測量 CPD マニュアル

2020 年 4 月 1 日現在
測量系 CPD 協議会

「測量ＣＰＤ」マニュアル
はじめに
昨今の測量技術は、科学技術の急速な進展に伴い、地上から宇宙までの空間
情報等の計測と利活用を扱う専門技術へと進化しております。この空間情報の
整備等に携わる測量技術者の責任はまことに重大であり、時代に即した能力の
維持および向上に資するための自己研鑽はますます不可欠なものとなってきて
おります。測量技術者は、常に技術者としての誇りと品格を保ち、自己の資質
と技術の向上に努め、社会に貢献することが必要であります。
近年、継続教育（ Continuing Professional Development 以下「CPD」とい
う。）の名の下に、各種技術者の教育においては相互認証の動きが各団体で活
発に行われつつあり、資格取得後も能力を維持し、新しい時代の要請に応える
ための継続学習が重要であるとの認識が広がってきております。
技術者の技術力は、各人の知識と経験によって支えられています。知識は学
校教育による学歴と各種資格の取得、さらに実社会に出てからの自己研鑽によ
る学習等によって、経験は実社会における実務経験によって培われます。すな
わち、技術者の技術力は、学歴・資格取得、継続教育、実務経験の３本の柱に
よって支えられています。
学歴は卒業証明書によって、資格は測量士・測量士補・土地家屋調査士等の
登録証明書や地理空間情報専門技術（旧：測量専門技術）認定制度の認定証明
書等によって、また、測量の実務経験や実績は、TECRIS によって、社会的に評
価されています。
しかしながら、継続学習については、平成 13 年から社団法人日本測量協会が
部分的ではあるが実施したものの、広く社会に認知されるには至りませんでし
た。また、測量・地図関係に関する研修・講習は諸団体において数多く実施さ
れ、測量技術者はそれぞれが自己研鑽に努めており、個々に受講修了書等によ
り証明されるものの、これを総合的に評価・証明するシステムはありませんで
した。
このことを背景に平成 16 年に測量・地図関連の学協会等の団体で構成される
「測量系 CPD 協議会」（以下「協議会」という。）を発足させ、関係学会・団
体で実施する全ての講習会等での学習履歴を共通の基準で評価し、測量技術者
の自己研鑽による学習を一括管理することといたしました。（平成 20 年度から
協議会へ全て移行）
また、令和 2 年度からは、それまでの測量 CPD 制度では学習プログラム認定
の対象外としていた協議会の各団体における各種委員会活動や大学等における
講義・指導などの学協会活動等による社会・業界への貢献等についても学習プ
ログラムとして認定し、一定の基準によりポイントとして評価・管理すること
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としました。
このように測量 CPD 制度は、学習記録や学協会活動等を学習単位（以下「ポ
イント」という。）をもって評価し、総合的な学習履歴や社会・業界への貢献
等を証明することによって、自己研鑽等に努力する技術者を内外にアピールす
るものです。

１．目的
測量 CPD は、測量・地図関係事業に携わる測量技術者が研修・講習会、講演
会、研究発表会、シンポジウムなど各種プログラムによる自己研鑽の活動を通
じて必要な技術力と資質の維持・向上を図り、また学協会活動等による社会・
業界への貢献等を通して、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の
保全、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与するものであるとともに国
民の福祉に貢献することを目的とします。
測量 CPD の具体的な目的を要約すると、次のとおりです。
（参考）
①

努力する測量技術者の評価（社会的地位の向上）

②

測量技術者の技術レベルの維持向上（品質の確保）

③

測量技術の体系的な学習（総合的自己啓発の推進）

２．測量 CPD に係わるポイントを認定する基本原則
測量 CPD に係わるポイントを認定する基本原則は、下記の４原則としています。

①

公開性
所属する会員が等しく参加できる研究発表会、講習会、研修会などの参加

者および講師、協議会の各団体における各種委員会活動、大学・公的機関の
教育施設・専門学校等における講義・指導等を対象にします。
②

客観性
ポイントの付け方は、内容、拘束時間などを勘案して妥当かつ公正な点数

でなければなりません。
③

検認性
参加を証明する修了証、参加証、講師依頼状などを検認できる必要があり

ます。
④

帰属性
共催等複数の団体で実施された研究発表会、講習会、研修会などにおいて

は、いずれか一つの団体からのみしか登録できないものとし、二重登録を禁
止します。
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３．対象者
測量 CPD 学習の対象者は、原則として協議会の構成団体に所属する会員とし
ます。
４．測量 CPD の構成
測量 CPD の構成は、（１）学習プログラムの認定、（２）学習プログラムの
提供、（３）学習履歴台帳の登録および技術者証の発行、（４）学習の評価、
（５）学習履歴の登録および管理、（６）学習履歴の証明となっています。
（１）学習プログラムの認定
各構成団体が主催する講習会・講演会、論文発表等（以下「講演会等」と
いう。）、学協会活動等による社会・業界への貢献等の学習プログラムを、
協議会が設定した基準により、測量CPD学習プログラムとして認定します。講
習会・講演会に関する学習プログラムの認定結果については、協議会のホー
ムページへ掲載し公表します。
学習プログラムの認定および手続きは、次のとおりです。
学習プログラム等の審議は、実施団体（主催者・共催者・協力者）が学習
プログラム等を記した申請書（協議会様式１「測量CPD学習プログラム認定申
請書」）を事務局に提出し、事務局は学習プログラム基準に適合したものに
ついて認定書（協議会様式１「測量CPD学習プログラム認定書」）を当該実施
団体に通知します。
なお、「共催者」とは、講演会等を二団体以上が共同で実施する実施団体、
「協力者」とは、国及び地方公共団体等からの協力要請に基づき、講演会等
の開催実施にあたり、講演者の選定、講演依頼及び開催の PR、聴講参加の呼
びかけ並びに開催時に物的・人的支援等の一部を行う実施団体をいいます。
また、講演会等の実施に係る事務の分担については、国及び地方公共団体等
の主催する機関との協議により実施するものとします。
（２）学習プログラムの提供
学習プログラムは、構成団体が主催する各種の技術講習会、論文発表、技
術委員会、資格取得、受賞、技術図書の定期購読、協議会の各団体における
各種委員会活動、大学・公的機関の教育施設・専門学校等における講義・指
導等が対象で、その内、技術講習会については原則として事前に公表し、提
供します。
なお、協議会の学習プログラムの基準に適合したものは、プログラムとし
ても提供されますが、事前に測量 CPD 学習プログラムとして設定する必要が
あります。
① 協議会の測量 CPD の学習形態
学習の形態は大きく分類すると、参加学習型、情報提供型、自己学習型、
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学協会活動型があり、それぞれに対応した学習プログラムがあります。
② 学習プログラムと学習手段
学習プログラムと学習手段を学習形態別に表すと、下表のとおりです。
形

態

参加

大

項

目

各種技術講習会等

学習型
情報

項

目

技術認定講習会
国家試験受験対策セミナー、技術研修会等

技術指導

提供型

自己

中

研修会・講習会の講師等
講演会の講演者、シンポジウムのパネラー

技術研究発表

口頭・ポスター発表等

論文発表、執筆

論文発表（査読付き）技術図書執筆

技術報告等

技術報告・研究速報・解説・論説等

資格取得

認定資格取得

受賞

測量技術に関する奨励賞、論文奨励賞、論文賞等

技術図書の購読

定期刊行誌の購読等

学習型 自宅学習

国家試験受験対策講座（通信添削等）
更新講習会・講演録等（eラーニング）

学協会 委員会等活動

技術に関する委員会活動等、運営に関する委員

活動型

会活動、研究会等の活動、業界・資格者等のた
めの会務、編集委員会、文献抄録委員会、表彰
委員会等
講師・技術指導

大学・公的機関の教育施設、専門学校等におけ
る講義・指導

学術講演会及び技術発表会

議事進行・パネルディスカッションの座長等、
技術発表会場での発表と内容の審査、委員会・
シンポジウム等の企画活動等

報告文執筆活動

査読付きでない報告文

書籍執筆活動

査読付きでない執筆

技術ボランティア（普及・啓 講師等
発）活動
（詳細は、別紙１「測量ＣＰＤ学習プログラム及び学習ポイント数に係わる基準」および別
紙３「技術図書のプログラム及びポイント」を参照）
※ 測量ＣＰＤ学習プログラムの広報は、各実施団体（主催）が行います。
※ 共催及び協力に当たっては、主催に準じて取り扱うものとします。

③ 測量 CPD の技術指導
学習プログラムの講師を行う者は、測量技術に関して一定の水準以上の知
識と経験が必要です。このため、測量 CPD「公認講師」資格基準により、講
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師陣を編成し、講師の技術水準の確保を図ることとしています。
（詳細は、別紙２「測量 CPD「協議会公認講師」の資格に係わる基準」を参照）

④ 学協会活動等による社会・業界への貢献等の対象項目
学習プログラムとして認定の対象となる学協会活動等による社会・業界へ
の貢献等の項目は、協議会の各団体における活動であって下表に掲げるもの
とします。
大項目
委員会活動

中項目
技術に関する委員会活動等
運営に関する委員会活動
研究会等の活動
業界・資格者等のための会務
編集委員会（通常の編集活動）
編集委員会（論文等の査読）
文献抄録委員会（書評等の執筆）
その他上記項目と同等と認められるもの

講師・技術指導

大学・公的機関の教育施設、専門学校等における講義
・指導

学術講演会及び技術発表会

議事進行・パネルディスカッションの座長等
技術発表会場での発表と内容の審査
委員会、シンポジウム等の企画活動等

報告文執筆活動

査読付きでない報告文（学協会誌上で公知になること
が前提）

書籍執筆活動

査読付きでない執筆（測量・地理空間情報技術の向上
や業界への貢献が認められる書籍の執筆活動が対象）

技術ボランティア（普及・啓発） 測量・地理空間情報技術の普及・啓発に貢献している
活動

活動が対象

その他上記項目と同等と認めら
れるもの

（３）学習履歴台帳の登録および技術者証の発行
測量 CPD の学習への参加を希望する技術者は、測量 CPD 学習履歴台帳（以下
「学習履歴台帳」という。）に登録されるとともに、協議会から測量 CPD 技術
者証が発行されます。
なお、学習履歴台帳は協議会で統合的に管理します。
技術者証は、測量 CPD の学習に参加している技術者に発行するものであり、
講習会等において必要に応じて提示できるように常時携行するよう努めて下
さい。
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① 学習履歴台帳の登録
学習履歴台帳に登録しようとする者は、参加者個人または団体がまとめ
て申請（協議会様式２「測量 CPD 学習履歴台帳登録申請書・技術者証発行申
請書」）して下さい。
なお、申請時の記載事項に変更が生じた場合には、協議会様式２により、
登録内容変更を申請してください。
② 技術者証の形状および記載事項
技術者証の形状および記載事項は、次のとおりとします。
表

面

測量ＣＰＤ技術者証
測量CPD 登録番号
氏
名
生年月日
登録年月日
有効期限
所
属

○○○○○○○○
○○ ○○
年
月
日
年
月
日
年
月 末日

発行
年
月
測量系ＣＰＤ協議会
裏

日
印

面

測量技術者の倫理
測量技術者は、技術者としての誇りと品位を保ち、常に自己の資質と技術の
向上に努め、社会に貢献すること
（社会貢献の優先）
与えられた環境及び条件下において、最善の測量技術を発揮すること
（データ及び測量成果の提供）
測量専門家として取得したデータ及び測量成果を正確に提供すること
（専門家としての職務遂行）
専門とする技術領域及び資格において､その職務を誠実に遂行すること
（専門家としての自己研鑽）
先端技術の開発又は修得に努め、成果の品質向上に精励すること
平成１６年７月制定（一部抜粋）

③ 技術者証の再発行手続き
技術者証の記載事項の変更または紛失等により再発行を希望する者に
は、申請（協議会様式２「測量 CPD 学習履歴台帳登録申請書・技術者証発行
申請書」）することにより発行します。（有料）
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④ 測量 CPD 技術者証の有効期間
測量 CPD 技術者証の有効期間は発行から５年間とし、更新は５年間の経
過毎に行います。なお、期間内における再発行の有効期限は、現在の発行さ
れている有効期限とします。
⑤ 測量 CPD 技術者証の更新手続き
測量 CPD 技術者証の有効期限は５年間ですので、更新が必要となります。
更新の手続きは、申請（協議会様式２「測量 CPD 学習履歴台帳登録申請書・
技術者証発行申請書」）することにより更新されます。
（４）学習の評価
学習及び学協会活動等による社会・業界への貢献等（以下「測量 CPD 学習」
という。）の評価は、協議会が定める基準により、ポイントをもって表記しま
す。
ポイントは、５年間分を累積加算して個人別の学習履歴台帳に記録します。
なお、ポイントの有効期限は５年間とします。従ってポイントを取得してか
ら５年を経過したポイントは削除します。
① 測量 CPD 学習の評価単位
測量 CPD 学習の評価は、ポイントで表記します。
講習会等の学習単位の１ポイントは、受講１時間が標準となっています
が、協議会の基準により学習内容等の審議を経て決定します。
また、学協会活動等による社会・業界への貢献等のポイントは、活動内
容等に応じて協議会の基準により決定します。
（詳細は、別紙１「測量 CPD 学習プログラム及びポイント数に係わる基準」および
別紙３「技術図書のプログラム及びポイント」を参照）

② 推奨する取得ポイント数
ポイントの取得は、学習分野の総計で、５年間で 100 ポイント以上を推
奨しています。
ポイント数は、自分の専門分野を考慮しながら将来に向かって学習計画
を立て、年平均 20 ポイント以上で、各分野毎にバランスの良いポイント数
の取得に心掛けて下さい。
なお、公益社団法人日本測量協会が継続的に実施している地理空間情報
専門技術認定講習会関連およびサーベイアカデミーに限りその学習プログ
ラムについては、過去５年間に取得した学習について、審査の上、ポイント
を付与することとしています。
（５）学習履歴の登録および管理
測量 CPD の学習プログラムに参加した技術者の学習履歴（氏名、学習内容、
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学習日、学習分野、ポイント数等）は、協議会において統合的に保存管理され
ます。
① 学習履歴の登録
学習履歴の登録申請は、講習会等の履修後または学協会活動の実施後に
実施団体または参加者本人（当該社員の同意を受けた会社）から学習履歴の
登録を申請（協議会様式３「測量 CPD 学習履歴登録申請・受講証明書」）し
て下さい。学習履歴を登録します。
ただし、申請できる期間は、履修後または実施後６ヵ月以内とします。
② 学習履歴の管理
学習履歴の管理は、測量 CPD 学習履歴台帳に登録管理します。
学習履歴は、取得時点から５年間有効ですので、５年以上経過した学習
のポイントについては、順次自動的に消去します。
※ポイントの有効期間５年間について
科学技術の進歩発展、社会情勢の急速な変革に伴い、概ね５年前の学習内容
は現時点においては適用されなくなりつつあり、また、間違った記憶や忘却し
ていることも多々あります。そのために知能をリフレッシュする必要から、ポ
イントの有効期間を５年間としたものです。

③ 登録の抹消
申請内容に虚偽の記載等が判明した場合には、登録の抹消などの措置を
講じますのでご注意下さい。
（６）学習履歴の証明
学習履歴台帳に登録された者は、「測量 CPD 学習履歴証明書発行申請書」を
申請することにより、「測量 CPD 学習履歴証明書」を受け取ることができます。
（有料）
学習履歴の証明は、学習参加者または学協会活動実施者本人の申請（協議会
様式４（個人用）「測量 CPD 学習履歴証明書発行申請書」）により、直近５年
間の学習履歴を記載した学習履歴証明書（協議会様式４（個人用）「測量 CPD
学習履歴証明書」）が発行されます。
また、会社が社員のポイントを必要とする場合には、当該会社の申請（協議
会様式４（団体用）「測量 CPD 学習履歴証明書発行申請書」同意書添付）によ
り、直近５年間のポイント数を記載した学習履歴証明書（協議会様式４（個人
用）「測量 CPD 学習履歴証明書」）が発行されます。（有料）
（手続き等については、「⑧(1)測量 CPD 学習の諸手続および手数料の種類」を参照）
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（７）手数料
① 測量 CPD 学習の諸手続および手数料の種類
測量 CPD 学習の手続きの種類は、ア．学習プログラムの認定、イ．測量 CPD
学習履歴台帳の登録及び測量 CPD 技術者証の発行、ウ．測量 CPD 技術者証の
再発行、エ．測量 CPD 技術者証の更新、オ．学習履歴の登録、カ．学習履歴
証明書の発行の６種類があります。
手続きの方法及び手数料は、次のとおりです。
ア． 学習プログラムの認定
・手続きは、協議会様式１によります。
・手数料…………１プログラム/１件 10,000 円
イ． 測量 CPD 学習履歴台帳の登録及び測量 CPD 技術者証の発行（５年間有効、
手数料には登録料を含みます。）
・手続きは、協議会様式２によります。
・手数料………………… 1,030 円
ウ． 測量 CPD 技術者証の再発行（有効期間内）
・手続きは、協議会様式２によります。
・手数料………………… 520 円
エ． 測量 CPD 技術者証の更新（５年間有効）
・手続きは、協議会様式２によります。
・手数料………………… 520 円
オ． 学習履歴の登録
・手続きは、協議会様式３によります。
・手数料………………… 520 円/１件
カ． 学習履歴証明書の発行
・手続きは、協議会様式４によります。
・手数料………………… 1,030 円/１件
※ 公益社団法人日本測量協会の正会員および準会員の上記手数料は、イ、エ、
オは無料、カは 520 円/１件です。学習履歴証明書を PDF にしてメールで送付
希望の方（後日原本も併せて送付）は、会員 800 円、非会員 1,300 円となり
ます。
② 手続きの手数料金の払込先
各種手続きに係わる手数料は、次の口座に振り込むものとします。
・郵便振替口座名称：公益社団法人

日本測量協会

番号：００１８０－３－８９３１９
※ 手数料は、まとめて振り込みができます。（払込書の通信欄に「測量 CPD
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学習履歴登録○○名分」等と用件を記載願います。
会社で払い込みする場合には、通信欄に測量 CPD 番号または登録者名をご
記入下さい。
５．測量 CPD の運営組織
「測量系 CPD 協議会規約」および「測量系 CPD 協議会運営規程」に基づき、
各委員会を設置し、上記事項についての処理を行います。
事務局は、公益社団法人日本測量協会測量継続教育センター内に置きます。
６．構成団体
構成団体は、次のとおりです。
公益社団法人 日本測量協会
公益財団法人 日本測量調査技術協会
一般財団法人 日本地図センター
一般財団法人 測量専門教育センター
一般社団法人 地図調製技術協会
日本土地家屋調査士会連合会
一般財団法人 日本建設情報総合センター
一般社団法人 全国測量設計業協会連合会
一般社団法人 日本国土調査測量協会
日本測地学会
一般社団法人 日本写真測量学会
一般社団法人 地理情報システム学会
日本地図学会
一般社団法人 日本リモートセンシング学会
一般社団法人 三重県測量設計業協会
一般社団法人 大阪府測量設計業協会
GITA-JAPAN
NPO 法人 全国Ｇ空間情報技術研究会
公益社団法人 全国国土調査協会
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別

紙

１
測量 CPD 学習プログラム及び学習ポイント数に係わる基準

測量 CPD 学習プログラム及び学習ポイント数の認定に係る基準は、測量系 CPD
協議会の各団体が実施する学習活動及び学協会活動等による社会・業界への貢献
等について次のことを定める。
１．測量 CPD 学習プログラム
（１）専門技術講習会
１）地理空間情報専門技術認定講習会（１級・２級・級無し）
２）地理空間情報専門技術認定更新講習会
３）地籍調査管理技術者資格試験養成講習会
（２）各種技術講習会
１）技術講習会
２）国家試験受験対策セミナー
３）サーベイアカデミー
４）技術研修会
５）技術セミナー
６）マップリーダー研修
７）各種測量・地図講座
（３）技術指導
１）講習会の講師
２）講演会の講演者、シンポジウムのパネラー
３）技術研究発表（口頭・ポスター発表）
（４）論文発表、執筆等
１）原著論文（査読付）
２）技術報告、研究速報、解説、論説
３）技術図書
（５）資格取得・受賞等
１）各種認定資格
２）地理空間情報技術奨励賞、技術奨励賞、論文賞
３）優秀発表賞
４）各団体等長賞
（６）技術図書の購読
１）機関誌の定期購読
２）e ラ－ニングシステムによる講習（更新講習・講演録等）
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（７）学協会活動等による社会・業界への貢献等
１）委員会活動
２）講師・技術指導
３）学術講演会及び技術発表会
４）報告文執筆活動
５）書籍執筆活動
６）技術ボランティア（普及・啓発活動）
７）その他上記項目と同等と認められるもの
２．ポイント数
（１）学習プログラムのポイント数
学習プログラムのポイント数は、次表のとおりとし、認定された各学習
プログラム毎のポイントは、分類表（標準）のとおりとする。
学習プログラム及びポイント数
学習プログラム
①講習会
受講者

ポイント数
１ｐ／時間

②技術指導

講師・パネラー等

３ｐ／時間

③技術研究発表

口頭・ポスター発表

２ｐ／件

筆頭著者（査読付）
共著者
技術報告・研究速報・解説・論説
筆頭著者（査読付）
共著者

５ｐ／件
２ｐ／件

④論文（原著論文）

⑤技術図書

３ｐ／件
１ｐ／件

単著者
共著者
分担著者

１０ｐ／件
５ｐ／件
２ｐ／件

各種専門技術認定（民間）
地理空間情報技術奨励賞
技術奨励賞（応用）
論文賞

７ｐ／件
３ｐ／件
４ｐ／件
６ｐ／件

⑦技術図書の購読

機関誌の定期購読
ｅﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑによる講習等

５ｐ／１年
所要時間ｐ／件

⑧技術に関する委員
会活動等

委員長
委員（資料作成等を伴う場合）
委員（資料作成等を伴わない場合）

３p／回
２p／回
１p／回

⑨運営に関する委員
会活動

委員長
委員（資料作成等を伴う場合）
委員（資料作成等を伴わない場合）

３p／回
２p／回
１p／回

⑥資格取得・受賞等
資格取得
受賞
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⑩研究会等の活動

委員長
委員（資料作成等を伴う場合）
委員（資料作成等を伴わない場合）

３p／回
２p／回
１p／回

⑪業界・資格者等の
ための会務

委員長
委員
試験問題作成
試験答案採点

３p／回
１p／回
２p／試験時間
２p／試験時間

⑫編集委員会
（通常の編集活動）

委員長
３p／回
委員（資料作成等を伴う場合） ２p／回
委員（資料作成等を伴わない場合） １p／回

⑬編集委員会
（論文等の査読）

委員長
委員
査読

３p／回
２p／回
２p／件

⑭文献抄録委員会

書評の執筆

１p／件

⑮表彰委員会

学会賞審査等

２p／件

⑯その他上記項目と
同等と認められる
委員会活動

委員長
委員（資料作成等を伴う場合）
委員（資料作成等を伴わない場合）

３p／回
２p／回
１p／回

⑰大学・公的機関の
講師
教育施設、専門学校
助手
等における講義・指導

３p／時間
１p／時間

⑱学術講演会及び
技術発表会

議事進行
パネルディスカッションの座長等

３p／時間
３p／時間

⑲技術発表会場での
発表と内容の審査

審査

１p／時間

⑳委員会、シンポジウム
等の企画活動等

（開催規模に応じて付与）

１～５p／開催

㉑報告文執筆活動
（査読付きでない報告文）

単著者
共著者

２p／件
１p／件

㉒書籍執筆活動
（査読付きでない執筆）

単著者
共著者
分担著者

３p／件
２p／件
１p／件

㉓技術ボランティア
(普及・啓発)活動

講師等

３p／時間

㉔その他上記項目と
同等と認められるもの

（内容に応じて付与）

※内容によっては、必要時間に変動がある場合はポイント数が変更される。
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３．学習プログラムの形態等分類
学習プログラムの形態等分類は、分類表のとおりとする。
分類表（標準）
形態
参加

大

項

各種技術講習会等

学習

目

中

項

目

技術認定講習会、国家試験受験対策セミ
ナー、技術研修会等

型
情報

技術指導

研修会・講習会の講師等

提供

講演会の講演者、シンポジウムのパネラ

型

ー
技術研究発表

口頭・ポスター発表等

論文発表、執筆

論文発表（査読付き）、技術図書執筆

技術報告等

技術報告・研究速報・解説・論説等

資格取得

認定資格取得等

受賞

測量技術に関する奨励賞、論文奨励賞、
論文賞等

自己

技術図書の購読

定期刊行誌の購読等

学習

自宅学習

国家試験受験対策講座（通信添削等）

型

eラ－ニングシステムによる講習（更新講
習、イブニングセミナー等で試験または
レポート審査を得たもの）

学協

委員会活動

技術に関する委員会活動等

会活

運営に関する委員会活動

動型

研究会等の活動
業界・資格者等のための会務
編集委員会（通常の編集活動）
編集委員会（論文等の査読）
文献抄録委員会（書評の執筆）
表彰委員会（学会賞の審査等）
講師・技術指導

等

大学・公的機関の教育施設、専門学校等
における講義・指導

- 14 -

学術講演会及び技術発表 議事進行・パネルディスカッションの座
会

長等
技術発表会場での発表と内容の審査
委員会、シンポジウム等の企画活動等

報告文執筆活動

査読付きでない報告文（学協会誌上で公
知になることが前提）

書籍執筆活動

査読付きでない執筆（測量・地理空間情
報技術の向上や業界への貢献が認められ
る書籍の執筆活動が対象）

技術ボランティア（普及 測量・地理空間情報技術の普及・啓発に
・啓発）活動

貢献している活動が対象

その他上記項目と同等と
認められるもの

４．ポイントの有効期間
ポイントは、取得（講習会等修了した時）してから５年間とし、５年分につ
いて、加除管理する。

５．日本測量協会のポイント付与の特例
平成 16 年度以降に認定された測量専門技術認定関係、地理空間情報専門技術
認定関係、サーベイアカデミーの学習プログラムを受講している者で、測量 CPD
を希望する者については、申請により遡及学習履歴の登録ができる。
ただし、遡及できるのは過去５年までとする。
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紙

２
測量 CPD「協議会公認講師」の資格に係わる基準

測量 CPD 学習プログラムの円滑な遂行を図るため、「測量 CPD」の講師は、測
量に関する一定水準以上の技術の知識・経験が必要である。
このため、下記の測量 CPD「協議会公認講師」の資格基準により、技術講習会
講師の技術水準の確保を図るものである。
当該講師の名称は「協議会公認講師」として、委嘱は主催する構成団体の長が
行う。
なお、講師に不適切な行為等があった場合には、「協議会公認講師」を取り消
すものとする。
記
協議会公認講師は、次の各項の一つ以上を満たしている者とする。
１．測量士の有資格者で、資格取得後５年以上の経験を有する者
２．測量に関し、15 年以上の経験を有する者
３．学校教育の場において測量に関する教員資格を有する者
４．新技術等の知識を修得している者
５．測量関係の関連法規に関する知識を有する者
６．運営部会の推薦を経て各構成団体の長が特に認めた者
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別

紙

３
技術図書のプログラム及びポイント

測量系 CPD 学習プログラム及びポイント数に係わる基準のうち、技術図書の
プログラム及びポイントは、次のとおりとする。
項 目
技術図書
の執筆

形
情報提供
型

態
単著者

ポイント
10 ポイント／件

共著者

5 ポイント／件

分担執筆
者

2 ポイント／件
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備
考
各構成団体編の技術図
書に限る。
原則として表紙に著者
名が明記されているこ
と。
共著者・分担執筆者は、
人数によらない。

測量ＣＰＤマニュアルの改正履歴

2017 年 5 月 31 日改正
（改正箇所）4.「測量 CPD」の構成

①学習プログラムの認定

関係

（改正概要） 測量系 CPD 協議会の構成団体またはその共催者以外でも国及
び地方公共団体等からの協力要請に基づき実施する学習プログ
ラムについて認定対象とした。
2017 年 12 月 18 日改正
（改正箇所）4.「測量 CPD」の構成

⑤学習履歴の登録と管理

関係

（改正概要） 学習履歴登録申請の方法について、学習履歴登録 Web 受付シ
ステムによっても申請ができるようにした。
2018 年 11 月 12 日改正
（改正箇所）4.「測量 CPD」の構成

ポイントの公開

関係

（改正概要） 測量系 CPD 協議会ホームページから閲覧可能な一般向けのポ
イントの公開については、システムの老朽化等により廃止した
ため、「⑦ポイントの公開」を削除した。
（改正箇所）6.構成団体

関係

（改正概要） 測量系 CPD 協議会の構成団体に、公益社団法人全国国土調査
協会を加えた。
2020 年 4 月 1 日改正
（改正箇所）はじめに、１．目的、２．測量 CPD に係わるポイントを認定する
基本原則、４．測量 CPD の構成、別紙１ 関係
（改正概要） 学協会活動等による社会・業界への貢献等を学習プログラムと
して認定し、実施した活動を学習履歴として登録管理するための
改正及びその他所要の改正を行った。
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