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  越 雄一，渡辺雅人，田上幸喜，鶴崎秀樹，山本慎太郎，平井一三，

荒巻修士，硴崎賢一  
525 

三次元 GIS 及び WebGIS を用いた河川業務支援システムの開発  

  越 雄一，荒巻修士，田上幸喜，鶴崎秀樹，山本慎太郎，平井一三，

佐々木和正，硴崎賢一  
529 

金沢市中心部における都市住民による用水路景観の評価  

  山下亜紀郎  533 

河川空間の分析  

  坂口 敬，吉川 眞  537 

ボクセル分割を用いた都市内緑環境の分析  

  林 吉則，吉川 眞  541 

3 次元都市空間分析における地表面起伏の影響について  

  大谷郁子，大佛俊泰  545 

歩行経路の起伏に関する認知構造  

  池田太亮，大佛俊泰  549 

車窓景観の分析  

  楠本貴彦，吉川 眞  555 

GPS による自動車走行距離の計算誤差解析  

  陳 賀，松崎 一  559 

東海道宿村大概帳の GIS データ化の試み  

  立岡裕士  565 

WebGIS を用いたリスクコミュニケーション支援システムの開発（1）－自己学

習・相互理解を目指した空間情報閲覧・作成・伝達ツール－  

  臼田裕一郎，坂本 愛，福井弘道，長坂俊成，西山由美，田中美乃

里，鈴木維一郎，望月嘉晴，古瀬勇一  
567 

WebGISを用いたリスク・コミュニケーション支援システムの開発（2）－HLW地

層処分問題における参加型リスク評価支援－  

  坂本 愛，臼田裕一郎，福井弘道，長坂俊成，西山由美，田中美乃

里，鈴木維一郎，望月嘉晴，古瀬勇一  
571 

阪神・淡路大震災地域における復興データベースの作成と視覚化  

  碓井照子，松原光也，羽田康祐，三好達也，高塚麻奈美，益田大樹，

前原和之，大渡 徹，岡本征子，中井 歩，中尾真大  
575 

 


