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※100号以前の頁番号については各頁上隅に掲載されている通算番号をここでは記載した

発行年
西暦

発行年
和暦

通巻 記事区分 記事タイトル 筆者・編者 頁

1960 昭和35年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 航測雑感 平兼武 353

1960 昭和35年 林業技術の応用 海外では航空写真を林業実務にどう利用しているか－その1－ 中島巌 354

1960 昭和35年 随筆 カリマンタンだより 中曽根武夫 358

1960 昭和35年 森林航測講座 新しい空中写真測量－その1－ 片岡秀夫 359

1960 昭和35年 空中写真測量技術　撮影 航空写真フィルムの現像と複製過程 鯨井昌雄 364

1960 昭和35年 林業技術の応用　森林調査 樹種判読の手引 No.4 (ヒバ) 日林協測量指導部 367

1960 昭和35年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 最近l0年間の写真測量の発達とその傾向 編集室 368

1960 昭和35年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 空中写真と私 子幡弘之 373

1960 昭和35年 随筆 ラオスあれ・これ 笠松清 374

1960 昭和35年 林業技術の応用 海外では航空写真を林業実務にどう利用しているか－その2－ 中島巌 378

1960 昭和35年 森林航測講座 新しい空中写真測量－その2－ 片岡秀夫 380

1960 昭和35年 随筆 クアラルンプール　短信 山本家永 383

1960 昭和35年 空中写真測量技術　撮影 広角レンズと普通角レンズによる森林航空写真撮影の比較について 編集室 384

1960 昭和35年 林業技術の応用　森林調査 樹種判読の手引 No.5 (カラマツ) 日林協測量指導部 387

1960 昭和35年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 空中写真に期待する 横尾助二 389

1960 昭和35年 随筆 空から調べた西表島 井上由扶 390

1960 昭和35年 林業技術の応用 海外では航空写真を林業実務にどう利用しているか－その3－ 中島巌 394

1960 昭和35年 林業技術の応用　森林調査 樹種判読の手引 No.6 (トドマツ) 日林協測量指導部 395

1960 昭和35年 随筆 青木航空ビーチクラフト機遭難者七回忌を迎えて 堀正之 396

1960 昭和35年 森林航測講座 新しい空中写真測量－その3－ 片岡秀夫 399

1960 昭和35年 林業技術の応用 熱帯林に対する航空写真の応用 編集室 403

1960 昭和35年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 航測事業の現状に思う 大野文夫 409

1960 昭和35年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 座談会 ｢航空写真と熱帯林業」 日休協測量指導部 410

1960 昭和35年 林業技術の応用　森林調査 樹種判読の手引 No.7 (モミ, ツガ) 日林協測量指導部 417

1960 昭和35年 空中写真測量技術　撮影 ラジオ放送による気象通報の利用 大賀健次 420

1960 昭和35年 森林航測講座 新しい空中写真測量－その4－ 片岡秀夫 424

1960 昭和35年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 治山事業 10 カ年計画と空中写真 若江則忠 429

1960 昭和35年 林業技術の応用　防災 治山事業と航空写真 荒川成一 430

1960 昭和35年 林業技術の応用 全県の撮影を完了した！－香川県の場合－ 富家安秋 434

1960 昭和35年 林業技術の応用　森林調査 樹種判読の手引 No.8 (ブナ) 日林協測量指導部 436

1960 昭和35年 森林航測講座 基準点と対空標識の実際 (その1) 中島巌 442

1960 昭和35年 空中写真測量技術　機材 森林虫害サンプリング用の低高度撮影カメラ数種の検討 古沢大介 444

1961 昭和36年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 ご挨拶 成松俊男 449

1961 昭和36年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 座談会 ｢アメリカの森林航測」 日林協測量指導部 450

1961 昭和36年 森林航測講座 基準点と対空標識の実際 (その2) 中島巌 463

1961 昭和36年 林業技術の応用　森林調査 樹種判読の手引 No.9 (コナラ) 日林協測量指導部 465

1961 昭和36年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 国家の絶大なる援助が望ましい 堤清二 469

1961 昭和36年 空中写真測量技術　判読 航空写真判読因子測定のための一考察 山崎等 470

1961 昭和36年 林業技術の応用　森林調査 アメリカにおける航空写真による樹高測定法 笠松清 476

1961 昭和36年 林業技術の応用　集運材 航空写真利用による林道設計調査－沼田営林署管内栗原川の場合－ 中曽根武夫 479

1961 昭和36年 森林航測講座 基準点と対空標識の実際 (その3) 中島巌 483

1961 昭和36年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 国土基本図計画について 井上英二 489

1961 昭和36年 空中写真測量技術 写真地図の使い方 笠松清 496

1961 昭和36年 森林航測講座 森林判読の実際 (その1) 中島巌 500

1961 昭和36年 林業技術の応用　森林調査 樹種判読の手引 No.10 (クヌギ) 日林協測量指導部 501

1961 昭和36年 林業技術の応用　森林調査 新旧航空写真による樹高測定－林木成長量測定に対する一つの試み－ 日林協測量指導部 502

1961 昭和36年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 創刊5周年にあたって 松下久米男 505

1961 昭和36年 空中写真測量技術　機材 なぜフィルターが必要か 大塩治男 506

1961 昭和36年 林業技術の応用 国有林野における測量の基準としての空中図根点の価値について 加藤和衛 510

1961 昭和36年 空中写真測量技術　判読 視差補正曲線による標高測定の精度 日林協測量指導部 512

1961 昭和36年 空中写真測量技術 集成写真図の実技 大賀健次、若山勝美 514

1961 昭和36年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 林野関係昭和36年度空中写真撮影予定地域 大塚武夫 518

1961 昭和36年 森林航測講座 森林判読の実際 (その2) 中島巌 519

1961 昭和36年 空中写真測量技術　機材 写真引写器 片岡秀夫 521

1961 昭和36年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 年頭に際して 吉村清英 525

1961 昭和36年 随筆 東南アジア, 欧州, ところどころ (1) 平岡学 526

1961 昭和36年 空中写真測量技術　判読 測定樹高の精度 山崎等 532

1961 昭和36年 随筆 国連第3回アジア極東地域地図会議に出席して 直原勝一 534

1961 昭和36年 森林航測講座 森林判読の実際 (その3) 中島巌 537

1961 昭和36年 林業技術の応用　森林調査 空中写真及び回帰推定による森林調査の設計 名村二郎 540

1961 昭和36年 林業技術の応用　森林調査 スーダンにおける数千平方哩の森林調査 編集室 542

1961 昭和36年 林業技術の応用　森林調査 林業地質と写真判読 武田裕幸 587

1961 昭和36年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測研究体制の強化 斎藤美鶯 545

1961 昭和36年 随筆 東南アジア, 欧州, ところどころ (2) 平岡学 550

1961 昭和36年 空中写真測量技術　撮影 航空写真の露出 大賀健次 554

1961 昭和36年 林業技術の応用　集運材 航空写真による索道路線の選定について 日林協測量指導部 556

1961 昭和36年 森林航測講座 森林判読の実際 (その4) 中島巌 560

1961 昭和36年 空中写真測量技術　機材 1. Wild Pug2 Point Transfer Device 鈴木義久 563

1961 昭和36年 空中写真測量技術　機材 2. Aristo Coordinatograph 4440 鈴木義久 563

1962 昭和37年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 空中探査講習会に出席して 武田裕幸 546

1962 昭和37年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 測量指導部設立10周年を迎えて 松川恭佐 565

1962 昭和37年 空中写真測量技術　機材 日本の航空フィルムはいかに進歩したか 西尾元充 566

1962 昭和37年 随筆 東南アジア, 欧州, ところどころ (3) 平岡学 570

1962 昭和37年 空中写真測量技術　機材 写真引写器の利用について 山崎等 577

1962 昭和37年 森林航測講座 森林判読の実際 (その5) 中島巌 580

1962 昭和37年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 トンネル工事のこと 丸安隆和 585

1962 昭和37年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 国土基本国事業の経過 尾崎幸男 592

1962 昭和37年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 国有林の空中写真について 名村二郎 594

1962 昭和37年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 民有林の空中写真について 仁科芳文 595

1962 昭和37年 林業技術の応用　森林調査 航空林分材積表の調製－北海道有林における一例－ 大島、新田、延堂、前崎 598

1962 昭和37年 森林航測講座 森林判読の実際 (その6) 中島巌 601

1962 昭和37年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 ご挨拶 石谷憲男 605

1962 昭和37年 空中写真測量技術 空中三角測量と解析法－その1－ 上谷良吉 608

1962 昭和37年 林業技術の応用　森林調査 航空写真による林分蓄積査定の一例 大島、新田、延堂、前崎 612

1962 昭和37年 森林航測講座 森林判読の実際 (その7) 中島巌 615
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発行年
西暦

発行年
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通巻 記事区分 記事タイトル 筆者・編者 頁

1962 昭和37年 林業技術の応用　森林調査 航空写真の樹冠像による樹種の判定について (その1) 編集室 619

1962 昭和37年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 技術は進歩する 武田通治 625

1962 昭和37年 空中写真測量技術 空中三角測量の効用について (Ⅰ) 笠松清 627

1962 昭和37年 空中写真測量技術　判読 アメリカで見た写真判読の教育 大賀健次 632

1962 昭和37年 空中写真測量技術 空中三角測量と解析法－その2－ 上谷良吉 634

1962 昭和37年 空中写真測量技術　機材 サソトニのステレオ･マイクロメーター 尾崎幸男 638

1962 昭和37年 森林航測講座 森林判読の実際 (その8) 中島巌 640

1962 昭和37年 林業技術の応用　森林調査 航空写真の樹冠像による樹種の判定について (その2) 編集室 642

1962 昭和37年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 空中写真の積極的利用を望む 若江則忠 645

1962 昭和37年 空中写真測量技術 オルソ・フォトマップの技術について 鈴木惣一 646

1962 昭和37年 空中写真測量技術 空中三角測量の効用について (Ⅱ) 笠松清 652

1962 昭和37年 空中写真測量技術 空中三角測量と解析法－その3－ 上谷良吉 656

1962 昭和37年 森林航測講座 森林判読の実際 (その9) 中島巌 659

1962 昭和37年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 日本写真測量学会講演会 中島巌 662

1962 昭和37年 空中写真測量技術　機材 コクサイプロッター 笠松清 663

1962 昭和37年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 国有林の第2回撮影に当って 松本守雄 665

1962 昭和37年 空中写真測量技術　機材 航空用の簡易計算盤 大賀健次 666

1962 昭和37年 空中写真測量技術 空中三角測量と解析法－その4－ 上谷良吉 670

1962 昭和37年 森林航測講座 森林判読の実際 (その10) 中島巌 674

1962 昭和37年 空中写真測量技術　機材 ケルシェ・プロッターK5型 正木義治 678

1963 昭和38年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林調査の技術革新 坂口勝美 681

1963 昭和38年 林業技術の応用　防災 能生町小泊の大地すべり－航空写真の生きた記録から－ 木全敬蔵 682

1963 昭和38年 林業技術の応用　森林調査 スギ・ヒノキの林分写真材積表 金谷匡洋 684

1963 昭和38年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 空中写真はどうすれば手に入れることができるか？ 福原正雄 690

1963 昭和38年 空中写真測量技術 空中三角測量と解析法－その5－ 上谷良吉 692

1963 昭和38年 森林航測講座 森林判読の実際 (その11) 中島巌 697

1963 昭和38年 空中写真測量技術　機材 写真濃度解析装置 中島巌 700

1963 昭和38年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 科学技術と空中写真 田中重五 705

1963 昭和38年 林業技術の応用　集運材 最も経済的な路線選定－空中写真と電子計算機の組合わせによる－ 笠松清 706

1963 昭和38年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和38年度国土基本図事業の概要 尾崎幸男 714

1963 昭和38年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和38年度国有林の空中写真測量について 茂木竜介 717

1963 昭和38年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和38年度民有林の空中写真測量事業について 石戸忠五郎 719

1963 昭和38年 森林航測講座 新しい森林調査法の解説 (その1) 西沢正久、中島巌 722

1963 昭和38年 空中写真測量技術　機材 RMK 60/23 と RMK. A 15/23 戸部厚滋 726

1963 昭和38年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 年輪 小田精 729

1963 昭和38年 林業技術の応用　森林調査 森林判読のすう勢 中山博一 730

1963 昭和38年 林業技術の応用 空中写真をこのように活用している－ある営林署の場合－ 遠藤隆 734

1963 昭和38年 森林航測講座 新しい森林調査法の解説 (その2) 西沢正久、中島巌 743

1963 昭和38年 林業技術の応用　森林調査 空中写真の利用による森林調査の一考察 永田忠雄 746

1963 昭和38年 林業技術の応用　集運材 集材のための索張り位置の決定に航空写真を利用する具体例 笠松清 750

1963 昭和38年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 偶感 横瀬誠之 753

1963 昭和38年 随筆 ソ連だより　第1信 渡辺定元 754

1963 昭和38年 空中写真測量技術 写真地質のはなし (その1) 武田裕幸 762

1963 昭和38年 林業技術の応用　集運材 航空写真による簡単な索道路線の選定について 樋渡幸男 765

1963 昭和38年 空中写真測量技術 カラーの航空写真について (そのⅠ) 西尾元充 768

1963 昭和38年 林業技術の応用　森林調査 航空写真と森林調査　Ⅰ 日林協測量指導部 770

1963 昭和38年 森林航測講座 新しい森林調査法の解説 (その3) 西沢正久、中島巌 772

1963 昭和38年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 新しい飛躍の年に 駒村雄三郎 777

1963 昭和38年 随筆 西ネパールを測る (その1) 堀一夫 778

1963 昭和38年 随筆 思い出の大興安嶺－カザックの楽土, 三河地方－ 中村幸雄 781

1963 昭和38年 随筆 ソ連だより　第2,3信 渡辺定元 786

1963 昭和38年 空中写真測量技術 写真地質のはなし (その2) 武田裕幸 788

1963 昭和38年 空中写真測量技術 カラーの航空写真について (そのⅡ) 西尾元充 790

1963 昭和38年 森林航測講座 新しい森林調査法の解説 (その4) 西沢正久、中島巌 792

1963 昭和38年 林業技術の応用　森林調査 航空写真と森林調査　Ⅱ 日林協測量指導部 796

1963 昭和38年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 空中写真の普及をもっと広範囲に 森田進 801

1963 昭和38年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和39年度林野庁関係空中写真測量事業予算の概要と同事業の変遷について 石戸忠五郎 802

1963 昭和38年 随筆 西ネパールを測る (その2) 堀一夫 805

1963 昭和38年 随筆 ソ連だより　第4信 渡辺定元 808

1963 昭和38年 空中写真測量技術 写真地質のはなし (その3) 武田裕幸 812

1963 昭和38年 空中写真測量技術 カラーの航空写真について (そのⅢ) 西尾元充 814

1963 昭和38年 林業技術の応用　森林調査 空中写真の利用による森林調査の実例 舛岡学 816

1963 昭和38年 空中写真測量技術　機材 短距離離着陸機 STOL 正木義治 819

1963 昭和38年 林業技術の応用　森林調査 航空写真と森林調査　Ⅲ 日林協測量指導部 820

1963 昭和38年 森林航測講座 写真判読に強くなる (1) 中島巌 822

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 格に入って格を出ずる 林知己夫 825

1964 昭和39年 随筆 東ドイツを垣間見る－見学記－ 高橋務 826

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 第11回森林計画研究発表大会より 石戸忠五郎 832

1964 昭和39年 空中写真測量技術 写真地質のはなし (その4) 武田裕幸 834

1964 昭和39年 空中写真測量技術 カラーの航空写真について (そのⅣ) 西尾元充 836

1964 昭和39年 林業技術の応用　森林調査 航空写真と森林調査　Ⅳ 日林協測量指導部 838

1964 昭和39年 森林航測講座 写真判読に強くなる (2) 中島巌 840

1964 昭和39年 空中写真測量技術　機材 ステレオメトログラフについて 古磯茂男 843

1964 昭和39年 空中写真測量技術　機材 アナログ･コンピューター ACNA 垣下精三 844

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 航測事業の近代化のために 堀正之 849

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 クェイト・サウジアラビア国境画定測量について 樋口典正 850

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 現場ではこう考える 名村二郎 854

1964 昭和39年 林業技術の応用　森林調査 空中写真を利用した森林調査の一例 守屋昭平 855

1964 昭和39年 林業技術の応用　森林調査 空中写真利用による森林調査の一事例 辻信夫 858

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和39年度林野関係空中写真撮影事業の契約状況について 編集室 861

1964 昭和39年 空中写真測量技術 写真地質のはなし (その5) 武田裕幸 862

1964 昭和39年 空中写真測量技術 カラーの航空写真について (そのⅤ) 西尾元充 864

1964 昭和39年 空中写真測量技術
西部ウクライナにおける森林およびその他空中写真対象物の反射スペクトル能につ
いて(1)

渡辺定元 866

1964 昭和39年 林業技術の応用　森林調査 航空写真と森林調査　Ⅴ 日林協測量指導部 868
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発行年
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通巻 記事区分 記事タイトル 筆者・編者 頁

1964 昭和39年 森林航測講座 写真判読に強くなる (3) 中島巌 870

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 林業基本法の成立に思う 瀬戸千秋 873

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 ゆれる新潟－新潟大地震の体験－ 佐藤正敏、大野賢文 874

1964 昭和39年 随筆 思い出の大興安嶺－遊猟の民オロチョン－ 中村幸雄 878

1964 昭和39年 空中写真測量技術 交通量調査に利用された航空写真 正木義治 881

1964 昭和39年 空中写真測量技術 写真地質のはなし (その6) 武田裕幸 882

1964 昭和39年 空中写真測量技術
西部ウクライナにおける森林およびその他空中写真対象物の反射スペクトル能につ
いて(2)

渡辺定元 886

1964 昭和39年 森林航測講座 写真判読に強くなる (4) 中島巌 890

1964 昭和39年 空中写真測量技術　機材 アビオグラフ B8 嘉藤種一 892

1964 昭和39年 林業技術の応用　森林調査 航空写真と森林調査　Ⅵ 日林協測量指導部 893

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 航測雑感 中田幸吉 897

1964 昭和39年 随筆 カンボジヤ紀行 西沢正久 898

1964 昭和39年 空中写真測量技術 写真地質のはなし (その7) 武田裕幸 906

1964 昭和39年 空中写真測量技術 カラーの航空写真について (そのⅥ) 西尾元充 908

1964 昭和39年 空中写真測量技術
西部ウクライナにおける森林およびその他空中写真対象物の反射スペクトル能につ
いて(3)

渡辺定元 910

1964 昭和39年 森林航測講座 写真判読に強くなる (5) 中島巌 914

1964 昭和39年 空中写真測量技術　機材 新しい撮影器材の傾向 編集室 917

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 年頭にあたって 若林正武 921

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 第l0回国際写真測量学会に出席して 丸安隆和 922

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 台湾の森林航測 石子材 925

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 海外ルポ　－クウェート－ 正木義治 928

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 空中写真測量技術の発展のために 堀正之 932

1964 昭和39年 空中写真測量技術 写真地質のはなし (その8) 武田裕幸 934

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測 (判読部門) の今後の課題 渡辺定元 936

1964 昭和39年 林業技術の応用　森林調査 航空写真と森林調査　Ⅶ 日林協測量指導部 938

1964 昭和39年 森林航測講座 写真判読に強くなる (6) 中島巌 940

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 空中写真への期待 石谷憲男 945

1964 昭和39年 随筆 赤い土の国航測紀行 林喜郎 946

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 写真判読の最近の進歩－第10回国際写真測量学会の業績から 中野尊正 949

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 撮影器材の面から見たリスボン会議 篠滋彦 954

1964 昭和39年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 岩手県における空中写真を利用した森林調査研修会について 山崎等 958

1964 昭和39年 空中写真測量技術 写真地質のはなし (その9) 武田裕幸 960

1964 昭和39年 林業技術の応用　森林調査 航空写真と森林調査　Ⅷ 日林協測量指導部 962

1964 昭和39年 森林航測講座 写真判読に強くなる (7) 中島巌 964

1965 昭和40年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測　No.50発行に際して 松川恭佐 969

1965 昭和40年 随筆 ブルネイ・サラワクの旅 岡持光春 970

1965 昭和40年 空中写真測量技術 地形を写真で観る(Ⅰ) 淵本正隆 975

1965 昭和40年 林業技術の応用 私の県では空中写真をこう使っている(愛媛県) 渡辺寛正 978

1965 昭和40年 空中写真測量技術 写真地質のはなし (その10) 武田裕幸 982

1965 昭和40年 林業技術の応用　森林調査 航空写真と森林調査　Ⅸ 日林協測量指導部 984

1965 昭和40年 随筆 航空写真の面白さ 鳥居連蔵 986

1965 昭和40年 森林航測講座 写真判読に強くなる (8) 中島巌 987

1965 昭和40年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 日本林学会ルポルタージュ 編集室 990

1965 昭和40年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 より一層の発展を希う 福森友久 993

1965 昭和40年 林業技術の応用　森林調査 空中写真判読による森林調査の一例 守屋昭平 994

1965 昭和40年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和4O年度国有林における空中写真測量事業について 鳥飼愛美武 1002

1965 昭和40年 林業技術の応用 私の県では空中写真をこう使っている (宮城県) 工藤健二 1008

1965 昭和40年 空中写真測量技術 地形を写真で観る(Ⅱ) 淵本正隆 1010

1965 昭和40年 空中写真測量技術　機材 RMK A 30/23 普通角カメラ 笠松清 1012

1965 昭和40年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 写真測量学会講演会ルポルタージュ 大貫仁人 1013

1965 昭和40年 森林航測講座 写真判読に強くなる (9) 中島巌 1014

1965 昭和40年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測の活用化 尾ヶ井章 1017

1965 昭和40年 随筆 パプア・ニューギニア・ソロモンの風土 山田耕 1018

1965 昭和40年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和40年度から始まる空中写真判読資料作成事業と今後の方向 依田和夫 1026

1965 昭和40年 空中写真測量技術　機材 CTD-2型立体鏡 (ソ連製) について 渡辺定元 1029

1965 昭和40年 林業技術の応用 私の県では空中写真をこう使っている (長野県) 市川圭一 1030

1965 昭和40年 空中写真測量技術 写真地質のはなし (その11) 武田裕幸 1032

1965 昭和40年 空中写真測量技術 地形を写真で観る(Ⅲ) 淵本正隆 1034

1965 昭和40年 林業技術の応用　森林調査 航空写真と森林調査　Ⅹ 日林協測量指導部 1036

1965 昭和40年 森林航測講座 写真判読に強くなる (10) 中島巌 1038

1965 昭和40年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 ご挨拶を兼ねて 手束羔一 1041

1965 昭和40年 林業技術の応用　防災 治山事業と空中写真 高橋宏治 1042

1965 昭和40年 林業技術の応用 空中写真と草資源調査 井上楊一郎 1046

1965 昭和40年 随筆 思い出の航測飛行 宮崎春男 1049

1965 昭和40年 随筆 印度コチン…雑感 山田孝三 1050

1965 昭和40年 空中写真測量技術 地形を写真で観る(Ⅳ) 淵本正隆 1054

1965 昭和40年 林業技術の応用　森林調査 航空写真と森林調査　ⅩⅠ 日林協測量指導部 1058

1965 昭和40年 森林航測講座 写真判読に強くなる (11) 中島巌 1060

1965 昭和40年 林業技術の応用 空中写真利用の一つの試み 塚越伝司 1062

1965 昭和40年 空中写真測量技術　機材 ケルン PG2 編集室 1063

1965 昭和40年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 航測技術者への期待と夢 森尾洋一 1065

1965 昭和40年 随筆 ササヤップ川のほとり 吉岡薫 1066

1965 昭和40年 随筆 測樹(メスマーク) 倉持玉之助 1070

1965 昭和40年 林業技術の応用　集運材 林道設計への航空写真利用上の課題 上田重次 1071

1965 昭和40年 林業技術の応用　集運材 立木販売業務への空中写真利用の現状 原田久吉 1072

1965 昭和40年 林業技術の応用 私の県では空中写真をこう使っている (北海道) 千葉啓七 1073

1965 昭和40年 空中写真測量技術 地形を写真で観る(Ⅴ) 淵本正隆 1075

1965 昭和40年 林業技術の応用　森林調査 比高測定の精度向上についての一提案 鈴木四郎 1077

1965 昭和40年 森林航測講座 写真判読に強くなる (12) 中島巌 1082

1965 昭和40年 空中写真測量技術　機材 アナリティカルプロッター AP/C 編集室 1086

1965 昭和40年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 技術交流の場 中野尊正 1089

1965 昭和40年 随筆 マニラにて 遠藤隆 1090

1965 昭和40年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林保全懇話会特別シンポジューム－空中写真の治山への応川－ 片岡順、渡辺武夫 1093
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1965 昭和40年 林業技術の応用 私の県では空中写真をこう使っている (北海道道有林) 前橋武人 1096

1965 昭和40年 空中写真測量技術 地形を写真で観る (Ⅵ) 淵本正隆 1099

1965 昭和40年 空中写真測量技術　撮影 航空写真と太陽 安藤五郎 1102

1965 昭和40年 森林航測講座 写真判読に強くなる (13) 中島巌 1106

1966 昭和41年 林業技術の応用　森林調査 「比高測定の精度向上についての一提案」についての一つの見解 笠松清 1108

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 往時を偲んで 大塚武行 1113

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和41年度における国有林の空中写真測量関係事業について 鳥飼愛美武 1114

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和41年度民有林の測量事業について 依田和夫 1116

1966 昭和41年 随筆 ガーナ風土記－奥地の料理人－ 野添茂樹 1121

1966 昭和41年 林業技術の応用　森林調査 航空写真と森林調査　ⅩⅡ 日林協測量指導部 1123

1966 昭和41年 空中写真測量技術 地形を写真で観る (Ⅶ) 淵本正隆 1125

1966 昭和41年 森林航測講座 写真判読に強くなる (14) 中島巌 1128

1966 昭和41年 林業技術の応用 私の県では空中写真をこう使っている (群馬県) 岡田康平 1130

1966 昭和41年 林業技術の応用 航空写真による幼齢林林齢及び樹齢測定法とは 王育民 1132

1966 昭和41年 随筆 第77回日本林学会大会開催される 編集室 1136

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 保健休養機能の発揮と空中写真の活用 須藤徹男 1137

1966 昭和41年 林業技術の応用　防災 空中写真による治山調査の一例 鈴木四郎 1141

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 カンボジア調査行 福原正雄 1145

1966 昭和41年 空中写真測量技術 地形を写真で観る (Ⅷ) 淵本正隆 1151

1966 昭和41年 森林航測講座 写真判読に強くなる (15) 中島巌 1154

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 中近東瞥見 青野辰雄 1156

1966 昭和41年 空中写真測量技術　機材 簡易図化機の新考案 編集室 1158

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 豪雪雲を北陸に求めて 宮崎春男 1159

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 創刊10周年を迎えて 石谷憲男 1161

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 創刊10周年に寄せて 若林正武 1162

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 創刊10周年をお祝いして 久留島秀三郎 1163

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 宇宙をひらく航空写真 (1) 西尾元充 1164

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測の進歩と将来への期待 (座談会)
樋口典正、黒岩菊郎、中野尊正、中
島巌、成松俊男、小畠俊吉

1167

1966 昭和41年 空中写真測量技術 地形を写真で観る (Ⅸ) 淵本正隆 1176

1966 昭和41年 森林航測講座 写真判読に強くなる (16) 中島巌 1179

1966 昭和41年 空中写真測量技術　機材 ステコメーター 編集室 1181

1966 昭和41年 空中写真測量技術　機材 超大縮尺写真 笠松清 1182

1966 昭和41年 随筆 石谷さんの急逝を悼む 若林正武 1185

1966 昭和41年 随筆 石谷憲男さんを偲ぶ 松川恭佐 1187

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 宇宙をひらく航空写真 (2) 西尾元充 1189

1966 昭和41年 空中写真測量技術 地形を写真で観る (ⅩⅡ) 淵本正隆 1191

1966 昭和41年 空中写真測量技術　機材 航空写真測定器具の改良について 良居連蔵 1193

1966 昭和41年 森林航測講座 写真判読に強くなる (17) 中島巌 1194

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測の問題点－森林調査を中心にして－ 依田和夫 1197

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 フイリッピンにおける森林調査瞥見 中曽根武夫 1201

1966 昭和41年 空中写真測量技術　機材 レーザー光による距離測定機 編集室 1206

1966 昭和41年 空中写真測量技術　機材 空中磁気探査機について 正木義治 1207

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 年頭にあたって－技術開発と普及－ 手束羔一 1209

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 写真測量学会国際シンポジュウムを終えて 編集室 1210

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 宇宙をひらく航空写真 (3) 西尾元充 1212

1966 昭和41年 森林航測講座 写真判読に強くなる (18) 中島巌 1214

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 スマトラ島調査報告 田口豊 1217

1966 昭和41年 空中写真測量技術 地形を写真で観る (ⅩⅢ) 淵本正隆 1221

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 「農林水産航空展」開催さる 編集室 1224

1966 昭和41年 林業技術の応用　集運材 航空写真測量を集運材架線設計に導入して 牛沢利美 1225

1966 昭和41年 空中写真測量技術　機材 105型広角カメラとPC9超広角カメラについて 編集室 1231

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 偶感 辻良四郎 1233

1966 昭和41年 空中写真測量技術　判読 大縮尺の航空写真による樹高測定の精度 樋渡幸男 1234

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 空中写真利用の過去と現在と未来 山崎等 1237

1966 昭和41年 森林航測講座 写真判読に強くなる (19) 中島巌 1243

1966 昭和41年 空中写真測量技術 地形を写真で観る (ⅩⅣ) 淵本正隆 1246

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測に望む～森林航測事業の将来に想う～ 工藤健二 1249

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測に望む～平易な解説を多く～ 林杢吾 1250

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測にのぞむ 阿左美重平 1251

1966 昭和41年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測編集に関するアンケート 1252

1966 昭和41年 空中写真測量技術　機材 自動制御製図機と座標解析機 編集室 1255

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 空中写真と土壌調査 竹原秀雄 1257

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 宇宙をひらく航空写真 (4) 西尾元充 1259

1967 昭和42年 森林航測講座 写真判読に強くなる (20) 中島巌 1261

1967 昭和42年 林業技術の応用　森林計画 測量はこんなに簡単にできる－現場林業技術者のための空中写真簡易測量法－ 依田和夫 1264

1967 昭和42年 空中写真測量技術 地形を写真で観る (ⅩⅤ) 淵本正隆 1276

1967 昭和42年 林業技術の応用　防災 航空写真を防災調査に利用してみて 田中清司 1279

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 第78回日本林学会大会における森林航測関係の研究発表 編集室 1281

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 盛んな測量事業の海外進出 編集室 1282

1967 昭和42年 空中写真測量技術　機材 地面傾斜測図機の試作 編集室 1283

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 ご挨拶 蓑輪満夫 1285

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和42年度における国有林の空中写真関係事業について 鳥飼愛美武 1286

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和42年度民有林森林航測事業について 依田和夫 1288

1967 昭和42年 林業技術の応用　防災 治山調査における航空写真の判読利用について 高橋宏治 1290

1967 昭和42年 林業技術の応用　防災 大縮尺空中写真による治山調査 鍛代貞司 1295

1967 昭和42年 空中写真測量技術 地形を写真で観る (ⅩⅥ) 淵本正隆 1296

1967 昭和42年 森林航測講座 写真判読に強くなる (21) 中島巌 1299

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 キャンベラ地図会議に出席して 直原勝一 1302

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 電子計算機の絵画 (道路計画用透視図) 正木義治 1305

1967 昭和42年 空中写真測量技術　機材 オルソフォトマップ作製器材 編集室 1306

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 判読技術の実用化 岩部元也 1309

1967 昭和42年 空中写真測量技術 指定写真測量法を応用してもとめた航跡の追究について 藤森博美 1310

1967 昭和42年 林業技術の応用　森林調査 森林土壌調査への空中写真の利用 久保哲茂 1314

1967 昭和42年 空中写真測量技術 空中三角測量の初歩 (その1) 森戸博 1317

60

61

62

63

55

56

57

58

59
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1967 昭和42年 林業技術の応用 「空中写真簡易測量法｣ を行なってみて 持田正邦 1320

1967 昭和42年 林業技術の応用　森林調査 空中写真による立木本数測定 相賀裕信 1323

1967 昭和42年 林業技術の応用 地形図のうえから傾斜を簡単に測る方法 堀江通夫、野村章 1325

1967 昭和42年 林業技術の応用　集運材 林道予定路線の選定と簡易空中写真測量法(1) 中曽根武夫 1327

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 林業にも宇宙写真が使われるか 中島巌 1329

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 航測技術の発展を期待して 若林正武 1333

1967 昭和42年 林業技術の応用　防災 空中写真による治山調査 秋谷孝一 1334

1967 昭和42年 空中写真測量技術 地形を写真で観る (ⅩⅦ) 淵本正隆 1339

1967 昭和42年 空中写真測量技術 空中三角測量の初歩 (その2) 森戸博 1341

1967 昭和42年 林業技術の応用　集運材 林道予定路線の選定と簡易空中写真測量法(2) 中曽根武夫 1345

1967 昭和42年 随筆 山官のカメラ漫歩 八木下弘 1347

1967 昭和42年 林業技術の応用 ブラジルの森林と写真利用方途 ヒルデグランド・デ・フロール 1351

1967 昭和42年 随筆 ニュージーランドだより 西沢正久 1353

1967 昭和42年 空中写真測量技術　判読 最近の路面調査 大浜雅宜 1354

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 年頭にあたって 片山正英 1357

1967 昭和42年 空中写真測量技術 地形を写真で観る (ⅩⅧ) 淵本正隆 1358

1967 昭和42年 空中写真測量技術 空中三角測量の初歩 (その3) 森戸博 1360

1967 昭和42年 空中写真測量技術　機材 空中写真簡易計測器の考案とその使用 佐々波清夫 1362

1967 昭和42年 林業技術の応用 空中写真簡易測量法実施上の問題点について 大場武 1368

1967 昭和42年 随筆 山官のカメラ漫歩 八木下弘 1375

1967 昭和42年 林業技術の応用 大縮尺写真による樹冠位置図の作製によせて 中島巌 1377

1967 昭和42年 空中写真測量技術　機材 ステレオ・マスターの試作について 大貫仁人 1379

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 三ツ子の魂 小田精 1381

1967 昭和42年 空中写真測量技術 地形を写真で観る (ⅩⅨ) 淵本正隆 1382

1967 昭和42年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和42年度空中写真撮影一覧 1385

1967 昭和42年 林業技術の応用　集運材 林道予定路線の選定と簡易空中写真測量法(3) 中曽根武夫 1386

1967 昭和42年 林業技術の応用　防災 空中写真を治山に利用してみて 村田吉三郎 1389

1967 昭和42年 林業技術の応用　森林調査 樹高測定について 編集室 1392

1967 昭和42年 随筆 山官のカメラ漫歩 八木下弘 1398

1967 昭和42年 林業技術の応用 森林への航測利用概感 青柳明夫 1400

1967 昭和42年 林業技術の応用　森林調査 森林調査の研修に参加して 伊藤勝金 1401

1967 昭和42年 随筆 ニュージーランドだより 西沢正久 1402

1967 昭和42年 空中写真測量技術　撮影 雲と影 正木義治 1403

1967 昭和42年 空中写真測量技術　機材 RMKA 30/23 型カメラについて 編集室 1404

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 思いつくままに(航跡) 1406

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和43年度森林航測関係事業について 依田和夫 1407

1968 昭和43年 林業技術の応用　防災 山地災害調査と空中写真 秋谷孝一 1411

1968 昭和43年 林業技術の応用　森林計画 個別森林計画の作成と空中写真の利用について 石戸忠五郎 1415

1968 昭和43年 器材教室 No.1 　ポケット立体鏡 渡辺宏 1418

1968 昭和43年 空中写真入門講座 教養編 (1)　写真測量の歴史 西尾元充 1419

1968 昭和43年 航測演習 No.1　立体視 渡辺宏 1421

1968 昭和43年 空中写真入門講座 技術編 (1)　航空写真の立体視 樋渡幸男 1422

1968 昭和43年 随筆 山官のカメラ漫歩 八木下弘 1425

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 焦点 (航跡) 1430

1968 昭和43年 空中写真測量技術 コンピューター時代の地図－数値地図－ 上谷良吉 1431

1968 昭和43年 林業技術の応用　森林調査 空中写真と地形図による林地生産力の推定 竹下敬司 1433

1968 昭和43年 林業技術の応用　森林調査 土壌調査ではこのように空中写真を利用している 鈴木萬、高橋正章 1437

1968 昭和43年 空中写真入門講座 教養編 (2)　写真測量の歴史(2) 西尾元充 1441

1968 昭和43年 航測演習 No.2　肉眼立体視 (1) 渡辺宏 1443

1968 昭和43年 空中写真入門講座 技術編 (2)　航空写真の立体視 樋渡幸男 1444

1968 昭和43年 随筆 山官のカメラ漫歩 八木下弘 1448

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 新しいカラー写真の研究はじまる 西尾元充 1450

1968 昭和43年 器材教室 No.2 　簡易立体鏡(トプコンU) 渡辺宏 1450

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 プログラム教育と坂本竜馬と (航跡) 1454

1968 昭和43年 林業技術の応用 フォールスカラー写真は林業に使えるだろうか？ 中島巌 1455

1968 昭和43年 林業技術の応用　森林計画 経営計画をたてるための空中写真利用 渡辺宏 1459

1968 昭和43年 空中写真入門講座 教養編 (3)　写真測量の歴史(3) 西尾元充 1462

1968 昭和43年 航測演習 No.3　肉眼立体視 (2) 渡辺宏 1464

1968 昭和43年 空中写真入門講座 技術編 (3)　平面図を作る 樋渡幸男 1465

1968 昭和43年 空中写真測量技術 人間を測る 西尾元充 1468

1968 昭和43年 器材教室 No.3 　反射鏡式立体境 渡辺宏 1470

1968 昭和43年 随筆 山官のカメラ漫歩 八木下弘 1471

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 JA5116号機の事故 1474

1968 昭和43年 随筆 南の島に散った若い命 西沢正久 1475

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 比べて見よう (航跡) 1478

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 ローザンヌの国際写真測量学会に出席して 丸安隆和 1479

1968 昭和43年 林業技術の応用 空中写真判読資料 (ステレオグラム) は何を表わしているのか 中島巌 1483

1968 昭和43年 林業技術の応用　防災 航空写真の治山事業への活用について 中西修 1487

1968 昭和43年 航測演習 No.4　肉眼立体視 (3) 渡辺宏 1490

1968 昭和43年 随筆 写真測量こぼればなし (1) 笹岡実 1491

1968 昭和43年 随筆 山官のカメラ漫歩 八木下弘 1493

1968 昭和43年 空中写真測量技術 正射写真地図 北川公 1495

1968 昭和43年 空中写真入門講座 技術編 (4)　平面図を作る 樋渡幸男 1496

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 緑の価値を広く見よう (航跡) 1502

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 写真測量のある展望 尾崎幸男 1503

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 今後の森林航測事業 依田和夫 1506

1968 昭和43年 随筆 写真測量こぼればなし (2) 笹岡実 1509

1968 昭和43年 空中写真入門講座 教養編 (4)　写真測量の歴史(4) 西尾元充 1513

1968 昭和43年 航測演習 No.5　肉眼立体視 (4) 渡辺宏 1515

1968 昭和43年 空中写真入門講座 技術編 (5)　地物の高さをはかる 樋渡幸男 1516

1968 昭和43年 随筆 山官のカメラ漫歩 八木下弘 1520

1968 昭和43年 器材教室 No.4 　立体鏡平行移動装置 渡辺宏 1523

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 古事記とユーカラと…72航跡をひきのばして (航跡) 1526

1968 昭和43年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和44年度森林航測関係予算および事業について 依田和夫 1527

1968 昭和43年 林業技術の応用 大縮尺航空写真の利用について 亘信夫 1530

70
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※100号以前の頁番号については各頁上隅に掲載されている通算番号をここでは記載した

発行年
西暦

発行年
和暦

通巻 記事区分 記事タイトル 筆者・編者 頁

1968 昭和43年 空中写真入門講座 教養編 (5)　写真測量の歴史(5) 西尾元充 1534

1968 昭和43年 空中写真入門講座 技術編 (6)　地物の高さをはかる 樋渡幸男 1537

1968 昭和43年 随筆 眼光紙背に徹す 頴川五郎 1541

1968 昭和43年 航測演習 N0.6　肉眼立体視 (5) 渡辺宏 1542

1968 昭和43年 随筆 山官のカメラ漫歩 八木下弘 1543

1968 昭和43年 器材教室 No.5 　視差測定桿 渡辺宏 1545

1969 昭和44年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 記録することの意義 (航跡) 1550

1969 昭和44年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 航空写真測量の将来の展望 樋口典正 1551

1969 昭和44年 航測演習 No.7　樹種判定のよりどころ (1) 渡辺宏 1552

1969 昭和44年 林業技術の応用　森林調査 林地生産力調査に航測をとり入れる研究の一例 酒匂宗義、渡辺宏 1553

1969 昭和44年 林業技術の応用　森林調査 航空写真による調査限界と樹種判読について 板垣恒夫 1557

1969 昭和44年 空中写真入門講座 教養編 (6)　写真測量の歴史(6) 西尾元充 1560

1969 昭和44年 空中写真入門講座 応用編(1)　 下島稔 1562

1969 昭和44年 器材教室 No.6 　樹高測定板 渡辺宏 1566

1969 昭和44年 随筆 山官のカメラ漫歩 八木下弘 1567

1969 昭和44年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 時間盗用 (航跡) 1574

1969 昭和44年 空中写真測量技術 応用技術としての地形計測法 竹下敬司 1575

1969 昭和44年 空中写真測量技術 遠隔探知装置のいろいろ－人エ衛星から地球をさぐる－ 笹岡実 1580

1969 昭和44年 空中写真入門講座 教養編 (7)　写真測量の歴史(7) 西尾元充 1583

1969 昭和44年 器材教室 No.7 　スクライバーとスクライブテンプレート 渡辺宏 1585

1969 昭和44年 空中写真入門講座 応用編(2) 下島稔 1586

1969 昭和44年 随筆 山官のカメラ漫歩 八木下弘 1591

1969 昭和44年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 東のブローニュの森を！ 1594

1969 昭和44年 航測演習 No.8　樹種判定のよりどころ (2) 渡辺宏 1595

1969 昭和44年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 技術の進歩に即して (航跡) 1598

1969 昭和44年 林業技術の応用　防災 航空写真による崩壊地調査 中野尊正 1599

1969 昭和44年 林業技術の応用　防災 空中写真と災害 牧野道幸 1603

1969 昭和44年 空中写真入門講座 教養編 (8)　わが国の森林航測の歩み 丸山正 1606

1969 昭和44年 航測演習 No.9　樹種判定のよりどころ (3) 渡辺宏 1608

1969 昭和44年 空中写真入門講座 応用編(3)　航測用の現用機について 正木義冶 1609

1969 昭和44年 器材教室 No.8 　空中写真判読スケール (1) 渡辺宏 1612

1969 昭和44年 随筆 山官のカメラ漫歩 八木下弘 1613

1969 昭和44年 林業技術の応用 写真でみた日本の森林 (1) 依田和夫 1615

1969 昭和44年 林業技術の応用 簡易測量法において写真主点が水面部にある場合の標定方法 中曽根武夫 1618

1969 昭和44年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 情報化社会の到来と林業 (航跡) 1622

1969 昭和44年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 民有林における森林基本図の作成と改訂構想について 蒲沼満 1623

1969 昭和44年 空中写真測量技術 交通事故処理にステレオカメラを使用 蓮見弘 1626

1969 昭和44年 空中写真入門講座 教養編 (9)　わが国の森林航測の歩み 丸山正 1630

1969 昭和44年 空中写真入門講座 応用編(4)　現用航空カメラ 正木義冶 1632

1969 昭和44年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 林地生産力分布図作成とその問題点－空中写真利用による－ 中曽根武夫 1637

1969 昭和44年 空中写真測量技術　機材 視差測定かんの測標について 渋谷欣治 1640

1969 昭和44年 航測演習 No.10　樹種判定のよりどころ (4) 渡辺宏 1641

1969 昭和44年 林業技術の応用 写真でみた日本の森林 (2) 依田和夫 1642

1969 昭和44年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 調和のある森林施業を (航跡) 1646

1969 昭和44年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 応用写真測量の最近の動向 (1) 丸安隆和、大島太市 1647

1969 昭和44年 林業技術の応用　集運材 航空写真による路線選定 星野大 1651

1969 昭和44年 空中写真入門講座 教養編 (10)　わが国の森林航測の歩み 丸山正 1655

1969 昭和44年 空中写真入門講座 応用編(5)　撮影計画と作業要点 正木義冶 1658

1969 昭和44年 随筆 森林航測回顧録 (1) 中山博一 1662

1969 昭和44年 林業技術の応用 写真でみた日本の森林 (3) 依田和夫 1665

1969 昭和44年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 技術者の立場から (航跡) 1670

1969 昭和44年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 応用写真測量の最近の動向 (2) 丸安隆和、大島太市 1671

1969 昭和44年 林業技術の応用　防災 空中写真によるなだれ地の判読 佐伯正夫 1675

1969 昭和44年 空中写真測量技術 西マレーシアにおける空中写真による森林調査 (1) 依田和夫 1679

1969 昭和44年 空中写真入門講座 教養編 (11)　わが国の森林航測の歩み 丸山正 1681

1969 昭和44年 空中写真入門講座 応用編(6)　航測用写真材料および写真処理 鯨井昌雄 1683

1969 昭和44年 航測演習 No.11　樹種判定のよりどころ (5) 渡辺宏 1686

1969 昭和44年 随筆 森林航測回顧録 (2) 中山博一 1687

1969 昭和44年 林業技術の応用 写真でみた日本の森林 (4) 中島巌 1690

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 緑の記録を (航跡) 1694

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 国有林における昭和45年度森林航測予算および事業計画について 矢野永日 1695

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和45年度民有林森林測量関係事業について 岡村敏雄 1696

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 応用写真測量の最近の動向 (3) 丸安隆和、大島太市 1698

1970 昭和45年 空中写真測量技術 西マレーシアにおける空中写真による森林調査 (2) 依田和夫 1703

1970 昭和45年 空中写真入門講座 教養編 (12)　わが国の森林航測の歩み 丸山正 1705

1970 昭和45年 空中写真入門講座 応用編(7)　写真測量による地図の作成 北川公 1707

1970 昭和45年 随筆 森林航測回顧録 (3) 中山博一 1711

1970 昭和45年 林業技術の応用 写真でみた日本の森林 (5) 依田和夫 1713

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 中味が問題だ(航跡) 1718

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 応用写真測量の最近の動向 (4) 丸安隆和、大島太市 1719

1970 昭和45年 林業技術の応用　森林調査 空中写真による林相区分の精度と区分林分の材積推定法 小林正吾 1723

1970 昭和45年 林業技術の応用　集運材 製品事業への空中写真の利用について 中村大七郎 1729

1970 昭和45年 随筆 カンボジア紀行 (1) 蒲沼満 1731

1970 昭和45年 随筆 森林航測回顧録 (4) 中山博一 1733

1970 昭和45年 林業技術の応用 写真でみた日本の森林 (6) 依田和夫 1736

1970 昭和45年 航測演習 No.12　樹高測定 (1) 渡辺宏 1739

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 省力効果率(航跡) 1742

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 応用写真測量の最近の動向 (5) 丸安隆和、大島太市 1743

1970 昭和45年 林業技術の応用 コンピューターによる地位指数分布図の作成 渡辺宏 1747

1970 昭和45年 林業技術の応用 航空写真の立体スクリーン投影法について 大浜雅宣 1751

1970 昭和45年 航測演習 No.13　樹高測定 (2) 渡辺宏 1752

1970 昭和45年 随筆 カンボジア紀行 (2) 蒲沼満 1756

1970 昭和45年 随筆 森林航測回顧録 (5) 中山博一 1758

1970 昭和45年 林業技術の応用 写真でみた日本の森林 (7) 依田和夫 1761

1970 昭和45年 器材教室 No.9 　空中写真判読スケール (2) 渡辺宏 1763

80

75

76

77

78

79

73

74

81

82
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発行年
西暦
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通巻 記事区分 記事タイトル 筆者・編者 頁

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林調査のゆくえ(航跡) 1766

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 応用写真測量の最近の動向 (6) 丸安隆和、大島太市 1772

1970 昭和45年 林業技術の応用 空中写真の活用状況 (1) 河野静清 1781

1970 昭和45年 林業技術の応用 空中写真の活用状況 (2) 高山孝一 1782

1970 昭和45年 随筆 カンボジア紀行 (3) 蒲沼満 1783

1970 昭和45年 林業技術の応用 写真でみた日本の森林 (8) 依田和夫 1786

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 自然と森林(航跡) 1790

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測へのビジョン－今後の森林航測に期待するもの－ 田口豊 1791

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測へのビジョン－測量教育に思う－ 中川徳郎 1793

1970 昭和45年 器材教室 No.10　空中写真判読スケール (3) 渡辺宏 1794

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測へのビジョン－熱帯林開発と森林航測－ 高須久 1795

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林航測へのビジョン－オルソ･フォト･マップの利用－ 樋口典正 1797

1970 昭和45年 林業技術の応用　防災 空中写真による積雪調査の一例 杉山利治 1799

1970 昭和45年 林業技術の応用 熱帯林の写真調査こぼれ話 樋渡幸男 1802

1970 昭和45年 航測演習 No.14　樹高測定 (3) 渡辺宏 1802

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 応用写真測量の最近の動向(7) 丸安隆和、大島太市 1805

1970 昭和45年 随筆 森林航測回顧録 (6) 中山博一 1809

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 現代の魔術 (航跡) 1814

1970 昭和45年 林業技術の応用 北海道林務部における電子計算組織の概要 (1) 富長光彦 1815

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 応用写真測量の最近の動向 (8) 丸安隆和、大島太市 1819

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 第6回アジア極東地図会議に出席して 柴田博司 1823

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 国際写真測量学会第7部会シンポジウムの報告 北川公 1825

1970 昭和45年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 45年度の航測事業実績報告 渡辺宏 1827

1970 昭和45年 随筆 カンボジア紀行 (4) 蒲沼満 1829

1970 昭和45年 随筆 森林航測回顧録 (7) 中山博一 1831

1970 昭和45年 航測演習 No.15　樹高測定 (4) 渡辺宏 1832

1970 昭和45年 林業技術の応用 写真でみた日本の森林 (9) 依田和夫 1834

1971 昭和46年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 林業の地域政策の必要性 (航跡) 1838

1971 昭和46年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和46年度の森林航測事業の概要
岡村敏雄、矢野永日、日置幸雄、中
島巌

1839

1971 昭和46年 航測演習 No.16　樹冠疎密度測定 (1) 渡辺宏 1843

1971 昭和46年 林業技術の応用 北海道林務部における電子計算組織の概要 (2) 中川滉、富長光彦 1844

1971 昭和46年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 応用写真測量の最近の動向 (9) 丸安隆和、大島太市 1847

1971 昭和46年 林業技術の応用　防災 治山調査と地形の見方 (上) 竹下敬司 1851

1971 昭和46年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 韓国の航測事情 西尾元充 1854

1971 昭和46年 林業技術の応用 熱帯林開発における空中写真利用の一例 山下勝男 1856

1971 昭和46年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (1) 日置幸雄 1858

1971 昭和46年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 情報化と航空写真 (航跡) 1862

1971 昭和46年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 韓国の航測 金甲徳 1863

1971 昭和46年 林業技術の応用 北海道林務部における電子計算組織の概要 (3) 中川滉、富長光彦 1865

1971 昭和46年 航測演習 No.17　樹冠疎密度測定 (2) 渡辺宏 1867

1971 昭和46年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 応用写真測量の最近の動向(10) 丸安隆和、大島太市 1868

1971 昭和46年 林業技術の応用　防災 治山調査と地形の見方 (下) 竹下敬司 1872

1971 昭和46年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 ネパールでの撮影作業にあたって 森尚 1876

1971 昭和46年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (2) 日置幸雄 1881

1971 昭和46年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 「森林航測」の20年(航跡) 1887

1971 昭和46年 空中写真測量技術　判読 写真映象とその解析－赤外カラー写真と映像解析－ 淵本正隆 1888

1971 昭和46年 林業技術の応用 森林調査とコンピューター (1) 西沢正久 1892

1971 昭和46年 林業技術の応用　防災 治山と空中写真 (上) 牧野道幸 1895

1971 昭和46年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (3) 日置幸雄 1901

1971 昭和46年 航測演習 No.18　樹冠疎密度測定 (3) 渡辺宏 1903

1971 昭和46年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 アポロと写真測量 (航跡) 1910

1971 昭和46年 空中写真測量技術　判読 気象予報と宇宙からの観測 土屋清 1911

1971 昭和46年 林業技術の応用 森林調査とコンピューター (2) 西沢正久 1916

1971 昭和46年 林業技術の応用　防災 治山と空中写真 (中) 牧野道幸 1919

1971 昭和46年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (4) 日置幸雄 1930

1971 昭和46年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 住みよい緑の国土のために (航跡) 1934

1971 昭和46年 空中写真測量技術　判読 資源衛星とリモート・センシング 本多慶成 1935

1971 昭和46年 空中写真測量技術　判読 地図縮尺の選び方 西村蹊二 1939

1971 昭和46年 林業技術の応用 森林調査とコンピューター (3) 西沢正久 1945

1971 昭和46年 林業技術の応用　防災 治山と空中写真 (下) 牧野道幸 1948

1971 昭和46年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (5) 日置幸雄 1954

1971 昭和46年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林と都市 (航跡) 1958

1971 昭和46年 空中写真測量技術　判読 地球を測るリモート・センシング (1) 中島巌 1959

1971 昭和46年 林業技術の応用 これからの林業の中のコンピューター (1) 高田和彦 1968

1971 昭和46年 林業技術の応用　防災 土壌調査と空中写真 (上) 高橋正章 1972

1971 昭和46年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (6) 日置幸雄 1977

1971 昭和46年 航測演習 No.19　立木本数判読 (1) 渡辺宏 1979

1972 昭和47年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 分化と統合 (航跡) 1982

1972 昭和47年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和47年度森林航測事業の概要 岡村敏雄 1983

1972 昭和47年 航測演習 No.20　立木本数判読 (2) 渡辺宏 1984

1972 昭和47年 空中写真測量技術　判読 地球を測るリモート・センシング (2) 中島巌 1985

1972 昭和47年 林業技術の応用 これからの林業の中のコンピューター (2) 高田和彦 1989

1972 昭和47年 林業技術の応用　防災 土壌調査と空中写真 (下) 高橋正章 1993

1972 昭和47年 随筆 欧米見聞記 池島功 1996

1972 昭和47年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (7) 日置幸雄 2000

1972 昭和47年 随筆 中曽根武夫氏の急逝を悼む 丸山正 2002

1972 昭和47年 器材教室 No.11　空中写真判読スケール (4) 渡辺宏 2003

1972 昭和47年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 緑への郷愁 (航跡) 2006

1972 昭和47年 林業技術の応用 これからの林業の中のコンピューター (3) 高田和彦 2007

1972 昭和47年 林業技術の応用　防災 地形と空中写真(1) 淵本正隆 2011

1972 昭和47年 林業技術の応用 高校林業科における航測技術教育 風間広吉 2014

1972 昭和47年 林業技術の応用　森林調査 デジタルカラー写真による緑地調査－札幌市街地の調査例 板垣恒夫、八木正巳 2017

1972 昭和47年 航測演習 No.21　立木本数判読 (3) 渡辺宏 2019

1972 昭和47年 林業技術の応用　森林調査 熱帯林の樹木と写真判読 堀正之 2020
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発行年
西暦

発行年
和暦

通巻 記事区分 記事タイトル 筆者・編者 頁

1972 昭和47年 器材教室 No.12　双視立体鏡 渡辺宏 2023

1972 昭和47年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (8) 日置幸雄 2026

1972 昭和47年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 判断のものさし(航跡) 2030

1972 昭和47年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 環境測定と空中写真－赤外カラー写真による樹木の活力評価－ 鈴鹿寛昌 2031

1972 昭和47年 林業技術の応用　森林調査 南方森林の調査と空中写真 (上) 樋渡幸男 2035

1972 昭和47年 林業技術の応用 国有林野事業におけるコンピューター利用を考える (1) 真柴孝司 2039

1972 昭和47年 林業技術の応用　防災 地形と空中写真(2) 淵本正隆 2042

1972 昭和47年 林業技術の応用 農林高校における航測技術教育 佐藤義明 2045

1972 昭和47年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (9) 日置幸雄 2050

1972 昭和47年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 国有林の除地の活用 (航跡) 2054

1972 昭和47年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 国際写真測量学会の報告－リモート・センシングの環境調査への応用－ 北川公 2055

1972 昭和47年 航測演習 No.22　樹冠直径測定 (1) 渡辺宏 2058

1972 昭和47年 林業技術の応用　森林調査 南方森林の調査と空中写真 (中) 樋渡幸男 2059

1972 昭和47年 林業技術の応用 国有林野事業におけるコンピューター利用を考える (2) 真柴孝司 2063

1972 昭和47年 林業技術の応用　防災 地形と空中写真(3) 淵本正隆 2066

1972 昭和47年 器材教室 No.13　立体鏡平行移動装置Ⅱ型 渡辺宏 2068

1972 昭和47年 林業技術の応用 農林高校における航測技術教育 山中照美 2069

1972 昭和47年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (10) 日置幸雄 2074

1972 昭和47年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 現場技術者にローアリミット制の確立を (航跡) 2078

1972 昭和47年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 森林の諸問題と空中写真利用私感 中島巌 2079

1972 昭和47年 器材教室 No.14　傾斜測定板 渡辺宏 2082

1972 昭和47年 林業技術の応用　森林調査 南方森林の調査と空中写真 (下) 樋渡幸男 2083

1972 昭和47年 航測演習 No.23　樹冠直径測定 (2) 渡辺宏 2086

1972 昭和47年 林業技術の応用　防災 地形と空中写真(4) 淵本正隆 2087

1972 昭和47年 林業技術の応用 高尾山航測実験林の設定 渡辺宏 2090

1972 昭和47年 空中写真測量技術 資源衛星の写真 西尾元充 2096

1972 昭和47年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (11) 日置幸雄 2098

1972 昭和47年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 新技術の確立と利用 (航跡) 2102

1972 昭和47年 空中写真測量技術　撮影 空中写真撮影計画の手引き 渡辺宏 2103

1972 昭和47年 空中写真測量技術 空の交通規則 正木義治 2108

1972 昭和47年 林業技術の応用　森林調査 航空写真による材積測定法について 石川善郎 2111

1972 昭和47年 航測演習 No.24　樹冠直径測定 (3) 渡辺宏 2116

1972 昭和47年 林業技術の応用　防災 地形と空中写真(5) 淵本正隆 2117

1972 昭和47年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (12) 日置幸雄 2122

1973 昭和48年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 ビッグサイエンス (航跡) 2126

1973 昭和48年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 昭和48年度森林航測事業の概要 岡村敏雄、日置幸雄 2127

1973 昭和48年 器材教室 No.15　図上傾斜測定板 渡辺宏 2129

1973 昭和48年 空中写真測量技術　機材 集材架線計画に便利なOEテンプレートの試作 渡辺宏 2130

1973 昭和48年 航測演習 No.25　ha当たり材積の判読 (1) 渡辺宏 2135

1973 昭和48年 林業技術の応用　森林調査 小型カメラによる測樹 土橋一敏、山口博 2136

1973 昭和48年 林業技術の応用　防災 地形と空中写真(6) 淵本正隆 2139

1973 昭和48年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (13) 日置幸雄 2146

1973 昭和48年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 国破れて (航跡) 2150

1973 昭和48年 空中写真測量技術 空中写真測量計画の手引き 木本氏寿 2151

1973 昭和48年 林業技術の応用 熱帯生物圏における森林環境 大谷滋 2158

1973 昭和48年 林業技術の応用　防災 地形と空中写真(7) 淵本正隆 2163

1973 昭和48年 林業技術の応用 空から見た治山・治水 (14) 日置幸雄 2168

1973 昭和48年 航測演習 No.26　ha当たり材積の判読 (2) 渡辺宏 2171

1973 昭和48年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 人と機械の関係(航跡) 2174

1973 昭和48年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 長く短かった道 西尾元充 2175

1973 昭和48年 論説，時報，ニュース，座談会，報告 林業における空中写真利用技術の推移 中島巌 2179

1973 昭和48年 随筆 「森林航測」以前 遠藤隆 2183

1973 昭和48年 随筆 「森林航測｣ 発刊当時の想い出 笠松清 2184

1973 昭和48年 随筆 「森林航測｣ 第100号を迎えて 堀正之 2185

1973 昭和48年 総目次 　№ 1～100 2186

1973 昭和48年 特集：写真と水 　写真の化学 水沢伸也 2

1973 昭和48年 航測パトロール（本の紹介）
『空中写真を利用した裸地地域の土砂生産調査の方法について』(中山政一・今村
遼平)

7

1973 昭和48年 特集：写真と水 　写真工業と水 田村元男 11

1973 昭和48年 特集：写真と水 　もうひとつの水問題－排水処理液はどう規制されるか 溝呂木昇 15

1973 昭和48年 特集：写真と水 　赤外線写真による含水量の判読について 白井彰 20

1973 昭和48年 宇宙から見る 近畿・紀伊 中島巌 23

1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　空中写真の性質 佐藤直志 2

1974 昭和49年 宇宙から見る 若狭湾周辺 中島巌 7

1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　実体視の知識とその操作 渡辺一博 8

1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　空中写真からの距離と面積の測定－空中写真簡易測量法について 渡辺宏 12

1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　森林の判読(1) 樋渡幸男 16

1974 昭和49年 航測パトロール（本の紹介）
『日本の衛星写真－人工衛星データの解析』(丸安隆和・土屋清・中島巌・渡辺貫太
郎)

19

1974 昭和49年 特集：林業実務と空中写真 　地形の判読(1)－斜面の分類 門村浩 21

1975 昭和50年 林野における写真図の沿革と将来 小野雅司 2

1975 昭和50年 写真図の作成について 丸山正 6

1975 昭和50年 航測パトロール（本の紹介） I.T.C.ジャーナル 11

1975 昭和50年 写真図の導入にあたって 千葉県農林部林務課 13

1975 昭和50年 宮崎県における写真図の利用 宮崎県森林計画係 15

1975 昭和50年 国土地理院における写真図 岩井晥次、山田有司 17

1975 昭和50年 オルソ・フォトの地籍調査における利用例 上甲明 20

1975 昭和50年 宇宙から見る 津軽海峡 中島巌 23
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