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【商業】

会場E

司会：関口 達也

司会：Narumasa Tsutsumida
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【9:20開始】

Daegu, South Korea by using machine learning and urban

司会：阪田 知彦

北海道におけるGISコミュニティの発展

三好 達也, 橋本 雄一

Aerial Imagery-based Estimation of Marine Farming Facilities

東京都心縁辺部における移動販売事業の利用場所・利用者の特

Capacity in Wando-gun, South Jeolla Province

性

Hye-Ji Park, Gyeong-Min Kang, Myung-Hee Jo

関口 達也, 樋野 公宏

Extracting Urban Mobility QoL Indicators and Individual

Satoshi Miyazawa, Ryosuke Kobayashi, Yuki Akiyama,
Ryosuke Shibasaki
【企画セッション】

10:20-12:00

学生フリーテーマ発表会2019 (1)
企画: 相 尚寿
都市内鉄道整備が不動産価格に与えた時空間上影響範囲の抽出

司会：Ikuho Yamada
An Estimation of the Usage of Public Facilities Using Mobile

Multi-indicator eco-environmental vulnerability assessment in

析

Africa

伊藤 大貴, 貞広幸雄

Kim-Anh Nguyen, Yuei-An Liou

茂, 渡辺 大介
地方公共団体におけるデータの内部利活用に向けたデータ加工
に関する考察

立の有無を対象とした公共図書館名称の空間分析

根元 裕樹, 夏目 宗幸

武田 幸司, 青木 和人, 齋藤 森都

【災害】

【移動1】

【居住1】

司会：橋本 雄一

司会：嚴 先鏞

司会：吉田 崇紘

人流ビッグデータを用いた時間帯別の街の賑わいと家賃の関係 複数期での現地調査情報を基にした空き家分布の推定精度の検
ポスター展示

性に関する研究

証

秦 桜蘭, 秋山 祐樹, 小川 芳樹, 柴崎 亮介, 佐藤 大誓

山本 純平, 植松 恒, 畑尾 一貴, 熊谷 樹一郎

都市型内水氾濫と地形との関係について

人流ビッグデータを用いたイベント参加前後の行動分析

ツアン イリ, 大佛 俊泰

小林 稜介, 宮澤 聡, 秋山 祐樹, 柴崎 亮介

チャットボットを利用した災害時情報収集システムの開発

強化学習と位置情報を用いた人の流れシミュレーションの構築

嘉山 陽一, 畑山 満則, 宮川 祥子, 佐藤 大

Pang Yanbo(龐 岩博), 関本 義秀, 樫山 武浩

モデリングソフトウェアによる建物被害検出結果の比較検証

グループ歩行者の存在する環境下での心理的ストレスについて

阪田 知彦

竹内 友菜, 大佛 俊泰, 金子 弘幸

マルチエージェント深層強化学習を用いた大規模都市型水害後

携帯電話人口データを用いた都市内移動者の時空間特性につい

における企業の行動制御

て

楊 少鋒, 小川 芳樹, 池内 幸司, 秋山 祐樹, 柴崎 亮介

南 賢淑, 大佛 俊泰

大都市郊外住宅地の食料品店アクセスと温室効果ガス排出との
関連性評価
中山 俊, 厳 網林

【ハンズオン】

2019年度初等中等教育における GIS を活用した授業に係る優
良事例表彰

窪田 諭, 西 皐太郎, 岡村 正, 丸山 明, 吉田 枝里子, 中川 均, 幸野

小野塚 仁海, 橋本 雄一

沖 拓弥, 大佛 俊泰

Yoshihide Sekimoto

スマートフォンのGPSデータを用いた社寺訪問者の空間分布分

礎研究

新井 千乃, 家中 賢作

大地震時における迅速な人的被害推計手法の改良

Phone Data
Honglei Wang, Kashiyama Takehiro, Omata Hiroshi,

田 皓一朗, 井上 亮

【企画セッション】

【4th IAG'i Symposium (2)】

集配車両の映像とGNSSデータを用いた道路舗装維持管理の基

Leafletを用いたWebGIS作成システムの開発

定

Trajectories

改訂版GIS＆T BoKとGIS実習用オープン教材の解説項目の比較

会場P（ポスター）403・404

山内 啓之, 小口 高, 早川 裕弌, 瀬戸 寿一

生鮮食料品店への近接性からみた日本における買物困難圏の推

Activity Pattern from Mobile Phone-based Human Mobility

303

【自治体】

司会：山本 佳世子

index
Yun-Jae Choung, Eung-Joon Lee, Hyung-Wook Choi

会場F

【教育】

Mapping urban areas using the Landsat-8 image acquired in

酒類の味覚の地域性とその変容について

Drought monitoring on the Awash river basin of Ethiopia

木村 太泉, 貞広 幸雄

Getachew Mehabie Mulualem, Yuei-An Liou

企画: 貞広 幸雄

アメリカの政治における支持政党と土地被覆分類の相関関係

七條 あかね, 服部恒太

わかりやすい地図の作り方
企画: 桐村 喬

Exploring spatial scale by interactive map for geographically
weighted correlation
Joseph Percival, Narumasa Tsutsumida, Daisuke Murakami,
Takahiro Yoshida, Tomoki Nakaya

ドローンにより収集した熱赤外画像と可視光画像を用いた空き
家分布推定手法の基礎的研究
秋山 祐樹, 飯塚 浩太郎, 谷内田 修, 杉田 暁
群馬県前橋市における公共データを活用した空き家分布推定手
法の検討
馬場 弘樹, 秋山 祐樹 , 谷内田 修

全国の母子世帯の空間パターンと社会経済的要因

柴辻 優樹, 河端 瑞貴

昼食
ポスターセッション

12:40-13:20
13:20-14:20

コアタイム

【Keynote Speech】（司会：Oguchi Takashi）
Korean Peninsula DMZ and GIS
（Kim Chang-Hwan/KAGIS）
A generalized conceptual framework for eco-environmental
vulnerability assessment at different scales and timespans
(Liou Yuei-An/TEGO)
Large-scale comparison of landforms in Japan, Korea and
Taiwan using DEMs

(OGUCHI Takashi/GISA)

14:30-16:10

【4th IAG'i Symposium (3)】
司会：Yoshihide Sekimoto

【避難1】

【交通】

【環境】

司会：瀧澤 重志

司会：相 尚寿

司会：杉本 賢二

An Evaluation of the living environment with flood disaster

収容人数に基づいた避難者の割り当てによる避難所の充足度評

CX-band MP雨量情報を使用した降雨解析（平成30年7月豪

risk in the lowland of Japanese depopulation area

価

雨）

Kojiro Watanabe, Yasunori Muto

赤松 哲也, 山本 佳世子

Development of 3-Dimensional Visualization Function of

西尾 雅弘, 森 正寿

一般ボロノイ図を応用した緊急避難場所アクセス圏の分析

Rainfall Radar Data Using Unity 3D Terrain
Yeong-Cheol Choi, Lee Yu-Yeon, Dae-Ik Kang

エージェントベースモデルによる東京市電の分析―1931年運転
系統改正前後の比較―

空中写真による竹林成長速度の定量とその要因推測

山本 裕貴, 奥貫 圭一

石川 和樹

諏訪 尚也, 勝又 隆博, 鈴木 雄介, 鈴木 静男

携帯電話人口統計を用いた大地震時における帰宅困難者の推定

既存施設と公共交通網を考慮した拠点設定手法の検討

東京における農地の食料生産の実態と社会的価値の検討

Yu-Yeon Lee, Hye-Ji Park, Sung-Chan Oh

工藤 遼, 大佛 俊泰

嚴 先鏞, 長谷川 大輔

岸本 慧大, 厳 網林

Mining heatstroke hotspot for inbound tourists in Tokyo

避難者の情報取得を考慮した地震火災時の避難行動モデル

交通分担率に影響を与える要因の分析－兵庫県を対象として－

久壽米木 瞳子, 大佛 俊泰

河辺 誠, 川向 肇

防災訓練時観測調査に基づく建物内避難行動シミュレーション

首都圏鉄道路線における朝の通勤時間帯の列車遅延要因の把握

吉行 菜津美, 大佛 俊泰, 沖 拓弥, 岸本 まき

大島 圭祐, 山本 佳世子

梶間 周一郎, 中谷 友樹, 関根 良平, 磯田 弦

【医療】

【道路網・物流】

【観光】

司会：佐藤 俊明

司会：田中 耕市

司会：桐村 喬

【企画セッション】
クラウドソース型地理情報の可能性と課題

A Study on the Development of Visualization System for the

企画: 西村 雄一郎

Urban Internal Waters Flooding Using Unreal Engine

Tianqi Xia, Satoshi Miyazawa, Xuan Song, Haoran Zhang,
Kyoung-Sook Kim, Ryosuke Shibasaki

【企画セッション】

【ハンズオン】

第14回マイクロジオデータ研究会「国内外におけるマイクロジ
16:30-18:10

企画: 嘉山 陽一

【企画セッション】

【4th IAG'i Symposium (4)】

役立つビジネスGIS

司会：Hiroyuki USUI

企画: 高阪 宏行
ビジネスにおける商圏分析と機械学習

酒井 嘉昭

大都市交通センサスによる通勤流動の分析とビジネスへの利用

黒川 賢太郎

吉田 崇紘, 山形 与志樹, 村上 大輔
なぜ所有者がわからない森林が発生するのか？：マルチレベル
分析を用いた地域差の検討

グラフィックスの構築：町丁・字等別集計データとの比較
草野 邦明

福島県における東日本大震災前後の医療機関アクセシビリティ

Correction Algorithm Using Open Sources

評価

配達地域によって異なる効率的なチーム集配方式について

都市街路の体験的モデリング

Seo-I Cheon, Seung-Wook Choi, Kyeong-Hwan Choi

古山 良典, 中谷 友樹

田口 雄也, 大佛 俊泰

山形 与志樹, 吉田 崇紘, 松井 陽菜

モビリティ改善を見据えた医療アクセシビリティに関する研究

トラックとドローンを併用した配達効率化に関するモデル分析

小又 暉広, 石井 儀光, 大澤 義明

劉 楊成漢, 鈴木 勉

SINET広域データ収集基盤を利用した医療情報伝達支援システ

施設の広域利用の観点から見た行政界と道路網の関係に関する

ム - 装置構成と経過報告 -

研究

Study on the shape of tracks of tropical storms in the North
West Pacific basin

Finding optimal restoration process of road transportation
system with Deep Q-network – in case of Western Japan
Flooding –

牧野 秀夫, 前田 義信, 高橋 昌, 中込 悠, 井筒 潤, 杉田 暁, 福井 弘

Soohyun Joo, Yoshiki Ogawa, Yoshihide Sekimoto

小売商圏形成に関わる諸要因と小売商圏の類型化
高阪 宏行

道

Landscape and sociodemographic factors affecting urban

異なる医療関連施設の相互近接立地関係に関する予備的研究

floods
Heejun Chang, Yasuyo Makido, Deghyo Bae

高阪 宏行

Kyoung-Seop Kim, Gyeong-Min Kang, Jang-Bae Lee

会場B 203

会場C 204

相 尚寿, 鍛治 秀紀

小地域におけるオーバーツーリズム傾向の評価と可視化

鈴木 英之

平行道路網における交差点角度と道路密度に関する分析 －自動 地方における陸域及び海域を対象とした観光支援システムの構
築
内藤 奏, 山本 佳世子

電柱最少経路の検出と防災対策への応用

拡張現実とピクトグラムを利用した観光支援システムの構築

岸本 まき, 大佛 俊泰

渡司 悠人, 鈴木 勉, 大澤 義明

佐々木 諒, 山本 佳世子

会場D 301

会場E 302
【解析手法1】

会場F

みた脆弱な沿道区域の抽出方法

Information for Each User

サーで抽出できるか

野口 宇宙, 大澤 義明

大地震発生時における災害拠点病院へのアクセシビリティから

Information System Designed for Providing Tailored

田宮 圭祐, 鈴木 勉

歩行中に観光行動を誘発できるタイミングをスマホ加速度セン

運転時代を見据えて－

泉 晶子, 有馬 昌宏, 川向 肇

A Study on the Development of the Multi-Dimensional River
ビジネスGISの今後の展望

ポスター展示

A Study on the Development of Satellite Image Color

Ravi Shankar Pandey, Yuei-An Liou

平成27年国勢調査8分の1地域メッシュデータを用いたジオデモ

懇親会

18:30-20:30
10月20日（日）

炭素マッピング

QGISハンズオン

オデータを活用した自然災害への対応とその課題」
企画: 秋山 祐樹

空間ビッグデータとデータ同化手法を用いた空間的詳細な都市

会場A

201

会場H（ハンズオン）205

9:00-10:40

【避難2】
司会：真鍋

司会：奥貫 圭一

陸太郎

303

会場P（ポスター）403・404

【地理空間データ】
司会：金杉 洋

世帯単位の動向に着目したエージェントベースの人口分布予測
【9:20開始】

モデルに関する研究

【9:20開始】

梶原 健人, 小川 芳樹, 瀬戸 寿一, 関本 義秀
積雪寒冷地の港湾都市における建物立地状況と津波からの避難
可能性に関する空間分析

【ハンズオン】

【企画セッション】

Pythonを使って作業の効率化

パーソナルデータにつながる位置情報の取り扱いについて

を図ろう！

企画: 青木 和人

企画: 土田 雅代

点分布における点の生成と消滅の分析

地理情報標準における「応用スキーマのための規則」の位置づ
けと準拠について

川村 壮, 橋本 雄一, 戸松 誠, 竹内 慎一

貞広 幸雄

藤本 悠

津波と土砂崩れによる複合災害を想定した集団避難行動分析 -

犯罪の「慢性的集中地区」の分布と特徴 -時空間ホットスポッ

編年時間参照系モデルにおける編年要素間の時間的相互関係の

北海道稚内市を事例として -

ト分析を用いて-

表現

奥野 祐介, 塩﨑 大輔, 橋本 雄一

浅野 翔, 雨宮 護, 大山 智也

村尾 吉章, 清野 陽一, 藤本 悠, 玉置 三紀夫, 森本 晋

津波浸水想定データを用いた避難訓練可視化システムの開発と
利活用

Fused-MCPに基づく点事象集積領域検出手法

記述形式の自動変換に基づく異種データ連携における型定義の
自動化に関する研究

橋本 雄一, 塩﨑 大輔

井上 亮, 木元 拓志

密集市街地における地震時同時多発火災からの避難難易度可視

放射モデルの予測精度の検討: アメリカ合衆国における追試研

化方法の検討

究

大谷 英之

藤原 紘子, 山田 哲也

小坪 将輝, 磯田 弦, 中谷 友樹

木村 祐介

【歴史】

【解析手法2】

【システム】

司会：塚本 章宏

司会：中谷 友樹

司会：藤田 秀之

ヒュベニ簡略式と地域メッシュを用いたMGRSへの展開と応用

10:40-11:40

ポスターセッション
【企画セッション】

12:20-14:00

学生フリーテーマ発表会2019 (2)
企画: 相 尚寿
GISを用いた民俗学研究との対話―水路に関する口頭伝承の分

【12:40開始】

夏目 宗幸, 根元 裕樹

田中 和也, 原 孝吏

スペイン植民地帝国の文書流通の地理情報の可視化

【ハンズオン】

GeoAIで地理空間を超えるGIS

多摩ニュータウンにおけるモバイルデータを用いた都市生活行

企画: 厳 網林

動の分析

Insights for ArcGISでデータ分
析
企画: 土田 雅代

浅原 拓実, 林 和眞, 宋 河承
シェアリングエコノミー時代におけるフラットフォーマーの展

中野 裕貴, 林 和眞, 飯塚 洋史

推定モデル

トの開発

小川 芳樹, 沖 拓弥, 関本 義秀, 柴崎 亮介

谷 謙二

京都地籍図データベースを用いた明治末期土地所有者の点分布

ビッグデータのための空間加法混合モデリング：不動産要因分 製鉄所の保線管理エキスパートシステム構築のための管理手法

分析

析への応用

青木 和人, 矢野 桂司, 武田 幸司

村上 大輔, Daniel Griffith

今村 聡, 鎌田 遼, 矢野 桂司

について
森田 知行, 河口 聡, 近久 博志, 三宅 祐輔, 髙田 佑紀, 前田 憲治,
横手 了, 和田 浩一

分割四角形の隣接情報を明らかにするポリゴン分割法による３ 3次元インフラデータ連携のためのプラットフォーム整備と可
次元建物モデルの自動生成

視化機能の開発

杉原 健一, 村瀬 孝宏

瀬戸 寿一, 関本 義秀, 朝日 孝輔, 遠藤 隆浩

近世絵画史料から見る景観視点場の推定表示システムの構築 ー オープン系ライブラリを用いたGISで利用可能な線分ボロノイ

位置情報サービスの規約・ポリシーにおける位置情報の自動抽

マルチ地理情報データの複合連動による３DCG表示システムー 生成ツールの試作

出の検討

片岡 勲人, 関口 敦仁

佐藤 俊明, 奥貫 圭一

金杉 洋, 松原 剛, 日野 智至, 柴崎 亮介

【移動2】

【居住2】

【地域分類】

【データ取得・生成】

司会：小川 芳樹

司会：井上 亮

司会：村上 大輔

司会：厳 網林

複数の個人データの統合による個々人の快適な交通行動の提案

途上国での所得別居住分布の地理的・社会的要因の分析

及びその検証

位置情報付きSNSデータによる空間スケールに着目した地域特
徴語抽出

ボランタリーな地理空間情報の位置正確度の検討

種村 京介, 松原 剛, 金杉 洋, 柴崎 亮介

虎前 直樹, 川崎 昭如

秋庭 武, 藤田 秀之, 大森 匡, 新谷 隆彦

機械学習に基づいたストリートレベルのウォーカビリティ評価

衛星画像と世帯調査データを用いた深層学習による収入レベル

ジオタグ付きツイートで用いられる名詞の空間的広がりと階層 地上型レーザスキャナとUAVを用いた道路構造物の3次元計測

－Google Street View画像を対象として

の推定

性－京都市における事例分析－

の実践

奥田 康平, 川崎 昭如

桐村 喬, 藤原 直哉, 平岡 喬之

西 皐太郎, 何 啓源, 窪田 諭

永田 彰平, 中谷 友樹, 埴淵 知哉
【企画セッション】
地図アーカイブの利活用と社会実践

視覚・聴覚・振動感覚を活用した道迷いによる山岳遭難の未然

企画: 岩崎 亘典・瀬戸 寿一・阿児 雄之

防止

超スマート都市エリアマネジメントプラットフォームのアーキ
テクチャデザイン

【ハンズオン】
SfM写真測量によるマッピン
グ

地理空間情報を活用した洪水と貧困の悪循環の実証

その１

佐藤 裕一, 谷 光清, 佐土原 聡

山下 潤

非階層型クラスタリングを用いた土地利用遷移の類型化手法の 土砂移動現象をシミュレーションできる内部構造を持つ地形モ
提案 〜関東地方一都六県を対象として〜

デルの自動生成

下村 菜摘, 川崎 昭如

寺木 彰浩

村瀬 孝宏, 杉原 健一

東京圏における職業別就業者割合と世帯規模別割合の相関係数

都市内交通の最適構成の把握に資する地域分類手法の検討

小西 純

長谷川 大輔, 嚴 先鏞

企画: 内山 庄一郎

原 雄一

人口重心移動の要因分解：東京一極集中は人口重心をどの程度
動かしたのか
田村 一軌

閉会式（優秀発表賞の表彰を含む）

【12:40開始】

不動産ポイントデータと機械学習を用いた建物の構造・築年代 地形断面図を重ねて表示する「Web地形断面図メーカー」サイ

真鍋 陸太郎, 中村 雄祐

日本の古地図のポータルサイトの構築

開エリア特性に関する研究

14:20-16:00

境界の抽出
石山 里穂子, 井上 亮

１級河川流域の複数自治体を対象とした流域情報の可視化

【企画セッション】

コアタイム

スパースモデリングに基づく空間相関構造が変化する空間領域

析

16:10-16:30

ポスター展示

ダイナミックマッピング方式による災害対応カーナビゲーショ
ンと自動運転支援
角本 繁, 吉川 耕司, 小笠原 茂宏, 畑山 満則

ポスター展示
（14：20までに撤収）

