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公益社団法人 日本測量協会
関東支部長 小野 邦彦

12月末現在で正会員が3,689名、準会員が44名、特別会員が418社となり、毎年少しず
つではありますが堅調な伸びを示しております。

新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えの

こととお慶び申し上げます。

さて、明治150年となる本年は、関東支部にとっても平
成元年５月に設立されて以来30年目という記念の年に当た
ります。
この間、会員の皆様のご支援により関東支部の活動も順

調に行われて参りました。また、関東支部管内の会員数も

現在、関東支部では、日本測量協会の目的である「測量及び地理空間情報の分野に関す
る調査研究を行い、並びにその普及発達を図り、併せて会員相互の親和と社会的地位の向
上を期し、もって国土の利用、整備又は保全に寄与すること」を実現するため、
① 技術の普及・向上に資するための事業
② 研修会・講演会等の事業
③ 測量のイメージアップのための事業
④ 会員の拡大及び会員相互の親和を図るための事業

の４つを柱として活動しております。

今回のe-支部報には、これらの活動の一つとして、支部報告「第28回測量経営者研修会
開催報告」と「子ども大学SAITAMA参加報告」を掲載しましたので、是非ご覧下さい。
関東支部では、これらの諸活動がますます充実・発展するよう、役員、事務局が一丸と

なって努力していきますので、会員皆様のご支援を引き続き宜しくお願い致します。

本年が会員皆様にとって素晴らしい一年となりますことを心から祈念いたします。
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新年あけましておめでとうございます。皆様におかれましては
お健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
時の経つのは早いもので、平成になって30年目を迎えます。

平成30年（2018年）は、我が国の地図を実測により作成した伊
能忠敬(1745年～1818年)の没後200年であるとともに、明治元
年（1868年）から150年にあたります。特に、明治維新150年の
記念事業は、政府や地方公共団体などでも取り組みを推進してい
ますので、地域おこしにも期待が持てそうです。

さて、伊能忠敬は1800年から1816年まで実測により全国の測
量を行い、「大日本沿海輿地全図」（伊能図）を作成（没後は、
門弟たちによって1821年に完成）しました。明治期になり、明
治政府は近代国家建設の推進に不可欠であった近代測量に基づく国土の地図を整備するため、
欧米から技術者を招聘して近代化を推進して行きますが、その過程で伊能図は重要な役割を果
たしています。内務省地理局や海軍省においては一般共用図や沿岸測量の基図として伊能図を
活用しており、陸地測量部の輯製20万分の1は伊能図などを集成して作成されたものとして知
られています。
伊能図は、位置の正確度は十分対応できるものを持っていたため、近代測量への橋渡しの役

割を果たすことができました。これも測量に情熱を持ち、その時代の技術を駆使して緻密に測
量や地図作成を行い、その品質をきちんと管理した結果であると考えられます。

それから150年が過ぎ、先人たちの努力によって、測量や地図の技術はめまぐるしい進歩を
遂げてきました。衛星測位システムはマルチ化となり、電子基準点などを利用することで、高
精度の位置情報が簡単に取得でき、環境が整えばカーナビゲーションやスマートフォンを用い
ていつでも、どこにいるのかを知ることができるようになりました。
また、UAV（無人航空機）を用いて空中写真の撮影やレーザスキャナによる計測が可能にな

り、多分野での利用が進められています。UAVの利用は、更なる業務の効率化や利用面で多様
性を秘めていますが、一方で、安全運航の対策、効率的方法の確立、コスト低減などの課題は
残されており検討が必要となっています。
課題となっているものについては、利用が進むにつれ解決されていくものと考えますが、新

しい技術の導入には、いつの時代でも技術者は試行錯誤を繰り返して新しい発見により進歩す
るものと思います。

近代測量の黎明期からこれまでの間で、測量技術者たちは情熱を持って、考え工夫すること
で、技術力と測量成果の品質を高め、長期間の利用に耐える測量成果を提供してきました。
近年は、機器やソフトウエアはシステム化され、効率的に測量や地図作成ができるようにな

りましたが、自動化されている部分も多いことから、それに対応できる知識を持たないと品質
管理が難しくなっている部分もあります。多方面で地理空間情報が活用されているなかで測量
に対する期待がますます高まっています。これからの測量技術者は、分野を超えた技術にも対
応しながら、その内容を身につけ理解を深め活用することが求められていくと思います。
最後に、皆様の本年のご健勝とご発展を心より祈念申し上げます。

関東支部 幹事長
日本測量協会 測量技術センター長

飯村 友三郎



日本測量協会 顧問 星埜 由尚
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上条集落

金井加里神社

東京から中央線、青梅線と乗り継いで、多摩川の上流に分け入ると、並行する青梅街道は、
柳沢峠を越えて塩山に至る。嘗ての塩山市は、現在、勝沼町と合併し甲州市となっている。
柳沢峠から下っていくと青梅街道に沿って下小田原地区がある。そこの上条集落は、下小田

原地区の北側山懐に、家々が散在する静か
な山村である。江戸時代中期から明治時代
に建てられた独特の突き上げ屋根の大きな
住宅がよく残っている。平成27年に国の重要
伝統的建造物群保存地区に選定された。
上条集落は、周囲を1,000m内外の山に
囲まれ、標高700～750mの谷の斜面に立
地している。集落の中央には金剛山と呼ば
れる尾根が走っている。尾根の先端には、金
井加里神社、真言宗福蔵院があり、尾根が
集落と交わるところには観音堂がある。
集落には、11軒の伝統的な屋根の中央
部が突き上げた形の茅葺切妻造主屋を
持った住宅があり、昔は蚕室として使われて
いた。茅葺きを保護するためであろう、トタン
で覆われている屋根も多い。住宅の敷地は
石垣で区切られており、下から登っていくと、
石垣の雛壇に家屋が 散在している様子を眺
めることができる。
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地理院地図 「塩山下小田原上条周辺」

このあたりには嘗て金山があり、金山衆と呼
ばれた金の採掘師がいた。その一人中村弾左
衛門とこの集落の始まりを結びつける伝承があ
るそうである。
明治から昭和にかけて養蚕を業としていたが、
現在は、李や桃、蒲萄などの果樹栽培が盛ん
なようである。
集落からは、甲府盆地を遙かに眺められる。
近くには裂石温泉、行基が開いたという古刹
雲峰寺などがある。 茅葺切妻造主屋



奈良大学 文学部 文化財学科 教授
城郭考古学者 千田 嘉博

夢を現実にする山城の航空レーザー測量

ただいま城は大人気である。もうブームというよりひとつの趣味として確立した
と思う。日本国内の山城跡は一般に木々が覆っているので、写真測量だけでは、十
分な情報が得られない。全国に３万を超えた中世の山城跡の遺跡測量図をいかに作
成し、適切な保護と活用を実現するかは、大きな課題である
こうした課題を一気に解決するのが、航空レーザー測量である。木々が生えてい

ても山城の遺構を正確に把握できる。さらに鳥瞰図として示したり、３Ｄプリン
ターで出力して学校教育に役立てたりして、新たな文化財の情報発信にも大きく寄
与する。まさに夢の技術である。
それだけに文化財の担当者は、レーザー測量について基本的な理解を深める必要

がある。その一方で測量会社にも注文したい。データを収めたディスクを納品した
だけなので、航空レーザー測量図を役所では見ることも使うこともできずに困って
いたり、閲覧ソフトを合わせて納品しても、64ビットで作動するソフトは、全台が
32ビットで動いている役所のパソコンにはインストールもできないなど、基本理解
の不足で、各地の自治体がつまづいている。
意義ある最新の測量成果を、どう活用できるか、そのためにはどのような環境が

必要か、歩いて歴史を体感する城の魅力を広げ、世界に日本のサムライ文化を発信
していくために、もう一歩、ユーザーに寄り添った提案をお願いしたいと思う。

航空レーザー測量で解明が進む石川県七尾城（七尾市教育委員会提供）
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國學院大學 考古学研究室
朝倉 一貴

考古学的調査研究活動に三次元

國學院大學考古学研究室では、考古学実習として居家以岩陰遺跡（群馬県吾妻郡
長野原町）と穂高古墳群F9号墳(長野県安曇野市)における学術発掘調査や、全国各
地の遺跡･文化財を対象とした調査研究活動を実施しております。
広範囲な遺跡全域の地形測量から遺構･遺物の図化に、UAV･TS･LSやSfM-

MVS(Structure from Motion and Multi-View Stereo)を用いた三次元計測を活用
しています。学内に高性能ワークステーション環境を整備したことで、調査中にも
大規模な点群処理を迅速に並行することが可能です。
研究面におけるもう一つの柱として、私はGIS（地理情報システム）による最小

コスト解析と、米軍撮影空中写真を用いた古代交通路網の復元にも取り組んでおり
ます。

國學院大學考古学研究室 (http://www2.kokugakuin.ac.jp/archaeology/)
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朝日航洋株式会社
防災コンサルタント部
秋山 幸秀

基盤地図情報の史跡背景活用

画像は、地理空間情報活用推進基本法に基づき公開されている基盤地図情報5mDEMで
陰陽図を作成し、大日本沿海輿地全図(伊能大図)による沿岸形状を参考に、豊臣秀吉軍に
よる後北条攻めのあった1590年頃の関東地方の地形を再現、主要な城跡位置を示してい
ます。注目すべき点は、利根川と荒川の流れが当時は合流し江戸湾に流入していたこと、
霞ケ浦の古形状や、日比谷入江などの埋め立て以前の形状が視認できることです。
平成29年4月6日（しろのひ）に日本100名城（図中桃色記号）のほかに、続100名城

が認定されました（図中水色記号）。名城としては使用された時代には幅がありますが、
幕末の品川台場も認定されています。また、徳川幕府による一国一城令による廃城や江
戸湾の埋め立て、河川付け替え工事による流路変更など地形は人工変遷していきます。
ここでは変遷前の形状や名城の位置関係をご鑑賞ください。

関東地方の城跡位置（背景画像陰陽図 基盤地図情報5mDEM使用）
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サン・ジオテック株式会社
技術部地理情報課 及川 和貴

SfM技術による文化財管理

SfM技術の利用は、非常に様々な場面で考えられ、弊社でもいくつかの三次元
データを作成してきましたが、今回は文化財調査・保護に活用した事例を紹介し
ます。
「千葉市郷土博物館」の外観をUAVによるビデオ撮影と写真撮影を行い、軒先

や石垣など細部を手持ちカメラで撮影して、2種類の画像を利用して3次元写真モ
デルを作成しました。そして、博物館前にあった銅像や内部に展示してあった甲
冑も手持ちカメラにて撮影して、3次元写真モデルを作成しました。
これらのモデルは、基準点を使用して作成したため、縮尺を保持していること

から、距離や角度、面積、体積の計測が可能となっています。
東日本大震災や熊本地震では、多くの文化遺産が被災し消失しました。後世に

残すべき文化遺産は、写真や動画に加えて、実際の形や大きさがわかる3次元写
真モデルを作成しておくことが、復元や修繕活動への利用という点で、今後ます
ます重要になると考えています。

サン・ジオテック株式会社 URL：http://www.sungeo.co.jp/
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千葉市郷土博物館外観

千葉常胤3次元写真モデル

甲冑3次元写真モデル

http://www.sungeo.co.jp/


株式会社 文化財保存計画協会
代表取締役 矢野 和之

文化財の保存と測量

文化財保存を国民の文化的環境の向上という目的に基づいたものとしていくた
めに、保存計画の手法を研究し、個々の文化財に応じた保存修理や保存整備を実
践する技術者集団として、1970年（昭和45年）に設立され、1979年（昭和54
年） 文化財保存計画協会に、1987年（昭和62年）（株）文化財保存計画協会に
改組して活動して参りました。
業務内容は史跡や名勝等の保存整備、建造物等復元整備（城郭、遺跡含む）文

化財建造物保存修理等の計画策定や設計監理の他、文化的景観保存計画や歴史文
化基本計画の策定、海外文化遺産保存等の技術協力、世界遺産登録申請への協力
を手掛けています。また、国指定重要文化財建造物の設計監理に携わることが認
められている組織であり、登録有形文化財建造物修理の設計監理に関する技術指
導を行う認定団体でもあります。
近年では測量技術の向上に伴い、遺構調査や城郭石垣等の修理において三次元

レーザ測量および写真測量を用いての記録や解析、図化等の進化があり、文化財
の調査や保存修理の分野での応用が新しい次元に入っています。伝統的技術と対
置にある最新の技術との融合を図りながら文化財の保存を成し遂げることが必要
です。

株式会社 文化財保存計画協会
URL http://www.b-hozon.co.jp

三次元レーザ測量
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〒101-0003
東京都千代田区一ツ橋2-5-5

岩波書店一橋ビル 13階

TEL  03-5276-8200
FAX 03-5276-8201
事業本部 E-MAIL:

jigyouhonbu@b-hozon.co.jp

http://www.b-hozon.co.jp/


インクリメントP株式会社
代表取締役社長 神宮司 巧

私たちは地図の利用価値を革新し、世界中にもっと幸せをお届けします。

弊社はパイオニア株式会社のグループ会社として、1994年の創業以来、カー
ナビゲーション用のデジタル地図を開発・制作・販売してきました。また、デジ
タル地図を活用した商品としてパソコン向け地図データパッケージ商品、イン
ターネット地図サービス、携帯電話向け地図サービスと多方面に地図データを活
用した商品・サービスを提供しています。
世界中のカーナビ向け地図データを扱ってきた実績を持つ弊社では、国内での

デジタル地図開発・制作・販売のノウハウを活かし、近年経済発展の著しい
ASEAN地域のカーナビゲーション及びGISサービスニーズに対応するため、タイ
王国バンコク市に新たな拠点として、「INCREMENT P ASIA COMPANY 
LIMITED」を設立し、ASEAN地域のデジタル地図データ整備を開始しています。
国内地図では、需要拡大中の訪日外国人向けのサービス向けに、13言語に対応

した多言語地図データの提供も始めています。
あらゆるデータがインターネット上に存在し活用される現代。情報は人々の暮

らしを左右する重要な要素になりました。弊社が扱うデジタル地図は、そんな”
情報”と人が関わる”空間”を結び付けたもの。今後はさらにグローバルな視点で、
身近な未来を見通しながらデジタル地図を基点とした、豊かな暮らしを創造して
いきます。

インクリメントP株式会社 ホームページ：http://www.incrementp.co.jp/
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国際文化財株式会社
企画管理部長 伊藤 敬太郎

弊社は、国内外で遺跡の発掘調査をする会社です。
日本アジアグループ株式会社の傘下で、1999年に国際航業株式会社文化財プロ
ジェクト室として発足しました。2007年には分社化し、昨年で10周年となりまし
た。創業以来、国内は2７都府県で、海外は中国やラオスなどで調査の実績を重ね
て来ました。
ここで、発掘調査の流れを簡単に紹介しましょう。まず、大型重機で表土を掘削
した後、人力で竪穴住居や溝などの痕跡である遺構を掘削します。掘り上がった遺
構は、写真撮影や計測を行い、土器などの遺物が出土するとトータルステーション
などで３次元データを取得した上で取り上げます。調査完了時には、空撮を実施し、
遺構の出土状況を記録します。
調査終了後は、国内４か所にある拠点事務所（宮城県、神奈川県、愛知県、兵庫
県）で遺構図の製図、遺物の実測・写真撮影のうえ、発掘調査報告書を作成します。
今までに150冊あまりを刊行してきました。大規模な調査では、1000ページを超え
る報告書を作成することもあります。
報告書は、部数が限られ都道府県の図書館や大学図書館でしか閲覧できません。
そのため文化遺産の魅力を広く伝えるために『文化遺産の世界』というWEBサイト
を運営しています。最近では、コラム集として『エジプトの遺産と文化』の刊行や
サイト上で、『お城と観光』特集を公開しています。皆様も、ぜひ、ご一読のうえ、
文化遺産の魅力に触れて下さい。
今日も日本あるいは世界のどこかで、企業理念である“思いを馳せ、そして楽し
む”をモットーとして、社員は調査に従事しています。
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遺構を測る 遺物を復元する

古墳の空中写真

文化遺産の世界
http://www.isan-no-sekai.jp

http://www.isan-no-sekai.jp/


関東測量株式会社
代表取締役 伊藤 成樹

３ＤモデリングによるＩＣＴ活用の紹介

弊社では、現在i-ConstructionにおけるＩＣＴ活用への取り組みをおこなっている。
UAVや地上レーザスキャナー（Ｔｏｐｃｏｎ ＧＬＳ-2000）での3次元点群データ
取得によるサーフェイスの作成。また弊社の独自開発ソフトでは、2次元設計図面を
簡単な手法で3次元化する3Dモデリングを手掛けている。これによる特徴は、設計変
更に対して即時対応できる点や工事進捗率の可視化などがある。
下図は、実際に行った貯水池造成工事におけるICT施工の実例である。
ＩＣＴ建機へのデータ転送では、共通フォーマットであるＬａｎｄＸＭＬ形式での
出力により、機種を問わず動作させることが確認できた。
現在は、ＩＣＴ施工での河川堆積土砂掘削工事の計測等をおこなっている。
さらに、群馬工業高等専門学校との共同研究として、i-Constructionにおける生産
性向上への取り組みを行なっている。（2017応用測量論文Vol.28 投稿）
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設計変更の即時対応 施工計画を階層的に作成

関東測量株式会社 会社ＨＰ http://www.kantous.co.jp

点群データ

設計データの３次元化

３Ｄモデリング

http://www.kantous.co.jp/


インクメントP株式会社
代表取締役社長 神宮司 巧

走行型現地調査のご紹介

弊社は、様々なカーナビメーカー様をはじめ各種法人向けに、高品質な地図
データを提供しています。どのように地図データの高品質化を図っているのか、
ご紹介します。
弊社の地図データは道路ネットワークデータの精度、鮮度に特徴があります。

これは、2005年から開始している走行型現地調査による調査が支えているもの
です。この走行画像を活用することにより、実際の道路の情報（交通規制や方面
案内、信号など）の整備を可能としています。
現在日本全国の高速道路・新規道路・一般道路を定期的に調査を実施しており、

高速道路については毎年欠かさず調査を実施しています。この継続的な走行調査
が、弊社の地図データの品質を支えているのです。
尚、この走行調査の結果（写真画像）を、 「道路走行画像データベース」と

して、ご提供しております。
ミチ（道/未知）こそ私たちの可能性。現場の写真で見ることで分かるさまざ

まな発見を重要視し、今後も高品質な地図データを皆様にご提供し続けます。

走行画像を画像ファイルでアーカイブしているため、ある地点で時期の違う写
真を見ることも可能です。
上記事例は、岩手県大船渡市の震災前後の写真になります。
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関東・中部8県での災害応援協定の締結

（一社）全国測量設計業協会連合会の関東地区協議会に加盟する８県（神奈川、千葉、
埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野）の測量設計業協会は、大規模災害発生時に相互
連携して対応するための協定を締結した。正式名は「災害発生時における相互応援協力
に関する協定」で、平成２９年１０月１２日に横浜で開催された同協議会の第３５回地
方県会議の中で、調印式が行われた。なお、東京地区協議会の東京都測量設計業協会は、
後日同協定に参加する予定とのことである。
近年、広域にわたる大規模災害が頻発しているが、そのような場合、当該県の協会の

みで災害対応することが困難なケースも生じる。また、測量設計業の担い手不足が進む
中、こうした緊急時に人手の取り合いとなることも懸念される。このような状況の中、
大規模災害発生時に、当該県に隣接する県の協会などとの横連携を強めることで、情報
や認識の共有を図りスムーズな災害対応を可能としていくことが、同協定の狙いである。
災害の広域化・激甚化が顕著となる一方、その対応を担う測量設計業の技術者が減少

している昨今、的確な災害対応を担保する方策として、同協定は大変有益なものと考え
られる。地区協議会レベルでの協定締結は初めてとのことだが、こうした取り組みが他
の地域でも進められることを期待したい。

出典：日刊建設工業新聞2017年10月16日記事、建通新聞2017年10月17日記事他

（記：日下部 亮治）

国交省が「３次元データの利活用方針」を公表

国土交通省大臣官房技術調査課は１１月１５日に建設現場における３次元データの利
活用方針を公表した。測量・調査から設計・施工・維持管理に至るまで、建設生産プロ
セスの各段階で、徹底して３次元データの利活用を図る。既に合意形成の迅速化や施工
計画・条件の確認のために絶大な効果があると実証されているＣＩＭを、建設現場の生
産性を高めていくためのエンジンと定義。出発点となる測量の段階から一貫して３次元
データを活用する姿勢を強調。
３次元データ化された測量データは周辺の土地利用データを重ね合わせることで、河

川の氾濫シミュレーションなど各種の予測に活用できる。設計段階で可視化された３次
元データを活用すれば施工段階での手戻りの防止だけでなく、施工性や維持管理を見据
えたフロントローディングの実践につながる。データ利活用に向けた手段として、３次
元データ（３次元モデル）の仕様の標準化や既存データの３次元化（３次元データへの
転換）といった取り組みを抽出。３次元データの普及・拡大を急ぐ。
建設生産の各段階で効率的にデータの受け渡しができる環境整備としては、既存の電

子納品保管管理システムの改良も計画。１８年度にシステムの設計仕様を固める。維持
管理への活用を念頭に既に現行のシステムに格納・蓄積されている既存データ（２次元
図面）の３次元データへの転換も推進するなど、徹底した３次元化に取り組む。

出典：ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000455.html
http://www.mlit.go.jp/common/001210739.pdf
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（記：赤松 幸生）

http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000455.html
http://www.mlit.go.jp/common/001210739.pdf
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～本のご紹介～

地図作成に見る世界最先端の技術史
－世界のトップを走り続けた中国－ 今村 遼平 著

（株）郁朋社URL：
http://www.ikuhousha.com

（田中 邦一）
（株）郁朋社 発行

B5版 260ページ
定 価 本体2000円＋税
ISBN 978-4-87302-658-9
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著者は「中華三昧－飲酒編－」や「中華三昧－女性編
－」を著すほどの中国通である。本書執筆のきっかけと
なったのは前書「中国地図測量史」を翻訳し上梓したこ
とにある。中国測絵史編集委員会編のこの巨著は著者が
“鳥肌が立つほどの感動を覚えた”とあとがきに書いてあ
るように、「天を測り地を量る」技術はメソポタミア文
明やエジプト文明の先を行っていた。
本書はその著者がワクワクするほど世界の最先端を走

り続けた中国の太古から清代までの測量と地図作成の技
術を、多くの図・表を用い解説したものである。全体は
10章で構成されているが、最終章は中国の最先端技術が
衰えていったことに筆を割いている。
本書からいくつか興味深い記述を紹介しよう。まえが

きでは「國」は□の囲いの周りに「弋」（くい）を打ち
領地を表したこと、また中国では「測量」のことを「測
絵」という、ここで絵の正字は「會」と書き「五彩を會
(あつめ)たる繍(ぬいとり)なり」の意で彩色を施した図

のこと、つまり測絵とは「測量＋地図作成」だと解説してくれる。
太古の時代では、神話に出てくる男神の伏羲(ふくぎ)は手に曲尺を、女神の女媧(じょ

か)は手にコンパス持っているという。本書の表紙に使われている地図は馬王堆漢墓から
出土した駐軍図で軍事要塞、指揮城堡、烽燧点、防火水池など軍事的要素が特記されて
いる。これが文帝の初元12年（前168）以前に作られたと言う。曹操が君臨した魏の国
には裴秀という地理学者が出て地図作成上の6原則を述べ、1寸100里の方丈図を作成し
ている。日本では卑弥呼の時代であるから驚きである。
こうした話が随所に出てくるので、興味がつきない。ぜひ一読をお勧めする。



地図と聞いたとき、皆さんはどんな地図を連想しま
すか。今日ではインターネットを通じて提供される国
土地理院の地理院地図や民間企業の地図を始め、ドラ
イブの好きな方はカーナビゲーションの地図などを思
い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
これらの地図が一般的に広く使われるようになったの
は約１０年～２０年のことです。
日本では「国土空間データ基盤標準及び整備計画」

が平成１１年にまとめられ、平成１９年には「地理空
間情報活用推進基本法」が成立しました。このような
国の政策も追い風となり、地図は単なる数値化に留ま
らず、地理空間情報としてＧＩＳ技術と共に広く利用
されることとなりました。

一方で、昭和生まれの方々は、地図と聞くと５万分
の１や１万分の１で整備された紙の地形図が頭に浮か
ぶのではないでしょうか。現在でも特定の場所への案
内図や観光地ガイド本などは紙地図が多用されていま
す。

＜目次＞
第1章 地図は今昔を語る
第2章 地図記号を解読する
第3章 地図で探る境界線
第4章 秘密の地図・謎の地図
第5章 地図の言葉を読もう
第6章 地図の楽しい活用法

地図が隠した「暗号」
今尾 恵介 著

（株）講談社URL：kodanshabunko.com

（朝日航洋株式会社：仁村 利夫）

（株）講談社 発行
A６版 265ページ
定 価 本体750円＋税
ISBN 978-4-06-281546-8
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これは、地図を見る人には各々の意図や思いがあり、紙地図は、表示の誇張や省略、
色使い等により、見る人の目的を果せるからだと思います。また、昔の紙地図をもと
に現在の場所を探すのも面白いと思います。
この本は地図作成当時の町並みや時代背景、そして誰がどんな目的で作製したものか
など、様々に発想を巡らせて地図を楽しむヒントを貰える一冊と思います。

～本のご紹介～
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筑波大学 システム情報系 不動産・空間計量研究室
教授 堤 盛人

筑波大学の中では、研究室は正式な位置づけがなされた組織ではありませんが、
2007年に設立し、昨年、10周年を迎えて記念パーティを開催することができました。
当研究室には、筑波大学理工学群社会工学類と大学院システム情報工学研究科社会

工学専攻の学生が所属しています。「社会工学」という学問の性格上、経済学、経営
学、OR、土木・建築・都市工学、といった多様な専門分野を学んだ学生達が集まって
いるのが特徴です。
地理空間情報の中でも、特に社会経済データを扱った計量分析が研究室の中心テー

マとなっています。一昨年、研究室のメンバーで書籍を翻訳しました
（『空間計量経済学入門』（勁草書房）） 。
最近は、インフラの維持管理に関する研究も行っています。

URL http://www.surveyor-tsukuba.com/

メンバーの集合写真（研究室にて）

大学研究室紹介

メンバーの集合写真（研究室にて）

http://www.surveyor-tsukuba.com/
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立正大学 地球環境学部 環境システム学科
教授 後藤 真太郎

環境・災害・まちづくり等の分野へのジオインフォマチックス利用に関し産官
学民にてプロジェクトべースで研究を行っております。

1997年1月に発生したナホトカ重油事故をきっかけに、GISで空間情報社会の
醸成と言われながら何故GISが社会に溶け込めないのか？という疑問をモチベー
ションにしてGISを社会に融合させる研究を行っております。GISと連携した地
域SNSがまちづくりに使用され災害時には災害情報後方支援を行うことができる
社会実験や様々なNPOの協働型災害訓練としてリアルな訓練を行いドローン画像
や被災情報をGISによって情報共有する訓練を行っております。また、2018年
早々近隣のため池農業文化を農業遺産登録申請することもあり、里山の評価や農
業管理にジオインフォマチックスを適用しています。

立正大学教員情報：http://www.kgpro-ac.com/riuhp/KgApp?kyoinId=ymkkyygkggy
協働型災害訓練：https://www.icsjapan.org/
市民キャビネットスマートICT部会：https://goo.gl/cQhxYR
Code for SAITAMA：https://goo.gl/ZZYrBN

2014年から毎年開催している協働型災害訓練の風景

大学研究室紹介

http://www.kgpro-ac.com/riuhp/KgApp?kyoinId=ymkkyygkggy
https://www.icsjapan.org/
https://goo.gl/cQhxYR
https://goo.gl/ZZYrBN


その結果、『開催地の選定・会場
の設営準備・参加費等についての負担
軽減と研修内容の見直しを図り、受講
者にあまり負担をかけずに参加しやす
い研修会とする』との方針で、２８回
目となる今回から東京での開催となり
ました。
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第28回測量経営者研修会 開催報告

平成29年9月7日（木）、恒例となった測量経営者研修会を東京都新宿区の測量
年金会館において、（一社）東京都測量設計業協会との共催により開催しました。
これまで関東８県の各県測協様にご協力をいただき、開催県を年ごとに移して

開催してきました。しかし、近年様々な事情から継続が難しくなりつつあり、社
会部会では、この問題を深刻に受け止め協議を重ねてまいりました。

当日は、58名の受講者参加のもと、
（公社）日本測量協会 小野邦彦関
東支部長の挨拶で開会し、オープニ
ングアドレスは東京都測協の岩松俊
男会長から都測協の活動方針、入札
契約制度に関する諸問題への対応、
人材確保・育成への取り組み、社会
貢献活動の実施等が紹介されました。

小野関東支部長による開会挨拶

東京測量設計業協会会長岩松俊男氏による
東京都測量設計業協会の活動紹介

支部報告
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衆議院議員 新藤義孝氏による講演

国土地理院長 村上広史氏による講演

次に特別講演として、昨年３月
に閣議決定された第３期地理空間情
報活用推進基本計画の策定にご尽力
された衆議院議員の新藤義孝氏から
『Ｇ空間社会の実現に向けて』と題
して、政府のＩＣＴ成長戦略、Ｇ空
間情報プロジェクトの概要、Ｇ空間
社会実現がもたらす農林業・観光・
交通・ヘルスケア分野への効果等に
ついての紹介がされました。

続いて、国土地理院長の村上広史
氏から『測量とＧＫＫ（技術・広
報・教育）』と題して、第３期地理
空間情報活用推進基本計画の概要、
測量を取り巻く状況（市場規模・技
術革新・担い手確保）と課題、広
報・教育に関する地理院の取り組み

などについての講演がされました。

続いて行われたパネルディスカッションは、「ＧＩＳ ＮＥＸＴ」誌の副編
集長（地理空間情報アナリスト）遠藤宏之氏の司会により、『測量業のビジョ
ン-夢のある測量業と測量士の未来像について-』をテーマに３名（産・官・
学）のパネラーによる討議が行われました。

第28回測量経営者研修会 開催報告
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パネルディスカッション

初めに『産』の立場から三陽技術
コンサルタンツ（株）代表取締役
（日本測量協会関東支部副支部長）
の吉岡慧治氏から測量業が抱える現
状の問題点がいくつか示され、それ
に対して国土地理院企画部長の鎌田
高造氏が『官』の立場から、日本大
学理工学部教授の佐田達典氏が
『学』の立場からそれぞれ解決案や
今後の見通しなどについての意見が

研修会終了後に受講者からいただいた感想・意見は、以下のとおりです。
・ 特別講演は、毎年どのような話が聞けるのか楽しみにしており、今年
も良かった。
・ 政府の決定した地理空間情報活用推進基本計画の具体的な内容、考え
方、それに付随した官の取り組み姿勢が紹介され理解できた。
・ 大学教授から今の学生の関心事や考え方を聞き、参考になった。
・ 民間企業が我々測量業界に求めるもの（ニーズは何か）を知る機会が
欲しい。
・ 経営者として最低知っておくべき知識（法律（労基）、経理（助成
金）など）に関する講義も取り入れて欲しい。

社会部会では、来年度の測量経営者研修会も更に充実した内容となるよう検
討を重ねていきます。

述べられ、測量業の将来に向けての活発な

意見が交される中、研修会を無事終了することが出来ました。

社会部会長 小安 隆夫

第28回測量経営者研修会 開催報告
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関東支部では、昨年度から事業計画の一つとして「測量技術に関する教育
活動への協力」を掲げており、昨年度に続き今年度も「子ども大学
SAITAMA」の測量実習講座に協力団体として参加しました。
「子ども大学」とは、大学のキャンパス等を会場に、大学教授や地域の専
門家等が講師となり、子どもの知的好奇心を刺激する講座や体験活動を行う
もので、全国各地で行われています。
「子ども大学SAITAMA」は、さいたま市教育委員会の後援を受けて「子ど
も大学SAITAMA実行委員会」が主催となり１５講座が開設されており、関
東支部が参加した「はてな学 測量実習～21世紀の伊能忠敬になってみる！
地図づくりのプロたちから学ぶ３次元測量～」もその一つです。

この測量実習の講座は、11月4日（土）に芝浦工業大学大宮キャンパスを
会場にして行われ、さいたま市内の小学４年生38名が参加しました。
まず、芝浦工業大学の中川准教授から測量とはどのようなことか、伊能忠
敬時代の測量方法、現代の測量技術などが説明され、その後に測量機器を
使った水準測量と距離測量の体験実習が班ごとに精度を競うポイントラリー
形式で行われました。

支部報告
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この測量実習では、測量技術センターの４名の職員と、（一社）埼玉県測
量設計業協会３名の有志、芝浦工業大学の学生１１名が講師となり、子ども
たちに熱心に、そして楽しく測量の方法を指導しました。体験した子どもた
ちからは「歩測や高さを測るのは初めてで難しかったが、測量技術の精確さ
が分かった」や「実際の測量機器を使うことができて楽しかった」などの感
想が聞かれました。

最後に参加者全員の記念写真撮影と測量実習結果の表彰が行われ、関東支
部からは子どもたちに参加賞を贈り、講座が終了しました。
関東支部では、今後もこのような測量教育活動への協力を行っていきます。

教育部会長 酒井 靜

測量実習終了後には、中川准教授から「何のために測量したり、地図を作
るのか」についての講義があり、冬休みや夏休みの自由研究を考えるヒン
トが与えられました。

また、埼玉県測量設計業協会の協力によりUAVのデモ飛行が行われ、上空
から撮影した映像を見た子どもたちから歓声が起こりました。

子ども大学SAITAMA 参加報告
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茨城県つくば市の北部に位置する北条大池から望
む筑波山と大池の周囲に咲く桜です。
例年４月初旬には大勢の花見客で賑わいますが、

サイクリングが趣味の私は季節を問わず訪れていま
す。近くには「つくばりんりんロード」という鉄道
廃線跡地を利用したサイクリングロードがあり、沿
道には桜並木が続いています。その桜並木の中には
春のほかに秋から冬にかけても満開に咲く珍しい桜
の木が数本あり、サイクリストを楽しませています。
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新年明けましておめでとうございます

本号特集は、文化財・遺跡調査に関っている大学・企
業の取り組み内容、調査に対する測量技術の適用・応用
内容等について紹介していただきました。我が国のユネ
スコ世界遺産への登録が増え、文化財・遺跡に対する関
心が高まっている今日、測量技術が役立つ場面も今後
益々増えていくのではないでしょうか。
また、支部から、経営者研修会、子ども大学SAITAMA

の実施内容を報告させていただきました。
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。
それでは、皆様にとりまして、この新しい年がより良

き年でありますよう心から祈念いたします。
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