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 2019 年 10 月 19 日（土）・20 日（日）の 2 日間にわたり、

徳島大学常三島キャンパスにて、第 28 回研究発表大会および

4th International Association of Geo-informatics (IAG'i) 

Symposium が開催されました。 

全国からご参集いただいた参加者は有料入場者数 252 名で、

口頭発表 111 件（うち IAG’i セッション 16 件）、ポスター

発表 64 件が行われました。大会を運営していただいた塚本章

宏先生をはじめとする徳島大学の教員および学生スタッフの

皆様、また、当日お集まりいただいた参加者の皆様に、深く

感謝申し上げます。 

本年度は、8件の企画セッションが開催されました。20 日

には「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」、「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オデータを活用した自然災害へ

の対応とその課題』」「クラウドソース型地理情報の可能性

と課題」｢役立つビジネス GIS｣、21 日には「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」「GeoAI で地理

空間を超える GIS」「地図アーカイブの利活用と社会実践」、

また両日にわたり「学生フリーテーマ発表会2019」が行われ、

いずれも盛況でした。 

ハンズオンセッションは以下の 5件、「わかりやすい地図

の作り方」「QGIS ハンズオン」「Python を使って作業の効率

化を図ろう！」「Insights for ArcGIS でデータ分析」「SfM

写真測量によるマッピング」が開催され、参加者に大変好評

でした。 

また、19 日の昼休み後には、IAG’i 構成 3学会の各会長に

よる基調講演も行われ、数多くの参加者にご出席いただきま

した。 

19 日夕刻には、キャンパス内・生協食堂 Dining キララに

て、懇親会が開催されました。こちらも 100 名の方にご参加

いただき、盛況となりました。徳島大学野地澄晴学長、IAG’

i を構成する 3 学会の会長によるご挨拶、小口会長による乾

杯の後、ご用意いただいた料理に参加者が舌鼓を打ちました。

また、葉月連による阿波踊りの演舞が行われ、大変賑やかな

会となりました。懇親会中に、学会賞の授賞式、次期開催校

からのご挨拶などが行われました。 

閉会式では、大会優秀発表賞 6件、ポスターセッション賞

11 件、および、若手分科会の優秀発表賞 2件・奨励賞 2 件の

発表が行われ、閉会式に参加した受賞者にはそれぞれ大きな

拍手が送られました。 

来年度の研究発表大会は、電気通信大学にて開催の予定で

す。来年度も、皆様の積極的なご参加・ご発表をお待ちして

おります。 
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 Session C-1 IAG'i１                                  

                              司会：堤田 成政   

  

セッションでは計３件の発表がありました。うち２つの発

表が韓国の研究者によるもので、衛星・空中画像をもちいた

リモートセンシング的アプローチによる陸域・海洋モニタリ

ングに関する発表、もう１つの発表が日本の研究者によるも

ので、GPS データをもちいたビッグデータ分析による人間活

動モニタリングに関する発表でした。具体的には、１つめの

発表は、Landsat 衛星データを活用した韓国国内の都市モニ

タリングにおける機械学習手法の検討、２つめは航空写真を

活用した漁業養殖活動のモニタリングに関する発表、３つめ

は QoL の定量化を目指した通勤、余暇活動の把握を目的とし

た GPS 移動データマッピングに関する発表となりました。朝

一番のプログラムにも関わらず、約 20 名がこの国際セッショ

ンに参加し、英語による活発かつ有意義な議論が交わされ、

IAG'iシンポジウムのよいスタートアップになったと思います。 

 
 Session D-1 商業                    

                             司会：関口 達也  

  

本セッションでは、当初3編の発表が行われる予定でした。

しかし、台風19号の影響を受けて1編の発表キャンセルが発生

したために、当日は2編の発表が行われました。 

関口ほかの発表では、東京都心縁辺部の市街地で運行して

いる移動販売車の利用実態の把握を行った成果が報告されま

した。移動販売の利用地点から最寄り店舗までの経路に着目

して、距離や移動の抵抗要素の分布を見る分析と、アンケー

ト調査による利用者の特徴分析の果が発表されました。質疑

では、各地域の移動販売車の運行状況や採算性に関する議論、

移動の阻害要因だけでなく、促進要因を考慮する事に関する

議論がなされました。 

小野塚ほかの発表では、一般に利用可能なデータ・計算環

境を用いて、生鮮食料品の買い物困難圏域の空間分布を全国

的に推定するための手法の提案が行われました。。既存手法

における計算技術上の課題の解決を試みる方法論の提示とと

もに、実際のデータに提案手法を適用し、全国スケール・単

一の市区町村スケールで評価を行った結果が発表されました。 

質疑では、既存手法の改善を図るにあたって、計算技術上

の課題に着目した理由・意義について議論がなされるととも

に、人口・年齢分布や住民の買い物行動などの実際の地域・

住民の特性を踏まえた推計精度の向上の可能性についても質

疑が行われました。 

今回の本セッションの各報告を通して、店舗と利用者の関

係に着目した空間分析は、商業施設を取り巻く研究課題への

アプローチ方法として未だ重要なものである事を実感いたし

ました。各研究の成果が地域商業における問題の解決に貢献

していくことを期待します。 

 

 Session E-1 教育                     

                                     司会：山本 佳世子  

  

 セッション E-1 は教育をテーマとしており、以下の 3件の

研究発表が行われました。GIS コミュニティの発展に加えて，

GIS 教育のための新しい教材の開発成果が発表されました。1

日目の朝早くから開催されたセッションにもかかわらず，会

場には GIS 教育に強い関心を持つ方々が多く参加され，多様

な質問やコメントが寄せられて，とても活発な議論が展開さ

れました。 

 三好他論文（E-1-1）は「北海道における GIS コミュニティ

の発展」と題し、わが国の GIS コミュニティの全国的な分布

傾向について把握したうえで，北海道における GIS コミュニ

ティの発展の歴史を明示し，その GIS イベントを網羅的に調

査して分類しました。これらの成果に基づき，北海道におけ

る GIS コミュニティの特性を明らかにし，GIS コミュニティ

の活動の活発さとその要因，今後の方向性を示しました。 

 山内他論文（E-1-2）は「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」と題し、北米の UCGIS

（ University Consortium for Geographic Information 

Science）で開発された 2016 年に GIS&T BoK（Geographic 

Information Science & Technologies Body of Knowledge）

について紹介し，これを応用して日本の大学の GIS 実習で利

用可能な教材を開発した成果についてでした。さらに本教材

を評価するために，GIS&T BoK において追加，修正された項

目のうち，実習と関連する項目を抽出し，本教材の項目と比

較していました。 

 根元他論文（E-1-3）は「Leaflet を用いた WebGIS 作成シ

ステムの開発」と題し、Leaflet を用いて WebGIS になるソー

スを生成するシステムを開発し，プログラミングや Web 技術

の知識が浅い人間に対して，これを用いて WebGIS を作成する

ことを支援することを提案しました。実際に講習会において，

プログラミングやWeb技術の知識が浅い受講者がWebGISを作

成するためにこれを用いて，有効性が高いことを示しました。 

 

 Session F-1 自治体                   

                       司会：阪田 知彦  

   

窪田らは、宅配便事業者の集配車両に取り付けたGNSSセン

サーやカメラから得られる道路の損傷箇所のデータ蓄積と活

用に関する報告です。観測とそれに基づく補修などのアクシ

ョンの役割分担や、通常業務以外のアクションをなるべく減

らすためのデータ管理方法、データの事業者へのフィード

バック等についての討論が行われました。 

新井らは、地方公共団体でのデータ活用を進めるために、

人事研修にデータ利活用研修を取り入れたつくば市での取り

組みに関する報告です。個人情報保護条例との関係や、デー

タ加工の主体等についての討議が行われました。 

武田らは、公立図書館の名称に「立」が入る場合と入らな

い場合の地域特性等を文献調査を通して分析・考察した報告

です。施設名称の決定主体や条例改正との関係を考慮した分

析への展開、他の施設との比較等について討議が行われまし

た。 

 

 

セッション報告 
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 企画セッション（A-2）                  

 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                              

                オーガナイザー：貞広 幸雄   

 

本年度も、初等中等教育における GIS を活用した授業に係

る優良事例を選定し、3点を表彰しました。国土交通大臣賞：

横浜市立千秀小学校・田谷の洞窟保存実行委員会「三次元地

理情報を活用した地域環境に関する探究型学習の実践」は、

ドローンや地上レーザを活用して児童に身近な地物（文化財）

の立体的な可視化を行うという点は新規性があり、また、小

学校と大学に加えて地域住民の連携による GIS 教育プログラ

ムの確立と実施まで行っている点が評価されました。地理情

報システム学会賞：呉高専 3D マップ製作チーム「GIS とレー

ザー加工機で作る 3D マップによる防災授業の小中学校への

展開」は、レーザー加工機の活用で 3D マップ作りを容易にし

た点は新規性があり、また、児童や生徒が楽しみながら地域

防災を学ぶことができる点が評価されました。日本地図セン

ター賞：石橋生（桐蔭学園高等学校・東京大学）「産学官をつ

なぐ地理総合に向けた GIS 教材の利活用」は、高校生にとっ

て身近な課題を採り上げ、広い産学官連携により様々な取り

組みを精力的に行い、自ら社会とのつながりを考える素材と

して有効であるという点が評価されました。 

いずれも授賞式の後、各事例についてプレゼンテーション

と質疑を実施しました。セッション参加者の多くが教育に携

わっており、活発な議論が行われました。 

左から地理情報システム学会賞、日本地図センタ―賞、小口

会長を挟んで国土交通大臣賞の受賞者 

 

 企画セッション（B-2・6）                 

 学生フリーテーマ発表会 2019 (1・2)                    

                オーガナイザー：相 尚寿   

  

今年も若手分科会の企画セッション「学生フリーテーマ発

表会」を実施しました。今年は 19 日 20 日にまたがり２セッ

ション８件の発表が行われました。本稿では２セッション分

を報告します。なお、セッション中に来場聴講者による投票

に基づき、各セッションから優秀発表賞と奨励賞を１件ずつ

選出しました。 

土曜日は（１）地下鉄新線開業による不動産価格変動に着
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小口会長 
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 Session C-2 IAG'i２                                

                   司会：山田 育穂  
  

 本セッションは IAG’i シンポジウムの一部として開催され、

4題の研究報告が英語で行われました。 

Wang らの報告では、携帯電話の位置情報データを基に公共

施設の利用状況を推定する方法が提案・検証されました。人

口減少が進む中、自治体には効率的な公共施設運営が求めら

れており、本研究で扱われているテーマはそれをサポートす

るための重要な一側面と言えます。Nguyen らは、生態学的環

境の脆弱性を示す指標を地球規模で算出し、その結果を公開

する Web システムについて報告しました。社会、自然災害、

地形など5つの軸に対応する10以上の指標を統合して算出さ

れる脆弱性指標はシンプルな構造で様々な発展が期待されま

す。Mulualem らの報告では、主として衛星画像を用いて干ば

つをモニタリングする手法が提案され、エチオピアのアワッ

シュ川を対象としたケーススタディが紹介されました。

Percival らは、地理的加重相関および偏相関を視覚化・分析

するための Web アプリケーション gwpcorMapper について報

告し、国勢調査の小地域統計データを用いたデモンストレー

ションも行いました。 

テーマも対象地域も多岐にわたるセッションでしたが、そ

れぞれの報告について活発な質疑応答が行われ、有意義な議

論が交わされました。 

 

 Session D-2 災害                      

                         司会：橋本 雄一    

   

 本セッションでは 5件の発表がありました。「大地震時にお

ける迅速な人的被害推計手法の改良」（沖 拓弥・大佛俊泰）

は、Random Forest 回帰モデルなどを用いて市街地形状など

から要因別の死亡者数・避難困難者数の推計モデルを構築し、

結果が良好であったことが報告されました。「都市型内水氾濫

と地形との関係について」（ツアン イリ・大佛俊泰）は、国

土地理院の 50m メッシュ標高データを利用して地形分類を行

い、水害地点の地形特性を把握した後、地誌域氾濫解析モデ

ルを用いて集中豪雨下での内水氾濫シミュレーションから地

形と水害との関係を考察しました。「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」（嘉山陽一ほか）は、災害

情報の収集と閲覧用システム開発について報告し、LINE を利

用した災害時の情報共有体制を高度化するためチャットボッ

トの有用性や課題について検討を行いました。「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」（阪田知彦）

は、3 次元モデリング技術を応用した空撮画像などからの被

害検出の自動化において、モデリングソフトウェアによって

生成する点群データの比較検証を行い、ソフトウェアごとの

被害検出における情報特性について報告を行いました。「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に

おける企業の行動制御」（楊 少鋒ほか）は、氾濫解析結果デー

タや大規模企業間取引データを使用し、災害発生から復興ま

での企業の意思決定を考慮したサプライチェーンの挙動をマ

ルチエージェントモデルで検討しました。このセッションで

は、災害前のリスク評価、災害時の実態把握や情報共有、災

害後の復旧・復興などに資する地理空間情報の活用について

有益な発表および議論が活発に行われました。これらの成果

を基に、災害による被害を減らし、迅速に復旧・復興を薦め

るための地理空間情報の社会的な活用が一層進むことを期待

します。 

 

 Session E-2 移動１                    

                     司会：嚴 先鏞   

  

本セッションでは５件の発表がありました。 

秦他論文では、賃貸形成の要因分析において、混雑統計デー

タから推定さられた滞在人口を「街の賑わい」と定義し、賃

貸を説明するための既存変数が代替できるかについての検討

結果が報告された。滞在人口に対する解釈、昼と夜の賑わい

と賃貸の関係の意味、空間相関を考慮した推定の改善の可能

性について議論が行われました。 

小林他論文では、イベントから派生した滞留行動による波

及効果が大きいことから、携帯電話から得られた人流ビッグ

データを利用し、各イベント参加者を対象にイベント参加前

後の行動を分析した結果が報告されました。イベント参加者

の特定手法の改善の可能性、イベント種類による Twitter 投

稿数の違いなどについて議論がなされました。 

Pang 他論文では、強化学習を用いた交通行動意思決定モデ

ルに基づいた人の流れシミュレーション手法に関するが報告

なされました。エージェントシミュレーションのメリットと

課題、移動経路選択の決定要因などについて議論が行われま

した。 

竹内他論文では、心理的ストレス概念に基づく歩行者モデ

ルの構築において、歩行時に他者から受ける心理的ストレス

をグループ内歩行者からのストレスと対面する他のグループ

の歩行者からのストレスを考慮するモデルを提案し、実際の

病院内の観測データに基づいた分析結果が報告されました。

対面グループの人数の考慮、他の空間での適用可能性につい

て議論がなされました。 

南他論文では、モバイル空間統計、混雑統計、パーソント

リップ調査の３つのデータの組み合わせによる都市内移動者

の時空間分布の把握において、秘匿された混雑統計の補完を

考慮した手法が報告されました。３つのデータの組み合わせ

によるより詳細な人の流れの推定の可能性、異なる集計単位

の処理方法について議論がなされました。  

 

 Session F-2 居住１                      

                         司会：吉田 崇紘    

   

 本セッションでは空き家分布推定に関する発表３件と、食

料品店アクセスと CO2 排出量分布の関係、そして母子世帯分

布に関する発表が１件ずつ行われました。 

山本・植松・ 畑尾・熊谷論文は、大阪府寝屋川市全域を対

象として、自治体より提供された水道栓データと家屋台帳

データを用いた空き家分布推定モデルを提案しています。こ

のようなデータは今後他自治体でも公開が進むと考えられ、

本研究の先行的取り組みへの期待は大きいと考えます。 

中山・厳論文は、東急田園都市線たまプラーザ駅周辺を対

象として、アンケート調査をもとに食料品店へのアクセスと

CO2 排出量を評価し、混合ロジットモデルを用いてこの２変

数の関係を分析しています。次世代モビリティの導入が効果

的な地域を選定する際にも重要な研究と考えられ、よりミク
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ロな単位での適用可能性など活発な議論が行われました。 

秋山・飯塚・谷内田・杉田論文は、群馬県前橋市をテスト

サイトとして、建物に関する情報を多種多様な計測技術を用

いて収集整備し、迅速かつ安価に調査可能な空き家分布推定

手法を提案しています。空間範囲や解像度、時間粒度の異な

るデータの統合解析に対するニーズは大きく、提案手法のさ

らなる深化が期待されます。 

馬場・秋山・谷内田論文は、同じく前橋市を対象に、自治

体が保有するデータを含め詳細な建物情報から空き家を判定

する極値勾配ブースティングを用いた機械学習モデルを構築

し、その推定精度を検証しています。ソースの異なるデータ

を統合利用する点に工夫がみられ、その知見も広く共有され

ることが期待されます。 

柴辻・河端論文では、全国を対象に市区町村単位、４時点

分の母子世帯率データを整備し、地理的加重回帰（GWR）モデ

ルを用いて社会経済要因との関連を検証しています。女性失

業率の GWR 推定係数の空間分布からは、全時点において地域

的なばらつきが示唆されており、この要因に関するさらなる

考察が期待されます。 

 

 ハンズオンセッション（H-2）              

 わかりやすい地図の作り方                  

                オーガナイザー：桐村 喬   

  

 本セッションでは、「歩行」に着目した５本の研究発表がな

されました。セッション開始早々、立ち見が出る程の盛況ぶ

りで、本テーマへの関心の高さを物語っていました。それぞ

れに研究目的は設定されていましたが司会者の私見によりま

すと、私たちはなぜ歩くのか、どのような場所なら歩こうと

思うのか、誰と歩くのか、という問いに対する取り組みだっ

たかと思います。「歩行」という日常的な行動形態がセッショ

ンのテーマであったためか、空間解析の専門家としての質問

が出る一方で、自らの歩行経験に基づいた生活者としての質

問がなされ、議論の幅は多様性に富んだものとなりました。

それでいて、研究の枠組みに係わる本質的な議論も展開され、

質疑応答は５分という限られた時間ではありましたが、建設

的で充実した議論がなされたものと思います。次々と会場か

ら上がる質問者の方全てに十分な議論のお時間を割り当てる

ことがかなわなかったのは、司会者の力不足によるところと

反省しております。現在、日本では東京オリンピック・パラ

リンピック大会を契機に、国を挙げての一層の健康づくりや

インクルージブルなまちづくりに向けた機運が高まりつつあ

ります。このような社会的動向を背景に本セッションのテー

マである「移動（歩行）」をめぐる議論は、研究成果の社会実

装を目指してますます深化していくことと予想されます。 

 

 企画セッション（A-3・4）               

 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

ロジオデータを活用した自然災害への対応とその課題」             

               オーガナイザー：秋山 祐樹  

   

 毎年恒例となりました本セッションですが、今年は「国内

外におけるマイクロジオデータを活用した自然災害への対応

とその課題」をテーマに、官学それぞれの取組みと課題につ

いての講演とパネルディスカッションを行いました。 

 第一部「マイクロジオデータを活用した防災・減災に向け

た研究」では、東京大学から「データ駆動型解析による防災

研究」、高知県立大学から「参加型モニタリングデータを用い

た災害健康危機管理」と題して最新の研究成果の報告が行わ

れました。 

 第二部「統計・地理空間情報を活用した防災・減災に向け

た具体的な取り組み」では、昨年度の倉敷市真備地区で発生

した洪水への対応に関して、高梁川東西用水組合から「平成

30 年 7 月豪雨における倉敷市の対応」、一般社団法人データ

クレイドルから「倉敷市真備地区の浸水被害を事例とした防

災（水害）分野のオープンデータ活用」、また国による統計を

活用した災害対応について統計データ利活用センターから

「政府統計データの災害対応への活用について」と題して報

告が行われました。 

 第三部のパネルディスカッションではまず講演者同士での

質疑応答を行い、続いて会場からの質疑応答を行いました。

多くの講演者から、災害時にデータを活用した効率的な対応

を実現するためには、平時からデータ・GIS を活用した取り

組みを行いながら事前準備をしておかなければ、有事に上手

く機能しないことや、オープンデータや個人情報の取り扱い

について、平時と災害時それぞれでポリシーを整理する必要

があることなどの意見が出ました。また MGD 研究会ではここ

のところ毎回出る意見ですが、データや GIS を現場で扱うこ

とが出来る人材の育成がますます急務となりつつあることも

明らかになりました。 

 今回は約 50 名の参加者にお集まりいただき、盛会のうちに

研究会を終えることが出来ました。ご参加頂いた皆様、あり

がとうございました。来年度以降も GIS 学会内での MGD 研究

会による企画セッションは継続して行く予定です。皆様よろ

しくお願いいたします。 

 第 14 回マイクロジオデータ研究会 

（http://microgeodata.jp/contents/mgd14.html） 

 

 Session C-3 IAG'i３                         

                     司会：関本 義秀   

 

 セッション「IAG’i シンポジウム(3)」では，水害や熱射

病等，リスクを扱う 4 件の発表をして頂きました。Watanabe

らの発表では徳島県の海陽町を対象とした洪水リスクの可視

化と評価を扱ったもので，Tianqi Xia らの発表では東京を対

象としたインバウンド観光客の熱射病のリスクを見るために

様々な POI や ROI データを用いた分析を行ったものでした。

また，Yeong-Cheol Choi や Yu-Yeon Lee は都市域の内水氾濫

の三次元的な可視化を行ったものでした。どれも内容は大変

興味深いものでしたが，最後の 2 つについては，執筆者らが

来日できず，執筆者以外が急遽発表する事となり，質問はメ

イルでとの事で突っ込んだ議論ができなかった点は残念に思

います。 

 

 Session D-3 避難１                      

                         司会：瀧澤 重志    

   

 本セッションでは災害時の避難に関する 5 件の研究発表が

ありました。まず赤松らは、地震時などで使用される避難所

は駅近くの施設が指定されていることが多いため、駅から離
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れた地域では、避難所が不足したり移動距離が遠くなる問題

を指摘し、250m メッシュという小さな空間スケール避難人口

に注目し、地域内の全ての人口が現在指定されている避難所

へ収容できるかを評価しました。山本らは、近年日本各地で

豪雨被害が頻発し、避難場所を指定する自治体が増えている

が、増水する河川を横断しなければならないような避難場所

が指定される場合があることを指摘しました。そして、オー

ダ n のボロノイ図を応用し、代替となるいくつかの避難場所

への避難可能性を検討しました。工藤らは、モバイル空間統

計で得られる任意の日時の人口データに、パーソントリップ

調査データから得られる属性情報を付与することでデータを

統合し、大地震時における人々の移動や施設選択行動を推定

することのできる徒歩帰宅シミュレーションを実行し、帰宅

困難者の時空間特性について考察しました。久寿米木らは、

木造密集地域における火災による被害をシミュレートするた

めの既往の避難モデルが、過度に単純化されていることを指

摘しました。そして、地震火災時の避難開始のタイミングと

避難場所選択行動に着目し、アンケート調査をもとにこれら

モデルのパラメータを推定し、避難行動の特徴について考察

しました。最後に吉行らは、建物内避難行動のモデル化とし

て一般に用いられている Social Force Model が、高密度な状

況下で再現性が低下する問題を指摘しました。そこで、心理

的ストレス概念に基づく建物内避難行動モデルを構築し、歩

行軌跡データを用いてモデルの未知パラメータを推定し、シ

ミュレーション分析を行いました。 

近年日本では大きな災害が増えていますが、いずれの発表

でも活発な質疑応答がなされ、本分野における関心の高さが

伺えました。 

 

 Session E-3 交通                    

                     司会：相 尚寿  

  

 本セッションでは、（１）1931 年に実施された東京市電の

系統改正前後に着目し、マルチエージェントシミュレーショ

ンを用いて運行車両が集中する区間の可視化や遅延時間の推

定を行った研究、（２）既存バス路線網を活用してその周辺に

生活拠点を構築する場合、誘致圏の時間距離の設定や拠点へ

の施設新設を許容するか否かで最適な拠点の位置がどう変わ

るかを分析した研究、（３）パーソントリップ調査で得られた

交通手段別分担率によって兵庫県内の地域をクラスタ分類し、

その空間的な配置とモビリティ確保のための方策を考察した

研究、（４）鉄道事業者がウェブ上で発行する遅延証明書から

算出した路線ごとの遅延時間を各路線の運行ダイヤ、利用者

数、駅構内設備、直通運転の有無などで説明することを試み

た研究、以上４件の発表が行われました。やや広い教室でし

たが、会場には多くの来場者がいらっしゃいました。前半２

件はシミュレーションを行う研究であり、その条件設定の詳

細や前提条件の妥当性について意見交換がなされました。ま

た、いずれの発表も政策提言や課題解決に結び付けやすい

テーマであったため、全体的に手法の改善や拡張性に関する

質疑が行われました。 

 

 

 Session F-3 環境                      

                         司会：杉本 賢二      

  本セッションでは、「環境」に関する 5 報の研究発表が行わ

れました。第 1 報告の西尾ら(F3-1)は、強雨域で欠測が生じ

にくい CX-band MP レーダ雨量計を用いて、平成 30 年 7 月豪

雨災害で被災した中国地方を対象に豪雨解析を行ったもので

した。また、従来のレーダ雨量計との違いや自治体職員への

豪雨情報の提供などについて質疑が行われました。第 2 報告

の諏訪ら(F3-2)は、放置竹林拡大を防ぐため、経年の空中写

真を用いて竹林面積と成長速度の定量化を行い、日射量が相

対成長速度に影響を及ぼす傾向が強いことを示しました。第

3 報告の岸本ら(F3-3)は、都市における農業生産と需要を複

数の地理的スケールで推計を行ったものです。推計結果は、

地域のワークショップで需給情報を可視化することで、都市

農業の多様な機能を地域社会に認知される地理情報として活

用されています。第 4 報告の吉田ら(F3-4)は、高所観測デー

タと、交通・建築物の各種ビッグデータを用いて時空間での

CO2 排出量を推計しました。発表では墨田区を対象としてい

ましたが、他所でも高所観測や人工衛星による観測も行われ

ていることから、地域を拡張した詳細 CO2 マッピングへ進展

することが期待されます。第 5 報告の梶間ら(F3-5)は、森林

簿 GIS データを用いて、人口減少や高齢化が所有者不明の発

生にどのように関連しているかを分析したものです。茨城県

の市町村では GIS 森林簿が整備されているということで、今

後地域性や精緻な分析、要因分析が可能になることが見込ま

れす。 

以上、学際的なセッションテーマのためか様々な社会問題

が対象となっており、地理情報システムが非常に有用な可視

化・分析ツールであることを改めて認識させられました。 

 

 ハンズオンセッション（H-3・4）              

 QGIS ハンズオン                       

              オーガナイザー：嘉山 陽一   

  

 FOSS4G 分科会と朝日航洋株式会社の共催による QGIS 入門

ハンズオンは10月 19日 14時 30分から開催されました。QGIS

はオープンソースのデスクトップ GIS であり近年利用者が増

大しています。また QGIS は頻繁なバージョンアップが行われ

るソフトウェアですので最新情報をおいかけないと知識が古

くなってしまいます。QGIS の豊富な機能はどんどん更新され

ていくのでそれについての情報交換ができる場所や講習会は

基調な機会です。FOSS4G 分科会では例年 QGIS の講習会を GIS

学会大会で開催してきました。本年は定期的に QGIS 講習会を

開催している朝日航洋株式会社と分科会の共催でハンズオン

を開催し、朝日航洋 G 空間研究所所長の大伴真吾が講師を務

めました。20 名定員での募集でしたがほぼ定員のご参加があ

り盛況でした。QGIS は多彩なプラットホーム上で動作する

オープンソースの汎用 GIS ですのでプログラムの入手や利用

環境の構築のためのしきいは低いです。QGIS 利用のために必

要なのは利用のための知識やノウハウの入手先です。書籍や

ネット上のSNS等でQGISについての知識を得ることもできま

すが、対面で説明をうけられる実習セッションも貴重な機会

です。国内では地方で QGIS の講習会が開催されることは稀な

のでGIS学会の大会でQGISハンズオンを開催できたことは意

義のあるイベントであったと思います。 

当日のテキストは以下の URL で公開されています。ご参加

できなかった方も是非ご覧になってみて下さい。 
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れた地域では、避難所が不足したり移動距離が遠くなる問題

を指摘し、250m メッシュという小さな空間スケール避難人口

に注目し、地域内の全ての人口が現在指定されている避難所

へ収容できるかを評価しました。山本らは、近年日本各地で

豪雨被害が頻発し、避難場所を指定する自治体が増えている

が、増水する河川を横断しなければならないような避難場所

が指定される場合があることを指摘しました。そして、オー

ダ n のボロノイ図を応用し、代替となるいくつかの避難場所

への避難可能性を検討しました。工藤らは、モバイル空間統

計で得られる任意の日時の人口データに、パーソントリップ

調査データから得られる属性情報を付与することでデータを

統合し、大地震時における人々の移動や施設選択行動を推定

することのできる徒歩帰宅シミュレーションを実行し、帰宅

困難者の時空間特性について考察しました。久寿米木らは、

木造密集地域における火災による被害をシミュレートするた

めの既往の避難モデルが、過度に単純化されていることを指

摘しました。そして、地震火災時の避難開始のタイミングと

避難場所選択行動に着目し、アンケート調査をもとにこれら

モデルのパラメータを推定し、避難行動の特徴について考察

しました。最後に吉行らは、建物内避難行動のモデル化とし

て一般に用いられている Social Force Model が、高密度な状

況下で再現性が低下する問題を指摘しました。そこで、心理

的ストレス概念に基づく建物内避難行動モデルを構築し、歩

行軌跡データを用いてモデルの未知パラメータを推定し、シ

ミュレーション分析を行いました。 

近年日本では大きな災害が増えていますが、いずれの発表

でも活発な質疑応答がなされ、本分野における関心の高さが

伺えました。 

 

 Session E-3 交通                    

                     司会：相 尚寿  

  

 本セッションでは、（１）1931 年に実施された東京市電の

系統改正前後に着目し、マルチエージェントシミュレーショ

ンを用いて運行車両が集中する区間の可視化や遅延時間の推

定を行った研究、（２）既存バス路線網を活用してその周辺に

生活拠点を構築する場合、誘致圏の時間距離の設定や拠点へ

の施設新設を許容するか否かで最適な拠点の位置がどう変わ

るかを分析した研究、（３）パーソントリップ調査で得られた

交通手段別分担率によって兵庫県内の地域をクラスタ分類し、

その空間的な配置とモビリティ確保のための方策を考察した

研究、（４）鉄道事業者がウェブ上で発行する遅延証明書から

算出した路線ごとの遅延時間を各路線の運行ダイヤ、利用者

数、駅構内設備、直通運転の有無などで説明することを試み

た研究、以上４件の発表が行われました。やや広い教室でし

たが、会場には多くの来場者がいらっしゃいました。前半２

件はシミュレーションを行う研究であり、その条件設定の詳

細や前提条件の妥当性について意見交換がなされました。ま

た、いずれの発表も政策提言や課題解決に結び付けやすい

テーマであったため、全体的に手法の改善や拡張性に関する

質疑が行われました。 

 

 

 Session F-3 環境                      

                         司会：杉本 賢二      

  本セッションでは、「環境」に関する 5 報の研究発表が行わ

れました。第 1 報告の西尾ら(F3-1)は、強雨域で欠測が生じ

にくい CX-band MP レーダ雨量計を用いて、平成 30 年 7 月豪

雨災害で被災した中国地方を対象に豪雨解析を行ったもので

した。また、従来のレーダ雨量計との違いや自治体職員への

豪雨情報の提供などについて質疑が行われました。第 2 報告

の諏訪ら(F3-2)は、放置竹林拡大を防ぐため、経年の空中写

真を用いて竹林面積と成長速度の定量化を行い、日射量が相

対成長速度に影響を及ぼす傾向が強いことを示しました。第

3 報告の岸本ら(F3-3)は、都市における農業生産と需要を複

数の地理的スケールで推計を行ったものです。推計結果は、

地域のワークショップで需給情報を可視化することで、都市

農業の多様な機能を地域社会に認知される地理情報として活

用されています。第 4 報告の吉田ら(F3-4)は、高所観測デー

タと、交通・建築物の各種ビッグデータを用いて時空間での

CO2 排出量を推計しました。発表では墨田区を対象としてい

ましたが、他所でも高所観測や人工衛星による観測も行われ

ていることから、地域を拡張した詳細 CO2 マッピングへ進展

することが期待されます。第 5 報告の梶間ら(F3-5)は、森林

簿 GIS データを用いて、人口減少や高齢化が所有者不明の発

生にどのように関連しているかを分析したものです。茨城県

の市町村では GIS 森林簿が整備されているということで、今

後地域性や精緻な分析、要因分析が可能になることが見込ま

れす。 

以上、学際的なセッションテーマのためか様々な社会問題

が対象となっており、地理情報システムが非常に有用な可視

化・分析ツールであることを改めて認識させられました。 

 

 ハンズオンセッション（H-3・4）              

 QGIS ハンズオン                       

              オーガナイザー：嘉山 陽一   

  

 FOSS4G 分科会と朝日航洋株式会社の共催による QGIS 入門

ハンズオンは10月 19日 14時 30分から開催されました。QGIS

はオープンソースのデスクトップ GIS であり近年利用者が増

大しています。また QGIS は頻繁なバージョンアップが行われ

るソフトウェアですので最新情報をおいかけないと知識が古

くなってしまいます。QGIS の豊富な機能はどんどん更新され

ていくのでそれについての情報交換ができる場所や講習会は

基調な機会です。FOSS4G 分科会では例年 QGIS の講習会を GIS

学会大会で開催してきました。本年は定期的に QGIS 講習会を

開催している朝日航洋株式会社と分科会の共催でハンズオン

を開催し、朝日航洋 G 空間研究所所長の大伴真吾が講師を務

めました。20 名定員での募集でしたがほぼ定員のご参加があ

り盛況でした。QGIS は多彩なプラットホーム上で動作する

オープンソースの汎用 GIS ですのでプログラムの入手や利用

環境の構築のためのしきいは低いです。QGIS 利用のために必

要なのは利用のための知識やノウハウの入手先です。書籍や

ネット上のSNS等でQGISについての知識を得ることもできま

すが、対面で説明をうけられる実習セッションも貴重な機会

です。国内では地方で QGIS の講習会が開催されることは稀な

のでGIS学会の大会でQGISハンズオンを開催できたことは意

義のあるイベントであったと思います。 

当日のテキストは以下の URL で公開されています。ご参加

できなかった方も是非ご覧になってみて下さい。 
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https://speakerdeck.com/qgis_a/qgis-handson-gisa2019 

 

 企画セッション（B-4）                 

 役立つビジネス GIS                   

                  オーガナイザー：高阪 宏行  

  

 「役立つビジネス GIS」というテーマで、4つの発表が行わ

れました。酒井氏は、売上予測やジオデモグラフィックス（居

住地区分類）の構築における機械学習の取り組みといった最

近話題の最先端のビジネスを発表しました。分析結果の妥当

性は、依頼主のリテラシーに依存する部分が大きいなど、ビ

ジネスの現場ならではの話が出て、今後の活躍が期待されま

す。黒川氏に発表は、東京 23 区の駅に対し、大都市交通セン

サスによる最終降車駅人員と経済センサス基礎調査による

500ｍ圏従業者数との間で回帰直線を求めるとともに、回帰直

線からずれる駅を取り上げ、その原因を考察しています。分

析の結果、駅密度の高い地域では数駅をまとめた範囲を就業

地域としてまとめると、ずれが少なくなることを明らかにし

ています。都心部の就業地域の広がりを言及している点で、

ビジネスの面からも興味深い結果です。草野氏は、国勢調査

8分の 1地域メッシュデータを用いた東京 23区でのジオデモ

グラフィックスの構築を発表しました。5分類や 10 分類の結

果を見ますと、管理・専門職、販売・サービス職、生産建設

職ほかといった職業による詳細な住み分けが識別でき、今後

のビジネスへの応用が楽しみであります。最後に、高阪がシ

ョッピングセンター（SC）に立地するスーパーの商圏規模と

その内部構造の分析結果を発表しました。同水準の SC でも、

地域の人口密度が低下すると商圏規模は大きくなること、ま

た、商圏の売上の半分を占めるコアエリアは 1km～2km と狭小

であることを明らかにしました。各発表に対し、いくつも質

問が出され、ビジネス分科会主催による企画セッションは、

盛会裏に終了しました。 

 

 Session C-4 IAG'i４                         

                     司会：薄井 宏行   

 

 本セッションでは、①リモートセンシングに関する技術的

工夫、②熱帯低気圧（台風など）の軌跡形状の定量化、③道

路復旧プロセスの最適化（deep learning の援用）、④土地利

用被覆及び社会経済要因と都市洪水被害に関する空間分析、

⑤河川情報システムの統合化について発表がなされました。

質疑応答では、色彩等の補正方法に関する質疑（①の発表）、

地形学における sinuosity（二点間の直線距離に対する軌跡

距離の比）の適用事例（②の発表）についてコメント等がな

されました。 

 一見すると、共通する話題は無いように思われました。と

ころが、それぞれの発表を聴いてみると、自然災害とシステ

ムの統合化という二つの共通する話題があることに気づきま

した。前者については、学会開催のちょうど一週間前に、令

和元年台風第 19 号が来襲し、東日本地域を中心に河川堤防の

決壊・氾濫による水害が発生したところです。こうした背景

もあり、上述の②と③の発表は示唆に富むものであったと思

われます。後者については、リモートセンシング画像がシー

ムレスとなっていないこと（①の発表）、個々の河川情報シス

テムは本川と支川で構築されており統合化されていないこと

（⑤の発表）のように、情報やシステムの統合化による付加

価値を示唆する内容に思われました。 

 最後に、④の発表は、既成市街地が拡大基調にあるときに、

有益な知見を与えると思われます。ところが、都市の縮退に

伴う既成市街地の縮小過程では、単に過去のトレンドを踏襲

するだけでは不十分であり、今後の重要な研究課題の一つに

思われました。 

 

 Session D-4 医療                      

                         司会：佐藤 俊明    

   

 本セッションでは、5 件の口頭発表がありました。古山他

論文（D-4-1）は、2SFCA 法を用いて、東日本大震災前後の福

島県における病院・診療所のアクセスビリティの変化を分析

するものでした。現在は、まだデータの大まかな解析結果の

把握レベルでしたが、今後、より詳細な考察を実施していく

ものと期待します。小又他論文（D-4-2）は、救急車の救急搬

送時間から救急搬送患者の生存率の期待値を算出し、その結

果からアクセスビリティを評価するものでした。救急搬送時

間が短縮すると生存率が高くなることから、今後、自動運転

などのモビリティ技術向上を想定すると、規制速度などの緩

和が重要な課題となってくるということでした。牧野他論文

（D-4-3）は、DMAT 支援用システムの改良に関する内容でし

た。具体的には、モバイル SINET による固定網を利用しない

高速な情報転送環境上での試験と情報入力用ソフトウェアの

改良などに関するものでした。実証実験が台風 19 号上陸によ

り実施できなかったとのことで、今後、実証実験をすること

による更なる課題抽出・解決につながることを期待します。

泉他論文（D-4-4）は、接骨院と整形外科医院との業務が重な

る点に着目し、これらの空間的分布関係を Moran’s I 統計量

を用いて分析するものでした。その際、接骨院と整形外科医

院との関係を対比するために、内科医院と調剤薬局の関係も

分析するものでした。今後、他地域での検証を行い、指標と

しての適切性の検討を行っていくとのことでした。岸本他論

文（D-4-5）は、リンク孤立率とネットワーク孤立率というア

クセスビリティ指標を提案し、大地震発生時の災害拠点病院

へのアクセスビリティをシミュレーションにより算出し、脆

弱な沿道区域を抽出するものでした。今後、こうした解析結

果が実際の施策に取り入れられていくことを期待します。 
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 Session E-4 道路網・物流                  

                    司会：田中 耕市  

  

 本セッションでは、５件の発表がありました。世相を反映

して、人手不足に伴う業務効率化とそれを促進する自動化技

術、道路網に係る災害時対応に関するテーマの発表が並びま

した。 

田口・大佛「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」では、大手宅配業者のチーム集配方式におけ

る配達シミュレーションを構築し、中高層住宅・商業地域に

おいて業務効率化が図れることが示されました。質疑では、

受取人不在による再配達や、日ごとの荷物量の差異を、いか

にシミュレーションに組み込むかについて議論されました。 

劉・鈴木「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」では、複数のドローンをトラックに搭載し

て総配達時間を最短化させるために、ドローンの台数や需要

点分布の違いによる最適な配達方法が検証されました。ド

ローンとトラックを同時飛行・走行する場合におけるトラッ

ク延着のリスクや、より現実的な需要点分布における配達方

法についての議論が交わされました。 

田宮・鈴木「施設の広域利用の観点から見た行政界と道路

網の関係に関する研究」では、災害時に行政界を越境して最

近隣の避難所へ移動の可能性について、道路網との関係から

論じられました。質疑では、地域コミュニティの観点からみ

た隣接自治体への避難の是非や、河川が行政界をなしている

場合の水害時の避難についての質問があがりました。 

野口・大澤「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－自動運転時代を見据えて－」では、交差点の角

度や道路幅員をもとに交差点走行速度を導出して、敷設時期

による変化が検証されました。交差角が大きな場合の走行速

度が高く設定されていることや、横断歩道の歩行者をいかに

考慮すべきかについて質問があがり、議論が交わされました。 

渡司ほか「電柱最少経路の検出と防災対策への応用」では、

災害時の電柱倒壊による道路閉鎖のリスクに注目して、経路

距離と電柱数のトレードオフ関係を考慮したパレート最適の

経路探索を行いました。質疑では、電柱が少ない市街化区域

外では軟弱地盤の地域も多いため、電柱倒壊以外にも道路や

橋梁の損壊などのリスクを総合的に考える必要性について議

論されました。 

以上、いずれも若手研究者および大学院生による独創性と

応用可能性に富んだ研究発表ばかりであり、今後の研究成果

が近い将来に実社会へ貢献することを期待させるセッション

でした。 

 

 Session F-4 観光                      

                          司会：桐村 喬      

   

 観光セッションでは５件の報告がありました。「都市街路の

体験的モデリング」（山形ほか）は、ワークショップを通じた

アンケート結果などに基づき、ウォーカビリティー指標など

との関係を検討したものです。客観的な指標としてどんなも

のを活用できるのか、ウォーカビリティー指標に文化的な影

響はみられないのかなどについて議論がなされました。「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

サーで抽出できるか」（相・鍛治）は、スマートフォンへの観

光情報の発信のタイミングを加速度センサーから把握しよう

としたものです。被験者の感じ方の差の大小や、散策のパター

ンの差を事前に把握する方法などについて議論、コメントが

なされました。「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）は、旅行口コミサイトのテキストデータ

をもとにオーバーツーリズムの傾向を分析しようとしたもの

です。観光客の相対的な密度感や地区ごとの観光資源の量・

質などとオーバーツーリズムの関係についての議論がなされ

ました。「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・山本）は、主に香川県を対象にして、

入力された訪問希望地、滞在時間などの情報をもとに、実際

の公共交通の時刻表に基づく最適なルートを提案するという

ものです。事前に計画を立てない観光客への対応をどのよう

に取り入れられるか、訪問希望地などが多すぎる場合の改善

策を提案できないかなどについての議論がなされました。「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」

（佐々木・山本）は、土地勘がなく、平面の地図のみでは十

分に案内できない観光客に対して、AR とピクトグラムを利用

して観光地や行き先を画面上に示して支援するというもので

す。進むべき方向の表示の有無や、観光地の遠近によるピク

トグラムの大小の表示方法の是非についての議論がなされま

した。 

 

 企画セッション（A-5）                 

 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     

               オーガナイザー：青木 和人  

   

 自治体分科会では、大会 2日目の 9：00～10：40 企画セッ

ション「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」を行いました。マイナンバーの普及に伴い 2016 年に

個人情報保護委員会が設立され、今、改めてパーソナルデー

タに関心が高まっています。本セッションでは位置を特定す

る情報（住所・住居表示（フロンテージ）・番地・地番）につ

いて整理した上で、話題提供者から位置情報がパーソナル

データにつながる様々な事例紹介の後、参加者によるグルー

プディスカッションを行い、位置情報がパーソナルデータに

つながるケースについて、参加型で議論を深め検討しました。 

最初に自治体分科会新代表の浦安市の小泉和久から開会挨

拶と趣旨説明の後、東京大学空間情報科学研究センター特任

教授の西澤明氏より話題提供者いただきました。行政個人情

報保護法は「個人に関する情報」を定義しているが、「個人に

属さない情報」を定義していないなどの指摘がありました。

また、前国土地理院参事官の鎌田高造氏より、「住所」を公開

するなら、住所の代表点の位置情報を取得することになるが、

準天頂衛星の利用により、サブメートル級の SLAS をスマホで

利用できるようになる。しかし、日本列島が毎年センチメー

トル単位で西に移動していることや、地震活動ではメートル

単位で移動することを考慮すると、位置精度を上げればよい

というものではないとの指摘がありました。 

後半のグループティスカッションでは、分科会副代表の和

田陽一からの課題提起の後、来場者が 3 グループに分かれて

議論し、「スマップ追っかけ本裁判の判決から考えるに住宅地

図には個人情報上の問題はないと思われる。表札は開示され

た情報といえるのか？」、「住所、氏名の開示について本人に

同意を得ていれば問題はないが、事後に不同意とされれば削
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 観光セッションでは５件の報告がありました。「都市街路の

体験的モデリング」（山形ほか）は、ワークショップを通じた

アンケート結果などに基づき、ウォーカビリティー指標など

との関係を検討したものです。客観的な指標としてどんなも

のを活用できるのか、ウォーカビリティー指標に文化的な影

響はみられないのかなどについて議論がなされました。「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

サーで抽出できるか」（相・鍛治）は、スマートフォンへの観

光情報の発信のタイミングを加速度センサーから把握しよう

としたものです。被験者の感じ方の差の大小や、散策のパター

ンの差を事前に把握する方法などについて議論、コメントが

なされました。「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）は、旅行口コミサイトのテキストデータ

をもとにオーバーツーリズムの傾向を分析しようとしたもの

です。観光客の相対的な密度感や地区ごとの観光資源の量・

質などとオーバーツーリズムの関係についての議論がなされ

ました。「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・山本）は、主に香川県を対象にして、

入力された訪問希望地、滞在時間などの情報をもとに、実際

の公共交通の時刻表に基づく最適なルートを提案するという

ものです。事前に計画を立てない観光客への対応をどのよう

に取り入れられるか、訪問希望地などが多すぎる場合の改善

策を提案できないかなどについての議論がなされました。「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」

（佐々木・山本）は、土地勘がなく、平面の地図のみでは十

分に案内できない観光客に対して、AR とピクトグラムを利用

して観光地や行き先を画面上に示して支援するというもので

す。進むべき方向の表示の有無や、観光地の遠近によるピク

トグラムの大小の表示方法の是非についての議論がなされま

した。 

 

 企画セッション（A-5）                 

 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     

               オーガナイザー：青木 和人  

   

 自治体分科会では、大会 2日目の 9：00～10：40 企画セッ

ション「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」を行いました。マイナンバーの普及に伴い 2016 年に

個人情報保護委員会が設立され、今、改めてパーソナルデー

タに関心が高まっています。本セッションでは位置を特定す

る情報（住所・住居表示（フロンテージ）・番地・地番）につ

いて整理した上で、話題提供者から位置情報がパーソナル

データにつながる様々な事例紹介の後、参加者によるグルー

プディスカッションを行い、位置情報がパーソナルデータに

つながるケースについて、参加型で議論を深め検討しました。 

最初に自治体分科会新代表の浦安市の小泉和久から開会挨

拶と趣旨説明の後、東京大学空間情報科学研究センター特任

教授の西澤明氏より話題提供者いただきました。行政個人情

報保護法は「個人に関する情報」を定義しているが、「個人に

属さない情報」を定義していないなどの指摘がありました。

また、前国土地理院参事官の鎌田高造氏より、「住所」を公開

するなら、住所の代表点の位置情報を取得することになるが、

準天頂衛星の利用により、サブメートル級の SLAS をスマホで

利用できるようになる。しかし、日本列島が毎年センチメー

トル単位で西に移動していることや、地震活動ではメートル

単位で移動することを考慮すると、位置精度を上げればよい

というものではないとの指摘がありました。 

後半のグループティスカッションでは、分科会副代表の和

田陽一からの課題提起の後、来場者が 3 グループに分かれて

議論し、「スマップ追っかけ本裁判の判決から考えるに住宅地

図には個人情報上の問題はないと思われる。表札は開示され

た情報といえるのか？」、「住所、氏名の開示について本人に

同意を得ていれば問題はないが、事後に不同意とされれば削
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除しないといけないのか。」、「引っ越しで住所を届け出先がお

おくてわずらわしいので、情報銀行にとどけたら、それだけ

ですべてが完了するようなシステムはできないか？」などの

率直な意見交換が行われました。 

 

 Session D-5 避難２                      

                       司会：真鍋 陸太郎    

   

 D-5「避難２」では４つの発表がありました。１つ目の川村

壮氏らによる「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」では、研究成果

の市施策への反映の可能性や現実の避難箇所指定方法との関

係について意見交換がおこなわれました。つづいて、奥野祐

介氏らの「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 - 北海道稚内市を事例として -」では、集団避難

の際の先頭に立つ人物の影響に着目した意見や分析成果の活

用方法について意見交換がおこなわれました。橋本雄一氏ら

の「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」では、開発されたアプリの活用方法および汎

用性についての質問や浸水速度の推定についてどのような過

去の災害情報が反映されうるかについて意見交換がおこなわ

れました。最後の藤原紘子氏らの「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化方法の検討」では、

リスク要因のみではなく抗リスクとなるような要因を避難難

易度の計算へ取り入れることや、よりリアルタイムな可視化

方法への展開についての示唆が意見として述べられました。

以上、総じて、様々なデータから推定される災害時の避難要

素について検討され、またそれらをどのように可視化し、さ

らに実際の避難行動の高度化に寄与させていくかという研究

テーマについての議論がおこなわれ、学術研究としての発展

のみならず、現実の施策に如何にして展開していくことが可

能であるかが示唆されたセッションとなりました。 

 

 Session E-5 解析手法１                  

                   司会：奥貫 圭一   

  

 このセッションでは解析手法に関する５件の発表がありま

した。梶原ほか論文は人口予測のための世帯エージェントモ

デルを検討したものです。モデルの計算時間、既存研究で得

られている結果との整合性、提案方法の施策への反映などに

ついて議論がありました。 

 貞広論文は、建物の新規建設と解体などのような、点事象

の生成と消滅の時空間現象をとりあげ、その空間パターンと

時間パターンを分析する新たな手法を提案したものです。点

事象をとらえるための地域単位となる円柱半径、従来の生存

分析手法との違い、生成と消滅との関連性などについて議論

がありました。 

 浅野ほか論文は、時間的継続性を考慮して時空間犯罪ホッ

トスポット分析を行い、実際に大阪市の事例について「慢性

的集中地区」の分布を抽出してみせたものです。「慢性的集中

地区」となることの背景、都市構造を考慮することの必要性、

季節要因の影響などについて議論がありました。 

 井上・木元論文は、機械学習手法を用いた点事象集積検出

が抱えているバイアスの課題に対して、Fused-MCP を応用す

ることを提案して検討したものです。パラメータの数が多い

ことの意味、AIC や BIC の定義を含めた検出結果の評価の仕

方などについて議論がありました。 

 小坪ほか論文は、新しい空間相互作用モデルとして Simini

ほか(2012）によって提案された放射モデルをとりあげ、アメ

リカ合衆国における流動予測の追試を通して、このモデルの

予測適合度を検討したものです。介在機会を表す項目 Sij と

距離との関係、人口のパラメータの可能性、近距離での予測

適合度などについて議論がありました。 

 

 Session F-5 地理空間データ                   

                          司会：金杉 洋      

   

 「地理空間データ」のセッションでは４件の発表と活発な

質疑がありました。 

F-5-2 藤本論文では、様々な地理空間データの流通促進が

進められる中で、多くの地理空間データが地理情報標準の応

用スキーマ（ISO19109）に準拠出来ていない課題に対し、新

たに汎用的なモデル変換プロファイルが提案されました。標

準に準拠した汎用性の高い地理空間データの流通に向け、今

後の標準化提案などについて質疑がありました。 

F-5-3 村尾他論文では、歴史的なデータを扱う上で時間ス

キーマ標準(ISO19108)に不足していた時間表現を補うものと

して，編年時間参照系が提案されました。歴史学・考古学で

用いられる編年表現を標準的な時間属性として定義すること

で，今後の GIS 応用分野の拡大への寄与が期待されます。 

F-5-4 大谷論文では、実際にスマートシティ等で取り扱う

多種多様で大規模な地理空間データを，自動的に相互変換す

ることで、シミュレーション等の大規模計算においてデータ

間の連携強化を図れることが報告されました。質疑では、デー

タ変換の双方向性や，不足する情報を推定・補完する可能性

について議論がなされました。 

F-5-5 木村論文では、経度緯度をメッシュに変換する際の

計算誤差について、MGRS と地域標準メッシュとヒュベニ式を

利用した検討結果が報告されました。失念されがちな計算機

の誤差要因について改めて再確認するとともに、今後の実用

的な実装が期待されます。 

地理空間データを用いた分析が発表大会の多くを占める中

で、データ自体の設計・相互変換・誤差軽減といった基礎・

理論について取り扱うセッションとなり、有用な議論の機会

になりました。 

 

 ハンズオンセッション（H-5）              

 Python を使って作業の効率化を図ろう！              

              オーガナイザー：土田 雅代   

  

 ハンズオンセッションでは、普段 GIS を使って解析や分析

は行っているが、Python 未経験の方を対象にしたハンズオン

を実施しました。まず、Python の概要をご紹介し、開発環境

/実行環境の案内、ArcGISに含まれるArcPyを紹介しました。

後半部分にて実際に受講者に ArcPy を使って使ってスクリプ

トを作成していただきました。 

 前半で学んだ知識を基に、汎用的に使えるジオプロセッシ

ングを自動処理する方法、ArcGIS Pro の UI から使う方法を

学びます。 なお、ここで出てくる ArcPy とは、Python スク

リプトから地理的データの解析、変換、管理などを実行する
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ための便利な関数およびクラスの集まり（パッケージされた

ツール群）を指します。参加者は、アカデミックをはじめ、

研究機関や民間企業など多岐に渡る方にご参加いただきまし

た。短時間で Python の概要とツール作成を学び、Python を

はじめて触る方でも関数やモジュールをパッケージ化された

ArcPy を使うことでプログラミングの知識があまりない方で

もサンプルコードを使ってマップやツールを作成し一連の処

理を習得しました。ArcPy を使って研究や業務に役立ってい

ただければ幸いです。 

 

 企画セッション（A-6）                 

 GeoAI で地理空間を超える GIS               

                オーガナイザー：厳 網林  

   

 IoT とビッグデータによって GIS はより速く、よりすばや

く、より高精度へ向かいます。中でも GeoAI は中心的な役割

を占めて、そこから従来の地理空間を越える GIS サービスが

生まれる。本セッションは 6 名のパネリストから GeoAI の概

念、標準化の動向、エンジン開発、社会応用からの側面から

話題提供を行い、議論を行いました。会場には 35 名の来場者

が見え、一緒に議論に参加し、活発なセッションとなりまし

た。冒頭では厳が IoT×GIS 分科会の設置趣旨、これまでの活

動を報告し本セッションの趣旨を説明しました。昨年度まで

は IoT に焦点をあわせて活動してきましたが、仮想空間と物

理空間を融合した未来空間社会には、仮想空間の深層に deep 

loop があり、そこに地理空間位置をキーとした AI のアルゴ

リズム、サービス、システムが必要であることを提起しまし

た。そして、最近、アリババが中国杭州で行っている City 

Brain の実例、中国政府が推進している雄安新区の設計と建

設の実例を上げ、仮想空間と物理空間を互いにミラリングし

たツインシティが現実に展開されており、GIS にとって新し

い発展のプラットフォームが生まれていることを強調しまし

た。金京淑（産業技術総合研究所）は GIS と AI を統合するた

めに概念定義、技術手法、データポリシーの統一を図る必要

があることを解説し、OGC において 2018 年に GeoAI 標準化部

会を立ち上げられました。その推進のためにユースケースの

開発が急務で、ユーザの多い GIS 学会からの参画が期待され

ています。林秋博（日本スーパマップ株式会社）はスーパー

マップに搭載されている AI エンジンの構成と機能を紹介い

ただきました。GIS の方向性といえば、 ABC でわかりやすく

まとめられました（A:AI、 B:Big Data、C: Cloud）。村上佳

史（アドソル日進株式会社）は情報システムの観点からエッ

ジ、フォグ、クラウドの３層構造で５G 時代の社会インフラ

管理 AI システムのあり方を話題にしました。森山聡之（福岡

工業大学）は集中豪雨による河川流出の観測結果と 40 年前の

斜面要素集合モデルとを照らし合わせ、両者の一致性を再確

認しました。つまり AI 学習アルゴリズムはどうであれ、その

源泉は科学研究論文にあり AI の威力の所在は両者の融合に

あると思われました。刑部好弘（日立製作所株式会社）はモ

バイルビッグデータから移動体の動線を再現する技術手法を

紹介しました。ビッグデータは粗い空間精度に丸めて提供さ

れることが多い。この技術を使えば、ビッグデータの移動方

向を推計することができ、応用範囲が一気に広がります。推

測の精度を高めるために GIS の空間条件、知識モデルが貢献

できます。このようにパネリストの話題は GeoAI の概念、標

準化、エンジン、システムアーキテクチャー、知識モデル、

高精度応用にわたって多様に展開されましたが、GeoAI のコ

アトピックをカバーしていました。来場者からも興味深い質

問がたくさん提示され，活発に議論が展開されました。これ

からの分科会の活動に有益な材料を提供することができまし

た。 

 

 Session D-6 歴史                       

                         司会：塚本 章宏    

   

 「歴史」セッションでは、歴史資料のデジタルアーカイブ

が進展している現状を反映した成果が報告されました。まず、

真鍋・中村論文では、歴史研究の論文で調査対象となったス

ペイン植民地帝国期における 130 点の文書についての 219 の

行為（作成・送付・受領・保管など）を WebMap に可視化して

います。また、これらを登録するためのデータベース構造を

検討し、インタラクティブな表現を可能にしました。青木他

論文では、GIS データベースとして整備された約 100 年前の

京都地籍図を活用して、GIS の空間分析機能によって明治末

期の大地主の所有土地を点分布分析しています。今村他論文

では、古地図のデジタル化アーカイブが様々な機関で公開さ

れている現状において、その公開・整備の方法を、1）位置情

報を利用しない古地図の閲覧サイト、2）位置情報を利用した

古地図の閲覧サイト、3）ジオリファレンスされた古地図の閲

覧サイト、の 3 種類に整理しています。この整理を踏まえて、

最終的には総合的な日本の古地図のポータルサイトの構築を

目指すことが示されました。片岡論文では、日本の近世期に

描かれた風景絵画の写実性を検証するべく、数値標高モデル

から生成した 3DCG 画像と現代地図、古地図を複合的に連動さ

せながら、視点場を推定したり、風景絵画と比較したりする

ことができるシステムの構築を報告するものでした。 

近年、歴史GISやデジタルヒューマニティーズといったICT

技術を活用して歴史資料を分析するアプローチが注目を集め

ており、古地図や歴史文書に含まれる歴史的な地理情報の整

備・公開が進められています。歴史的な地理情報を GIS で活

用するためには、過去の GIS データの整備やそれらを利用し

た空間分析の成果が蓄積されていく必要がありますが、この

セッションではそうした課題に意欲的に取り組んだ成果が多

く、今後の発展が期待されるものでした。 

 

 Session E-6 解析手法２                  

                   司会：中谷 友樹   

  

 本セッションでは、空間データの統計学的モデリングに関

する３編と GIS に関連する幾何学的モデリングに関する２編

の報告がなされました。石山・井上による「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境界の抽出」

では、域内相関の程度が異なる地理的領域の境界を検出する

新しい方法論が提案されました。小川ほか「不動産ポイント

データと機械学習を用いた建物の構造・築年代推定モデル」

は、防災研究に必要な構造・築年代の建物レベルでの推定精

度が議論され、築年代の推定に比べ構造については比較的良

好な推定精度が得られることが示されました。村上・Griffith

「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

因分析への応用」は、R-package である spmoran で適用可能
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ための便利な関数およびクラスの集まり（パッケージされた

ツール群）を指します。参加者は、アカデミックをはじめ、

研究機関や民間企業など多岐に渡る方にご参加いただきまし

た。短時間で Python の概要とツール作成を学び、Python を

はじめて触る方でも関数やモジュールをパッケージ化された

ArcPy を使うことでプログラミングの知識があまりない方で

もサンプルコードを使ってマップやツールを作成し一連の処

理を習得しました。ArcPy を使って研究や業務に役立ってい

ただければ幸いです。 

 

 企画セッション（A-6）                 

 GeoAI で地理空間を超える GIS               

                オーガナイザー：厳 網林  

   

 IoT とビッグデータによって GIS はより速く、よりすばや

く、より高精度へ向かいます。中でも GeoAI は中心的な役割

を占めて、そこから従来の地理空間を越える GIS サービスが

生まれる。本セッションは 6 名のパネリストから GeoAI の概

念、標準化の動向、エンジン開発、社会応用からの側面から

話題提供を行い、議論を行いました。会場には 35 名の来場者

が見え、一緒に議論に参加し、活発なセッションとなりまし

た。冒頭では厳が IoT×GIS 分科会の設置趣旨、これまでの活

動を報告し本セッションの趣旨を説明しました。昨年度まで

は IoT に焦点をあわせて活動してきましたが、仮想空間と物

理空間を融合した未来空間社会には、仮想空間の深層に deep 

loop があり、そこに地理空間位置をキーとした AI のアルゴ

リズム、サービス、システムが必要であることを提起しまし

た。そして、最近、アリババが中国杭州で行っている City 

Brain の実例、中国政府が推進している雄安新区の設計と建

設の実例を上げ、仮想空間と物理空間を互いにミラリングし

たツインシティが現実に展開されており、GIS にとって新し

い発展のプラットフォームが生まれていることを強調しまし

た。金京淑（産業技術総合研究所）は GIS と AI を統合するた

めに概念定義、技術手法、データポリシーの統一を図る必要

があることを解説し、OGC において 2018 年に GeoAI 標準化部

会を立ち上げられました。その推進のためにユースケースの

開発が急務で、ユーザの多い GIS 学会からの参画が期待され

ています。林秋博（日本スーパマップ株式会社）はスーパー

マップに搭載されている AI エンジンの構成と機能を紹介い

ただきました。GIS の方向性といえば、 ABC でわかりやすく

まとめられました（A:AI、 B:Big Data、C: Cloud）。村上佳

史（アドソル日進株式会社）は情報システムの観点からエッ

ジ、フォグ、クラウドの３層構造で５G 時代の社会インフラ

管理 AI システムのあり方を話題にしました。森山聡之（福岡

工業大学）は集中豪雨による河川流出の観測結果と 40 年前の

斜面要素集合モデルとを照らし合わせ、両者の一致性を再確

認しました。つまり AI 学習アルゴリズムはどうであれ、その

源泉は科学研究論文にあり AI の威力の所在は両者の融合に

あると思われました。刑部好弘（日立製作所株式会社）はモ

バイルビッグデータから移動体の動線を再現する技術手法を

紹介しました。ビッグデータは粗い空間精度に丸めて提供さ

れることが多い。この技術を使えば、ビッグデータの移動方

向を推計することができ、応用範囲が一気に広がります。推

測の精度を高めるために GIS の空間条件、知識モデルが貢献

できます。このようにパネリストの話題は GeoAI の概念、標

準化、エンジン、システムアーキテクチャー、知識モデル、

高精度応用にわたって多様に展開されましたが、GeoAI のコ

アトピックをカバーしていました。来場者からも興味深い質

問がたくさん提示され，活発に議論が展開されました。これ

からの分科会の活動に有益な材料を提供することができまし

た。 

 

 Session D-6 歴史                       

                         司会：塚本 章宏    

   

 「歴史」セッションでは、歴史資料のデジタルアーカイブ

が進展している現状を反映した成果が報告されました。まず、

真鍋・中村論文では、歴史研究の論文で調査対象となったス

ペイン植民地帝国期における 130 点の文書についての 219 の

行為（作成・送付・受領・保管など）を WebMap に可視化して

います。また、これらを登録するためのデータベース構造を

検討し、インタラクティブな表現を可能にしました。青木他

論文では、GIS データベースとして整備された約 100 年前の

京都地籍図を活用して、GIS の空間分析機能によって明治末

期の大地主の所有土地を点分布分析しています。今村他論文

では、古地図のデジタル化アーカイブが様々な機関で公開さ

れている現状において、その公開・整備の方法を、1）位置情

報を利用しない古地図の閲覧サイト、2）位置情報を利用した

古地図の閲覧サイト、3）ジオリファレンスされた古地図の閲

覧サイト、の 3 種類に整理しています。この整理を踏まえて、

最終的には総合的な日本の古地図のポータルサイトの構築を

目指すことが示されました。片岡論文では、日本の近世期に

描かれた風景絵画の写実性を検証するべく、数値標高モデル

から生成した 3DCG 画像と現代地図、古地図を複合的に連動さ

せながら、視点場を推定したり、風景絵画と比較したりする

ことができるシステムの構築を報告するものでした。 

近年、歴史GISやデジタルヒューマニティーズといったICT

技術を活用して歴史資料を分析するアプローチが注目を集め

ており、古地図や歴史文書に含まれる歴史的な地理情報の整

備・公開が進められています。歴史的な地理情報を GIS で活

用するためには、過去の GIS データの整備やそれらを利用し

た空間分析の成果が蓄積されていく必要がありますが、この

セッションではそうした課題に意欲的に取り組んだ成果が多

く、今後の発展が期待されるものでした。 

 

 Session E-6 解析手法２                  

                   司会：中谷 友樹   

  

 本セッションでは、空間データの統計学的モデリングに関

する３編と GIS に関連する幾何学的モデリングに関する２編

の報告がなされました。石山・井上による「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境界の抽出」

では、域内相関の程度が異なる地理的領域の境界を検出する

新しい方法論が提案されました。小川ほか「不動産ポイント

データと機械学習を用いた建物の構造・築年代推定モデル」

は、防災研究に必要な構造・築年代の建物レベルでの推定精

度が議論され、築年代の推定に比べ構造については比較的良

好な推定精度が得られることが示されました。村上・Griffith

「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

因分析への応用」は、R-package である spmoran で適用可能
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な混合効果を含む可変係数モデルの事例が解説されました。

杉原・村瀬「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次元建物モデルの自動生成」は建物の平面的

な形状を示す幾何情報から 3 次元の建物モデルを 3 次元モデ

リングソフトウェア中で自動生成するアルゴリズムを提案し、

佐藤・奥貫「オープン系ライブラリを用いた GIS で利用可能

な線分ボロノイ生成ツールの試作」は、計算上の困難さから

利用が限定的である線分ボロノイを、公開されているライブ

ラリ群から作成する事例を提示しました。いずれも今後の実

践的な利用が期待されます。会場からは、各手法が想定する

前提や目的、手法の実用可能性、解析手法が有用となりうる

状況の指摘等に関して活発な議論がなされました。 

 

 Session F-6 システム                      

                        司会：藤田 秀之      

   

 システムのセッションでは、4 件の発表と活発な議論が行

われました。 

 谷は、地図上に入力された任意の折れ線に対する地形断面

図を複数作成し、重ねて表示するウェブ上のサービスについ

て発表しました。地形の直感的な理解や、異なる地域やスケー

ルでの比較といった、地理教育上での利点が示されました。

断面図の共有や、多数の断面図による 3 次元的な地形表現等

が議論されました。 

 森田らは、大規模な製鉄所に敷設された鉄道軌道を対象と

する、保線管理エキスパートシステムの構築に向けた、総合

的なデータ分析システムについて発表しました。ガイドライ

ンの整備状況、機械学習の教師データ作成に向けた課題、現

場の暗黙知の活用等が議論されました。 

 瀬戸らは、3 次元インフラデータ連携のためのプラットフ

ォーム整備と可視化機能の開発に関して、特に、ウェブブラ

ウザ上で、多種多様な大規模空間データを、実用的な速度で

可視化するための技術的枠組みや、データ変換について発表

しました。表示詳細度の操作、データ前処理とその類型化、

編集環境との連携等が議論されました。 

 金杉らは、情報サービスの利用規約・プライバシーポリシー

の文章を蓄積するシステムを構築し、パーソナルデータの扱

い、特に利用される位置情報の時空間分解能に関する表記を

自動抽出して調査しました。規約の作成者、ユーザへの要約

提示の必要性、スマホアプリのデバイス利用権限との関連等

が議論されました。 

 

 ハンズオンセッション（H-6）              

 Insights for ArcGIS でデータ分析                       

              オーガナイザー：土田 雅代   

  

 クラウド GIS である ArcGIS Online のアプリケーションの

一つである ArcGIS Insights* を利用すると、非空間/空間

データを直感的な操作でデータを可視化し、空間分析を素早

く実行することが可能になります。 

 本セッションでは、会社の管理部門に所属しており、帰宅

困難となる従業員の確認を実施するものと仮定し従業員の居

住地と事業所の位置をマップに可視化しました。その後、帰

宅困難者となる従業員および人数、属性を把握するシナリオ

で操作体験していただきました。 

 参加者からは、Excel より簡単にグラフ化や関連性の表示

ができ新たな研究ツールとして利用できそうだと感じていた

だきました。 

*Insight for ArcGIS は、2019 年 10 月より ArcGIS Insights

に名称が変更になりました。 

 

 企画セッション（A-7）                 

 地図アーカイブの利活用と社会実践               

   オーガナイザー：岩崎 亘典・瀬戸 寿一・阿児 雄之  

   

 本セッションは、大学、図書館、博物館、研究機関等の組

織が所有する古地図、旧版地形図等について、古地図アーカ

イブの構築、公開、活用の推進について検討するために企画

しました。セッションでは、事例紹介として、東京国立博物

館・阿児氏、徳島大学付属図書館・佐々木氏/徳島大学名誉教

授・平井氏、大阪市立中央図書館・澤谷氏にそれぞれ事例紹

介をいただき、全体で議論を行う形で進めました。 

 様々な点について議論が行われましたが、まず、こうした

地図アーカイブのライセンスについては，オープンデータと

することで、より利用が進むだろうという点で共通の認識が

得られました。またこれは、各機関が独自に行うだけでなく、

国のオープンデータ・オープンサイエンスの流れに留意する

ことも重要だとの指摘もありました。また、アーカイブ作成

のための先進的事例として、徳島大学附属図書館によるクラ

ウドファンディングの事例の紹介があり、ライセンスの付与

や、貢献のあり方についても検討が必要であるとの議論があ

りました。 

しかし一方で、オープンデータにするのに適さない情報が

あることや、オープンデータとした場合に、アーカイブの使

用事例に関する情報収取が困難になるなどの、問題点も指摘

されました。そのためにも、公開元へのフィードバックや要

望を行うことも、利活用を進めるために重要だと考えられま

す。 

本セッションでは、図書館、博物館からのデータの公開に

ついて議論しましたが、今後は地理学、GIS の分野でもデジ

タルアーカイブの公開を進めることも求められていると思い

ました。また、現在公開されているアーカイブをどう活用す

るかは、GIS の分野が率先して取り組む課題の一つだと考え

られます。今後は、活用事例についての議論も深めていきた

いと考えます。 

 

 Session B-7 移動２                       

                         司会：小川 芳樹    

   

 本セッションでは移動に関して、4つの発表がありました。

「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

提案及びその検証」では日々の生活に欠かせない“移動”に

着目して、スマートウォッチから得られる位置情報をはじめ

とした多様な個人データから、個人にとって最適でより快適

な移動を QOL 指標で評価する取り組みが紹介されました。「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 

－Google Street View 画像を対象として」では、Google Street 

Viewからウォーカビリティ評価に関連するオブジェクトを機

械学習により自動的に抽出し、効率的なウォーカビリティ評

価する手法は大変示唆に富むものでした。「視覚・聴覚・振動
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感覚を活用した道迷いに よる山岳遭難の未然防止」はスマー

トフォンのアプリケーションと連動して登山における迷子を

防止するための人流をコントロールするための第一歩でしょ

う。「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 そ の１」はみなとみらいを対象

とした人流中心の CPS サイクルで超スマート都市エリアマネ

ジメントサービスを実現するプラットフォーム構想が紹介さ

れ、今後このような IoT や AI を活用したサービスが主流に

なっていくことでしょう。いずれの発表も我々、人間活動に

とって大変有益になる研究であり今後の発展が楽しみである。

また最後のセッションにもかかわらず会場からの質疑も多く

あり活発な議論がなされておりました。 

 

 Session D-7 居住２                       

                           司会：井上 亮    

   

 本セッションでは、５件の発表が行われ、会場から多くの

質問やコメントが寄せられ，活発な議論が行われました。 

前半 3 件は、途上国を対象とした、居住地・居住環境と所

得水準の関係を分析した発表でした。１件目の虎前・川崎論

文は、ニカラグア国マナグア市とミャンマー国ヤンゴン市に

おける JICA の世帯訪問調査データと、地理的・社会的要因と

の関係を分析しています。所得と居住地の標高の関係につい

ては、両市で正反対であることが示されました。２件目の奥

田・川崎論文は、深層学習を用いて建物が写った衛星写真か

ら各家計の収入水準を推定する検討を行っており、一定の推

定精度が得られることが示されました。３件目の下村・川崎

論文は、洪水常襲地域であるミャンマー国バゴー市を対象に、

洪水による居住地の浸水の有無と所得水準の関係を分析して

います。因果は明らかではないものの、貧困層が浸水範囲内

に居住していることが確認され、また、洪水が生活に影響を

与えたことが示されました。 

４件目の小西論文は、職業別従事者数割合と世帯人員別世

帯数割合の相関係数を、分析の集計空間単位の大きさを変え

て分析を行い，その傾向を分析しています。集計単位が大き

くなると、境界の設定によって分析結果の違いが大きくなる

ことが確認されました。 

５件目の田村論文は、日本の人口重心の移動の要因を、自

然変動と社会変動に分解し、それらの影響を考察しています。

時期により社会変動の寄与率は変動しているものの、すべて

の社会変動に占める東京圏への社会変動の寄与率は近年高い

水準を保っていることが示されました。 

 

 Session E-7 地域分類                  

                   司会：村上 大輔   

  

 セッション「地域分類」では４件の発表があり、２日目の

最後のセッションでしたが多くの方の参加がありました。２

件の発表は、SNS データを地域クラスタリングに応用しよう

という研究であり、既存データでは把握できなかった人々の

声やイメージに着目した興味深い報告でした。１件目では上

野における局所的なイメージや大域的なイメージを明らかと

しておりました。２件目は京都を対象としており、SNS デー

タから直感に整合する街区の分類結果を提示されておりまし

た。SNS データの研究はまだまだ発展途上であり、今後より

報告が増加するのではと感じました。３件目の発表は関東地

方全域を対象に土地利用変遷の類型化を行おうという研究で

した。詳細なメッシュ毎に発展・衰退を定量化しようという

ものであり、空洞化やスプロールといった地理的現象の解明

を行う上で重要な研究でした。同研究テーマは、今後の人口

減少下での都市の縮退を考える上で重要となると考えられま

す。最後の４件目の報告は交通流のパターンを評価・類型化

するための新たな統計量の開発を行うものであり、移動方向

に着目した新規性の高い方法を提案されていました。以上の

ように、本セッションでは多様な報告があり、一口に地域分

類と言っても様々なデータや切り口があることを思い知らさ

れました。 

 

 Session F-7 データ取得・生成                  

                         司会：厳 網林      

   

このセッションはボランタリーな地理空間情報の位置デー

タ（山下）、地上型レーザスキャナによる道路構造物の３Dデー

タ（西皐ら）を取得し、土砂移動シミュレーション３D 地形

モデルのデータ生成（村瀬ら）、ダイナミックマッピングに災

害対応カーナビのデータ生成（角本ら）、計４本の発表があり

ました。比較的単純な地理情報のポイントデータから、携帯

スキャナーの点群データ、３D モデリングによる地層内部の

データ、ダイナミックマッピングの高度な構造データまで、

データ取得の手法と生成・利用までのプロセスを垣間みるこ

とができました。結果として、１）都市部で OSM を中心とす

る VGI の整備が進んでいる一方、農村部においてその整備が

遅れていること、２）小型で携帯可能なレーザスキャナを用

いて構造物の撮影を行い、データを処理する際に様々な留意

点があること、３）内部構造を持つ 3 次元地形モデル効率よ

くを作成可能になったこと、４）ダイナミックマッピング方

式を用いればカーナビゲーションや自動運転のために端末に

時空間データベースを保存して最小限の変化データを同報配

信することによって即時的に変化を反映させることなど、最

新の研究成果を共有できました。最後に、今後の課題や様々

な場面での活用展開も議論しました。 

 

 ハンズオンセッション（H-7）              

 SfM 写真測量によるマッピング                   

             オーガナイザー：内山 庄一郎   

  

 本セッションは、2019 年度で 6 年目となりました。SfM

（Structure from motion）多視点ステレオ写真測量により、

撮影対象物の三次元モデルを作成することができます。そし

て、ドローンで撮影した垂直写真を SfM ソフトウェアで解析

すれば、地表面の三次元マッピングが可能になります。SfM

解析はソフトウェアの操作が比較的簡単であり、近年の無人

航空機の高性能化も相まって、研究者自らが地図を作成でき

る時代になりました。5 千分の 1 地形図と重ねる程度の精度

でよければ、専門知識はほとんど不要といってよく、驚くほ

ど簡単にオルソ画像が得られます。計測精度が必要な場合は、

内部標定要素と外部標定要素の精度を向上させる、様々な技

術知識と、工夫と、作業上の努力が必要になりますが、セン

チメートル級の精度を得ることも不可能ではありません。 

本セッションでは、座学と体験をとおして、SfM 写真測量
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感覚を活用した道迷いに よる山岳遭難の未然防止」はスマー

トフォンのアプリケーションと連動して登山における迷子を

防止するための人流をコントロールするための第一歩でしょ

う。「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 そ の１」はみなとみらいを対象

とした人流中心の CPS サイクルで超スマート都市エリアマネ

ジメントサービスを実現するプラットフォーム構想が紹介さ

れ、今後このような IoT や AI を活用したサービスが主流に

なっていくことでしょう。いずれの発表も我々、人間活動に

とって大変有益になる研究であり今後の発展が楽しみである。

また最後のセッションにもかかわらず会場からの質疑も多く

あり活発な議論がなされておりました。 

 

 Session D-7 居住２                       

                           司会：井上 亮    

   

 本セッションでは、５件の発表が行われ、会場から多くの

質問やコメントが寄せられ，活発な議論が行われました。 
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得水準の関係を分析した発表でした。１件目の虎前・川崎論

文は、ニカラグア国マナグア市とミャンマー国ヤンゴン市に
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ては、両市で正反対であることが示されました。２件目の奥
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 Session E-7 地域分類                  

                   司会：村上 大輔   

  

 セッション「地域分類」では４件の発表があり、２日目の
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ように、本セッションでは多様な報告があり、一口に地域分

類と言っても様々なデータや切り口があることを思い知らさ

れました。 

 

 Session F-7 データ取得・生成                  

                         司会：厳 網林      
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害対応カーナビのデータ生成（角本ら）、計４本の発表があり

ました。比較的単純な地理情報のポイントデータから、携帯

スキャナーの点群データ、３D モデリングによる地層内部の

データ、ダイナミックマッピングの高度な構造データまで、
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とができました。結果として、１）都市部で OSM を中心とす

る VGI の整備が進んでいる一方、農村部においてその整備が

遅れていること、２）小型で携帯可能なレーザスキャナを用

いて構造物の撮影を行い、データを処理する際に様々な留意

点があること、３）内部構造を持つ 3 次元地形モデル効率よ

くを作成可能になったこと、４）ダイナミックマッピング方

式を用いればカーナビゲーションや自動運転のために端末に

時空間データベースを保存して最小限の変化データを同報配

信することによって即時的に変化を反映させることなど、最

新の研究成果を共有できました。最後に、今後の課題や様々

な場面での活用展開も議論しました。 
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 SfM 写真測量によるマッピング                   
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 本セッションは、2019 年度で 6 年目となりました。SfM

（Structure from motion）多視点ステレオ写真測量により、

撮影対象物の三次元モデルを作成することができます。そし

て、ドローンで撮影した垂直写真を SfM ソフトウェアで解析

すれば、地表面の三次元マッピングが可能になります。SfM

解析はソフトウェアの操作が比較的簡単であり、近年の無人

航空機の高性能化も相まって、研究者自らが地図を作成でき

る時代になりました。5 千分の 1 地形図と重ねる程度の精度

でよければ、専門知識はほとんど不要といってよく、驚くほ

ど簡単にオルソ画像が得られます。計測精度が必要な場合は、

内部標定要素と外部標定要素の精度を向上させる、様々な技

術知識と、工夫と、作業上の努力が必要になりますが、セン
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の簡単さと難しさの両面に触れました。最初に SfM 写真測量

のワークフローと、撮影方法、撮影計画を座学で概観しまし

た。次に、手持ちのカメラで屋外の自然物を撮影し、参加者

の PC で三次元モデルの作成を行いました。本セッションでは、

SfM 写真測量を成功させるための秘訣について、技術的な根

拠とともにその内容を紹介しました。参加者からは、「単なる

ソフトの使い方の研修は他にもあるが、技術を理解するうえ

で、知りたいことが聞けて良かった」などの感想が出ていま

した。 

 

 
 
 
 選考報告                        

              学会賞委員会委員長 阪田 知彦  

 

本年度の学会賞は、従来の 5 部門に「実践部門」を加えた

6 部門で公募を行いました。応募された中から学会賞委員会

によって 7件を推薦し、理事会で承認されて決定しました。 

授賞式は10月19日の地理情報システム学会第28回大会の

懇親会内で執り行われ、受賞者には会長から賞状と副賞の盾

が贈呈されました。 

 

<<受賞者および受賞理由>> 

◆学術論文部門 井上 亮（東北大学） 

「理論と応用」に 4 編の論文（全て第 1 著者）をはじめ、

地理空間情報の解析理論に関する多数の論文が継続的に公表

されています。地理空間情報の視覚化手法のひとつであるカ

ルトグラムに関する新手法の提案や、不動産価格の時空間的

な予測への時空間 Kriging の適用、ネットワーク上の集積検

出や複数集積地域の同時検出を行う分析手法の開発と応用等、

多岐に渡る活動をされています。 

 

◆学術論文部門 関本 義秀（東京大学生産技術研究所） 

「GIS-理論と応用」に 8 編の論文（うち 4 編が第 1 著者）

をはじめ、多数の論文が継続的に公表されています。その分

野は、多方面にわたり、また基礎理論から応用までをくまな

くカバーされています。また、当学会に留まらず論文発表や

社会的意義の高い活動は、GIS の研究領域拡大への貢献が大

きく、また国際的にも高い評価を受けています。 

 

◆ソフトウェア・データ部門「My City Report」チーム（応

募者：前田 紘弥) 

「My City Report」は、車載スマートフォンカメラで撮影

した道路画像に対して損傷箇所にアノテーションを付与する

機能をもち、これらを集約して Road Damage Dataset を構築

しています。国内の 7 つの自治体の道路管理者と協働による

インフラ損傷検出・インフラ損傷の地理空間的な分析等の推

進に寄与した功績は大きく、また、構築したデータベースの

社会的貢献度は高く評価されました。 

 

◆実践部門 GIS 大縮尺空間データ官民共有化推進協議会支

援グループ（応募者：松村 一保） 

GIS 黎明期から大縮尺空間データ（１/500 レベル地形図

データ）を流通させ、大阪地区における空間基盤データの共

有化が有名ですが、このほかに小学生向け防災教育等の活発

な取組を行ってきていること等、GIS の単なるデータ整備に

留まらない幅広い実践的活動であり、模範性および継続性の

面で高く評価されました。 

 

◆実践部門 G 空間情報センター（応募者：石井 邦宙） 

Ｇ空間情報の流通支援、政府機関・自治体の保有情報の活

用、災害対応時の情報ハブ機能、Ｇ空間情報オープンリソー

スハブ、Ｇ空間情報の新たな価値創造など、これまでに取り

組んできた活動内容はどれも優れており、国際的に見ても先

進的な活動であることから、先進性や継続性の面で高い評価

でした。 

 

◆実践部門 マイクロジオデータ研究会（応募者：秋山 祐樹） 

産学官の研究者・データ保有者・データ利用者が、マイク

ロジオデータの利活用方法・開発・普及に関するアイディア

を持ち寄り、継続的に実施している研究会を通して醸成した

GIS 研究の啓発活動や JoRAS を通じたデータ提供も推進して

いるなど、先進性や継続性の面で高い評価でした。  

 

◆実践部門 豊野地区住民自治協議会（応募者：水野 博史） 

自治体からの情報に加え、地域住民の教訓や経験による情

報を GIS 上で統合し掲載することで、防災マップの質的向上

と住民参画意識の向上を図っている点が高く評価でき、市民

レベルで GIS の利用・普及に貢献している点、継続性や発展

性の面で高い評価でした。 

 

※なお、先般の台風 19 号により豊野地区も被害を受けられ、

受賞者からのご希望により、大会時の授与を見送ることにし

ました。後日調整の上、12 月 4 日付けで授与いたしました。 

 

多数のご応募を頂きましたことに深く感謝申し上げます。

今後とも、会員各位のご理解・ご協力と学会賞への積極的な

応募（自薦・他薦を問わず）をご検討いただければ幸いです。 

 

 学会賞学術論文部門受賞                 

                     井上 亮（東北大学）  

 

 この度は、学術論文部門の学会賞を賜り、大変光栄に存じ

ます。これまでの私の研究活動において、ご指導やご助言を

頂いた先生方、共に研究を行ってきた学生の皆様、また、活

動の場を創り上げていただいた本学会の皆様に対して感謝を

申し上げます。 

思い返すと、私が地理情報と関わりを持ったのは修士課程

の時でした。恩師である清水英範先生の下、堤盛人先生から

の指導も受け、空間計量経済学や空間統計学の勉強を始めた

のがきっかけでした。修士課程で取り組んだ研究はものにな

りませんでしたが、その後、博士課程で地理情報の可視化手

法の一つであるカルトグラムの作成手法開発に従事し、当時、

工学院大学で毎年開催されていた研究発表大会で発表したの

が、本学会との最初の関わりです。様々な学問的背景をお持

ちの先生方が集まる本学会の、学際的でリベラルな雰囲気に

心地よさを感じ、発表に対していただいたご意見や他のご発

表からいろいろな刺激を受けたことを記憶しております。 

その後、空間統計手法を活用した不動産価格の時空間分布

学会賞 
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の視覚的表現など、可視化研究に従事していましたが、近年

は、点事象が集積する領域の統計的検出手法の開発や、機械

学習手法の一つであるスパースモデリングを活用した地域分

析に取り組んでいます。一見、異なるテーマの研究に見える

かもしれませんが、「周囲と異なる性質を持つ特徴的な地域

を発見し、その特徴を明示する」ところに共通点があります。

これからますます、時間・空間の分解能がより高い地理空間

データが、大量に流通する時代。これらの豊富なデータを活

用した特徴ある地域の発見に、分析手法開発を中心に取り組

んでいきたいと考えております。 

今後とも、本学会の皆様からのご指導、ご鞭撻、ご協力を

得て、研究を発展させていきたいと考えております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

井上亮氏（右）と小口会長 

 

 学会賞学術論文部門受賞                 

          関本 義秀（東京大学生産技術研究所）  

 

 このたびは、学術論文部門での学会賞を頂き、どうもあり

がとうございました。関係の皆様には感謝申し上げます。私

の論文は一言で表すと、大規模な人流再現とデータ流通圏拡

大のための研究で、両者ともGISが発展する現在の方向の裾野

を広げてきた研究だと思っていますが、今回は紙面の都合も

あり、前者の大規模な人流再現について述べます。 

 大規模な人流再現については、2000年前半に博士時代の研

究として、人の時空間状態モデルとそれに対して影響を与え

るインパクトモデルと観測を行いデータを得る観測モデルの

3主体を標準化して表現するとともに（FEO (Feature/ 

Event/Observation)モデルと呼んだ）、それらのデータから

人々の流動を再現する事を提案したものであり、現在の大規

模GPSデータとマルコフモデルを用いた状態空間推定の前身

のようなものでしたが、2000年と2003年に「GIS-理論と応用」

で2本論文を発表させて頂きました。 

それらは当時のデータ取得限界や私自身のスキルのなさも

反映して大変小規模なものだったため、あまり実用的なもの

ではありませんでした。その後、国や地方自治体が行ってき

た大規模なパーソントリップ調査に焦点をあて、2000年代中

盤に時空間的な内挿技術の開発や詳細化（ダウンスケーリン

グ）、可視化等を行い、ビッグデータ時代直前の貴重な先行

取組となりました。これは、ユビキタスコンピューティング

の分野で著名な国際誌である‟IEEE Pervasive Computing”の

2011年の‟Large-scale Opportunistic Sensing”特集でアメ

リカ以外の研究グループでは唯一、掲載された論文‟PFLOW: 

Reconstruction of people flow recycling large-scale 

social survey data”であり、東京大学空間情報科学研究セ

ンターの「人の流れプロジェクト」における人の流れデータ

セットとして、海外を含む24都市圏、のべ450万人分を、2008

年から10年以上にわたり、公共に資する利用者に対して数百

件の共同研究を通じ無償で提供し、全国の研究者を支えてき

ました。 

 その後、2010年代に入ると、上記の活動をもとに、欧米で

萌芽的に始まりつつあった携帯電話データの研究を参考に、

日本の様々な通信会社と共同研究を進め、GPSデータや基地局

利用データ（CDRデータ）等を活用した人々の流動に関する処

理手法や詳細な分析の研究を行い、ビッグデータ時代の先鞭

の一つとなりました。これらはとくに手法論として、深層学

習や遷移学習等、様々な機械学習を用いて、限られたデータ

から交通手段や数時間先などの人流分布を予測するものや、

時々刻々と断片的に入ってくる観測データとエージェントシ

ミュレーションモデルに対してデータ同化手法を用いて推定

した研究について、情報処理系のトップカンファレンスのな

どで発表を行ってきました。これらは2011年の東日本大震災

後の2012年に公開した「携帯電話のGPSデータを用いた東日本

大震災時の首都圏における人々の流動状況」の動画を通じ、

社会的にもインパクトを与え、日本の民間企業もビジネス

ベースでの大規模な位置情報活用が始まったと言えるだろう

と思います。 

関本義秀氏（右）と小口会長 

 

 学会賞ソフトウェア・データ部門受賞             

               「My City Report」チーム  

 

 我々「My City Report」チームは、この度、地理情報シス

テム学会・2019年度「ソフトウェア・データ部門」学会賞を

受賞いたしました。このような賞を賜りましたこと心から御

礼申し上げます。 

 「My City Report」チームは、人間都市空間情報を専門と

する東京大学生産技術研究所関本研究室において、特にイン

フラの簡易な点検手法の開発に特化したチームです。 

 受賞いたしましたRoad Damage Datasetは、車載スマートフ

ォンカメラで撮影した道路画像に対して、日本道路協会「舗

装の維持修繕ガイドブック2013」に基づき、損傷箇所にアノ

テーションを付与したものです。本データセットは、GitHub

上で深層学習による道路損傷検出のためのPythonプログラム
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の視覚的表現など、可視化研究に従事していましたが、近年

は、点事象が集積する領域の統計的検出手法の開発や、機械

学習手法の一つであるスパースモデリングを活用した地域分

析に取り組んでいます。一見、異なるテーマの研究に見える

かもしれませんが、「周囲と異なる性質を持つ特徴的な地域

を発見し、その特徴を明示する」ところに共通点があります。

これからますます、時間・空間の分解能がより高い地理空間

データが、大量に流通する時代。これらの豊富なデータを活

用した特徴ある地域の発見に、分析手法開発を中心に取り組

んでいきたいと考えております。 

今後とも、本学会の皆様からのご指導、ご鞭撻、ご協力を

得て、研究を発展させていきたいと考えております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

井上亮氏（右）と小口会長 

 

 学会賞学術論文部門受賞                 

          関本 義秀（東京大学生産技術研究所）  

 

 このたびは、学術論文部門での学会賞を頂き、どうもあり

がとうございました。関係の皆様には感謝申し上げます。私

の論文は一言で表すと、大規模な人流再現とデータ流通圏拡

大のための研究で、両者ともGISが発展する現在の方向の裾野

を広げてきた研究だと思っていますが、今回は紙面の都合も

あり、前者の大規模な人流再現について述べます。 

 大規模な人流再現については、2000年前半に博士時代の研

究として、人の時空間状態モデルとそれに対して影響を与え

るインパクトモデルと観測を行いデータを得る観測モデルの

3主体を標準化して表現するとともに（FEO (Feature/ 

Event/Observation)モデルと呼んだ）、それらのデータから

人々の流動を再現する事を提案したものであり、現在の大規

模GPSデータとマルコフモデルを用いた状態空間推定の前身

のようなものでしたが、2000年と2003年に「GIS-理論と応用」

で2本論文を発表させて頂きました。 

それらは当時のデータ取得限界や私自身のスキルのなさも

反映して大変小規模なものだったため、あまり実用的なもの

ではありませんでした。その後、国や地方自治体が行ってき

た大規模なパーソントリップ調査に焦点をあて、2000年代中

盤に時空間的な内挿技術の開発や詳細化（ダウンスケーリン

グ）、可視化等を行い、ビッグデータ時代直前の貴重な先行

取組となりました。これは、ユビキタスコンピューティング

の分野で著名な国際誌である‟IEEE Pervasive Computing”の

2011年の‟Large-scale Opportunistic Sensing”特集でアメ

リカ以外の研究グループでは唯一、掲載された論文‟PFLOW: 

Reconstruction of people flow recycling large-scale 

social survey data”であり、東京大学空間情報科学研究セ

ンターの「人の流れプロジェクト」における人の流れデータ

セットとして、海外を含む24都市圏、のべ450万人分を、2008

年から10年以上にわたり、公共に資する利用者に対して数百

件の共同研究を通じ無償で提供し、全国の研究者を支えてき

ました。 

 その後、2010年代に入ると、上記の活動をもとに、欧米で

萌芽的に始まりつつあった携帯電話データの研究を参考に、

日本の様々な通信会社と共同研究を進め、GPSデータや基地局

利用データ（CDRデータ）等を活用した人々の流動に関する処

理手法や詳細な分析の研究を行い、ビッグデータ時代の先鞭

の一つとなりました。これらはとくに手法論として、深層学

習や遷移学習等、様々な機械学習を用いて、限られたデータ

から交通手段や数時間先などの人流分布を予測するものや、

時々刻々と断片的に入ってくる観測データとエージェントシ

ミュレーションモデルに対してデータ同化手法を用いて推定

した研究について、情報処理系のトップカンファレンスのな

どで発表を行ってきました。これらは2011年の東日本大震災

後の2012年に公開した「携帯電話のGPSデータを用いた東日本

大震災時の首都圏における人々の流動状況」の動画を通じ、

社会的にもインパクトを与え、日本の民間企業もビジネス

ベースでの大規模な位置情報活用が始まったと言えるだろう

と思います。 

関本義秀氏（右）と小口会長 

 

 学会賞ソフトウェア・データ部門受賞             

               「My City Report」チーム  

 

 我々「My City Report」チームは、この度、地理情報シス

テム学会・2019年度「ソフトウェア・データ部門」学会賞を

受賞いたしました。このような賞を賜りましたこと心から御

礼申し上げます。 

 「My City Report」チームは、人間都市空間情報を専門と

する東京大学生産技術研究所関本研究室において、特にイン

フラの簡易な点検手法の開発に特化したチームです。 

 受賞いたしましたRoad Damage Datasetは、車載スマートフ

ォンカメラで撮影した道路画像に対して、日本道路協会「舗

装の維持修繕ガイドブック2013」に基づき、損傷箇所にアノ

テーションを付与したものです。本データセットは、GitHub

上で深層学習による道路損傷検出のためのPythonプログラム
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とともに一般公開されています（Road Damage Dataset: 

https://github.com/sekilab/RoadDamageDetector）。 

 本データセットは、世界初の道路損傷に特化した大規模

データセットです。従来、道路損傷の検出に関する学術研究

では、各研究グループが独自に作成したデータセットを用い

て、それぞれの提案手法を検証していたために、手法間の比

較が難しいという状況がありました。本データセットは、こ

の課題を解決するもので、現在、各手法を比較可能なベンチ

マークとして活用されており、当該分野の裾野を広げること

に貢献しています。 

 データセットの作成にあたり、国内の7つの自治体（市原市、

千葉市、墨田区、長久手市、足立区、室蘭市、長久手市）の

道路管理者と協働し、2017年9月に、それぞれの自治体の管轄

道路を総計1,500km走行し、1,634,664枚の道路画像を収集し

ました。本データセットは、積雪のある地域（室蘭市）、都

市部（足立区、墨田区等）、沿岸地域（沼津市）などの多様

な地域の道路損傷画像を含んでいます。 

 道路の損傷部に付与したアノテーションは、画像処理の分

野で広く一般に利用されているPASCAL VOCデータセットと同

様の形式となっています。そのため、研究者や自治体管理者

等が容易に利用することができます。また、個々の損傷画像

のファイル名から自治体名、撮影時刻を取得することができ

ます。もちろん、プライバシーにも配慮しており、車のナン

バープレートや人の顔が写り込んでいる場合は、モザイク処

理を実施しています。 

 これを機に、ますますRoad Damage Datasetと道路損傷検出

アルゴリズムの充実研鑽に力を注いでまいります。今後とも

何卒よろしくお願いいたします。 

前田紘弥氏（右）と小口会長 

 

 学会賞実践部門受賞                   

 GIS 大縮尺空間データ官民共有化推進協議会支援グループ  

 

 このたびは、栄誉ある学会賞（実践部門）を頂戴し、GIS

大縮尺空間データ官民共有化推進協議会(以下、官民協議会) 

支援グループのメンバー一同大変光栄に感じております。ま

た、官民協議会及び支援グループの活動に様々なご指導やご

助言をいただいています研究者の皆様に心から感謝申し上げ

ます。 

官民協議会は2002年、大阪府内自治体の道路管理者とライ

フライン事業者により設立され、「空間基盤の整備と更新」

と「コンテンツの整備と流通」を柱として活動してきました。

支援グループは、官民協議会の活動を支えてきた、自治体や

支援企業のメンバーが、その部署を離れても、蓄積した知見

を活かした活動を行うために、2008年10月に官民協議会の技

術支援と啓発活動を行うための組織として位置づけられ、ボ

ランティアとして活動しています。 

現在、支援グループでは、基盤地図情報が整備されたこと

を活かし、個別自治体では実現できない、複数の行政や企業

の枠を超えた業務の効率化を目指して、オープンソースと基

盤地図情報・地理院地図によるGISプラットフォームを構築し

各種システムの開発に取り組んでいます。 

現在提供している主なシステムの紹介：(詳細は、

https://www.gisnet.jp/portal/) 

道路工事調整会議システム（2009年～）は、道路に埋設さ

れたライフラインの工事を調整するためのシステムです。現

在18の道路管理者で、府外の組織を含む78の組織で約3000件/

年の大規模な工事計画の調整がシステムを利用して行われて

います。 

埋設物調査システム（2017年～）は、工事の安全性確保の

ための埋設物調査を安価なASP事業として実現させました。紙

調査書の持ち回りから、インターネットによる協議により、

調査と協議への移動時間・人的負担を軽減し、阪南市と豊中

市が利用しています。 

地域防災マップ作成支援システム（2014年～）は、街歩き

による危険箇所や自らの避難路を登録し、土砂災害・津波浸

水想・洪水浸水想定等区域や避難所等を重ねて表示できる防

災マップ作りを支援する参加型のGISシステムです。地域の防

災マップ作りや小学校での防災教育で利用しています。2014

年度からこれまでに8校、350名以上で利用されています。 

災害情報共有システム（2015年～）は、大阪府岸和田土木

事務所のメンバーとのGISを活用した災害情報の共有方法の

検討から生まれたシステムで、2015年9月の岸和田土木での防

災訓練以来、大阪府都市整備部の防災訓練や、CIVIL3(大阪府

測量設計業協会、滋賀県測量設計技術協会、建設コンサルタ

ンツ協会近畿支部、関西地質調査業協会)が、毎年の災害訓練

(過去4回)において利用しています。 

松村一保氏（右）と小口会長 

 

 学会賞実践部門受賞                   

                                   G 空間情報センター   

 

 このたびは、「G空間情報センター」における国・自治体・
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民間の保有する地理空間情報の円滑な流通・提供の取り組み

に関して、学会賞実践部門受賞の栄誉を賜り、まことにあり

がとうございます。G空間情報センターの設立、運営、利用に

ご協力いただいたすべての皆様に感謝いたします。 

「G空間情報センター」は、2016年11月に運用を開始し、今

年で丸3年となりました。国、自治体、大学、民間事業者等の

各データ保有者様のご協力のおかげで、2019年11月現在で、

登録データセット数4,886データセット（ファイル数37,807）、

登録組織数177となりました。また、利用者数も順調に増加し

ており、登録ユーザ数6562人、2019年10月の訪問者数は延べ

28,412となり、G空間情報の流通ハブとして、活用いただける

ようになったと思います。 

一方で、高い有用性があるにもかかわらず、様々な制約等

によりそのままでは公開はおろか利用もできないデータが存

在していることも認識しています。その解決の一つとして、

都市計画基礎調査成果の公開に取り組み、国・自治体等によ

る検討会を設立し検討を行い、山形県（16市町）、兵庫県（30

市町）、愛知県（20市町）、熊本県（17市町）、横浜市、名

古屋市、広島市の成果の公開の実現に至りました。このよう

なデータの流通の実現には時間がかかりますが、国や自治

体・住民等に裨益する価値の高いG空間情報が流通できるよう、

この受賞を糧に、今後も取り組んでいきたいと思います。 

G空間情報センターでは、G空間情報の流通支援のほか、災

害時対応の情報ハブとしての活動、G空間情報の利活用普及活

動・新たな解析技術や利活用方法の開発・新たなデータ開発

などを実施しています。G空間情報の提供、利用、利活用方法

等のノウハウのご提供など、これらの活動を継続するうえで、

皆様のご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

石井邦宙氏（右）と小口会長 

 

 学会賞実践部門受賞                   

                            マイクロジオデータ研究会  

 

 この度、第28回地理情報システム学会賞（実践部門）を受

賞しましたのでご報告いたします。これまでの「マイクロジ

オデータ研究会」の活動内容が総体的に評価されたことで受

賞に繋がりました。学会長の小口高先生をはじめ、本賞の審

査に関わられた地理情報システム学会の皆様には深くお礼申

し上げます。またこれまでマイクロジオデータ研究会の活動

に携わって下さった数多くの皆様にもお礼申し上げます。 

 マイクロジオデータ研究会は産学官の研究者・データ保有

者・データ利用者で、マイクロジオデータ（MGD）の利活用方

法・開発・普及に関するアイディアを持ち寄り、それらを共

有する場として2011年8月に発足した研究会です。本研究会が

発足した当時は「ビッグデータ」というワードが世の中を騒

がせ始めた頃で、またビッグデータを含む様々な地理空間情

報を活用した新しい研究やビジネスが芽吹き始めた時期でも

ありました。そのような情勢を受け、本研究会は発足後の5

年間（2011年～2016年）はMGDという概念のアウトリーチと、

MGDを活用した研究の情報共有および研究の推進が活動の中

心でした。そして近年（2017年～）ではそうしたフェーズは

一段落し、今度はMGDを具体的な社会的課題の解決に活用し、

研究成果の社会実装を通して社会貢献に繋げていく活動にシ

フトしつつあります。そうした中での本賞の受賞は、本研究

会にとって大変大きな励みとなりました。 

 なお今回の受賞は研究会にとっては1つの通過点だと考え

ています。今後も研究会の活動を継続・発展させつつ、特に

国や日本各地の自治体が抱えている地域課題を、様々なMGD

と自治体が持っている情報・データを組み合わせることで、

具体的な解決に導けるような研究・活動を展開していきたい

と考えています。これからもマイクロジオデータ研究会をよ

ろしくお願い申し上げます． 

 マイクロジオデータ研究会：http://microgeodata.jp/ 

秋山祐樹氏（右）と小口会長 

 

 学会賞実践部門受賞                   

                 豊野地区住民自治協議会  

 

 このたびは学会賞受賞の栄誉にあずかり大変光栄に存じま

す。受賞決定の連絡を受けて関係者一同とても喜んでおりま

した。ところが、台風19号による深夜から未明にかけての洪

水によって、長野市豊野地区は甚大な被害を受けてしまいま

した。このような時期に表彰を受けるのは適切さを欠くとの

判断から、学会事務局を通じて学会賞委員会にご相談申し上

げ、受賞時期を延期していただきました。特段のご配慮を賜

り、あらためて御礼申し上げます。 

豊野地区は過去にも大きな浸水被害に度々見舞われてきま

した。そのため防災に対する住民意識は高く、今回の洪水に

際しても早期避難と救助によって人的被害が出ずにすみまし

た。「配るだけでは終わらせない！」を合言葉に住民自ら作

り上げたハザードマップが実際の避難にどれだけ役立ったの

か、今後検証していきたいと思います。 
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昨年の西日本を中心とした豪雨災害をきっかけに、早期避

難への動機付けの問題がクローズアップされるようになりま

した。今回の台風被害では、ハード的な防災対策の限界も指

摘され始めています。地元新聞によると、想定最大規模降雨

（1000年に1度の発生確率）にもとづく浸水想定区域と今回の

浸水範囲は概ね等しかったようです。近未来の予測すら困難

さが増す状況において、GISを活用した住民参加型かつデザイ

ン思考の防災マップづくりは、有効な解決策のひとつになる

と思います。 

地域課題にGISを適用していく上で最大の課題は、「ほと

んどの人がGISを知らないこと」です。オープンなGISの登場

やオープンデータの普及啓発によって、費用や技術のハード

ルは低くなってきたものの、地域住民から見てGISはいまだ未

知なるものです。地図といえばグーグルマップが連想される

ように、地域課題といえばGISが想起されるくらい活用が広ま

ることを願って、受賞報告とさせていただきます。素敵な機

会をありがとうございました。 

水野博史氏（左）と小口会長 

 

 

 

 

 

 大会優秀賞選考報告                   

               学会賞委員会委員長 阪田 知彦   

 

大会優秀発表賞は、学生の研究発表を奨励し、発表の質の

向上を図るために 2005 年に設けられました。今年度は、27

件の発表に対して選考の上、以下の 6名が受賞されました。 

セッション順/敬称略（所属）「論題」 

楊 少鋒（東大） 

「マルチエージェント深層強化学習を用いた大規模都市

型水害後における企業の行動制御」 

竹内 友菜（東工大） 

「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」 

工藤 遼（東工大） 

「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」 

久壽米木 瞳子（東工大） 

「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」 

吉行 菜津美（東工大） 

「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」 

小坪 将輝（東北大） 

「放射モデルの予測精度の検討: アメリカ合衆国におけ

る追試研究」 

 

 受賞された皆様、本当におめでとうございます。 

また、審査を行っていただきました各セッションの司会者

ならびに審査員の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 ポスターセッション賞選考報告              

               学会賞委員会委員長 阪田 知彦   

 

ポスターセッション賞は、ポスターセッションの活性化を

図るために、2012 年度に設けられました。今年度は、65 件の

発表があり、参加者の投票により、次の 11 件が受賞されまし

た。 

 

ポスター番号順/敬称略（代表者所属）「ポスタータイトル」 

金子 修史（東大）・對間 昌宏・貞広 幸雄 

「サッカーにおけるフォーメーションに関する分析」 

内藤 奏（電通大）・山本 佳世子・渡邉 亜沙 

「離島を対象とした観光支援 Web ポータルサイトの構築」 

加藤 雄大（電通大）・山本 佳世子 

「来訪頻度に着目した観光スポット推薦システムの構築」 

根元 裕樹（目白大）・夏目 宗幸 

「Leaflet を用いた WebGIS 作成システムの開発」 

山本 裕稀（東大）・貞広 幸雄 

「地方選挙における地域住民の投票行動」 

岸本 まき（東工大）・大佛 俊泰 

「大地震発生時における災害拠点病院へのアクセシビリ

ティからみた脆弱な沿道区域の抽出方法」 

谷 洸一郎（電通大）・山本 佳世子 

「遺伝的アルゴリズムを用いた水災害下の避難経路探索

法」 

大会優秀発表賞 

ポスターセッション賞 
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田中 耕市（茨城大） 

「南海トラフ巨大地震を想定した四国地方におけるプッ

シュ型救援物資輸送シミュレーション」 

佐々木 謙人（沼津高専）・山路 倍弘・橋本 敬之・北本 朝展・

鈴木 静男 

「伊豆地域における古文書のディープラーニングを用い

た文字認識の予備的調査」 

青木 和人（あおき地理情報システム研究所）・矢野 桂司・ 

武田 幸司 

「京都地籍図データベースを用いた明治末期土地所有者

の点分布分析」 

塚本 章宏（徳島大） 

「近世出版図に描かれた三都の構図の比較分析」 

 

受賞された皆様、本当におめでとうございます。 

また、投票いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会の様子 
 

 

 

 

 

 

懇親会で披露された 

阿波踊りの様子 

 

 

 

 

 

 

 
閉会式の様子 

 

 

 

■ にいがたGIS協議会 第12回特別講演セミナー（共催） 

主催：にいがたGIS協議会 

日時：2020年1月16日（木） 

会場：ホテル日航新潟（新潟県） 

詳しくは…

http://www.niigatagis.com/dl_file/20200116.pdf 

 

■ JpGU - AGU Joint Meeting 2020 

会期：2020年5月24日（日）～28日（木） 

会場：幕張メッセ（千葉県） 

詳しくは… http://www.jpgu.org/meeting_j2020/ 

 

■ 2020年IAG'iシンポジウム 

会期：2020年6月21日（日）～24日（水） 

※ICEO&SI 2020 International Conference on Earth 

Observations and Societal Impacts内で開催 

（IAG'iシンポジウム日は未定） 

会場：国立中央大学（台湾・桃園市https://www.ncu.edu.tw/） 

詳細が発表され次第、学会webでご案内いたします。 

なお、若手海外派遣スカラシップ制度が適用されます。優

れた発表を行った学生会員1人につき3万円を支給します（上

位3名まで）ので、是非、参加をご検討ください。 

 

 

 

 

■ 事務局休室のお知らせ 

年内の事務局業務は、12 月 27 日（金）正午までです。 

年明けは、1月 6日（月）午前 10 時から通常業務となりま

す。 

みなさま、良いお年をお迎えください。 

 

■ 会員登録変更・退会等について 

 現在の会員登録の状況は、学会ホームページの会員専用

ページから、ご自分で確認・変更することが出来ます。 

https://www.gisa-japan.org/member/login.php 

なお、退会を希望される場合は確認事項がありますので、

まずは事務局までご連絡ください。年度は毎年、4 月 1 日か

ら翌年 3月末日までです。今年度一杯で退会希望の方は、2020

年 3 月末日までに手続き完了が必要です。（2020 年 4 月 1 日

から、新年度の学会費が発生します） 

また、学生会員は 2020 年度（4月 1日以降）に入りました

ら、学生証のコピーの提出が必要です。次号で詳しくご案内

します。 

 

■ メールニュース受信についてのお願い 

BCC または配信先が多数のメールを受信できない設定の企業

等団体の方で、学会メール 

ニュースをお読みになりたい方は、個人のメールアドレス

を事務局までお知らせください。また、アドレスが変更になっ

た場合は、変更届の提出をお願いいたします。 

  https://www.gisa-japan.org/member/login.php 

【学会後援行事等のお知らせ】 

【学会からのお知らせ】 
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■ メールニュースへの掲載ご希望の方へ 

学会では個人会員を対象に、メールニュースを配信してい

ます。 

内容は学会からのお知らせ、関連イベント、公募情報が主

ですが、こちらに掲載をご希望の方は、以下の「お送りいた

だく情報」をご参照の上、事務局までお申し込み下さい。 

（ホームページ上でもご案内しております。 

http://www.gisa-japan.org/news/request.html?id=02 ） 

 なお、ニュースの配信は、毎月第 2・第 4 金曜日を目安に

しています。 

＜お送りいただく情報＞ 

イベントの場合 

・イベント名 ・URL ・日時（年は西暦/時間は 24 時間表記） 

・会場名 ・主催 

お知らせの場合 

・タイトル ・URL ・内容は 200 文字程度 

公募の場合 

公募情報の依頼が出来るのは、賛助会員と教育関係の方だけ

です。 

・タイトル ・概要、分野 ・機関名 ・所属 

・職名 ・URL（詳細情報） 

 

■ 会議の場所をご提供します 

分科会（SIG）、委員会、支部など、学会活動に関すること

で会議をしたいが場所が無い…という方は、事務局までお申

し出ください。事務局が入居している学会センタービルの地

下に、貸会議室があります。予約制ですので、お早目にお問

い合わせください。 

料金：無料 

時間：月曜日から金曜日の 10：00～17：00 

注意：インターネットのご利用は出来ません 

 

 

 

 

 

 定款第 16 条に従い、代議員選挙管理規程に沿って次期代議

員選挙が行われました。 

 募集の案内はニューズレター111 号、web ページ、メールニ

ュースによってなされました。選挙権、被選挙権はともに正

会員のみが有しています。立候補は 10 月 10 日から 31 日まで

受け付けられ、43 名の立候補がありました。候補者が 50 名

以下であったため、代議員選挙管理規程第 5 条による信任投

票が行われました。 

投票は 11 月 5 日から 11 月 22 日までの間、郵送によって行

われ、12 月 3 日に寺木彰浩選挙管理人のもとに開票作業が行

われました。信任された次期代議員 43 名は以下の通りです。 

なお、任期は来年 2020 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日

までです。代議員は、会員のみなさまの意思決定機関である

社員総会を構成します。 

 

有権者数  995 人（2019 年 10 月 31 日現在の正会員数） 

投票総数  284 票 

有効投票数 284 票 

 

代議員名簿（敬称略/50 音順） 

青木和人(あおき地理情報システム研究所) 

相尚寿(東京大学)/浅野和仁(朝日航洋株式会社) 

石橋生(桐蔭学園高校･東京大学) 

伊藤史子(首都大学東京)/井上亮(東北大学) 

薄井宏行(東京大学)/大塚孝治(国土地理院) 

大伴真吾(朝日航洋株式会社)/大場亨(市川市市民部) 

沖拓弥(東京工業大学)/小口高(東京大学) 

奥貫圭一(名古屋大学)/大佛俊泰(東京工業大学) 

川瀬正樹(広島修道大学)/河端瑞貴(慶應義塾大学) 

桐村喬(皇學館大学) 

草野邦明(統計情報研究開発センター) 

窪田諭(関西大学)/熊谷樹一郎(摂南大学) 

厳網林(慶應義塾大学)/阪田知彦(建築研究所) 

貞広幸雄(東京大学)/佐藤俊明(株式会社パスコ) 

関根智子(日本大学)/関本義秀(東京大学) 

田中一成(大阪工業大学)/玉川英則(首都大学東京) 

塚本章宏(徳島大学)/土田雅代(ESRI ジャパン株式会社) 

中谷友樹(東北大学)/畑山満則(京都大学) 

増山篤(弘前大学)/三谷泰浩(九州大学) 

三好達也(株式会社ドーコン)/矢野桂司(立命館大学) 

山下潤(九州大学)/山田育穂(東京大学) 

山本佳世子(電気通信大学)/吉川 耕司(大阪産業大学) 

吉川眞(大阪工業大学)/米島万有子(熊本大学) 

和田陽一(国際航業株式会社) 

 

また次期代議員の選出に伴い、引き続き理事の選挙に入り

ました。この理事選挙は定款第 23 条に従ったもので、選挙権、

被選挙権は代議員（一般社団法人地理情報システム学会社員）

が有します。公募期間は 12 月 10 日から 2020 年 1 月 10 日、

投票期間は 2020 年 1月 15 日から 2月 10 日です。任期は 2020

年 5 月開催予定の社員総会後から、2022 年 5 月開催予定の社

員総会までです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代議員紹介】 

■ お詫びと訂正 

 

 『講演論文集 VOL.28』の E-1-1「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）について、 

リンクのミスがありました。関係者各位にお詫び申し上げ

ます。 

 

 当該論文は、下記でご覧いただけます。 

 http://www.gisa-japan.org/file/GISA2019_50_.pdf 
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2019 年 11 月末現在の個人会員 1,090 名， 賛助会員 53 社 

賛助会員 

アクリーグ㈱，朝日航洋㈱，アジア航測㈱，アドソル日進㈱，いであ㈱，㈱インフォマティクス，ESRIジャパン㈱，NTTタウンページ㈱，愛媛県土地家屋調
査士会，応用技術㈱，大阪土地家屋調査士会，㈱かんこう，関東甲信越東海GIS技術研究会，㈶岐阜県建設研究センター，九州GIS技術研究会，近畿北陸G空
間情報技術研究会，㈱こうそく，国際航業㈱，国土情報開発㈱，㈱古今書院，GIS 総合研究所いばらき，ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱，㈱ジオテクノ関
西，㈱昭文社，㈱ゼンリン，㈱ゼンリンジオインテリジェンス，㈱谷澤総合鑑定所， 
玉野総合コンサルタント㈱，中四国GIS技術研究会，デジタル北海道研究会，東北GIS技術研究会，㈱ドーン，長野県GIS協会， 
にいがたGIS協議会，日本情報経済社会推進協会，日本スーパーマップ㈱，㈶日本測量調査技術協会，㈶日本地図センター， 
パシフィックコンサルタンツ㈱，㈱パスコ，阪神高速技研㈱，東日本総合計画㈱，北海道GIS技術研究会，㈱マップクエスト， 
㈱松本コンサルタント，三菱電機㈱，三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱，㈶リモート･センシング技術センター 
自治体会員：経済産業省特許庁，総務省統計局統計研修所，（独）統計センター，長野県環境保全研究所，福岡県直方市 
学会分科会連絡先一覧 
●自治体：小泉和久（千葉県浦安市） 

事務局：青木和人（あおきgis研究所） 
Tel：050-5850-3290 
E-mail：kazu013057@gmail.com 

●ビジネス：高阪宏行（地理情報技術研究所） 
  Tel：03-5379-5601 

E-mail：kohsaka@npo-giti.com 
●防災GIS：畑山満則（京都大学防災研究所） 
  Tel：0774-38-4333 

E-mail：hatayama@imdr.dpri.kyoto-u.ac.jp 
●時空間GIS：吉川耕司（大阪産業大学） 
 Tel：072-875-3001 
E-mail：yoshikaw@due.osaka-sandai.ac.jp 

●地図・空間表現：若林芳樹（首都大学東京）
 Tel：042-677-2601 
E-mail：wakaba@tmu.ac.jp 

●FOSS4G：Venkatesh Raghavan（大阪市立大学） 
連絡先：嘉山陽一（朝日航洋㈱） 
Tel ：049-244-4032 
E-mail:youichi-kayama@aeroasahi.co.jp 

●若手分科会：相尚寿（東京大学） 
 Tel：04-7136-4302 
 E-mail：hisaai@csis.u-tokyo.ac.jp 

●IoTとGIS：厳網林（慶應義塾大学） 
  Tel：0466-49-3453 
 E-mail：yan@sfc.keio.ac.jp 

地方支部の連絡先一覧 
＜北海道支部＞ 
支部長：株式会社ドーコン  三好達也 
連絡先：NPO 法人 Digital 北海道研究会（内） 
Tel: 011-299-8104，E-mail: gisahokkaido@dghok.com 

＜東北支部＞ 
支部長：東北大学  井上亮 
Tel：022-795-7478，E-mail：rinoue@tohoku.ac.jp 

＜中部支部＞ 
支部長：中部大学  福井弘道 
連絡先：杉田暁（中部大学） 
Tel：0568-51-9894 (内線 5714) 
E-mail：satoru@isc.chubu.ac.jp 

＜関西支部＞ 
支部長：大阪工業大学  吉川眞 
連絡先：田中一成（大阪工業大学） 

Tel：06-6954-4293，E-mail：gisa@civil.oit.ac.jp 

＜中国支部＞ 
支部長：広島修道大学  川瀬正樹 

Tel：082-830-1210，E-mail：kawase@shudo-u.ac.jp 
＜四国支部＞ 
支部長：愛媛大学  Netra Prakash Bhandary 

Tel：089-927-8566，E-mail：netra@ehime-u.ac.jp 
＜九州支部＞ 
支部長：九州大学  三谷泰浩 

Tel：092-802-3399，E-mail：gisaku@doc.kyushu-u.ac.jp 
＜沖縄支部＞ 
支部長：琉球大学  町田宗博 

E-mail：machida@ll.u-ryukyu.ac.jp 
連絡先：澤岻 直彦（NPO 法人沖縄地理情報システム協議会） 

Tel：098-863-7528，E-mail： takushi@nansei-m.co.jp 

■ 編集後記 ■ 

今回のニューズレターは、主に第 28

回研究発表大会の総括、セッション報

告、学会賞の総括、受賞報告等で構成

されます。ご多忙中にもかかわらず、

ご寄稿いただいた先生方と、本誌に掲

載されたすべての写真を撮影いただい

た広報委員の浅野和仁さんに厚くお礼

申し上げます。 

今回の大会には、多くの若手研究者

が参加されました。大会期間中に小口

会長より、来年の IAG’i は 6 月に台湾

で開催され、若手研究者に対して渡航

の助成がなされることも告知されまし

た。今回の大会と同様に、台湾で多く

の若手研究者が報告されることを望み

ます。 

では皆さま、どうぞよい年をお迎え

ください。 

        （山下 潤）
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 ■ 弥生雑記 ■ 

 大会前日、徳島は大雨でした。あまりに酷い雨のため、予定していたポスターセッション用の

ボードをお借りすることが出来なくなり、急遽、古いタイプのボードを利用することになりまし

た。倉庫から機材を引っ張り出し、状態の良いものを選んで組み立て、それでも足りない分はポ

スター会場内の貼付方法を工夫して乗り切りました。会場内のボードの状況がまちまちだったの

は、そんな理由からです。思いがけない事態にも冷静に対処してくださった先生方はもちろんの

こと、学生さんたちも、遅くまで残って準備に心を砕いてくれました。細やかな配慮は大会期間

中も途切れることはなく、おかげで大会をつつがなく終えることが出来ました。 

 また、会場校のご尽力といえば、懇親会で披露された阿波踊りも印象深いものでした。実際に

踊っているのを見たのは初めてで、テレビで報道されている様子と全く違う、激しく華やかな動

きに、会場もすっかり魅了されていました。見ていると単純な所作なのですが、手の動きひとつ

もなかなか難しく…  

ここに改めて、徳島大学のご尽力に謝意を表します。ありがとうございました。（学会事務局）
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アクリーグ㈱，朝日航洋㈱，アジア航測㈱，アドソル日進㈱，いであ㈱，㈱インフォマティクス， ESRIジャパン㈱， NTTタウンページ㈱，
愛媛県土地家屋調査士会，応用技術㈱，大阪土地家屋調査士会，㈱かんこう，関東甲信越東海GIS技術研究会，㈶岐阜県建設研究センター，
九州GIS技術研究会，近畿北陸G空間情報技術研究会，㈱こうそく，国際航業㈱，国土情報開発㈱，㈱古今書院，GIS総合研究所いばらき，
ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱，㈱ジオテクノ関西，㈱昭文社，㈱ゼンリン，㈱ゼンリンジオインテリジェンス，㈱谷澤総合鑑定所，
玉野総合コンサルタント㈱，中四国GIS 技術研究会，デジタル北海道研究会，東北GIS 技術研究会，㈱ドーン，長野県GIS 協会，
にいがたGIS 協議会，日本情報経済社会推進協会，日本スーパーマップ㈱，㈶日本測量調査技術協会，㈶日本地図センター，
パシフィックコンサルタンツ㈱，㈱パスコ，阪神高速技研㈱，東日本総合計画㈱，北海道GIS 技術研究会，㈱マップクエスト，
㈱松本コンサルタント，三菱電機㈱，三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱，㈶リモート･センシング技術センター
自治体会員：経済産業省特許庁，総務省統計局統計研修所，（独）統計センター，長野県環境保全研究所，福岡県直方市


