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第 29 回研究発表大会のお知らせ
大会実行委員会 委員長 井上
第 29 回地理情報システム学会研究発表大会を，2020 年 10
月 24 日（土）
・25 日（日）に，オンラインで開催いたします．
また，大会前日の 23 日（金）夕方に，2 件の企画セッション
を開催します．コロナ禍の中，異例の大会となりますが，講
演発表，ポスター発表，および，シンポジウム・ハンズオン
セッションなど多彩な企画もございますので，奮ってご参加
下さい．
今回は，聴講参加は非会員の方も含め，無料です．是非，
周りにいらっしゃる会員以外の方にも，大会をご紹介下さい．
本誌には，プログラムの概要を掲載いたします．詳細は，
学会ホームページをご覧下さい．特に今回は，学会当日でも
いろいろな変更の可能性があります．最新情報を，学会・大
会 web ページ，学会 twitter でご確認ください．
なお，平成 27 年度より，講演発表・ポスター発表の発表者
（第一著者）には，測量 CPD 学習プログラムのポイントが付
与されます．大会で発表した場合，(1)領収書は「GIS 上級技
術者」への申請にお使いいただけます．(2)「測量系 CPD 学習
大 会後に メール で事
プログラム」への申請を希望する方は，大
務局へ「氏名」
「発表番号」
「発表タイトル」をご連絡下さい．
大 会 期 間 ： 2 0 20 年 1 0 月 23 日 ( 金 ) ・ 2 4 日 ( 土 ) ・ 25 日 ( 日 )

亮

※各発表に対し，発表者一名の参加登録が必要です．な
お，発表者が非会員で，会員である共著者の発表枠を
使って発表する場合は，非会員（一般および大学生以
上）7,000 円の発表料が必要です．
発表料 (講演論文集 CD-ROM 代込み)
正会員，または，賛助会員枠の参加者：4,000 円
学生会員：3,000 円
非会員：7,000 円
70 歳以上：無料（参加登録のフォーム送信とは別に，
運転免許証等，年齢を証明するものを事務
局にご提出下さい．確認後は直ちにシュレ
ッダーで裁断処分します）

2.

聴講者の登録 (申込ページ： https://bit.ly/3kS8rvV)
参加登録は大会当日まで受け付けます．
ただし，講演論文集 CD-ROM を購入希望の方は，10/20（火）
までに代金の振込手続きをお願いします．また，10/15
（木）までに申込まれた場合，大会までに CD-ROM を受
け取れるよう発送いたします．

場 所 ： オ ン ラ イ ン 開 催 （ 大 会 We b サ イ ト ， Z oo m）
参 加 登録
発表者と聴講者で参加登録の手順が異なります．
1. 講演およびポスターの発表者の登録
(申込ページ: https://bit.ly/2PWnnLr)
締切 9/25(金)
※期日までに発表者の参加登録と入金を行わないと，プ
ログラムから除外される場合があります．

参加費：無料
講演論文集 CD-ROM（送料込み）：2,200 円
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企画: 瀬⼾ 寿⼀

タル地図における役割・課題・展望（FOSS4G分科会）

COVID-19における「GISと社会」を考える: 情報流通とデジ

【企画セッション】

企画: ⻘⽊ 和⼈

について（⾃治体分科会）

新型コロナ禍等における位置情報を含む個⼈情報の取り扱い

【企画セッション】
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企画: 相 尚寿

学⽣フリーテーマ発表会2020

【企画セッション】

企画: 秋⼭ 祐樹

把握とウィズコロナ時代に向けた展望」

「マイクロジオデータを活⽤した新型コロナウイルスの影響

第15回マイクロジオデータ研究会（第3回国際MGD研究会）

【企画セッション】

企画: 中⾕ 友樹

良事例表彰

データ理論

閉会式（優秀発表賞の表彰を含む）

16:50-17:10

ム

応⽤：「あいまいな時空間情報の分析」出版記念シンポジウ

防災3

あいまいな時空間情報を分析するためのツールの開発とその 施設配置

【企画セッション】

企画: ⼟⽥ 雅代

ArcGIS API for Python体験

【ハンズオンセッション】
公共交通

教育

クラウドGIS体験

企画: ⼟⽥ 雅代

【9:10開始】

会場B

防災2

防災1

【ハンズオンセッション】

15:20-16:40

13:40-15:00

12:40-13:40

10:30-12:10

8:30-10:10

災害と移動1

会場B

2020年度初等中等教育における GIS を活⽤した授業に係る優 災害と移動2

【企画セッション】

10⽉25⽇（⽇） 会場A

18:00-19:40

15:40-17:40

13:40-15:20

12:40-13:40

10:30-12:10

8:30-10:10

10⽉24⽇（⼟） 会場A

18:30-21:00

16:30-18:20

10⽉23⽇（⾦） 会場A

ポスターセッション

移動・交通2

移動・交通1

居住・⼈⼝2

観光

会場C

居住・⼈⼝1

犯罪

ポスターセッション

解析理論2

解析理論1

会場C

景観

⼟地利⽤

歴史・考古

⾃治体

会場D

第29回研究発表大会 大会日程表

開 催 方法
講 演 発表
・講演発表は Zoom の Webinar で開催します．
・各口頭発表の持ち時間は発表 15 分，質疑 5 分です．時間厳
守をお願いいたします．
・講演発表セッションでは，画面共有および発言は，司会者・
講演者とセッション運営者のみが可能です．セッション開
始前に，講演者を指定する必要がありますので，講演者は，
セッション開始 10 分前には会場に接続してください．
・聴講者は直接発言できません．各発表への質問はチャット
で受け付けます．司会者が質問を選んで講演者に質問し，
講演者が回答する形で進行します．
講 演 発表 者の皆 様 へ
大会前に Zoom の動作確認を行う期間を設けます．詳
細は，大会 2 週間前までに講演者全員にメールでお知
らせします．
ポ ス ター 発表
・ポスターセッション Web ページを開設し，ポスターPDF・説
明動画を掲載します．
・大会期間（24 日(土)・25 日(日)）の昼休み後にコアタイム
を設定し，Zoom のミーティング機能を用いた質疑応答を行
います．
・ポスター発表賞の投票は，Web で行います．
ポ ス ター 発表者 の 皆様 へ
発表者向け説明資料 https://bit.ly/3ivIsJ7 に従っ
て，大会 1 週間前までに，ポスター発表用データの作
成，および，提出を行ってください．
・提出必須
ポスターPDF ファイル
Zoom ミーティングルーム ID
両日のコアタイムに使用するミーティング
ルームは各発表者に設定していただきま
す．
・提出任意
説明動画ファイル（1 分程度）

企画セッションおよびハンズオンセッション
※ハンズオンセッションは，事前のお申込をお勧めします
【新型コロナ禍等における位置情報を含む
個人情報の取り扱いについて】
10 月 23 日（金）16:30-18:20
オーガナイザー：青木和人（自治体分科会）
今回の新型コロナウイルス禍に対して政府から公式に配布
された接触確認アプリは，位置情報を扱わず，更に個人情報
を蓄積しない方法で開発され運営されています．一方で，感

染症の拡散を追跡するには，発生場所，時間，感染者の移動
経路などの個人の位置情報が必要となります．
新型コロナウイルス禍だけでなく，今年も多くの被害者を
出した降雨災害などの非日常的な事象に対して，自治体現場
ではどこで何が起こっているのか，更にいつ，誰が，どこで，
どのような支援を求めているのかがとても重要な情報となり
ます．
そこで本セッションでは，非日常的事象において個人の移
動等に関する位置情報はどこまで収集，提供できるのかにつ
いて話題提供をいただいた上で，話題提供者と参加者が，個
人に関する位置情報の活用範囲やその具体的事例について意
見交換するパネルディスカッションを開催し，自治体におけ
る個人位置情報の活用の可能性を探ります．
【COVID-19 における「GIS と社会」を考える:
情報流通とデジタル地図における役割・課題・展望】
10 月 23 日（金）18:30-21:00
オーガナイザー: 瀬戸寿一（FOSS4G 分科会）
COVID-19 の世界規模での感染拡大に伴い，人々の行動制限
や意識変化など社会的影響が高まる中で，地理情報に関する
情報伝達やコミュニケーションのあり方も劇的に変化した．
そこで，本セッションでは「GIS と社会」というキーワードの
もとで，COVID-19 に関わる地理情報の視覚化や行動地理学的
側面＜地図・視覚化・データ分析編＞，そして社会的影響の
相互作用としてオンラインを前提にした教育・協働活動にお
ける実践的な取組＜教育・コラボレーション編＞に焦点を当
て，参加者とともに議論する．
【2020 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】
10 月 24 日（土）10：30-12：10
オーガナイザー： 中谷友樹（教育委員会）
2020 年度に実施された，初等中等教育において GIS を活用
した授業のうち，優良事例について表彰し，その内容を発表
する．
【第 15 回マイクロジオデータ研究会（第 3 回国際 MGD 研究
会）「マイクロジオデータを活用した新型コロナウイルスの
影響把握とウィズコロナ時代に向けた展望」】
10 月 24 日（土）13：40-17：40
オーガナイザー：秋山祐樹
本研究会は 2011 年に発足し，マイクロジオデータ（MGD：
位置情報や時間情報を持つ時空間的に高精細なデータや統計
の総称）の普及と利活用について産官学の有識者を中心に議
論を行って来ました．MGD は既存の各種統計・空間データでは
実現し得なかった，時空間的にきめ細やかな分析や計画支援
等への利活用が期待されています．近年，MGD 研究会は MGD に
関連した研究だけでなく，「実社会での活用」にフォーカス
を当てた活動にシフトしつつあります．そこで第 15 回なりま
す今回は，現在も収束の兆しが見えない新型コロナウイルス
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の実社会への様々な影響の把握・分析が MGD により，何がど
こまでできるのか，どのような課題があるのか，また今後の
ウィズコロナ時代に向けて何ができて，どのように取り組ん
でいくべきか，などについて国内外の事例を交えつつ議論を
深めたいと考えています． ※前半は講演，後半はパネルデ
ィスカッション
【学生フリーテーマ発表会 2020】
10 月 24 日（土）18：00-19：40
オーガナイザー：相尚寿（若手分科会）
昨年度大会に引き続き，若手分科会で「学生フリーテーマ
発表会」を主催する．発表者を現役学生に限定し，研究成果，
研究の進捗，演習などでの GIS 利活用を報告する．また，来
場者による投票を行い，優れた発表を若手分科会独自に表彰
する．
ハンズオン【クラウド GIS 体験】
10 月 25 日（日）8：30-10：10
オーガナイザー：土田雅代（ESRI ジャパン株式会社）
インターネットの接続環境があれば，どこでも，どの端末
でも利用できるクラウド GIS である ArcGIS Online を使って
Web マップの作成，ArcGIS Online Apps などを体験していた
だきます．各自インターネット接続可能な PC およびタブレッ
トのどちらかをご用意ください．PC 利用をお勧めいたします．
必要なライセンスは弊社にて用意します．
お申込み先：土田 masayo_tsuchida@esrij.com
ハンズオン【ArcGIS API for Python 体験】
10 月 25 日（日）10：30-12：10
オーガナイザー：土田雅代（ESRI ジャパン株式会社）
ArcGIS API for Python は，WebGIS を活用してマップと地
理空間データを扱うための Python ベースの API となります．
本ハンズオンセッションでは，ArcGISS API for Python のコ
ンセプトをご紹介し，実際に簡単な操作を体験いただきます．
各自インターネット接続可能な PC およびタブレットのどち
らかをご用意ください．PC 利用をお勧めいたします．ハンズ
オンセッションに必要になるライセンスは弊社にて用意しま
す．
動作環境は，こちら
https://www.esrij.com/products/arcgis-api-for-python/
environments/
お申込み先：土田 masayo_tsuchida@esrij.com
【あいまいな時空間情報を分析するためのツールの開発と
その応用：
『あいまいな時空間情報の分析』出版記念シンポジウム】
10 月 25 日（日）13：40-15：20
オーガナイザー: 浅見泰司
だいたいの場所，だいたいの時間というような，あいまい
な時空間情報の利用ニーズは多い．ところが，その分析手法

は十分に開発されていなかった．2016 年度に科研費の研究課
題（基盤研究 A）として採択された「時空間情報の次世代分析
ツールボックスの開発と応用」（研究代表者：浅見泰司（東
京大学大学院教授））では，あいまいな時空間情報を分析す
るためのツールの開発とその応用を進めてきた．本シンポジ
ウムでは，これらの研究成果をまとめた書籍「あいまいな時
空間情報の分析」の出版を記念し，あいまいな時空間情報を
分析するための代表的なツールとその応用事例を紹介する．

第 16 回大会優秀発表賞
対象者は本学会の学生会員（年会費完納者）であり，修士
号未修得の，口頭発表発表者に限られます．研究（論文）内
容や発表技術の優秀者からセッション司会者が受賞候補者を
推薦し，学会賞委員会の議論を経て受賞者を決定します．受
賞者数は特に定めません．
受賞者には賞状を後日送付し，ニューズレター116 号に氏
名と所属を公表します．また，
『GIS-理論と応用』Vol.28, No.2
に発表要旨を掲載（白黒印刷のみ）します．受賞者は 11 月 15
日 (日)までに A4 用紙 1 枚の原稿提出にご協力下さい．

第 9 回ポスターセッション賞
ポスターセッション参加者全員が審査の対象です．投票方
法については，別途ご案内いたします．
受賞者には賞状を後日送付し，ニューズレター116 号に氏
名と所属を公表します．また，
『GIS-理論と応用』Vol.28, No.2
に発表要旨を掲載（白黒印刷のみ）します．受賞者は 11 月 15
日 (日)までに A4 用紙 1 枚の原稿提出にご協力下さい．

【分科会報告】
■

若 手 分科 会
[相 尚 寿 ]
若手分科会では，今年度急遽完全なオンライン実施または
オンライン形式併用となった GIS 実技系の講義に関して，利
欠点や課題を把握するため，受講者と担当教員・講師の双方
を対象にアンケート調査を実施します．学生を対象に高等教
育機関で開講された，複数回の GIS 実技を伴う講義が対象で，
単発の講習会や市民講座は含みません．集計結果は学会ニュ
ーズレター等で公表します．ぜひご協力ください．
受講者向け：https://forms.gle/jLr1eso51J6mmc4p8
担当教員・講師向け：
https://forms.gle/k1CgNsU5EbHrLRZb8
※次の QR コードでもアンケートにアクセスできます．
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○受講者向け：

本学会では，学会活動を活発化するために，各委員会，支
部，分科会の会議に限り，学会事務局の ZOOM の権限を貸与し
ます．
ご希望の方は，以下のルールに従ってお申込みください．
１．事務局に原則として 1 週間前までに事前申請する
会議の設定・開催は各グループの自由裁量とする
２．ホストのグループを明示する
３．会議終了後には，開催記録（開催日時，参加者等）の基本
情報を事務局に報告する
４．会議は必ずパスワード付きで開催し，第三者には明かさ
ない

○担当教員・講師向け：
■

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
■

本アンケートの担当：相(東大)，桐村(皇大)，上杉(福工
大)，米島(熊大)

学会後援行事等のお知らせ
■ GIS Day in 伊勢 2020（後援）
主催：皇學館大学文学部コミュニケーション学科
会期：2020 年 10 月 31 日（土） オンライン開催
詳しくは…
https://gis-day-in-ise-2020-kogakkangis.hub.arcgis
.com/

学会からのお知らせ
■

2020 年第 5 回 IAG’i シンポジウム
当初 6 月に予定されていたシンポジウムは 11 月の開催を
目指しておりましたが，新型コロナウイルス（COVID-19）終
息の目途がたたないため，中止となりました．

■

事務局休室のお知らせ
学術大会開催に伴い，以下の期間，事務局は休室となりま
す．メール対応も出来ませんのでご注意ください．
2020 年 10 月 23 日（金）～27 日（火）
通常の業務は 10 月 28 日（水）午前 10 時からです．
■

委員会，支部，分科会への ZOOM の権限貸与について

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
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2020 年 8 月末現在の個人会員 1073 名， 賛助会員 51 社

賛助会員
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，
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
●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 ■

地理情報システム学会ニューズレター

昨年度の終わり頃から，モヤモヤ・オ

第 115 号 ●発行日 2020 年 9 月 25 日

タオタ・バタバタな毎日が続いておりま
した．なんとか前期授業をやりきり，成
績も提出し終わって，ようやく少しだけ
振り返ることができているような感じ
です．
いろいろなことがありすぎたぐらい
の半年強でしたが，学生・教員・職員と
もに ICT スキルが向上したことは明ら
かでした．人は必要に駆られると，おの
ずと取り組み，身につけていくものなん
ですね（自戒を込めて，ですが･･･）．
学の世界では，2025 年の「数理・デー
タサイエンス教育の導入」が迫ってきて
います．「あのときはたいへんだったけ
ど，ICT への認識が変わったのはよかっ
たよね」と顧みることができるでしょう
か．（熊谷樹一郎）
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■発行

一般社団法人 地理情報システム学会

〒113-0032 東京都文京区弥生 2-4-16 学会センタービル 4 階
TEL/FAX: 03-5689-7955 E-mail: office@gisa-japan.org
URL: http://www.gisa-japan.org/
■ 弥生雑記 ■
最寄り駅の駅ビルにデパートが入っている．行きつけの本屋も花屋も美容室も，その中にある．
自宅から徒歩圏内ということもあり，便利なものだから，毎日のように利用していた．が，コロナ
禍の緊急事態宣言が発令したことで，助走期間無しにいきなり休業となってしまう．
本を選びたい，花瓶が空だ，グリーティングカードのストックが無い…でもデパートは閉まって
いる．段ボールが溜まるのが嫌で避けていたネットショッピングも利用せざるを得なかったが，手
に入らない品物が意外に多いことにも気づく．確か古い商店街があるから，そこに本屋も花屋もあ
るのでは，と，引っ越してきて以来，初めて足を運んでみる．が，だいぶ前に廃業していたことを
確認したに過ぎなかった（意外にネットの情報が役に立たない）．今までそんなことにも気付かな
かったことに愕然とし，ややあって軽く落ち込み，様々な感情が錯綜する．
何とも形容しがたい不自由さが消えない中，それでも，前に進む．同じことなら少しでも快適
に，明るく．そのための工夫は続く．今大会も，有意義なものとなりますように．（学会事務局）
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