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第 25 回研究発表大会のお知らせ
大会実行委員会
第 25 回地理情報システム学会研究発表大会は，2016 年 10 月 15 日・

場所



委員長 井上

亮

立正大学 品川キャンパス

16 日（土・日），立正大学品川キャンパスにて開催されます．本年
度も通常の研究発表（講演，ポスターセッション）に加え，多彩なセ

〒141-8602 東京都品川区大崎 4-2-16

ッション企画（シンポジウム，ハンズオンセッション）などのプログ

※交通アクセス

ラムを予定しております．皆様，奮ってのご参加をお待ちしておりま



す．

大崎駅（山手線・湘南新宿ライン・埼京線・りんかい線）徒歩
5分

研究発表大会の詳しい内容は，後述のプログラムをご覧下さい．た



五反田駅（山手線・都営浅草線）徒歩 5 分

だし，掲載のプログラムは 8 月中旬現在のもので，学会当日までに変



大崎広小路駅（東急池上線）徒歩 1 分

更の可能性があります．最新のプログラムは，学会ホームページ及び

 懇親会会場

大会会場の掲示をご覧下さい．
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

立正大学品川キャンパス 7 号館
「レパスト」

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)「GIS 上級技術者」への申請や，(2)「測量系

 大会参加費（講演論文集の CD-ROM 代金を含む）

CPD 学習プログラム」への登録が可能です．希望者は大会当日，受付

正会員または賛助会員枠の参加者

までお申し出下さい．

 日時


事前登録 4,000 円（当日受付 6,000 円）
学生会員

2016 年 10 月 15 日・16 日（土・日）

事前登録 3,000 円（当日受付 4,000 円）
：

事前登録 7,000 円（当日受付 8,000 円）

受付開始時間は，両日ともに午前 8 時 30 分です．初日朝は，

高校生以下，70 歳以上

：

無料（必ず年齢を証明するものをご呈示ください）

登録のご利用をお勧めいたします．
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．PC は発表者各自でお持ちください．貸出
はありません．必要な方は，アダプターもご用意ください．ま
た，講演者は，セッション開始前に会場にて機器動作確認をお



懇親会
懇親会参加費

：事前登録 4,000 円（当日受付 5,000 円）

大会ホームページのリンクから事前登録申込フォームにアクセス
して，必要事項をご登録の後，代金をお振り込み下さい．

済ませ下さい．


：

非会員（一般および大学生以上）

特に受付が混雑いたします．受付を通らずに会場に入れる事前


：

ポスターセッションは 2 日間を通じて実施します．昼休みがコ

予約締切は，9 月 25 日（日）です．

アタイムですので，大会いずれかの日の昼休みには，発表者は
ポスターの前で質疑応答にご対応頂きますよう，お願い致しま
す．

※期日までに入金が確認されない場合，事前受付はキャンセルとなり
ます．
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第25回研究発表大会 大会会場案内
懇親会場「レパスト」

会場 S

主会場

JR 大崎

5F

11号館

6F

G

2

F

B

E

D C

受付および
機器展示

山手通り

入口

JR 五反田

A

7F
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ポスター

第25回研究発表大会 大会日程表
第 1 日目 10 月 15 日（土）
会場 S
石橋湛山
記念講堂

会場 A
1151

灰色：参加費無料セッション
会場 B
1152

会場 C
1161

会場 D
1162

会場 E
1163

会場 F
1164

自治体

IAG'i

IAG'i

ポスター
会場
7 階教室

【特別セッション】
9:00

熊本地震における

-

学会員の活動報

11:00

告と次の災害に向

ポスター
自然・環境

移動観測

安心・安全

（社会基盤

Environment Spatial Data &
展示

施設管理）

(1)

System

けてのアクション
11:00
ポスター
セッション
12:30
12:30
IAG'i 発会式/
基調講演
13:20
【特別セッション】 【特別セッション】

IAG'i

13:30 第 10 回マイクロジ 初等中等教育に
15:10

オデータ研究会

おける GIS を活

自治体

IAG'i

（都市計画・

Environment

Socio交通

防災（避難）

ポスター
Economic

「研究から実用へ 用した授業に係

管理）

(2)

展示
Analysis (1)

～マイクロジオデ る優良事例表彰
ータ研究会 5 年間
15:20
17:00

地域・空間

の歩みとマイクロ 【特別セッション】
ジオデータの将来
～」

IAG'i
防災

IAG'i
データベース

（避難実態
GISCA

分析

SocioEnvironment

構築
把握）

Economic
(3)
Analysis (2)

17:10
25 周年
記念式典
18:50
19:00

懇親会 @ 7 号

-

館学生食堂

21:00

(レパスト)
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第 2 日目 10 月 16 日（日）
会場 A
1151

会場 B
1152

会場 C
1161

会場 D
1162

会場 E
1163

【特別セッション】

会場 F
1164

会場 G
1165

ポスター
会場
7 階教室

人口減少

9:00
防災
-

教育
IoT と GIS が創る

景観

集積分析

（消防・救命）

社会

10:40
超スマート社会
ポスター
【特別セッション】
【ハンズオン

展示

【特別セッション】
10:50

セッション】
FOSS4G 分科会「オ

-

防災（水害）

観光・周遊

交通データ・

行動（1）

システム

歴史・考古

ープンデータ時代の 若手会員分科会

誰でも簡単

12:30

に使える GIS
地理空間情報の利

セッション
教材

用を考える (１)」
12:30
ポスター
セッション
13:30
【特別セッション】
【特別セッション】
13:30

自治体分科会「オー

-

プンデータ時代の地

15:10

理空間情報の利用

居住環境・

観光・周遊

空間データ

ポスター

土地利用

行動（2）

モデル

展示

防災（一般）
若手会員分科会
セッション

を考える (２)」

15:20
閉会式（優秀発表賞
の表彰を含む）
15:50
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第25回研究発表大会 講演プログラム
（8 月 29 日現在）

10 月 15 日（土）
会場 S
石橋湛山記念
講堂

9:00-11:00
会場 A 1151

会場 B 1152

会場 C 1161

会場 D 1162

会場 E 1163

自然・環境
司会：藤田 直子

移動観測
司会：寺木 彰浩

安心・安全
司会：鈴木 勉

自治体（社会基盤
施設管理）
司会：相 尚寿

IAG'i Environment (1)
司会：伊藤 史子

夏季および冬季に
観測された夜間気
温と透水面の分布
状態との比較
岩田 健太郎, 植松
恒, 熊谷 樹一郎

【9:40 開始】

【9:20 開始】

大気質モデルと GIS
を用いた大気粒子
の運動軌跡の推定
方法の提案
Zhaoxin Yang, 山本
佳世子

スマートフォン端末
を用いたトラッキン
グ手法によるリアル
タイム通行量計測
福島 佑樹, 関本
義秀

総合リユース店舗に
おける万引きに関
連する諸要因の検
討
藤本 典志, 雨宮
護, 大山 智也

【9:20 開始】

IAG'i
Spatial Data & System
司会：川向 肇

Assessing spatiotemporal
variations of chlorophyll-a
with satellite images and
modeling technique: A
case study of Paldang in
Korea

A Study on Establishing
the Radio MAP based on
Wi-Fi AP utilizing Mobile
Mapping System

Kon Joon Bhang,
Jin-Duk Lee,
Tae Kyung Baek

Kiyoung Hong,
Yunsoo Choi,
Inhun Jeong

下水処理施設の持 Evapotranspiration
続可能性に関する estimation with remote
sensing and surface
基礎的研究

Lesson Learned from
Indonesian Spatial Data
Infrastructure

energy balance algorithm

秋山 千亜紀, 秋山 Le Mai Son,
祐樹
Yuei-An Liou,
Hwa Chien
ナシ園地マップの作
地理的犯罪予測手 GIS を用いた照明灯 A Preliminary Study on
成と園地流動化へ
法の日本への適用 管理システムの構 UAV Thermal Sensing for
Geothermal Prospecting
の活用
と検証
築とその利活用
【特別セッショ 貝原 洋平
大山 智也, 雨宮
三村 正史, 三谷
Jin-King Liu, Wei-Chen
ン】
護
泰浩, 池見 洋明
Hsu, En-Kai Lin
熊本地震にお 高精細な単木デー レーザセンサ・デー 改良版「危険なでき 橋梁長寿命化修繕 Estimation of daily
ける学会員の タを活用した，GIS タを用いた歩行者モ ごとカルテ」を用い 計画における GIS を maximum and minimum air
活動報告と による森林資源管 デルの属性別推定 た子どもの被害の 用いた評価
temperature using
次の災害に向 理
satellite data in Mega city
と検証
前兆的事案調査
けてのアクシ
scale areas
ョン
高橋 宏光, 松永
本間 ありさ, 大佛 原田 豊, 齊藤 知 久保田 淳志
Cheolhee Yoo,
オーガナイザ 義徳, 坂本 尚徳
俊泰, 金子 弘幸
範, 山根 由子, 松
Jungho Im
ー：畑山 満則
下 靖, 三宅 康一,
大川 裕章
海辺空間における 携帯基地局情報と 「みんなでつくろう自 GIS を用いた道路ス Urban Green Space
潮風の解析手法
公開情報を利用し 転車安全マップ」の トック点検結果の蓄 Evaluation Using
た地下鉄内位置情 取り組み
積・活用手法の取り Object-Based
Classification of
報提供システムの
組み
High-Resolution Satellite
検討
Imagery (Case Study:
Kertajaya and
Dharmahusada, Surabaya)

葉狩 義秀, 田中
一成, 吉川 眞

会場 F 1164

Tandang Yuliadi Dwi
Putra, Ryosuke
Shibasaki
Policy Direction of Spatial
Information for
Hyper-connected Society

Hosang Sakong,
Chang-Hwan Kim
Proposal of Scale Free
Extended Spatial
Temporal Data Model with
Multiple Dimension

Shigeru Kakumoto,
Michinori Hatayama,
Koji Yoshikawa
A study on the
Improvement of the
Pre-processing Data for
Effective Multi-purpose
Data Management System
to Bathymetry

松原 剛, 金杉 洋, 笹谷 康之, 栗山
熊谷 潤, 柴崎 亮 武久, 渡辺 耕治,
介
佐藤 由紀, 薬師神
裕樹
街区における再生 外来患者の属性を 道路トポロジーと需
可能エネルギーに 組み込んだ座席選 要分布を考慮した
適した建物の３Ｄモ 択行動モデルと座 救急車両配置の提
デルの自動生成
席レイアウトの評価 案

小松 大誠, 鈴木
Hepi Handayani,
Wonjong Lee,
晋, 高橋 健, 松井 Rochamukti Rizcanofana Jaemyeong Kim,
晋, 伊藤 孝浩
Hadong Lee, Kisu Kim

村瀬 孝宏, 杉原
健一, 周 欣欣

祖父江 英謙, 福島 Liou Yuei-An,
佑樹, 関本 義秀
Nguyen Anh Kim,
Li Ming-Hsu

青山 宙和, 大佛
俊泰, 金子 弘幸

佐塚 駿気, 中田
雅也, 濱津 文哉,
濱上 知樹

複数地点からの常
時画像モニタリング
による都市空間上
の飛行物体の検出
と分類

GISA-NL No.99(2016/09/20)

GIS & RS framework for
monitoring
eco-environmental
changes and influential
factors

Evaluation of Physical
Walkability using
High-Definition
Topographic
Measurement: Toward
Barrier-Optimized Road
Environments

Yuichi Hayakawa, Ikuho
Yamada, Kei Sugita,
Masuto Ebina
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10 月 15 日（土）

11:00-12:30

10 月 15 日（土）

12:30-13:20

会場 S
石橋湛山記念講
堂

会場 A 1151

ポスターセッション（11 号館７階教室）

会場 B 1152

会場 C 1161

会場 D 1162

会場 E 1163

交通
司会：大佛 俊泰

防災（避難）
司会：原田 豊

自治体（都市計画・
管理）
司会：瀬戸 寿一

IAG'i
Environment (2)
司会：小口 高

会場 F 1164

IAG'i 発会式/
基調講演

10 月 15 日（土）

13:30-15:10

公共交通機関を含 既往最大・最悪想定 表計算ソフトを用いた Analysis drought event
む歩行空間と経路 での複合災害発生 都市の空間計画立
in basin of Soyang-ho
選択特性
時における高台避難 案・コスト試算シート using drought index from
を想定した避難支援
の活用可能性
satellite data
マップの作成プロセ
スについて
伊東 慶彦, 田中
一成, 吉川 眞

【特別セッション】
第 10 回マイクロ
ジオデータ研究
会
「研究から実用
へ～マイクロジ
オデータ研究会
5 年間の歩みと
マイクロジオデー
タの将来～」
オーガナイザー：
秋山 祐樹

【特別セッション】
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：
山本 佳世子

相 尚寿, 片桐 由希 Seohui Park, Jungho Im,
子
Miae Kim, Yeeun Jang

デマンド型交通と組 地震災害時における 都道府県と傘下の基
Drought forecasts
み合わせたバス輸 大規模避難支援を 礎自治体の関係に着
applying temporal
送導入効果分析 目的とした避難経路 目した都市計画分野
patterns of a
の安全性評価方法 での地理空間データ satellite-derived drought
の提案
の整備状況の変遷
indicator through
machine learning
approach
長谷川 大輔, 鈴木 Ximing Li, 山本 佳 阪田 知彦, 寺木 彰 Sumin Park, Jungho Im,
勉
世子
浩
Seonyeong Park, Eunna
Jang
速達性と脆弱性の 東京都における大地 ニセコ町における ICT A GIS based approach
バランスを考慮した 震時の避難危険度と を用いた除排雪車位
for hydropower site
高速交通ネットワー 市街地性状との関係 置情報システムの運 selection and potential
クの成長過程
用と課題
evaluation of the Kunhar
River Basin, Pakistan
安達 修平, 鈴木
岸本 まき, 大佛 俊 塩崎 大輔, 橋本 雄 Abdul Moiz, Akiyuki
勉
泰, 沖 拓弥, 廣川 一
Kawasaki
典昭
長期のプローブデ 大地震発生後の徒 地価分布状況に対応 Landuse Change Effect
ータを活用したハイ 歩による避難に着目 した固定資産税路線 on Water Discharge in
デラバードの交通渋 した道路閉塞予測手 価検証のための自然
Panjshir Watershed,
滞に関する考察 法に関する基礎的検 分類手法の提案
Afghanistan
討 －GIS による予
測結果と住民による
予測結果の比較－
坂田 理子, 金杉
嶋岡 亮成, 榊 愛, 青木 和人, 武田 幸 Tooryalay Ayoubi and
洋, 関本 義秀
池内 淳子
司, 矢野 桂司
Dongshik Kang
東京都における自 首都直下地震時に Aitchison 距離を用い
Detecting center of
転車走行環境の評 おける避難所の混雑 た将来の日本と現在
cyclone using fusion
価と最適経路の探
度に関する考察
の市区町村との類似 analysis of geostationary
索
度比較
satellite-based data and
polar orbited satellite
based-data
茗荷 魁斗, 高松
瑞代
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柳川 竜一

IAG'i
Socio-Economic
Analysis
司会：山田 育穂
Development on the
Rice Paddle Field
Management System
in an Agricultural
Workforce
Organization in Hyogo,
Japan
Hajime Kawamukai,
Nobuhiko Washio,
Qinghao Li, Chao Chen
Public Participation
GIS for traditional
event and evaluation
of GIS consensus
factors

Shintaro Goto

Identifying Citizens'
Needs in Samrt City
Services through User
Participation
Research
Jun-Ho Park,
Jeong-Woo Park,
Kwang-Woo Nam
Urban Growth in
Lusaka city, Zambia:
Characterizing the
spatial pattern and
intensity of changes in
urban land uses

Matamyo Simwanda,
Yuji Murayama
Evaluating effects of
neighborhood
environment on
enhancing utilitarian
walking behavior: A
case study in Tokyo
Metropolitan Area
荻野 光司, 大佛 俊 吉田 崇紘, 堤 盛人 Juhyun Lee, Jungho Im, Hao Hou, Yuji
泰, 沖 拓弥
Sungmun Sim, Sanggyun Murayama
Lee

GISA-NL No.99(2016/09/20)

10 月 15 日（土）
会場 S
石橋湛山記念講
堂

15:20-17:00
会場 A 1151

会場 B 1152

会場 C 1161

地域・空間分析
司会：堤 盛人

会場 D 1162

防災
データベース構築
（避難実態把握）
司会：阪田 知彦
司会：長谷川 裕之

会場 E 1163

会場 F 1164

IAG'i
Environment (3)
司会：川崎 昭如

IAG'i Socio-Economic
Analysis (2)
司会：村山 祐司

墓石色境からみる 携帯電話から取得 GIS３D モデルによ Estimating the spatial and The Hedonic Approach to
分類手法の検討 される GPS データ る Cyber Physical temporal distributions of the Price Effect of the
を用いた平成 26 年 City System のた chlorophyll concentrations Mass Transits on the
in coastal waters of
Apartment Houses: The
熊本地震における めのプラットフォー
Taiwan using improved
Case of Residential
避難行動の分析
ム構築の試み①

MODIS-Aqua ocean color Newtowns in Seoul, Korea
data

武田 幸司, 青木
和人, 矢野 桂司

矢部 貴大, 坪内
孝太, 須藤 明人,
関本 義秀
自動車交通からの 平成 28 年 4 月熊本
CO 2 排出量の削 地震における携帯
減対策の評価方法 電話位置情報を用
いた避難所の混雑
度推計

佐藤 裕一, 丹羽
雄輔, 佐土原 聡

舩越 康希, 畑山
満則

前田 紘弥, 樫山
武浩, 須藤 明人,
関本 義秀
GNSS を用いた津 地理空間情報を含
波集団避難行動に むオープンデータ
関する移動軌跡デ の整備と利用に関
ータ分析
する考察

ファッションブランド
店の類型別立地に
みる都市圏の空間
構成と都市階層体
系
後藤 寛
奥野 祐介, 塩崎
大輔, 橋本 雄一

Min-Ho Song, Jin-Young
Jang, Nae-Young Choei

G 空間情報センタ Modelling of Essential Fish Spatial pattern change of
ーにおける多様大 Habitat for Acanthopagrus employment centers in
量な地理空間情報 latus Based on Remote Tokyo metropolitan area
の処理機能につい Sensing, Spatial Analysis
and GIS in the Coastal
て

【特別セッション】
Kuangtiao Shen, 山 瀬戸 寿一, 樫山 関本 義秀, 瀬戸
第 10 回
本 佳世子
武浩, 関本 義秀 寿一, 大伴 真吾,
マイクロ
嘉山 陽一, 菊地
ジオデータ
英一
研究会
【特別セッション】 都市公共空間にお マイクロジオデータ カメラ画像簡易計
「研究から実用へ
ける中間領域と歩 を用いた 2016 年熊 測システムの開発
GISCA
～マイクロジオデ
行者行動特性
本地震における建
と検証
オーガナイザー：
ータ研究会 5 年
物単位の避難者人
大伴 真吾
間の歩みとマイク
数の推定
ロジオデータの将
来～」
矢延 徹也, 田中 佐藤 大誓, 秋山 附田 園郁, 野中
オーガナイザー：
一成, 吉川 眞
祐樹, 柴崎 亮介 秀樹, 藤巻 重則,
秋山 祐樹
佐々木 寿, 成毛
志乃, 岸本 博志
認知空間における 熊本地震における スマートフォンカメ
３次元の歪みに関 避難場所の変遷に ラによる道路上の
する研究
関する考察
マルチオブジェクト
検出
酒井 拓実, 田中
一成, 吉川 眞

Chih-Hua Chang,
You-Sin Wu

山下 潤
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Waters off Western
Taiwan

Sheng-Yuan Teng,
Ming-An Lee, Nan-Jay
Su, Kuo-Wei Lan, Yi
Chang

Tawhid Monzur, Yan Li

The relationship between
Quantifying
Albacore (Thunnus
Spatiotemporal Patterns
alalunga) catch rate and of Urbanization: A Case
marine environmental
Study of the Colombo
variance in the Indian
Metropolitan Area, Sri
Ocean using GAM and HSI
Lanka
model

Te-Cheng Liu, Ming-An Shyamantha Subasinghe
Lee, I-Cheng Hung

Change Detection of
Application of the GIS
Seasonal Snow Melting by Boolean Operations in
Using Landsat 8 Images in Estimating the Coherence
Takhar Province of
of Land-Use Zoning
Afghanistan
Outcomes : The Case of
Jeju Island in Korea

Kazem Naseri and
Dongshik Kang

Jung-Min Lee,
Seong-Hun Kim,
Nae-Young Choei

Monitoring the
Recognize urban spatial
Environmental Impact
hierarchical structure
from Ship Emissions Using based on functional region
AIS, GIS, and Fuzzy Logic
structures

Wu-Hsun Chung,
Sheng-Long Kao,
Chao-Wei Chen,
Hsiao-Cheng Chang

李 想, 福本 潤也
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10 月 15 日（土）

17:10-18:50

会場 S 石橋湛山記念講堂

25 周年記念式典

10 月 15 日（土）

19:00-21:00

懇親会 @ 7 号館学生食堂(レパスト)
会長挨拶，表彰式等

10 月 16 日（日） 9:00-10:40
会場 A
1151

会場 B
1152
教育
司会：山本 佳世子

【9:20 開始】

GIS オープン教材の
開発と GitHub を用い
た公開

【特別セッション】
IoT と GIS が創る
超スマート社会
オーガナイザー：
厳 網林，
牧野 秀夫

山内 啓之, 瀬戸 寿
一, 小口 高
GeoMentor 地域と人
を結びつける取組み

土田 雅代, 浦川 豪

会場 D
1162
景観
司会：関本 義秀

会場 E
1163
集積分析
司会：村上 大輔
大規模企業間取引デ
ータを用いた企業間
取引の質的評価
【9:20 開始】
山本 洋平, 秋山 祐
樹, 藤原 直哉, 柴崎
亮介
大規模延焼シミュレ 徳島市中心部におけ フローグラフアプロー
ーションに基づく消防 る阿波踊り期間中の チに基づく産業集積
隊行動支援方法の提 景観イメージに関す
検出手法の開発
案
る研究
廣川 典昭, 大佛 俊 胡 文強, 渡辺 公次 氏家 晃仁, 福本 潤
泰
郎, 辻岡 卓
也
経路上の交叉点数に 観光行動からみた緑 企業間取引ビッグデ
よる推定道路距離と
景観の分析
ータを活用した企業
直線距離に基づく消
の「コネクターハブ
防活動困難区域の比
性」推定の試み
較
薄井 宏行
竹村 唯, 吉川 眞, 秋山 祐樹, 柴崎 亮
田中 一成
介
大地震時における地 建築群と山々のスカ 横浜市におけるイン
域内巡回の効率性指 イラインに関する景 フルエンザ発生状況
標の構築と巡回方法
観分析
とその地域差に関す
の提案
る考察
木村 将, 大佛 俊泰, 岡部 雄基, 吉川 眞, 青野 実, 野崎 直彦,
沖 拓弥
田中 一成
西本 公子, 後藤 寛

会場 F
1164
人口減少社会
司会：駒木 伸比古

【9:20 開始】

大型店舗の変化と周
辺地域の人口関連指
標に関する空間的な
分析
李 晴昊, 川向 肇
空家に関する，GIS を
活用した分布状況や
利便性の解析及び分
析について

高田 紗希子, 落合
邦彦, 山口 雄也
避難所の配置に関す
現地調査情報の分析
る一考察－新科目
を通じた空き家分布
「地理総合」を視野に
の広域推定方法の検
－
討
山本 靖
小野 裕基, 熊谷 樹
一郎, 植松 恒, 松田
優花
電子図書館の開発と 災害時における妊産 シークエンスを伴う景 Flickr の大量写真デ 今後の人口減少社会
図書館の存在意義 婦・新生児出生を考 観評価における HMD ータを用いた『新たな における生活困難地
慮した広域危機管理 を利用した実験手法 人気スポット』の出現
域の推定
対策に関する研究－
の提案と試行
検出
南海トラフ巨大地震
想定域・四国を事例
として－
米川 雅士
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会場 C
1161
防災（消防・救命）
司会：窪田 諭
大地震時の地域住民
による救助・消火活
動の効果とリスク
沖 拓弥, 大佛 俊泰,
廣川 典昭

坪井 塑太郎, 髙田
洋介

西尾 尚子, 伊藤 史 倉田 陽平
子
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西本 友香, 秋山 祐
樹, 柴崎 亮介

会場 G
1165

10 月 16 日（日） 10:50-12:30
会場 A
1151

【特別セッション】
FOSS4G 分科会
「オープンデータ時代
の地理空間情報の利
用を考える (１)」
オーガナイザー：
岩崎 亘典

会場 B
1152

【特別セッション】
若手会員分科会
セッション
オーガナイザー：
山本 佳世子

10 月 16 日（日） 12:30-13:30

会場 C
1161
防災（水害）
司会：沖 拓弥
開発途上国における
土地利用変化が洪水
氾濫域に及ぼす影響
の評価
米原 慎, 川崎 昭如,
竹内 渉

会場 D
1162
歴史・考古
司会：矢野 桂司
次世代歴史 GIS へ向
けた空間分析手法の
検討―近世高知城下
町を事例に―
児玉 史, 奥貫 圭一

会場 E
1163
観光・周遊行動（1）
司会：藤原 直哉
旅行写真を用いた動
画生成・共有ツール
MAPIC の提案

会場 F
1164
交通データ・システム
司会：秋山 祐樹
詳細 DEM を活用した
林内路網整備計画シ
ステムの設計・開発

会場 G
1165

和田 健, 金杉 洋, 近重 朋晃, 白石 善
松原 剛, 柴崎 亮介 暢, 吉兼 理説, 澤田
石 智紀, 西方 誠悠,
山本 武文, 土屋 絵
菜, 村崎 充弘
発生～終息に至る内 ネットワークに着目し 複数の位置情報付き 駅業務を効率化させ
水氾濫観測結果にも た古都・奈良におけ ソーシャルメディア等 る駅サポートシステ
とづく GIS シミュレー る参道空間の分析 を用いた観光地の格
ムの開発
ションとエリア排水能
付け
力評価
鹿田 光一
大﨑 雄治, 吉川 眞, 鈴木 英之
宮本 貴好, 中山 忠
田中 一成
雅, 小林 悟, 林 博
【ハンズオンセ
文
ッション】
浸水想定区域図の定 大正期東京における 観光施設における混 鉄道サインに着目し
誰でも簡単に使
期更新に向けた自治 交通量調査データの 雑緩和のための制度 た屋内測位に関する
える GIS 教材
体での地理空間情報
可視化
が観光客の行動に与 基礎技術の開発
代表者：
管理に関する考察
える影響
土田 雅代
清水 智弘, 中山 忠
畑山 満則, 南葉 潤 石川 和樹, 中山 大 鶴田 未奈美, 貞広
雅, 向井 雅俊, 林
一
地
幸雄
建一, 越澤 勇太
Flood inundation
GIS を用いた災害伝 位置情報付き Twitter 線路中心線・配線略
damage estimation 承共有システムの開 投稿データを利用し 図の全線整備による
model for the Bago
発
た観光行動分析の手 鉄道位置情報基盤の
basin, Myanmar
法開発
拡充
Seemanta S.
根元 裕樹, 畠山 久 渡辺 隼矢
丸本 広志, 堀口 直
Bhagabati, Akiyuki
樹, 友田 耕平, 中山
Kawasaki
忠雅, 吉川 悟, 清水
智弘
UAV 空中写真測量に 富田林市における祭 通勤・通学者の帰宅 オープンストリートマ
よる河川維持管理業
礼空間の分析
時における立ち寄り ップに基づく交通ネッ
務プロセスの提案
駅選択行動と地域分 トワークデータの品
析
質評価手法の検討
河合 悠希, 窪田 諭, 渡辺 秀斗, 吉川 眞, 岩淵 紗葵, 大佛 俊 金杉 洋, 瀬戸 寿一,
曽我部 由子
田中 一成
泰, 沖 拓弥
関本 義秀, 柴崎 亮
介
ポスターセッション（11 号館７階教室）
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10 月 16 日（日） 13:30-15:10
会場 A
1151

【特別セッション】
自治体分科会
「オープンデータ時
代の地理空間情報
の利用を考える
(２)」
オーガナイザー：
青木 和人

会場 B
1152

【特別セッション】
若手会員分科会
セッション
オーガナイザー：
山本 佳世子

会場 C
会場 D
会場 E
1161
1162
1163
防災（一般）
居住環境・土地利用 観光・周遊行動（2）
司会：畑山 満則
司会：薄井 宏行
司会：倉田 陽平
大規模災害時におけ 都市の建造環境と住 対象者の状態を加
る情報共有システムを 民の住環境に対する 味した配列アライメ
用いた民間団体の連
満足度の関連性
ントによる時空間行
携の取り組み
動分析手法の提案
と分析‐歩行速度と
観覧対象との距離
を活用した観覧行
動類型化手法の提
案‐
窪田 諭, 松村 一保, 山田 育穂
川瀬 純也, 伊藤
北川 育夫, 一氏 昭
史子
吉
防災訓練における災 東京都区部における 時空間上の近傍関
害情報共有システム 社会経済的居住分化 係に基づく滞在の符
の実験と考察
と近隣変化に関する 号化を利用した移
時系列分析
動履歴分類の提案
窪田 諭, 松村 一保, 上杉 昌也
井上 亮, 塚原 元
北川 育夫, 一氏 昭
英
吉, 矢野 定男, 北谷
龍弥
GIS と OCR を活用した 子どもの年齢・在学学 回遊性に着目した
被災建築物応急危険 校別にみた子育て世 小樽観光の行動特
度判定の効率化
帯の転入行動―川崎 性に関する分析
市宮前区を事例に―
白永 浩史
佐藤 将
川村 真也, 深田
秀実, 橋本 雄一
デザインワークショッ
プによる共創型復興
まちづくりの実践
厳 網林, Rob
Roggema, Luke
Middleton
3 次元 GIS による平成
28 年熊本地震データ
の集約

洪水地帯における貧
困の地理的特性
川村 元輝, 川崎 昭
如
韓国梁山市における
新旧市街地の土地利
用比較

阿部 直樹, 佐藤 俊 山下 亜紀郎, 駒木
明, 舩木 俊郎, 榊原 伸比古, 兼子 純, 山
庸貴
元 貴継, 橋本 暁子,
全 志英, 李 虎相

太田 守重

GML による遺構情報モ
デルの符号化の試み

村尾 吉章, 森本 晋,
清野 陽一, 藤本 悠,
玉置 三紀夫
データカタログサーバ
Ckan の空間情報拡張実
装の試み

嘉山 陽一, 大伴 真吾,
柳下 大, 髙橋 洋二,
北島 理司, 須藤 毅
MR を用いた非言語 地図情報の要素間の自
情報のナビゲーショ 動関連付け技術とその
ンシステムの構築
共有に関する研究
Marzieh
大谷 英之
Aliabadifarahani, 山
本 佳世子
人流データのクラス 全球での建築物ストック
タリング手法に対す データの整備に向けたリ
る一考察
モートセンシングデータ
と建築物データの関連
分析
藤原 直哉
村上 大輔, 山形 与志
樹

15:20-15:50
閉会式（優秀発表
賞の表彰を含む）
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会場 F
1164
空間データモデル
司会：田中 一成
地理データへの時間属
性組み入れの構想
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会場 G
1165

【IoT と GIS が創る超スマート社会】

特別セッション

オーガナイザー：厳網林，牧野秀夫

【熊本地震における学会員の活動報告と次の災害に向けてのアクシ
ョン】

オーガナイザー：畑山満則
15 日（土）9:00-11:00

会場 S（石橋湛山記念講堂）

平成 25 年に改正された災害対策基本法において，行政に関わる機
関では，災害応急対策で災害に関する情報の収集及び伝達に努めるこ
と，さらに，その実現にあたり地理空間情報の活用に努めることが明
示された．
平成 28 年 4 月に発生した熊本地震は，改正後に初めて迎えた巨大
地震災害であり地理空間情報を用いた様々な活動がなされた．本シン
ポジウムでは，学会員によって実際に行われた災害支援活動について
報告を行い，地理空間情報活用の問題点について議論する．

「研究から実用へ～マイクロジオデータ研究会 5 年間の歩みとマイ
オーガナイザー：秋山祐樹

15 日（土）13:30-17:00 会場 S（石橋湛山記念講堂）
我々は「マイクロジオデータ研究会」と呼ばれる研究会を発足させ，
マイクロジオデータ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．「マイクロジオデータ（MGD）」とは位置
情報や時間情報を持つ時空間的に高精細な（例えば建物や人単位）ジ
オデータ・アーバンデータの総称のことを言います．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
計画・解析等への利活用が期待されています．
マイクロジオデータ研究会は今年で設立から 5 年目を迎えました．
設立当初はまだまだ物珍しかった MGD の研究も，この 5 年でかなり進
んできました．また様々な MGD が登場し，現在は「研究」から「実用」
のフェーズに移りつつあります．
そこで第 10 回の記念シンポジウムとなります今回は，これまでの
MGD を活用した研究を振り返ると共に，今まさに MGD を研究・開発の
段階から「実用」に移しつつある皆様にご講演頂きます．また MGD
の将来性や，MGD を実用していく上での課題などついて議論したいと
考えています．

会場 A（1151）

世界は IoT（Internet of Things）によって現実空間（Real Space）
と仮想世界（Cyber Space）が融合し，超スマート社会に向かってい
ます．
GIS にとって，これは革命的な地盤変動であります．GIS 学会は「IoT
と GIS 分科会」を設置し，その動向を追跡しています．このセッショ
ンは同分科会活動の一環として，超スマート社会における GIS の位置
付け，それを支える IoT ならびに空間情報の要素技術を概観し，GI
システム，GI サイエンス，GI サービスの新しい方向性が議論します．
【FOSS4G 分科会「オープンデータ時代の地理空間情報の利用を
考える (１)」】

オーガナイザー：岩崎亘典
16 日（日）10:50-12:30

【第 10 回マイクロジオデータ研究会
クロジオデータの将来～」】

16 日（日）9:00-10:40

会場 A（1151）

近年，国や地方自治体を中心に，オープンデータの取組が進んでい
ます．さらに，学術分野で，オープンデータに加えて，論文のオープ
ンアクセス，オープンソースソフトウェアの活用を加えた，オープン
サイエンスの取組が進んでおり，H28 年 1 月に制定された第五次科学
技術基本計画のなかでも，重要な項目としてあげられています．一方，
無料の Web 地図サービスの普及により，様々な場面での地理空間情報
の活用も進んでいます．しかしこれらのサービスは，無料で提供され
ているものの，どの様な用途でも使用できるものではありません．特
にオープンデータ化が進展し，様々な資料が二次利用可能な形で公開
される場合，これまでと異なる問題が生じる可能性があります．
そこで本セッションでは，オープンデータ化が求められる現在，地
理空間情報や無料の Web 地図サービス等を利用する場合，どの様な利
用が可能か，どの様な点に留意すべきかについて事例報告とディスカ
ッションを行います．
【自治体分科会「オープンデータ時代の地理空間情報の利用を
考える (２)」】

オーガナイザー：青木和人
16 日（日）13:30-15:10

会場 A（1151）

現在，再利用・再配布が可能な行政情報を提供するオープンデータ
推進が国主導により進められており，オープンデータに取り組む地方

【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：山本佳世子
15 日（土）13:30-15:10

会場 A（1151）

日本国内の初等中等教育現場において，GIS を実践的に活用した授
業に取り組んでいる教員等の個人又はグループを表彰する．

自治体も 200 を超えています．
行政が作成する地理空間情報，すなわち国土地理院が作成する地図，
国・地方自治体が作成する道路，上下水道などの地理空間情報につい
て，地図の著作権と版権，地理空間情報とオープンデータとの関係な
どについて注目されているところです．
そこで，本セッションでは，これまで行政が担ってきた地理空間情
報作成の役割を整理した上で，地図の著作権と版権，地理空間情報と

【GISCA 特別セッション】
オーガナイザー：大伴真吾
15 日（土）15:20-17:00

会場 A（1151）

GIS 事業分野の担い手として，GIS 上級技術者（GISE）資格が注目
されつつあるが，当分野の更なる発展を期すためには，個々の経験に
基づく知見や新たに開発した技術を共有し，議論する場が欠かせない．
また，GISE 資格の有効期限は 5 年間であり，その間に，GIS 分野に対
して一定の貢献をすることが義務付けられている．
このような背景のもと，本セッションは，資格をもつ発表者には貢
献の機会を与え，参加者には教育の機会を与えることを通じて，相互
研鑽することを目的に，開催するものである．また，GISE 資格の取
得を目指す人々や興味をもつ人々の参加も歓迎したい．

オープンデータなど，オープンデータ時代の地理空間情報について，
話題提供を基にワークショップ形式で参加者による議論を行います．
【若手会員分科会セッション】
オーガナイザー：山本佳世子
16 日（日）10:50-12:30，13:30-15:10

会場 B（1152）

本学会の次世代を担う若手会員の研究活動の活発化，産官学などの
交流を目的とし，今年 1 月に「若手会員分科会」が設立された．
慶應義塾大学三田キャンパスで開催された昨年度の学術講演会で
は，キックオフ集会が開催され，約 20 名の会員が参加した．
本セッションでは，分科会メンバーによる GIS の研究，産官学連携
活動，行政や企業の活動の成果について報告することを目的とする．
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利用予定コンピュータ OS（任意）

ハンズオンセッション

利用コンピュータ搭載メモリ（任意）

【誰でも簡単に使える GIS 教材】

利用コンピュータ空きディスク容量（任意）

16 日（日）10:50-12:30

会場 G（1165）

受講証明書の要不要（任意）

2022 年高校の地理必修に向けて，地理教育のカリキュラムや GIS
教育が着目されている．
しかし実際に授業で GIS を取り入れようとすると，「時間が無い」
「難しい」「教材が無い」などと聞く．クラウド GIS である ArcGIS
Online を使うことにより，ソフトウエアのインストール不要ですぐ
に利用可能である．各ユーザが作成した GIS データを読み込むことで
これにより GIS データだけではなく教材の共有も図る．また，実際
に GIS の授業を行っている高等工業専門学校や高校の先生を交えて
紹介する．

（短縮 URL

10 月 15 日（土）11:00-12:30／ポスター掲示時間

9:00-17:00

10 月 16 日（日）12:30-13:30／ポスター掲示時間

9:00-15:10

masayo_tsuchida@esrij.com

※参加希望者は予め講師宛に参加申し込みを行って下さい．

1

また参加者は各自，PC を持参して下さい．
【GIS 学会大会前日自主ハンズオンデイ】
14 日（金）13:00-

2

立正大学品川キャンパス

11 号館

FOSS4G 分科会では 2010 年の第 19 回大会以来，毎年学会大会でオ
ープンソース GIS を直接操作して学べるハンズオンセミナーを開催

3

してきました．
このハンズオンセミナーは，毎年多くの方の参加をいただいてオー
ただしハンズオンセッションは，学会大会セッションの複数セッシ
ョン分の時間で行うことが多いため，ハンズオンセッションを受講す

に著名なクラウド地図サービス

CartoDB 改め CARTO(カート）入門の

3 セッションを開催します．学会大会参加予定の皆さま，是非前日入
りしてオープンソース GIS に触れてみましょう．
参加費用

街頭防犯カメラの効果検証：繁華街
での事例分析

雨宮 護

6

改良版「危険なできごとカルテ」を用
いた子どもの被害の前兆的事案調査

7
8
9
10

検討中（資料作成費用 1000 円程度 または 無料）

開催セッション

11

Geopaparazzi 入門 講師 林博文（応用技術株式会社）定員 10 名
QGIS 入門

定員 20 名

12

八十島裕 （Pacific Spatial Solutions, LLC）

13

講師 縫村崇行(千葉科学大学)

CARTO（カート）入門
講師

定員 20 名
参加申し込み先
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHmdshhJRNtUw

-Mp44kW9J2so6KVtzdCDH9X4o14bKKsdtw/viewform
（短縮 URL

http://goo.gl/90RKaF）

上 記 GoogleForm を 利 用 で き な い 方 は 下 記 の 内 容 を メ ー ル で

14
15
16

yoichi.kayama@gmail.com までお送りください．
タイトル：
【申し込み】GIS 学会大会前日ハンズオン参加申し込み
記入項目

17

参加者氏名 （必須）
所属 （任意）
メールアドレス（必須）
参加希望セッション （必須）

12

小林 優一, 河端 瑞貴

5

GIS Geopaparazzi の入門（端末を利用したマッピング），おなじみの
QGIS の入門とプロセッシング機能のデモ，世界的

鈴木 翼, 坪川 トモ子,
渡邉 路子, 太田 亜里
美, 菖蒲川 由郷

笹谷 康之, 栗山 武久,
渡辺 耕治, 佐藤 由紀,
薬師神 裕樹

前日に，立正大学品川キャンパスで，自主ハンズオンセッションを開
催することにしました．本年は，Android 端末で利用出来るモバイル

羅 雁劼, 河端 瑞貴

「みんなでつくろう自転車安全マップ」
の取り組み

るとその時間の学会大会の他のセッションを受講することができま
せん．今年は，そのような問題に対処するために，本年は学会大会の

犯罪の空間パターンと地理的要因―
東京 23 区の事例－
新潟県阿賀町における高齢者の「か
かりつけ医」の選択とアクセスの地域
性
救急医療機関へのアクセシビリティに
基づく医療マップ-沖縄県内の緊急告
示病院を事例として-

4

プンソース GIS 情報の普及に役立ってきたと思えます．

デスクトップ GIS

http://goo.gl/UanUh3）

投票締切 10 月 16 日（日） 13:40

土田 雅代（ESRI ジャパン株式会社）

申込先 E-mail:

https://sites.google.com/site/foss4gsig/oshirase/2016gis-xue-hui-

da-hui-qian-rihanzuondei-kai-cuinoo-zhirase

ポスターセッション

独自に授業に展開することが出来る．

講師：

その他質問事項，連絡事項（任意）
自主ハンズオンデイ情報ページ

18

気候値を考慮した蚊媒介性感染症の
流行リスクマップ
地理的犯罪予測手法の日本への適
用と検証
ネットワーク分析を用いた小地域にお
ける感染症伝播経路推定
GNSS プローブデータを用いた自転車
による移動ルートに関する分析
介護福祉施設の適正配置の評価方
法の提案
地域環境への満足度が住民の歩行
意識促進に与える影響の分析
携帯電話 GPS 履歴を利用した東京
都市圏における鉄道利用状況の推
計
地域住民間送迎の支払意思額と希
望受取額に着目した成立構造の分析
オープンストリートマップに基づく交通
ネットワークデータの品質評価手法
の検討
東南アジアの密集市街地におけるウ
ォーカビリティ推定手法に関する研究
画像の解像度と植生の判別精度の
関係に関する研究―小型 UAV を用
いて―
福岡県農業体験農園における利用
者の分布状況と集客範囲に関する研
究
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原田
山根
三宅
安本
米島

豊, 齊藤 知範,
由子, 松下 靖,
康一, 大川 裕章
晋也, 中谷 友樹,
万有子

大山 智也, 雨宮 護
荒堀 智彦
杉田 渓, 早川 裕弌
束原 功哉, 山本 佳世
子
眞田 佳市郎, 山田 育
穂, 関口 達也
池澤 俊, 金杉 洋, 松
原 剛, 柴崎 亮介
寺田 悠希, 林 直樹,
杉野 弘明, 関口 達也
金杉 洋, 瀬戸 寿一,
関本 義秀, 柴崎 亮介
大崎 圭祐, 秋山 祐樹,
柴崎 亮介
山本 遼介, 泉 岳樹,
松山 洋
馬 晨, 藤田 直子

ポスターセッション
時代の変遷を考慮した観光名所推薦
19
システムの構築
位置情報付き SNS ログデータにみる
20 使用言語の多様性－世界都市東京
と観光都市京都の比較－
観光施設における混雑緩和のための
21
制度が観光客の行動に与える影響
旅行写真を用いた動画生成・共有ツ
22
ール MAPIC の提案
絵ハガキ時空間マップの構築と時空
間情報管理の課題と展望 -横浜関
23
内デジタル時空間マップの構築に向
けて3D プリンターを利用したフィールドガ
24 イド装置の提案 -長崎県対馬市下
島を対象に–
How do backpackers plan to travel
25
with a mobile application?
補助線と境界線の交点を利用した領
26
域への高速な地名配置法
27

28
29
30
31
32
33
34
35

36

37

38
39
40
41

スマートフォンを利用した現地調査に
よるマッピングの効率化
複数地点からの常時画像モニタリン
グによる都市空間上の飛行物体の検
出と分類
スマートフォンカメラによる道路上の
マルチオブジェクト検出
携帯基地局情報と公開情報を利用し
た地下鉄内位置情報提供システムの
検討
視覚障害者移動支援を考慮した歩道
ネットワークデータ作成の試み
三次元点群データを用いた樹木形状
の解析
サケ産卵場の河畔林における栄養輸
送の空間解析
GIS を利活用した下水道施設の維持
管理情報蓄積の提案
地価分布状況に対応した固定資産税
路線価検証のための自然分類手法
の提案
居住地域の縮小と再編に関する地理
学的分析 ―2000 年から 2010 年に
おける人口消滅メッシュの特性分析
―
高齢者における市町村毎のスポーツ
の会参加者割合と近隣環境認知の
関連性：JAGES 地域相関研究
表計算ソフトを用いた都市の空間計
画立案・コスト試算シートの活用可能
性
買い物環境に関する個人の主観的
評価と客観的状況の比較分析
言語の消失と獲得に関連する環境・
社会的要因
Aitchison 距離を用いた将来の日本と
現在の市区町村との類似度比較

ポスターセッション
牧野 隆平, 山本 佳世
子

42

桐村 喬
43
鶴田 未奈美, 貞広 幸
雄
和田 健, 金杉 洋, 松
原 剛, 柴崎 亮介
石黒 徹, 後藤 寛, 斉
藤 多喜夫, 齊藤 義雄,
夛田 高志, 田中 憲之,
佐藤 将
浦郷 和也, 坂根 一浩,
藤田 直子
Kota Hattori, Akihiro
Tsukamoto
阿部 昇, 黒田 航平
神野 智紀, 矢野 真治,
田中 希, 迫田 航, 吉
田 美幸, 旧井 実

44
45
46
47
48
49

50

祖父江 英謙, 福島 佑
樹, 関本 義秀

51

前田 紘弥, 樫山 武浩,
須藤 明人, 関本 義秀

52

松原 剛, 金杉 洋, 熊
谷 潤, 柴崎 亮介
谷口 亮, 石川 剛, 柳
場 さつき

53

54

蝦名 益仁, 早川 裕弌
松本 経, 駒井 克昭,
亀田 貴雄

55

松井 映, 坂東 晋

56

青木 和人, 武田 幸司,
矢野 桂司

57
58

鎌田 健司, 小池 司朗,
山内 昌和
59
横田 千尋, 佐々木 由
理, 辻 大士, 亀田 義
人,宮國 康弘, 柳 奈津
代, 古賀 千絵, 近藤
克則

60
61

赜 安, 藤田 直子
三輪 柚佳里, 藤田 直
子
米島
安本
西本
柴崎
山本
藤原

万有子, 桐村 喬,
晋也, 中谷 友樹
友香, 秋山 祐樹,
亮介
洋平, 秋山 祐樹,
直哉, 柴崎 亮介

福本 潤也, 氏家 晃仁
横山 祐宜, 藤田 直子
矢部 貴大, 坪内 孝太,
須藤 明人, 関本 義秀
根元 裕樹, 畠山 久
板垣 早香, 藤田 直子

坪井 塑太郎, 髙田 洋
介
小林 優介, 山本 彩
佐藤 大誓, 秋山 祐樹,
柴崎 亮介
王尾 和寿, 花里 俊廣,
チョ 秋霞, 温井 達也
藤田 直子
河合 甫乃香, 藤田 直
子
西尾 尚子, 伊藤 史子
石川 和樹, 夏目 宗幸,
中山 大地
宇佐美 智之

62

アリシェル ベグマトフ,
宇佐美 智之, 宇野 隆
夫, アムリディン ベル
ディムロドフ, ゲンナデ
ィ ボゴモロフ

63

長崎県対馬下島西岸域における石
屋根倉庫と群倉の文化的景観として
の価値付けに関する研究

小林 秀輝, 藤田 直子

関口 達也, 林 直樹,
杉野 弘明, 寺田 悠希

吉田 崇紘, 堤 盛人

唐 明暉, 藤田 直子

ウズベキスタン・サマルカンドにおけ
るカフィルカラ遺跡の考古学的調査と
空間構造評価

相 尚寿, 片桐 由希子

小野原 彩香

3 次元 GIS データを用いた住宅団地
の高齢者住民に対する農体験の健
康増進効果に関する研究
CCRC の実現を目指した施設配置の
空間分析 –福岡県宗像市日の里地
区を事例にネットワーク解析による住宅団地内
未利用地を活用した共同農園開設と
コミュニティ創出の分析
位置情報付き Tweet による蚊の発生
に関する時空間分析
今後の人口減少社会における生活
困難地域の推定
大規模企業間取引データを用いた企
業間取引の質的評価
コミュニティ抽出法を用いた機能地域
検出手法の拡張
誘致圏分析を用いた利用者需要に
基づく農業体験農園の立地選定に関
する研究
携帯電話から取得される GPS データ
を用いた平成 26 年熊本地震におけ
る避難行動の分析
GIS を用いた災害伝承共有システム
の開発
南海トラフ巨大地震を見据えた九州
太平洋沿岸域における津波防災の
空間分析
災害時における妊産婦・新生児出生
を考慮した広域危機管理対策に関す
る研究－南海トラフ巨大地震想定域・
四国を事例として－
リモートセンシングデータを活用した
災害時の避難場所充足度評価
マイクロジオデータを用いた 2016 年
熊本地震における建物単位の避難
者人数の推定
兵庫県阪神地域における避難計画
のための地域評価
熊本地震の地理空間分析を元にした
グリーンインフラの検討
熊本地震の被災地における日常風
景の消失とランドスケープ遺産の継
承に関する研究
シークエンスを伴う景観評価における
HMD を利用した実験手法の提案と試
行
御拳場境界データを用いた江戸・東
京の境界変遷に関する研究
弥生時代の集落分布動態の研究－
北部九州地方を中心として－
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ポスターセッション
対象場所の喪失が地域愛着に及ぼ
す影響の空間分析-九州大学箱崎キ
64
ャンパスとその周辺地区を事例として
GIS を用いた近代京都出版図の構図
65
と類型の分析

66

67

68

69

70

71

72

73

74
75
76

77

78

79

80

Analysis on urban heat island and
spatial characteristics using GIS and
MODIS Imagery

Analysis on relationship between
spatial characteristics and heat wave
Change Detection of Seasonal Snow
Melting by Using Landsat 8 Images in
Takhar Province of Afghanistan
Landuse Change Effect on Water
Discharge in Panjshir Watershed,
Afghanistan.
Estimating the spatial and temporal
distributions of chlorophyll
concentrations in coastal waters of
Taiwan using improved MODIS-Aqua
ocean color data
Eco-environmental vulnerability
evaluation and land use/land cover
changes through Landsat time series
data
Investigation on the Japanese eel
catches in relation to the velocity of
Western Pacific Kuroshio Current
around the waters off Taiwan
The impact of climate variability on
the winter catches rate and
distribution of threadfin in the Taiwan
Strait
Evaluation of forest functions for
establishment of a sustainable forest
land management system: focusing on
Nakdong-jeongmaek of South Korea
—
A study on measurement of street
trees using mobile mapping system to
acquire 360-degree image
EXTRACTING TREE RINGS FROM
DISC BITMAP IMAGE
Characterization of Urban Green
Pattern by Fractal Dimension
Analysis
Establishing New Procedures for
Evaluating Landslide Vulnerability in
Southern Taiwan by Multitemporal
Images
Reasoning and Post-Disaster Damage
Assessment for the Petrochemical
Pipeline Explosion using UAV
Techniques

土田 亮, 藤田 直子

塚本 章宏
Kyeong-Ho Seo,
Kyung-Hun Park,
Gyeong-Ah Kim,
Bong-Geun Song,
Chul-Hyun Choi
Bong-Geun Song,
Kyung-Hun Park,
Kyeong-Ho Seo,
Gyeong-Ah Kim

ポスターセッション
Early landslide detection and warning
81
system using remote sensing imagery
Evaluating effects of neighborhood
environment on enhancing utilitarian
82
walking behavior: A case study in
Tokyo Metropolitan Area

Hao Hou, Yuji Murayama

第 12 回大会優秀発表賞
学生会員の発表レベル向上を図るため，本年度も「大会優秀発表賞」
を設けます．以下の条件を満たす方が対象となります．
・本学会の学生会員であること
(2016 年 7 月 15 日までに入会届を提出し，今年度までの年会費
を完納している者)
・修士号未修得であること

Kazem Naseri, Dongshik
Kang

・講演発表の発表者であること
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

Tooryalay Ayoubi,
Dongshik Kang

候補者を推薦し，学会賞委員会の中に設置される大会発表賞小委員会
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100 号に所属・氏

Chih-Hua Chang,
You-Sin Wu

名を発表します．
また，『GIS-理論と応用』Vol.24-No.2 に発表要旨を掲載（モノク
ロ印刷のみ）します．受賞者は 11 月 10 日（木）までに A4 用紙 1 枚
の原稿をご提出ください．

Nguyen Anh Kim, Liou
Yuei-An, Li Ming-Hsu

第 5 回ポスターセッション賞
ポスターセッションでの議論の活性化を図るため，本年度も「ポス

Chia-Yi Yang, Kuo-Wei
Lan

ターセッション賞」を設けます．ポスターセッション発表者全員が審
査対象です．審査方法は，郵送(事前登録)・受付(当日受付)でお渡し
する審査用紙をご覧下さい．
受賞者には賞状を後日送付し，GISA ニューズレター100 号に氏名と

Hui Fang Li, Yu-Lin Lee,
Kuo Wei Lan

所属を公表します．
また，『GIS-理論と応用』Vol.24-No.2 に発表要旨を掲載（モノク
ロ印刷のみ）します．受賞者は 11 月 10 日(木)までに A4 用紙 1 枚の

Chul-Hyun Choi,
Kyung-Hun Park
—
Ryosuke Yamamoto,
Takeki Izumi, Hiroshi
Matsuyama
Shih-Yu Chen, Chinsu
Lin, Fu-Ming Yang,
Li-Han Lin

原稿提出にご協力下さい．

機器展示（申込順）


株式会社古今書院
展示リスト：
『地理情報科学

GIS スタンダード』

『経済・政策分析のための GIS 入門』ほか GIS 関連書籍
展示概要：
GIS 書籍の発行点数ナンバー１の出版社です．『地理情報科学

Ming-Chee Wu,
Mon-Shieh Yang

GIS スタンダード』など GIS の基本図書，「ArcGIS」「QGIS」
「MANDARA」など人気の GIS ソフトの活用マニュアルなど，GIS

Hern Wang, Kuan-Tsung
Chang, Chih-Ping Kuo,
Jin-King Liu
Kuan-Tsung Chang,
Min-Cheng Teng,
Cheng-Fang Lo,
Jin-King Liu

ビギナーからミドルユーザまで利用目的に応じた関連書籍を展
示し，すべて 15％引で販売します．出版企画のご相談も大歓迎
です．


ESRI ジャパン株式会社
展示ソフト名称：
ArcGIS 10.4

/

ArcGIS Online

ArcGIS データコレクション 2017

14

Shih-Yu Chen, Chia-Hui
Tai, Tse-Yu Chien
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/

展示概要：

す．これは，関西地区の GIS 関係団体が一堂に会して実施してきた「関

ArcGIS 製品の最新情報をご紹介致します．

西 G 空間フォーラム」に,「G 空間 EXPO プレイベント」を加えて２日

 ArcGIS for Desktop の最新バージョン ArcGIS 10.4 にて強化

間で開催するものです．

された機能・ツールのご紹介

本学会関西支部と国土地理院近畿地方測量部などが主管する「関西

 マップの作成・共有・利用を，いつでもどこでも行える環境
を提供する ArcGIS Online の活用法

G 空間フォーラム」は，初日の 10 月 24 日（月）に開催されます．こ
の第二部（午後の部）の第 17 回目「関西地域 GIS 自治体意見交流会」

 ArcGIS データコレクション 2017 の詳細

では，関西地区を中心に自治体 GIS の４つの事例紹介などを例年通り

 標準機能でデータの 3D 表示や編集が可能な ArcGIS Pro

行われます．さらに，会場を巻き込んで議論が行われる第三部のパネ
ルディスカッションも，これまでと同様に実施されます．お忙しい時

※ 出展は，web にも公開します．

期とは存じますが，皆様，奮って御参加くださいますよう，お願い申
し上げます．

【事務局からのお知らせ】

【支部報告】




関西支部報告

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．

2016 年２月の News Letter 第 97 号で報告して以降の行事について

メール対応も出来ませんのでご注意ください．

の報告と，今後実施を予定している行事を紹介します．

2016 年 10 月 14 日（金）～17 日（月）

関西支部が主催しております『GIS 上級技術者教育講座（GIS ブラ
ッシュアップ・セミナー）』は，前回の報告後 2016 年 7 月 9 日（土）



『GIS-理論と応用-』特集ページ募集

に，場所は常翔学園・大阪センターにて第 17 回を実施しました．「新

地理情報システム学会では，今後，地理情報システムと地理情報科

産業と情報技術」をテーマとして 32 名の参加者を得て実施したセミ

学に関する最新の学術動向や社会からの要請を踏まえ，論文集『GIS-

ナーでは，朝日航洋株式会社の松本浩二氏から「全国農地ナビ」と題

理論と応用-』にふさわしい内容の特集ページを設けていきたいと考

する講演を，日本アイ・ビー・エム株式会社の村尾吉章氏からは「ア

えています．

ナリティクスと GIS」と題した技術報告を，そして好評となっていま
す事務局コーディネートのディスカッションでは２名の講師を交え

つきましては，広く会員の皆さまより特集のアイデアを募ることと
いたしました．

て参加者が活発な議論を交わしました．

募集期限は設けず，随時応募を受け付けます．ただし，応募資格者
は地理情報システム学会の個人会員に限ります．
また，応募された提案書は編集委員会にて審査され，提案が採用さ
れた場合，応募者には臨時編集委員をつとめて頂きます．
詳しくは下記の学会 web をご覧ください．
http://www.gisa-japan.org/publications/sp.html


変更届等について
就職，転職，所属や自宅の場所が変わった等々の場合，速やかに変

更届をご提出ください．変更はオンラインで出来ます．
https://www.gisa-japan.org/member/login.php


『GIS－理論と応用』への広告掲載について
会員の方は，学会誌『GIS－理論と応用』に製品・技術等の広告を

掲載することができます．ご希望の方は，学会事務局までご連絡くだ
さい．
１．広告料金（A4・1 頁単位）（消費税別）
『第 17 回 GIS 上級技術者教育講座（GIS ブラッシュアップ・セミナー）』
さて関西地区には，『地理空間情報活用推進に関する近畿地区産学
官連携協議会』が昨年設立されました．この協議会は，「地理空間情
報に係る課題認識と情報を近畿地区における産学官の間の共有を図
り，もって，地理空間情報の効果的な活用を推進することを目的」と
して設立されています．

後付

50,000 円（1 回）

表紙 3（裏表紙の裏）

50,000 円（1 回）

毎号に掲載の場合は，15%引きです．
２．原稿について
データでの提出（PDF 原稿など 26cm×18cm 白黒印刷）
３．提出締切
（6 月末発行 No.1 に掲載）5 月 25 日

今年度は，この協議会が中心となり，さらに『G 空間 EXPO2016 運
営協議会』とともに，来る 2016 年 10 月 24 日（月）と 25 日（火）の

（12 月末発行 No.2 に掲載）11 月 25 日
４．発行部数

1,500 部

２日間 “関西 G 空間フォーラム 2016 and G 空間 EXPO2016”を実施
します．場所は，大阪 ATC O’s 南館 6 階のコンベンションルームで
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2016 年 8 月末現在の個人会員 1190 名，

賛助会員 59 社

賛助会員
（
2口口）
）NTTタ
ウンページ㈱
（2
NTT タウンページ㈱
（1
口）
アクリーグ㈱，
アジア航測㈱，
㈱インフォマティクス，
㈱NTTデータ数理システム，
愛媛県土地家屋調査士会，
（
1口
）ア
クリーグ㈱，朝朝日航洋㈱，
日航洋㈱，アジ
ア航測㈱，いでいであ㈱，
あ㈱，㈱イン
フォマティクス， ESRI ジESRIジャパン㈱，
ャパン㈱，㈱NTT デ
ータ数理システム，愛媛県土地
家屋調査士会，応用技術㈱，
応用技術㈱，大阪土地家屋調査士会，オートデスク㈱，㈱オオバ，㈱かんこう，
技術研究会，㈶岐阜県建設研究センター，
大阪土地家屋調査士会，オートデスク㈱，㈱オオバ，㈱かんこう，関東甲信越東海
GIS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，
九州GIS 技術研究会，
協同組合くびき野地理空間情報センター，
近畿中部北陸GIS 技術研究会，
㈱こうそく，
国際航業㈱，
国土情報開発㈱，
㈱古今書院，
協同組合くびき野地理空間情報センター，近畿中部北陸
GIS 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，
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，㈱ジオプラン，㈱昭文社，㈱ジンテック，㈱ゼンリン，
ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱，㈱ジオテクノ関西，㈱ジオプラン，㈱昭文社，㈱ジンテック，㈱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，
㈱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，
テクノ富貴㈱，
デジタル北海道研究会，
玉野総合コンサルタント㈱，中四国
GIS
技術研究会，テクノ富貴㈱，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 ㈶日本測量調査技術協会，
協会，にいがた GIS 協議会，
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㈱，
日日本土地家屋調査士会連合会，
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，日本土地家屋調査士会連合会，
㈶日本地図セ
ンター，パシフィックコンサ東日本総合計画㈱，
ルタンツ㈱，㈱パスコ，
㈶日本地図センター，
パシフィックコンサルタンツ㈱，
㈱パスコ，
阪神高速技研株式会社，
阪北海道GIS
神高速技研株式
会社，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㈱，
㈱三菱総合研究所
，三菱電機㈱，センシング技術センター
㈶リモート･センシング技術センター
技術研究会，
㈱マップクエスト，
㈱松本コンサルタント，
㈱三菱総合研究所，
㈶リモート･
（1
口）
経済産業省特許庁，
長野県環境保全研究所，
福岡県直方市
自自治体会員：
治体会員：（1口
）経
済産
業省特許庁，総務省統計総務省統計局統計研修所，
局統計研修所，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
●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
●セキュリティSIG：内布茂充（行政書士 内布事務所 Tel 090-2284-4125）
E-mail：spcn87q9@royal.ocn.ne.jp
●FOSS4G：Venkatesh Raghavan（大阪市立大学）
連絡先：嘉山陽一（朝日航洋㈱ TEL049-244-4032）
E-mail:youichi-kayama@aeroasahi.co.jp
●若手会員分科会：山本佳世子（電気通信大学 ℡042-443-5728）
E-mail：k-yamamoto@is.uec.ac.jp
●IoTとGIS：厳網林（慶應義塾大学 ℡0466-49-3453）
E-mail：yan@sfc.keio.ac.jp

●自治体：浅野和仁（大阪府富田林市）
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（日本大学 Tel 03-3304-2051）
E-mail：kohsaka@chs.nihon-u.ac.jp
●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
●土地利用・地価GIS：碓井照子（奈良大学）
事務局：西端憲治（㈱セイコム Tel 0721-25-2728）
E-mail：totiriyo-sig@seicom.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

地方支部の連絡先一覧
＜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：高知大学
松岡真如
Tel：088-864-5166，E-mail：msykmtok@kochi-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（特定非営利活動法人沖縄地理情報システム協議会）
Tel：098-863-7528，E-mail： takushi@okicom.co.jp

＜北海道支部＞
支部長：小樽商科大学
深田秀実
Tel：0134-27-5399，E-mail：fukada@res.otaru-uc.ac.jp
＜東北支部＞
支部長：東北大学
井上亮
Tel：022-795-7478，E-mail：rinoue@plan.civil.tohoku.ac.jp
＜北陸支部＞
支部長：新潟大学
牧野秀夫
Tel：025-262-6749，E-mail：makino@ie.niigata-u.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

■ 編集後記 ■

地理情報システム学会ニューズレター

あいも変わらずバタバタの編集です．

第 99 号 ●発行日 2016 年 9 月 20 日

今回は 25 回の大会特集号です．

■発行

講演・ポスターセッション共に前回よ

一般社団法人

りも多く大会的には良いのですが，編
あっちを引っ込ませればこっちが出っ
張る，終いにはフリーズしてしまうと
言う，人生と一緒で中々思う様には行
かないものです．もうオリンピックも
終わっている今日，忘れかけていた小
学校の夏休みの宿題を，泣きそうにな
りながらやっつけでやったことを思い
出しながら編集後記書いてます．
さて，昨年の大会は都合により参加で
きませんでしたので今年は前日のハン
ズオンから参加しようかなぁなんて
25 年前…ひょっとして今年は Carp 優
勝？（谷口 彰：GIS 総合研究所）
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集はちょっと厄介でした．特に表は，

■

弥生雑記 ■
東京から飛行機でほんの 2 時間半．そんな時間や距離以上に遠いと感じたのがシベリアだった．

言葉も文字も，ロシア語だけ．ロシア人ガイドからは「外国語を口にするなら英語ではなく日本
語が無難」と注意を受け，東西冷戦の痕跡を見る思いもした．決して英語が堪能な訳ではないが，
国際語だと思っていた英語がアテにならない心細さときたら…

だからシベリア最大の都市イル

クーツクで‛restaurant’‛hotel ’‛SUBWAY（地下鉄ではない）’といった看板を目にしたときは，
正直，ほっとした．失った世界の半分の扉がそこにある気がした．（とはいえやはり英語は通じ
ず，私はホテル従業員と日本語 vs ロシア語を繰り広げることとなった）
人生は出会いの面白さ，とはよく言ったもの．人のみならず，文化や習慣との出会いを重ねる
ことで，自らの人生にも彩りが増すものだ．この秋は，例年以上に海外からのお客様を多く迎え
ての大会となる．是非，積極的な交流を深め，人生を豊かにしてください．
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