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創刊にあたり

想い起こせば、日本初とも言えた 16bit 汎用パソコン MZ6500
（SHARP）上の初代 Wing が、業界初として図面拡大機能等を
搭載させ登場させたのが 1984 年、その後 NewWing、そしてベ
ストセラーと成った NEC パソコンの HyperWing、ProWing、
そして現在の Wingneo シリーズまで、30 年弱の歳月が物語る
様に、長きに渡る WING ユーザ様への技術的アピールから、大
切な交流場面に些か欠けて来た 30 年間とも、改めて反省も致し
ている現在です。また一方、昨今話題の走りながら素早く、然
も簡単に道路周辺全体を高精度 3D 座標化するモービルマッピ
ングシステム（MMS）の一号車を導入して、早 5 年目に突入し
ております。当初は当業界向けへ試験研究カーとして業界初に
導入しましたが、「MMS 公共測量マニュアル（案）」も整備され、
実務計測業務も順調に拡大して、本年の 7 月には普及タイプ
MMS-K320 を、4 台目として取得した次第です。この様に、愚

直に且つ一歩一歩確実に最新鋭の測量計測器導入から、最新測
地学からの最先端補正解析計算、及び空間データ処理開発に邁
進する現在、より一層のご理解も賜る事を目的に、情報誌「AISAN 
SPIRITS NEWS」を発行する事と致しました。

情報誌では、其の具体的な取り組み、製品化への開発秘話、製
品化によるユーザ様への効果や利用事例など、弊社が進める先
行開発をより広く、会員の皆様にお伝えしたいと考えております。

今後は情報誌を通じて、皆さまへ様々な情報をご提供させて
いただくとともに、より多くの方々からご意見も頂き、弊社の
先行開発の取り組みに役立て、且つ御期待も頂けるように努力
していきたいと考えております。当面は、季刊発行を予定して
おります「AISAN SPIRITS NEWS」が、interATM’S 倶楽部
会員の皆様と弊社との架け橋になることを目指し、本誌創刊の
ご挨拶とさせていただきます。

アイサンテクノロジー株式会社

代表取締役社長　柳澤哲二

皆様との架け橋になることを目指して

創刊にあたり

平素は、弊社主力製品であります測量システムWINGシリーズ「Wingneo」アプリケーションソフトウェアを始め、
業界最高水準機能を搭載し外業作業を大幅に効率化させるポケットサイズPocketNeoシリーズ、

並びに測地成果 2000 施行より求められた公的パラメータを使った
高精度変換ソフトウェア製品等の御愛顧を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

MMS-S220
（初代）

MMS-X640
（全周対応）

MMS-X320R
（高密度レーザー搭載）

MMS-K320
（最新）
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中期経営戦略に関して

昭和 45 年創立の弊社は、平成 25 年度
の事業年度をもちまして第 44 期を迎え
るに至りました。創立以来、一貫して

「測量」に関わる「モノ創り」に拘りな
がら時代とお客様に顕在するニーズに呼
応したソフトウェアを開発し、それをコ
アに据えたソリューションをご提案して
参りました。70 年代にプログラム電卓
の登場から、座標や面積を求める簡易計
算プログラムの開発を皮切りに測量市場
への参入を図りました。80 年代にはパー
ソナルコンピュータとペンプロッター

（自動製図機）の台頭を受け、本格的な
測量 CAD システムの開発に着手し、並
行して全国的な営業網を築くべく営業拠
点の拡充を進めました。90 年代におい
ては、PC98 シリーズ（NEC）で稼働す
る「HyperWing」測量 CAD システムが
建設技術センターより「技術審査証明第
301 号」を取得しました。当時として極
めて画期的な技術的評価であり、本シス
テムは全国のお客様から高い評価を頂き
ました。95年、Windows®95の登場はパー

ソナルコンピュータの一層の普及を促す
と共に、インターネットを手軽に利用で
きる環境を実現した本格的なネットワー
ク時代への元年となりました。弊社の開
発するソフトウェアもそれらへの対応を
進めながら、今日では一般的になりまし
たネットワークシステムへの基礎的技術
を確立するに至り、現在の最新鋭測量
CAD シ ス テ ム「Wingneo INFINITY」
へ継承されております。

激変する測量市場
測量市場においては、80 年代以降、

測量の観測作業で使用する計測機器が技
術的な進歩を遂げたトータルステーショ
ンの普及期を迎えました。それまで手書
きで記録していた観測データが電子化さ
れ、そのデータを速やかに記録・保管し、
かつ、現地での計算作業が容易に実現で
きる環境に移行してきました。従来、手
書きによる観測データの記録・保管にお
いては人為的な作業ミスのリスクを抱え
ると同時に、測量では不可欠な観測デー

タを座標化するにあたっては、一旦オ
フィスにそのデータを持ち帰り、当該シ
ステムへキーパンチによる入力作業を経
なければならない環境でした。

弊社ではトータルステーションの普及
から、測量における観測データの電子化
にいち早く着目しました。当該データを
速やかに記録・保管し、測量に必要な様々
な座標化の計算実行が行えるモバイルシ
ステムを他社に先駆けて開発し、測量に
おける観測業務の飛躍的な効率化に貢献
して参りました。

新しい測量市場の創造
2000 年以降、激変する測量市場にお

いては「測地成果 2000」時代の突入や、
関係法令の改正等が進むと共に、GPS
の台頭から GNSS が加速的に普及しま
した。また、国産初の準天頂衛星「みち
びき」の打ち上げを受け、今まさに新し
い時代の新しい測量市場に向けた新しい
ソリューションが求められております。

弊社と致しましては、お客様における
業務効率化に貢献する一層のご提案に励
み、お客様と共にこの時代を切り開く新
しい測量市場の創造の一助といたしまし
て、弊社の今後にご期待を賜われれば幸
いに存じます。

平成26年３月期～平成28年３月期

“時代の変化とともに”
「アイサンテクノロジー」が目指す将来像

コーポレートレポート 2013 より

▲

経営基本戦略
2018年４月に実用準天頂衛星が24時間運用体制となる時代を見据えた新次元の、新・深・真なる測地系測量システム開発に邁進する。

▲

中期ビジョン
１．コア技術の高精度演算、高精度位置情報解析ソフトウェア群のもと、測地系測量システムの開発と拡販による更なる成長へ挑戦。
２．実用準天頂衛星信号と高精度3次元計測車両MMSを融合した製品開発、並びに ITS等の新市場の位置情報ビジネスへの挑戦。
３．更に続く研究開発の投資を受けた、経営効率化への挑戦。

▲

経営目標　中期経営目標
平成26年３月期（44期） 平成27年３月期（45期） 平成28年３月期（46期）

売 　 上 　 高 1,800,000 1,900,000 2,000,000

営 業 利 益 50,000 55,000 60,000

当 期 純 利 益 30,000 33,000 38,000
（単位：千円）
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GPS はスマートフォンや、カーナビ
等、私たちの生活に非常に身近なものと
なっています。GPS とは「人工衛星を
使って自分の位置を知る事ができるシス
テム」となりますが、その一つ上の概念
として GNSS という言葉があります。

GNSS は「自分の位置を正確に把握し、
安全かつ効率的に航行（ナビゲーション）
する技術」となります。

GPS 自体はもともとアメリカの空軍、
海軍による軍事目的の測位衛星システ
ムでしたが、1993 年より民間での利用
が解放され、現在に至っています。GPS
衛星は 6 軌道面に 4 機ずつ計 24 機で構
成され（2013 年 6 月現在 30 衛星稼働中）
ひとつの衛星は 1 日に約 2 周地球の上を
回っています。

これにより地球上どこでも、何時でも
GPS による衛星測位が可能となってい
ます。

GPSの近代化と
他の衛星測位システム

GPS
現在では L1、L2 と呼ばれる 2 つの周

波数帯※ 1 を利用して測位が行われてい
ますが、GPS の近代化として、新しい

周波数 L5 や新しい信号が計画され、整
備が進められています。

GPS 近代化のメリットとして、測位
精度の向上や測位時間の高速化などが期
待されています。

※１）  カーナビ等の普及型 GPS 受信機は L1 の
み（1 周波）利用したものが多い。

GLONASS
GLONASS は、ロシアの衛星測位シ

ステムです。1995 年に 24 機揃い運用さ
れていましたが、一時期 9 機まで減少し
運用に支障をきたしていました。

しかし 2011 年には 24 機体制となり再
び利用可能な状況となっています。

Galileo
Galileo は、欧州（EU）で開発が進め

られている衛星測位システムです。1990
年代半ばより開発が開始されましたが、

●独立行政法人
電子航法研究所研究者格付審査委員会　委員

●国土地理院
マルチ GNSS による
高精度測位技術の開発に関する委員会　委員

●一般社団法人 N コード管理協会　代表理事
●一般社団法人 測位航法学会　代表理事
●一般財団団法人 衛星測位利用推進センター　評議員
●マルチ GNSS アジア　共同議長

安田　明生氏

1966 年　名古屋工業大学卒業
1972 年　  名古屋大学大学院博士課程修了 

名古屋大学工学部助手
1975 年　東京商船大学助教授
1987 年　東京商船大学教授
2003 年　  東京商船大学、水産大学校統合により 

東京海洋大学教授
2006 年　  東京海洋大学名誉教授　特任教授 

主な研究領域は GPS／GNSS 分野全般
2009 年「測位航法学会」創設以来会長を務める
2012 年　東京海洋大学工学部プロジェクト研究員

2013 年 6 月 26 日、第43期定時株主総会終了後に行われた会社説明会に於いて、
東京海洋大学名誉教授　安田明生氏より基調講演をいただきましたのでご紹介いたします。

基調講演紹介 ■ マルチ GNSS の動向と我が国の取り組み

地　球

基調講演紹介

名古屋ガーデンパレス（愛知県名古屋市）

マルチGNSSの動向と
我が国の取り組み

東京海洋大学大学院　海洋科学技術研究科　衛星航法工学研究室
安田明生　名誉教授

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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民間が手を引いたことで資金的に行き詰
まっていました。

2007 年には予算を EU で全額補う事
が決定され、2012 年 11 月までに 4 機が
打ち上げらました。また、2013 年度中
に 6 機の打ち上げが予定されており、部
分的なサービス開始も予定されています。
2014 年までには 18 機が配置され、全地
球での運用が計画されています。

BeiDou ／ COMPASS
BeiDou は、中国で開発が進められて

いる衛星測位システムです。段階的に進
められており、2012 年末までに 14 機が
配備されアジア地域でのサービスを開始
しています。

2020 年までには 35 機体制でグローバ
ル展開される予定です。

IRNSS
IRNSS は、インドの衛星測位システ
ムです。他の衛星測位システムとは異な
り、インド上空を中心に衛星が配置され、
インドとその周辺地域でのみのサービス
となります。2015 年運用開始を目指し
て、2013 年に第一号機の打ち上げが計
画されています。

SBAS
SBAS は、洋上飛行の航空機を対象と
したインティグリティ機能を提供す
るサービスです。日本の MSAS を始
め、WAAS（アメリカ）、EGNOS（EU）、
SDCM（ロシア）、GAGAN ※ 2（インド）
があります。 ※２）2013 年計画

QZSSの展望

わが国では、準天頂衛星システム（以
下 QZSS）が計画され、2010 年 9 月 11
日に初号機「みちびき」が打ち上げられ
ました。様々な技術実証、利用実証を経
て、実用システムとして整備されること

が決定しています。
実用システムでは、静止軌道衛星

（GEO 軌道）と、非対称 8 の字衛星（QZS
軌道）を組み合わせることで日本と環太
平洋地域をカバーする衛星測位システム
となります。

2017 年までに追加 3 機（QZS 軌道 2 機、
GEO 軌道 1 機）が整備され、さらに 7
機体制による自律的測位可能（QZSS の
みで測位可能）なシステムが検討されて
います。

準天頂衛星システムの概念は「GPS
を補完・補強し、GPS測位機能の利用
率を上げ、高精度化する事を目指した衛
星システム」とされており、他の衛星
システムと異なっています。そのため
QZSS には以下の様なサービスが備わっ
ています。

GPSの補完機能
衛星測位システムはそれぞれ独自の

測位に必要な信号を送信していますが、
QZSS は GPS と互換性のある信号を送
信します。このためもう一つの GPS と
して機能する事が可能です。

QZSS の独特な軌道により、日本上空
天頂付近に留まる事で、ビルや山間部等
上空視界が狭く衛星の信号が届きにくい
場所でも安定した測位を可能にします。

GPSの補強機能
衛星測位時に生じる誤差を減少させる

ため、QZSS からは独自の補強信号が送
信されます。補強信号を利用する事で、

普及型の GPS 受信機でもメートル級の
精度、高精度測位においては数センチ
メートル級の精度が期待されています。

（通常の GPS 測位の精度は普及型で 10
メートル程度と言われています。）

MGA／QZSSの国際協力

各国が衛星測位システムを構築してい
る現在、2020 年には利用可能な GNSS
衛星が 130 機を超えます。

各国の衛星システムは独自システムで
すが、これらを組み合わせて利用できる
ように国際間で協議が行われています。

複数の GNSS を利用する事をマルチ
GNSS と呼び、特に日本、インド、中国
とアジア地域に衛星は集中しています。
アジアは世界のどこよりも早くマルチ
GNSS 測位を享受できる地域と言われて
います。

QZSS は日本だけではなく、オースト
ラリアや東南アジア諸国でも利用できる
ことから、アジア・オセアニア地域での
マルチ GNSS の利用促進を目的に、利
用実証の共同実験を推進する枠組みとし
て、2010年にマルチGNSSアジア（MGA）
が立ち上げられ、利用実証実験、ワーク
ショップ、モニタ局ネットワークの構築
等の活動が行われています。

我が国の取り組み

GNSS 関連の技術はまさに黎明期です。
受信機・受信技術、各種解析ソフト開発
や各種応用技術等、自主開発国産技術で
海外進出をするためにも国産技術の開発
および人材育成が必須です。

測位航法学会を軸に国内教育や研究機
関で組織化を図り重点的に取組むこと、
そして教育ネットワークを構築し衛星測
位技術研究、また教育拠点の創設が大切
だと考えます。
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JGD2000
世界測地系

日本測地系

400m

日本測地系（Tokyo Datum）

1880 年代から日本の正確な位置の
測量が行われました。この測量成果は
2001 年度まで、日本の測量法に基づく
公的な位置として使われ、「日本測地系

（Tokyo Datum）」と呼ばれてきました。
しかし、明治時代の古い技術により決

められたものなので、実際の地球上の位
置と約 400 メートルもずれています。

古い地図や道路の位置の表示の多くは、
まだ日本測地系の位置で表示されたまま
になっています。

図 1 は、日本測地系と世界基準の位置
のずれを示しています。

位置を扱うとき、
古い日本測地系による表示か
見極めて使わないと大きな
位置誤差を伴うことになります。

なお、日本測地系から世界測地系への
位置は、国土地理院が提供する「TKY
２JGD：座標変換パラメータ」により変
換ができ、逆変換も可能です。

注）TKY2JGD：from Tokyo datum to JGD2000

世界測地系
（JGD2000 ：Japanese Geodetic Datum 2000）

測量法の改正に基づいて、2002 年度
から世界に共通する「世界測地系」が、
日本の位置の基準として導入されまし
た。世界測地系は、「日本測地系 2000

（JGD2000）」と呼ばれています。
数センチメートルの正確さで地球上

の位置が表示される、世界に共通する
座標系（国際地球基準座標系：ITRS 
International Terrestrial Reference 
System）に基づいています。

JGD2000 は、 地 球 全 体 の 地 殻 変 動
を考慮したもので、1997 年１月１日

（1997.0）を基準日（元期）としています。

「測量法に基づく位置と
実際の位置の食い違い」
日本列島は地球の変動帯に位置し、絶え間のない地殻変動の影響下にあります。
このため地震の発生などにより大きな地殻変動が生じやすく、その位置は日々移動しています。
準天頂衛星などの打ち上げにより、正確な位置を求められるようになったものの、
地殻変動の処理により、測量法に基づく位置と実際の位置との「食い違い」が問題となっています。
第一回の特集は、地球上の正確な位置を決める仕組みを解説します。

特
集

図 1　日本測地系の位置のずれ

特集 ■ 測量法に基づく位置と実際の位置の食い違い

・スタティック測地系（static datum）：日本測地系は地殻変動を全く考慮していない。地殻変動による歪みが大きくなり位置は時間と共に劣化する。
・ダイナミック測地系（dynamic datum）：リアルタイムの位置。例：火山の地殻変動をリアルタイムで把握し噴火予測をする。通常の測量成果の場合、維持管理が厄介である。
・  セミ・ダイナミック測地系（semi-dynamic datum）： 上記２つの折衷的処理。基準日（元期）を決め、ダイナミックな位置を元期に化成し、元期の位置を扱う。 

国土地理院が提供するセミ・ダイナミック補正に使う地殻変動補正パラメータにより元期位置に化成する。日本とニュージーランドで採用している。

日本の定常的地殻変動は、年平均 2 セ
ンチメートル程度で、その影響は無視で
きません。現在は、地殻変動の影響を考
慮したセミ・ダイナミック測地系による
位置を使っています。

位置は時間とともに変動しますので、
その変動分を 1997.0 の元期の位置に化
成します。すなわち JGD2000 の位置は、
1997.0 の位置で表示されています。

アイサンテクノロジー株式会社　技術顧問　工学博士　技術士（応用理学）　中 根 勝 見
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2011.4‒2013.02011.4‒2013.0

1997.0‒2013.01997.0‒2013.0

地殻変動量

測量成果改正域

1997.0‒2013.0

2011.4‒2013.0

1997.0‒2013.0

0 50 100

余効変動域

（単位：cm）

世界測地系（JGD2011）

2011 年に東北地方太平洋沖地震
が発生し、日本列島は大きな地殻変
動が生じました。

図 2 は、JGD2000からJGD2011へ
の座標補正量です。東北 6 県、関東
1 都 7 県、中部北陸 6 県の計 1 都 19
県の測量成果が改正され、JGD2000
は 2011 年 11 月から「日本測地系
2011（JGD2011）」 に な り ま し た。
元 期 は 2011 年 5 月 24 日（2011.4）
です。補正量は、ほぼ地震による地
殻変動に相当します。震源に近いと
ころでは 5 メートル余り、関東地方
でも 1 メートルの補正量になるとこ
ろがあります。

測量法に基づく位置と
実際の位置

2011 東北地方太平洋沖地震は、
日本の測量成果を分断してしまいま
した。本州の東半分の 1 都 19 県は、
元期が 2011.4 となりましたが、西
日本と北海道の元期は従来と同じ
1997.0 のまま、日本全体の測量成果
は JGD2011 になりました。

ま た、 西 日 本 と 北 海 道 は 元 期
1997.0 から今期 2013.0 まで、16 年

経過し、その間の地殻変動量が測量
法に基づく位置と実際の位置の食い
違いになります。

図 3 は、国土地理院が提供するセ
ミ・ダイナミック補正のための地殻
変動補正パラメータから計算した元
期と今期（2013.0）の差になります。

神奈川県の元期は 2011.4 で隣接
する静岡県の元期は 1997.0 です。
今期の 2113.0 に対する神奈川県に
おける元期と今期の期間は 1.5 年と
僅かなので、その地殻変動量は数セ
ンチメートルです。一方、静岡県の
元期（1997.0）と今期（2013.0）の
期間は約 16 年なので、地殻変動量
は大きくなっています。

東海道新幹線の実際の線路は真っ
直ぐですが、測量法に基づく線路は
神奈川県と静岡県の堺で地殻変動の
差の分だけ段差が生じます。〈図 4〉

測量法に基づく線路上を運行した
場合は、県境で脱線ということにな
るわけです。
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３月12日長野県北部
を震源とする地震によ
る変動地域

図 3 のデータは、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料 B1-No57 2013 年地殻変動補正
パラメータを利用して作成したものである。（承認番号、国地企調第 15 号　平成 25 年 4 月 25 日）

図 2　JGD2000 から JGD2011への座標補正量
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図 4　  東海道新幹線の 
実際の位置と測量法に基づく位置

（国土地理院提供データを基に作成）

図 3　測量法に基づく位置と 2013.0 までの位置の差

単位：cm
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九州南部 60
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最近の地震

2002 年度世界測地系が導入
された以降に発生した地震を
表１にまとめました。

これらの地域では当然地殻
変動が発生し、測量成果の改
正が行われています。地図な
ど測量成果を使う場合、作成
年月日を調べ、地震前後の区
別を把握する必要があります。

地震による地殻変動の検出

自動車に GPS とレーザスキャナを搭
載し、走行しながら周辺の地物の位置を
正確に計測する MMS が、現在活躍して
います。

国土地理院では、全国に 1,200 点余の
衛星測位観測点（電子基準点）を設け、
常時地殻変動を監視しています。観測点
間隔は約 20 キロメートルなので、詳細

な地殻変動は MMS 計測で捉えることが
できます。図 7 は、2011 東北地方太平
洋沖地震前後に弊社が三陸道を計測した
際の街路塔の位置の食い違い（4.15 メー
トル）となります。国土地理院の計測結
果とほぼ一致した地殻変動量が導き出さ
れました。〈P.7・図 2〉

位置の品質評価

測 位 結 果 の 品 質 評 価 は、 再 現 性
（Repeatability）と偏り（Bias）を加え合
わせた正確度（Accuracy）で行われます。
図 8 は衛星測位の結果で、東西 3 センチ
メートル・南北 4 センチメートル以内に
集中し、再現性（精度）は良好です。〈図8〉

一方、偏りは東西とも 5 センチメート
ルで、正確度は良好とはいえません。測
量法に基づく日本列島の位置は、リアル
タイムの位置に対して、すべて偏りを
持った位置となります。

表 2 はこれまで述べてきた内容をまと
めたものですが、測量法に基づく位置の
基準を把握し、測位結果の偏りを正確に
品質評価できて、はじめて地球上の正確
な位置を決めることができるようになり
ます。

特集 ■ 測量法に基づく位置と実際の位置の食い違い

4.15 メートル
地震時の街路塔の変動

東西方向

南
北
方
向

0 5 10

水平位置 （cm）

0

5

10

図 8　測位結果の偏り

準天頂衛星

ネットワーク型
RTK測位

2013.0 位置2011.4 位置

余効変動
逆座標補正量

地震前の
境界点位置

図 6　地殻変動量と杭探索

特
集

表 1　近年の地震
発生年月 地震名 マグニチュード

2003年 9月 十勝沖地震 8.0 

2004年 10月 新潟県中越地震 6.8 

2005年 3月 福岡西方沖地震 7.0 

2007年 3月 能登半島地震 6.9

 7月 新潟県中越沖地震 6.8

2008年 6月 岩手・宮城内陸地震 7.2  

2011年 3月 東北地方太平洋沖地震 9.0

余効変動

図 5 は、2011 東北地方太平洋沖地震
後の余効変動です。期間は、2011.4 ―
2013.0 の約 1.5 年と短いのですが、大き
いところでは 60 センチメートル近い変
動で、これが法律に基づく位置と実際の
位置の食い違いになっています。

災害などで不明になった境界を探す
にあたって、衛星測位によって地震後
の位置（座標）を測ります。その結果、
地震に伴う地殻変動とその後の余効変
動の量だけ食い違っています。〈図 6〉 
境界の探索には地殻変動の考慮が必要に
なります。

「測量法に基づく位置と実際の位置の食い違い」

50

20
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30

40
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30 50

30

40

56

地殻変動量

数値は地殻変動量（cm）

0 50 100

（単位：cm）

2011.4－2013.0

図 5　震源近くの余効変動

図 7　  MMS がとらえた 
三陸道における東北地方太平洋沖地震の地殻変動

MMS 計測車両

図 5 のデータは、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料 B1-
No57 2013 年地殻変動補正パラメータを利用して作成したもので
ある。（承認番号、国地企調第 15 号　平成 25 年 4 月 25 日）
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3D-BMB 世界座標取得システムを支える高精度測地技術計算

❶   国土地理院技術資料 A1-No.244「測地成果 2000 に伴う公共測量成果座標変換マニュアル」の支援ソフトウェアとして開発
した技術を改良（日本測量協会　電算プログラム検定　座標変換計算（重み付け補間）合格）

❷「地積測量図の世界座標付与方法（特許第 4088234 号）」の特許技術を使用
❸  「BMB 世界座標取得システム」として日本測量協会「建設技術審査証明（測量技術）第 2101 号」を取得した技術を使用
❹ 上記技術を標高計算にも応用
❺ 地方自治体での独自パラメータ作成実績

基準点を点検測量

地殻変動が一様か否かをチェック

PatchJGDで補正

地殻変動が
一様でない

基準点を改測
または

独自パラメータで補正

地殻変動が
一様である

表 2　測量法に基づく位置の詳細　
測量法の位置 適用期間 基準日（元期） 元期位置と今期（2013.0）との差

日本測地系 
（Tokyo Datum）

自 1880 年代 
至 2001 年度 なし 世界測地系と約 400 m のずれ 

（座標変換パラメータによる変換）

日本測地系 2000
（JGD2000）

自 2002 年度 
至 2011 年 10 月

1997 年 1 月 1 日 
（1997.0）

自 1997.0　至 2011 年 
14 年× 2 cm ＝ 30 cm（平均）

日本測地系 2011
（JGD2011）

自 2011 年 11 月 
至　～

西日本・北海道 
（1997.0）

1997.0 ～ 2013.0
沖縄 1 m、北海道 0.5 m

東北・関東・北陸
1 都 19 県 

2011 年 5 月 24 日 
（2011.4）

2011 東北地方太平洋沖地震の
座標補正パラメータによる補正

0.2 m ～ 5 m 

2011.4 ～ 2013.0
余効変動　～ 0.6 m

4.15 メートル
地震時の街路塔の変動

3D-BMB 世界座標取得システム
地域での高精度独自パラメータ作成支援ツール

大地震による地殻変動後、地方自治体で管理する公共基準点の座標や標高を補正する必要もあり、作業効率化のための座
標・標高を補正するソフトウェア「PatchJGD」が国土地理院より提供されています。しかし、適用前に点検を行うこと
も義務付けられ、地殻変動が一様でない地域、また液状化により局所的に地盤沈下した地域では 「PatchJGD」補正は適
さず、一部基準点を改めて測量する「改測」も必要となります。

「3D-BMB 世界座標取得システム」は、
全部または一部改測した成果による独自パラメータを作成。
その地域に適した補正計算を支援する画期的なソフトです。

●  改測した基準点の位置が画面上に展開され、基準点の位置変化を目
視で確認、成果品質の評価が可能

●改測基準点を選定して地域に適合した独自パラメータ作成が可能
●独自パラメータによる未改測基準点を一括で座標及び標高補正可能

高 精 度 局所に対応 測量費縮減

一部自治体様
導入開始 !!

アイサンテクノロジー株式会社
技術顧問　中根 勝見
................................................................................

〈経歴〉
1937 年／東京都出身
1955 年／建設省国土地理院　入省 
 精密基準点測量、水準測量 
 重力・地磁気観測、地殻変動解析 
 測量データ処理 
 途上国研修員教育等に従事
1963 年／東京電機大学卒業
1983 年 ～ 85 年／ケニア共和国測地専門家
1997 年 3 月／国土地理院（研究官）退職
現在　アイサンテクノロジー株式会社　技術顧問
工学博士　技術士（応用理学）
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GNSS 悪環境下での実証実験
2013 年 5 月 10 日より、国土地理院より全国の電子基準点で観測した準天頂衛星（日
本）及び GLONASS（ロシア）のデータ提供が開始されました。
従来の GPS（アメリカ）に加えてこれらの衛星測位システムを利用する事で、上空視
界が狭く測位に必要な衛星数が確保できなかった都市部、山間部でも衛星測位が可能に
なると期待されています。そこで、GPS と GLONASS を利用する事で悪環境下での観
測の可能性を評価するために実証実験を行いました。

●目的：
 GPS+GLONASS を捕捉したネットワー
ク型 RTK 測位（GLONASS 対応補正情
報利用）による森林部での測位評価。
●使用機材：
 GEOEXPLORER 6000SERIES（Trimble 社製）

R7（Trimble 社製）

QZSR 受信機※（SPAC 貸与品）※参考計測

スタティック法、ネットワーク型 RTK
（VRS）及びトータルステーションを利
用して 10 点のリファレンス座標を設置
し、各点での GNSS 観測を行い評価を
しました。

実証実験の内容
上空障害の無い地点から順に森林部に

入り、樹木により上空視界が狭い地点で
の観測を行う事で、GPS の衛星数が十
分に確保できない状況をつくり、GNSS
測位の有効性を試験いたしました。
●上空障害無（P0）

GLONASS を用いた場合でも問題なく
観測できることが確認されました。一方
QZSS は単独測位であるため 2 メートル
強の誤差が生じています。ただし F3 解
による補正機能を持つ QZSS 杭探では数

14.0-14.0 -10.0 -6.0 -2.0 2.0 6.0 10.0

-6.0

-2.0

-10.0

-14.0

6.0

10.0

2.0

14.0
GEO6000

R7

QZSS  L1C/A

QZSS  L1C/A + SAIF

0.00.0

0.00.0

0.00.0
2.0-2.0

0.00.0

-1.0

-2.0

1.0

2.0
GEO6000

R7

QZSS  L1C/A + SAIF

QZSS  L1C/A + SAIF
（QZSS杭探）

P0（上空障害無）での水平較差分布図

T5（全体広葉樹）での水平較差分布図

・R7 は 25m 以上の較差のため未記載

Global Navigation Satellite Systems

10 センチメートルの誤差という想定以
上の結果が得られました。
●上空障害多（T5）

GLONASS を利用する事で十分な衛
星数が確保できていても測位までに時間
を要し、大きく外れてしまう場合がある
ことを確認しています。QZSS の利用は
補完機能のみでは 15 メートル以上の誤
差が確認されていますが、補完・補強機
能を用いたものは、サブメータ級の精度
が得られました。

実証実験の結果
GLONASS を 利 用 す る 事 で 従 来 の

GPS のみの場合と比べ精度の遜色は無
く、ある程度の障害であればアベイラ
ビリティの向上の確認は出来ましたが、
GNSS 衛星の数が十分にあっても GPS
衛星が少ない場合は測位が出来なくなる
事も確認しています。

また QZSS に関しては、普及機故にア
ベイラビリティは高いですが、大きなバ
ラつきが生じていました。

今後はこれらを踏まえて GLONASS
や QZSS を実用的に利用できるための仕
組みを検討していく予定です。

■日時：2013 年 5 月 31 日（夜間）・6 月 1 日（日中および夜間）

■場所：愛知県瀬戸市　海上の森
■ 参加： アイサンテクノロジー株式会社／アジア航測株式会社

有限会社左近測地／株式会社ジオインフォマテイックス
株式会社ニコン・トリンブル／公益財団法人日本測量協会

（五十音順・敬称略）

T5

P0

実証レポート ■ GNSS 悪環境下での実証実験

Demonstration Experiment

R E P O R T

実証担当：研究開発知財本部 システム開発部 開発 2 課

実 証 レ ポ ー ト
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GNSS. Asia Japan Workshop 衛星測位アプリケーションにおけるEU-ASIA 間の産業協力を促進

第29回 宇宙技術および科学の国際シンポジウム（ISTS）� WISH�IT,�DREAM�IT,�DO�IT!

第11回 衛星測位と地理空間情報（G空間）フォーラム� 準天頂衛星システムの利用拡大への取り組み

業
T O P I C S

界 レ ポ ー ト 注目度の高いイベントや活動報告などを掲載します。

昨年度より欧州産業協力センターで
GNSS. Asia がスタートしました。研究
開発の要素の強いプロジェクトであり、
GNSS のホットスポットであるアジア地

第 29 回宇宙技術および科学の国際シ
ンポジウム（ISTS）では、国内外の宇
宙に関する研究者による様々な研究発表
が行われました。

アイサンテクノロジー株式会社は、併
設された展示会で、宇宙利用をテーマに
高精度 3 次元空間位置計測車両 MMS 及
び準天頂衛星初号機「みちびき」の利用
実証ツール「QZS Prove Tool-EX2」の
展示を行いました。多数の来場者と情報

今回で 11 回目となるフォーラムです
が、実用準天頂衛星の調達が始まったこ
とを受け、今までになく前進を感じる内
容となりました。

宇宙政策に係る方々から今までの取り
組みと、今後の課題や期待が具体的に提
示されました。同時に、準天頂衛星製造
企業や運用会社からは今後の計画等が発
表されるなど、実用化に向け確実に進ん

域でのGalileo利用拡大を推進しています。
ジャン・ゲラルド・カリーニ氏の「日本

や欧州の様な経済が穏やかな国にとって、
GNSS は金鉱である。」という冒頭の挨
拶は、GNSS の利用拡大による経済効果
の期待が非常に大きいことを伺わせたも
のでした。ワークショップ自体は Galileo
の整備状況から GNSS. Asia の取り組み、
GNSS の市場性の紹介のほか、日本企業
の取り組み例が紹介されました。一時期
危ぶまれた Galileo も既に 26 衛星が発注

交換をすることができ、改めて位置情報
の活用が様々な分野で期待されている事
を実感いたしました。

でいることを実感できる内容となりました。
また、本フォーラムでは高精度衛星測

位サービスの利活用に必要な環境整備の
検討や業界横断的な課題を議論し、意見
集約を行いました。政府に働きかけてい
く「高精度衛星測位サービス利用促進協
議会」の発足が宣言され、今まで以上に
広い分野での衛星測位利用の推進が実施
されていく事となりました。

済みで、2014 年には一部の無料サービ
スを開始する計画となっています。また、
欧州の 40％は既に Galileo の受信機に対
応しているとの報告もありました。

準天頂衛星システムも、この様な積極
的な海外展開への取り組みが必要な事を
強く印象付けるワークショップでした。

■会期：2013 年 5 月 14 日　14：00 ～
■会場：駐日欧州連合（EU）代表部（ヨーロッパハウス）
■共催：駐日欧州連合（EU）代表部

日欧産業協力センター GNSS

■会期：2013 年 6 月 2 日～ 9 日までの 8 日間
■会場：名古屋国際会議場（本会議・企業向け展示）
　　　　名古屋市科学館（一般向け展示）
■参加者：約 1,000 人（うち海外参加者約 200 人）

■会期：2013 年 5 月 15 日　14：00 ～
■会場：経団連会館　国際会議場
■主催：一般財団法人　衛星測位利用推進センター
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平成 23 年 9 月の閣議決定で、2010 年
代後半を目途に準天頂衛星を 4 機体制と
し、将来的には 7 機体制を目指すことと
なりました。現在の汎用 GPS 受信機は
約 10 メートルの精度とされていますが、
準天頂衛星の利用により、車載の受信機
でも 2 メートル以内と、道路上のみなら
ず車線を認識できるレベルの精度になる
ことが期待されています。

また、当社はこれまでに準天頂衛星初
号機「みちびき」に対応したデータコレ
クタ「QZS Prove Tool」を開発し、一
般財団法人衛星測位利用推進センター

（以下 SPAC）に民間利用実証向けアプ
リケーションとして提供するなど、準天
頂衛星利活用に向けた研究開発を進めて
まいりました。

また、高精度車両計測システム MMS
を利用した空間情報技術の研究開発など
も進めており、こうした取り組みが本
プロジェクトを実施する背景となって
います。

本プロジェクトは、来年 3 月末までの
期間に、準天頂衛星に対応した試験用
の簡易 PND（ナビゲーションシステム）
を開発し、設定ルート上で車両位置を車
線レベルで認識して適切なナビゲーショ

ンが可能であるか、実際に走行して確認
することを目標としています。

車両位置が準天頂衛星により高精度で
測位できるとなれば、道路データも高
精度なものが必要となりますが、前述
の MMS により道路の座標点群データが
得られるため、その点群データとランド
マーク測量を元に高精度な道路データを
作成します。

道路はもともと道路構造令に則した線
形で設計されているため、その考え方を
元に、各車線について道路データを線形
データにモデリングします。データを線
形化することでサイズを軽量化でき、ま
た、カーブや上り下りの開始位置がわか
るため、理論上、カーブの適切な走行支
援や、電気自動車やハイブリッドカーの
エコドライブ支援等が可能となります。

本プロジェクトは、SPAC、名古屋大
学大学院森川研究室との連携プロジェク
トとなります。森川研究室は、交通に係
る分析・評価、IT による交通の高度化
等を主たる研究テーマとして多くの実績
を持っており、助言から分析まで多くの
支援を頂くことになっております。期待
に応えられるような成果が出せるよう、
メンバー一同頑張って進めてまいります。

道路情報のモデル化による走行支援の研究開発
平成25年度「新あいち創造研究開発補助金」の採択案件

新あいち創造研究開発補助金

愛知県では、喫緊の課題である産業空洞化に対応する
ため、法人県民税減税を代替する措置として、毎年度、
その 10％に相当する 50 億円程度を「産業空洞化対
策減税基金」に積み立て、これを原資に、企業立地、
研究開発・実証実験を支援する補助制度を創設し、平
成 24 年度から、運用を開始しております。

主事業者：アイサンテクノロジー株式会社 
協　　力：名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻　森川研究室

/////////// New Projects  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

プロジェクト紹介 ■ 道路情報のモデル化による走行支援の研究開発

MMS-TypeX

名古屋市内バスレーン

プロジェクト
紹介

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プロジェクト担当：研究開発知財本部 システム開発部 開発１課

今年 5 月に当社の準天頂衛星
を利用した研究開発プロジェクト

「道路情報のモデル化による走行
支援の研究開発」が、平成 25 年
度「新あいち創造研究開発補助金」
に採択されました。

同補助金制度は、愛知県が次世
代自動車や航空宇宙など将来の成
長が見込まれる分野の研究開発・
実証実験を支援する制度であり、
本プロジェクトには、自動車安全
技術向上及び準天頂衛星利用推進
の両面で大きな期待が寄せられて
います。

今回は簡単ではありますが、本
プロジェクトの概要を紹介させて
いただきます。
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道路情報の数式モデル

Prove Tool TypeA　QZS�Prove�Tool�

高精度な３次元道路情報

Android™対応　利用実証システム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

/////////// New Projects  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////// Technical Report  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

カーナビ等で利用されるノード ･ リン
ク方式は、交差点その他道路網表現上の
結節点などを結んだ直線的（ポリライン
列）な道路表現となります。〈図１〉

この方式での詳細な道路表現には、よ
り多くのノード ･ リンクが必要なほか、
高さ方向の表現力が乏しいという問題が
あります。高精度な 3 次元道路地図の実
現には、新しいデータ構造が必要となり
ます。

縦断線形

平面線形

R＝500R＝500 R＝500
A＝250 A＝250

R＝4,000

VCL＝600
VCR＝60,000

VCL＝600
VCR＝30,000

ノード・リンク方式の道路表現 数式モデルによる道路表現

道路は道路構造令に準拠して設計さ
れています。そこでこの考えを取り入
れ、道路線形、縦断、横断を全て数式化
することで、ポリライン列で生じる誤差
を無くすと同時に、パラメータ表記に
よるデータの大幅な圧縮位置検出計算の
高速化を図る事を目的に考えられたのが、
数式モデルによる道路表現です。〈図２〉
これにより高精度な 3 次元道路情報が実
現可能です。

道路情報が数式化されることで自己位
置判断の精度を高め、3 次元演算により
視界では確認できない道路情報を空間的
に認識する事が可能になります。車載セ
ンサー類だけでは、車両状態の現状把握
は可能ですが将来予測は困難です。

道路構造令に則る理論から、最も正確

に、しかもコンパクトな数式モデルを用
いることで、将来予測が可能となり、様々
な運転支援や安全走行支援への利用が期
待されます。

受信機から実際に
送られてくる情報（NMEA）を
リアルタイムで表示

Google Maps 上に
観測点を表示

Google Maps 上に移動した
軌跡を表示

衛星の配置状態と
利用状況を表示

NMEA ファイル管理が
ツール上で可能

Information View Map View Sky Plot NMEA File manager

準天頂衛星初号機「みちびき」の民間
利用実証用に Bluetooth®に対応した新
たな受信機が準備されています。

そ こ で、 従 来 の「QZSR+Windows 
Mobile®」に対応した QZS Prove Tool と
同様に Android™ 対応利用実証システム

「Prove Tool TypeA」を準備しました。

※画面は開発中ものです。実際のアプリケーションと異なる場合がございますのでご了承ください。

※画像はイメージです。

対応受信機

技 術
情 報

技 術
情 報

QZNAV
（CORE）

QZPOD
（SONY）

■ Google Maps を利用した位置、軌跡表示機能
■ 取得した NMEA ファイルの管理機能を追加
■ 観測状況（測位状態）を判断できるようにインジゲータ表示
■ 2 種類の新しい受信機に 1 つのアプリケーションで対応

図１ 図２
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私たちが日常利用する地図や GIS の基盤となる空間情報
には、作成時に品質基準を設けることで、正しい空間情報
を維持しています。空間情報のエラーには様々なものがあ
り、品質の標準化と品質管理コストは地図作成における重
要な課題となっています。品質要求の高い地図は、階乗的
に費用を必要とするため、利用目的とコストのバランスを
考えた品質要求を行う必要があります。

特にエラーの修正作業は手作業となる事が多いため、多
大な時間と費用を必要とします。空間情報の作成者からは、
品質管理のコスト圧縮は強く望まれています。

そこで、本論文では空間情報で扱われる図形オブジェク
ト（線分、連続線、多角形等）が交差するというのは、ど
のような状態なのかを分類し、修正方法を定義した上で、
実際に自動修正プログラムを作成し、実際のデータを利用
して評価したものです。

■ 自動修正する交差
交差は全てなくさなければいけないというわけではなく、

品質基準として許容される「はみ出し幅」が閾値として設
定されています。これは高い品質基準を求めると空間情報
の作成コストが非常に高額になることと、データとして扱
う数値桁の関係から、描画誤差程度の「はみ出し幅」はエラー
とはしないという考え方に基づいています。

実際に自動修正する交差の抽出には、従来の品質検査シ
ステムや目視による検査が不可能であるため、当社で専用
の検査システムを開発し実証が行われました。この技術は

「図面情報の品質評価方法」（特許公開 2011-170558）とし
て公開されており、また当社の空間情報品質検査システム
Indigo-i にも搭載されています。

■ 優先順位
国土基本図図式（国土地理院 2009）及び公共測量作業

規程の準則（国土地理院 2008a）では優先する地物を上位

論文紹介
GIS ― 理論と応用　地理情報システム学会

空間データの
交差自動修正ツールの
開発と有効性の検討

渡邉孝三，岡部篤行，中村秀至

論文紹介 ■ 空間データの交差自動修正ツールの開発と有効性の検討

に書くとされています。このため交差の自動修正の際には、
優先度の状況に応じて修正手法を考慮する必要がありまし
た。優先度が異なる地物同士の交差の場合、優先度が高い
地物は修正せずに、低いものを修正対象とし、また優先度
が同じ場合は、双方の修正量がほぼ等価であり、かつ形状
の変化の少ない修正を行うため、どのような修正方法を用
いるべきかの検討には多大な時間と、実データでの検証を
行い、修正手法を決定しています。

■ 自動修正ツールによる分析
実際に検査ツールおよび修正ツールを開発し、GIS で利

用されている地図データを利用し検査修正を実施し、結果
として 90% 以上の交差の修正が確認できています。

自動修正が不可能だったもののうち多くはマルチパート
という構造を含む図形であり、今回の修正ツールでは対応
していない構造であったことに起因しています。

■ おわりに
本論文では、空間情報の自動修正ツールが、品質の向上

と作業時間の削減に大きく効果があるとし、また課題とし
て、処理速度の短縮、マルチ―パートへの対応、より複雑
な交差への対応等を挙げています。

私どももツールの開発や修正手法の検討等の協力をさせ
ていただく事で、GIS の整備に係る根本的な課題に直接触
れることができ、空間情報の高度利用のためにはより一層
の技術研究の必要性を強く感じています。

種　類 修正前 修正後 改善率

はみ出し幅
0.5m 以上の要素数

面交差 668 12 98.2 %

線交差 121   7 94.2 %

※総地物数 89,617 件

■面と面の交差タイプ
タイプ 修正前（同順位の場合） 修正後

タイプ D

Pi

Pi+1Pi+2

Qj+1

Qj

Qj+2
X2

X1

P´i

P´i+1Pi+2

Q´j+1

Q´j+2

Qj

タイプ E Pi

Pi+1

Pi-1Pi-2 Qj-1

Qj+1

Qj-2

Qj X2

X1 P´i

P´i+1

Pi-1 Q´j-1

Qj+1

Q´j

タイプ F
A

l1

l2
PiPi+1

Pi-2
Pi-1

Qj-1

Qj+1

Qj+2 Qj+3

Qj-2

Qj

X2

X1
P´iP´i+1

P´i-1

Q´j-1

Q´j+1

Q´j
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地理情報システム（GIS：Geographic 
Information System）は、1970 年代か
ら使われ始め、国土数値情報の整備・
公開、都市計画 GIS の開発が行われ
てきました。

国や政府も GIS 政策を推進してい
る中で、地理空間情報を広く活用する
ためにも「標準化」が必要であり、更
に、その標準を満たすかどうかの基準
である「品質基準」が必要です。

そのため空間データ作成は、出来上
がりの品質に対する要求仕様、プロダ
クト規定で作業をすることになります。
従来のデータ作成が、公共測量作業規
程に基づく作成仕様、プロセス規定で
あったのに対して、異なる点ともいえ
ます。空間データのベースとなる製品
仕様書には、その利用目的に合致する

ために保証しなければいけない品質の
基準を、品質要求として示します。

この品質要求は、利用目的と照らし
合わせて許容することができるバラツ
キの程度を示すものです。これは、空
間データの目的やデータ作成及び品質
評価にかかるコストなどを考慮して決
定します。

また、品質要求は必要なデータを必
要な品質で作成可能とするためのもの
でもあります。実際のデータ作成では、

人手による品質検査 地図品質検査・評価ツール

価格要因時間的要因人的要因

作業工程短縮品質のバラツキ 人的ミス削減 高品質に安定

自動化

使用する機器の性能、作業者の技能、
また作業環境など様々な要因によって、
品質にバラツキを持つことになります。
品質検査は、このバラツキが品質要求
を満たしているかを確認するために必
要となってきます。

こうした現状を踏まえると、データ
作成者側においても、自己検査可能な
環境を準備し、プロダクト重視の要求
を満たす作業を進められるようにする
ことが重要になってきます。

これまでの空間データの品質は、人手による検
査が主流であったため、検査結果には「人的要
因」「時間的要因」「価格要因」などによってバ
ラツキが出ています。
そこで、この Indigo-i を利用することにより、
これまで問題となっていたバラツキの要因を排
除することができ、安定した高品質のデータ提
供が、安価に実現できます。

Indigo-i は、地理空間情報データの品質を国土地理院が策定した
「地理情報標準第 2 版（JSGI2.0）Ⅷ，品質評価手順工程フロー」に準拠。
空間データの適正な品質を自動的に判別する品質検査ツールです。

製品紹介

インディゴ・アイ

地図品質検査・評価ツール

発行企画 ●   interATM’S 倶楽部　会員向け情報誌 
AISAN SPIRITS NEWS

編集制作 ●   アイサンテクノロジー株式会社 
研究開発知財本部 システム開発部 ATDS課

2013 年 9 月 30 日発行 

今回の創刊準備号では、弊社の紹介と弊社が取り組む準天頂衛星を用いた測位技術、GIS 関連・地図品質検
査に関する技術、測位・地図精度をキーワードにお届けさせていただきました。
次号、創刊号では「第 20 回 ITS 世界会議」への参加レポートを中心に、会員様に有益な技術情報をお届
けさせていいただく予定です。今後「AISAN SPIRITS NEWS」では、測量業界のみならず、ITS 業界をは
じめとする、幅広い業界に技術情報を「interATM’S 倶楽部」会員様にお届けしていく予定です。本紙にて

「interATM’S 倶楽部」にご興味を持っていただければ幸いです。

※本紙掲載記事および画像の無断転載を禁じます。
※  本紙の情報は作成時点での信頼できると思われる各種情報、データに基づいて作成されていますが、その正確性、相当性、完全性などに

対しては当社およびその情報提供者は責任を負いません。

編 集 後 記

製品開発担当：研究開発知財本部 システム開発部 開発２課
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技術情報、業界トピックスの配信をメインとした会員向けサービス

■情報配信サービス内容

●作業規程の準則
「地理情報標準」についての理解のため、初歩的な語句解説

から高度なものまで、様々な技術情報内容を配信。

●街区基準点取付Q&A
アイサンテクノロジーに寄せられた街区基準点取付に関する

ご質問に技術顧問　中根勝見が回答。

●R&D技術情報
開発者目線で、新しい用語の解説などの最新情報をお届け

します。

●バックナンバー
各コンテンツの過去の記事を再整理して公開。

●AISAN SPIRITS NEWS
業界コラム、技術情報、測地学論文、実証・検証レポート
等を取りまとめた情報誌を会員様に年 4 回（予定）送付。
専用ウェブサイトからバックナンバーの閲覧も可能。

●業界トピックス
世の中は急速に変化しており、法改正や新たな基準の適用
といった国の動向が、測量･登記の業界にも大きな影響を与
えます。弊社技術顧問　中根勝見による時事コラムを掲載。

ウェブサイトで一部情報コンテンツのサンプルが閲覧可能 !!　まずは アイサンテクノロジー 検　索

お申し込みは

Webから

interATM’S ウェブサイトから申込用紙をダウンロード。
必要事項をご記入いただき、Mail または FAX にてご返信ください。
弊社より専用ページのログイン ID・パスワードを Mail にてご連絡させていただきます。

interATM’S倶楽部では、測位精度、地図精度の追及をキーワードに、

準天頂衛星を用いた測位技術、GIS関連・地図品質検査に関する

技術、測地学に基づいた座標･標高変換＆補正技術をテーマに取り扱い、

情報配信を行っていきます。

interATM’S倶楽部のサービス

先端技術情報・業界情報を配信

専用ウェブサイト 情報誌

〒460-0003　名古屋市中区錦 3-7-14  ATビル
TEL. 050-3776-3340  FAX. 050-3730-4595
URL　www.aisantec.co.jp

研究開発知財本部　システム開発部　ATDS課

※このサービスは予告なく中止または内容を変更する場合がありますことをあらかじめご了承ください。内容は 2013 年 9 月現在の内容です。

「AISAN SPIRITS NEWS」の発行

2013年秋
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