP2.0）に適合するメタデータに記載し報告する。データ品質の記載項目と JMP2.0 の関
係を次表に示す。なお、メタデータとは、データを説明するデータのことで、空間データ集合
の内容について説明したものである。
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4.参考資料
表2.4.1 公共測量作業規程準則の空中写真測量の工程と主な機器及び制限
工程
１

内容

主な機器と制限

作業計画(第 作業計画は、第 11 条の規定により工程別に作
１09 条)

成するものとする。
｢標定点の設置｣とは、既設点のほかに空中三角 基準点は 1～4 級基準点測量に
測量及び数値図化において空中写真の標定に

準拠、水準点は簡易水準測量

標 定 点 の 設 必要な基準点又は水準点（以下「標定点」とい に準拠。
２

置

う。）を設置する作業をいう。

路線長は、15km(結合路線又は

(第 110 条)

環が形成できないときは、8km)
以内。固定点は、約 1km ごとに
設置。
｢対空標識の設置」とは、空中三角測量及び数 地図情報レベル 2500 の場合

対 空 標 識の
３

設置
(第 114 条)

値図化において基準点、水準点、標定点等（以

は、A 型、C 型で大きさが 45cm

下この章において「基準点等」という。）の写真座 ×15cm。
標を測定するため、基準点等に一時標識を設置
する作業をいう。
｢撮影 0」とは、測量用空中写真を撮影する作業 航空カメラの性能：画面距離及

４

撮影
(第 120 条)

をいい、後続作業に必要な写真処理及び数値 び歪曲収差の検定値が 0.01mm
写真の作成工程を含むものとする。

単位まで明確。
フィルムの性能：伸縮率の異方
性が 0.01％以下。

｢刺針」とは、空中三角測量及び数値図化にお 刺針の許容誤差は、地上座標
いて基準点等の写真座標を測定するため、基準 換算で第 111 条に規定する評

５

刺針
(第 154 条)

点等の位置を現地において空中写真上に表示

定点の精度の当該地図情報レ

する作業をいう。

ベルと同等とする。（地図情報レ
ベル 2500 の場合、水平位置標
準偏差 0.2m 以内、標高標準偏
差 0.2m 以内。）

｢現地調査」とは、数値地形データを作成するた

使用する空中写真の縮尺は、原

めに必要な各種表現事項、名称等について地 則として、地図情報レベルに対
６

現地調査

図情法レベルを考慮して現地において調査確 応する数値地形図データ出力

(第 159 条)

認し、その結果を空中写真及び参考資料に記 図の相当縮尺。
入して、数値図化及び数値編集に必要な資料
を作成する作業をいう。
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工程

内容

主な機器と制限

｢空中三角測量」とは、デジタルステレオ図化機 指標の残存誤差は、フィルム上

空 中三 角測
７

量
(第 165 条)

又は解析図化機（以下｢デジタル｣図化機等とい

に換算して最大値が 0.03mm 以

う。）を用いて、パスポイント、タイポイント及び基

内。

準点等の写真座標を測定し、基準点成果及び
撮影時に得られた外部評定要素を統合して調
整計算を行い、核写真の外部評定要素の成果
値、パスポイント、タイポイント等の水平位置及び
標高を決定する作業をいう。
｢数値図化」とは、空中写真、空中三角測量等で

解析図化機の写真座標の計測

得られた成果を使用し、デジタルステレオ図化 精度は、機械座標における標準
数値図化
(第 175 条)

機、解析図化機又は座標読取装置付アナログ 偏差で 0.005mm 以内及び分解
図化機（以下「数値図化機」という。）を用いて、

能は 0.01mm 以内。

ステレオモデルを構築し、地形、地物等の座標
値を取得し、数値図化データを記録する作業を

８

いう。
｢地形補備測量」とは、地図情報レベル 1000 以
地 形補 備測
量
(第 186 条)

下の数値地形図データを作成する場合に、計
画機関が特に指定する区域を対象として等高線
及び標高点を現地で補備する作業をいう。
本節において｢数値編集」とは、現地調査等の

９

数値編集

結果に基づき、図形編集装置を用いて数値図 図データの精度以内は修正し

(第 188 条)

化データを編集し、編集済データを作成する作

て、超える場合は、数値図化作

業をいう。

業を再度実施。

｢補測編集」とは、前節で作成された編集済デー
タ及び出力図に表現されている重要な事項の確
１０

補測編集
(第 194 条)

認を行い、必要部分を現地において補測する測
量（以下、「現地補測」という。）を行い、これらの
結果に基づき編集済データを編集することによ
り補測編集済データを作成する作業をいう。

数 値 地 形 図 本節において「数値地形図データファイルの作
１２

製品仕様書に定める数値地形

データフ ァ イ

成」とは、製品仕様書に従って補測編集済デー

ルの作成

タから数値地形図データファイルを作成し、電磁

(第 199 条)

的記憶媒体に記録する作業をいう。
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工程

内容

主な機器と制限

数値地形図データファイルの品質評価は、第 44
１３

品質評価

条の規定を準用する。

（第 200 条）

表 2.4.2 公共測量作業規程準則における空中写真測量の成果品
成果品
１

備考

数値地形図データファイル

ＸＭＬ記述又は公共測量作業規程準則付録７数値地形図デ
ータファイル仕様。

２

品質評価表

製品仕様書に従い品質評価を行い、評価結果を JMP2.0 の様
式で記述し報告。

３

メタデータ

JMP2.0。

４

精度管理表

公共測量作業規程準則付録４標準様式に従う。

５

その他の資料

表 2.4.3 公共測量作業規程準則の付録
成果品

備考

付録１

測量機器検定基準

付録２

公共測量における測量機器の現場試験の
規準

付録３

測量成果検定基準

付録４

標準様式

付録５

永久標識の規格及び埋設方法

付録６

計算式集

付録７

公共測量標準図式

総則、地図記号、取得分類規準、注記、整飾

数値地形図データファイル仕様

総則、数値地形図データファイル仕様、写真地
図データファイル仕様、数値地形図データファイ
ル説明書
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表 2.4.4 製品仕様書の内容
構成

内容
“概覧”は，空間データ製品の概要を示すものであり，この内容を見ることで空間データ製
品の概要を把握することができる。その内容は，空間データ製品仕様書の作成に関する情

概覧

報，空間データ製品の具体的な目的，空間データが対象とする空間範囲及び時間範囲，
引用する規格，用語と定義や，使用する略語の説明である。これらの記載内容は，いずれ
も日本メタデータプロファイル（JMP2.0）によるメタデータを作成する際に必要な情報とな
る。

適用範囲
データ製品識
別

“適用範囲”は，空間データ製品仕様書の適用範囲について，適用範囲識別と階層レベ
ルにより示す。
“データ製品識別”は，ある空間データ製品仕様書に基づく空間データ製品を他の空間デ
ータ製品と識別するための情報として，空間データ製品の名称，日付，空間データ製品に
関する問合せ先及び地理記述により示す。
“データ内容及び構造”は，作成したい又は作成された空間データの内容，構造及びその

データ内容及

特性を詳細に記したものである。地理情報規格群では，これを応用スキーマとよんでいる。

び構造

空間データの基本的な単位である地物の定義を『JPGIS Ver. 1.0 応用スキーマのための
規則』にしたがって記述する。

参照系
データ品質
データ製品配
布

“参照系”は，この空間データ製品仕様書に準拠して作成される空間データが，実世界の
空間や時間の中の位置を特定するための仕組みを示す。
“データ品質”には，空間データがその利用目的に合致するために保証しなければならな
い品質の基準を，品質要求として示す。
“データ製品配布”は，配布書式情報と配布媒体情報を示す。配布書式情報とは，どのよう
なデータフォーマットで空間データが記録されているかという情報で，配布媒体情報は記
録されている媒体に関する情報である。
メタデータとは，空間データを説明するデータである。空間データ製品仕様書の中の“メタ

メタデータ

データ”では，この空間データのメタデータの仕様を示す。JPGIS はメタデータの仕様とし
て JMP2.0 を使用する。
“その他”では，「概覧」～「メタデータ」までの項目に示した情報の他に，空間データを作成

その他

する際，あるいは作成された空間データを使用する際に重要となる事項について示す。
“その他”は必要な場合のときだけ記述する。
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