
大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】 

大学教育推進プログラム 事業結果報告書 

大 学 等 名 明石工業高等専門学校 

取 組 名 称 地球観測衛星情報を用いた系統的環境教育 

取 組 期 間  平成 ２１年度 ～ 平成 ２３年度 （３年間） 

取 組 学 部 等 都市システム工学科 取組担当者 鍋島康之 

Ｗ ｅ ｂ サ イ ト http://www.anct-rsgp.org 

 

取 組 の 概 要 

近隣地域の環境だけでなく，より広域的な環境問題に感心を持って

もらうことと，より専門的な環境教育を行うことを目標として，地

球観測衛星データを用いて既存の測量学，測量実習や環境工学の講

義・実習の高度化を目指し，講義内容ならびに教育施設の改善・整

備を行う．また，今後の技術者として必要な広域的な環境問題に関

する感性を醸成し，高度なリモートセンシング・データの処理技術

の習得を目的とする． 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

【マネジメント体制】校長のマネジメントのもと，本取組に参加するメンバーが中心

になったプロジェクトチームを立ち上げ，プロジェクトリーダーならびに副リーダー

をおいて事業の運営を総括した．本取組の成果については，外部委員を含めたテクノ

センター委員会において，事業内容を報告し，評価を受けることにした． 

 

【教職員の体制】 

プロジェクトリーダー：鍋島康之（都市システム工学科・教授） 

プロジェクト副リーダー：渡部守義（都市システム工学科・准教授） 

プロジェクトメンバー：関森大介（機械工学科・准教授），江口忠臣（都市システム

工学科・教授），神田佳一（都市システム工学科・教授），檀和秀（都市システム工学

科・教授），石内鉄平（都市システム工学科・助教），武田字浦（都市システム工学科・

助教），大塚毅彦（建築学科・教授），工藤和美（建築学科・准教授） 

教育・研究プロジェクト支援室：黒田純子（室長），高田顕子（事務補佐員） 

【学校の支援体制】本事業を支援するために組織を再編し，教育・研究プロジェクト

支援室を設置した．事務補佐員１名を本プロジェクトに専属させ，室長他のメンバー

が本プロジェクトの推進を支援する体制を整えた． 

 

(２)取組の実施内容について 

【平成 21 年度】 

1) 学内施設ならびにソフトウェアの整備，地球観測衛星情報データの購入 

2) Web サイト（http://www.anct-rsgp.org/）の起ち上げ 

3) 平成 21 年度「地球観測衛星情報を用いた系統的環境教育」シンポジウムの実施
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（H22.1.27） 

4) ArcView9 体験セミナーの実施（学内教職員・学生向け講習） 

5) 兵庫県佐用町土砂災害復旧現場調査 

6) GPS 内蔵デジタルカメラの現場検証 

【平成 22 年度】 

1) 学内プロジェクトの企画・募集・選考および実施 

2) 測量実習における地理情報システム（GIS）演習の実施 

3) 地球観測衛星情報データのデータベース化 

4) G 空間 EXPO，第 4 回国際工学教育研究集会，大学教育改革プログラム合同フォー

ラム等に参加 

5) ラジコンヘリを用いたリモートセンシング講演・実演（H22.10.22）およびリモー

トセンシング画像解析ソフト IMAGINE 技能講習会（H23.2.18～19）の実施 

6) 高専祭（H22.10.30～31）における学内プロジェクトのパネル展示 

7) (財)リモート・センシング技術センターとの共同開催で，明石高専において「初

心者のためのリモートセンシング衛星データ利用」講習会を高等教育機関・地方

自治体向けに実施（H22.12.17） 

8) 平成 22 年度「地球観測衛星情報を用いた系統的環境教育」シンポジウムの実施

（H23.1.26） 

【平成 23 年度】 

1) 東北地方太平洋沖地震による被害調査（千葉県浦安市 H23.4.11，茨城県水戸市

H23.10.1～2） 

2) 明石高専・加西市共同による調査研究 第一回勉強会の開催（H23.8.8） 

3) 高専祭（H23.10.30～31）における学内プロジェクトのパネル展示 

4) 三次元映像のフォーラム，土木学会全国大会，第 5 回国際工学教育研究集会，第

20 回地理情報システム学会，第 51 回日本リモートセンシング学会等に参加 

5) 高専リモート・センシング教育研究発

表会の開催（H24.3.2） 

 

(３)社会への情報提供活動について 

 本プロジェクトの活動状況は，外部サー

バをレンタルして新に立ち上げた Web サ

イト（http://www.anct-rsgp.org/）を随

時更新することによって迅速に公開し，学

内向けには「地球観測衛星情報を用いた系

統的環境教育」シンポジウムを開催して周

知するとともに，高専祭や親子で楽しむロ

ボット教室などでは近隣住民にも広く情

報を発信している． 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

本事業の成果は以下の通りである． 

 上記の本年度の補助事業実施計画を実施することにより，本補助事業から得られた

具体的な成果は，以下のとおりである． 

1) 「測量学」，「測量実習」において使用する衛星情報処理システムの整備を行った

ので学生に対して地球観測衛星情報を用いた最新の測量技術に関する講義なら

びに実習が行える体制が整備された． 

2) 「測量学」の講義と「測量実習」の実習において実施する内容を見直し，新しい

学習システムを構築することができた． 

3) 地球観測衛星データを購入し，環境教育だけでなく，自然災害に関する講義や演

習で使用する教材を蓄積することができた． 

4) 地球観測衛星データ利用セミナーや GIS トレーニング等への教員を派遣し，「測

量学」ならびに「測量実習」において教育する際に必要となる地球観測衛星情報

の処理技能が習得できた．さらに，（財）リモート・センシング技術センターと

の交流が盛んになり，「初心者のためのリモートセンシング衛星データ利用」講

習会を本校において共催することができた． 

5) 「地球観測衛星情報を用いた環境シンポジウム」を平成 21 年度と平成 22 年度に

開催し，地球観測衛星情報を用いた環境モニタリングの先進的な事例を学生に紹

介することができた．地球規模の環境問題を内容に取り入れていただいたことに

よって学生の環境問題に関する視野を広げることができた． 

6) 本学の教員，技術職員，学生を対象とするリモートセンシング実技講習を企画・

実施し，教員・技術職員が地球観測衛星情報に関する処理技能を習得できたこと

により，研究分野などにも地球観測衛星情報を用いた研究を行うことができた．

7) 加西市との連携強力に関する協定を締結するなど，近隣の地方自治体に対して本

校の得意分野とする測量技術や環境教育に関する内容を発信することができた．

8) 平成 23 年度末に高専リモート・センシング教育研究発表会の開催し，リモート

センシングを研究や教育に取り入れている全国の高専教員のネットワークを作

ることができた． 

 

【本事業の波及効果・外部からの評価】 

近隣自治体が本事業について関心を持ったため，加西市と連携協力に関する協定を

締結し，「生物多様性と環境保全活動」にリモートセンシング技術を用いた取組みを

行うことになった．実績としては，勉強会を本校において開催し，加西市職員 1 名の

短期技術研修を受け入れた．また，(財)リモート・センシング技術センターとの共催

で地球観測衛星情報に関する講習会を開催するなど，近畿地区におけるリモートセン

シングの拠点としての足がかりを作ることができた．さらに，全国の高専に所属して

いるリモートセンシングを用いている教員が本校で一同に会することができ，本校が

高専におけるリモートセンシング教育研究の中心として認識されることになった． 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

【評価体制および評価結果】 

本事業の評価は明石工業高等専門学校のテクノセンター委員会で実施することと

した．本事業の目的は「近隣地域からより広域的な環境問題へ学生の視野や活動範囲

を広げ，今後の技術者教育として必要な地球規模での環境問題に対する分析技術や能

力を習得させる」ことであ

る．  

本取組の 3 年間を通じ

た全体的な評価について

H24.3.16 に開催されたテ

クノセンター委員会にお

いて評価をうけた．参加者

名簿は右表の通りである． 

 テクノセンター委員会

委員からの評価ならびにコメントを

以下に示す． 

 目的は概ね達成していると思われ

るが，取組に参加している学科（都

市システム工学科）に偏りが見ら

れ，全学的な取組としては弱いと

感じられ，教育面でも都市システ

ム工学科だけでなく全学的な取組

があった方がよい． 

 達成度を数値的に表現するため，

評価シートのようなものを作成し，数量的に評価すべきではないか． 

 

【改善・充実への取組】 

上記のような評価やコメントをテクノセンター委員会からいただき，本事業の今後

の展開へ参考にすべく，本事業のプロジェクトチームを中心に対策を検討した．そし

て，指摘された教育面における全学的な取り組みついて，本校の平成 24 年度教育研

究支援経費「地球観測衛星情報を利用した測量実習の高度化」というテーマで活動費

を申請し，教育面の改善項目として取り組むよう企画している．具体的には本事業に

おいて整備された設備とノウハウを測量学の授業や実習に反映させていき，地球観測

衛星情報処理に関する授業モデルを作成し，しばらくは現行のカリキュラムの中で対

応し，近い将来には都市システム工学科だけでなく他学科も巻き込んだ新しい科目と

してカリキュラムに加えていきたい． 

また，本事業の目的は数量化して評価することが困難な内容であったが，テクノセ

ンター委員会からの指摘にもあるように，評価シート的なアンケートを考え，数量化

が可能なものについては，数値化していきたいと考えている． 

氏名 所属・職名
梅木勝治 (財)明石市産業振興財団・参与
西岡正博 兵庫県東播磨県民局・流域文化参事
澤田俊郎 NPO法人 技術者集団ACT135明石・理事
神田佳一 都市システム工学科・教授
荘所直哉 建築学科・准教授
岩野優樹 機械工学科・准教授
藤野達士 電気情報工学科・教授
穐本浩美 一般科目・教授
石川白 総務課長
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 「③評価及び改善・充実への取組」でも示し

たように，「取組に参加している学科（都市シ

ステム工学科）に偏りが見られ，全学的な取組

としては弱いと感じられ，教育面でも都市シス

テム工学科だけでなく全学的な取組があった

方がよい．」との指摘を受けているため，全学

的な教育の取り組みへの本事業の内容を改善

していく必要があり，測量学や測量実習の教育

内容を高度化する活動（右表参照）を今後も継

続していきたいと考えている．本校では過去に

も高等専門学校教育充実設備費にリモートセ

ンシングに関する設備申請を行うなど，地球観

測衛星データ処理に関する教育を講義や実習

に導入する準備を進めており，今後も様々な申請に応募していく．そして，本校を近

畿地区における地球観測衛星データの利用推進拠点として整備していきたい．上記の

ような目的のため，学内の平成 24 年度教育研究支援経費に「地球観測衛星情報を利

用した測量実習の高度化」という題名で申請を行った．また，教育改善に関する申請

があれば積極的に応募していく．これからの活動費が確保できれば，昨年度に引き続

き，高専リモート・センシング教育研究発表会を本校において実施したいと考えてい

る．昨年度は全国 7 高専 1 大学から 20 名を超える参加者があり，大変盛況であった

ため，今年度は更に参加者を増やしたいと考えている．また，財政支援期間中に加西

市と連携協力に関する協定に基づき，勉強会開催（1 回）や職員研修受入（1 名）を

無償で行ったが，今後は有償の講習会，研修会，技術研修会を開催し，財政的自立を

検討したい． 

【継続実施するにあたっての課題及び問題点】 

 本事業における地球観測衛星情報は，

国 産 の 地 球 観 測 衛 星 で あ る 「 だ い ち

（ALOS）」による安価なデータを継続的

に使用できる前提で本事業を考えてき

たが，衛星の故障により平成 23 年 5 月

12 日に「だいち」の運用が終了したた

め，後継の国産衛星が運用されるまで高

額な海外の地球観測衛星情報に頼らざ

るを得ず，新しい衛星情報を入手するた

めには高額な費用が必要になる．このため当初予定していたよりも多額の運営費用が

必要となり，財政面で自立することが困難な状況になった．また， (財)リモート・

センシング技術センターから技術的な支援を受け，センターと共催で様々な講習会な

どを企画してきたが，センターが一般法人化し，公益的な活動が少なくなるなど，こ

れまでと同様の講習会を企画・運営する上の問題が発生してきている． 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

 本取組では「近隣地域からより広域的な環境問題へ学生の視野や活動範囲を広げ，

今後の技術者教育として必要な地球規模での環境問題に対する分析技術や能力を習得

させる」事を目的として，先端的な測量技術を用いて地球規模の環境問題を教育する

ため，ハードウェアとソフトウェアの両面で体制の整備を行った．ハードウェアの面

では，GPS 測量，GIS 教育および地球観測衛星データ処理ができるシステムを整備する

とともに，ソフトウェアの

面では従来的な測量学，測

量実習，環境生態学および

環境工学の授業内容を見

直すとともに，外部機関か

ら専門的な講師を招聘し

て「地球観測衛星情報を用

いた系統的環境教育」シン

ポジウムを平成 21 年度と

22 年度の 2 回開催するな

ど，地球規模での環境問題

を取り上げ，高専学生の環

境問題に対する視野を拡

大すべく努力した． 

 また，本取組では本校が

全国高専におけるリモー

トセンシング教育研究の

拠点校となるべく，（財）

リモートセンシング技術

センターとの共催で「初心

者のためのリモートセン

シング衛星データ利用」講

習会を開催したり，様々な

技術セミナーや講演会を

企画した．一方で，様々な

学会や研究教育発表会な

どで本取組の成果を発表するなど積極的に外部へ情報発信を行った．さらに，近隣の

地方自治体などと連携した環境教育を行うため，加西市と連携協力に関する協定を締

結し，勉強会や職員研修受入などを行った．これらの活動を通じて，全国の高専でリ

モートセンシングを教育・研究に用いている教員間のネットワークを構築することを

目指し，平成 23 年度末には高専リモート・センシング教育研究発表会を開催した．全

国 7 高専 1 大学から 20 名を超える参加者があり，全国高専のスケールメリットを活か

した活動が可能であることが証明された． 
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