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（要 旨） 

第１１４条 「対空標識の設置」とは、同時調整において基準点、水準点、標定点等（以下この節において「基

準点等」という。）の写真座標を測定するため、基準点等に一時標識を設置する作業をいう。 

 

（要 旨） 

第１１４条 「対空標識の設置」とは、同時調整及び数値図化において基準点、水準点、標定点等（以下この節

において「基準点等」という。）の写真座標を測定するため、基準点等に一時標識を設置する作業をいう。 

 

 

（要 旨） 

第１５２条 「刺針」とは、同時調整において基準点等の写真座標を測定するため、基準点等の位置を現地にお

いて空中写真上に表示する作業をいう。 

 

（要 旨） 

第１５２条 「刺針」とは、同時調整及び数値図化において基準点等の写真座標を測定するため、基準点等の位

置を現地において空中写真上に表示する作業をいう。 

 

 

（低密度ポリゴンデータの作成） 

第２９５条 低密度ポリゴンデータは、フィルタリング結果を用いてグラウンドデータが低密度になった範囲を

対象に作成するものとする。 

２ 「低密度」とは、オリジナルデータがフィルタリングによりまとまって除去された範囲をいう。 

３ 低密度の範囲は、第８０条の数値地形図データの精度を満たせない箇所とし、等高線等の表示によって決定

するものとする。 

（低密度ポリゴンデータの作成） 

第２９５条 低密度ポリゴンデータは、フィルタリング結果を用いてオリジナルデータが低密度になった範囲を

対象に作成するものとする。 

２ 「低密度」とは、オリジナルデータがフィルタリングによりまとまって除去された範囲をいう。 

３ 低密度の範囲は、第８０条の数値地形図データの精度を満たせない箇所とし、等高線等の表示によって決定

するものとする。 

 

（計算結果の表示単位） 

第３４３条 座標値等の計算結果の表示単位等は、次表を標準とする。ただし、用地測量においては第４０４条

第６項の規定を適用する。 

 

 

 

 

 

２ 計算を計算機で行う場合は、前項に規定する位以上の計算精度を確保し、計算結果は、前項に規定する位の

次の位において四捨五入するものとする。 

３ キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法により標高を求めた場合は、国土地理院が提供す

るジオイドモデルによりジオイド高を補正して求めるものとする。 

区 分 方向角 距  離 標  高 座標値 

単 位 秒 ｍ ｍ ｍ 

位 １ 0.001 0.001 0.001 

（計算結果の表示単位） 

第３４３条 座標値等の計算結果の表示単位等は、次表を標準とする。ただし、用地測量においては第４０４条

第６項の規定を適用する。 

 

 

 

 

 

２ 計算を計算機で行う場合は、前項に規定する位以上の計算精度を確保し、計算結果は、前項に規定する位の

次の位において四捨五入するものとする。 

３ キネマティク法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法により標高を求めた場合は、国土地理院が提供する

ジオイドモデルによりジオイド高を補正して求めるものとする。 

 

区 分 方向角 距  離 標  高 座標値 

単 位 秒 ｍ ｍ ｍ 

位 １ 0.001 0.001 0.001 

 

 



（ＩＰの設置） 

第３５１条  現地に直接ＩＰを設置する必要がある場合は、次により行うものとする。 

一 線形決定により定められた座標値を持つＩＰは、近傍の４級基準点以上の基準点に基づき、放射法等によ

り設置するものとする。 

二 前号によらないＩＰは、周囲の状況を勘案して、現地に直接設置するものとする。この場合において、Ｉ

Ｐの座標値は、近傍の４級基準点以上の基準点に基づき放射法等により求めるものとする。ただし、直接視

通がとれない場合は節点を設けることができる。 

三 ＩＰには、標杭を設置する。 

２ ＩＰの観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。 

一 前項第一号において、ＴＳ等を用いる場合は、次表を標準とする。 

 

区  分 水平角観測 鉛直角観測 距離測定 

方  法 0.5対回 0.5対回 ２回測定 

較差の許容範囲 － － ５mm 

  

二 前項第二号において、ＴＳ等による場合は、前条第３項第一号の規定を準用する。 

三 キネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法による場合は、前条第３項第二号から第四号、

第４項及び第５項の規定を準用する。 

３ 点検測量は、ＩＰ点間の距離を測定し、座標差から求めた距離との比較により行う。ただし、ＩＰ点間の距

離が直接測定できない場合は、前条第８項の規定を準用する。 

４ 前項の較差の許容範囲は、前条第９項の規定を準用する。 

５ 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

（ＩＰの設置） 

第３５１条  現地に直接ＩＰを設置する必要がある場合は、次により行うものとする。 

一 線形決定により定められた座標値を持つＩＰは、近傍の４級基準点以上の基準点に基づき、放射法等によ

り設置するものとする。 

二 前号によらないＩＰは、周囲の状況を勘案して、現地に直接設置するものとする。この場合において、Ｉ

Ｐの座標値は、近傍の４級基準点以上の基準点に基づき放射法等により求めるものとする。ただし、直接視

通がとれない場合は節点を設けることができる。 

三 ＩＰには、標杭を設置する。 

２ ＩＰの観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。 

一 前項第一号において、ＴＳ等を用いる場合は、次表を標準とする。 

 

区  分 水平角観測 鉛直角観測 距離測定 

方  法 0.5対回 0.5対回 ２回測定 

較差の許容範囲 － － ５mm 

  

二 前項第二号において、ＴＳ等による場合は、前条第３項第一号の規定を準用する。 

三 キネマティク法、ＲＴＫ法又はネットワーク型ＲＴＫ法による場合は、前条第３項第二号から第四号、第

４項及び第５項の規定を準用する。 

３ 点検測量は、ＩＰ点間の距離を測定し、座標差から求めた距離との比較により行う。ただし、ＩＰ点間の距

離が直接測定できない場合は、前条第８項の規定を準用する。 

４ 前項の較差の許容範囲は、前条第９項の規定を準用する。 

５ 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 
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標  準  様  式 
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様式第１－８ 

フィルム航空カメラ撮影ロール別精度管理表 
 

注１．指標残差の制限値は、同時調整の規定を準用する。 

２．指標残差及び残存縦視差の測定は、第１３９条に規定する方法で数値化された空中写真に対してデジタルステレオ図化機を

用いて行う。 

３．指標残差の測定は、撮影日当り１モデルの測定。（１ロール２モデルは必ず行う。１ロール３日かかれば３モデル。 

１日２ロール撮れれば ４モデルの測定となる） 

４．残差は、Ｓ．Ｄ＝0.020㎜以内。ＭＡＸ＝0.030 ㎜以内。 

 

 
様式第１－８ 

フィルム航空カメラ撮影ロール別精度管理表 
 

注１．指標残差の制限値は、同時調整の規定を準用する。 

２．指標残差及び残存縦視差の測定は、第１３９条に規定する方法で数値化された空中写真に対してデジタルステレオ図化機を

用いて行う。 

３．指標残差の測定は、撮影日当り１モデルの測定。（１ロール２モデルは必ず行う。１ロール３日かかれば３モデル。 

１日２ロール撮れれば ４モデルの測定となる） 

４．写真座標の変換は、ヘルマート変換を用いること。残差は、Ｓ．Ｄ＝0.020㎜以内。ＭＡＸ＝0.030㎜以内。 

 

 

 
様式第１－１１－１ 

GNSS/IMU計算精度管理表（航空レーザ測量） 
 

 
様式第１－１１－２ 

GNSS/IMU計算精度管理表（航空レーザ測量） 
 

 

 
様式第１－１９ 

数値地形図データファイル精度管理表（航空レーザ測量） 
 

 
様式第１－１９ 

数値地形図データファイル作成作業精度管理表 
 

 

 


