空間情報社会の実現を目指して
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CSIS Days 2005

2005年9月27・28日の両日、東京大学本郷キャンパ
ス山上会館（東京都文京区）において、東京大学空間情報科
学研究センター（CSIS）主催による「東京大学空間情報科
学研究センター 第8回年次シンポジウム ―CSIS DAYS
2005―」が開催された。
CSISでは共同研究成果の公表と産官学の連携の強化を

どのあらゆる情報は位置を結びつけることで識別できる

促進する目的で毎年9月に年次シンポジウムを開いており、

ようになれば、より知の構造化や新たな理解が進み、そ

今回は8回目にあたる。昨年までは1日のみの開催だったの

れこそが空間情報社会のもたらす世界となると語った。

が今年から2日間と拡大され、初日は4つの講演、2日目は

また、空間情報社会の基盤形成のため「空間情報社会研

最新の研究成果として実に43件もの発表が行われた。

究フォーラム」の設立を宣言し、各方面からの参加を呼
びかけた。続く基調講演では、野村総合研究所理事長の

Web世界を変えていく Google Earth

村上輝康氏が「ユビキタスネットワーク化と空間情報社

初日は午前の招待講演セッションと午後の「空間情報

会」と題し、行政や世界各国におけるユビキタスネット

社会研究フォーラム」セッションの二本立ての構成。ま

ワークへの取り組みや、ユビキタスパラダイムの浸透状

ず開会にあたって、４月から新しく空間情報科学研究セ

況を紹介した。

ンター長に就任した柴崎亮介教授が挨拶、CSISが全国共

その後「空間情報社会研究フォーラム」の設立総会が

同利用施設としてスタートしたこと、研究発表会を公募

行われ、GIS学会副会長の村山祐司氏と国土地理院参事

にしたところ予想以上の申し込みがあったことを報告し

官の秋山実氏が挨拶。村山氏は空間情報社会を生きるこ

た。招待講演では今年業界の話題をさらった「Google

とはGIS力を付けることであり、それは適切な空間的意

Earth」の中心的開発者であるMichael T. Jones氏

思決定を可能とする力だと述べた。また秋山氏は21世紀

（Google Inc., Keyhole CTO）が、
「 Google Earth:

に日本が直面する課題を克服するために国土のインテリ

Challenges of Geospatial Visualization 」と題して

ジェント化が必要で、ユニバーサルな地理情報の提供を

実際にGoogle Earthを使って宇宙より俯瞰する地球から

目指していくと語った。

大地を駆ける動物までが見える画像まで一気に拡大した
り、位置を関連づけることで膨大な情報が整理されてい

参加者全員が議論

く様子などを披露、Web of Places、Imagery/Map、

２日目はCSISおよび全国の空間情報科学に関する研究

Fun to useといったコンセプトによって、これからのブ

についての発表が行われた。発表はテーマごとに「地形

ラウジングは再定義されていくだろうと語った。続いて

学と水文学への応用（９件）
」
「都市環境研究（12件）
」

オハイオ州立大学地理学科名誉教授のDuane F. Marble

「GISと教育（５件）
」
「空間情報サービス（８件）
」
「空間

氏が「Some Remarks on the Status of Reserch in

ITと要素技術開発（９件）
」の計43件。全ての発表は数

Geographic Infomation Science and Technology」

分間の口頭発表ののちにポスター会場で再度展示され、

と題して講演を行った。

参加者がポスターを前にしてじっくりと討論できるよう
配慮された。実際にパソコンを使ってデモしたり参加者

空間情報社会が目指すもの
午後の特別講演ではまず柴崎氏が、人・モノ・事象な

同士で議論したりと、ただ発表を聞いて終わるだけでは
ない、非常に充実した２日間となった。
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gコンテンツがもたらす革命とは何か
10
27

g-Contents WORLD 2005

gコンテンツ流通推進協議会は、2005年10月27日に

学空間情報科学研究センター長）は、
「空間情報社会とｇ-

青山TEPIAホール（東京都港区）においてg-Contents

コンテンツ」と題していかに自

WORLD 2005を開催した。2003年3月に発足した同

由かつ安価に情報を一にリンク

協議会は、gコンテンツの新しい市場とビジネスの創造を目

できるかが重要と述べた。武山

指してg-Contents WORLDを2004年より開催、今年

政直氏（慶應義塾大学助教授）

はその２回目となる。今回のテーマは「gコンテンツ革命」。

は「ｇコンテンツと価値創造」

各界のスペシャリスト達が、日進月歩のgコンテンツの世界

として、ｇコンテンツはそれを

を雄弁に語った。

媒介として人・モノ・場所がリ
ンクすることでその真価が発揮

開会にあたってまずｇコンテンツ流通推進協議会事務
局長の武田貞夫氏が挨拶。続いて基調講演に入り、高橋

基調講演のあと、
「ソーシャ

潤二郎氏（同協議会会長・慶應

ルネットワークと時空間−SNS

義塾大学名誉教授）が「21世紀

によるリレーション革命−」と

都市の社会基盤」と題し、これ

「 観光革命−地域の姿と地域の

から下り坂になる人口増加率に

情報との関係の革命−」をテー

合わせ新しい都市の社会基盤が

マに２つのパネルディスカッションが行なれ、地域に密

求められる中で、GISは知覚・

着したコミュニティを活性化するためにｇコンテンツを

認知支援システムとして変化し

どのように活かしていくべきか、官民の担当者で意見が

ていかなければならないと語った。柴崎亮介氏（東京大
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されると語った。
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交わされた。

社会に根ざしたGISへ
11
17

GISコミュニティフォーラム2005

2005年11月17・18の両日、青山TEPIA（東京都港

府官民協議会のGISへの取り組みを紹介した。続いて国

区）において日本ESRI･LeicaGeoユーザ会の主催によ

土地理院の久保紀重氏が、
「電子国土実現への地理院の取

りGISコミュニティフォーラム2005が開かれた。ユーザ会

り組み」として民間でのWebマッピングサービスが続出

がGISコミュニティフォーラムとなってから２回目となる今

する中で、誰でも使える位置付き情報サービスとしての

年のテーマは「GISで創る私たちの社会」。二日間での来場

電子国土の優位性をアピールした。最後の講演は京都大

者は延べ1300人に達し、講演会場や体験セミナーは全て

学防災研究所の林春男氏の「美しく・わかりやすく・役

満席。熱気溢れるイベントとなった。

に立つ防災マップの作成-京都市防災マップの挑戦」
。林氏
はハザードマップのあるべき姿として先のESRI USER

社会に広まる次世代のGIS

CONFERENCEのMap Galleryでグランプリを受賞し

開会の挨拶として、まず冒頭にESRIジャパンの正木千

た京都市防災マップを紹介し、その作成過程では利用者

陽社長がArcGIS開発計画やESRIジ

の情報ニーズを満たすべく多方面からの協力を得て、
「作

ャパンの取り組みなどを紹介した。ま

品」としての地図を目指したと語った。

た日本ESRI・LeicaGeoユーザ会会長
の福井弘道氏（慶應

体験コーナーは全て満席

義塾大学教授）が、

展示会場では大学や研究機関が日頃の研究成果を多数

Google Earthなど今までになかった

展示。また事例発表が２会場に分かれて行われ、産官学

事例が出てきたことで多くの人が空間

から全部で26の発表があった。防災関連に話題が集中し

情報の面白さに気づき、GISは新しい

た昨年とは打って変わって、今回は環境調査から設備管

世代（GIS2.0）へと進化するだろうと述べた。

理、観光情報、防犯、GIS教育など多岐にわたってお

基調講演午前の部では、柴崎亮介氏（東京大学空間情

り、GISが幅広い分野に普及していることを印象づけた。

報科学研究センター センター長）が「空間情報社会 そ

テクニカルワークショップや体験コーナーでは、発表

のコンセプトと実現方策」と題して講

されたばかりのArcGIS9.1やそのエクステンションを使

演。社会インフラ層に空間情報技術を

った実演やデモが目白押しで、そのどれもが満員。とく

導入することが空間情報社会の実現の

に「航空写真をGISで使ってみよう！
！」のコーナーは定員

ための道筋であり、さらに 実世界デ

をはるかに超えて多くの立ち見が出るほどで、画像デー

ータ の共有できるようになれば理解

タとベクトルデータを組み合わせたGISの利用に関心が

の進化や知の構造化につながるだろうと語った。ESRIコ

集まっていることを伺わせた。

ンサルティング部部長のBill Derrenbacher氏はESRI
のプロジェクトやプロフェッショナルミッションなどを
紹介した。
グランプリ受賞の裏にあるもの
午後の部では、大阪ガス株式会社の山内徹氏が「大阪
ガスにおけるGIS活用と大阪府官民協議会におけるGIS技
術応用について」と題して発表、社内の活用事例や大阪
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炉辺談話第５回のゲストは、東京大学空間情報科学研究
センター助教授の有川正俊さん。情報工学の観点から新た
な空間情報利用のビジョンを提起し
てこられた有川さんには、６年ほど
前に初めてお会いして以来、いつも
新鮮な刺激をもらっています。今回
は、人間と空間ITの関係がこれから
どう展開していくか、ざっくばらん
にお話を伺ってみました。

岩見

最近の主な研究テーマについて、

少し教えてください。

有川

（1）
例えば、「PhotoField」
っていう

ソフトを作ったんです。（ノートPCを見
せながら）これは、デジタルカメラで撮
影した位置情報付きの画像を、撮影場
所、撮影方向、撮影対象、撮影対象の名
称を定義する形で整理できる空間アルバ

ム作成ソフトなんです。
今のデジタルカメラは、撮影位置の情
報を記録できますが、それを地図上に点
でプロットしてみても、写真をいちいち
開いてみないと何が写っているかは分か
らない。実際には、撮影対象によって写
真を探す場合の方が多いんじゃないでし
ょうか。つまり、撮影した位置を取って
も、それが単独で利用しやすいメタデー
タであるとは必ずしも言えない。位置の
セマンティクスがちゃんと考えられてい
ないんです。
そこで、撮影位置から撮影対象へ地図
上で矢印を引いて、かつ撮影対象の名称
ラベルを付けられるようにしたわけで
す。これなら、見たい写真をすぐに探せ
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るし、写真をラベルでマッチングさせな

な情報」というのが、最近の私の中のキ

ての自己中心的な情報を提供してきてい

がら実写地図を作ることもできる。ちょ

ーワードですね。

ない…。

っと情報を加えるだけで、使い勝手のい
いソフトができるんです。

岩見

人間に分かりやすい位置情報とは

何か、ということですね。

エゴセントリックな情報が
求められる
有川

そうです。

人間にとってもっとも分かりやすい、

カーナビの地図がなぜ使いやすいのか
と言えば、常に自分が真ん中で、進行方

有川 今までの空間情報は測量データが

向を向いてくれる。そうすると、自分の

中心で、人間にとってやさしい情報だっ

今いる場所がすぐイメージできて、外界

たかというと、疑問があります。人間に

の情報と自分の記憶がマッチしやすい。

とってやさしいのは、やはり言葉じゃな

情報の自己中心性ということの意味は、

いかと思うんですね。これまでGISでは

自分の中にある過去の経験の記憶とマッ

あまり取り上げられて

チしやすいということだと思うんです。

こなかったけれども。

つまり、その人が持っている経験的な知

あるいは、写真という

識が、それを与えられることで増幅し、広

情報のリッチさももっ

がっていくような情報こそが求められる。

と見直されていいと思
う。

ストレスのない情報とは、自己中心的な
情報なんです。この「エゴセントリック

岩見

これまでのGISは、ユーザにとっ

つまり、地図は果た
してユニバーサルなメディアか、という
ことです。空間情報イコール２次元の平
面地図といったステレオタイプ化したイ
メージからはもう脱するべきで、例えば
言葉や写真などを利用した、人間にやさ
しい位置情報というものをもっと考える
必要があると思うんです。

岩見

たしかにGISの世界でも、ユーザ

にとって使いやすい情報とは何かという
観点をもっと定着させていかなければい
けませんね。
ただ、地図という表現自体の意義や有
効性については、別個に考えるべきだと
思います。
地図はとても高度な空間情報表
現ですよね。例えば、地図という形で自
空間アルバムソフトPhotoFieldのコンテンツ例。立命館大学アートリサーチセンターで作成された
「都名
所今昔」展での
「京都名所絵図アーカイブ」。ここでは、写真でなく、安藤広重の版画における視点の位置
や方向、対象が地図にプロットされている。

らの行動の軌跡を面的に把握してきたこ
とが人間の行動範囲の拡大を可能にして
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きたんじゃないかと私は想像しているん

いかと思う。

こかを訪ねるにしても、行き先の人やそ

つまり、空間情報を人間が消費しやす

この場所を知っている人に電話をかけて

い自己中心的な情報にアレンジして提供

言葉で誘導してもらう方が簡単で、地図

ええ、私も地図は面白いと思う

するのがGISの役割だと思います。人間

を参照しながら行き先を探している姿は

し、なくならないと思います。ただ、地

が地図やGISに近付こうと苦労するので

減ったと思います。有川さんの言う通り

図にしなくてもいい空間情報もある、と

なく、地図やGISが人間化すべきなんで

ですね。

いうことです。われわれは、実は地図に

す。言い換えれば、GISはいまだに実世

では、人々は場所に関わるどんな情報

載り切らないほどの空間情報を日常会話

界を忠実に表現しようとするレベルにと

を欲しがっているかと言うと、特定の目

などを通じて不断にやり取りしているん

どまっているけれども、人間の認識にい

的地の位置情報よりも、まずは場所の個

です。空間情報は写真でも、映像でも、

かにマッチするかという観点にシフトす

性に関わる情報じゃないか。 この辺り

自然言語でも伝えられるし、それらの方

べきだということです。

に面白いところないかなあ

ですが。

有川

が分かりやすいこともある。位置情報を
持たなくても空間ITは成り立つんじゃな

というよう

に、自分の興味や志向と触れ合うような

空間的第六感と日本人

要素を探して歩いている人たちをよく見
かけませんか。そういう情報を、その場

岩見

確かにそうですね。

それに関連して言うと、私

で直感的に、楽しく検索できるシステム
があったらいいと思いますね。

はだんだん目的地志向のナ
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ビゲーション以外の機能が

有川 私は、知り合いの研究者たちと空

空間ITに求められてきてい

間的第六感の研究プロジェクト（The 6th

るんじゃないか、という気

Spatial Sense Project）をやっているん

がしているんです。

ですが、そこでも空間ITは目的地志向で

例えば、今は携帯電話が

はなく人間の空間感覚を拡大するもので

普及したので、誰かと待ち

あるべきだという視点で議論をしていま

合わせる時に前もって正確

す。人間は五感を使って空間を感じてい

な場所の情報を共有してお

ますが、空間ITはそれにリプレイスされ

かなくてもよくなった。

るものではなく、第六番目の新たな感覚

「２時ごろに渋谷で」と約

をプラスアルファするものだということ

束すれば、あとは電話を通

ですね。イメージとしては、ユーザが空

じて言葉でリアルタイムに

間情報場を自由にチューニングしながら

ナビし合えば出会える。ど

サーフィンしていくようなツール、かな。

【註】
（1）弊誌第13号「GIS研究室を訪ねて 第4回」を参照
（2）
「光速エスパー」の主人公・東ヒカルの相談役に
なっているロボット鳥で、名前は「チカ」。ヒカ
ルの母親が自分の分身として地球に派遣した。

岩見

面白いですね。

私は、日本人はもともと場所に対して
合理性を求める志向が弱いんじゃないか
と思うんです。例えば、欧米では都市の
区画が整然としていて、ストリートアド

作っている。人間の頭の中には空間エン

レスですぐに場所が特定できるのに、日

ジンが入っているんです。それに余計な

本はぐちゃぐちゃな区画に場当たり的な

負担をかけることはない。

住所が付けられていて、きわめて分かり

岩見さんは私と世代が変わらないか

にくい。それは都市計画の観点からはま

ら、「光速エスパー」って知っているで

ずいわけだけど、日本の街なかの路地と

しょう？

いうのは昔からくねくねと入り組んで先
が見通せない空間で、そこをたどってい

岩見 テレビ番組ですよね。おぼろげな

くと不思議な場所に迷い込んだり、思い

記憶がありますが。

もよらない景色に出くわしたりする。日
本人はそういう体験をどこか楽しんでき

有川 その主人公のエスパーの肩にいつ

たと思うんですね。それは、日本的な空

もとまっているロボットの小鳥（２）がいる

間文化でもあるんじゃないか。だから、

んですけど、あれが私が考える空間ITの

ひょっとしたらわれわれは昔から空間的

最終型なんですよ。行く先のナビゲート

第六感と言うべきものに寄り添ってきた

もしてくれるし、過去の行動ログも記憶

のかもしれない。

していてくれる。しかも人格化してい
て、コミュニケーションできるマスコッ

「光速エスパー」の
マスコッ
トが理想

ト的な存在なんです。

岩見 たしかに便利ですね。有川さんら
有川

なるほど。ただ私の発想は、どち

らかと言うと、人間に余計な空間情報処
理を強いるようなシステムは変えていく
べきだということですね。人間は他の人
間とコミュニケートしたり、行動したり
しながら、不断に頭の中に空間モデルを

しいな（笑）。次は、そのマスコットの

【プロフィール】
ありかわ まさとし
東京大学空間情報科学研究センタ
ー助教授。
1962年福岡県生まれ。1986年九州
大学工学部情報工学科卒業。1988年
同大学院修士課程修了。1992年九州
大学博士（工学）授与。1988年九州
大学大型計算機センター助手。1989
年九州大学情報工学科助手。1993年
京都大学情報工学科助手。1994年広
島市立大学情報科学部知能情報シス
テム工学科助教授。1999年より東京
大学空間情報科学研究センター助教
授。
専門は、データベース、G I S 、
VR、利用者インタフェース、オブ
ジェクト指向プログラミング、地図
学。

仕様について話し合いましょう。
撮影／大隅孝之

撮影協力／レストラン あるもにあ
渋谷区本町2-40-1 プレアデス初台1F
Ph 03-3373-0555 Fx 03-5302-1270
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