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関東支部報 No.10

夏季号

関東支部の会員、準会員及び特別会員の皆様には、日頃から日本測量協会の活動に、
ご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、「測量の日」は平成とともに歩んでまいりましたので、今年の６月３日は、
回を重ねて３０回目の「測量の日」になりました。この間、測量・地図・地理空間情
報についてのお子さんや一般の方々への広報活動は、以前に比べると格段に前進した
と思います。今年も６月を中心に、いろいろな機関や団体のイベントが行われてきて
いますが、一般の方々を対象としたものだけでなく、測量の仕事に関わる方々が現在
の自分たちの置かれた状況を考えるような催しものもあります。

日本測量協会の「測量・地理空間情報イノーベーション大会」は、そのような趣旨
で４年前から行われているもので、今年も６月１９日・２０日に行われました。さま
ざまなセッションがありましたが、私が特に印象深かったのは、京都工学院高校の尾
崎嘉彦先生のご講演でした。
先生は、これまで測量クラブ活動に熱心に取り組まれてこられた方ですが、ご自分

のような指導者の不足を指摘し、これから指導者になる先生の育成の必要性を強く訴
えられておられました。その後、６月末に北海道支部報告会でそのことを話しました
ら、北海道支部では、数年前から道内の工業高校の先生を支援する活動に取り組んで
いるということでしたので、心強く感じました。

高校の地理の必修化でも同じ課題がありますが、測量や地理空間情報の面白さを若
い世代に伝えていく上で最も重要な教育の担い手の支援を強化する必要があると思い
ます。例えば、先生のネットワーク作りとか、拠点校作りとか、何かできることがあ
るように思います。平成が新年号に代わる時期でもあり、このような新しい取り組み
を模索しながら、皆様にご協力をいただいて「測量の日」の活動が一層充実するよう
頑張りたいと思います。

会長御挨拶

公益社団法人 日本測量協会
会 長 矢口 彰



小江戸佐原－伊能忠敬没後200年

星 埜 由 尚

伊能忠敬の故地下総佐原は、利根川に下る小野川の川岸に古い町屋の町並
みが残り、江戸情緒にあふれる小江戸である。平成8年には、重要伝統的建造
物群保存地区に指定されている。
町を流れる小野川には、河岸があり、利根川につながり江戸までの重要な

水運の拠点であった。伊能忠敬の旧宅も小野川縁にあり、史跡の指定を受け
ている。旧宅前には河岸があり、酒造、薪炭、水運などを営んでいた豪商伊
能家にとって小野川は重要なインフラ施設であったと思われる。
現在、小野川の両岸には、柳並木が整備され、旧宅の前には橋に用水を通

し、一定の時間に橋から放水の行われる樋橋(通称ジャージャー橋）もあり、
古い商家の町並みを散策する人で絶えない。伊能忠敬旧宅の小野川を挟んで
反対側には、伊能忠敬記念館もあり、伊能忠敬の人と業績について学ぶこと
ができる。
小野川から別れて町中の香取街道沿いには、旧三菱銀行佐原支店(三菱

館)、福新呉服店、中村屋商店、正文堂など、明治から大正にかけての商家や
土蔵が残っており、｢お江戸見たけりゃ佐原へござれ 佐原本町江戸まさり」
と唄われた嘗ての佐原の繁栄ぶりを偲ぶことができる。
｢佐原の山車行事」「佐原囃子」は、ユネスコ無形文化遺産・国指定重要無

形民俗文化財に指定され、市内八坂神社の祇園祭と諏訪神社の秋祭りでは、
山車が曳き廻され、佐原囃子が奏でられ、佐原の大祭として大変な賑わいと
なる。
今年は、伊能忠敬没後200年に当たり、佐原でも香取市が主催して記念式

典が催されるなど様々な行事が行われる。この５月には、JR総武線佐原駅前
に新しい伊能忠敬の銅像も建立された。

伊能忠敬旧宅



伊能忠敬記念館

小野川沿いの古い町並み

佐原駅前の銅像



特集

日之出水道機器株式会社
下水道マーケティンググループ
石田 康平 ●矢野 雅美

MMSを活用した既設マンホール蓋全体把握手法のご紹介

【分流エリア】

住宅街/郊外･山間部

【合流エリア】

市中心部/繁華街Ａ市の場合

タイプ１ タイプ２ タイプ３ タイプ４ タイプ５ タイプ６

特徴

・ふた表面にコンクリートが
充填

・JIS模様
・JIS鍵穴が２箇所
・ふたと受枠間に隙間有り

・JIS模様
・JIS鍵穴が２箇所

・亀甲模様
・長バール穴
・錠部閉鎖状
・こじり穴有り

・都市デザイン模様
・長バール穴
・錠部閉鎖状
・こじり穴有り

・都市デザイン模様
・長バール穴
・錠部閉鎖状
・こじり穴有り

特徴

・かぎ無し
・蝶番無し

・かぎ無し
・くさり式での連結

・かぎ無し（タイプにより有）
・くさり式での連結

・単一型錠機能
・ふた裏蝶番方式
・ふた裏リブ

・統合型錠機能
・ふた裏蝶番方式
・ふた裏リブ

・統合型錠機能
・ふた裏蝶番方式
・ふた裏リブ

推定設置年 ～S40年代 ～S50年代 S51年～S53年 S61年～H5年 H6年～現在 H20年～現在
推定設置数 1,000 2,500 1,500 100

ふた コンクリート FC FCD FCD FCD FCD
枠 FC FC FCD FCD FCD FCD

平受け 平受け 緩勾配受け 急勾配受け 急勾配受け 急勾配受け

MHとの緊結状況 ボルト緊結なし ボルト緊結なし ボルト緊結なし ボルト緊結 ボルト緊結 ボルト緊結

がたつき × × × ○ ○ ○
破損 × △ ○ ○ ○ ○
浮上・飛散 × × × □ ○ ○
不法投棄浸入 × × × □ ○ ○
転落・落下 × × × □ □ ○
雨水流入 × × × × △ △
スリップ △ × × × □ □
腐食 × × × × □ □

材
質

支持構造

安
全
性
能
項
目

機能がない古いタイプ 一部の機能･性能なし 安全機能･性能あり

ふた表

ふた裏

1,200

※マンホール蓋変遷表とは、既設マンホール蓋の属性情報をタ
イプ別に分類した一覧表です。マンホール蓋は周辺環境の変化
に応じて、性能や機能を進化させてきたことから、蓋タイプを確
認するだけで、設置年代、構造、材質、性能･機能が概ね判別で
きます。

平成27年度末の全国の下水道管路総延長は約47万Kmで、整備・普及促進に伴い、膨大なストックとなっ
ております。そういった膨大なストック施設の老朽化に伴う不具合や事故を未然に防ぐため、現在、ストック
マネジメントへの取り組みが始まっております。

ストックマネジメントは、施設全体を捉え長期的に維持管理していくことであり、施設情報の収集整理（デー
タベース化）が最初のステップです。しかし、下水道台帳にはマンホール蓋の属性情報がないことが多く、事
業体様がストックマネジメント【管路施設編】に取り組まれようとする際の課題となっております。

マンホール蓋の改築等を判断する方法としては、「巡視」と「点検」がございますが、いずれも時間とコスト、
労力がかかりますし、全体把握となるとなおさらです。しかし、マンホール蓋変遷表とMMS計測結果を照合す
ることで、短期間で効率的に全体把握すること（「どこ」に「どのような蓋」が「どれくらい」あるか）が可能です。

既設マンホール蓋の全体把握により、ストックマネジメント実施方針における改築事業量の試算や点検・調
査計画における優先順位付けに活用できるだけでなく、ストックマネジメント計画では、管理区分の設定にも
活用できます。また、道路状況把握は当たり前ですが、道路上にある街渠ますや側溝等の状態把握も可能
です。さらに災害時は、平時との比較により幅広い用途に活用できると考えております。

※MMS計測では、歩道上の植込みの影や天候によって、マンホール蓋が確認できないなどの欠損が発生す
ることがあり、その場合は、補備調査を行っています。

【タイプ分布イメージ図】

【マンホール蓋変遷表（サンプル）】

【ＭＭＳ計測画面（サンプル）】



特集

技研コンサル株式会社
空間リサーチ室
内藤 貴志

３次元技術による調査

技研コンサル株式会社 URL：http://www.giken-jp.com

当社は、昭和40年7月31日に設立し、業務を通じて広く社会の発展に貢献すること
を理念に取り組んでいます。
測量・建設コンサルタント・補償コンサルタント・地盤環境調査・地理情報システム・

都市計画・埋蔵文化財調査・空間計測等が事業内容です。
今回、空間計測事業の中でMMS-K320（三菱製）、IP-S2Lite（トプコン製）、地上

レーザスキャナ（トプコン製）等の３次元技術を使用した調査事例を紹介します。
❶ 道路に面する植樹の調査を、MMS-K320を使用した植樹の位置を点群データに

より取得。
❷ 導水路内のひび割れ点検では、IP-S2Lite・地上レーザスキャナを使用し

360度計測。
❸ 土砂崩れで通行止めとなった道路や車両交通規制箇所（自転車道・歩道）に

おいてIP-S2Liteを改造自転車に搭載し撮影計測を実施。

【MMS-K320】

【導水路点検（地上レーザースキャナ】

【改造自転車（IP-S2Lite)】

【導水路点検（IP-S2Lite】

http://www.giken-jp.com/


特集

東京ガスｉネット株式会社 導管ソリューション部 GISグループ
渡会 晋平

導管工事業務分野への写真測量の適用検証

現在、導管工事業務分野での計測は、メジャーやスタッフを利用した手作業での計測が主流となっ
ている。導管工事落成時に納品される工事写真は、現場を記録する貴重な書類であるが、業務上
は検収者による参照のみの利用にとどまっており、写真の活用が十分にされていないのが現状で
ある。これを踏まえ、近年、検収強化の支援に工事写真を活用することが期待されている。

そこで、本取り組みでは、導管工事業務で撮影される工事写真を活用し、写真測量による計測を
行い、その導管工事業務への適用可能性を検証した。

フィールド検証では以下のように、本支管新設工事をイメージした掘削穴と導管を配備し、市販の
写真測量ソフトウェア2製品（ステレオ画像、単画像）での計測と比較検証を行った。

図1 計測対象物の平面図

図2 本支管新設工事をイメージした掘削穴と導管

3.2m

0.71m

図3 計測対象物の断面図

深さ

0.95m
0.795m



特集

京葉測量株式会社
設計部 久保 文夫

１．はじめに
わが国は戦後、様々な社会基盤を整備し、豊かな社会を築き上げました。

ところが近年、これら社会基盤の老朽・劣化が進み、国をはじめ自治体では、その状況を把握
する施設点検調査が急務となっています。

弊社もこうした施設点検を行い、施設の長寿命化を図る対策工法の立案等を行っていますが、

ここでは急傾斜地の健全性を調査した際の点検技術をいくつか紹介します。

２．急傾斜地崩壊防止施設等の調査で用いた点検技術
１）航空写真の活用

弊社は、約５０年前から千葉県全域の航空写真を毎年撮影しており、最新の航空写真を用
い、点在する調査箇所や崩壊防止施設の現状把握、効率的な調査ルートの設定等に活用した。

２）現状施設の概要を把握するドローンの活用

施設が遠方から確認できる視界が開けた斜面では、近隣住民の合意を得て法面崩壊防止
施設の近接撮影を行い、効率的にその概要を把握した。

３）簡易レーザー測距儀の活用

従前はテープやポールで高さや長さを測定していたが、本技術を活用することにより施設の
法長や延長、高さ等を短時間で効率的に測定した。

４）レーダー探査機の活用

日陰や建物の近接している施設で熱赤外線影像法による調査が向かない箇所では、本探
査機により施設背面の空洞やコンクリート内部の状況を概略的に把握し、異常を発見した場合

はコアー抜きした後、ファイバースコープを挿入するなどして状況を詳細に把握した。
３．おわりに

急傾斜施設の点検作業は、急峻な崖地や高所で実施するため、安全管理に最も注力していま
す。また効率的で安全な施設点検技術は様々紹介されていますが、現地の状況によっては適用
できないケースもあります。そこで計画準備の際は必ず現地踏査を行ない、伐採等の必要性や
現地に適した点検方法など、積極的に提案することを心掛けております。

【ドローン撮影状況】 【地中レーダー探査状況】

京葉測量株式会社 URL: http://www.ksv.co.jp/

点検調査状況写真



UAVによる空中写真撮影や、地上型レーザ
スキャナを用いた3次元計測も得意です。

独自技術により
作成したオルソ画像と
マッチングさせることで
高精度な色付き点群とすることができます。
地形図作成には、RGB情報が不可欠です。

UAV搭載型レーザスキャナ
より作成した点群

データに、

写真測量と違い、植生が濃い環境下でも、
地表面のデータが取得できるため、
特に山間地での計測に
適しています。

海

実測が難しい急傾斜地や、
オーバーハング部の
計測にも適しています。
圧倒的高精度高密度な
点群が、高精度な
地形図作成を可能にします。

株式会社 嶺 水
http://www.reisui.co.jp

一方で、航空レーザを
用いた測量と比べ、圧倒的に

多い点密度が得られるため、地形の
再現性や精度が高く、ある一定の面積を

超えなければ、実測よりも効率的に、航空測量
よりも安価に測量ができます。

3次元計測室 百本 法光
～南信州発！長野県から全国へ～
3次元計測に力を入れています！
平成29年度、UAVレーザにて
公共測量実施実績有り(国交省)



株式会社シーティーエス
測量計測事業推進部
小林 光

建設ICTの専門企業

本社所在地 ： 長野県上田市古里115番地
設 立 ： 1972年4月11日
従 業 員 数 ： 278名（2018年3月末現在）
東京証券取引所 市場第一部上場会社です。
経営理念を「お客様のニーズを身近なサービスで提供する」とし、お客様に
対しては､全てのサービスを『より確かに、より早く、より安く』提供することを常に
追求しています。
弊社は建設ICTの専門企業としてシステム事業と測量計測事業で全国展開
をして活動しています。
システム事業では、現場事務所のITインフラ一式をワンストップで提供すると
ともに、企業との提携によるクラウドストレージサービス、即日開通の回線サー
ビス等、インフラ機能を日々強化しています。
測量計測事業では、ハード単体の汎用品からi-Constructionに対応したシス
テム一式、特にワンマン測量のシステムを提供するとともに、この事業では、
三次元計測、電子納品、データ作成等の現場業務のアウトソーシングも強
化しています。
また、本社横に建設ICT研修センターを併設し、建設ICTに特化する為、社
員の技術研修・独自製品の開発・お客様に対してのICT研修、セミナー等で
専門性・スキルの向上を図っています。

株式会社シーティーエス URL: http://www.cts-h.co.jp

CTSの事業展開

各事業の独自商品・サービス 建設ICT研修センター

http://www.cts-h.co.jp/


一般財団法人衛星測位利用推進センター

【会社紹介】 http://www.eiseisokui.or.jp/

本財団は産業界、経済界における地理空間情報の利用拡大に向け、衛星
測位関連企業・団体と連携して、主として準天頂衛星システム｢みちびき｣
を活用した、次世代の衛星測位の利用に関する調査研究の推進、技術開発
並びにこれらの成果の普及を行い、衛星測位を利用した地理空間情報に係
わる事業活動の活性化及び事業化を促進し、もって地理空間情報を高度に
活用できる社会の実現に寄与するとともに、わが国の産業の発展及び国際
社会への貢献に資することを目的として活動しております。
衛星測位関連国際会議への参加、フォーラム・シンポジウム・展示会の

開催、教育・編集協力、体験デモ、｢みちびき｣利活用促進のための独自の
技術開発・研究など多数実施。



【一般財団法人衛星測位利用推進センター】

｢みちびき｣利活用促進のための具体的活動として、主としてセンチメータ
級測位分野において、以下の得意技術を有しています。

①利用実証用センチメータ測位補強情報の配信技術

②測位補強情報の携帯、ウェアラブル端末などへの応用技術

③測位結果からミリメーター級変異の抽出技術(地すべり・他応用)

④共同研究・実証・コンサルタント事業
(個別事業支援､コンソーシアなど)



第5回ＧＭの会総会

平成30年4月23日、第5回ＧＭの会総会が測量年金会館で行われました。総会では、平成29
年度事業報告、会計報告に続き、会計監査報告がありました。今年度は役員改選もあり、次
年度も現体制で運営にあたること、平成30年度事業計画（案）及び予算（案）が報告され、全て
の事項について承認されました。
今年は、地理空間情報活用推進基本計画より10年を迎え、準天頂衛星は4機体制となり、地

理空間情報の利活用での飛躍的な向上と、東京オリンピックを前に様々な地理空間情報技術
の利用が期待されております。私たちの業界においても、AIの活用やi-Constructionなどの新し

い技術を利用して、業務改革から働き方改革に繋げる活動に取り組んでおります。特別講演
会では、タイムリーな話題として、国土地理院 川元様より「準天頂衛星による新しい測位と国

土地理院の取り組み」と、恒例になった社長講演シリーズでは、朝日航洋株式会社 尾暮社長
より「地理空間情報技術の将来展望とジオメトリストへの期待」の講演があり、最新技術の紹
介から周辺環境を見据えた人材育成までを力強くお話し頂き、盛会裏に終えました。

出典：第5回 ＧＭの会総会報告より

（記：仁村 利夫）

（記：日下部 亮治）

国土地理院が入札手続きにおいて若手測量技術者の登竜門を創設

６月２５日公示分から、国土地理院発注の基本測量の中長期的な担い手の育成・確保のた
め、総合評価落札方式で入札手続きを行う測量業務で、新たな技術者育成の試行業務が始
まりました。
具体的には、総合評価落札方式（簡易型）の測量業務を対象に、若手技術者が主任技術者

と作業班長にそれぞれの育成・確保ができるよう、「主任技術者型」と「作業班長型」の２つのタ
イプにより実施されます。

（主任技術者型）
４５才以下の若手技術者の加点要件を緩和するとともに、年齢に基づく加点を行います。
・４５才以下（昭和４７年４月２日以降生れ） 指名段階１点、入札段階１点を加点
・４０才以下（昭和５２年４月２日以降生れ） 指名段階２点、入札段階２点を加点

（作業班長型）
技術者の努力により技術者資格と継続教育（CPD）を評価するとともに、年齢に基づく加点を

行います。
・４０才以下（昭和５２年４月２日以降生れ） 指名段階６点、入札段階３点を加点
・３５才以下（昭和５７年４月２日以降生れ） 指名段階１２点、入札段階６点を加点

出典：URL
http://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri61004.html



（記：日下部 亮治）

i-construction推進コンソーシアム第２回新技術マッチング会議開催

５月１６日に i-construction推進コンソーシアム技術開発・導入WGが新技術のニーズとシー
ズをマッチングさせてきたマッチング会議の第２回決定会議が開催され、１１件のマッチング技
術が公開されました。これは平成２９年１０月に発注者や建設会社から新技術のニーズが公開
され、平成３０年１月に測量会社やコンサル・システム会社がニーズに対する技術シーズを発
表した結果を受けて、ニーズ側とシーズ側で確認できた技術を公開したものです。

測量関連では「ニーズ：海中・水中の三次元測量を可能にする技術が欲しい（北海道開発
局）」に対し「シーズ：空と陸と水深を測る航空レーザ測深ALB」や「ニーズ：衛星画像データを用
いて広域の地形変化を経時的に把握する技術が欲しい（東北地整等）」に対し「シーズ：時系列
画像等をAI解析し、地形特徴を識別する技術。衛星画像から流域の水位や経年変化等を分析
する技術」、また「ニーズ：植生を取り除いた地形測量を行う技術が欲しい（近畿地整）」に対し
「シーズ：航空レーザを利用した高精度な地表面データの取得」などが公開されました。

今後、マッチング技術について、シーズ提案者のほか他社の技術の確認を行って、順次試行
業務が実施されます。また、試行後、コストの優位性や技術の有用性について確認することに
なります。このようなニーズ・シーズマッチング会議を重ねて、i-construction推進の新技術の
実用化を行っていく予定です。

出典URL
i-construction推進コンソーシアム http://www.mlit.go.jp/tec/tec_mn_000008.html
第２回マッチング会議 http://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/tec_intro_wg/index.html
参考：建設・測量生産性向上展 ８月２８～３０日、幕張メッセ



～本のご紹介～

地図の進化論 地理空間情報と人間の未来

若林 芳樹 著

例によって最近出版された地理空間情報関連の書籍をサーチしていて、読者評
価の高い本書にたどり着いた。手にとってみると、以下に示すように、地図に関
する新たな認識が生まれる大変興味深い内容であった。
まず、地図の歴史について、先史時代の線刻画であるイタリアのぺドリーナ図

から最新のデジタル地図までの進化をたどる。とくに、紙地図からデジタル地図
への変革を5億3千万年前の生物界のカンブリア大爆発になぞらえ、「データの記
録（貯蔵）と表現の分離」から多種多様な地図表現が生まれたと解説する。また、
2005年のグーグルアース/マップの登場を地図史の転換点/革命的変化と位置付け、
ユーザの拡大をもたらす一方で地図が人々の世界認識に与える影響が大きくなり、
多様化した表現を読みとる力（意図的誘導や政治性への対応等）が重要になった
と説いている。
次に、人間が地図をどのように認識するのかを、心理学研究もひもときながら

解説する。例えば、多くの研究成果に基づき、「地図が読めない女」は物理的性
差よりも経験、すなわち社会的・文化的な性役割の影響が大きいと論述し、従来
のステレオタイプ的認識を明快に覆す。また、頭の中にある地図を「脳内GPS」
「認知地図」と称し、ラットを使った実験等を通してその構造を解説するととも
に、デジタル地図を活用することでこの頭の中の地図、すなわち空間認知力、さ
らには空間的思考力を鍛えられると説いている。
そして、デジタル化で地図と人間/社会の関係がどう変わるのかを考察する。

カーナビを始め様々な利用が発達/拡大する一方で、検索フィルターの適用や地図
リテラシーの不足により視野が狭まる事態も生じていると警鐘する。そして、AI
により地図に係る単純作業は代替されるが、地図が持つ文脈情報等の深い理解や、
新たな利用の創造は代替できず、それこそが人間に求められると述べている。
著者が提示した「ここはどこ」から「なぜここへ」への進化を念頭に置き、自

分も地図の未来に思いを馳せてみたいと思う。

（国際航業株式会社：赤松 幸生）

（株）創元社 発行
B6版 240ページ
定 価 本体1,800円＋税
ISBN 978-4-422-40037-2

（株）創元社URL：
http://www.sougensha.co.jp/

＜目次＞
第1部 地図の今昔

地図の起源を訪ねて、地図の万華鏡、地図の読み書き
第2部 地図を通して知る世界

「地図が読めない女」の真実、 頭の中に地図がある、
空間的思考と地図

第3部 地理空間情報と人間
デジタル化が変えた地図作り、それでも世界の中心は私、
デジタル地図の未来予想図



測量に携わる方の中には境界線測量を行った人も少なく
ないでしょう。ふだん境界を意識していない私にとっては
この本の目次を見ただけで目が点になってしまった。
表紙の帯に幅１ｍ、長さ8ｋｍにわたって細長く続く県境が

ある、と書いてあったので頁を繰ってしまった。“三国岳から
飯豊山を経て御西岳に続く山形県と新潟県の間に福島県
が細長く入り込んでいる”と言い、著者はこれを「盲腸県境」
と名づけている。実際、現地に行っても県境が描かれ
ているわけではない。しかし著者は国土地理院発行の
1/2.5万地形図を示し、表紙の帯のように山形県と新潟県に
両足を置き福島県を跨いだ写真を撮っている。
なぜ、こんな県境が出来たかは本書をお読みください。
この他イオンモール高の原という店舗内に県境が走っている

とか、東京都を東西に１秒で横切ることができる場所とか、

隣の家は隣の県、はたまた県境で道路の舗装が違っているとか、県境にまつわる話が満
載である。３つの県が境する「三県境」、日本には48カ所あるそうだ。しかし山頂など容易

に行ける場所は少ない。そんな中で埼玉、栃木、群馬の県境が接する「柳生の三県境」
は歩いて行ける。渡良瀬遊水地の近くで今や観光地化しているとか。ともかく県境マニア
と自称する著者が全国13カ所の県境を検証し著したユニークな本書を一度手に取ってみ
てはいかがでしょうか？ 目から鱗が落ちることは間違いないでしょう。

～本のご紹介～

ふしぎな県境
歩ける、またげる、愉しめる

西村 まさゆき 著

（㈱大輝：田中 邦一）

中央公論新社 発行
新書版 179ページ
定 価 本体1,000 円＋税
ISBN 978-4-12-102487-9

中央公論新社URL：http://www.chuko.co.jp/

＜目次＞
第1章 練馬に県境がひと目でわかる場所があるので見に行った
第2章 店舗内に県境ラインが引かれているショッピングモール
第3章 東京都を東西に一秒で横断できる場所
第4章 「峠の国盗り綱引き合戦」で浜松と飯田が仲良しすぎて萌え死にそう
第5章 蓮如の聖地に県境を見に行く
第６章 標高2000メートルの盲腸県境と危険すぎる県境
第7章 福岡県の中に熊本県が三カ所もある場所
第8章 日本一の飛び地の村で水上の県境をまたぐ
第9章 県境から離れた所にある「県境」というバス停
第10章 埼玉、栃木、群馬の三県境が観光地化している？
第11章 湖上に引かれた県境を見に行く
第12章 カーナビに県境案内をなんどもさせたかった
第13章 町田市、相模原市の飛び地の解消について担当者に話を聞く



大学研究室紹介

芝浦工業大学工学部土木工学科ジオインフォマティクス研究室
准教授 中川 雅史

都市土木向け
ICT建機の開発

災害調査・構造物点検を
高度化するウェアラブル
センサシステムの開発

SfM/MVS・レーザー計測
データ処理の高度化

学部生は国内での学術発表，
大学院生は海外での学術発
表を必修にし，学外での友達
も増やすよう指導しています

研究室メンバー全員参加による，
小学生への測量実習を毎年実施
しています

授業やゼミで利用する
教科書

研究室配属は連続10年，
定員オーバー気味です

測量実習は英語対応です

URL: http://www.sic.shibaura-it.ac.jp/~mnaka/index.html

芝浦工業大学では，2000年3月中澤重夫研究室（地形情報研究室）を閉室して
から，測量の研究室がない状態でしたが，「やはり測量学は土木工学において必
須だった」という認識のもとで，2009年4月に測量学の研究室として再開設しました．
写真測量やレーザー測量，測位，衛星リモートセンシング，GISは，空間情報工学
の要素技術ですが，測量分野において縦割りになりがちです．これらの要素技術
をうまく接続することで，測量分野をより盛り上げていけると考えながら，諸研究テー
マに取り組んでいます．また，精度の議論ばかりをしていては測量分野が発展しな
いと考えており，研究室開設当初から，ロボット工学の考え方も入れながら，コンク
リート構造や地盤工学などの専門家とともに共同研究をすすめており，構造物維
持管理や砂防，ICT建機などの応用研究も積極的に進めています．



大学研究室紹介

東洋大学 理工学部 都市環境デザイン学科 空間情報研究室
教授 政春 尋志

空間情報研究室では、主に写真測量とリモートセンシング技術を用いた三次元計
測とその精度評価、応用などに取り組んでいます。

写真画像を入力して三次元点群データを生成するソフトが普及してきています。こ
れを活用して、建物などの構造物を取り囲んで撮影した多数の写真から三次元モデ
ルを生成しその計測精度を調べたところ、当初数％の相対誤差でしたが、特定の辺
の長さに対して、トータルステーションで測定した辺長を与えることによって１％前後の
相対誤差にまで低減できることがわかりました。写真測量での計測が相似形であり
スケールを与えることによってほぼ正しいモデルを作成できることを示しています。

町並みや公園の三次元モデルの作成にも取り組み、撮影方法としてできるだけ多
くの方向から重複写真を撮影することでよい結果を得られることがわかりました。

空中写真のオルソモザイクが容易に作成できることから、4バンドデジタル空中写
真を用いた都市域の植生調査についても研究しています。

このほか、人工衛星画像の解析や施設立地評価についても研究しています。
URL
空間情報研究室 http://www.toyo.ac.jp/site/dcee/112405.html
Web体験授業「宇宙技術による測量」

http://www.toyo.ac.jp/nyushi/column/video-lecture/20180322_06.html
写真 等

(左)地上写真から作成した川越市
蔵の街の三次元モデル
（右)オルソ空中写真から作成したNDVI
(正規化植生指数)の色分け図

http://www.toyo.ac.jp/site/dcee/112405.html
http://www.toyo.ac.jp/nyushi/column/video-lecture/20180322_06.html


大学研究室紹介

東海大学情報理工学部広報科学科 長研究室
教授 長 幸平（情報技術センター所長、研究推進部長）

本研究室では、学部生、大学院生らとリモートセンシングに関する様々なテーマに取り組んでいま
すが、最近は、海氷観測に力を入れています。近年、地球の温暖化が懸念されていますが、海氷分
布は、地球の温暖化の影響を受けやすく、重要な観測対象となっています。本研究室では、衛星に
搭載された各種センサを使って海氷の分布状況を調べています。図１は私たちの研究室のある湘南
校舎19号館の屋上に設置された衛星受信アンテナです。図２はそのアンテナで受信したNASAの地
球観測衛星の画像です。オホーツク海周辺の海氷分布状況がよくわかります。この画像は、冬季、
小樽にある海上保安庁第一管区保安本部に送られ、海氷速報図作成に役立てられています。冬季
は学生たちとオホーツク海沿岸で小船を使った海氷観測実験も行っています（図３）。図４は衛星搭
載マイクロ波放射計が捉えた1982年と2012年の９月の北極海の海氷分布画像です。これを見てもわ
かるように近年の北極海の海氷の減少傾向が顕著で、より高精度な解析技術が求められています。

研究室URL：http://www.ds.u-tokai.ac.jp/cholab/ 情報技術センターURL :http://www.tric.u-tokai.ac.jp/

図１．湘南校舎１９号館屋上の受信アンテナ 図２．オホーツク海の海氷を捉えたMODIS画像

(a)1982年9月 (b)2012年9月
図３．海氷観測実験風景 図４．衛星搭載マイクロ波放射計で見た

北極海の海氷分布変動



支部報告

業務報告会 講演会

平成30年7月6日（金）、測量年金会館（東京都新宿区）におい
て、関東支部業務報告会講演会が開催され、次の２つの講演が行
われました。

１．「国土地理院の最近の取り組み」
講師 国土地理院関東地方測量部長 中島 秀敏 氏

２．「“天空地”センシング技術の融合及び応用」
講師 東京都市大学環境学部教授 史 中超 氏

中島氏の講演では、国土地理院の３つの柱『測る』『描く』
『守る』の具体的な取り組みと、新規事業などについて詳しい紹
介がされました。
【キーワードは『高精度』『標高』『３次元』『オープン』】

また、史氏の講演では、センシング技術関連の世界の出来事か
ら始まり、天：衛星観測、空：航空撮影・ドローン、地：車載計
測・スマートフォン等、センシング技術融合の重要性や､応用例と
して、天空地センシング技術の融合によるスマート農業の実現へ
の例が紹介されました。

【キーワードは『時空間情報』】

国土地理院関東地方測量部長 中島 秀敏 氏 東京都市大学環境学部教授 史 中超 氏



関東支部業務報告会の概要報告

平成30年7月６日（金）、午後４時から「測量年金会館 大会議室」（東京都新宿区）におい
て、支部役員、部会委員及び会員の方々が出席し、平成30年度関東支部業務報告会が開催され
ました。以下に、業務報告会で報告された主な内容をご報告いたします。

平成29年度事業報告 事業の概要
（１）技術の普及・向上に資するための事業

① 現場で役立つ新技術の習得と技術向上のため、第７回現場応用新技術講習会を開催し
た。（6月13日東京都）

② 地方の測量技術者の技術向上のために、GNSSによる基準点測量技術講習会を開催し
た。（10月11日さいたま市、10月23日甲府市）

③ 新技術の習得と技術向上のために、公共測量「作業規程の準則」に基づくネットワー
ク型RTK法による基準点測量講習会を開催した。（11月14日東京都）

④ 会員サービスとして、測量CPDの活用及び技術の向上を目的に、次の無料セミナーを
開催した。
・人事・管理系部門等担当者向け測量CPD活用のためのセミナー（4月18日東京都、

5月9日宇都宮市、5月15日長野市）
・地理空間情報技術セミナー（5月15日長野市）
・総合評価方式時代の測量技術者スキルアップ・セミナー（9月15日水戸市、

9月27日横浜市）

（２）研修会、講習会等の事業
① 管理者の養成と資質向上を図るため、第18回管理職研修会を開催した。（4月26日、

27日東京都）
② 会員の皆様に支部活動を報告するため、業務報告会及び業務報告会講演会を開催し
た。（7月6日東京都）
③ 東京都測量設計業協会と共催で、第28回測量経営者研修会を開催した。（9月7日
東京都）

（３）測量のイメージアップのための事業
① 「測量の日」記念行事として、「測量の日」東京地区実行委員会主催の「くらしと
測量・地図展」を開催した。（6月7日～9日東京都）

② 茨城県内の小・中学生を対象とした、いばらき児童生徒地図研究会主催の「第18回
いばらき児童生徒地図作品展」を開催した。（11月28日～12月10日水戸市）

③ 測量技術に関する教育活動への協力を目的として、子ども大学SAITAMA実行委員会
主催の「子ども大学SAITAMA はてな学 測量実習」に協力団体として参加した。
（11月4日さいたま市）

（４）会員の拡大及び会員相互の親和を図るための事業
① 会員に対する情報提供及び会員相互の親和を図るために、ウェブ版「e-支部報No.8
（夏季号）」を８月に、「e-支部報No.9（新春号）」を平成30年1月に発行した。
② 会員への情報提供のため、メールマガジンの発行（14回）及びウェブサイト「測量
情報館」、月刊「測量」へ講習会開催等の情報を掲載した。



関東支部業務報告会の概要報告

支部報告

会員の状況（関東支部都県別会員状況）
平成30年3月末現在

都県別
正会員(名) 準会員(名) 特別会員(社) 合 計

28年度 29年度 28年度 29年度 28年度 29年度 28年度 29年度

茨城県 332 334 0 0 30 31 362 365
栃木県 147 155 0 0 26 26 173 181

群馬県 175 185 0 0 17 17 192 202

埼玉県 513 520 4 3 51 49 568 572
千葉県 287 296 4 2 35 36 326 334
東京都 1,222 1,239 40 38 160 165 1,422 1,442
神奈川県 451 457 0 0 51 51 502 508
山梨県 139 134 0 0 12 11 151 145
長野県 364 376 0 0 31 30 395 406

合 計 3,630 3,696 48 43 413 416 4,091 4,155

増 減 66 △5 3 64

組 織

平成29年度は、次のような組織で各種の事業を行った。

役員会 部 会

支部長 1名 総務・広報部会 10名
副支部長 2名 教育部会 10名
幹事長 1名 社会部会 11名
幹 事 15名



関東支部業務報告会の概要報告

支部報告

役員会議等

（1）業務報告会（旧支部総会）
開 催 日 場 所 出席者数 報 告 事 項 等

平成29年7月6日（木）
測量年金会館

2階大会議室

（東京都新宿区）
21名

1. 平成28年度事業報告
2. 平成28年度収支報告
3. 平成29年度事業計画
4. 平成29年度収支予算
５．役員改選

（2）役員会
開 催 日 場 所 出席者数 報 告 事 項 等

平成29年5月24日（水） 日本測量協会
6階会議室 14名

1. 平成28年度事業報告、収支報告
2. 平成29年度事業計画、収支予算
3. 役員改選
4. その他

平成29年12月8日（金） 日本測量協会
6階会議室 14名

1. 平成29年度中間事業報告、中間
収支報告

2. 平成30年度講習会等年間行事予
定（案）

3. その他



関東支部業務報告会の概要報告

支部報告

部会会議等
（1）総務・広報部会

開 催 日 場 所 出席者数 報 告 事 項 等

平成29年 5月11日(木) 日本測量協会
６階会議室 １０名

1. 8月刊行の「e-支部報№8」（夏季号）
の掲載内容について

2. その他

平成29年11月 7日(火) 日本測量協会
6階会議室 9名

1. 1月刊行の「e-支部報№9」（新春号）
の掲載内容について

2. その他

（2）教育部会
開 催 日 場 所 出席者数 報 告 事 項 等

平成29年11月27日（月） 日本測量協会
６階会議室 １１名

1. 平成29年度講習会等の実施報告
2. 平成30年度講習会等の年間計画案
3. 「子ども大学SAITAMA」の実施報告

（3）社会部会
開 催 日 場 所 出席者数 報 告 事 項 等

平成29年 4月13日（月） 日本測量協会
６階会議室 12名

1. 第28回測量経営者研修会の研修内容
について

2. 社会部会委員の選出について
３．その他

平成29年 6月14日（水） 日本測量協会
６階会議室 １0名

1. 第28回測量経営者研修会の研修内容
について

2. 社会部会委員の選出について

平成29年10月20日（金） 日本測量協会
６階会議室 １1名

1. 第28回測量経営者研修会の実施報告
について

2. 第29回測量経営者研修会の研修内容
について



関東支部業務報告会の概要報告

支部報告

平成29年度収支報告 自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

収入の部

科 目 29年度予算額
Ａ

29年度決算額
Ｂ

差引増減
Ｂ－Ａ 摘 要

１．事業収入 2,500,000 2,405,000 △ 95,000 講習会受講料

２．雑収入 0 7 7 普通預金利息

３．特別行事収入 0 0 0

４．支部運営費収入 2,284,000 1,649,912 △ 634,088 本部からの助成金

５．前期繰越収支差額 0 0 0

合 計 4,784,000 4,054,919 △ 729,081

（単位： 円）

支出の部

科 目 29年度予算額
Ａ

29年度決算額
Ｂ

差引増減
Ｂ－Ａ 摘 要

１．事 業 費 3,313,000 2,588,800 △ 724,200 講習会経費等

２．管 理 費 1,432,000 1,408,879 △ 23,121 旅費交通費等

３．特別行事費 39,000 57,240 18,240 子ども大学参加賞等

４．次期繰越収支差額 0 0 0

合 計 4,784,000 4,054,919 △ 729,081

（単位： 円）

（注）１．支部専従職員１名の人件費（給料手当、法定福利費、福利厚生費）等については、
本部経費で負担。

２．支部運営費の一部（水道光熱費、借室料）についても同様。



関東支部業務報告会の概要報告

支部報告

平成30年度事業計画（要約）

平成30年度においては、会員の要望を踏まえて次のような事業を行う。

1.  技術の普及・向上に資するための事業
(1) 現場応用新技術講習会の開催
(2) GNSSによる基準点測量技術講習会の開催（２ヶ所）
(3) ネットワーク型RTK法による基準点測量講習会の開催
(4) 無料セミナーの開催

・地理空間情報技術セミナー
・測量技術者スキルアップ・セミナー（２ヶ所）
・人事・管理系部門等担当者向け測量CPD活用のための
セミナー（2ヶ所）

2.  研修会、講演会等の事業
(1) 管理職クラスを対象とした研修会の開催
(2) 業務報告会講演会の開催
(3) 測量経営者を対象とした研修会の開催

3.  測量のイメージアップのための事業
(1) くらしと測量・地図展の開催
(2) いばらき児童生徒地図作品展の開催
(3) 測量技術に関する教育活動への協力（子ども大学SAITAMA）

4.  会員の拡大および会員相互の親和を図るための事業
(1) ｅ-支部報の発行（年2回発行）
(2) メールマガジンの発行(随時)
(3) ウェブサイト「測量情報館」・月刊「測量」への情報掲載



関東支部業務報告会の概要報告

支部報告

平成30年度関東支部行事等年間予定
行事等の名称 予定時期 開催地 計画人数 備 考

人事管理系部門等担当者向け測量CPD
活用のためのセミナー

（CPD ３ポイント）
4月13日 横浜市 60名 無料セミナー

第19回管理職研修会
（CPD 8ポイント） 4月25日～26日 東京都 40名

人事管理系部門等担当者向け測量CPD
活用のためのセミナー

（CPD 2ポイント）
5月23日 千葉市 40名 無料セミナー

地理空間情報技術セミナー
（CPD ３ポイント） 5月23日 千葉市 40名 無料セミナー

測量の日記念「くらしと測量・地図展」 6月 6日～ 8日 東京都 －
「測量の日」東
京地区実行委員
会主催

現場応用新技術講習会
（CPD 6ポイント） 6月13日 東京都 50名

業務報告会講演会
（CPD 2ポイント） 7月 6日 東京都 50名 会員等を対象

第29回測量経営者研修会
（CPD ３ポイント） 8月31日 東京都 50名

測量技術者スキルアップ・セミナー
（CPD 5ポイント）

9月13日

9月27日

宇都宮市

甲府市

50名

40名 無料セミナー

GNSSによる基準点測量技術講習会
（CPD 6ポイント）

10月12日

10月23日

水戸市

高崎市

50名

50名

ネットワーク型ＲＴＫ法による基準点
測量講習会

（CPD   6ポイント）
11月13日 東京都 40名

第19回いばらき児童生徒地図作品展 11月27日
～12月 9日 水戸市 －

いばらき児童
生徒地図研究
会主催

子ども大学SAITAMA
（子ども大学SAITAMA実行委員会主催） 11月 3日 さいたま市 約40名 小学生対象の

測量実習講座



関東支部業務報告会の概要報告

支部報告

平成30年度収支予算 自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

収入の部

支出の部

科 目 30年度予算額
Ａ

29年度予算額
Ｂ

差引増減
Ａ－Ｂ 摘 要

１．事業収入 2,710,000 2,500,000 210,000 講習会受講料

２．雑収入 0 0 0

３．特別行事収入 0 0 0

４．支部運営費収入 2,227,000 2,284,000 △57,000 本部からの助成金

５．前期繰越収支差額 0 0 0

合 計 4,937,000 4,784,000 153,000

（単位： 円）

科 目 30年度予算額
Ａ

29年度予算額
Ｂ

差引増減
Ａ－Ｂ 摘 要

１．事 業 費 3,348,000 3,313,000 35,000 講習会経費等

２．管 理 費 1,526,000 1,432,000 94,000 旅費交通費等

３．特別行事費 63,000 39,000 24,000 子ども大学参加賞等

４．次期繰越収支差額 0 0 0

合 計 4,937,000 4,784,000 153,000

（注）１．支部専従職員１名の人件費（給料手当、法定福利費、福利厚生費）等については、
本部経費で負担。

２．支部運営費の一部（水道光熱費、借室料）についても同様。



支部報告

「くらしと測量・地図展」開催報告

平成30年6月6日（水）～8日（金）に、新宿駅西口広場イベントコーナー
において、「くらしと測量・地図展」が開催され、約１万人の来場がありま
した。

このイベントは、測量・地図が安全・快適なくらしを支えるために広く貢
献していることを、都民の皆様に理解を深めていただくとともに、地図利用
のさらなる普及と促進を図ることを目的として、当協会関東支部も構成団体
であります「測量の日」東京地区実行委員会と東京都が共催する展示会で、
今回が26回目となります。

今回の展示では、「明治150年からみえる、測量と地図のあゆみ」をテー
マに、明治期から今日における測量機器、測量施設、地図等を紹介しました。
当支部は、測量技術センターの事業を含めた「日本測量協会の業務概要」

のパネル展示を準備しておりましたが、伊能忠敬先生没後２００年記念とし
て『伊能忠敬の足跡たどる』がイベントの１週間前に単行本として刊行され
たため、『月刊測量』の６月号に掲載しました『忠敬さんの歩測を体験して
みた』（第１回江戸・深川周辺）のパネル４枚も急遽作成して、計14枚のパ
ネルを展示しました。
偶然にも、イベント初日に、ＮＨＫの「歴史秘話ヒストリア」で伊能忠敬

の特集が放映されたため、多くの方が当支部の展示コーナに訪れ、「黒江町
浅草測量図」と「黒江町測量ルートの現況」を見比べるなど興味深く見られ
ており、パネルを写真に撮る方も多くおられました。



「くらしと測量・地図展」開催報告
支部報告

また、小中学校の生徒のほか、工業高校の生徒が授業の一環として来場し、
何組かの班は、「特に興味をもった展示」として、当支部の展示パネル「測
量技術センターの事業」を見ながら、測量の精度の重要性についてレポート
にまとめておりました。その様子の写真をご覧ください。

測量が安全で快適なくらしを支えるために広く貢献していることの理解
を深めていただくためにも、また、若者が測量業界を目指す機会となるた
めにも、来年もさらに良いものを展示したいと思います。



支部報告

『関東支部技術センター』新設

当協会測量技術センターでは、測量成果検定、測量機器検定等の業務を東
京都板橋区（測量技術センター）及び茨城県つくば市春日（つくば事務所）
で行っておりますが、業務の一層の効率化を図り、よりスピーディな検定業
務を実施するため、これら事務所を統合し、つくば市香取台（つくばエクス
プレスの万博記念公園駅から徒歩５分）に「測量技術センター新事務所」を
開設し、 ９月３日（月）から業務を開始する予定です。

測量技術センター新事務所（つくば市香取台）では、全国の検定利用者を
対象として、測量成果検定及び測量機器検定を行いますが、都内等の検定利
用者の利便性を図るため、日本測量協会関東支部（文京区白山）に、測量成
果検定の受付（基準点及び地図の成果検定も実施）や測量に関する相談がで
きるよう『関東支部技術センター』を新設いたします。

なお、組織及び電話・FAX番号等につきましては、改めてホームページ等
でお知らせ致します。

〇公益社団法人日本測量協会 測量技術センター（つくば新事務所）
〒300-2657 茨城県つくば市香取台B45 街区１画地

〇公益社団法人日本測量協会 関東支部技術センター（測量成果検定部署を新設）
〒113-0001 東京都文京区白山1－33－18

つくば事務所

（つくば市）

測量技術センター

関東支部（事務局）

（板橋区）

（文京区白山）

関 東 支 部
・事 務 局
・技術センター

測量技術センター

（つくば市）

（文京区白山）

統 合

成果検定の受付等



写真提供 ： 日本測量協会 教務部 赤塚

新技術、会社・得意技術紹介の原稿を募集
しております。
（A4 １ページ、文字は10行程度）

原稿作成をお願いできる大学・会社の方は、
総務・広報部会までご連絡下さい。

なお、掲載につきましては総務・広報部会に
て審査させていただきますので、ご了承くだ
さい。

総務・広報部会 連絡先
〒113-0001
東京都文京区白山1-33-18

白山ＮＴビル4F
TEL 03-5684-3499
FAX 03-5684-3519

E-mail：kantou@jsurvey.jp

【編集・発行】関東支部 総務・広報部会

春の横浜港

関東支部事務局長だった４月中旬に講習会開催

のために訪れた横浜市。講習会場の窓から横浜港
が間近に見え、赤煉瓦倉庫やみなとみらいのビル
群が一望でき、新旧の建築物を対比できる絶好の
ロケーションに思わずシャッターを切りました。

ちょうどこの日は大型客船の出航日とのことで、
大勢の見物客で賑わっていました。

本号の特集は「施設点検技術」とし、4社から多様な技
術・実例を紹介いただきました。MMS、地上レーザス

キャナ、工事写真測量、航空写真測量、ドローン、簡易
レーザ測距儀、レーダー探査機など、多種多様な技術・
センサがそれぞれの目的に応じて活用されているのが
わかります。

また、関東支部技術センター新設の記事を掲載しまし
た。測量技術センターはつくば市に新事務所を開設し、
関東支部には技術センターが新設され、それぞれ本年
9月3日（月）から業務を開始する予定ですので、お近く
にお越しの際にはお気軽にお立ち寄りください。

今後も会員の皆様にとって有用な情報を提供してまい
りますので、本報を活用いただければ幸いです。

本年は梅雨明けが例年よりも相当早く、その後はこれ
まで経験したことが無いような暑い日が続いています。
朝の犬の散歩や出勤で汗だくになることもしばしばです。
皆様もお体には十分気をつけて、この夏を乗り切ってく
ださい。
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