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関東支部長 小野邦彦

関東副支部長 布施孝志

日本測量協会は測量技術者の為の団体であり、かつ国土の利
用・整備・保全に寄与することを目的として設立され、活動
を行ってまいりました。長年行っている活動である継続教育
では、既にe-ラーニングが導入され効果を上げております。
そこで関東支部でも会員の皆様に速やかに、かつ多くの情報
伝達の手段として、支部報を電子媒体でお届けすることにい
たしました。
「e-支部報」を会員相互の情報発信および新技術の広報など
共有の場として利用していただきたく思っています。
今年の活動の一つとして、測量業界だけでなく多分野から講
師をお願いし、講演会・講習会の開催も企画しています。
ぜひ会員の皆様に積極的なご参加およびご意見など頂き、
皆様のお役にたちたいと考えております。

この度、新しく副支部長を仰せつかりました。よろしくお
願い申し上げます。これまでも、測量技術の進展には目覚
ましいものがあります。最近では、この技術進展に加え、
他分野においての利用も益々進んでいます。
現在の多様なサービスの中核を担っている一つが、測量技
術であると言えるのではないでしょうか。周辺分野を学ぶ
ことにより、測量の可能性が、さらに広がっていくとも考
えられます。測量の伝統を守り、かつ新技術や新応用分野
へ展開していくために、本支部が、情報交換やその架け橋
になることが重要であると考えております。

本支部の活発な活動へ向けて、変わらぬご支援賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。
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総務・広報部会について
総務・広報部会長 田中 邦一

昨年（H25）総務・広報部会長に就任した田中です。H25.7月の
部会長会議で当部会の「使命」が確認されました。それは①会
員を増やすこと、②そのために会員へのサービス提供の推進、
の2点です。その一環として会員がCPDポイントを取得できる講
習会、セミナー一覧を当協会のホームページ「各支部からのお
知らせ」の所に「関東支部測量CPD講習会案内」ボタンを付けま
した。ここから自分に必要なセミナーを探しご活用ください。
また諸般の事情で刊行を停止していた「関東支部報」を水谷委
員に編集長をお願いし、今年の4月から「e－支部報」として再
刊しました。今後もこうしたサービス向上を目指しますので、
よろしくご協力をお願いします。

教育部会の活動について
教育部会長 渡邊博孝

会員の皆様には関東支部開催の講習会等において多くの方々のご参加を頂きお礼申し上
げます。教育部会では、主に会員企業の技術者の皆様に最新技術や「作業規程の準則」
の変更に伴う作業仕様等について講習会を開催し、最新の情報を提供しております。平
成２６年度も東京都・群馬県を開催予定地として教育部会の担当は４件の講習会を計画
しておりますので、開催日時及び講習会場等については関東支部のお知らせよりご確認
のうえ、ご応募のほどよろしくお願いいたします。
また、部会では環境の変化及び技術革新に対応すべく情報収集に努め、測量技術の改

善と新技術の情報を会員並びに関係者の皆様方に講習会等を通じてご提供できるように
部会委員一同努力してまいりますので、今年もご指導、ご協力のほどよろしくお願い申
し上げます。

社会部会について
三陽技術コンサルタンツ(株) 代表取締役 吉岡慧治

社会部会長を仰せ遣っている吉岡慧治と申します。測量会社等経営
者で構成されております社会部会は、平成2年度より、移りゆく時代
とともに発生する経営課題を皆で考えて行こう、ということで始ま
りました。(ゴルフ仲間でのプレーも、飲み食いも致しますが) 平
成26年度は、第25回測量経営者研修会を、 (一社)栃木県測量設計業
協会との共催で、栃木県内にて、9月4日(木)に行います。関東地方
一都8県から測量経営者が集まり、同じ経営課題を考えることは、大
変意義深いものがあります。生涯の友として仕事の上でも有意義だ
と思います。経営者並びに後継者の方々、ぜひ参加してみてくださ
い。(公社)日測協会員であればどなたでもOKです。必ず人生にプラ
スになると考えています。
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東京農業大学
地域環境科学部造園科学科 景観材料研究室

准教授 國井 洋一

動画からの三次元解析

当研究室では、画像計測技術を応用した自然公園の景観解析に関する研究を行っております。
近年はMMSの普及で、自動車が走れる場所の空間データは効率的に取得できるようになりまし
たが、歩行者しか入ることのできない自然空間のデータ取得については、私の所属学科である
造園のフィールドでも課題となっております。
そこで、我々は自然公園を歩きながら進行方向の動画撮影およびGNSS観測を行い、動画から3
次元解析を行う技術開発に取り組んでおります。さらには、撮影した動画から景観
解析を行い、解析結果と人の主観による評価との比較検証も実施しております。
このような研究の取り組みが、空間情報技術と造園技術との架け橋となるよう、今後も柔軟な
姿勢でアイデアを生み出して行きたいと考えております。

研究室URL
http://nodai.cc-town.net/laboratory/single.php?id=75
関連論文URL
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsprs1975/47/6/47_6_22/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jila/74/5/74_633/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jila/73/5/73_5_585/_article/-char/ja/
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株式会社東京地図研究社 塚田 野野子

単写真による簡易計測技術の紹介

空中にある球体（ジオ・コスモス：日本科学未来館）の半径と中心座標をはかる測量手法を紹
介する（「2013測量コンテスト」敢闘賞受賞）。測量は、補正済みデジタルカメラ、被写体面
までの撮影距離をはかるレーザ距離計（50ｍ）を使用し、「単写真による簡易計測技術」を用
いた。
測定原理は、被写体を含む２次元平面を想定して、この被写体面に正対するようにカメラ画像
面を設定することで、相似条件を使い被写体の大きさを計測するというもので、画像面上の被
写体の大きさを測れば、縮尺倍することで実長を求めることができる。測量（4箇所計測）の結
果球体平均半径3006.1mm（標準偏差2.8mm）床面から球体までの高さ14.802m が得られた。
この方法の最大のメリットは、1枚の写真画像から迅速で、簡易に位置情報を取得できることで
あり、固定撮影点で数十から数百の静体や動体の連続計測等が短時間で可能である。

株式会社 東京地図研究社HP： URL http://www.t-map.co.jp/
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大輝測量株式会社 岡村 健二

「水道施設管理システム」の管網解析

当社はこの20数年来GISの各種開発・販売を手掛け、道路や上下水道、固定資産など多くの
施設管理システムをお手伝いして参りましたが、この度「水道施設管理システム」における管
網解析の商品開発に成功、特許を取得しました。上水道は、大切な飲料水を供給するためのも
のであり、災害発生時には早急な復旧が必要です。

特に水が必要な病院、避難所への水を供給するために、どの管路の修復を優先すべきか判断
できる機能を充実させ、より早く確実な水の供給を支援できます。また、浄水場で水質に問題
があった場合、水の混ざり具合も考慮した影響範囲の特定が可能で、迅速な対応を支援できる
ようにしました。
さらに解析に必要なデータは、GNSS（GPS）・航空写真測量、MMS（移動体計測装置）等

を駆使し、高精度な情報の蓄積を行います。それを「水道施設管理システム」でデータを入力
すると、管網解析まで一貫して行えるので、自治体の業務の効率化、日常の住民サービスの向
上支援、計画・検討、維持管理業務の支援ツールとして大きな信頼を得ています。

URL：http://www.taiki.com
特許番号：特許第5129191号
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株式会社イメージワン 村木 広和

デジタルビデオカメラ画像を用いた非接触流速・流方向計測システム

現状、河川や海域における流速・流方向を把握する方法としては、一般的にレーダ装置（ドッ
プラー効果手法）が利用されている。これらの流速・流方向計測システムは非常に高価であり
メンテナンス費用も多額を要する。
そこで、一般に流通しているデジタルビデオカメラをもちいて、河川や海域の流速・流方向を
計測するシステム（図1と図2を参照）が必要であると考え2007年に開発を行い、
2010年に特許取得（4574657 (平22.8.27)）したシステムを開発した。

URL： http://www.imageone.co.jp/company/index.html

図1 面積相関法の計測イメージ
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国土の面積統計

「仕事に役立つ測量関連の新聞記事（特別会員専用）」

平成26年1月31日、国土地理院は全国都道府県・市区町村の面積を公表した。面積統計は明

治15年（1882）に太政官統計院によって始められ、毎年おこなわれていて人口統計と並ぶ

歴史をもっている。この面積は国勢調査における人口密度算出や地方交付税算定の基礎

データになる。今年の発表によると、この1年間に国土は東京ドーム39個分にあたる1.82㎢

増え、377,961.73㎢になったそうだ。

増加の原因は、①埋立によるもの、②未定境界が決定したことによるもの、だそうだ。埋

立による増加面積が最も大きかったのは北海道の0.42㎢、次いで神奈川県の0.19㎢、長崎

県の0.13㎢だった。

調査は平成25年10月1日に行われ、この段階で東京都の火山噴火が報じられた西之島新島の

面積は含まれていないので、来年の発表では東京都も面積拡大が報じられるかも知れない。

（日本大学：田中 邦一）

出典： http://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/kihonjohochousa60008.html

日本測量協会では、日刊建設工業新聞社、日刊建設産業新聞社、建通新聞社の協力により、

測量協会が各新聞から仕事に役立つ記事を選択し掲載しています。

特別会員になると測量協会のHP「測量情報館」にある「仕事に役立つ 新聞記事」のボタ

ンから見ることができます。ぜひ特別会員になってご利用ください。

測量情報館URL：http://www.jsokuryou.jp/top/home.asp
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Quantum GISは、海外で開発されたフリーソフ
トで、略して「QGIS」とも言われる。
日本語環境でも利用できること、GRASSの機能の
一部をプラグインとして使用できることから利
用者が増えている。
当協会でも「Quantum GISによるGISの基礎」と
いう測量・地図の基礎講座を開設している。
このソフトウェアの利用促進については日本の
オープンソースGISコミュニティ（OSGeo 
Japan）が中心となりユーザインターフェースや
マニュアルなどが用意されてきたが多くはWebで
の閲覧が主であった。
今回、「本」の形で出版された。構成は、第1部
がQGISの基本操作、第2部はプラグイン、第3部
は実習と活用の事例、第4部は付録でQGISのイン
ストール、環境設定、GISデータの入手先が紹介
されている。文章だけでは分かりにくい説明に、
多くのスクリーンキャプチャが使用されている
のがよい。ぜひGISの実践入門書としてお薦めす
る。（日本大学：田中邦一）

Quantum GIS入門

著者 今木洋大（古今書院）

目次

第１部 ＱＧＩＳの基本操作（ＱＧＩＳを使ってみよう
ＱＧＩＳの各種機能 ほか）

第２部 ＱＧＩＳの機能拡張とプラグイン（機能拡張とプラグインの管理
お勧めのその他のプラグイン）

第３部 ＱＧＩＳによる空間情報解析事例（栃木県日光におけるニホンザルの行動圏と
環境選択、バングラデシュにおける管区毎の基本統計とデータの視覚化 ほか）

第４部 付録（ＱＧＩＳのインストール
ＱＧＩＳの環境設定 ほか）

QuantumGISの講座もございます。詳しくは「おしらせ」ページへ
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測量・地図の基礎講座Ⅱ
＝空中写真の使い方、地形図読図、Quantum GIS によるGIS＝

日程

平成２６年4 月15 日（火）：「空中写真の使い方・写真判読」コース
平成２６年4 月16 日（水）：「地形図読図」コース
平成２６年4 月17 日（木）：「Quantum GIS によるGIS の基礎」コース

各コース１日間（９：３０～１６：３０）

※日程が近付いておりますので、参加ご希望の方はご確認ください。

会場

公益社団法人日本測量協会
〒１１２－０００２ 東京都文京区小石川１丁目３－４ 測量会館
ＴＥＬ：０３－５６８４－３３５５
（ＦＡＸ：０３－５６８４－３３６６）

アクセスはこちらから
http://www.jsurvey.jp/k-honbu260415-17.pdf

※受講条件等の詳細は測量継続教育センター
測量技術教育部にお問い合わせください。

第15回 管理職研修会開催の ご案内

日程
平成26年5月15日(木)～16日（金）……1日半
（受付は午前9時より）
5月15日は午前9時30分～午後4時30分

5月16日は午前9時30分～12時まで

※定員になり次第締め切りますので参加ご希望の場合はお早めに申し込みください。

会場
測量会館 別館 2階研修室
〒１１２－０００２ 東京都文京区小石川1-3-4 
TEL 03－5684－3499(関東支部)

アクセスはこちらから
http://www.jsurvey.jp/k-kantou260515-16.pdf

測 量 協 会 の 今 後 の 行 事 予 定

関東支部が関連した講習会等の年間予定は下記からアクセスできます。
http://www.jsokuryou.jp/Corner/shibu/auth.asp?dir=03kanto&pdf=2014/012901.pdf
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第25回 応用測量技術研究発表会

日時

6月30日（月） 10：00～16：30（予定）

場所

測量年金会館（東京都新宿区山吹町11-1）

測 量 協 会 の 今 後 の 行 事 予 定

「測量・地理空間情報」プレ・イノベーション大会

日時

平成26年7月14日（月） 10：00～17：00

場所

測量年金会館（東京都新宿区山吹町11-1）

Ｇ空間ＥＸＰＯ2014 Geospatial EXPO 2014 Japan

日時

平成26年11月13日（木）、14日（金）、15日（土）

場所

日本科学未来館（東京都江東区青梅2-3-6）

関連のイベント年間スケジュールは下記からご覧いただけます。
（イベントスケジュールはページ下部にあります）

http://www.jsurvey.jp/sok.htm
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都県別 

正会員（名） 準会員（名） 特別会員（社） 合    計 

25年 
3月末 

25年 
9月末 

26年 
2月末 

25年 
3月末 

25年 
9月末 

26年 
2月末 

25年 
3月末 

25年 
9月末 

26年 
2月末 

25年 
3月末 

25年 
9月末 

26年 
2月末 

茨城県 264  276  287   0  0  1  30  31  30  294  307  318  

栃木県 106  106  110  2  1  1  25  25  26  133  132  137  

群馬県 175  173  175  0  0  0  17  17  17  192  190  192  

埼玉県 347  460  484  6  5  4  44  47  46  397  512  534  

千葉県 285  293  288  2  1  1  31  30  31  318  324  320  

東京都 1,042  1,085  1,135  26  27  27  149  151  151  1,217  1,263  1,313  

神奈川県 419  414  426  1  1  1  48  48  48  468  463  475  

山梨県 84  87  95  0  0  0  10  11  11  94  98  106  

長野県 295  333  337  0  0  0  29  30  30  324  363  367  

合 計 3,017  3,227  3,337  37  35  35  383  390  390  3,437  3,652  3,762  

日本測量協会関東支部 

平成26年2月末 関東支部調べ 
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日本測量協会関東支部 
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総務・広報部会（所属） 教育部会（所属） 社会部会（所属） 

 支部長  小野 邦彦 日本測量協会  小野 邦彦 日本測量協会  小野 邦彦 日本測量協会 

 副支部長  布施 孝志 東京大学  布施 孝志 東京大学  西澤  堅 エムアイメイズ 

 幹事長          篠原 茂明 日本測量協会 

              

 部会長  田中 邦一 日本大学  渡邊 博孝 大輝測量  吉岡 慧治 群馬県測協（三陽技術ｺﾝｻﾙ） 

 副部会長  山本  博 日本測量協会  酒井  靜 国際航業     

 委員   岩崎 昇一 地調協  田之上 博人 昭 和  小俣 一義 山梨県測協（ﾃｯｸ・ｴﾝｼﾞﾆｱ） 

   三好 良治 測量機器工業会  木下 章 東日本総合計画  小安 隆夫 千葉県測協（サン測量設計） 

   日下部 亮治 パスコ  守谷 陽一 パスコ  笠原 俊也 埼玉県測協（武州測量） 

   赤松 幸生 国際航業  土居原 健 デジタル道路地図  芳村  巖 栃木県測協（公共用地補償） 

   塩澤 達也 朝日航洋  弘瀬 達夫 国土地図  田中 尚行 中央ジオマチックス 

   水谷 信之 アジア航測      植田 伸一 神奈川県測協（日豊） 

           下川 利澄 茨城県測協（下川設計） 

           溝口  實 長野県測協（ジッソク） 

           渡邊 博孝 大輝測量 

           藤沼 邦雄 国土地図 

              

              

委員数 ８名  ７名  １１名 

開催時期 ①4月下旬頃 ②9月下旬頃 ①10月中旬頃 ②新企画で1回増 ①6月上旬頃 ②2月中旬頃 

開催数 年2回 年2回  年2回 

平成25年度  

2014年3月末現在 

e-支部報 No.1 


