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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

明けましておめでとうございます。

会員の皆さまにおかれましては、輝かしい新年を

お迎えのことをお慶び申し上げます。

お陰様で、文京区白山に移転して３年が過ぎ、環境にも慣れ、計画した事

業も順調に実施することが出来ました。特にスキルアップセミナーを始め、

講習会には多くの方に受講いただき、有難うございました。偏に会員の皆様

のご支援、ご協力のおかげと感謝しております。

昨年は、従来、東京都と茨城県つくば市の二ヶ所に分散して行っていた測

量成果や測量機器の検定をはじめとする測量業務を新事務所に統合一体化す

ると共に、最新設備も導入し、本年度も、さらに会員の皆様の求める事業を

実施すべく検討を進めているところです。

また、従前から東京都板橋区の旧測量技術センター本部を利用していただ

いていた皆さまにご不便をお掛けしないよう、関東支部に技術センターを新

設致しました。

今後とも、遠慮なく忌憚のないご意見と、ご希望をお寄せいただきますよ

うお願い致します。

末尾になりましたが、会員の皆様の益々のご盛栄を祈念いたします。
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国土交通省 国土地理院
関東地方測量部長 乙井 康成

今年は平成最後の年となるとともに、新たな時代を迎える年ともなります。
測量分野においても時代の転換点となるかもしれません。技術の発展や社会情
勢の変化は、今後加速することはあっても、留まることはないでしょう。本質
的な役割は変わらなくても、仕事のやり方や優先順位などが変わることは考え
ておく必要があると思います。また、アナログからデジタルへの変化は、使用
する機器や媒体の変化など表面的な部分に限らず、「人間が読む地図」から
UAVや自動車の自動運転など「コンピュータが認識し判断するための三次元モ

デル」への切り替わりも含んでいることを理解しなければならないと思います。
測量は現実世界における位置関係を数値化するだけではなく、データから現実
世界の位置関係を再現することも役割です。これまで蓄積してきた知見をどの
ようにシステム化していくか今後問われるのかもしれません。

社会が大きく変化するとき、未知の世界を切り開くイノベーションを起こす
ために最も必要となるものは、減点評価から加点評価への頭の切り替えではな
いかと考えています。前例踏襲ではなく、新しいことにチャレンジすることを
評価するということです。挑戦し、たとえうまくいかなくても減点することな
く、その方法ではうまくいかないことが分かったことを評価しなければ、リス
クを取る人は出てきません。一人一人の意識が変わることで、社会も変わって
いくのではないかと考えています。

最後に、貴支部のますますのご発展と、皆様のご活躍とご健勝を心より祈
念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

公益社団法人日本測量協会関東支部の皆様には、
日頃より国土地理院の測量行政及び地理空間情報活
用推進施策に対しご理解とご協力を頂き、誠にあり
がとうございます。この場をお借りしまして厚く御
礼申し上げます。
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佐渡の宿根木

日本測量協会 顧問 星埜由尚

佐渡は現在すべて佐渡市となってしまったが、小佐渡の西部かつての小
木町には宿根木という集落がある。宿根木は、江戸時代には北前船の湊と
して廻船業で栄え、船大工たちが作った100棟を超す板壁の家屋が密集し

ているのが特徴である。幕末期の蘭医で「新訂坤輿略全図」、「蝦夷接壌
図」などを作成し、蕃書調所で絵図調出役を命ぜられた柴田収蔵の生家も
ある。平成3年には国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。

柴田収蔵生家宿根木の町並み

宿根木海岸は、佐渡ジオパーク小木半
島ジオサイトの一部でもある。宿根木か
ら小木に向かうと矢島・経島という小さ
な島があり、枕状溶岩や水中火砕岩など
が見られ、隆起波蝕台が広がっており、
名勝・天然記念物にも指定されている。
宿根木の集落から海岸段丘上に上がると、
佐渡国小木民俗博物館がある。大正9年
建築の旧宿根木小学校学校を利用した展
示施設である。北前船の実物大模型千石
船白山丸が展示されている。 佐渡小木海岸(矢島・経島)
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宿根木から海岸段丘を刻む谷に渡され
た橋をわたると、橋に柴田収蔵の｢新訂坤
輿略全図｣とその説明を付けた看板が立て
られている。｢新訂坤輿略全図｣は嘉永5年
に刊行された卵形の世界地図で、マテ
オ・リッチの｢坤輿万国全図｣をもとにし
ているが、当時の最新の世界各地の情報
を取り入れ、自らの出身地「シュク子
ギ」の地名が表記されている。

橋に取り付けられた柴田収蔵｢新訂坤輿略全図｣の看板

小木の近く小比叡という地に、平安初期に
開かれたという蓮華峰寺という古刹がある。
金堂、弘法堂、骨堂が国指定重要文化財で、
金堂は室町時代、弘法堂は慶長年間、骨堂は
南北朝時代の建造である。

蓮華峰寺金堂

骨堂は、新潟県内最古の建造物である。伽
藍は山の斜面に広がり、金堂の脇の境内には
小比叡神社があり、茅葺きの拝殿が県の指定
文化財、本殿と石鳥居が国の重要文化財に指
定されている。本殿は、覆屋の中でよく見え
ない。家康･家光を祀る御霊屋もある。慶長年
間のもので、前面に彫刻が施されている。

流人の島でもあった佐渡には古くから都の文化が入り、いまは、人口5万5千
人程度の静かな島であるが、いにしえの栄華のあとを様々な文化財に見ること
ができる。
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国土地理院
基本図情報部

外国人にわかりやすい地図作成に向けて
（外国人向け地図記号）

国土地理院では、訪日外国人旅行者の円滑な移動などの環境整
備を図り、観光立国実現や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技
大会の円滑な開催などに資するため、外国人にわかりやすい地図を作
成するための標準として、外国人向け地図記号及び地図に記載する地
名等の英語表記ルールを作成し、活用を促進しています。

この地図記号は 有識者からなる「外国人にわかりやすい地図表現検
討会」で検討を進め、パブリックコメントに寄せられた意見を踏まえて、平
成28年３月にホテルやレストランなど外国人がよく訪れる15施設の地図
記号を決定しました。さらに、平成29年には案内用図（ピクトグラム）の日
本工業規格（JIS）が改正されたのを受け地図記号に「観光案内所」を追
加しました。

作成した地図記号は、国土地理院が外国人向け地図を作成する際
に適用するとともに、公共測量の「作業規程の準則」にも掲載するなど、
関係機関や地方公共団体、民間地図会社などに広く周知し、活用を
促進しています。

外国人向け地図記号の例

ホテル レストラン 銀行 ショッピングセンター 観光案内所
ATM  百貨店

決定した地名等の英語表記ルール及び地図記号の電子ファイルは、
国土地理院ホームページ「GIS・国土の情報／地名に関する情報／外
国人にわかりやすい地図作成の取り組み」で公表しています。

http://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/kihonjohochousa40072.html



インクリメントP株式会社
国内事業部

MapFan多言語地図

インクリメントPでは訪日外国人の増加や東京オリンピックに向
けて、日本の位置情報コンテンツの多言語化に取り組んでおりま
す。

MapFanシリーズで展開しております法人向け地図商材として、3
つ用意があります。

MapFanAPI⇒Webシステム用地図配信API
MapFanSDK⇒Windows/iOS/Andoroidのネイティブアプリ組込用SDK
MapFanDB⇒PostGIS/Shapefile形式の地図DB

これらの商材の地図はすべて多言語化されています。

MapFanは日本語をはじめ、英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓
国語・タイ語・インドネシア語・ドイツ語・フランス語・イタリ
ア語・スペイン語・ポルトガル語・ロシア語・ベトナム語の計14
言語に対応しております。様々な国の方に正確、かつ最新の日本
全国の地図データベースと検索データをご利用いただけるよう、
ガイドラインに沿った整備を日々行っております。
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またインクリメントPでは日本地図の多言語版を提供するだ
けでなく、観光系Webサイトや冊子・チラシ等の紙媒体の制作、

多言語翻訳等の、訪日外国人観光客向けの各種サービス、事業
を行う団体・事業者様向けに、自動翻訳ではうまく翻訳できな
い地名や自然名称、道路名、駅名、施設名等の固有名詞の多言
語翻訳を簡単手軽にできるサービスを用意しました。

＜MapFan多言語翻訳サービス＞

地名や、川・山・湖などの自然名称、施設名称等の固有名詞
の日本語一覧をいただき、それに対して、国のガイドラインに
準拠したMapFan多言語データベースを基に多言語翻訳を付与
し、対訳表（一覧表）としてデータをご提供するサービスです。
MapFanの多言語データベースは、新しい施設などにも逐次対

応・更新していますので、常に新しい情報を提供することが可
能です。

このような取り組みを通じて、インクリメントPは訪日外国人
向けサービスに効果的な多言語サービスを提供して参ります。



アジア航測株式会社
DS技術部 情報解析課
国田 大策

３D空間データを用いた警備効率化計画

2020年に開催される東京オリンピックでは警備人員不足が危惧されてい
ます。開催施設周辺を各種計測機器により視認性の高い3D空間データ
として取得することで、様々な警備支援計画シミレーションが可能となり、
警備人員不足に役立てることができます。

車載型レーザ計測システム（MMS）や航空機レーザ計測によって取得さ
れた３Dデータやデジタル写真からSfM(Structure from Motion）により形成した
３Dモデリングデータを基にして、三次元ハイブリッド地図（図1）を作成します。
そこで取得された監視カメラの位置より視射界解析（図２）をして、あらかじ
め死角となる範囲に警備人員を効率よく配置することが可能となります。

アジア航測が開発したLandViewerNX（3D空間解析ソフトウェア）を使用し
て、大容量の3次元ハイブリッドデータを解析することにより、多角的で効率
的な警備計画の策定と運用管理を実現します。

アジア航測株式会社 URL：http://www.ajiko.co.jp/
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図1.三次元ハイブリッド地図

赤：不可視
青：可 視

図2.視射界解析結果

赤：不可視
青：可 視



晃洋設計測量株式会社
空間地理情報部長 谷口 雅昭

当社は、昭和４１年に設立され今年で55期目を迎えます。
名前の通り、土木を中心にした測量、設計（建設コンサルタント）、補償コンサルタントを

柱に発展をしてきました。
測量や設計の電算化を積極的に行い、座標計算の為のソフトウエア開発を行うために、パソ

コンがまだない時代にいち早くミニコンを導入したり、図面作成の為の大型プロッターを導入
したりしました。また衛星を利用した測位に関しても、早い段階よりGNSS測量機器を基準点測
量に活用をするなど、積極的に新しい技術の導入を図ってきました。

最近では、ドローンを利用した航空測量、レーザースキャナを利用した地形測量も手掛けて
います。ドローンに関しては、グループ企業内の鉱山敷地を利用したドローン専用の練習飛行
場「とちぎUAVフィールド」を2015年に開設しました。自社の技術研修以外にもドローンメーカ
様をはじめ多くの企業の方々にご利用いただいております。

その他、地理情報システム技術に関したシステム開発、衛星画像やGNSS商品の開発や販売も
行っています。 これらのシステムの一部は、栃木県のレッツBuyとちぎ（新商品等調達・販路
開拓支援事業）の認定商品にもなっています。

今後も新しい技術を積極的に取り入れながら、自己研鑽に努め、社会に貢献できる企業を目
指してまいります。

URL http://home.koyosvpl.co.jp
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ライカ製レーザスキャナ TIアサヒ社製レーザドローンUL－１

レーザドローン計測成果

とちぎUAVフィールド

平成30(2018)年度
新商品等調達・販
路開拓支援事業
（レッツBuyとち
ぎ）認定商品
「山守コンパス」

http://home.koyosvpl.co.jp/video5/demo/
http://home.koyosvpl.co.jp/video5/demo/


株式会社 め い わ
技術部長 鈴木次朗

災害の多い地域で、地元のために貢献しています

弊社は、茨城県の西部に位置し、近傍には利根川や鬼怒川及び小貝川があります。
最近では、関東東北豪雨で鬼怒川の堤防決壊による甚大な災害が発生しました。

また、東北地方太平洋沖地震による災害で河川や道路が被害を受けたことは記憶に残る、悲
惨な出来事でした。

これらの災害時には、関係する諸官庁と災害協定を締結していることもあり、早急に状況の
調査と被災状況の報告を行い、のちの災害復旧に協力しております。

東北地方太平洋沖地震の際は、位置のずれが発生したために成果の公表がしばらくされませ
んでした。

弊社他1社とのＪＶにより受注した茨城県内の基準点測量の改測は、短期間での作業となりま
したが、どうにか成果を納品することが出来、成果が公表されました。

微力ではありますが、協力できたことに安堵しております。
今後は、三次元ベクトルデータ作成のための技術の研鑽をおこなってまいります。

て

県道土浦坂東線：茨城県常総市 県道土浦境線：茨城県常総市

国道354号線：茨城県常総市 県道土浦境線：茨城県常総市
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株式会社トプコン

医・食・住の成長市場において、社会的な課題を
解決し、事業を拡大します。

トプコンは企業理念として「Topcon for Human
Life」を掲げ、「医・食・住の成長市場において、
社会的課題を解決し事業を拡大する」をビジョン
として成長戦略を加速していきます。
「医（Healthcare）」では、世界的な高齢化に
伴う眼疾患の増加に対処すべくIoT医療ネット
ワークソリューションの充実に発見と医療効率の
向上を目指します。「食（Agriculture）」では、
世界的な人口増加に伴う食糧不足に対処すべく
IT農業ソリューションの充実に努め、農業の生産
性及び品質の向上を目指します。「住（Infrastructure）」では、世界的なインフ
ラ需要増に伴う技術者不足に対処すべく建設ICTソリューションの充実に努め、建
設現場における人手不足の解消を目指します。国内においてはオリンピックを来年
に控え、国土交通省の推進するi-Constructionにより、建設分野の生産性を大幅に
向上させ、働き方改革に繋がる政策となっています。トプコンも製品・サービス・
サポートを通じてi-Constructionの普及推進に取り組んでいます。

トプコン本社（東京・板橋）

社会的課題を解決するトプコンのソリューション
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TSトラッキングUAS
～標定点不要な空中写真測量～

◆技術開発の背景
平成28年3月に国土交通省より空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）が公表され、4月より実施されたi-ConstructionにおいてUAV測量
を行うことが可能となりました。この時期は、国内におけるUAVの黎明期であり、非
常に注目も高く、併せてホビー向けUAVを含めると導入費用も低価格であったことか
ら、参入障壁の低いUAV測量に取り組む企業が一気に増加しました。
しばらくすると、「必要な精度を確保することが難しい」・「再測が多く発生し、生
産性が上がらない」・「解析に時間がかかり結果を得るまでに時間がかかる」等、
様々な課題が見えてきた。弊社も空中写真測量向け解析ソフトウェアを販売していた
ため多くのお客様からお問い合わせをいただき、課題解決の必要性を実感していまし
た。また、これらの課題の発生は写真測量に関する知識の欠如が起因することが多い
ということが把握できました。つまり、多くの解析ソフトウェアはSfM（Structure 
from Motion）機能を有しているため、それなりの形状を容易に得ることができるの
だが、精度を確保するための手当てがされず計測していたため、必要な結果が得られ
ない状況が発生していました。道具としてのハードルは低いものの、要求される知識
のハードルが高かったのです。

◆空中写真測量における標定点
空中写真測量において精度を確保する
ための肝となるのが標定点です。標定
点に関して出来形管理要領では計測範
囲の外側標定点は100m間隔、内側標定
点は200m間隔での設置が規定されてい
ます。しかしながら、実現場において
は地形や施工状況を考慮する必要があ
ります。この標定点の設置場所を決定
するには、精度を確保するための考慮
を行った上で配点する必要があります。
これこそが写真測量を理解した上での
ノウハウとなります。また、設置した
標定点にはトータルステーションまた
はGNSS測量機を利用して座標を取り付

図１．従来法によるUAV測量

ける必要があり、測量の技術も要求されます。さらには、空中写真測量の作業の中
でUAVをフライトさせて計測に要する時間よりも標定点の設置に要する時間の方が
時間を要する場合が多々発生しているという現実もありました。

株式会社 トプコン
ｽﾏｰﾄｲﾝﾌﾗﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部
営業企画課長 富 田 克 則



関東支部報 No.１１

新春号
◆TSトラッキングUAS
空中写真測量では、外部標定要素と呼
ばれる写真撮影時のカメラ主点の3次元
位置と姿勢を求める必要があります。
カメラ位置は撮影画像に写った標定点
から算出、カメラの姿勢はSfMにより算
出できます。そこで、カメラにプリズ
ムを取り付け、そのプリズムを自動追
尾型トータルステーション（以下TSと
いう）で計測させることにより、カメ
ラの位置座標を取得さます。この際に
プリズム位置とカメラの主点位置は機
械的に正確に計測しておき、SfMによる
姿勢を用いたレバーアーム補正をかける
ことにより、正確な主点位置が算出でき
ます。これにより、標定点を要せずカメ
ラの主点位置を算出することができます。

図２．TSトラッキングUASによる
UAV測量

撮影画像
シャッター情報

GPS時刻
位置情報
GPS時刻

TS

UAV, カメラ, プリズム

解析ソフトウェア

上記、原理を満たすため、TSトラッキ
ングUASでは、TS側とUAV側で記録し
たデータを後処理ソフトウェアで解析
することによって解を得ています。具
体的にはTS側では20Hzで計測した座標
データとその時のGPS時刻を記録し、ロ
グファイルとして出力します。UAV側
では、搭載した専用のロガーにより、
カメラのシャッタータイミングとその
GPS時刻を記録し、ログファイルとして
出力します。

図3．TSトラッキングUAS構成

TS側、UAV側で得られたそれぞれのロ
グファイルを3D点群処理ソフトウェア
「MAGNET Collage UASキット」に取
り込みGPS時刻同期を計り、解析処理
を行うことにより、解が得られます。

TSトラッキングUASの特徴として精度が安定することが挙げられます。一般的な
UAV測量では、設置した標定点の配置や与えた座標精度、写真写りなど様々な要素
で精度が左右されます。一方でTSトラッキングUASでは標定点の配点や精度などに
は左右されないため計測精度が安定し、再測のリスクが大幅に低減されます。また、
標定点は施工が進捗する過程で消失することが多く発生します。定期的に出来形を
計測する場合などは都度、標定点を設置する必要があります。こうした作業は手間
ばかりでなく再現性にも影響を及ぼす場合があります。反面TSトラッキングUASは
標定点を利用しないので再現性の面でも優位性を持ちます。
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精度面の安定化に加え、生産性の向上
に関しても大きな効果を与えます。実際
のUAV測量の作業においてUAVをフライ
トさせる時間はごく僅かで、事前の準備
である標定点設置・座標取り付けおよび
後処理解析作業の方が圧倒的に時間を要
する部分なのです。外業においては標定
点設置・座標取り付け作業が不要になる
ことにより、現場での作業が大幅に省略
化され、生産性向上に大きく寄与します。

◆おわりに
トプコンでは、TSトラッキングUASを通じて、UAV測量の抱えている課題を解決し、

本来目指していた生産性向上を容易に実現できる手法を提供しています。
併せて、これからUAV測量に取り組もうとしている方に対してTSトラッキングUASの
トレーニングコースも用意しています。UAV初心者でもUAVの基礎知識、フライト、
TSトラッキングUASの取り扱い、解析まで習得できるプログラムとなっており、安心
して導入していただく体制を整えています。
今後も、i-Construction向けの製品開発とともにi-Construction技術者の育成も含めた
サービスでi-Constructionの普及に貢献していきたいと考えます。そして、普段使いで
こうした技術を活用することが当たり前の世界となることを目指しています。

表１．計測作業の生産性比較

TSトラッキングUASの情報はこちら
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BIM/CIM推進委員会の開催、３次元データ共有クラウド準備室設置

９月３日に国土交通省大臣官房技術調査課が事務局の第１回「BIM/CIM推進委員会」が開
催され、Society 5.0における新たな社会資本整備「BIM/CIM」の議論が始まりました。
国土交通省では建設現場の生産性向上を図るi-constructionの取り組みにおいて、これまで

の３次元モデルを活用し社会資本の整備・管理を行うCIM（Construction Information 
Modeling/Mamagement）を導入することで受発注者双方の業務効率化・高度化を推進してきま
した。一方で、国際的なBIM(Building Information Modeling)の動向等は近年顕著な進展を見せ
ており、土木分野での国際標準化の流れを踏まえ、Society 5.0における新たな社会資本整備
を見据えた３次元データを基軸とする建設生産・管理システムを実現するため
BIM/CIM(Building and Construction Information Modeling/Management)という概念において再
構築するとともに、産官学一体となった議論を行うBIM/CIM推進委員会を設置しました。
第１回委員会では、過年度から実施している取組のフォローアップや３次元モデルによる契

約に向けた検討等の今年度の主要な検討内容が議論されました。
また、１１月１日に日本建設情報総合センター(JACIC)は建設現場の３次元モデルやデータ

のプラットホーム「JACICクラウド」の構築に向け準備室を設置しました。データの連携方法や
プラットホームの整備、利用ルール等を検討し、２０１９年度試行、２０２０年度には「 JACICクラ
ウドセンター」(仮称)を設立して本格運用が開始される予定です。
出典URL

BIM/CIM推進委員会 http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000508.html

国土交通省の業務の納期平準化を さらに推進

１１月２９日に国土交通省の有識者会議「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理
システムのありかたに関する懇談会」(座長：小澤一雅東大教授)に設置した「業務・マネージメ
ント部会」(部会長：木下誠也日大教授)の初会合が開催され、働き方改革と担い手確保・育成
について説明された。
年度末にあたる３月納期の割合が高い土木コンサルの検討業務(２０１７年度実績で３月納

期の割合は測量34.6％、地質34.5％、土木コンサル56.2％)で、２０１９年度からスケジュール管
理表の試行を始める。翌年度への繰り越し制度や国庫債務負担行為などを含めた業務完了
月で新たな目標の設定を検討する。ウィークリースタンス(金曜指示・月曜提出の禁止など)と
いった受発注者協働の取り組みで業務の効率化を推進し、働き方改革の実現を目指す。

出典：URL
発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのありかたに関する懇談会

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/hatyusyasekininkondankai.html
業務・マネージメント部会

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/hatyusyasekinin_manebukai.html

（記：日下部 亮治）

（記：日下部 亮治）



関東地方整備局の入札等に関する運用ガイドライン改定

国土交通省関東地方整備局では、「関東地方整備局建設コンサルタント業務等における
入札・契約、総合評価に関する運用ガイドライン」を改定し、平成30年8月1日以降に入札契
約手続きを行う案件から適用した。
主な改定内容は、(1)平成30年度入札・契約の運用方針：一般競争入札(政府調達協定対

象)対象金額74百万円⇒68百万円【変更】、(2)評価項目の改定：管理技術者に若手技術者
を活用する試行について評価対象年齢を35歳以下から40歳以下に引き上げ【変更】、 (3)
事務手続きの効率化：従前の参加表明書に加えて“簡易な参加表明書”の提出を必須とす
る【新規】の3点である。
なお、(2)については技術的難易度が比較的高くない一部の業務においては35歳以下を

継続する。また、(3)については、非指名と想定される者をより分け、評価・審査の効率化、
事務負担の軽減を図ることを目指している。
下記URLに記者発表資料およびガイドライン本文（1-6ページには測量調査の標準的な

業務内容に応じた発注方式事例）が掲載されているので、参考にされたい。

出典：http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kikaku_00000585.html

（記：赤松 幸生）
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近代測量150年記念事業推進会議
平成31年（2019年）は、明治政府に近代測量を行う機関が設置された明治2年（1869年）

から起算して満150年に当たります。この節目の年に、これまでの発展の足跡を明らかにし、
同時に将来につなげられる様々な記念事業を実施し測量・地図作成の役割や重要性につ
いて、広く一般に適切な周知を行うとともに、次世代を担う若者が一考する契機となり、関
係各界全体が一層発展を目指し「近代測量150年記念事業推進会議」が平成30年3月13日
に国土地理院並びに測量・地図関連団体の参加により設立され、7項目の実施事業が承
認されました。

なお、実施事業の詳細は http://www.jsurvey.jp/kankei/150.htm にてご確認ください。

構成組織名
（一社）全国測量設計業協会連合会
（一財）測量専門教育センター
（一社）地図協会
（一社）地図調製技術協会
（公社）日本測量協会
（公財）日本測量調査技術協会
（一財）日本地図センター

国土交通省国土地理院

実施事業
1.新旧の地図、測量機器の展示
2.新旧の測量スポット訪問ツアーを開催
3.測量技術の歴史を体験できるイベントを開催
4.「測量って何？」小・中学生向き教材の作成・配布
5.「測量・地図150年史（仮称）の編纂
6.「近代測量150年」記念切手を発行
7.測量の魅力を伝える写真展を開催

（記（一社）地図調製技術協会岩崎昇一）
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地図化すると
世の中がみえてくる 伊藤 智章 著

（有）ベレ出版URL:https://www.beret.co.jp/

（元日大講師：田中 邦一）

ベレ出版 発行
A5版 131ページ
定 価 本体 1500円＋税
ISBN 978-4-86064-488-8
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https://www.beret.co.jp/

本書は現代社会のさまざまな現象、例えば自然環境、産業、資源やエネル
ギー、生活、文化宗教といったものを可視化する。著者の言葉で言うと上記
の分野の統計データと位置情報を組み合わせ地図上に展開する（＝地図化す
る）と世の中が見えてくる、その方法と結果を地理的視点で解説した書であ
る。著者は高校教諭でこうしたデータや地図も「ほぼ無料」かつ「教科書準
拠」をモットーにしている事が本のカバーに書いてある。具体的にベースと
なる地図はGoogle Mapや埼玉大学の谷謙二先生が公開している「今昔マッ
プ」Webサービス（http://ktgis.net/kjmapw/）を、基本データは国土数値情報
等を駆使し、そのデータの地図化にはフリーソフトのMANDARAが多く使わ
れている。本書の構成は下表に示すように6章
で構成され、第1章では地図の始まりから数値地
図までにふれている。2章以後はその見出しにあ
るとおり湧水の出る場所、温暖化の推移、コン
ビニ出店戦略、工場立地の特徴、発電所の分布、
産油国の変化、神社の数、電話の普及率、消滅
可能性都市、肥満率････等、地図化したデータ
を読み解いている。掲載されているGoogle Map
や主題図がカラーで美しく見やすい。地図から
見えてくる現代世相の読み物としても一読をお
勧めする。著者のブログも参照ください。
http://itochiriback.seesaa.net/



地形と立地から読み解く「戦国の城」
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最近、城の話題を耳にすることが度々あり、少し興味を持ち手にした本をご紹介いたし
ます。私が当初イメージしたのは立派な天守閣をもつ松本城のような城でした。しかし、
それは一部の城であって、一般にはあまり目に触れることの少ない様々な城があり、其々
の城は目的と役割を果たすため、綿密な計画のもとに築かれているようです。城は築かれ
た場所により山城、平山城、平城、水城などに分類されており、この指標となるのが標高
とのことです。ここで皆さんにクイズですが「縄張り」の意味はご存知ですか。解らない
方はいないと思います。しかし「建物の位置を定めること」と言う意味もあることを、
知っていたかたは少ないのではないでしょうか。機能的な城を築くためにはこの縄張り
（設計）が重要であり、これは城（建物）だけでなく、城の周囲（縄張り）の地形を上手
く利用した設計が重要だったようです。更に、各地域（場所）では地質も異なり、砂地や
粘土質など特徴を生かし、敵からの攻撃に対する防御機能も備えていたようです。

このように城は目的と役割を果たすための機能を備えるため、周囲の地形や地質までも
構成要素として設計・築城されていることを本書から知ることができました。「城＝天守
閣」としての楽しみ方から、「城＋地形と立地」に楽しみを広げて頂ければと思います。

萩原 さちこ 著

（朝日航洋株式会社：仁村 利夫）

（株）講談社 発行
A６版 310ページ
定 価 本体1,290円＋税
ISBN 978-4-8399-5978-4

（株）マイナビ出版：http://book.mynavi.jp

＜目次＞
第1章 城の分類と戦国の城の基礎知識
第2章 城を読み解くキーワード
第3章 戦いの城を歩く

～本のご紹介～



大学研究室紹介

東京海洋大学海洋工学部海事システム工学科
情報通信工学研究室(GPS/GNSS研究室)
准教授 久保 信明
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GPSの民生利用は、商船等の船舶運航の技術としての利用が一番はじめ
であったことから、東京海洋大学海洋工学部(旧東京商船大学)には、衛
星測位専門の研究室が25年以上も昔からあります．本研究室では船のGPS
のみならず、車などの移動体測位や精密測位計算(RTK)プログラムの改善
など、GPSやGNSSであればどのようなテーマにも取り組んでいます(図1)．
GNSSの世界で、近年注目されている研究が「スマートホンのRTK」です．昨

年からAndroidの端末でスマートホンのGNSSのRawデータを入手できる画期的
なアプリ(図2)がGoogle Play上でいくつかリリースされたことにより、スマートホン
のGNSSのRawデータから得られる観測値の精度比較や単独測位結果の比
較、RTKの結果などを調査することがホットなテーマとなっています．

本研究室でもスマートホンを使った
RTKは現在研究中で、唯一、GPSや
QZSS、GalileoのL1帯とL5帯の信号を
同時に受信できる中国のXiaomi社
製のMi8というスマートホン(図3)を用
いて日々実験しています．

図1 様々な研究 図2 Geo++ RINEX Logger 図3 Xiaomi Mi8
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図4はXiaomi Mi8が建物の屋上の静止点で捕捉した、上空の衛星位置を示
しています．GPSとQZSS、Galileoの信号がしっかりと受信できていることが分かり
ます．図5と図6は、スマートホンの静止点測位と移動体測位のRTKの後処
理解析結果を示しています．周囲に電波を遮蔽する構造物が少ない環境
では、スマートホンでもcmの精度で位置情報を得られていることが分かると思
います．

スマートホンを用いた上記の研究は、ほんの1つですが、GNSSに関する研究
は幅広く実施しています。準天頂衛星より放送される補強信号は世界的に
みても最初の例で広く一般ユーザに利用頂くことが極めて重要です。特にcm
級を低コスト受信機で実現できるようになったことも追い風です。世界の測位
衛星は今後もゆるやかに発展していくことが予想されます。マルチGNSSと準
天頂衛星の補強信号をうまく利用することで、高い利便性かつ信頼度のあ
る測位アルゴリズムを今後も開発していきたいと考えています。

図4 Xiaomi Mi8が捕捉した上空の衛星 図5 静止点のRTK結果

図6 移動体(歩行)のRTK結果(緑のプロット) 図7 近未来の移動体測位



大学研究室紹介

千葉大学環境リモートセンシング研究センター 本多・梶原研究室
准教授 本多 嘉明、講師 梶原 康司

地球システムのさらなる理解のために当研究室は人工衛星データによる全球
植生物理量推定手法の開発を主研究テーマにおいています。植生物理量の
中でも地上部植生バイオマスの追求を中心に据え、その実現のため昨年暮れ
に打ち上げられた地球環境変動観測衛星GCOM-C「しきさい」ミッション立ち上げ
から関わってきました。従来の植生物理量の地上踏査に無人航空機の導入を
世界に先駆け手がけるなど、現在の電動ドローンを利用した測量業務にも、そ
の安全運用に関わる知見などを通して貢献しています。UAVを利用した森林の
LIDARやSfMによる三次元データは「しきさい」ミッションのフルサクセス達成のため
有用な情報であり、それらを利用した地上検証とともに地上部バイオマス推定手
法や地上検証データ取得手法の改良を合わせて進めています。
URL http://www.cr.chiba-u.jp/japanese/
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UAV利用による森林の３次元構造計測

衛星データ（GCOM-C）から推定した
カリマンタン島の森林バイオマス

地球環境変動観測衛星
GCOM-C

「しきさい」
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『関東支部 技術センター』業務開始

関東支部技術センターは、平成３０年９月より業務を開始しています。
当協会測量技術センター本部が東京都板橋区から茨城県つくば市に移転し

たことにより、測量成果品の持ち込み及び成果検定についての相談等で従来
から板橋の旧本部を利用していただいていた方々に、引き続き利用しやすい
ように、関東支部（文京区白山）に技術センターを新設したものです。

測量技術センター本部（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、関東支部技術セン
ターは、測量成果検定が主たる業務で、基準点測量及び地図の成果検定を
行っており、検定種別は下記のとおりです。

今後とも測量成果の検定及び相談窓口として、関東支部技術センターを
是非ご利用ください。

－基準点測量成果－
・基本三角点の復旧測量
・防災対策地域水準測量
・地盤沈下調査に伴う水準測量
・公共基準点測量
・公共地盤沈下調査水準測量
・地籍整備に伴う地籍図根点測量
・登記基準点測量 等

－地図成果－
・治水地形分類図
・電子国土基本図
・空中写真撮影
・写真地図
・都市計画基図
・道路台帳現況平面図
・デジタル空中写真 等

〇公益社団法人日本測量協会 関東支部技術センター
〒113-0001 東京都文京区白山1－33－18 白山NTビル3階

℡ ０３－５６８４－３５４３

技術センター 執務室の風景 白山ＮＴビル３階エレベータホール
（関東支部は９月から４階から３階へ）
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平成３０年８月３１日（金）、第２９回測量経営者研修会が昨年に続き、会場を東京
都新宿区の測量年金会館において、開催（受講者４１名）されました。
開催にあたり、（公社）日本測量協会関東支部小野邦彦支部長から開会挨拶とし

て、本研修の目的と今回のテーマ『測量の新技術への対応』について紹介がありま
した。
第１部の特別講演は、（公社）日本測量協会 矢口彰会長から今年来年にかけて、

測量に関しての記念年にあたることから、『２００年（伊能忠敬没）、１５０年（明治新政
府 民部官庶務司戸籍地図掛設置）、７０年（測量法公布・施行）、３０年（測量の日
制定）』～我が国測量の記念年に思うこと～と題し、ご本人のこれまでのお仕事を通
じて見聞きしたエピソードや感じられたことをユーモアをおりまぜ紹介されました。

日本測量協会矢口会長による講演

続いての講演は、内閣府宇宙開発戦略推進事務局準天頂衛星システム戦
略室参事官補佐の川津泰彦氏をお招きし『準天頂衛星による最新衛星測位
技術について』と題して、準天頂衛星『みちびき』の機能や国内外での
様々な産業分野における利活用について専門性の高いお話を分り易くご紹
介いただきました。

お二人の講師には、測量の歴史から衛星を通じた最新の技術まで熱心に
ご講演をいただき、受講者も普段聞けないお話に、大変興味深く最後まで
真剣に聞き入っていました。

内閣府宇宙開発戦略推進事務局川津氏による講演

第２９回測量経営者研修会 開催報告
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第２部のパネルディスカッションは、三陽技術コンサルタント㈱代表取締役
で当関東支部副支部長の吉岡慧治氏の司会により、『測量の新技術と若手経
営者の取り組み』をテーマに４名のパネラー（日本測地設計㈱松崎明毅氏・
武州測量㈱笠原俊也氏・㈱公共用地補償研究所芳村巖氏・㈱嶺水小山忠敬
氏）での討議が行われました。

上段左から、パネラーの松崎氏、笠原氏、（下段）芳村氏、小山氏、司会の吉岡氏
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最初に司会の吉岡氏からＩＣＴ技術革新や人材確保・人材育成など測量
業界が抱えている問題点がいくつか示され、それに対してパネラーが応え
て行く形式です。

若手経営者である４名のパネラーは、それぞれ独自の観点と経験から将
来の見通しや問題に対応する解決案を述べられました。なかでも経営者と
して、今取り組んでいる事や心がけている事など事例を上げての紹介に会
場は、頷いている受講者が多数見受けられ好評の中、予定どおり研修会を
終了いたしました。

社会部会長 小安 隆夫

パネルディスカッションの様子
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子ども大学は2002年にヨーロッパで始ま
り、2009年（平成21年）3月には、日本で
初めて「子ども大学かわごえ」が誕生しま
した。埼玉県では、この取り組みをモデル
として、平成22年度から、子供の学ぶ力
や生きる力を育むとともに、地域の子供を
育てる仕組みをつくため、子ども大学の開
校を推進しており、現在は県内各地に広
がっています。

子ども大学では、大学のキャンパス等を会場に、大学教授や地域の専門
家が講師となり、子供の知的好奇心を刺激する講義や体験活動が行われて
います。

「子ども大学SAITAMA」では、基本的に3つの分野の講義を行っていま
す。
1.「はてな学」：ものごとの原理や仕組みを追求する。
2.「ふるさと学」：地域を知り、郷土を愛する心を育てる。
3.「生き方学」：自分を見つめ、人生や将来について考える。

（子ども大学SAITAMAホームページより）

「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」の主催で14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～』もそのひとつです。
日本測量協会関東支部では、平成28年度より、測量のイメージアップの

ための事業の一つとして「測量技術に関する教育活動への協力（子ども大
学SAITAMA）」を揚げており、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。

この測量実習の講座は、11月3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、埼玉市内の小学校４年生36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、そのあと測量機
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。

子ども大学ＳＡＩＴＡＭＡ 参加報告
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このほか、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、コントローラー
を使わずに自動航行でUAVが元の場所に戻ってくると、驚きの声に変わり大
きな拍手が起こりました。

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。

この体験実習では、（公社）日本測量協会測量技術センターの4名の若手職
員と、（一社）埼玉県測量設計業協会2名の有志、芝浦工業大学の学生10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、「高さや距離の測り方を知れてよかった」
「測量技術の正確さが分かった」「ふだん触れない本物の測量機器を使えて
良かった」などの感想が聞かれました。
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最後に、実習の講師も入り、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が贈られ、講座が終了し
ました。
参加した子供の保護者からも「なかなか体験できない専門的な学習ができ

たと思います。大人が参加しても楽しめる講座でした。これだけのものを準
備するのは、大変な労力だったと思います。」等、多くの感想をいただきき
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積極的に行って

いきます。
関東支部教育部会長 酒井 靜



写真提供・文
事務局 加藤

新技術、会社・得意技術紹介の原稿
を募集しております。
（A4１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3F
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

だるまの詩（JR高崎駅；壁画）
講習会開催のため、高崎市を訪れました。

高崎市は正月に駅前で開催される「だるま
市」が有名です。駅を出ると、ビルの壁に
巨大なだるまのアートに驚きました。
この磁器レリーフは、原画は画家・福沢

一郎氏の『だるまの詩』で上毛三山を背景
にした達磨の群像は人間の喜怒哀楽を表現
しているとのこと。右のだるまのように今
年も笑顔の一年でありますように。。。
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