
(57)【要約】
【課題】屋外での地形測量をデータ化し、これを持ちか
えってコンピュータ設計支援手段で地形図を作成するも
ので、現地の状態を示すデジタル画像をより利用しやす
い形態で表示する地形図作成支援システム等を提供す
る。
【解決手段】測量現場を測量してえられた測点座標を設
定する測点座標設定手段９と、測量現場の外観的状況を
デジタル画像として収録する地形デジタル画像化手段１
２と、上記測点座標の位置に上記デジタル画像を表示す
るデジタル画像等表示手段１８とを備え、測点座標に基
づいてコンピュータ設計支援手段１６により地形現況図
を作成する際に、必要とされる測量現場のデジタル画像
を参照しながら地形現況図を作成するように構成されて
いる。こうすることにより、作図技術者は、デジタル画
像と地形現況図との各部の対応性がとれているので、現
地の状況を正しく迅速に理解して、作図することができ
る。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  測量対象地形等の測量データに基づいた
コンピュータ設計支援手段による地形図の作成を支援す
るシステムであって、上記測量対象地形等を測量してえ
られた測点座標を設定する測点座標設定手段と、上記測
量対象地形等の外観的状況をデジタル画像として収録す
る地形デジタル画像化手段と、上記測点座標設定手段で
設定された所定の測点座標位置に上記地形デジタル画像
化手段でえられたデジタル画像を表示するデジタル画像
等表示手段とを備え、上記測点座標に基づいて上記コン
ピュータ設計支援手段により地形図を作成する際に、必
要とされる測量対象地形等のデジタル画像を参照しなが
ら地形図を作成するように構成されたことを特徴とする
地形図作成支援システム。
【請求項２】  上記デジタル画像等表示手段において地
形図の作図範囲を基準座標として設定する基準座標設定
手段を備え、上記基準座標の所定位置にデジタル画像を
表示する請求項１記載の地形図作成支援システム。
【請求項３】  上記デジタル画像は、所定の方位に向け
た状態でデジタル画像等表示手段上に表示される請求項
１または２記載の地形図作成支援システム。
【請求項４】  デジタル画像の方位を判定するデジタル
画像方位判定手段と、上記の判定された方位に基づいて
デジタル画像を所定方位に変向するためのデジタル画像
回転角設定手段とを備え、上記デジタル画像がデジタル
画像等表示手段上に所定の方位に向けて表示される請求
項１～３のいずれか一項に記載の地形図作成支援システ
ム。
【請求項５】  上記デジタル画像方位判定手段による方
位判定は、デジタル画像内に写し込まれた磁気方位測定
器の表示方位を画像処理により判定してなされる請求項
４記載の地形図作成支援システム。
【請求項６】  上記デジタル画像回転角設定手段は、上
記デジタル画像方位判定手段で判定されたデジタル画像
の方位と上記基準座標の方位とを対比してデジタル画像
の所定の回転角を求めるように構成されている請求項５
記載の地形図作成支援システム。
【請求項７】  上記コンピュータ設計支援手段に地形図
作図手段と上記デジタル画像等表示手段が備えられ、作
図画面・デジタル画像選択手段により上記地形図作図手
段と上記デジタル画像等表示手段の両方またはいずれか
一方をコンピュータ設計支援手段に表示させる請求項１
～６のいずれか一項に記載の地形図作成支援システム。
【請求項８】  上記デジタル画像は、デジタル画像等表
示手段に参照用デジタル画像として表示される請求項１
～７のいずれか一項に記載の地形図作成支援システム。
【請求項９】  上記参照用デジタル画像は、上記地形図
作図手段の作図画面の１部に選択的に表示される請求項
８記載の地形図作成支援システム。
【請求項１０】  上記参照用デジタル画像上に直接地形

図を書きこみ、その後、参照用デジタル画像を消去する
請求項８または９記載の地形図作成支援システム。
【請求項１１】  上記測点座標設定手段で定められた測
点座標と上記地形デジタル画像化手段でえられたデジタ
ル画像との対応性が測点座標・デジタル画像等対応化手
段により設定されるように構成された請求項１～１０の
いずれか一項に記載の地形図作成支援システム。
【請求項１２】  磁北を基準にして判定された方位のデ
ジタル画像を、測量対象地形が存在する地域の磁気偏角
値に対応させて、真北方位のデジタル画像に変換する磁
北・真北切換手段が設けられている請求項１～１１のい
ずれか一項に記載の地形図作成支援システム。
【請求項１３】  上記デジタル画像等表示手段に表示さ
れた複数のデジタル画像の画像形状線をデジタル画像を
回転させることによりあらかじめ設定された基準線に合
致させるライン補正手段が設けられている請求項１～１
２のいずれか一項に記載の地形図作成支援システム。
【請求項１４】  上記デジタル画像方位判定手段による
方位判定は、電子コンパスによる方位算出により判定し
てなされる請求項４記載の地形図作成支援システム。
【請求項１５】  上記測点座標位置を設定するＧＰＳ測
点座標設定手段が設けられている請求項１～１４のいず
れか一項に記載の地形図作成支援システム。
【請求項１６】  上記デジタル画像等表示手段および／
または地形図作図手段に表示されている縮尺を任意に指
定した画像を任意に印刷するプリント出力手段が設けら
れている請求項１～１５のいずれか一項に記載の地形図
作成支援システム。
【請求項１７】  測量対象地形等の測量データに基づい
たコンピュータ設計支援手段による地形図の作成を支援
する方法であって、上記測量対象地形等を測量してえら
れた測点座標設定する測点座標設定手段と、上記測量対
象地形等の外観的状況をデジタル画像として収録する地
形デジタル画像化手段と、上記測点座標設定手段で設定
された所定の測点座標位置に上記地形デジタル画像化手
段でえられたデジタル画像を表示するデジタル画像等表
示手段とを備え、上記測点座標に基づいて上記コンピュ
ータ設計支援手段により地形図を作成する際に、必要と
される測量対象地形等のデジタル画像を参照しながら地
形図を作成するように構成されたことを特徴とする地形
図作成支援方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、地形測量データを
コンピュータ設計支援手段に投入して、地形図の作成を
支援するシステムおよび方法に関している。
【０００２】
【従来の技術】測量対象現場での測量を屋外業務として
行い、その座標化されたデータを持ちかえって、室内業
務としてコンピュータ設計支援手段で、地形図、例えば
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地形現況図を作成することが行われている。この場合、
設計の補助資料として、現地測量箇所のスケッチやそれ
に関する記録メモ等が使用されている。もしくは、屋外
での測量作業に平行して通常の電子平板システムを用い
て、現場で地形図を作成することが行われている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１３３２６０号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本来、地形測量は、地
形図の後に作成される土木設計のための情報として利用
されることが多い。したがって、より精緻な地形図を作
成することが必要であり、そのために、測量箇所（測量
点）をできるだけ多く設定し、また、各測量箇所の地形
やその性質、例えば、植物や岩石等の地物の客観的把
握，建物・工作物の設置状況等、を克明に把握して地形
図の作成に反映させなければならない。そのために、上
述のスケッチや記録メモを設計の補助資料とするのであ
るが、これらの補助資料の量が非常に多くなってしま
う。
【０００５】したがって、上記補助資料を有効にかつ効
率的に活用するためには、これらの補助資料を利用しや
すい形態にまとめる必要がある。また、上記補助資料と
測量箇所との対応関係が正しく管理されていないと、作
図の際にまちがった補助資料を見ながら作業をすること
となり、地形図の精度・信頼性等が低下し、地形図の品
質に影響する恐れがある。
【０００６】本発明は、このような事情に鑑みなされた
もので、上記補助資料を使いやすい形態にして、地形図
の品質に関する問題を解消するとともに、屋外作業およ
び室内図化作業の効率を向上させることを主たる目的と
する。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明の地形図作成支援システムは、測量対象地
形等の測量データに基づいたコンピュータ設計支援手段
による地形図の作成を支援するシステムであって、上記
測量対象地形等を測量してえられた測点座標を設定する
測点座標設定手段と、上記測量対象地形等の外観的状況
をデジタル画像として収録する地形デジタル画像化手段
と、上記測点座標設定手段で設定された所定の測点座標
位置に上記地形デジタル画像化手段でえられたデジタル
画像を表示するデジタル画像等表示手段とを備え、上記
測点座標に基づいて上記コンピュータ設計支援手段によ
り地形図を作成する際に、必要とされる測量対象地形等
のデジタル画像を参照しながら地形図を作成するように
構成されたことを要旨とする。
【０００８】すなわち、上記測量対象地形等を測量して
えられた測点座標を設定する測点座標設定手段と、上記
測量対象地形等の外観的状況をデジタル画像として収録
する地形デジタル画像化手段と、上記測点座標設定手段

で設定された所定の測点座標位置に上記地形デジタル画
像化手段でえられたデジタル画像を表示するデジタル画
像等表示手段とを備え、上記測点座標に基づいて上記コ
ンピュータ設計支援手段により地形図を作成する際に、
必要とされる測量対象地形等のデジタル画像を参照しな
がら地形図を作成する。
【０００９】したがって、上記測点座標で指定された位
置に上記デジタル画像を表示するものであり、コンピュ
ータ設計支援手段で地形図を作成する際に参照されるデ
ジタル画像は、実際の測量現場の測量位置に対応させて
デジタル画像等表示手段に表示されている。このため、
デジタル画像そのものが測量対象地形等における測量位
置の実情をリアルに表示していることとなり、地形図を
屋内作業で作成するときに現地の実情を適確に把握する
ことができ、地形図の品質向上にとって有効である。
【００１０】さらに、上記デジタル画像等表示手段に配
列されているデジタル画像が、上述のように、現地の状
況に対して位置的に対応しているので、作図技術者は地
形図作成時に短時間で現場把握ができて作図作業が効率
的になる。また、スケッチやメモ記録のような手作業に
よる煩雑な記録作業ではなく、測量箇所をデジタル画像
で収録するから、測量箇所が多くても所要時間が非常に
短縮される。
【００１１】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記デジタル画像等表示手段において地形図の作図
範囲を基準座標として設定する基準座標設定手段を備
え、上記基準座標の所定位置にデジタル画像を表示する
場合には、基準座標上に測点座標位置が設定され、その
位置にデジタル画像が表示される。したがって、基礎的
な性格を有する基準座標の特定された位置にデジタル画
像が表示されるから、測点座標位置に正確にデジタル画
像が表示され、測量対象地形等の現地状況が可及的にリ
アルに表示される。
【００１２】この基準座標は基準座標設定手段により、
測量対象地形等の規模や複雑さに適合した状態の基準座
標として設定され、それを基準にしてデジタル画像が表
示されるから、デジタル画像の大きさや複雑さを適確に
表示することが可能となり、適正な作図範囲の設定がで
きる。この基準座標は、参照用画面とされるデジタル画
像等表示手段の表示画面におけるＸ座標，Ｙ座標の座標
線の間隔や本数が、測量対象地形等の実情に応じて設定
されるのであり、そうすることにより、測量対象地形等
の広さや、溝，堤防，道路等の表示対象物の多少や大き
さ，密度に適応させることができ、必要な地形現況を適
確に理解することが可能となる。
【００１３】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記デジタル画像は、所定の方位に向けた状態でデ
ジタル画像等表示手段上に表示される場合には、デジタ
ル画像の方位とデジタル画像化された現地の測量対象物
の方位との向きが合致させられて、作図技術者は方位性
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の理解に躊躇することなくデジタル画像を正しく理解で
きる。すなわち、個々のデジタル画像が一定の方位、例
えば、北向きに揃えられているので、このデジタル画像
の方位とデジタル画像等表示手段の表示画面の方位を同
じ方位に設定しておくことにより、方位的に参照しやす
い状態でデジタル画像を活用することができる。
【００１４】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、デジタル画像の方位を判定するデジタル画像方位判
定手段と、上記の判定された方位に基づいてデジタル画
像を所定方位に変向するためのデジタル画像回転角設定
手段とを備え、上記デジタル画像がデジタル画像等表示
手段上に所定の方位に向けて表示される場合には、ま
ず、デジタル画像方位判定手段によりデジタル画像の方
位が判定される。すなわち例示的に言うと、デジタル画
像を例えば横長においたとき、そのデジタル画像のどち
らの方向が「北」であるか、あるいはどちらの方向が
「西」であるかが判定される。
【００１５】ついで、この判定された方位に基づいてデ
ジタル画像回転角設定手段により、各デジタル画像を所
定の方位、例えば、全てのデジタル画像の上側を北向き
に揃えるためには、各デジタル画像を回転方向で何度変
向すればよいかが設定される。このように回転角が設定
されたデジタル画像が、デジタル画像等表示手段の表示
画面に表示される。
【００１６】したがって、地形図の上側が例えば北であ
る場合には、各デジタル画像の上側を北向きに統一する
ことにより、デジタル画像等表示手段に表示されたデジ
タル画像と地形図に記載するべき測量対象物との各方位
を一致させて、理解しやすい状態で参照のためのデジタ
ル画像が活用できる。
【００１７】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記デジタル画像方位判定手段による方位判定が、
デジタル画像内に写し込まれた磁気方位測定器の表示方
位を画像処理により判定してなされる場合には、磁気方
位測定器の表示方位が画像的把握により正確に認識され
て数値的な信号に変換されるので、方位判定が正確にな
されて次段階におけるデジタル画像回転角設定手段の動
作を有効に行わせることが可能となる。
【００１８】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記デジタル画像回転角設定手段は、上記デジタル
画像方位判定手段で判定されたデジタル画像の方位と上
記基準座標の方位とを対比してデジタル画像の所定の回
転角を求めるように構成されている場合には、上記回転
角がデジタル画像表示の基盤をなす基準座標との相対関
係で求められるから、回転角の設定方法として最も信頼
性のある手法となり、デジタル画像の方位設定を高い精
度のもとで実行できる。
【００１９】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記コンピュータ設計支援手段に地形図作図手段と
上記デジタル画像等表示手段が備えられ、作図画面・デ

ジタル画像選択手段により上記地形図作図手段と上記デ
ジタル画像等表示手段の両方またはいずれか一方をコン
ピュータ設計支援手段に表示させる場合には、地形図作
図手段における作図画面とデジタル画像等表示手段にお
ける参照用のデジタル画像の両方またはいずれか一方を
自由に選択して画面表示をさせることができる。
【００２０】このことは、コンピュータ設計支援手段の
画面の大きさには限度があるので、地形図の大きさや複
雑さ等に応じて上記のように選択的に表示させることが
得策であり、特に、参照のためのデジタル画像をできる
だけ大きく表示して、測量対象地の実情を正確に把握
し、作図を行いやすくする点で有利である。
【００２１】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記デジタル画像は、デジタル画像等表示手段に参
照用デジタル画像として表示される場合には、「参照用
デジタル画像」として種々な表示形態で表示されるか
ら、作図に際して活用しやすくなり、地形図作成にとっ
て非常に有効である。上記「参照用デジタル画像」の態
様としては、単一のデジタル画像が測点座標位置に表示
されたもの、複数のデジタル画像が複数の測点座標位置
に表示されたもの、あるいは、１つの作図対象物を画像
表示するために複数のデジタル画像を測点座標および縮
尺にしたがって隙間をあけて、もしくは、隙間なく並べ
たり、重複させたりした、いわゆる合成された形態のも
の等がある。このような各態様の参照用デジタル画像を
地形図作成との関連で適宜活用するのである。
【００２２】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記参照用デジタル画像が、上記地形図作図手段の
作図画面の１部に選択的に表示される場合には、参照用
デジタル画像の中から選択された必要なデジタル画像が
地形図作図手段の画面の１部に表示されるから、作図内
容と参照すべきデジタル画像とが接近した状態で表示さ
れる。したがって、測量対象地形等の実態把握が作図進
行中においてすばやくなされ作図作業の効率化にとって
有効である。また、作図画面の大きさには限度があるの
で、選択的に抽出されたデジタル画像を小さな画面スペ
ースに表示して、作図画面に支障を来さないようにする
ことができる。
【００２３】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記参照用デジタル画像上に直接地形図を書きこ
み、その後、参照用デジタル画像を消去する場合には、
所定の位置に表示されたデジタル画像をなぞるような作
図作業が採用できるので、作図対象物の位置や形状・大
きさ等が簡単に把握できて、作図初期の作業性が向上す
る。
【００２４】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記測点座標設定手段で定められた測点座標と上記
地形デジタル画像化手段でえられたデジタル画像との対
応性が測点座標・デジタル画像等対応化手段により設定
されるように構成された場合には、どの測点座標位置に
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どのデジタル画像を位置付けるかの対応性が正確に設定
されるので、ある測点座標位置に対して間違ったデジタ
ル画像が位置付けられることがない。
【００２５】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、磁北を基準にして判定された方位のデジタル画像
を、測量対象地形が存在する地域の磁気偏角値に対応さ
せて、真北方位のデジタル画像に変換する磁北・真北切
換手段が設けられている場合には、上記磁北・真北切換
手段が各デジタル画像の磁北方位を真北方位に切換える
機能を有しているので、測量対象地形が存在する地域の
磁気偏角値に対応させて、真北方位のデジタル画像をデ
ジタル画像等表示手段に表示することができる。このよ
うな方位補正は、例えば、公共性のある道路（国道，県
道等）に関する地形図を作図するときには、その道路の
作図箇所の磁北を世界測地系等に記載された磁気偏角値
の角度分だけ補正して、真北に基づいた地形図とし、同
様な磁気偏角値補正がなされた他の箇所の地形図との整
合性が確保でき、公共性のある道路等にとって適正な地
形図が作成できる。
【００２６】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記デジタル画像等表示手段に表示された複数のデ
ジタル画像の画像形状線をデジタル画像を回転させるこ
とによりあらかじめ設定された基準線に合致させるライ
ン補正手段が設けられている場合には、各デジタル画像
の中の例えば直線または円弧線のような画像形状線を上
記基準線に合致させるものであるから、異常な向きのデ
ジタル画像が基準線に合致した適正な向きに補正され
る。したがって、参照画像としての表示が測量現場の実
態に即した状態でなされ、作図品質の向上にとって有効
であり、簡単な画面操作で短時間でデジタル画像の向き
を補正でき、作図に必要な参照画像準備工数を削減でき
ることから、作図時間短縮にとって有効である。
【００２７】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記デジタル画像方位判定手段による方位判定が、
電子コンパスによる方位算出により判定してなされる場
合には、電子コンパスによる方位を直接方位データとし
て把握でき、デジタル画像の方位マークを磁北に整合さ
せたり、デジタル画像の方位を真北に補正したりするこ
とが、データ処理によって行なえるので、正確な方位設
定が実現する。
【００２８】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記測点座標位置を設定するＧＰＳ測点座標設定手
段が設けられている場合には、測点位置に設置したＧＰ
ＳアンテナとＧＰＳ衛星との位置関係で測点座標が設定
できるので、地上で見通しを確保できないような地形で
あっても、測点座標を設定することができ、座標設定を
簡単に行なうことができる。
【００２９】本発明の地形図作成支援システムにおい
て、上記デジタル画像等表示手段および／または地形図
作図手段に表示されている縮尺を任意に指定した画像を

任意に印刷するプリント出力手段が設けられている場合
には、作成中または完成した地形図や参照用のデジタル
画像を、所要の縮尺で印刷媒体に印刷して紙面の上で書
き込み等をして検討したり、顧客との協議資料としたり
することができるので、最終的にはより克明に検討され
た高い品質の地形図が作成できる。さらに、測量してい
ない画像上の任意点の座標位置を座標計算によって算出
し、この座標位置を補充した形態で印刷することによ
り、印刷資料としての有用性をより高めることができ
る。
【００３０】前述の目的を達成するために、本発明の地
形図作成支援方法は、測量対象地形等の測量データに基
づいたコンピュータ設計支援手段による地形図の作成を
支援する方法であって、上記測量対象地形等を測量して
えられた測点座標設定する測点座標設定手段と、上記測
量対象地形等の外観的状況をデジタル画像として収録す
る地形デジタル画像化手段と、上記測点座標設定手段で
設定された所定の測点座標位置に上記地形デジタル画像
化手段でえられたデジタル画像を表示するデジタル画像
等表示手段とを備え、上記測点座標に基づいて上記コン
ピュータ設計支援手段により地形図を作成する際に、必
要とされる測量対象地形等のデジタル画像を参照しなが
ら地形図を作成するように構成されたことを要旨とす
る。
【００３１】上記の地形図作成支援方法を採用すること
により、前述の地形図作成支援システムと同様な作用効
果がえられる。
【００３２】
【発明の実施の形態】つぎに、本発明の実施の形態を詳
しく説明する。以下の実施の形態の説明においては、地
形図の中の１つである「地形現況図」を例にあげてい
る。
【００３３】図は、本発明の一実施の形態を示してい
る。図１に基づいて屋外作業の模様を説明する。図１の
測量現場は、道路１と２が交差し、各道路１，２に面し
て空地３，４および池５，盛土６，瓦礫７になってい
る。以上の測量現場全体は、符号８で示されている。
【００３４】測量対象地形等８を測量して測点座標を求
める測点座標設定手段９、それに対応して測量箇所（測
量点）Ｐ１に立てられた断面円形の測量用ポール１０が
配置されている。上記測点座標設定手段９は、測量用ポ
ール１０までの距離，方向，上下高低差等を測定する機
能を有するもので、通常は、光波測距器がトータルステ
ーションとして使用されている。なお、本実施の形態で
は、各種の「手段」が採用されているが、これらは通常
のコンピュータ装置に内蔵されている。
【００３５】本実施の形態における測点座標設定手段９
も光波測距器であり、それに対応させて測量用ポール１
０にターゲットミラー（コーナープリズム）１１が取付
けられている。光波測距器９からの出射光がターゲット
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ミラー１１に照射され、その反射光を光波測距器９で受
光し、測点座標が設定される。この座標データは、光波
測距器９の設置箇所を基準点（例えば、０点）とし、こ
こを基準にして図示のようなＸ，Ｙの座標データとして
測点座標設定手段９に含まれた記憶手段に記憶される。
【００３６】具体的には、測量箇所Ｐ１の座標データ
は、測量点を区別する記号（文字列または数字，記号）
とＸ１，Ｙ１なる座標データとして記憶される。同様に
次の測量箇所Ｐ２の座標データは、測量点を区別する記
号（文字列または数字，記号）とＸ２，Ｙ２なる座標デ
ータとして記憶される。さらに、引き続いてＰ３，Ｐ
４，Ｐ５・・・・・Ｐｎの測定箇所の座標データが、測
量点を区別する記号（文字列または数字，記号）ととも
にＸ３，Ｙ３、続いてＸ４，Ｙ４、さらに続いてＸ５，
Ｙ５と記憶されて行き、最後のＰｎ点の測量データＸ
ｎ，Ｙｎが座標データとして記憶される。
【００３７】ここで、上記地形図作成支援システムのシ
ステム構成を図２のブロック図に示す。
【００３８】上記の座標データが座標値として記録され
るのと同期させて、各測量箇所Ｐ１，Ｐ２・・・・Ｐｎ
の近辺の地形等がデジタル画像として記録される。これ
は、地形デジタル画像化手段１２によって行われる。地
形デジタル画像化手段１２としては、デジタルカメラ１
３を測量用ポール１０に取付けて、測量点とその近傍の
地形等をデジタル画像として収録する。この収録画像に
は、上記の各測量箇所Ｐ１，Ｐ２・・・・Ｐｎの各々に
ついて測点番号が付され、それが測点座標設定手段９に
記憶される。測点番号は、文字どおりＰ１，Ｐ２・・・
・Ｐｎであり、このように定めるのが便利である。上記
測点番号が付されたデジタル画像は、地形デジタル画像
化手段１２に含まれている記憶手段に記憶される。
【００３９】上記座標データの記録と上記デジタル画像
の収録とを同期させる方法には、いろいろなものが採用
できる。図１に示された同期の方法は、信号線１４で光
波測距器９とデジタルカメラ１３を結線し、光波測距器
９の操作に連動してデジタルカメラ１３のシャッター操
作や図示していないがビデオカメラの撮影ボタンの押込
み等が自動的になされる。このような信号による連動化
を無線の態様で実施することも容易である。
【００４０】上記各測量箇所の座標データ、すなわち測
点座標とデジタル画像との関係が食違わないように正し
く対応化しておく必要がある。そのために、測点座標・
デジタル画像等対応化手段１５が設けられている。上記
測点座標・デジタル画像等対応化手段１５には、測点座
標設定手段９と地形デジタル画像化手段１２との双方か
ら各記憶信号が入力され、測点座標とデジタル画像との
対応関係が明確化されるとともに、この対応関係が記憶
される。上述のようにして、測点座標設定手段９により
えられた測点座標の各座標値と地形デジタル画像化手段
１２によりえられたデジタル画像との対応関係を設定す

るのである。
【００４１】地形図を具体的に作図するときには、コン
ピュータ設計支援手段１６が使用される。これは、一般
的なＣＡＤである地形図作図手段１７に参照情報源とし
てのデジタル画像等表示手段１８が対をなして設けられ
ている。上記デジタル画像等表示手段１８へは、上記測
点座標設定手段９からの測点座標と地形デジタル画像化
手段１２からのデジタル画像が、測点座標・デジタル画
像等対応化手段１５と後述のデジタル画像の方位判定や
回転角設定手段と測点座標・回転角合成手段１９を経由
してデジタル画像等表示手段１８に入力される。
【００４２】上記デジタル画像等表示手段１８にデジタ
ル画像を見やすい状態で表示するために、デジタル画像
の表示位置や方位が所定の形態となるようにしてある。
【００４３】上記デジタル画像の表示位置は、測点座標
設定手段９で設定された所定の測点座標位置に地形デジ
タル画像化手段１２でえられたデジタル画像を表示する
ことにより設定される。このような測点座標位置とデジ
タル画像との位置的な合致や合成は、測点座標・回転角
合成手段１９においてなされる。上記の位置的な合成を
行うのに際しては、基準座標設定手段２８から上記合成
手段１９に入力された基準座標上に上記測点座標が指定
され、この指定された位置にデジタル画像が表示され
る。
【００４４】上記基準座標設定手段２８は、上記デジタ
ル画像等表示手段１８における地形図の作図範囲を基準
座標として設定する機能をも果たしている。具体的に
は、上記基準座標は、参照用画面とされるデジタル画像
等表示手段１８の表示画面におけるＸ座標，Ｙ座標の座
標線の間隔や本数が、測量対象地形等８の実情に応じて
設定されるのであり、そうすることにより、測量対象地
形等８の広さや、溝，堤防，道路等の表示対象物の多少
や大きさ，密度に適応させることができ、必要な地形現
況を適確に理解することが可能となる。
【００４５】つぎに、デジタル画像を表示する際の方位
に関して説明する。すなわち、測量対象地形等８で撮影
されたデジタル画像の東西南北の方位は、図３（Ａ），
（Ｂ），（Ｃ）に示されたように種々まちまちである。
図３（Ａ）は、歩道２０と車道２１との境界部をデジタ
ルカメラ１３で撮影したデジタル画像である。そこには
測量用ポール１０に取付けた磁気方位測定器２２の方位
マーク２３がデジタル画像の真上を指した状態で写し込
まれている。この方位マーク２３は通常の磁気方位測定
器と同様に「北」を指している。また、図３（Ｂ）は、
（Ａ）から離れた箇所の同様な境界部のデジタル画像で
あり、ここでは「北」が方位マーク２３の向きのように
斜め右上となっている。
【００４６】さらに、図３（Ｃ）は、道路の角部に配置
された集水箇所２４の１部を示すデジタル画像であり、
「北」は方位マーク２３の示す方向である。この集水箇
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所２４はそれを構成する線が多数にわたっているので、
この箇所だけは４つのデジタル画像を合成してある。図
３（Ｄ）のデジタル画像ｃが上記（Ｃ）である。同様に
デジタル画像ａ，ｂ，ｄについても、図示していないが
（Ｃ）と同様な方位マーク２３がそれぞれに写し込まれ
ている。なお、図３において符号２５は縁石である。な
お、実際には、後述の図５および図６から明らかなよう
に、デジタル画像には測量用ポール１０の下部や磁気方
位測定器２２，水準器３９が写っているのであるが、理
解しやすくするために、ここでは方位マーク２３だけを
図示してある。
【００４７】上記のように複数のデジタル画像を重ね合
わせたような状態で、特定の対象物、例えば、集水箇所
２４をデジタル画像として表示することが可能である。
これは各デジタル画像を所定の測点座標位置に方位を定
めて表示することにより、実行される。このような合成
機能は測点座標・回転角合成手段１９において行われる
のであり、測量対象地形等８の複雑な箇所などをデジタ
ル画像化するのに有効であり、「参照用デジタル画像」
のなかの１つとして位置付けられる。また、複数のデジ
タル画像を重ね合わせることの外に、２つのデジタル画
像が付き合わされる場合もある。
【００４８】上述のようにして準備されたデジタル画像
の方位を判定するためにデジタル画像方位判定手段２６
が設けられている。この判定は、磁気方位測定器２２の
表示方位、すなわち方位マーク２３を画像処理によって
行うもので、各デジタル画像を例えば横長に認識して、
その横長デジタル画像の中にあって方位マーク２３がそ
れぞれどちらを向いているかが判定される。
【００４９】上記デジタル画像方位判定手段２６によっ
て方位判定がなされたデジタル画像は、デジタル画像等
表示手段１８上に統一された向きで表示されることによ
り、理解しやすい表示とされる。そのために、デジタル
画像回転角設定手段２７が設けられている。この回転角
は、デジタル画像方位判定手段２６で判定されたデジタ
ル画像の方位と基準座標設定手段２８で定められた基準
座標の方位とを対比して求められる。ここで、基準座標
設定手段２８はＸ座標とＹ座標を有しているとともに、
例えば、座標の上を「北」とするか右側を「北」とする
かという、方位の設定も可能なものとされている。した
がって、各デジタル画像の方位マーク２３の方向線と上
記基準座標の方位線とのなす角度を測定することによ
り、上記回転角が求められる。このように所定の方位を
地形現況図の状況に応じて、自由に設定することができ
る。
【００５０】上記デジタル画像等表示手段１８の表示方
位と地形図作図手段１７の表示方位とを一致させるため
に、作図方位角設定手段２９が設けられている。この作
図方位角設定手段２９による地形図作図手段１７の表示
方位と、基準座標設定手段２８によるデジタル画像等表

示手段１８の表示方位とが同一方位となるように設定し
ておくことにより、作図画面と参照情報の画面とが方位
的に一致し、測量対象地形等８の現場を正しく認識する
ことがしやすくなる。
【００５１】上記デジタル画像等表示手段１８に入力さ
れる最終的な表示信号は、デジタル画像が上記のように
方位変向がなされるとともに、各デジタル画像の表示位
置も測量対象現場に合致した位置に画面表示される。す
なわち、測量対象現場において、例えば、集水箇所２４
と他のデジタル画像化箇所との相対位置関係が、現地と
同じように表示されることである。これを実現するため
に、測点座標・回転角合成手段１９が設けられている。
この合成手段１９には、測点座標・デジタル画像等対応
化手段１５からの測点座標情報とデジタル画像回転角設
定手段２７からの回転角情報とが入力され、各デジタル
画像がどの測定座標位置にどの方位で表示されるかが合
成される。この合成された情報がデジタル画像等表示手
段１８に入力されて図３（Ｄ）のような参照のためのデ
ジタル画像が表示される。
【００５２】上述のようにして図３(Ｄ）に示したよう
な個々のデジタル画像について、それらの被撮影物に対
する倍率が一定に揃えられていることにより、いわゆる
デジタル画像の大きさの点においても、実態に即したデ
ジタル画像が表示されて、地形現況図作成時の参照画像
として好適である。特に、前述のようにデジタル画像を
なぞって地形図作成時の初期作業に供するときにおい
て、有利である。
【００５３】また、上記のデジタル画像をなぞることに
ついては、通常のＣＡＤにおける多層管理（レイヤ構
造）が活用されている。デジタル画像は、地形現況図が
作図される画層と重ねて下絵として参照されるが、上記
のように「なぞり描き」を行うときには地形現況図の画
層が選択されていて、そこに直接地形現況図がなぞりな
がら作図されてゆくのである。そして、このなぞり描き
は、各測点の結線作業として遂行されるので、精度的に
は地形現況図作成の初期段階と同等である。
【００５４】図３（Ｄ）のデジタル画像を参照しながら
作成された地形図が、図４に示されている。図４の測点
ＰＡ，ＰＢ，ＰＣで撮影されたデジタル画像は、それぞ
れ図３の（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）のデジタル画像に対応
している。
【００５５】上記デジタル画像回転角設定手段２７でデ
ジタル画像を回転させるときに備えて、各デジタル画像
のどのポイントを基準座標のどの座標位置に合致させて
回転させればよいかがあらかじめ設定してある。そのた
めに、デジタル画像回転中心決定手段３１がデジタル画
像回転角設定手段２７に付属した態様で設けられてい
る。具体的な一例としては、図３に示されているよう
に、デジタル画像の対角線の交点ＲＡ，ＲＢ，ＲＣを所
定の座標点に合致させて、定められた回転角に応じた画
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像回転がなされる。このような操作をすることにより、
回転時にデジタル画像が所定の座標位置からずれること
が防止される。
【００５６】上記地形図作図手段１７の作図画面とデジ
タル画像等表示手段１８の参照用画面を、両方ともまた
はいずれか一方をコンピュータ設計支援手段１６に表示
させるために、作図画面・デジタル画像選択手段３２が
設けられている。これは、測量対象地形等の規模等によ
り、両画面とも表示できたり、あるいはいずれか一方だ
けしか表示できなかったりするので、このような選択を
可能ならしめている。作図技術者は、両画面を交互に表
示したりして作図が進行する。このことは、コンピュー
タ設計支援手段の画面の大きさには限度があるので、地
形図の大きさや複雑さ等に応じて上記のように選択的に
表示させることが得策であり、特に、参照のためのデジ
タル画像をできるだけ大きく表示して、測量対象地の実
情を正確に把握し、作図を行いやすくする点で有利であ
る。
【００５７】作図作業中には、所望のデジタル画像を取
出して参照することがある。そのために、表示画像切換
手段３３が設けられている。これは、地形図作図手段１
７の作図画面をコンピュータ設計支援手段１６の全画面
に表示し、その１部に所望のデジタル画像を選択して表
示するのである。したがって、作図内容と参照すべきデ
ジタル画像情報とが接近した状態で表示され、測量対象
地形等８の実態把握がすばやくなされ作図作業の効率化
にとって有効である。また、作図画面の大きさには限度
があるので、選択的に抽出されたデジタル画像を小さな
画面スペースに表示して、作図画面に支障を来さないよ
うにすることができる。
【００５８】以上の説明においては、測点座標・デジタ
ル画像等対応化手段１５が、図２に示されているよう
に、測点座標設定手段９や地形デジタル画像化手段１２
の直後に配置されているが、この手段１５を測点座標・
回転角合成手段１９の後方に配置してもよく、また、こ
の手段１５の機能を測点座標・回転角合成手段１９に包
含させてもよい。
【００５９】図２に示した実施の形態では、コンピュー
タ設計支援手段１６に地形図作図手段１７とデジタル画
像等表示手段１８との両方が含まれている形になってい
るが、上記手段１７，１８のいずれか一方を別の機器に
配置して、両手段１７，１８の画面を常時見られるよう
にしてもよい。
【００６０】上述のデジタル画像は静止画だけではなく
動画であってもよい。動画を用いるときには、デジタル
画像等表示手段１８の１部や地形図作図手段１７の作図
画面の１部に、指定した座標位置の状況を動画で表示
し、作図の参照に供される。動画を対象にして上記の方
位判定や回転角設定を行うときには、静止画の状態で行
ってもよく、あるいは動画のまま直接行ってもよい。

【００６１】なお、図５および図６は、前述のデジタル
カメラ１３や磁気方位測定器２２等の取付け構造を例示
している。図５は、デジタルカメラ１３を測量用ポール
１０に取付ける構造の例であり、デジタルカメラ１３と
一体にされた取付け具３４と測量用ポール１０への固定
具３５とがボールジョイント３６を介して連結されてい
る。蝶ボルト３７を締付けると固定具３５が測量用ポー
ル１０に一体化され、他の蝶ボルト３８を締付けるとデ
ジタルカメラ１３の撮影光軸が設定される。
【００６２】図６は、磁気方位測定器２２がデジタルカ
メラ１３の下方に配置されている例である。ここでは、
測量用ポール１０に磁気方位測定器２２と水準器３９の
取付け構造を示している。そして、磁気方位測定器２２
の方位マーク２３がデジタルカメラ１３で写し込まれる
ようになっている。
【００６３】上記磁気方位測定器２２や水準器３９を測
量用ポール１０に着脱可能とするために、ばね鋼製の板
材で作られたクランプ部材４０が設けられている。この
クランプ部材４０に水準器３９が固定され、水準器３９
に磁気方位測定器２２が取付けられている。
【００６４】上記水準器３９は、液中に気泡を浮遊させ
た形式のもので、透明板４１の中央部に気泡４２が見え
るようになっている。気泡４２が中央部に位置している
と、水平状態を表していて、測量用ポール１０の鉛直方
向の起立が確認される。
【００６５】上記のデジタルカメラ１３は、測量用ポー
ル１０に取付けられているが、このような構造に代え
て、デジタルカメラ１３を測量作業者が操作して、適当
な方向から測量箇所を撮影するようにしてもよい。
【００６６】上記の磁気方位測定器２２は、デジタルカ
メラ１３で写し込まれるようになっているが、デジタル
カメラ１３自体に磁気方位測定器の機能を内蔵させるこ
とも可能である。これは、デジタルカメラ１３に内蔵し
た磁気方位測定手段からの方位信号を方位マークのよう
に図形化して、デジタル画像に方位マークを表示するの
である。もしくは、方位データが画像内に写し込まれず
に、デジタルカメラ内にデジタルデータが保持され、画
像データの抽出時に対応して取得できる方法である。あ
るいは、カメラで方位角を測定した後、有線もしくは無
線で接続されたデータコレクタ内に測点とともに方位が
記録される方法も採用できる。
【００６７】また、既存の電子平板で測量対象地形等８
の概略図、例えば、測点とそれを結んだ線ような概略図
の図面情報をコンピュータ設計支援手段１６に入力し
て、作図作業を開始することも可能である。このような
電子平板の利用は、デジタル画像を参照しながら地形図
を作成するに際して、既存の電子平板を簡単な記録手段
として利用するものである。
【００６８】さらに、測点番号とその箇所のデジタル画
像の有無を作図画面の１部に表示し、測点番号を指定す
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ればデジタル画像を見ることができるようにすることも
可能である。すなわち、測点座標の測点情報、例えば点
番号，点名称，座標値等のいずれかを指定（マウスやペ
ン等のポインタツールを用いて指定）することにより、
ただちに所望の参照用デジタル画像を作図画面上に呼び
出すことが可能となる。
【００６９】上記の地形図作成支援システムおよび方法
の作動を説明する。
【００７０】測量現場で測量用ポール１０や光波測距器
９を用いて、測点Ｐ１の測点座標がＸ１なる座標値とＹ
１なる座標値として求められる。同様にして、つぎの測
点Ｐ２についてもＸ２なる座標値とＹ２なる座標値とし
て求められ、必要な測点Ｐｎまで測定される。この測定
座標値は、測点座標設定手段９に記憶される。一方、測
点の状態はデジタルカメラ１３で撮影されてデジタル画
像化され、各デジタル画像には測点番号Ｐ１，Ｐ２・・
・が付されて、デジタル画像とともに地形デジタル画像
化手段１２に記憶される。
【００７１】上記の測点座標とデジタル画像は測点座標
・デジタル画像等対応化手段１５に送られて、ここで測
定座標とデジタル画像との正しい対応性が設定される。
その後、デジタル画像はデジタル画像方位判定手段２６
に送られて、ここでデジタル画像の方位がどの方位にな
っているかが判定される。この判定によるデジタル画像
の方位と基準座標設定手段２８からの基準座標の方位と
が対比されて、デジタル画像の回転角が求められる。ま
た、基準座標設定手段２８で基準座標が設定されるのと
同時に作図方位角設定手段２９により作図画面の方位も
基準座標の方位と同じ方向に設定される。
【００７２】一方、測点座標・デジタル画像等対応化手
段１５からの測点座標と基準座標設定手段２８からの基
準座標とが測点座標・回転角合成手段１９に送り込ま
れ、ここで上記測点座標が基準座標上に合致させられ
る。これと同時にデジタル画像回転角設定手段２７で設
定されたデジタル画像の回転角が同合成手段１９に入力
され、最終的にどの座標位置にどのデジタル画像を、地
形図の方位との関連でどの方位に表示するかが設定され
る。
【００７３】上記の最終的な設定内容がデジタル画像等
表示手段１８に伝えられて、ここで参照用デジタル画像
として表示され、地形図の作成作業の参照情報として活
用される。作図技術者は、作図画面・デジタル画像選択
手段３２や表示画像切換手段３３を操作して、コンピュ
ータ設計支援手段１６の画面を作図画面やデジタル画像
の参照用画面に切換えたり、作図画面の１部に選択され
たデジタル画像を表示させたりして、作図作業が進行す
る。
【００７４】上述の実施の形態においては、つぎのよう
な種々な効果がある。すなわち、デジタル画像を屋外業
務として遂行し、それに基づいた地形現況図の作図は室

内業務として遂行されるので、両業務は完全に分業化さ
れ、作業の専業化による熟練度向上が作業効率の向上に
寄与する。また、地形現況図完成後においても、作図画
面の測点番号等を指定して、その箇所を画面上に写し出
して図面点検が可能であるから、点検の精度が向上して
地形現況図の品質を一層高めるのに有効である。このよ
うな点検が可能であることから、発注者への地形現況図
納品時に、発注者側検査の現地立会いを簡便化もしくは
立会いを省略することが可能となる。
【００７５】図７は、本発明の地形図作成支援システム
の第２の実施の形態を示す。この実施の形態において
は、磁北・真北切換手段，ライン補正手段，電子コンパ
スの活用，ＧＰＳ測点座標設定手段，プリント出力手段
および音声自動認識手段等が先の実施の形態と差し換え
られたり、あるいは新たに付加されたりしている。
【００７６】前述の実施の形態においては、磁気方位測
定器２２で測定された方位すなわち「磁北」に基づいて
各デジタル画像の方位が設定されているが、以下に説明
する実施の形態においては、地軸により設定される「真
北」に基づいてデジタル画像がデジタル画像等表示手段
１８に表示できるようになっている。測量される地域に
おいては、それぞれその地域における磁気偏角値（日本
では西偏）が、例えば、沖縄４～５度，九州約６度，関
東約７度，北海道約９度等とされ、これらの磁気偏角値
は、国土地理院発行の世界測地系（日本測地系を含む）
等に記載されている。例えば、公共性のある道路（国
道，県道等）に関する地形図を作図するときには、その
道路の作図箇所の磁北を上記世界測地系に記載された磁
気偏角値の角度分だけ補正して、真北に基づいた地形図
とする必要がある。
【００７７】上記のように、真北に基づいたデジタル画
像をデジタル画像等表示手段１８に表示するために、磁
北・真北切換手段４３が設けられている。この磁北・真
北切換手段４３は、デジタル画像方位判定手段２６に基
づいて設定された各デジタル画像の磁北方位を、真北方
位に切りかえる機能を有する。図８（Ａ）に示すよう
に、デジタル画像等表示手段１８に表示された各デジタ
ル画像は、磁北を指す方位マーク２３がそれぞれ上記手
段１８の真上を指した状態で所定の測点座標位置に表示
されている。これらのデジタル画像（通常は複数のデジ
タル画像）を一斉に真北に角度補正をするときには、図
８（Ｂ）に示すように、各デジタル画像の真北方位が上
記手段１８の真上を指した状態となるよう、磁北方位線
と真北方位線を共に反時計方向に各デジタル画像一斉に
回動させている。このように磁北から真北への磁気偏角
値の補正は、その測量地域の磁気偏角値を上記の世界測
地系等で求めて、磁北・真北切換手段４３に補正角を入
力してから当該手段４３を動作させる。
【００７８】上記のように、デジタル画像等表示手段１
８に各デジタル画像を表示した状態で、各デジタル画像
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の磁北・真北方位線を一括的に角度補正行なうことに代
えて、あらかじめ各デジタル画像の磁北方位線を個々に
真北方向に角度補正をしておき、デジタル画像等表示手
段１８の測点座標位置にデジタル画像を表示したときに
は、すでに真北方向が表示されるようにしてもよい。ま
た、上記世界測地系に記録されている地域毎の磁気偏角
値を記憶させておき、地域を指定すれば自動的にその地
域の磁気偏角値が磁北・真北切換手段４３に入力される
ようにすることもできる。
【００７９】以上の構成により、例えば、公共性のある
道路（国道，県道等）に関する地形図を作図するときに
は、その道路の作図箇所の磁北を上記世界測地系に記載
された磁気偏角値の角度分だけ補正して地形図が作成さ
れ、同様な磁気偏角値補正がなされた他の箇所の地形図
との整合性が確保でき、公共性のある道路等にとって適
正な地形図が作成できる。
【００８０】つぎに、ライン補正手段４４について説明
する。各デジタル画像を一直線上あるいは円弧線上に並
べることが必要になる場合がある。そのような場合に備
えて、上記ライン補正手段４４が設けてある。図９
(Ａ）は、３つのデジタル画像のうち中央のデジタル画
像の真直ぐな縁石４５すなわち画像形状線が基準線４６
に対して傾いている状態を示している。同図(Ｂ）は、
中央の傾いたデジタル画像を測点を中心にして回転させ
て、その縁石４５を基準線４６に合致させた正規の表示
状態を示している。上記縁石４５が円弧形状であってそ
れを円弧状に並べる場合においても、円弧状の画像形状
線と円弧状の基準線を用いて同様なライン補正ができ
る。また、３つのデジタル画像の縁石４５（画像形状
線）が基準線４６に合致しないで、基準線４６と平行な
状態であっても、正規の表示状態として参照画像とする
ことができる。さらに、上記の円弧状の画像形状線であ
っても、同様に正規の表示状態とすることができる。
【００８１】このようなライン補正は、３つのデジタル
画像に基準線４６を適合させて、どのデジタル画像がど
れくらい基準線４６に対して傾いているかを判定し、そ
の判定結果としての回転角の分だけ画像上で補正するこ
とにより、各デジタル画像が測量対象地形に整合した状
態で配列される。
【００８２】したがって、参照画像としての表示が測量
現場の実態に即した状態でなされ、作図品質の向上にと
って有効であり、簡単な画面操作で短時間でデジタル画
像の向きを補正でき、作図に必要な参照画像準備工数を
削減できることから、作図時間短縮にとって有効であ
る。
【００８３】図６に示されている磁気方位測定器２２
を、電子コンパスに置き換えることができる。上記電子
コンパスは図示されていないが、一般的に使用されてい
るものが採用される。例えば、３次元地磁気センサーに
より磁方位を算出し、この磁方位算出値に磁気偏角値を

補正値として算入することにより、真方位が算出され
る。あるいは、外部磁界によるＸ軸方向の成分を検出す
る手段（例えば、磁気インピーダンス効果素子）と、外
部磁界によるＹ軸方向の成分を検出する手段（同様に、
磁気インピーダンス効果素子）とを用いた方法を採用す
ることも可能である。
【００８４】したがって、電子コンパスによる方位を直
接方位データとしてデジタル画像方位判定手段２６等に
入力して、デジタル画像の方位マーク２３を磁北に整合
させたりデジタル画像を真北方位に変向させることが、
データ処理によって行なえるので、正確な方位設定が実
現する。
【００８５】測点座標を設定する手段としてＧＰＳ（Ｇ
ｌｏｂａｌ  Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ  Ｓｙｓｔｅｍ・
汎地球測位システム）を利用することができる。そのた
めにＧＰＳ測点座標設定手段４８が設けられている。こ
のＧＰＳ測点座標設定手段４８の構成は、上記測量用ポ
ール１０のターゲットミラー１１に代えてＧＰＳアンテ
ナを取付け、位置のわかっている４個以上のＧＰＳ衛星
を基準点にして、衛星から測量用ポール１０の位置まで
の距離を同時に知ることにより、測量用ポール１０の位
置を決定するものであり、このようにして設定された測
点は座標データとして測点座標・デジタル画像等対応化
手段１５に入力され、それ以降は前述の動作と同様にし
て展開される。
【００８６】このようにＧＰＳ測点座標設定手段４８を
活用することにより、地上で見通しを確保できないよう
な地形であっても、測点座標を設定することができ、座
標設定を簡単に行なうことができる。
【００８７】上記地形図作図手段１７に表示された作成
中または完成した地形図や、デジタル画像等表示手段１
８に表示された参照用のデジタル画像を、印刷媒体に印
刷して紙面の上で書き込み等をして検討したり、顧客と
の協議資料としたりする必要がある。このような必要性
に備えて、プリント出力手段４７が設けられている。上
記プリント出力手段４７は、通常のプリンタであり、地
形図作図手段１７からの出力およびデジタル画像等表示
手段１８からの出力を受けてプリントアウトすることが
できるように構成されている。そして、このような両手
段１７，１８からの出力によってプリントするときに
は、地形図やデジタル画像等の縮尺を任意に指定できる
ように、縮尺設定手段（図示していない）をコンピュー
タ設計支援手段１６に接続してある。
【００８８】こうすることにより、地形図作図手段１７
およびデジタル画像等表示手段１８に表示されている画
像を任意にプリントアウトすることができ、また、所要
の縮尺に設定した状態でプリントアウトすることがで
き、より克明に検討された高い品質の地形図が作成でき
る。さらに、測量していない画像上の任意点の座標位置
を座標計算によって算出し、この座標位置を補充した形
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態で印刷することにより、印刷資料としての有用性をよ
り高めることができる。
【００８９】デジタル画像等表示手段１８での参照画像
による情報内容をさらに充実させるために、上記音声自
動認識手段４９が設けられている。各測点毎に測量技術
者が測点の特徴的な事項を音声で録音し、これを測点座
標と対応させてテキスト化する。このために音声テキス
ト化手段５０が設けられている。デジタル画像等表示手
段１８に表示されたあるデジタル画像について、測量技
術者による注意事項等をテキスト情報として表示させ、
参照情報の内容の充実化を図っている。
【００９０】また、音声録音時に、きめられたルールに
したがって、例えば、法肩＝ＮＳ，法尻＝ＮＥ，アスフ
ァルト縁＝ＡＥ，側溝＝ＳＷ等の記号分類毎に音声マー
クを入れ、ソフトウエアで同一記号を順番にしたがって
自動結線する。上記分類記号毎にあらかじめ定義をして
おき、定義記号の音声を分析して、その文字を点名に相
当するデータとして自動結線に利用する。上記のような
機能を果たすために測点地形分類・記憶手段５１が設け
られている。
【００９１】自動結線順序設定手段５２は、上記の点名
に相当するデータに基づいて自動結線をするためのもの
で、必要な箇所の結線だけを自動的に行い、結線上の無
駄な動作を防止している。
【００９２】上記の第２の実施の形態については、磁北
・真北切換手段４３，ライン補正手段４４，電子コンパ
スの活用，ＧＰＳ測点座標設定手段４８，プリント出力
手段４７および音声自動認識手段４９等に重点をおいて
説明したが、これらの事項以外の構成や作用効果は、先
の実施の形態と同様である。
【００９３】
【発明の効果】以上のように、本発明の地形図作成支援
システムによれば、上記測点座標で指定された位置に上
記デジタル画像を表示するものであり、コンピュータ設
計支援手段で地形図を作成する際に参照用として活用さ
れるデジタル画像は、実際の測量現場の測量位置に対応
させてデジタル画像等表示手段に表示されている。この
ため、参照用のデジタル画像そのものが測量対象地形等
における測量位置の実情をリアルに表示していることと
なり、地形図を屋内作業で作成するときに現地の実情を
適確に把握することができ、地形図の品質向上にとって
有効である。
【００９４】さらに、上記デジタル画像等表示手段に配
列されているデジタル画像が、上述のように、現地の状
況に対して位置的に対応しているので、作図技術者は地
形図作成時に短時間で現場把握ができて作図作業が効率
的になる。また、スケッチやメモ記録のような手作業に
よる煩雑な記録作業ではなく、測量箇所をデジタル画像
で収録するから、測量箇所が多くても所要時間が非常に
短縮される。

【００９５】基準座標設定手段による基準座標上に測点
座標位置が設定され、その位置にデジタル画像が表示さ
れるため、基礎的な性格を有する基準座標の特定された
位置にデジタル画像が表示されるから、測点座標位置に
正確にデジタル画像が表示され、測量対象地形等の現地
状況が可及的にリアルに表示される。
【００９６】この基準座標は基準座標設定手段により、
測量対象地形等の規模や複雑さに適合した状態の基準座
標として設定され、それを基準にしてデジタル画像が表
示されるから、デジタル画像の大きさや複雑さを適確に
表示することが可能となり、適正な作図範囲の設定がで
きる。この基準座標は、参照用画面とされるデジタル画
像等表示手段の表示画面におけるＸ座標，Ｙ座標の座標
線の間隔や本数が、測量対象地形等の実情に応じて設定
されるのであり、そうすることにより、測量対象地形等
の広さや、溝，堤防，道路等の表示対象物の多少や大き
さ，密度に適応させることができ、必要な地形現況を適
確に理解することが可能となる。
【００９７】デジタル画像の方位とデジタル画像化され
た現地の測量対象物の方位との向きが合致させられて、
作図技術者は方位性の理解に躊躇することなくデジタル
画像を正しく理解できる。すなわち、個々のデジタル画
像が一定の方位、例えば、北向きに揃えられているの
で、このデジタル画像の方位とデジタル画像等表示手段
の表示画面の方位を同じ方位に設定しておくことによ
り、方位的に参照しやすい状態でデジタル画像を活用す
ることができる。
【００９８】上記の地形図作成支援方法を採用すること
により、前述の地形図作成支援システムと同様な作用効
果がえられる。
【図面の簡単な説明】
【図１】測量現場全体を示す斜視図である。
【図２】本発明の地形図作成支援システムおよび方法を
示すブロック図である。
【図３】参照用デジタル画像を示す図である。
【図４】図３の参照用デジタル画像を参照して作成され
た地形現況図を例示する図である。
【図５】デジタルカメラの取付け構造を示す側面図であ
る。
【図６】磁気方位測定器や水準器の取付け構造を示す斜
視図である。
【図７】本発明の地形図作成支援システムの第２の実施
の形態を示すブロック図である。
【図８】磁気偏角値の角度補正の画面状態を示す図であ
る。
【図９】ライン補正の補正過程を示す図である。
【符号の説明】
１              道路
２              道路
３              空地
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４              空地
５              池
６              盛土
７              瓦礫
８              測量対象地形等
９              測点座標設定手段，光波測距器
１０            測量用ポール
１１            ターゲットミラー（コーナープリズ
ム）
１２            地形デジタル画像化手段
１３            デジタルカメラ
１４            信号線
１５            測点座標・デジタル画像等対応化手段
１６            コンピュータ設計支援手段
１７            地形図作図手段
１８            デジタル画像等表示手段
１９            測点座標・回転角合成手段
２０            歩道
２１            車道
２２            磁気方位測定器
２３            方位マーク
２４            集水箇所
２５            縁石
２６            デジタル画像方位判定手段
２７            デジタル画像回転角設定手段

２８            基準座標設定手段
２９            作図方位角設定手段
３１            デジタル画像回転中心決定手段
３２            作図画面・デジタル画像選択手段
３３            表示画像切換手段
３４            取付け具
３５            固定具
３６            ボールジョイント
３７            蝶ボルト
３８            蝶ボルト
３９            水準器
４０            クランプ部材
４１            透明板
４２            気泡
４３            磁北・真北切換手段
４４            ライン補正手段
４５            縁石
４６            基準線
４７            プリント出力手段
４８            ＧＰＳ測点座標設定手段
４９            音声自動認識手段
５０            音声テキスト化手段
５１            測点地形分類・記憶手段
５２            自動結線順序設定手段
ＰＡ，ＰＢ，ＰＣ  測点

【図１】 【図５】

【図６】
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【図２】

【図３】 【図４】
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【図７】

【図８】 【図９】
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