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（公社）日本測量協会 関東支部
支 部 長 吉 岡 慧 治

あけましておめでとう御座います。
今年の正月は寒い日が続きました。

日本海側では降雪が続き、交通障害も
発生しました。それ以外は平穏な正月
であったと思いますが、昨年より猛威
を振るっているコロナウイルスの影響
で、密になる場所や店には行けず、行
動を制限されたのではないかと思います。
今年はいよいよオリンピックやパラリンピックがあります。

予定通り実施出来ればいいですね。衆議院選挙もあり、首相
も決めます。アメリカでは、新大統領が決まります。自由主
義陣営対共産党の相容れない主義がぶつかり合い、これから
の世界はどのようになっていくのでしょうか。世界の政治家
の知恵の出しどころです。
翻って我が業界のことになりますが、政府のデジタル庁の

設置や印鑑の廃止、GDPを向上することも含めた、働き方改
革を進める方針に沿って、努力して行かなくてはなりません。
また、土木分野においては、自動化を目指して、BIM,CIMな
どの3次元計測と設計を目指しています。我々の頭脳を、慣れ
親しんだ２次元の発想から、3次元の発想に切り替えましょう。
皆さまのご活躍をお祈りいたします。

巻 頭 言



謹んで新年のお慶びを申し上げます。
公益社団法人日本測量協会関東支部並びに会員

の皆様におかれましては、日頃より、国土地理院
及び関東地方測量部の測量行政や地理空間情報活
用推進などの施策にご理解とご協力を頂き、厚く
御礼申し上げます。
さて、国土地理院では、i-Construction や自動

運転など、インフラ・物流、まちづくり等のDXに
不可欠な位置情報基盤のルールである「国家座標」
を整備しています。
高度な位置情報（緯度・経度・高さ）は、サイバー（仮想）空間と

フィジカル（現実）空間を高度に融合させ、経済発展と社会的課題の解
決を両立するSociety5.0を実現する上で不可欠なものです。データ上の
仮想空間と現実空間の相互に位置ずれが起きないようにすることは重要
です。位置の基準「国家座標」を正確に定め、ICT土工における設計や施
工、その他のデータに含まれる位置情報について、共通ルールである
「国家座標」に準拠することの普及・啓発を行っています。皆様におか
れましては、各種事業の最上流工程にある測量作業等において国家座標
に整合させることが大切ですので、是非ご理解とご協力のほどお願いい
たします。
また、近年、全国各地で大規模な自然災害が続発しています。昨年の

令和2年7月豪雨では、九州地方をはじめ日本各地で河川氾濫や土砂災害
が発生しました。一昨年の令和元年東日本台風では、関東地方の広範囲
で浸水被害が発生したことも記憶に新しいところです。洪水、土砂災害、
地震、津波などの自然災害は同じ場所に繰り返し起こる可能性がありま
す。これらの災害の様子や教訓が記録された自然災害伝承碑や過去の土
地の成り立ちを示す地形分類などの整備も進めており、強靱な国土づく
りや地域住民の防災意識の向上、そして、命を守る行動につながる地理
教育・防災教育に活用されるように取り組みたいと考えています。
結びに、貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念しまして、

新年の御挨拶とさせていただきます。

巻 頭 言
国土交通省 国土地理院

関東地方測量部長 山 後 公 二



比企城館跡群は、平成20年に指定された国の史跡である。菅谷館跡(すが

ややかたあと)＜嵐山町＞、松山城跡(まつやまじょうあと)＜吉見町＞、杉山城跡(す

ぎやまじょうあと)＜嵐山町＞、小倉城跡(おぐらじょうあと)＜ときがわ町、小川町、
嵐山町＞から構成されている。
埼玉県西部比企地方は、15世紀末から16世紀に戦国領主の戦いに明け

暮れ、多くの城館が築造された。

ひ き じょうかん あとぐん

比企城館跡群
日本測量協会 顧問 星埜 由尚

菅谷館跡は「武蔵嵐山(むさしらんざん)駅」から近く、「埼玉県立嵐山史跡
の博物館」がある。この博物館は、比企地方の中世の歴史に関する展示
がされている。平安末期から鎌倉時代にこの地を本拠としていた秩父氏
や菅谷館に居住した畠山重忠、比企城館群について知ることができる。



畠山重忠象

博物館の裏は菅谷館の跡である、博物館の建物の裏側には、三の廓の建
物跡と井戸の跡がある。建物は、掘立の建物であったようで掘立の穴の位
置には太い木の杭が埋められている。館跡は、堀と土塁で区画され、本廓、
二の廓、三の廓と西廓、南廓からなる。博物館の入口には土橋があり、館
への入口となっていた。食い違い虎口と言い、防御のため土塁に食い違い
を作っている。三の廓と二の廓の境付近の土塁上に畠山重忠像がある。
昭和4年に地元の有志により建立された竹を芯にしたコンクリート製の像
である。鎌倉の方角を向いて立っている。

埼玉県立嵐山史跡の博物館

菅谷館の濠と土塁

畠山重忠の館は、本廓にあったと言われている。畠山重忠は、源頼朝
に従い、鎌倉幕府の重臣となったが、讒訴に遭い幕府軍と戦い討ち死に
した人物である。菅谷館は、台地の縁に段丘崖と侵蝕谷に囲まれ、台地
上に堀を穿ち土塁を築いて築造されている。昭和48年から56年に五次に
わたって発掘調査が行われた。出土品の一部は博物館に展示されている。



杉山城跡は広い山城である。台地
から突出した100m足らずの山一面
に杉山城跡が広がっている。関東管
領山内上杉家と同族の扇谷上杉氏の
対立があり、山内上杉家が扇谷上杉
家に対抗するために築いた城と言わ
れている。
築城年代や城主については未詳の

ようである。深い堀や土塁が築かれ、
本廓を中心として南北に多数の廓が
造成されており、大規模な山城であ
る。15世紀から16世紀の遺物が出
土している。

小倉城跡は、菅谷館跡から比較
的近く、武蔵嵐山渓谷の背後の山
に築かれた城郭跡である。戦国時
代の城としては珍しく、城を築い
たときに岩盤を削ることにより産
出した結晶片岩の石垣が築かれて
いる。
城主は、江戸時代の｢新編武蔵風

土記稿」により後北条氏の重臣で
あった遠山光影とされ、｢武蔵志｣
では松山城主上田氏とされている。
尾根を削り、斜面を低平にした多
数の廓が形作られている。小倉城跡

杉山城跡

松山城跡は、吉見百穴の近くで、他の３城跡とは離れている。いずれか
の機会に紹介したい。



特集

国土地図株式会社
取締役 技術本部長 藤沼邦雄

◆経営者の姿勢
弊社の業務のほとんどが受注生産のため、受注額に対して原価が明確にな

ります。技術部門の従業員に対しては日頃から原価に対する意識を高めるた
め、計画原価と進行原価の管理を徹底しています。これらが問題点の把握や
改善を早期に対応できることにつながっています。また、作業完了時の原価
率を明確にすることで、業務の成果を数値的に捉えることができ、評価する
ことによってモチベーションの向上や作業の効率化につながると考えます。
このように意識を高めることが、定時内での業務の遂行や無駄な作業の排除
となり、広い意味での働き方改革につながるものと考えます。
◆業績と勤務時間のバランス
弊社は、1月～3月の年度末が繁忙期となり、4月～6月が閑散期となります。

これは、官公庁の仕事が多いため年度末に納期が集中するためです。逆に年
度明けの4月～6月にかけては受注量が減る傾向にあります。よって4月～6月
は技術部門の非生産時間が発生します。これを少しでも軽減させるため4年
前から年度末の業務量を考慮し、1月～3月の隔週土曜日（計6日）を通常出
勤日にし、4月～6月に各月2日ずつ振替休日を取得することをおこなってお
ります。
◆超過勤務削減策
定時内で効率よく業務をおこなうことと、管理者が従業員の業務量を把握

するため、19時以降の残業をおこなう際は「超過勤務申請書」を提出するこ
とを義務づけております。また、サーバーへの不正アクセスを防止するため、
アクセスログを一定期間保管しております。これにより、深夜残業や休日出
勤がおこなわれた場合には、申請書の提出にかかわらず担当部署の管理者に
アクセスログの報告をおこなっております。

現在のコロナ禍におきましては、可能な限り時差出勤及びテレワークを推
奨し、感染予防と円滑な業務遂行の両立を図るべく業務形態を模索しており
ます。

国土地図株式会社HP
https://www.kokudochizu.co.jp/



特集

株式会社 嶺水
代表取締役 小山 忠孝

「働き方改革」について今思うこと

しばらく「働き方改革」ということを忘れていました。「働き方改革」という言葉を
耳にする機会もここ1年余りの間はとても少なかった気がします。
「働き方改革」ということが言われ始めた2017年末に研修会の案内をいただいたので

総務部の社員を受講させ、弊社の「働き方改革」への取り組みはスタートしました。法
律が成立した2018年には長野県測量設計業協会等の業界団体主催の研修会も開催されて
業界としての取り組みも盛んになり、社内でも業界の集まりでも「働き方改革」がよく
話題にのぼりました。年5日間の有給休暇取得、残業時間の罰則付き上限規制が中小企
業にも義務化されるということで、有給休暇取得状況と時間外労働時間を定期的に
チェックして有休休暇の取得日数が少ない社員には取得を促し、時間外労働時間を制限
するなど法律を遵守するための対応をとりました。

2019年10月に長野県千曲川流域地域や松本市などで台風19号による豪雨災害が発生
しました。千曲川の堤防決壊などにより甚大な被害が発生し、河川や道路、橋梁などの
公共土木施設も1,298箇所が被災しました。同年3月に長野県と長野県測量設計業協会等
業界団体とが締結していた災害協定が早速発動され、会員企業全社で災害復旧に取り組
みました。息つく間もなく、翌年2020年7月にも長野県飯田市及び下伊那郡で長雨によ
る公共土木施設災害が多数発生し、2年連続して災害協定が発動され、残業や休日出勤、
時には徹夜をしながら早期復旧に取り組みました。「働き方改革なんて言っている場合
じゃない」という状況が続き、この間はほぼ「働き方改革」のことは忘れ、取り組みは
ストップしてしまいました。
ようやく災害復旧も一段落した今、そういえば「働き方改革」と思い出し、改めて考

えます。法律により義務化された事項に関して適法に対処していくことは、今後も当然
のこととして対応していきます。社員の育児や介護等家庭状況に応じて柔軟な働き方が
できるようにも可能な限り取り組みたいと思っています。そして最も重要なことは、
「魅力ある職場」にするということだと考えています。人間関係等で余計なストレスを
感じることなく、時には災害復旧等の過酷な業務もありますが、仕事を通じて社員が技
術者としても人としても成長を実感しながら楽しく仕事ができる会社にできないかと考
えています。働くということは、もちろん経済的に自立して生きていくためではありま
すが、「楽しむために働く」ということも成立し得るのではないかと考えています。登
山を楽しむために山へ行く。海水浴を楽しむために海へ行く。ゴルフを楽しむためにゴ
ルフ場へ行く。同様に、働くことを楽しむために会社へ行く。そんな「魅力ある職場」
を目指し、今後も働き方改革に取り組んでいきたいと思っています。
株式会社嶺水ＨＰ https://www.reisui.co.jp/



特集

武州測量株式会社
代表取締役 笠原 俊也

取組の目的
2019年に厚生労働省は働く人々が、個々の事情に応じた多様で、柔軟な働き方を自分で

「選択」できるようにするための改革として働き方改革を発表された。
この改革に伴い、長時間労働の解消、定年制の延長（高齢者の就労促進）、業務の効率化

等の「改革に対応できる企業にしなくてはならない。」を目的に、取組をしている。

取組内容
①有給休暇の取得率が低いため、有給休暇を取れる環境づくり。
・出勤土曜日は、なるべく有給休暇を利用してもらう。
・4月から8月までは、繁忙期ではないため積極的に有給休暇を取得するように推進している。
②業務効率化のために、積極的な設備投資を行う。
・測量業務において、ドローン、３Dスキャナーなど導入し、その機器を利用して業務の効
率化を図る。

・その他業務において、先端機器等を利用により業務が効率化できると社員からの申し出が
あった場合は積極的に設備投資をしていく経営体制を構築している。

③人材の確保に対する取組。
・ハローワークは元より、民間の人材情報企業等に登録し、中途採用し人材を募っている。
・当社から通勤1時間圏内の条件を満たす、測量専門学校卒業生、工業高校等卒業生など若
い技術者の採用を募っている。

取組の効果と現状
①有給休暇の取得率が低いため、有給休暇を取れる環境づくり。
入社後6年以上の職員の有給休暇は年間20日あるが、そのうち10日以上利用している職員
は50％程度の状況である。
利用できない状況を今後の課題として検討し、利用率を高めていく。

②業務効率化のために、積極的な設備投資を行う。
職員を先端技術展示会等に参加させ、刻々と変化するこの業界の動向を感じてもらい、生
産性向上につながる先端機器を導入した。
今後も同様に対応していく。

③人材の確保の取組
新卒者と中途採用者を入社させることができたので、引続き行っていく。

取組の思い
働き方改革による弊社の取組と状況を書かせていただいたが、この改革への取組を行うだ

けではなく、弊社に勤めてもらっている社員には、建設関連コンサルタント業の技術者とし
て、人として信頼され、さらに社員すべてが「この会社に勤めて良かった。」と思える会社
にしたい。
これが私の思いです。

武州測量株式会社ＨＰ http://www.bushusokuryo.co.jp



特集

アジア航測株式会社
コーポレート統括部 人財開発室
小宅 香里

アジア航測らしい働き方改革への挑戦
当社では、2014年から働き方改革に取り組んでいますが、「毎週水曜日

のノー残業デー（自己投資デー）」や「深夜休日残業防止のための館内
ロックアウト」を実施したことで、従業員一人一人が生産性向上を意識し、
ワークライフラバンスへの取り組みが定着してきた実感があります。

このような会社としての取り組みの他に、2017年からは、支社毎の「働
き方改革チーム」を発足し、帰宅予定時間を宣言する「かえるカード」の
掲示や、趣味や得意分野を見える化した「自己紹介シート」の活用など、
ユニークな改革に取り組んでいます。また、以前から行われていた「在宅
勤務」や「WEB会議の利用」は、コロナ禍で利用範囲を拡大したことで、
新しい生活様式における勤務形態が浸透しつつあります。

働き方改革は一朝一夕で成果が上がることではありませんが、その必要
性を従業員に根気よく伝え続けることで、少しずつ風土に根付いていきま
す。当社が、働き方改革において目指す姿は、「会社／従業員双方の幸福
度を向上させること」「やりがいを感じながら働くことのできる魅力ある
企業を創ること」です。

当社は、元々オープンな社風で、測量・建設コンサルタント・システム
開発など多岐にわたる技術を支える個性溢れる従業員が多く在籍していま
す。職種、地域、性別、年齢などの多様性を受け入れながら、自由にのび
のびと働けることがアジア航測らしさだと考えています。まだ道半ばです
が、働き方改革へ挑戦し続け、魅力ある企業を共創って参ります。

WEB会議の様子カエルカード
アジア航測株式会社 ＨＰ https://www..ajiko.co.jp



私たちカンタム・ウシカタ㈱は、100 年以上に渡り、測量機器メーカー
として社会に貢献して参りました。
更にレーザー機器、ロボット機器と事業を拡げ、最近ではヘルスケア事

業も展開し、皆様にお役に立つべく、発展を続けております。

カンタム・ウシカタ株式会社
代表取締役 久保 至
http://www.kantum.co.jp

UVD ROBOTのご紹介
UVDロボットは完全自律型で、搭載された
「SLAM」技術で自己位置推定と地図作成
を同時に行い、施設の間取りを把握します。
作業従事者が専用アプリで除菌ポイントを
間取図に設定すると、UVDロボットが障害
物を感知しながら、除菌ポイントまで自動
走行し除菌作業を行います。

本製品は総合南東北病院及び市立豊中病院でも検証試験
が行われその効果が実証されています。特に市立豊中病
院での検証試験では新型コロナウィルスを含む各種ウィ
ルス、細菌に対する除菌効果が実証されています。

euRobotics 
Technology

Transfer Award 2020
受賞

IERA Award 
2019 受賞

【除菌スペクトラム】

https://www.lighting.philips.com/UV 
application informationGermicidal
action spectrum抜粋



当社は、2020年7月1日より、NTT空間情報の権利義務の全てをエヌ・ティ・ティ・イン
フラネット株式会社が承継し、事業合併により、高精度位置情報基盤の構築において、
高精度地図の制作・整備に関する技術、ノウハウの融合を深め、より付加価値の高い
GISソリューションサービスの提供を目指してまいります。

【社会的な環境変化を受けて所有から共有へマインドチェンジ】
NTTグループの通信ネットワークを支える通信インフラ設備（基盤設備）は、1960

年代から1980年代が建築のピークであり、今から約20年後には、建築後50年以上経
過する設備が約85％となり、設備の老朽化は年々深刻化しています。一方、当時のメ
タルケーブルの通信から、光ケーブル通信に変わり、さらには光ケーブル技術、光通信技
術の進歩により、同じ１つの管路で伝送できるデータ量は莫大に増加していき、すでに
構築されている管路の追加増設は必要なく、今後も既存ストックを活用する必要があり
ます。さらに、生産年齢人口の減少により保守人員も急激に減少していくため、設備メ
ンテナンスの効率化、高度なスキルやノウハウを必要としない維持メンテ手法の確立が急
務となっております。これまでNTTインフラネットでは、ICTを活用したスマートメンテナンス
事業として、MMS（MobileMapping System）を活用した通信設備点検およびNTT空
間情報が作成・販売してきた「GEOSPACE 電子地図」と連携したGIS (Geographic 
Information System)型設備管理システム「トリプルIP」の開発・運用を行い、NTTグ
ループの通信設備（基盤設備）の維持管理業務を行ってきました。更に昨年度、社
会インフラ事業者の抱える課題を解決すべく「Smart Infra構想」を立上げ、NTTインフラ
ネットが保有しているICT技術を活用した設備管理を自社だけではなく、他のインフラ設
備を運用している事業者においても利活用可能な、「Smart Infraプラットフォーム」の開
発を進めて参ります。
今後とも、これまでと変わらぬご愛願を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

NTTインフラネット株式会社
取締役 Smart Infra 推進部長 小林 正樹

https://www.nttinf.co.jp



(記：○○
○○)

「関東地方整備局の最近のi-construction取組み」

◇関東地方整備局がドローンの認定団体になりました。

関東地方整備局では令和元年9月9日に発表した「TEC-FORCE高度化プラ
ン関東Ver.01」における取組みとして、広域の被災状況を迅速かつ詳細に把
握するためのドローン隊編成の準備を進めています。

この度、安全な運用や職員の操縦士育成を目的に「関東地方整備局小型
無人機運用会議」を発足し、令和2年11月1日付けで飛行許可を受ける際の申
請書類の一部を省略することができる講習団体として確認され、航空局HPへ
掲載されました。

今後、関東地方整備局では、各種研修、訓練を行いドローン操縦士の育成
を進めます。

関連URL：https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000790246.pdf

◇日光砂防事務所と栃木県測量設計協会がBIM/CIM・DX現場講
習会を開催しました。

国土交通省の「i-Constructionサポート事務所」である日光砂防事務所は栃
木県測量設計業協会と共同で「3次元点群データの取得・作成・活用に関する
現場講習会」を11月30日に開催しました。 BIM/CIM・DX現場講習会としては
初めての取り組みです。
施工段階と比べ調査・設計段階におけるBIM/CIM活用のための現場講習会

は実施事例が少ないことから、ＵＡＶレーザ測量・写真測量の操作法等の説明
や地上レーザ測量機器等を用いた３次元点群データの取得の実演を行い、更
に、男鹿川護岸工事現場におけるＩＣＴ建設機械の現地見学を行いました。受
講者は協会会員及び行政関係者で６５名でした。

関連URL：https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000790301.pdf
http://tochisokukyo.org/2020/12/01/20201130/

(記：日下部 亮治）



(記：○○
○○)

「関東エリアで海岸部のドローン3D測量が進展」

最近、関東エリアで海岸部のドローン3D測量に取り組む動きが急速に進展
している。
国土交通省関東地方整備局は、2020年7月17日に、東京都、神奈川県、千

葉県、茨城県の4都県において都県とも連携し、グリーンレーザスキャナ（緑
色光レーザにより水深も計測できる機器）を搭載したドローンにより、海岸地
形の計測に取り組むことを発表した。国土交通省が「革新的河川管理プロ
ジェクト」で開発し、全国の地方整備局に配備したドローンシステムを活用す
る。海岸部の施設や地形を計測して、施設管理や砂浜の浸食対策に生かし
て行くことを狙っている。ドローンによる計測は、関東地方整備局の専門チー
ムである「関東リバースカイアイ」が担当する。
この方針を受けて、先ず、2020年9月28日に、神奈川県二宮町の西湘海岸

の7万平方メートルを対象とした計測に、当該地域を管轄する京浜河川国道
事務所が着手した。台風で浸食された西湘海岸の再生工事の効果をモニタ
リングすることへの活用を考えている。事務所の操縦担当者によると、これま
で実施してきた河川や山地での計測に対し、風の影響への対応等に違いが
あるとのことであった。
次に、2020年10月21日に、茨城県鹿嶋市の鹿嶋海岸の1400平方メートル

を対象に、茨城県とも連携して計測を実施した。従来の測量方法によるデー
タと比較し、得られているデータの詳細さ等を検証する。県が実施している海
岸浸食対策工事の深浅測量によるモニタリングは、現在人力と船舶により行
われているが、この方法により頻度の向上やコスト縮減等の効果が得られる
ことが期待されている。
今後は千葉県の九十九里海岸や神奈川県の茅ヶ崎海岸での計測が予定

されており、都県へのこの方法のさらなる普及が期待される。

出典：日刊建設産業新聞7月20日/9月30日記事、日刊建設工業新聞10月23日記事、他

(記：赤松 幸生）



『測量行政懇談会の提言「３次元地図検討部会報告書」公表』
～3次元地図の適切な整備・活用促進のために～

国土地理院長の私的諮問機関である測量行政懇談会は、多様な分野で期
待されている３次元地図の適切な整備や活用が図られていくよう、近年の情勢
や技術動向等を踏まえ、測量行政が今後取り組んで行くべき事項を検討・取り
まとめることを目的に、平成 31 年 3 月に3次元地図検討部会を設置し、関係
分野の有識者による議論を行い、本報告書を取り纏められた。

本報告書では、多様な分野における３次元地図の適切な整備や活用促進と
して、測量行政が取り組むべき環境整備と主な事項の方向性について3点あ
げている。
１．3次元地図の基準・手順⇒品質確保・整合性確保（3次元地図作成の規程
類の整備）

２．3次元地図に活用可能な官側の測量データの流通⇒公共測量成果等の
流通の促進（3次元点群データ等の流通促進の枠組み構築）

３．3次元の共通基盤データの提供⇒電子国土基本図の着実な整備・更新
（共通基盤データの整備）

今後の方向性として、3次元に関する今後の情勢の変化や技術開発等を踏
まえ、必要に応じて取り組みの拡充・見直しを図る。また3次元地図を含め、測
量がこれからの社会をしっかりと支えていく基盤となるための環境整備を、産
学官連携のもと、引き続き取り組んで行くことを国土地理院に期待するとして
いる。

出展：第25回測量行政懇談会の開催概要
https://www.gsi.go.jp/seisakuchousei/seisakuchousei41032.html

(記：植田 秀一）

https://www.gsi.go.jp/seisakuchousei/seisakuchousei41032.html


～本の紹介～

「未来ＩＴ図鑑 これからのＤＸ
〈デジタルトランスフォーメーション〉」

内山 悟志 著

発行 エムディエヌ
コーポレーション

A5版 159頁
定価 本体1500円＋税
ISBN 978-4-8443-6994-3

（田中 朗)

＜目次＞
Part1.そもそもDXとは
Part2.DXの実践に向けた取り組みとは
Part3.DXで求められる企業内変革とは
Part4.DXをどのように進めるか
Part5.DXで変わるこれからの社会・

ビジネスとは

新型コロナウイルスの影響もあり、デジタルトランスフォーメーション（Ｄ
Ｘ）という言葉をよく耳にするようになった。といっても、車が空を飛びロ
ボットと共に生活にするという子供の頃に見た夢、便利で快適な社会が実現す
るという期待より、自分の会社や仕事の将来はどうなるのか？というリアルな
不安を感じる人のほうが多いかもしれない。
しかし、先進的なデジタル社会にいきなり様変わりするわけではない。なの

で、まず不安を解消するには知識と手順を理解することが着実な一歩である。
本書は、丁寧な用語の説明に加え読み進めるうちに段階

的に理解できる構成となっており、デジタルに詳しくない
人でもわかりやすいようコンパクトにまとめられている。
では早速、書かれていることを自分事として具体化して

みよう。しかし想像しただけで大掛かりで気が遠くなりそ
うだ。そうだ、自分だけで悩んでいても埒が明かない、周
りの人を巻き込んで一緒にやろう。あまりゆっくりしてい
られないな･･･などと妄想が湧いてきた。
ささやかなことではあるが、これがＤＸへの足掛かりと

いえるのではないか。



日本測量協会 関東支部では、事業活動の一環として「測量技術に関
する教育活動への協力」を掲げており、今年度も芝浦工業大学の公開講
座に共催団体として協力しました。

芝浦工業大学の公開講座では、一般向け、子ども向け、特別企画、技
術士対策講座など数多くの講座を行っておりますが、本年はコロナ禍の
なか全てオンライン講座となっています。「親子で学ぶ測量実習」の募
集は、小学校4年～5年生を対象に定員30名としたところ、63名の応募が
あり、その中から32名が選ばれました。例年は、大宮キャンパスの近隣
に住む小学生が参加していますが、今回は北海道から関西，広島，さら
にベトナムなど，広域からの参加であったことが大きな特徴です。

芝浦工大のホームページにて参加者を募集

当協会からは、測量技術センターより、空間情報技術部 山本紘大、
機器検定部 奥田奈央、中山 剛、地図検査部 沼尻治樹、佐伯 栞ら
の職員5人が講師として協力いたしました。職員たちにとっては初めての
オンライン講座であったので、開催日の前に2回、主講師である中川雅史
教授とＺoomにてテスト及び練習を行いました。また、本番までに各自
で自主練習も十分にいたしました。

芝浦工業大学・公開講座実施報告
「オープンテクノキッズ オンライン講座」

実施報告



1回目のテスト練習 2回目のテスト練習

パソコンどうしが近いとハウリングすることが分かった。 ヘッドセットを購入し、お互いの距離を空けた。

10月31日(土)午後1時半より講座が開始。はじめに中川教授が「測量」
についての講義を15分行い、それから4つのグループ（ルーム）に班を分
けて、実習を行いました。

「測量」について講義 中川教授のＰＰＴ 4つの班にルーム分け
（実習、沼尻はルーム１、２のオブザーバー）

当協会の職員は、ルーム1に佐伯、山本、ルーム2に奥田、中山で担当
し、沼尻は両方のオブザーバーを担当。ルーム3は埼玉県測量設計業協
会、ルーム4は芝浦工大の大学院生が担当し、全ルームに芝浦工大の学部
生がZoomの技術サポートを担当しました。

実習では3つのミッションが設定され、ミッション1「古墳を発見す
る」、ミッション2「都市の移り変わりを分析する」、ミッション3「災
害をいろいろな角度からみる」について、それぞれ講師が地理院地図を
用いて解説し、受講生が実際に地理院地図の操作をしました。

支部報告親子で学ぶ測量実習～21世紀の伊能忠敬になってみる！



ミッション1では、地図から古墳を見つけ出し、標高図から断面図を作
成しました。

ミッション2では、新旧の地図と空中写真を比較して、東京湾岸部の写
真判読を体験しました。

ミッション3では、球磨川の水害を3D可視化や、熊本地震の災害データ
の可視化を通して、空間データを利用した災害の分析を体験しました。

支部報告親子で学ぶ測量実習～21世紀の伊能忠敬になってみる！


ミッション1：古墳を発見する

古墳を発見して，古墳の高さを計測してみる



国土地理院Webサイト（「地理院地図」）をもとに芝浦工業大学・中川研究室で作成

ステップ1：　古墳を探す

ステップ2：　断面図で古墳の高さを出す

・コツ：　色別標高図＆空撮＆標準地図が探しやすい

・ヒント：　関西に大きい古墳がたくさんある

・コツ：　色別標高図をつかうと計測しやすい

見つけた「古墳の名前」，場所（地名）は？

古墳の高さは？（低いところと高いところの高低差は？）







NAKAGAWA Masafumi : mnaka@shibaura-it.ac.jp

SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

# 講師は，自分がカメラオンになっていることを確認

# 地理院地図は閉じた状態にしておく（開いていたら閉じる）

# スライド共有はしない状態で，顔映像がZoom画面に並んでいる状態で開始

# 参加者がそろうまで，軽めの受講者の自己紹介タイム（〇〇君は何県から参加しているの？）

# 他のRoomの学生が混ざっていてもOK



# 遠藤・菊地・荻野（各Roomのホスト）は，全講師にZoom共同ホストを振る（Zoom資料講師用を参照）



# 参加者がだいたいそろったら，講師（主副2名）の自己紹介タイム（名前，特技，小学生がわかる内容で「どのような仕事をしているか」）

# 参加者が全員そろっていない状態でも，受講者の自己紹介が終わったら演習開始（他のRoomで対応できていると思うので）



# Room間連絡係は，Slackへ「Room 〇　ミッション1を開始」と投稿



「それでは，全員そろったようなので，演習を開始しますね」

「きょうは，3つのミッションをこなしていきたいと思います」

「まず１つめは，“古墳を発見する“というミッションです」

「古墳は，学校の授業で勉強しているかもしれませんね」

「本物の古墳を実際に見たことある人は，手を振ってみてください」　5秒後に　「はいありがとう」

「それじゃ，古墳を地図で見たことある人は，手を振ってみてください」　5秒後に　「はいありがとう」



「古墳を見たことがある人は多いですが，きょうは，古墳を計測するところまでやりたいと思います」

「ミッションのスライドを出しますね」　



# 講師デスクトップ画面をZoom共有して，このスライドを表示する



「ミッション1では，2つのステップでミッションをこなしていきたいなーと思います」



「ステップ1では，標高図という地図や，航空写真を，地図と組み合わせて，古墳を探します」

「古墳は日本中にあるみたいですが，大きい古墳が，「関西にたくさんある」，というヒントが中川先生から出ています」



「ステップ2では，古墳を計測しちゃいます」

「先生も，古墳の大きさを測ったことがないので，みんなと一緒に計測してみたいと思っています」



# ここで，講師デスクトップ画面のZoom共有をいったん解除．顔映像をだす
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ミッション2：都市の移り変わりを分析する

対象：　浦安・さいたま・大宮キャンパス・自宅など

今の空中写真と昔の空中写真を比べて，都市の変化を分析してみる



国土地理院Webサイト（「地理院地図」）をもとに芝浦工業大学・中川研究室で作成

ステップ1：　時系列空中写真を地図に重ねる

ステップ2：　写真判読する

・コツ：　昔と比べるとして，いつの写真と比べるか？

・コツ：　建物や道路ごとに同じ場所がどうなっているか比べる

変わったものは？　何年前から変わった？







NAKAGAWA Masafumi : mnaka@shibaura-it.ac.jp

SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

「ステップ1とステップ2，全員チャレンジできました」

「全員，ミッション1が完了です」

# 講師は手を振ってあげる（多少，大げさに）



# 3秒　間をあける



「次に，ミッション2にチャレンジしたいと思います」



# ここで，講師デスクトップ画面をZoom共有して，このスライドを表示する

# Zoomの共有画面にスライドが出力されているか確認



「ミッション2は，都市の移り変わりを分析する，という内容です」

「ステップ1では，今と昔の空中写真を地図に重ねます」

「ステップ2では，写真判読をしてみます」

「写真判読とは，測量の専門用語です」

「空中写真を見て，そこになにがあるかを調べることを，写真判読といいます」
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ミッション3：災害をいろいろな角度からみる

地形や災害情報を3D表示したり，いろいろなデータを地図に載せてみる



国土地理院Webサイト（「地理院地図」）をもとに芝浦工業大学・中川研究室で作成

対象：　豪雨災害，地震，防災訓練

ステップ1：　3D表示してみる

ステップ2：　いろいろなデータを地図に載せてみる

・コツ：　鳥の視点で，ぐるぐる回してみる

・コツ：　縮小して全体像を見てから，拡大してよく見る

なぜそこに被害が起きたのか？　どのような災害情報があるか？







NAKAGAWA Masafumi : mnaka@shibaura-it.ac.jp

SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

「それでは，予定の14:40になったので，ミッション3を始めたいと思います」

「みんな，席に付いていますか？」



# カメラがオフになっている人がいたら，オンにするようにお願いする



「準備できた人，手を振ってください」



# 全員OKであれば，授業を再開

# 何人かいなかったら，「もうちょっと待ちますね」



# 全員が集まっていなくても，再開予定時刻3分を経過したら，授業再開



「それでは授業を再開します」



# 講師デスクトップ画面をZoom共有して，このスライドを表示する



「3つめのミッションは，災害をいろいろな角度からみる，という内容です」

「ここでは，地図を3D表示をしたり，いろいろなデータを地図に載せてみることをやってみたいと思います」
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職員によるリモート講義のようす

実習の冒頭でZoom操作のトラブルがありましたが、実習終了の予定時
刻である午後3時10分までには各ルームとも、全てのミッションを無事に
終了できました。実習の後に、全参加者で実習のふりかえりを行い、測
量と地図、さらに勉強の意義についての理解を深め、午後3時半に予定ど
おり無事終了しました。
各ルームとも、講師の質問に対して受講生の反応が活発であり、取り

残される受講生もなく、実習をにぎやかに進めることができました。時
間の関係で全員の意見を聞くことができなかったので、もう少しコミュ
ニケーションが取れるような余裕があったらという意見がありました。
また、本講座に協力した職員からは、「オンライン講座での講師をする
など、いろいろ初めての事ばかりで大変だったが、良い経験になっ
た」、「コロナが収まったら、来年はリモートではなく実際の測量実習
をして小学生とふれあいたい」との感想がありました。

最後に全員で

＜関東支部 教育部会＞

支部報告親子で学ぶ測量実習～21世紀の伊能忠敬になってみる！



いばらき児童生徒地図研究会では、茨城県
の小・中学生が身のまわりの環境や地域の姿
を自ら観察、調査し、それらを地図に表現す
る活動を通して、地域に対する関心・理解を
高めることをねらいとして、県内の児童生徒
が作成した地図作品を募集し、展示・表彰等
を行っています。

コロナ禍のなか、地図作品展の実施につい
て検討されましたが、作品募集等については
例年どおり実施することとなり、表彰式は中
止としました。

9月1日から10月16日までの募集期間に、
33点の作品の応募がありました。（昨年の応
募は242点）
第21回の審査会は、令和2年10月31日(土)10時よりつくば市の国土地理

院にて開催されました。審査委員により厳正な審査が行われ、最優秀賞1
点、優秀賞6点、佳作12点が選ばれました。

作品の展示は、12月1日～13日茨城大学図書館で行われました。

いばらき児童生徒地図作品展

審査会を開催

主催：いばらき児童生徒地図研究会、茨城大学・筑波大学の学識者、
(公社)日本測量協会関東支部、(公社)茨城県測量・建設コンサルタント協会、
国土地理院関東地方測量部 等

共催：茨城大学教育学部



新技術紹介、会社紹介、得意技術紹介の
原稿を募集しております。(A4 １ページ）
原稿作成をお願いできる大学・会社の方
は総務・広報部会までご連絡下さい。

＊掲載につきましては、総務・広報部会にて
審査させていただきますのでご了承ください。

【編集・発行】 総務・広報部会

新年明けましておめでとうございます
関東支部会員の皆様におかれましては、よき正月をお迎えのことと

お慶び申し上げます。
さて、e-支部報も本新春号で早15号目となりました。これも皆様の

日々のご支援のおかげと存じます。
今回の特集は、「働き方改革への取り組み」としました。皆様の日

頃の努力に加えて、昨今のコロナ禍への対応のため、急速に取り組み
が進んでいるものと推測します。支部会員や関係者の方々がご苦労さ
れている取り組み内容について紹介いただきましたので、参考にして
いただければ幸いです。
コロナ禍によって会員同士の直接お会いできる機会が少なくなって

いると思います。今後も会員の皆様にとって有用な情報を提供してま
いりますので、本報を皆様のコミュニケーションのために少しでもお
役に立てていただければ幸いです。併せて、是非、会員の方々からの
投稿をお待ちしております。
皆様にとりまして、この新しい年がより良き年でありますよう心か

ら祈念いたします。

総務・広報部会 連絡先
〒113-0001
東京都文京区白山1-33-18

白山ＮＴビル3F
TEL 03-5684-3499
FAX 03-5684-3519
E-mail：kantou@jsurvey.jp

袋田の滝は、日本三名瀑のひとつに数
えられ、高さ120ｍ・幅73ｍの迫力を
感じる瀑布です。滝の流れが四段の岩
壁を落下することから、別名「四度(よ
ど)の滝」とも呼ばれ、四季によっても
様々な表情を見せてくれます。
また、恋人の聖地に選定（NPO法人

地域活性化支援センター）されており、
水量によって「ハートマーク」が現れ
るようです。

凍結した袋田の滝

写真・文 飯村 友三郎
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