
 

平成 24 年度 事業報告 

 

1. 平成 24年度の事業概要 

 平成 24年 3月 22日に内閣総理大臣より認定書の交付を受け、4月 1日から公益財団法人とし

て新たに出発した。 

 

（１）新執行体制と事業基盤の安定化の継続について 

5月 22日の理事会において、公益目的事業の推進を中心とした事業計画と新たな会計基準

に沿った収支予算書が承認された。また、5 月 25日の評議員会・理事会では、平成 23年度

の事業報告、収支決算の承認と評議員の補充及び新役員が選任され、新たな執行体制がスタ

ートした。さらに、新執行体制の下、運営委員会委員も新たに選任した。今年度は、平成 22

年度から取り組んでいる事業基盤の安定化施策を継続しつつ、公益財団法人としての運営体

制の確立と公益目的事業の推進に取組んだ。地区事業委員会を全国 6地区で開催し、公益財

団法人への移行報告と会員との交流を深めた。 

 

（２）公益目的事業の推進 

公益財団法人としてのスタートに当たり、ホームページからメッセージを発信し、機関誌

「先端測量技術」104 号で移行特集を組んだ。また、6 月に開催されたＧ空間ＥＸＰＯ2012

で、第 34 回測量調査技術発表会、展示ブースを通じて、測技協の公益財団法人としての新

たな取組みをアピールした。公益目的事業に掲げた「測量調査技術の高度化研究とその普及」

を具現化するため、各委員会・技術部会・ワーキンググループの活動、外部委員会への委員

の派遣、研修会への講師の派遣等を行った。また、技術普及の一環でもある公共測量積算ハ

ンドブックの改訂作業にも取組み、平成 24 年度版を刊行した。成果検定については、会員

並びに非会員への周知活動を行い、事業量の確保に努めた。その結果、前年度を上回る事業

量を確保することができた。また、3 年間の業務で蓄積された指摘事項等の整理を行い、測

量成果の品質向上のための講習会の準備を進めた。平成 25年度からの実施を予定している。 

 

（３）地理情報標準の制定と普及活動 

 ISO/TC211 の国内審議団体として、幹事会、国内委員会を開催し、ISO/TC211 からの意見

照会への対応や、国際規格案への投票方針を検討した。そして、これらの活動を通じて、地

理情報標準の国際規格の策定を推進した。また、日本として ISO19155－2（PI/Place 

Identifier）の制定を提案した。地理情報ＪＩＳ原案作成委員会では、これまでの分科会が、

日本工業標準審査会にＪＩＳ制定申請を行い、2 件が告示（ＧＭＬ、被覆の幾何及び関数の

ためのスキーマ）、2件が審議終了、1件が審議中となっているが、新たに 3つの分科会をス

タートさせた。分科会委員には、これからの地理情報標準技術を支える若手技術者の参加を

要請した。また、地理情報標準普及のための新たな施策として「地理情報標準認定資格制度」

の創設と研修会の内容の検討を進めた。平成 25年度からの実施を予定している。 



 

（４） 大規模災害時の対応検討 

国土地理院との災害時における緊急撮影協定に基づき、6 月 15 日に広域災害を想定した緊

急撮影・画像提供訓練を実施した。被災状況の迅速な提供を目指した訓練では、伝送環境に関

する様々な課題が抽出され、訓練結果は「災害時における緊急撮影運用マニュアル」の改訂に

反映された。その他に、これまでの実績が評価されて、国土交通省東北地方整備局、近畿地方

整備局、国土技術政策総合研究所と災害協定が締結された。  

 

2. 平成 24年度の活動内容 

 

（１） 会員の動向 

 

１）正会員  入会 3 社、退会 3 社  3 月末現在 ８０社 

      ・ＮＴＴ空間情株式会社     4 月入会 

・株式会社タナカコンサルタント 5 月入会 

・ＥＳＲＩジャパン株式会社   3 月承認（平成 25 年 4 月 1 日入会） 

・株式会社森下測量設計     3 月退会 

・株式会社陸地コンサルタント  3 月退会 

・中央コンサルタンツ株式会社  3 月退会 

２）賛助会員 入会 なし 退会 2 社  3 月末現在 １１社 

・やまと技研株式会社      3 月退会 

・株式会社インテージ      3 月退会 

  平成 25年 4月 1日時点で、会員合計は９１社である。 

 

（２）主要会議の開催状況 

 

１）評議員会 

①第１回評議員会 

平成 24年 5月 25日(金)千代田区「ｽｸﾜｰﾙ麹町」にて開催、議決事項は次のとおり 

    第 1号議案 評議員長選任の件 

    第 2号議案 平成 23年度事業報告の件 

    第 3号議案 平成 23年度収支決算の件 

    第 4号議案 平成 24年度事業計画の件 

    第 5号議案 平成 24年度収支予算の件 

    第 6号議案 評議員補充選任の件 

    第 7号議案 平成 24年度～25年度理事及び監事選任の件 

 

 ②第 2回評議員会 

  平成 24年 12月 14日(金) 千代田区「弘済会館」にて開催、議決事項は次のとおり 



 

第 1号議案「評議員長選任の件」 

第 2号議案「理事補充選任の件」 

第 3号議案「地理情報標準資格認定制度の件」（報告） 

第 4号議案「上半期事業報告の件」（報告） 

第 5号議案「上半期決算報告･通期見通しの件」(報告) 

    ※評議員会終了後に国土地理院幹部との意見交換会を開催 

 

２）理事会 

①第１回理事会 

平成 24年 4月 27日(金)新宿区「測技協会議室」にて開催（書面開催）、議決事項は次 

のとおり 

第 1号議案 第 1回評議員会の日時及び場所並びに目的事項の決議の件 

②第２回理事会 

平成 24 年 5 月 22 日(火)新宿区「測技協会議室」にて開催（書面開催）、議決事項は次

のとおり 

第 1号議案 平成 23年度事業報告の件 

    第 2号議案 平成 23年度決算報告の件 

    第 3号議案 平成 24年度事業計画の件 

    第 4号議案 平成 24年度収支予算の件 

    第 5号議案 評議員補充候補者推薦の件 

    第 6号議案 新理事及び新監事候補者推薦の件 

③第３回理事会 

平成 24年 5月 25日(金)千代田区「ｽｸﾜｰﾙ麹町」にて開催、議決事項は次のとおり 

    第 1号議案 代表理事の選定の件 

    第 2号議案 業務執行理事の選定の件 

第 3号議案 新規入会の承認の件 

④第 4回理事会 

 平成 24年 11月 26日(月)新宿区「測技協会議室」にて開催（書面開催）、議決事項は  

 次のとおり 

第 1号議案 第 2回評議員会の日時及び場所並びに目的事項の決議の件 

⑤第 5回理事会 

    平成 24年 12月 14日(金) 千代田区「弘済会館」にて開催、議決事項は次のとおり 

    第 1号議案「理事補充候補選任の件」 

    第 2号議案「地理情報標準資格認定制度（仮称）の件」 

    第 3号議案「上半期事業報告の件」（報告） 

    第 4号議案「上半期決算報告・通期見通しの件」（報告） 

⑥第 6回理事会 

平成 24年 12月 14日(金) 千代田区「弘済会館」にて開催、議決事項は次のとおり 



 

第１号議案「業務執行理事選定の件」 

※理事会終了後に国土地理院幹部との意見交換会を開催 

⑦第 7回理事会  

 平成 25年 3月 15日(金)新宿区「測技協会議室」にて開催、議決事項は次のとおり 

 第 1号議案「平成 24年度事業報告（仮）の件」 

 第 2号議案「平成 24年度収支決算（仮）の件」 

 第 3号議案「規程の見直しの件」 

第 4号議案「地理情報標準認定資格制度規程案の件」 

第 5号議案「平成 25年度事業計画の件」 

 第 6号議案「平成 25年度収支予算の件」 

第 7号議案「新規入会他の件」 

 

３）運営委員会 

 ①第 1回運営委員会 

  平成 24年 8月 23日(木)新宿区「測技協会議室」にて開催、審議事項は次のとおり 

  第 1号議案 公益財団法人測技協のあり方について 

  第 2号議案 地理情報標準資格制度と研修会の実施について 

        実施案が承認され、ＧＩＳセンターで詳細な検討を行うこととした。 

 ②第 2回運営委員会 

  平成 24年 11月 29日(木)新宿区「測技協会議室」にて開催、 

  第 1号議案 地理情報標準資格制度（仮称）の創設について 

  第 2号議案 公益財団法人測技協のあり方について 

 

４）事業委員会 

 以下に記載のとおり、事業委員会 1回、地区事業委員会 6回、幹事会 4回を開催した。 

① 第 1回幹事会 

平成 24年 4月 19日（木）新宿区「測技協会議室」にて開催、検討事項は次のとおり 

・平成 24年度の活動方針の検討 

・地区事業委員会の日程調整 

② 第 1回事業委員会 

 平成 24年 6月 14日（木）新宿区「測技協会議室」にて開催、検討事項は次のとおり 

・平成 24年度の活動方針の説明 

・国土地理院より新たな地理空間情報推進基本計画の説明 

・国土交通省関東地方整備局出前講座入札・契約手続き制度について 

   ③第 2回幹事会 

    平成 24年 6月 14日（木）事業委員会の準備等 

   ④第 3回幹事会 

平成 24年 10月 2日（木）新宿区「測技協会議室」にて開催、公共測量積算ハンドブ 



 

ックの改訂内容の確認 

⑤第 4回幹事会 

平成 25 年 2 月 15 日（金）新宿区「測技協会議室」にて開催、地区事業委員会総括、

公共測量積算ハンドブックの完成版の確認 

⑥地区事業委員会 

 今年度の地区事業委員会は、公益財団法人への移行報告と会員との交流を深めるため

の意見交換を、全国 6地区において、下記の日程で開催した。また、委員会終了後に

国土地理院による新たな地理空間情報推進基本計画の説明とＭＭＳ応用Ｗメンバー

によるＭＭＳ想定事例集の解説を行った。 

 

NO 地区 開催日 参加者 参加会社数

(地区) 

主な内容 

1 北海道 7月 12日 31名 12社（7社） 講演 2件、意見交換 

2 近畿 8月 2日 24名 10社（5社） 〃 

3 東海 9月 6日 30名 16社（11社） 〃 

4 北陸・信越 10月 25日 29名 13社（9社） 〃 

5 中国・四国 11月 8日 25名  8社（3社） 〃 

6 九州 12月 6日 27名 10社（5社） 〃 

 合計  166名 69社（40社）  

     

地区事業委員会で会員から出された主な意見は、以下のとおりである。すぐに対応で 

きるものは検討に着手し、貴重なご意見は運営の参考とした。 

  ・公益財団法人として、数より質を目指して、核になっている会社を中心に、会員 

や社会のための様々なサービスを作っていくことが必要である。 

・色々な情報媒体を使って、測技協の活動内容をどんどん流して欲しい。 

・インターネット等を利用した研修会を実施して、地方企業も気軽に参加できる環 

境の整備が必要である。 

・この業界を希望している学生が少ない。入ってきたとしても大手に流れてしまう。 

新しい人が入ってくる環境づくりをお願いしたい。 

（参考：国土交通省市場整備課「建設関連業の社会的認知度向上のための取り組み」） 

・災害対応訓練では、登録会社の支社・支店の訓練参加等の必要性が話題になった。 

・測量関連の資格が多く、維持費用がかなりかかる。業者側の立場で、総合評価方式 

で優位になる方策を検討して欲しい。 

・ＭＭＳについては、利活用分野（道路台帳の補助手段だけではなく）の拡大、機器 

スペックと利活用分野の関係、他測量技術との併用等の推進が必要である。 

・ＭＭＳでは、提案合戦、オーバースペック、精度とコストのバランス等が課題であ 

る。標準歩掛を早急に作成して欲しい。（ＭＭＳ_ＷＧで検討中）     



 

５）技術委員会 

 以下に記載のとおり、技術委員会 4回、幹事会 4回を開催した。 

 ①第 1回技術委員会 

平成 24年 5月 31日（木）新宿区「測技協会議室」にて開催、検討事項は次のとおり 

  ・平成 24年度の活動方針 

  ・各部会の活動計画 

  ・国土地理院による「地理空間情報活用推進基本計画」の説明会 

 ②第 1回技術委員会幹事会 

平成 24年 7月 11日（水）新宿区「測技協会議室」にて開催、検討事項は次のとおり 

  ・技術発表会の審査基準の見直し 

  ・ＷＧ活動について 

 ③第 2回技術委員会 

平成 24年 9月 6日（木）新宿区「測技協会議室」にて開催、検討事項は次のとおり 

  ・各部会の活動報告 

  ・事務局報告 

 ④第 2回技術委員会幹事会 

平成 24年 10月 10日（水）新宿区「測技協会議室」にて開催、検討事項は次のとおり 

  ・Ｇ空間ＥＸＰＯ2013の開催概要と意向調査 

  ・第 35回測量調査技術発表会の開催内容 

 ⑤第 3回技術委員会 

平成 24年 11月 8日（木）新宿区「測技協会議室」にて開催、検討事項は次のとおり 

  ・各部会の活動報告 

    ・事務局報告、Ｇ空間ＥＸＰＯ2013の開催概要と第 35回測量調査技術発表会の開催 

内容の協議 

 ⑥第 3回技術委員会幹事会 

平成 24年 12月 5日（水）新宿区「測技協会議室」にて開催、検討事項は次のとおり 

  ・第 35回測量調査技術発表会の講演内容の検討 

  ・国土地理院との意見交換会について 

 ⑦第 4回技術委員会 

平成 25年 2月 7日（木）新宿区「測技協会議室」にて開催、検討事項は次のとおり 

  ・各部会の活動報告 

    ・事務局報告 

・国土地理院との意見交換会「東日本大震災の経験をもとに、災害時の官民の協力の 

ありかたについて」 

 ⑧第 4回技術委員会幹事会 

平成 25年 2月 27日（水）新宿区「測技協会議室」にて開催、検討事項は次のとおり 

  ・次期体制について 

  ・事務局報告 



 

６）編集委員会 

①第 1回編集委員会 

平成 24年 4月 24日（火）新宿区「測技協会議室」にて開催、検討事項は次のとおり 

    ・先端測量技術 104号の特集「公益財団法人としての新たな出発」等の編集内容 

 

（３）技術研究活動 

 

１）技術委員会部会・ＷＧ活動（自主研究活動） 

自主研究活動としての技術委員会部会・ＷＧ活動は、下表のように開催され、それぞ

れの活動テーマを具体化した。 

 

部会・ＷＧ 開催日 

空中計測・マッピング部会 4/10、6/12、10/9、12/11、2/12 

位置情報・応用計測部会 5/16、6/21、9/19、11/21、1/24 

ＧＩＳ部会 6/18、9/21 

国土管理・コンサル部会 9/26 

技術普及部会 4/18、6/8、6/21－6/23 

 

 

 

ＷＧ 

レーザＷＧ (4/26)、5/18、5/30、（6/28）、7/6、（7/30）8/6 

9/5、10/12、11/12、（12/13）（12/26）3/1 

ＭＭＳ応用ＷＧ 

ＭＭＳ_ＷＧ 

7/12、8/2、9/6、10/25、11/8、12/6で講演 

1/30、3/26 

デジタルカメラＷＧ 必要に応じて対応 

ＧＮＳＳ/ＷＧ 6/21、7/27、9/6、10/18・19（実証実験）、1/24 

ハザードマップ製品仕様ＷＧ 10/5 

災害協定対応ＷＧ 5/23、11/14 

                                 （ ）：本省協議 

① 空中計測・マッピング部会 

・平成 24年度公共測量に関する課題の調査検討業務への意見提案 

（レーザＷＧ） 

・東日本大震災におけるレーザＷＧの調査活動記録作成（平成 24年 6月） 

・国土交通省水管理・国土保全局に「先端測量技術の活用に向けて」提案 

・災害対策における航空レーザデータ利活用事例集（書籍）の作成 

・ホームページの航空レーザ計測アーカイブズを電子国土 Webシステム Ver.4で改訂 

（ＭＭＳ_ＷＧ） 

・ＭＭＳ応用ＷＧ 想定事例集作成（平成 24年 5月） 

 ・想定事例集の説明会開催（全国 6地区） 

  ・「移動計測車両による測量システムを用いる数値地形図データ作成マニュアル(案)」 



 

   の課題検討 

   ・ＭＭＳ標準歩掛の検討 

② 位置情報・応用計測部会 

・３Ｄ結合網平均計算の実用化に向けた論文執筆（先端測量技術 104号に掲載） 

・国土地理院の「測量業務の効率化に関する検討委員会」への意見提出 

・国土地理院との意見交換会開催 

・宇宙航空研究開発機構（JAXA）との意見交換会開催 

（ＧＮＳＳ－ＷＧ） 

・ＧＮＳＳマルチパス実証実験（日大船橋キャンパス） 

③ ＧＩＳ部会 

・ＧＩＳ関連用語集のとりまとめ 検討中 

・会員からの製品・技術紹介 

④ 国土管理・コンサル部会 

・防災に役立つ地理空間情報の活用事例の検討 

（洪水ＨＭ製品仕様ＷＧ） 

・洪水ＨＭ製品仕様書（案）の検討 

⑤ 災害協定検討ＷＧ 

・東北地整、近畿地整、国総研との災害協定に関する検討 

 

２）外部委員会への委員派遣 

①国土地理院 測量行政懇談会（1名）及び基本政策部会（1名） 

②国土地理院 電子国土基本図のあり方検討委員会（1名） 

③ 国土地理院 平成 24年度公共測量に関する課題の調査検討業務（1名） 

④ 国土地理院 測量業務の効率化に関する検討委員会（１名） 

⑤ 国土地理院 平成 24年測量士・測量士補に係る試験考査委員（1名） 

⑥ 総プロ（総合技術開発プロジェクト）マルチＧＮＳＳによる高精度測位技術の開発に 

関する委員会（１名） 

⑦日本測量機器工業会 測量機器ＪＩＳ原案調査作成委員会（1名） 

⑧日本測量機器工業会 ISO/TC172/SC6国内分科会（1名）／ＷＧ委員（2名） 

 

３）国土地理院等との技術情報交換会及び会議参加 

会員が関心を持っているテーマについて、国土地理院他の専門家を招聘して勉強会・意

見交換会を実施した。また、関係会議等へ参加した。 

① 航空レーザに関する意見交換会 

・主催：空中計測・マッピング部会レーザＷＧ/国土交通省水管理・国土保全局 

    河川計画課河川情報企画室 

・日時：4月 26日（木）10：00～11：30 

・参加者：レーザＷＧ各社、河川情報企画室、国土地理院 



 

・参加者数：２０名 

 

② 国土地理院との意見交換会「総合基準点整備構想について」 

・主催：技術委員会 位置情報・応用計測部会 

・日時：5月 16日（水）15：00～16：00 

・参加者：国土地理院 測地部 村上真幸部長 測地基準課 和田弘人課長 

 測技協（位置情報・応用計測部会メンバー他） 

・参加者数：２１名   

 

③ 国土地理院との意見交換会「基準点成果等閲覧サービスについて」 

・主催：技術委員会 位置情報・応用計測部会 

・日時：5月 16日（水）16：00～17：00 

・参加者：国土地理院 地理空間情報部情報サービス課 下地恒明課長補佐 

      小野垣亨子測量成果係長          

     測技協事業委員会、技術委員会メンバー他 

・参加者数：２１名 

 

④ 国土地理院との意見交換会「地理空間情報活用推進基本計画について」 

・主催：技術委員会  

・日時：5月 31日（木）15：00～16：00 

・参加者： 国土地理院 企画部地理空間情報企画室 安藤暁史室長 

      測技協（技術委員会メンバー他） 

・参加者数：１６名 

 

⑤ 国土地理院との意見交換会「地理空間情報活用推進基本計画について」 

・主催：事業委員会  

・日時：6月 14日（木）16：00～17：00 

・参加者： 国土地理院 企画部地理空間情報企画室 安藤暁史室長 

      測技協（事業委員会メンバー他） 

・参加者数：１６名 

 

⑥ 第２回地球規模の地理空間情報管理に関する専門家委員会（UNCE-GGIM） 

標記会議へのオブザーバー参加の案内が国土地理院企画部国際課からあり、会員に周

知したところ、２社が会議に参加した。 

・期間：平成 24年 8月 13日～15日 

・場所：ニューヨーク 

・会議の出席者：約１００ヶ国の国家測量地図作成機関の代表者約４００名 

 



 

⑦ 宇宙航空研究開発機構（JAXA）との意見交換会 

 「準天頂衛星に関する実証実験結果について」 

・主催：技術委員会 位置情報・応用計測部会 

・日時：9月 19日（水）15：30～16：30 

・参加者：宇宙航空研究開発機構宇宙利用ミッション本部衛星利用推進センター 

     山下二郎主任開発員、吉川和宏氏 

      測技協 位置情報・応用計測部会委員他 

   ・参加者数：１４名 

 

⑧ 航空レーザに関する意見交換会 

・主催：空中計測・マッピング部会レーザＷＧ/国土交通省水管理・国土保全局 

    河川計画課河川情報企画室 

・日時：12月 13日（木）13：20～14：00 

・参加者：レーザＷＧ各社、河川情報企画室、河川環境課河川保全企画室、国土技術政 

策総合研究所環境研究部河川環境研究室、河川研究部河川研究室 

・参加者数：１５名 

 

⑨ 内閣官房安全保障・危機管理担当との意見交換 

・主催：高解像度航空写真の取扱いに関する研究会 

・日時：12月 20日（木）15：30～17：00 

・参加者： 内閣官房安全保障・危機管理担当、研究会参加企業 

 

⑩ 国土地理院との意見交換会「測量業務の効率化に関する意見交換会」 

・主催：位置情報・応用計測部会  

・日時：1月 24日（木）15：15～16：30 

・参加者： 国土地理院 測地部計画課飯村友三郎課長、後藤清専門調査官 

      測技協（位置情報・応用計測部会委員メンバー他） 

・参加者数：１５名 

 

⑪ 国土地理院との意見交換会「東日本大震災の経験をもとに、災害時の官民の協力の

ありかたについて」 

・主催：技術委員会  

・日時：2月 7日（木）16：00～17：30 

・参加者：国土地理院 基本図情報部 木下章部長 下山泰志管理課長 

齋藤勘一課長補佐、畠山画像調査課長 

     測技協 技術委員会委員 

・参加者数：２２名   

 



 

４）受託研究活動 

本年度の受託業務は下記の国土地理院の受託 2 件であった。ＧＩＳセンターが主管し、

関係技術部会の協力により対応した。 

 

 件 名 発注先 契約方式 

受託金額（千円） 

1 地理情報標準の整備に関する動向調査

検討業務 

国土地理院 企画部 

技術管理課     

 

簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

（測量） 

19,425 

2 防災に役立つ地理空間情報の活用事例 

集作成 

国土地理院応用地理部 

防災地理課 

役務一般競争 

4,200 

  合計 23,625 

  

５）ＧＩＳセンター幹事会 

   ①第 1回幹事会（4月 25日） 

   ・地理情報標準研修の再構築についての検討 

   ・国土交通大学校研修の講師依頼について 

   ・Ｈ23年度受託業務結果報告 

   ・Ｇ空間ＥＸＰＯ2012展示会について 

   ②第 2回幹事会（7月 19日） 

   ・Ｈ24年度受託業務の概要 

   ・ＪＩＳ分科会委員の選出について 

   ・地理情報標準資格制度と研修会についての検討 

   ・Ｇ空間ＥＸＰＯ2012開催報告 

   ③第 3回幹事会（9月 5日） 

・Ｈ24年度受託業務について 

・地理情報標準資格制度と研修会（8/23の運営委員会に説明） 

・ＪＩＳ規格の進捗の報告 

④第 4回幹事会（11月 19日） 

・地理情報標準資格制度の詳細についての検討（11/29運営委員会へ報告） 

⑤5回幹事会（2月 19日） 

・地理情報標準資格制度の詳細についての検討 

・制度全体のスケジュールについて 

・講習会カリキュラム・テキストの準備について 

⑥第 5回幹事会（3月 29日） 

・H24年度受託業務の進捗について 

・H25年度国交大研修（公共測量研修）講師派遣について 



 

・地理情報標準認定資格制度について 

 

（４）技術普及活動 

 

１）第 34回 測量調査技術発表会 

   会員の技術力向上と測量調査技術の普及を目的に、日頃の技術研究経成果及び業務での

技術的工夫等の実績を披露する場として、毎年実施し、今年度は 10編の発表があった。

今回はＧ空間ＥＸＰＯ2012 に合わせて 6 月 22 日（金）パシフィコ横浜アネックスホー

ルＦ206 で開催し、参加者は 317 名であった。特別講演「水管理・国土保全局における

測量調査技術の活用」が、国土交通省の関克己水管理・国土保全局長によって行われた。

また、レーザＷＧとＭＭＳ応用ＷＧの活動報告があった。 

 

発表タイトル 

 
     発表者 （氏 名） 

航空レーザスキャナと航空写真測量デジタルカメラに

よる同時撮影の利活用について 
国際航業株式会社 太田 有紀 

森林資源情報取得のための写真測量システムの開発に

ついて 
株式会社パスコ 浦本 洋市 

ダム貯水池上流部における極浅域の面的３次元データ

の取得～大規模出水に備えたダム維持管理に向けて～ 
中日本航空株式会社 髙橋 弘 

レベル 2500道路ネットワークの位置補正方法の研究 アジア航測株式会社 松井 晋 

航空レーザデータを用いた MMS データの高精度化 

～GNSS 受信状況が劣悪な山間地の MMS 計測における精

度確保～ 

中日本航空株式会社 中村 勇貴 

ＭＭＳを利用するための様々なアプリケーションと 

利用事例紹介 

アイサンテクノロジ

ー株式会社 
根本 茂 

ナローマルチビーム測深機を用いた港湾構造物被災状

況調査 
朝日航洋株式会社 中内 隆幸 

東日本大震災による産業分野等の被害状況の整理 国際航業株式会社 小早川雅行 

超音波ドップラー多層流向流速計（ADCP）による河床地

形計測 
朝日航洋株式会社 白井 正孝 

新探査技術による河川堤防管理手法の高度化 株式会社パスコ 吉岡 裕嗣 

特別講演 
  



 

水管理・国土保全局における測量調査技術の活用 
国土交通省 

水管理・国土保全局長 
関 克己 

ＷＧ報告     

東日本大震災におけるレーザ WGの調査活動および今後

の展望 

測技協 

空中計測・マッピング

部会レーザＷＧ 

横尾 泰広 

ＭＭＳ活用分野の検討ワーキングの報告 

測技協  

空中計測・マッピング

部会ＭＭＳ応用ＷＧ 

住田 英二 

優秀発表 表彰     

総評 閉会挨拶 
公益財団法人日本測

量調査技術協会 

会長  

岡部 篤行 

 

２）優秀発表表彰 

 10編の技術発表の中から、以下の 3編が優秀発表者として表彰された。 

（発表順） 

・タイトル ダム貯水池上流部における極浅域の面的３次元データの取得～大規模出水

に備えたダム維持管理に向けて～ 

発表者 中日本航空株式会社   髙橋 弘 

 

・タイトル 航空レーザデータを用いた MMS データの高精度化 

～GNSS 受信状況が劣悪な山間地の MMS 計測における精度確保～ 

発表者 中日本航空株式会社  中村 勇貴 

 

・タイトル 東日本大震災による産業分野等の被害状況の整理 

発表者 国際航業株式会社 小早川雅行 

 

３）Ｇ空間ＥＸＰＯ2012等の開催・出展 

①Ｇ空間ＥＸＰＯ2012の開催に実行委員会として参加する 

   ・名称：Ｇ空間ＥＸＰＯ2012 暮らしをささえ、国土をまもり、未来を創る 

   ・会期：平成 24年 6 月 21日（木）、22日（金）、23日（土） 

   ・会場：パシフィコ横浜 展示ホールＤ、アネックスホール 

   ・ゾーン区分：「新マーケット」の開拓、「新技術、新サービス」の創造 

          「宇宙技術」の利用、「安全安心」への貢献 

   ・出展者：147 者/378小間 

   ・来場者：18,143 人 

   ・講演・シンポジウム・セミナー参加者：21 テーマ、延べ 3,695 人 

   ・測技協としての参加 

 第 34回測量調査技術発表会（上記のとおり） 

 展示ブース 2小間 （パネル展示：測技協の紹介、測技協の活動内容 

  レーザ WGの活動報告、MMS応用 WGの活動報告、地理情報標準について、 



 

先端測量技術、図書の販売） 

   ②「測量の日」関連行事に実行委員会として参加する。記念グッズの地図記号てぬぐい 

     を配布した。 

③地図展の開催に地図展推進協議会として参加する。 

   ④その他開催協賛は以下のとおり 

・ＧＩＴＡ‐ＪＡＰＡＮ第 23回コンファレンス 

   ・完全復元伊能図全国巡回フロア展 

   

４）電子国土賞の推薦団体として活動 

電子国土基本図等の国土地理院のデータを活用し、地理空間情報の高度活用社会の形成 

に貢献する GISソフトウェアと GISコンテンツの中から、優れたものを『電子国土賞』 

として 表彰するとともに広く紹介する制度が国土地理院ではじまった。当協会はその 

賞の推薦団体として登録され、今年度は下記の 2件を推薦した。 

・東京カートグラフィック㈱   「地図太郎シリーズ」 

・日本スーパーマップ㈱     「スーパーマップ用ＪＰＧＩＳ変換ツール等」 

電子国土賞選考委員会の選定結果は、平成２４年６月２１日（木）から２３日（土）ま

で開催されたＧ空間ＥＸＰＯ2012 において発表され、「地図太郎シリーズ」がＰＣ部門

で受賞した。 

 

５）先端測量技術 104号発行 

   特集 公益財団法人としての新たな出発 

   ・巻頭インタビュー「地理空間情報の利用者創造に邁進しよう」国土地理院長岡本博 

   ・新たな出発に向けて 公益財団法人日本測量調査技術協会会長 岡部篤行 

   ・公益財団法人に期待する 国土交通省 技監 佐藤直良 

               社団法人日本測量協会 会長 村井 俊治 

               一般社団法人全国測量設計業協会連合会 会長 本島庸介 

   ・第 34回測量調査技術発表会、展示会で、アンケート記入者に配布した。 

 

６）地理情報標準認定資格制度の創設  

   地理情報標準認定資格制度の創設及び講習・試験の内容等について、運営委員会の承

認を得てＧＩＳセンター幹事会で詳細の検討を進めた。理事会の審議・承認を踏まえ

て、平成 25 年度に正式なスタートを目指す。 

 

  ７）国土交通大学に講師を派遣 

   専門課程の「高等測量」・「公共測量」・「地理情報標準」・「基盤地図情報活用」研修への 

講師の調整を行った。研修受講者は、国・地方自治体の職員等となっている。 

  ８）公共測量積算ハンドブックの改訂（平成 24年度版） 

   標準歩掛り研究会編集委員会・主題図分科会を中心に、コンサル積算に連動した工種の



 

計上方法の変更、ＣＤ-ＲＯＭのシステム改良作業を行い、平成 24年度版として刊行し

た。 

①共通項目の改良 

    ・機械経費率、材料費率、通信運搬費率の変更 

    ・旅費交通費計上方法の変更 

    ・技術者単価自動設定方法の変更 

    ・内訳書の改良 

   ②個別項目の改良 

    ・航空レーザ測量（変化率の変更） 

    ・用地測量（工程区分の変更） 

    ・その他応用測量（新基準による標準歩掛りと積算方式〈α、β方式〉に対応） 

 

９）株式会社ゼンリン社員研修会への講師派遣 

コミュニケーション本部主催による社内研修「地図講座」へ講師を派遣した。受講者

数は２９名。 

 

（５）地理情報の標準化活動 

 

  ＩＳＯ／ＴＣ２１１（地理情報の標準化に関する専門委員会）国内審議団体としての活動

及び国際標準（ＩＳ）になった項目を日本工業規格（ＪＩＳ）にするためのＪＩＳ原案作成

委員会活動を行った。 

１）ＩＳＯ／ＴＣ２１１国内委員会、幹事会組織（敬称略・平成 24年 3月末現在） 

①国内委員会 

委員長 岡部 篤行  青山学院大学 総合文化政策学部 教授 

委 員 有川 正俊  東京大学 空間情報科学研究センター 教授 

委 員 今井 浩   東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 

委 員 植原 啓介  慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 

委 員 碓井 照子  奈良大学 文学部 地理学科 教授 

委 員 東明 佐久良 大妻女子大学 社会情報学部長 教授 

委 員 柴崎 亮介  東京大学 空間情報科学研究センター 教授 

委 員 瀬崎 薫   東京大学 空間情報科学研究センター 教授 

委 員 鈴木 晴光  経済産業省 産業技術環境局 情報電子標準化推進室長 

委 員 岡田 武   経済産業省 商務情報政策局 情報プロジェクト室長 

委 員 小森 達雄  海上保安庁 海洋情報部  技術・国際課 課長補佐 

委 員 金子 純一  国土交通省国土地理院企画部地理空間情報国際標準分析官 

委 員 兼谷 明男  一般財団法人日本情報経済社会推進協会 常務理事 

委 員 土居原 健  一般財団法人日本デジタル道路地図協会ﾌｪﾛｰ研究開発部長 

委 員 太田 守重  公益財団法人日本測量調査技術協会 技術顧問 



 

幹事長 明野 和彦  国土交通省 国土地理院 地理空間情報部 企画調査課長 

 

   ② 幹事会 

幹事長 明野 和彦  国土交通省 国土地理院 地理空間情報部 企画調査課長 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ五十嵐 保  一般財団法人リモート・センシング技術センター  

研究開発部 主任研究員 

    ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ岩男 弘毅  独立行政法人産業技術総合研究所地質調査情報センター 地

質・衛星情報整備企画室 主幹  

     幹 事 飯田 洋   国土交通省 国土地理院 地理空間情報部 情報企画課長  

     幹 事 田崎 昭男  国土交通省 国土地理院 企画部 技術管理課長 

     幹 事 河瀬 和重  国土交通省 国土地理院 企画部 国際課長 

          幹 事  プルース・リース一般財団法人日本情報経済社会推進協会 電子情報利活 

用推進部 研究員 

          幹 事  大伴 真吾   朝日航洋株式会社  システム開発研究センター センター長 

          幹 事  山田 秀之   アジア航測株式会社 空間情報事業部 ＤＳ事業部 主任技師 

          幹 事  政木 英一   国際航業株式会社 技術開発部 地理空間情報担当部長 

          幹 事  平田 更一   株式会社パスコ 研究開発センター 上級主任研究員 

 

２）ＩＳＯ／ＴＣ２１１国内審議団体活動 

①第 34回ＩＳＯ／ＴＣ２１１総会  

・日程：6月 4日～6月 8日 

   6月 4日～6月 6日：編集委員会、プロジェクトチーム会合 

   6月 7日～6月 8日：総会 

・開催地：フランス トゥールーズ市 

・参加者：河瀬和重（国土地理院）碓井照子（奈良大学）岩男博士（産総研）プルース・

リース（ＪＩＰＤＥＣ） 

・主な決議内容 

ａ）新規作業項目（NP）として次の項目が承認された。 

 19136-2 地理マーク付け言語（GML） - 第 2部：拡張されたスキーマ及び符

号化規則 

 19115-3 メタデータ - 第 3部：メタデータ基本の XMLスキーマ実装 

 19160-1 アドレッシング - 第 1部：概念モデル 

ｂ）技術仕様（TS）として次の項目を ISO 中央事務局へ提出することが承認された。 

 ISO/TS 19150-1 オントロジ - 第 1部：枠組み 

 ISO/TS 19139-2 メタデータ - XMLスキーマ実装 - 第 2部：画像及びグリッ

ドデータのための拡張 

 ISO/TS 19130-2 画像センサモデル - 第 2部：SAR/InSAR, Lidar及び Sonar 



 

ｃ）ISO 6709:2008 （座標による地理的位置の標準的表記法）の定期見直しで「確認」 

が承認された。 

ｄ）ISO/TS 19104:2008（用語）の定期見直しで「改正」が承認された。 

ｅ）ISO/TS 19139:2007（メタデータ - XMLスキーマ実装）の改正のための NWIPが承 

認された。 

ｆ）オントロジ メインテナンス グループ（Ontology maintenance group）が設置さ 

れた。 

ｇ）GIS-BIM（Building Information Modeling）特別グループ（Ad hoc group on GIS-BIM） 

が設置された。ISO/TC 211，ISO/TC 59/SC 13(ビルディングコンストラクション

/建築生産に関する情報の統合化），建築作業に関する情報組織，OGC，その他の

関連グループの個々の規格の相互運用性を調査する。 

ｈ）19100シリーズの文化的及び言語的適応性について PMGが可能な解決策と提言を 

検討し，第 35回総会で報告する。 

ｉ） 河瀬和重氏（国土地理院企画部国際課長）が ISO/TC 211から ISCGM（International  

Steering Committee for Global Mapping）へのリエゾンとして承認された。 

ｊ）PMGは，19136-2，19150-2，19103，19160-1のプロジェクトリーダー達と協力し， 

19100シリーズにおける要求クラス及び要求事項のテンプレート案を作成する。 

・GIS-BIM AdHoc Groupについて 

BIM(Building Information Modeling)は、ビル等の建築における設計、施工管理、 

竣工後の運用管理といったビル全体のライフサイクル管理を目的としたモデリング 

手法である。その中で使われるデータ交換フォーマットは、既に国際規格になってい 

る（ISO/PAS16739 IFC(Industry Foundation Classes)）。この BIMを GISとシ 

ームレスに連携させることが可能かどうか検討することを目的として、TC59と TC2 

11との間にリエゾン関係が構築された。 

6月５日には、リエゾン双方のメンバーによる会合が開催された。会合では、相互 

でデータ交換を行うことで、利便性があがるであろうことが認識され、今後、具体的 

な検討を進めることとされた。 

 

②第 35回ＩＳＯ／ＴＣ２１１総会 

・日程：12月 8日～12月 12日（5日間） 

・開催地：サウジアラビア ジェッダ市 

・飯田洋（国土地理院）碓井 照子（奈良大学）、プルース・リース（ＪＩＰＤＥＣ） 

・主な決議内容 

ａ）新規作業項目（NP）として次の項目が登録された。 

 19161 測地参照 

 19162 座標参照系の WKT表記 

 19163 画像及びグリッドデータのための構成要素及び符号化規則 



 

ｂ）ISO 19147（乗り換えノード）の DIS原稿を ISO中央事務局へ提出することが 

承認された。 

ｃ）河瀬和重氏（国土地理院企画部国際課長）が ISO/TC 211から UN-GGIM-AP（United  

Nations initiative on Global Geospatial Information Management for Asia and  

the Pacific）へのリエゾンとして承認された。 

ｄ）ISO/TC 211は，UPU，CENと協力し，郵便住所要素に関する既存の規格（UPU S42， 

EN 14142-1）を ISO 19160-4（International postal address components and  

templates）として改正する。 

ｅ）ISO/TC 211は GIS-BIMの調査について，ISO/TC 59/SC 13（建築生産における 

情報の統合化）と協力する。ただし，すぐに規格化を目指すものではない。 

ｆ）定期見直し（投票期限：2013-03-18）を迎える規格について次の提言が承認され 

た。 

 ISO 19106:2004 プロファイル 

提言なし 

 ISO 19113:2002 品質原理 

廃止。ISO 19157 によって改正される予定とのコメントを伴う。 

 ISO 19116:2004 測位サービス 

提言なし 

 ISO 19125-1:2004 単純地物アクセス - 第 1部：共通アーキテクチャ，及び，

ISO 19125-2:2004 単純地物アクセス - 第 2部：SQLオプション 

確認。OGCから改正の NWIPが提出される予定。 

ｇ）ISO/TC 211は次の SC，WGとリエゾンとなることが承認された 

 ISO/TC 190/SC 1（地盤環境 - 基準の評価，用語及び成文化） 

 ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 1（音声，映像，マルチメディア，ハイパーメディ

ア情報の符号化/静止画像の符号化ワーキンググループ） 

・ISO 19155-2について 

日本が提案中の ISO 19155-2（PIアーキテクチャ - 第 2部：PIリンキング）につい 

て，実用的な規格とするための前向きな議論が WG10や PMGでなされた。新規作業項 

目提案のドラフトを示したが、ユースケースの充実が必要との意見があり、いくつか 

の団体から具体的なユースケースの提案があった。また、Webテクノロジー重視の表 

れか、論文の識別番号として利用されている DOI(Digital Object Identifier)とのリ 

ンキングの可能性について質問があった。 

・GIS-BIM AdHoc Groupについて 

第 34回総会に際して行われたリエゾンメンバー会合を踏まえ、12月 8日に行われた 

会合では、①GISと BIMの間の相互運用に関するレポートやロードマップの作成、②G 

ISと BIMの公的関係の確立、③関連する勧告実行に向けた新たな GIS-BIMアドホック 

グループの設置、④別の合同ワークショップの準備、についての提案が審議された。 

・アドレッシングに関する会合について 



 

    12月 9日に ISO19160-4に関する会合が開催され、UPUS42を ISO19160-4として取り 

入れることが議論された。S42は PartAと同 Bからなるが Aのみ取り入れる方向であ 

る。日本はこの点を明確にするよう主張した。また、日本のアドレスのサンプルと 

ISO19160-1に適合したモデルが紹介された。日本としては、日本提案の PIにおいて 

どのようにアドレスが符号化されるかに関心があるが、それは未だ検討が始まらない 

ISO19160-5に含まれる。 

 

３）国内委員会開催 

①第 62回国内委員会 

 ・開催日：5月 30日（水） 

 ・参加人数：20名（委員 12名、幹事 4名） 

 ②第 63回国内委員会 

 ・開催日：9月 7日(金） 

 ・参加人数：19名（委員 10名、幹事 4名） 

 ③第 64回国内委員会 

 ・開催日：12月 5日(水） 

 ・参加人数：17名（委員 11名、幹事 3名） 

 ④第 65回国内委員会 

 ・開催日：3月 22日(金） 

・参加人数：16名（委員 10名、幹事 6名） 

 

４）国内委員会幹事会開催 

①第 94回幹事会 

・開催日：5月 22日（火） 

・参加人数：8名 

②第 95回幹事会 

・開催日：8月 29日（水） 

・参加人数：12名 

③第 96回幹事会 

・開催日：11月 30日（金） 

・参加人数：11名 

④第 97回幹事会 

・開催日：3月 14日（木） 

・参加人数：12名  

 

  ５）地理情報ＪＩＳ原案作成委員会名簿（敬称略・平成 25年 3月末現在） 

委員長 岡部 篤行  青山学院大学 総合文化政策学部 教授 

    委 員 今井 浩   東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 



 

    委 員 碓井 照子  奈良大学 文学部 地理学科 教授 

    委 員 東明 佐久良 大妻女子大学 社会情報学部長 教授 

    委 員 柴崎 亮介  東京大学 空間情報科学研究センター 教授 

    委 員 鈴木 晴光  経済産業省 産業技術環境局 情報電子標準化推進室長 

    委 員 岡田 武   経済産業省 商務情報政策局 情報プロジェクト室長 

    委 員 小森 達雄  海上保安庁 海洋情報部 技術・国際課 課長補佐 

    委 員 金子 純一  国土交通省国土地理院 企画部 地理空間情報国際標準分析官 

    委 員 明野 和彦  国土交通省 国土地理院 地理空間情報部 企画調査課長 

    委 員 兼谷 明男  一般財団法人日本情報経済社会推進協会 常務理事 

    委 員 土居原 健  一般財団法人日本デジタル道路地図協会ﾌｪﾛｰ研究開発部長 

    委 員 飯野 正臣  一般財団法人道路管理センター システム開発部 調査役 

    委 員 太田 守重  国際航業株式会社 フェロー  

    委 員 大伴 真吾  朝日航洋株式会社 システム開発研究センター長 

委 員 品澤 隆   東日本総合計画株式会社 事業革新本部 技術統括 

委 員 清水 啓治   株式会社かんこう 技術本部技師長（準役員） 

委 員 村尾 吉章  日本アイ・ビー・エム株式会社 ＧＢＳ事業ＧＩＳサービス 

シニアコンサルティングＩＴスペシャリンスト 

    委 員 椎橋 信幸   公益財団法人日本測量調査技術協会 専務理事 

 

６） 委員会 

①第 14回地理情報ＪＩＳ原案作成委員会 

平成 24 年 6 月 29 日に、アルアカディア市ヶ谷で開催し、以下の３規格の原案を了承

する。 

・JIS X 7111 座標による空間参照（改正）：位置を記録するための座標系の定義（東

日本大震災による地殻変動への対応も含む。） 

・JIS X 7115メタデータ（追補）：東日本大震災による地殻変動への対応 

・JIS X 7131データ製品仕様：製品仕様書の内容、記述方法等を定義 

また、以下の３規格を JIS化することとし、分科会を設置することとなる 

・JIS X 7115-1 メタデータ（改正）：地理データの諸元を記録するメタデータの定義 

・JIS X 7118符号化：地理情報を XML文書化するための規則 

・JIS X 7157データ品質：地理データの品質を定義し、記述するための規則   

②分科会 

・JIS X 7115-1 メタデータ（改正） 

・JIS X 7118符号化 

平成 24年 11月 7日及び平成 25年 2月 9日に測技協で分科会を開催する 

・JIS X 7157データ品質 

平成 24年 11月 5日に測技協で分科会を開催する 

 



 

７） 地理情報ＪＩＳ（日本工業規格）制定の動き 

・JIS X 7136地理情報ー地理マーク付け言語（ＧＭＬ）（1/25告示）  

・JIS X 7123地理情報ー被覆の幾何及び関数のためのスキーマ（5/25告示）  

    ・JIS X 7111 座標による空間参照制定申出（8/10）審議終了 

    ・JIS X 7115メタデータ追補申出（8/10）審議終了 

    ・JIS X 7131製品仕様書申出（8/10）審議中 

 

（６）成果検定事業 

 

 3年目を迎えた平成 24年度の測量成果検定業務は、総額 2,732万円となり、事業基盤の

安定化に寄与した。今年度も引き続き①全ての案件は迅速に処理する②指摘事項はきめ細

かく丁寧に分かりやすくする、をモットーに掲げて取組んでいる。 

 

１）実施体制 

 ・技術管理者：事務局長  谷岡誠一 

 ・登録検定者：技 師 長 小須賀洋  

   ・検定補助者：主任研究員 松尾永二 

   ・臨時検定補助者:多数 

 

２）対応種目（測量成果のうち地図作成等） 

①基本測量（会員企業以外を対象） 

・空中写真撮影 

・基盤地図情報（標高・オルソ）作成 

   ・基盤地図情報整備（図化データ及びデータ調整） 

   ・航空レーザ測量 

   ・電子国土基本図（地図情報）作成 

・２万５千分１地形図修正編集 

 

②公共測量（全ての企業を対象） 

・空中写真撮影 

・数値地形図データ作成 

・写真地図作成 

・航空レーザ測量 

・基盤地図情報作成 

 

３）成果検定業務実績 

・平成 22 年度の成果検定契約実績 34件、13,168,611円 

   ・平成 23 年度の成果検定契約実績 59件 24,233,684円  



 

・平成 24 年度の成果検定契約実績 90件  27,318,610円 

  

   （内訳）                             （万円） 

 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 

公共 空中写真撮影 20 216 167 

公共 航空ﾚｰｻﾞ測量 615 84 287 

公共 写真地図 0 33 15 

公共 数値地形図 682 1,212 2,120 

基本測量 0 877 143 

合計 

（計画値） 
1,317 2,423 

2,732 

 （2,700） 

 

  ４）品質向上講習会の準備 

   3 年間の業務で蓄積した指摘事項等の整理を行い、測量成果の品質向上のための講習会

の準備を進めた。 

 

（７）緊急撮影対応等 

 

 １）国土交通省東北地方整備局と協定を締結 

 「災害時における東北地方整備局所管施設の緊急撮影等に関する協定」 

 ・締結日：平成 24年 4月 1日 

 ・協定内容：緊急撮影等（航空撮影、レーザ測量、衛星撮影） 

 ・参加会員：航空撮影（17社）、レーザ測量（７社）、衛星撮影（7社） 

 

２）東北地方整備局新庄河川事務所からの要請 

国土交通省東北地方整備局との「災害時における東北地方整備局所管施設の緊急撮影等

に関する協定」に基づき、新庄河川事務所より、最上川支川銅山川の肘折で発生した地

すべりによる河道堆積土砂をレーザ測量で緊急把握する要請がある。 

・4月 10日（火）17：13 対応可能会社について調査依頼 

         17：50 関係各社に調査メール発出 

         18：24 3社から対応不可の連絡がある 

         19：00 1社から回答がある 

         19：20 1社から電話で回答がある 

・4月 11日（水）10：15 3社が対応可能と報告する 

・4月 12日（木）10：00 依頼会社の決定連絡がある 

３）国土交通省国土技術政策総合研究所と協定を締結 

「大規模崩壊発生時における迅速な人工衛星 SAR 画像提供に関する協定」 

 ・締結日：平成 24年 6月 7日 



 

 ・協定内容：人工衛星 SAR 画像提供 

 ・参加会員：6社 

 

４）国土地理院の広域災害を想定した緊急撮影・画像提供訓練 

   梅雨時期における大規模風水害の発生を想定して、発災後における迅速かつ適切な初

動対応に資するため、国土地理院、測技協、協定加盟会社による、緊急撮影及び画像

提供訓練を実施した。 

  ・6月 15日（金） 09：00～17：00 

   訓練その 1 要望調査から契約締結までを実演で確認  

         被災地区 10地域（14地区）を想定して、要した時間は、3時間 59分（計

画 3時間 30分）で 29分超であった。メールの添付制限や連絡網の確認

等の課題が抽出された。 

   訓練その 2 緊急撮影から納品までを机上訓練 

         撮影コース設計は、目標の平均 1時間で作成できた。メールの添付容量 

         制限で送信不能が発生した。手戻りの生じない方法の検討が課題となる。 

   訓練その 3 画像データ転送の実演 

         ＳＦＴＰによる画像データの伝送訓練を実施した。 

         フィルムのスキャンニング、移送に多大な時間がかかる。時間短縮ため

のデジタル化、情報セキュリティへの抵触等への対応が課題となる。 

 

  ５）東北地方整備局 総合防災訓練への協力要請 

   ・9月 3日に、訓練協力要請文を登録会員に送付して、連絡体制の確認を行った。 

    ・測技協からは、登録会社（総括責任者、副責任者、現地情報連絡員）に連絡試験を実

施した 

 

  ６）国土交通省近畿地方整備局と協定を締結    

 「災害時における近畿地方整備局所管施設等の緊急災害応急対策業務に関する協定」 

 ・締結日：平成 24年 12月 18日 

 ・協定内容：緊急撮影等（航空撮影、レーザ測量、衛星撮影） 

 ・参加会員：航空撮影（14社）、レーザ測量（9社）、衛星撮影（9社） 

 

７）国土地理院から災害時における緊急撮影に関する協定に関連した調査依頼に対応する。 

 ・関係者のグループアドレスの登録及び休日等の緊急連絡のための携帯電話の登録 

 ・大規模災害時の空中写真画像データの伝送のために、データ処理施設に関する諸情報 

の提供依頼に対応する。 

 

 

 



 

（８）対外関係活動及び関連行事 

 

   業務執行理事及び事務局による外部委員会、関連団体連絡会議、報告会、説明会等 

への参加状況は以下のとおりである。＊：業務執行理事の参加委員会 

 

   ・2012.04.05  地理空間情報産学官連携協議会全体会議（第 4回）   

・2012.04.18  測量関係団体連絡会議 

・2012.04.23  測量系 CPD協議会連絡会議（日本測量協会） 

・2012.04.24  地理空間情報産官学連絡協議会/Ｇ空間ＥＸＰＯに関するＷＧ/Ｇ 

        空間ＥＸＰＯ実行委員会（第 15回） 

・2012.05.08  関東地方整備局における建設コンサルタント業務等の入札・契約 

        に関する説明会 

・2012.05.18   電子基準点を利用したリアルタイム測位推進協議会総会(第 11回) 

・2012.05.21  一般社団法人日本測量機器工業会春季懇親会 

・2012.05.23  社団法人日本測量協会第 62回定期総会懇親会 

・2012.05.24  財団法人日本地図センター評議員会 

・2012.05.24  社団法人日本国土調査測量協会第 53回定期総会懇親会 

・2012.05.24  情報電気電子等標準化関連団体懇談会（第２５回） 

・2012.05.31  一般社団法人全国測量設計業協会連合会第 52回通常総会懇親会 

・2012.06.01  第 41回国土地理院報告会及び Live中継 

・2012.06.04  第 1回建設関連業イメージアップ協議会 

・2012.06.08  調査設計等分野における品質確保に関する懇談会（第 1回） 

・2012.06.13   Ｇ空間(地理空間)情報活用推進合同部会/宇宙・海洋開発特別委員会 

合同会議 

・2012.06.21  Ｇ空間ＥＸＰＯ2012（6.21－6.23） 

・2012.06.21  情報電気電子等標準化関連団体懇談会（第２６回） 

・2012.06.22  日本測量協会評議員会 

・2012.06.26  東日本大震災復興測量支援協議会第 9回幹事会 

・2012.06.26   電子国土基本図あり方検討会（第 3回）＊ 

・2012.07.09  測量関係団体連絡会議 

・2012.07.18  平成２４年度国際標準化協議会総会 

・2012.07.25  第 2回建設関連業イメージアップ協議会 オブザーバー 

・2012.07.26  情報電気電子等標準化関連団体懇談会（第２７回） 

・2012.07.31  地図展推進協議会委員および事務局員合同会議 

・2012.08.01  第 12回測量行政懇談会 ＊ 

・2012.08.08  社会基盤情報流通推進協議会（ＡＩＧＩＤ）合同部会  

・2012.08.23  日本国際地図学会評議員会（平成２３年度第３回） 

・2012.09.10  Ｇ空間ＥＸＰＯ展示会等ワーキングチーム第 5回 



 

・2012.09.19  第 2回ＣＩＭ技術検討会合同ＷＧ 傍聴 

・2012.09.25  第 16回Ｇ空間ＥＸＰＯ ＷＧおよび実行委員会 

・2012.09.27  東日本大震災復興測量支援協議会第 10回幹事会 

   ・2012.10.04  地理空間情報フォーラム 2013検討会（第 1回） 

・2012.10.05  第 8回測量行政懇談会基本政策部会 ＊ 

・2012.10.19  一般財団法人日本地図センター評議員会 

・2012.10.31  一般財団法人日本地図センター評議員会委員会 

・2012.11.14  地理空間情報フォーラム 2013検討会（第 2回） 

・2012.11.16  内閣官房安全保障・危機管理担当意見交換 

・2012.11.27-28 ＧＩＴＡ―ＪＡＰＡＮ第 23回コンファレンス 

・2012.11.29  一般財団法人日本地図センター評議員会 

・2012.12.10  Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１３の展示に関する説明会 

・2012.12.13  Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１３の運営協議会〔第 1回〕 

・2012.12.17  第 9回測量行政懇談会基本政策部会 ＊ 

・2012.12.19  測量関係団体連絡会議 

・2012.12.20  Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１３の運営協議会・ＷＴ〔第 1回〕 

・2012.12.20  内閣官房安全保障・危機管理担当意見交換 

・2013.01.07  一般財団法人日本地図センター新年賀詞交歓会 

・2013.01.09  社団法人日本測量協会新年賀詞交歓会 

・2013.01.11  地理空間情報フォーラム 2013検討会（第 3回） 

・2013.01.15  一般社団法人日本測量機器工業会賀詞交歓会 

・2013.01.16  社団法人東京都測量設計業協会賀詞交歓会 

・2013.01.17  Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１３運営協議会・ＷＴ〔第 2回〕 

・2013.01.18  一般社団法人全国測量設計業協会連合会新年賀詞交歓会 

・2013.01.23  Ｇ空間（地理空間）情報活用推進合同部会 傍聴 

・2013.01.24  東日本大震災復興測量支援協議会第 11回幹事会 

・2013.01.24  社団法人日本国土調査測量協会新年祝賀会 

・2013.01.25  電子入札コアシステム利用者会議、コリンズテクリス利用者会議 

・2013.01.28  Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１２収支決算監査 

・2013.01.28  ＩＴ融合フォーラム 公共データＷＧ（第 4回）傍聴 

・2013.01.30  第 4回屋内空間 3次元空間モデル標準化検討委員会 

・2013.01.31  Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１３運営協議会・ＷＴ〔第 3回〕 

・2013.02.06  平成 25年度測量の日実行委員会・幹事会 ＊ 

・2013.02.12  Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１３運営協議会・ＷＴ〔第 4回〕 

・2013.02.16  日本国際地図学会総会・創立 50周年記念講演・式典 

・2013.02.22  社会基盤情報流通推進協議会（ＡＩＧＩＤ）合同部会 

・2013.02.22  地理空間情報フォーラム 2013検討会（第 4回） 

・2013.02.26  平成 25年度測量の日実行委員会幹事会 



 

・2013.02.28  第 17回Ｇ空間ＥＸＰＯ ＷＧおよび実行委員会 

・2013.03.01  Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１３運営協議会・ＷＴ〔第 5回〕 

・2013.03.05   電子国土基本図あり方検討会（第 4回）＊ 

・2013.03.11  第 10回測量行政懇談会基本政策部会 ＊ 

・2013.03.13  Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１３運営協議会・ＷＴ〔第 6回〕 

・2013.03.15  一般財団法人日本地図センター評議員会 

・2013.03.18  地理空間情報フォーラム 2013検討会（第 5回） 

   ・2013.03.25  第 13回測量行政懇談会 ＊ 

・2013.03.25  調査設計等分野における品質確保に関する懇談会（第 2回） 

・2013.03.26  Ｇ空間情報活用推進特別委員会 

   ・2013.03.28  Ｇ空間情報活用推進特別委員会（産学からの提案） 

 

以上 


