N e x t P e r s o n
暮らしの中のGISが開く、
ユビキタス社会の展望
W e b マッピングの流行によって、

東京大学大学院工学系研究科教授
●

トレンド
インタビュー

岡部篤行
（聞き手／本誌編集長

岩見一太）

GISの大衆化 とも言える状況が訪
れている中で、これを幅広い社会生活
における空間情報の活用へと導いて
いくには、何が必要なのか。空間情報
社会の形成に向けた課題を追究し続
けている東京大学教授の岡部篤行氏
にお話を伺った。

面で山に登る
──インターネットを通じて、多くの人々
が毎日空間情報を利用し、楽しむ時代に
なりました。もっとも、インターネットの
ない時代には、空間情報の利用はもっと
フィールド活動とつながっていましたね。
岡部先生も昔から山登りを愛好しておら
れると聞きましたが。

岡部 ええ。山登りは大学院にいた
時から楽しんでいます。有名な山よ
りも、藪こぎや沢登りなど、地図が
ないと決して行けないようなところ
が好きでしたね。白馬から親不知ま
で４日間かけて辿ったり、南会津の
山から尾瀬へ抜けたり。道に迷っ
て、スイス製の高度計だけを頼りに
しながら、何とか山から下ってこれ
たことも何回かありましたね。
1970年代の終わり頃、筑波大学に
勤務していた時には、筑波山の周囲
360°
を10°
ごとに登るというのをやろ
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うとしました。つまり、面で山に登
るんです。やり始めてみると、人知
れず多くの岩がごろごろしていると
ころがあったり、ぱっと広がってい
るところがあったりして、山の色ん
な表情が分かり楽しいんです。結
局、北側の180°
を残して東京に移っ
てしまったのが残念でしたが。

──面で山に登る、というのは面白いで
すね。すると、そうした山登りへの興味の
延長でGISに出会ったんですか？

岡部 私がGISに関心を持ったのは

岡部教授は、編著の『地理情報システムによるイスラーム地域研究』
でイラン政府より2005年度国際書籍賞を
授与された（写真提供：イラン政府）

そう早くはないんです。1972年から4
年間、米国のペンシルバニア大学に

GISが個人的研究から組織的研究へ

広げるなどして、GISを社会的に普

留学して空間分析などを勉強したん

と向かっていることを知り、日本で

及させる努力をしてきました。そう

ですが、その時はGISは知りません

も国立のGIS研究センターを設立す

した取り組みを通じて、ようやくセ

でした。必要なツールは自分でプロ

ることが必要だと感じました。実

ンター設立の機が熟したわけです。

グラムする時代だったということも

際、88年には日本でも、西川治先生

ありますが。その後、東大で助教授

が中心になってGIS研究を中核とす

をしていた時に、カリフォルニア大

る「国立地図学博物館」の設立を提

学サンタバーバラ校のM.Goodchild

唱され、それが日本学術会議の勧告

に「面白いことをやるから来い」と

にもなるという動きがあったんです

──岡部先生はそのCSISの初代のセン

声をかけられて、米国の国立地理情

が、それが後に東京大学空間情報科

ター長に就かれ、以降、日本のG I S 研究

報解析センター（National Center

学研究センター（CSIS）の設置と

を、空間情報科学という新しい学問分野

for Geographic Information and

して実現するまでには、さらに10年

の形成に向けて引っ張ってこられたわけ

Analysis＝NCGIA）の発足を間近

かかりましたね。

ですね。その岡部先生から見て、大きく変

で見たんです。そこで、自分のやっ

その間、91年に地理情報システム

ていた都市解析や空間分析の研究と

学会の設立に奔走し、阪神・淡路大

GISとが結びついたんですね。

震災の時にはGISを活用した被災者

同時に、NCGIAを見ていて、

支援活動を他の学会に先駆けて繰り

Excelが使いやすいのは
なぜか

化しつつある日本のGISの現在の状況は
どのように映っていますか。

岡部 やはり、専門家だけでなく、
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はなぜこれほど普及した

が、さらにG I S の社会的な普及・定着を

ん でしょう か 。現 在 の

促していく契機になるものですね。

GISツールとの違いはど
こにあるんでしょう？

岡部 ええ。GISに関わる国の取り
組みにおいて、阪神・淡路大震災後

岡部 ツールと、その

のGIS関係省庁連絡会議の設置が第1

開発を支えるバックグ

期の始まりだとするなら、基本法の

ラウンドとしての学問

成立は第2期のマイルストーンになる

的蓄積の両側面を考え

ものでしょう。それと言うのも、こ

る必要があると思うん

の基本法は日常生活部分の空間情報

です。Excelがなぜ使

基盤整備に踏み込んでいるからで

いやすいかと言えば、

す。具体的には、1/500という、生

その背後に統計学があ

活空間に密着したスケールの基盤地

るからです。理論統計

図情報をしっかり整備するために、

から近年のアプリケー

国だけでなく地方自治体の責務をも

ション統計に至る、お

明確に謳っているわけです。これ

そらく100年以上の蓄

は、10年から20年先の位置情報ビジ

積が、Excelというツ

ネス時代の到来に向けた長期的ビジ

ールの後ろに控えてい

ョンに基づいていると言っていいで

る。それに対して、

しょう。

一般のユーザがGISを使える時代にな

GISを支える地理情報科学はまだま

ったということが重要ですね。多く

だ新しい学問分野です。

――もっとも、基本法が予定している準

の人が、GISという言葉は知らなくて

GISはここまでツールが先行して

も、GPSやケータイによるナビゲー

きましたが、これからはその進化を

ションを利用している。GISが日常生

可能にする学問的な底力が問われて

活に入り込んできたということで

くるでしょう。ツールと学問的基礎

岡部 実はその部分に基本法の一つ

す。これは大きな変化ですよね。

とのインタラクションによってGIS

の問題点があるんです。

天頂衛星からの位置情報取得について
は、まだ先になりそうですが。

やはり技術は、一般の人々が使う

が発展していけるように、地理情報

基本法では、位置情報ビジネスの

ようにならないと社会的インパクト

科学の奮起が求められていると思っ

基盤となる正確な位置情報取得の仕

がない。Excelでスプレッドシートを

ています。

組みをもっぱら衛星測位に求めてい
ますが、それでは無理がある。人間

使うように、GISで地図を媒介にして
いろんな情報を整理したり、データ
を作りこんだりして楽しめるように

衛星測位だけで
国のインフラはできない
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れているのであって、これからは屋
内と屋外とでシームレスに位置を取

なっていかないと。

──そうですね。考えてみれば、E x c e l

の活動のかなりの部分は屋内で行わ

――さて、成立間近だとされる地理空間

得することが必要になりますが、そ

情報活用推進基本法（以後、基本法）です

れはGPSのような仕組みだけでは

N

e

x

不可能です。屋内や地下での位置取

t

P

e

r

s

o

n

体的な展望も開けてくるわけですね。

得 に お い て は 、 Bluetoothや
RFID、レーザセンサなど様々な技

岡部 そうです。

術とデバイスがすでに応用されてい

私は、ユビキタス社会の構築にお

ますが、現状ではそれぞれがバラバ

いて、日本が世界のリーダーシップ

ラで、利用者にとっては非常に不便

をとる可能性があると思っているん

な状態です。それらと衛星測位シス

です。その理由の１つは、モバイル

テムとを有機的に連携させる新しい

文化が浸透していること。そもそ

インフラをこそ考える時期に来てい

も、アジアには、韓国や中国を始め

るんですね。

としてモバイルが好きな国が多いの
ですが、その中心となって世界をリ

――確かに、空間情報社会においては正

ードしていける国は、やはり日本を

確な位置情報の取得は生命線になります

おいて他にありませんね。

から、独自の衛星測位システムの確立だ

もう１つは、日本人が地図好きな

けにこだわっていては、道を誤るかもし

こと。欧米はやはり地図よりも文字

れませんね。では、いつ、どこにいても正

の文化ですから、これから日本にGIS

確な位置が取れる新たな仕組みを構築す

が深く根付いていく可能性はありま

るには、何が必要なのでしょうか？

す。
「いつでも、どこでも」というユ
ビキタスのキーワードの中の「どこ

岡部 例えば、この研究室がある場

でも」を実現する核になるのは

所を示すのに、番地とか、大学内の

GIS。GISを活用できなければ、ユビ

学部・研究室名とか、キャンパス内

キタス社会は実現できません。そう

の号館・号室などいろんな体系があ

した意味で、日本はユビキタス社会

りますね。そういったものを統合し

に向けて世界を開いていく位置にあ

て、位置提供のルールを作る必要が

ると言っていいと思います。

あるわけです。そういう、様々な技
術が連携できるような仕組み、ソフ

――その意味では、今回の基本法は、日

トなインフラの部分を、新しい技術

本が世界に先駆けてユビキタス社会に進

の開発と並行して進めていくことが、

んでいく出発点になるかもしれません

今後重要になってくると思います。

ね。

日本はユビキタスの
リーダーに

岡部 ええ。面白い世界が開けてき
ましたね。若い人たちにどんどんGIS
の世界に入ってきてもらいたいと思

――なるほど。そうしたハードとソフトの

います。

両面での、バランスのとれた位置情報イ
ンフラ作りを通じて、ユビキタス社会の具

――ありがとうございました。

岡部篤行（おかべ あつゆき）
1975年ペンシルバニア大学博士課程修了
（Ph.D.）
、1977年東京大学博士課程修了
（工学
博士）。1 9 7 7 年筑波大学講師、助教授を経
て、1983年東京大学助教授、1990年より同
教授で現在に至る。この間、東京大学空間情報
科学研究センター長をつとめる（1998-2005
年）。日本学術会議会員。
［取材・構成／岩見一太

撮影／大隅孝之］
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ARC/INFOの日本上陸は新鮮だった
――竹内治男氏（現・東京大学空間情報科学研究センター協力研究員）
に聞く
米ESRI社が開発したARC/INFOの登場は、日本での

わけですから、あまり気にならなかった（笑）
。

GISの普及を語る上でも欠かせない。国内でのARC/

営業的には、国内での導入第１号は工業技術院地質調査

INFO販売の経緯について、元パスコ取締役の竹内治男氏

所でした。ここでは、すでに「アトラス作成システム

にお話を伺った。

GATLAS」という自前のGISを持っていましたが、 もっ

私は1982年にパスコの子会社のパスコインターナショナ
ルに入社したんですが、これは奇しくもESRIがARC/

と気楽に使えて、いじれるものを というニーズがあった
んですね。

INFOをリリースした年なんです。入社直後に別件で米国

もともとパスコは地方に強みを持った会社ですから、そ

に出張した際、社長に言われてESRI本社に立ち寄ったのが

の後はARC/INFOを持って営業の全国行脚をしました。

ARC/INFOとの初めての出会いでした。
「こういうものを

「地図を業務としている」といえば、まずは地方自治体。

開発したから、ぜひ日本でも」と言われて、帰国後、販売

それまで地図の作製や管理はドラフタでちまちまとやって

契約を結ぶことになり、ペーパーを翻訳して営業を始めた

いて、どこも悲鳴を上げているような状態でした。
「それを

んです。

何とかできるんですよ」というのがこちらの 売り です。

同じ頃、パスコ本社でもARC/INFOのプライム版を使

もちろん、それまでも国内のコンピュータ会社による、

い始めていました。ARC/INFOの販売権は、当初パスコ

言わば 一品もの の地図システムはあったんですが、当

インターナショナルで取得したのですが、その後84年に同

然それらは高価で、一自治体で使えるようなものではなか

社がパスコに吸収されたため販売権がパスコ本体に移り、

った。ですからARC/INFOはそれらと競合するものでは

パスコは ユーザ兼プロバイダ という立場になりまし

なくて、営業も前人未踏の荒野を行くが如き状態でした。

た。パスコにとってARC/INFOは、単にソフトを持って

だから楽だったというわけではなくて、当時はコンピュー

きて売ったということではなく、まずは社内における生産

タの使い方自体を知っている人が少ない。ですから、本当

効率化の手段でもあったんですね。

に一から説明するという具合でした。その頃に私が考えた

当時、ARC/INFOの問題解決能力は際立っていまし

キャッチフレーズが「空間論理演算ができるのはGIS」と

た。例えば、いちいち罫線を引いて表を作っているところ

いうものだったんですが、さっぱり判ってもらえませんで

へ Excelが登場したら「すごい！」と思いますよね。

したね（笑）
。そもそもGISという言葉がまだほとんど通用

ARC/INFOの斬新さは、それとほとんど同じイメージだ

しない時代で、システムを納入しても、書類の品名には

ったと思います。つまり、Excelがスプレッドシートと関

「地図を都市情報に役立てる情報システム一式」なんて書

連させて表計算を行ったように、ARC/INFOはリレーシ

いていたことを思い出します。

ョナルデータベースと合体して距離や面積計算がすぐにで

当時に比べると、GISもすっかり一般化しましたが、一

きた。それが非常に新鮮だったわ

方では気になることもあります。最も大きな課題は、Web

けです。もちろん、当初は処理に

技術とGISの融合。例えば「絵が出ればいい、早ければい

わりと時間がかかりましたが、何

い」では、GISでなく単なるアニメになってしまう。

しろそれまで図面は手作業で作成

WebGISを構築する人がきちんと技術を習得できるような

していて、
「半年かけて色塗りを

環境整備が必要だと思っています。

して管理」なんていう状態だった

［構成／川畑英毅］
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空間情報科学を横断的学問分野へ
10

4

CSIS Days 2006

2006年10月4・5日の両日、東京大学柏キャ
ンパス（千葉県柏市）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9回年次シンポジ
ウム ―CSIS DAYS 2006―」が開催され
た。2006年4月1日より全国共同利用施設とし
て活動を開始したCSISは、産学における空間情
報科学の育成と発展を目指し各方面で様々な研
究を支援している。今年で9 回目となる「C S I S
DAYS」はこれまでの本郷キャンパスから柏キャンパスへ

コンピュータを教えたときの逸話を紹

と会場を移し、全国共同利用施設となってから初めての開

介。また博物館が持つ文化資源を社会

催となった。

に還元するための構想として「時空間
統合アーカイブス」の構築を提唱し、

空間情報科学の育成を目指す

空間軸におけるGISの活用に期待を示

1日目、センター長となって2年目の

した。次に登壇したのはナビタイムジャパン社長の大西

柴崎亮介教授がまず挨拶。
「CSISが様

啓介氏。ケータイの付加機能としてすっかり定着した感

々な学問分野や産業分野を支援・貢献

のあるナビタイムだが、大西氏は「ナ

すると共に、研究の先導的役割を担っ

ビゲーションエンジンで世界のデファ

ていく」と語った。

クトスタンダードを目指す」と攻めの

続いて個人研究（３件）と研究プロジェクト（10件）
の紹介が行われた。過去の心肺停止発生地点とオーバー
ラップさせてAEDの最
適配置を地理的に探って

姿勢を崩さず、これからもユーザの利
便性を追求していくと語った。
招待講演の後は全国共同利用施設記念式典が行われ、
東京大学総長の小宮山宏氏らが来賓として出席した。

いく研究や、位置情報を
含んだあらゆるドキュメ

ポスターを前にじっくり議論

ントからPOI（Point of

２日目は全日「全国共同利用研究発表大会セッショ

Interest）を発生させる

ン」に費やされ、テーマごとに「人口（４件）
」
「都市環

試みなど、実社会に直接関わってくるような研究が目立

境（８件）
」
「自然環境と土地利用（７件）
」
「居住と自然環

った。

境（５件）
」
「教育と参加型GIS（５件）
」
「安全・安心（８
件）
」
「地図学とモデリング（５件）
」
「WebGIS（６件）
」

民族学とナビゲーション

「ツール（７件）
」の合計55件の研究発表が行われた。１

午後は招待講演が行われ、まず国立民族学博物館の久

件５分の口頭発表ののち、ポスター会場でじっくりと議

保正敏氏が「民族情報学と文化資源の時空間的処理」と

論するスタイルは昨年と同様。昨今の社会事情を反映し

題して講演。久保氏は、コンピュータを使った 民族情

てか、安心・安全のセッションの発表数が多かったのが

報学 の一例として、文字を持たない民族アボリジニに

印象的だった。
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利用分野の広がりに期待集まる
10
26

デジタルマップフェア2006

2006年10月26日・27日、東京都立産業
貿易センター（東京都港区）において、財団法人
日本地図センター主催により「デジタルマップフ
ェア2006」が開催された。
「数値地図フェア」
から数えて通算1 3 回目となる今回は、出展企
業の販売コーナーが設置されたほか、大学の６
研究室（法政大学、慶應義塾大学、東京大学、首
都大学東京、立正大学、日本大学）が参加して先
端技術を紹介するなど新たな取り組みが加わ
ったのが大きな特徴だ。会期中は去年より6 社
多い50社の企業が展示を行い、出展企業によ
る「ベンダーフォーラム」も同会場内で開催さ
れた。

デジタルマップ利用拡大への期待
デジタルマップの利用分野は現在拡大の方
向にあるという。また地理空間情報の活用推
進の取り組みが進む中、新たな事業の展開も予想され、

で地理空間情報活用推進基本法案に関する取り組みにつ

主催者である日本地図センターは本年を新たなデジタル

いて触れられた。また、同じく㈱アルプス社コンシュー

マップフェアの元年と位置づけこのイベントに臨んだ。

マ事業部長・須田康裕氏による「ユーザー参加で実現す

実際、デジタルマップフェアで各社がアピールする内

る ―いつでも正確

容が「紙地図がデジタルデータになっていること」だけ

な地図―」
、ナビタ

という時代は過ぎた。ビジネスに役立つソリューショ

イムジャパン㈱代表

ン、新しいコンテンツとしてのチャレンジ、携帯電話な

取締役社長・大西啓

どの新しいデバイス利用への拡大など、新しい知を知り

介氏による「位置情

交わらせる場として、本イベントが果たす役割は大きい。

報ポータルサイト
『NAVITIME』戦

法案の取り組みからコンシューマサービスまで
特別講演では、国土地理院企画部GIS推進室長・久保

用の可能性が紹介され、聞く側の関心も高かった。

紀重氏による「地理空間情報の活用

国の制度から、一般消費者向けサービスまで幅広く関

推進に関わる国土地理院の取組

与する分野が広がるデジタルマップ。ますますの成熟が

み」
、東京大学空間情報科学研究セ

期待されるところだ。

ンター長・柴崎亮介教授による「空
間情報社会の展望 ―地理空間情報活
用推進基本法の背景とその概要―」
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略と可能性」の特別講演では、これからの空間情報利活
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同イベントは2007年も同会場にて開催予定である。
デジタルマップフェア2006

http://www.jmc.or.jp/event/dmap06/

東京大学 空間情報科学研究センター
カルトグラム作成手法の提案

カルトグラムとは、統計データの大小を地図形状の変

メータを用いる手法は、各パラメータの出力結果への影

形により表現する手法で、印象的な視覚化が可能であ

響を不明確にするため、作成手法の利用者に試行錯誤を

る。これまでに、統計データを地図上の距離で表現する

強いることになり、カルトグラムの作成を困難にする。

ディスタンスカルトグラムや地図上の面積で表現するエ

そこで、
「データの表現」
「不必要な変形の抑制」を数式

リアカルトグラムに関して多くの作成手法が提案されて

で明快に表現し、必要最小限度の数学的意味が明快なパ

きた。しかし、既存アルゴリズムの数学的不明快さ、調

ラメータの設定のみで実行可能な簡潔なカルトグラム作

整パラメータの初期値設定の複雑さ、作図結果の視認性

成手法を構築した。

の低さから、これまでカルトグラムの利用例は少なかっ

提案手法は、地図形状の地理座標・表現する統計デー

た。そこで、ここ数年にわたり、東京大学大学院工学系

タ、および1つのパラメータだけを入力するという容易な

研究科の清水英範教授との共同研究として新たなカルト

操作でカルトグラム作成が可能である。地理的地図形状

グラム作成手法の提案を行ってきた。

に近いカルトグラムを出力できるため、地図形状の歪み

カルトグラムは、地理的地図形状など読図者が先験的

を認識しやすく、データの特徴把握が容易である。ま

に持つ地図形状との比較を通して、カルトグラム上の地

た、提案手法は数学的に明快に記述され、計算過程では

図形状の歪みを認識し、データの特徴を認識・把握する

必ず解に収束する方向に進行するため、下図の例では数

視覚化手法である。そのため、データ表現に不必要な形

秒の計算でカルトグラム作成が可能で、実用的な手法で

状変形は抑えなければならない。また、多くの調整パラ

あると考えている。

（文責 井上 亮）

図1 ディスタンスカルトグラムによる鉄道所要時間変化の視覚化（データ：国土交通省）

図2 エリアカルトグラムによる都道府県人口変化と人口増加率の視覚化（データ：総務省統計局）

83

第8 回のゲストは、東大空間情報科学研究センター
（CSIS）特任教授の今井修さん。国土空間データ基盤推進
協議会（NSDIPA）の事務局長代行として手腕を発揮して
おられた頃から、いろいろとお世話になっています。今回
は、おそらく日本で唯一人と言う
べき、産・官・学・政にまたが
る、その華麗な（?）GIS遍歴の一
端を明かしていただきました。

ArcInfoとともに
GISの世界へ
岩見

今井さんは、大学では地球物理を

専攻されたと聞きました。
今井

大学は早稲田の理工学部で、応用

物理を専攻しました。ここでは、自由に
いろんなことができました。宇宙に興味
があり、その後地球物理の大学院を受験
しました。
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もあり、そのままドクターに行くつもり

当時は、アポロ11号が人類初の月面着

でした。ところが、M２の１月になって

陸に成功したり、宇宙をめぐっていろい

いきなり指導教官から「ドクターには行

ろフロンティアな出来事が続いていたの

けないよ」と宣告され、急遽就職探しを

で、それにも影響されたのかも知れませ

始めることになったんです。その時に、

ん。東北大では、父親が学者だっとこと

以前アルバイトを世話してくれた国土地

GIS学会の設立大会開催
を伝えるニューズレター

理院OBの人が仕事先を紹介してくれて

多数参加した背景には、8 0 年代初めの

…。

U I S - Ⅱの影響があったと思います。た

岩見

それがパスコだった。

当時お茶の水女子大学にいた久保幸夫先

だ、やはり自治体は企業以上に距離があ

今井

そうです。入社は1974年で、最初

生（現・創価大学講師）や東京大学の岡

りました。自治体にはGISに継続的に携

は環境アセスメントの仕事を5年ほどや

部篤行先生などがおられました。私たち

わるような情報畑の専門家がいないこと

りました。初めての仕事で、長崎の大村

民間企業の人間も、なるべく早く学会を

が大きかったと思います。

湾の針生工業団地を建設するプロジェク

設立すべきだと話し合っていました。と

トのアセスを担当したんですが、大学を

いうのも、その頃、リモートセンシング

出たてで、真面目に数値計算をやって団

の世界でいち早く学会が設立され、その

地造成困難の報告書を提出したため、計

結果、リモートセンシングという分野が

画にブレーキがかかり、一時は大騒ぎに

確立したことを目の前で見ていたため、

岩見 しかし、構想から実現まで、ある

なりました。しかし、県の方から逆に信

GISが普及するためには学会設立が重要

程度の時間がかかったとはいえ、90年代

頼されて、その後長崎県からずいぶん仕

だという認識が広がっていたんですね。

の初めにGIS関係者の結集軸となる組織

もっとも、実際の組織化は大変で、結

が立ち上がったことは大きな意味があり

事をもらうことになりました。
その後、80年代の初め、ちょうどパス

米大統領令から始まった
NSDI整備運動

局、設立まで数年かかりました。

ました。学会がなければ、95年の阪神・

コがESRIのArcInfoの国内販売を始めた

岩見 地理情報システム学会の設立は、

淡路大震災の時に、あのようなGISを活

頃に、私もその部署に移り、一般誌に紹

91年11月ですね。当時の学会ニューズレ

用した積極的な支援活動を展開すること

介記事などを書きまくっていました。同

ターによれば、スタート時の会員数はお

はむずかしかったし、その後の国による

時に、建設省のUIS-Ⅱ（都市政策情報シ

よそ140名で、そのうち企業が27社、い

基盤データの整備や行政、民間での利用

ステム）プロジェクトやニコグラフ（コ

くつかの地方自治体も参加したとされて

拡大の流れもなかったかもしれないわけ

ンピュータグラフィックス系技術展）な

います。民間企業が積極的に参画したの

ですから。

どに関わるようになって、GIS関係者た

が特徴だったと思います。会員数は、そ

今井 学会が立ち上がった後、大きなニ

ちと知り合うようになりました。その中

の後10年間で10倍に拡大し、法人会員も

ュースになったのは米国のスーパーハイ

から、GISの学会を作ろうという話が出

増えてきていますが、自治体はむずかし

ウェイ構想でした。とりわけ、94年４月

てきたんです。

いようですね。

に全米空間データ基盤（NSDI）の整備

今井 学会のあり方としては、私は米国

学会のモデルはURISA

のURISA（都市地域情報システム協会）
をモデルにしていました。GISのような

岩見

GIS学会設立の構想は、すでに80

幅広いテーマは、SIGと呼ぶ分科会方式

年代上旬からあったんですか？

が有効だということをURISAから学びま

今井

中旬以降ではないかと思います。

した。またURISAには、産官学が同じ比

当時から積極的だった人たちの中には、

率で参加していたんですね。民間企業が
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に関するクリントン大統領の命令が発表

岩見

され、政府レベルで組織が設置されて、

んですか。

が発足する流れになったので、遅れをと

2000年に向けたプログラムが動いている

今井

らないよう10月に設立総会を設定し、そ

ということが伝わってきたので、日本で

でしたから。それで、３月に国土空間デ

も早く提言を出すべきだということにな

ータ基盤整備推進議員連盟が発足するん

り、当時住信基礎研究所にいた福井弘道

です。この頃、私は会社では窓際で、居

さん（現・慶応義塾大学教授）、東京大

場所もなかったので、4 月か5 月でした

学の岡部先生、日本大学の高阪宏行先生

か、議連の事務局長だった衛藤晟一代議

たちと相談しながら提言をまとめつつあ

士の事務所に机を用意してもらって、し

今井 ところが、肝心の会長職の引き受

りました。その矢先に震災が起こったわ

ばらく議連の事務局員として活動してい

け手がいない。そこで、パスコのルート

けです。

ました。この議連が政府の横断組織を作

から元内閣官房副長官の石原信雄氏に相

当時の学会長は伊理正夫先生（現・東

るよう働きかけたこともあって、９月に

談し、東京電力など大企業のトップを口

京大学名誉教授）でした。学会としては、

GIS関係省庁連絡会議が立ち上がるわけ

説いてもらうがうまくいかない。とうと

一方で、亀田弘行さん（現・防災科学技

です。

う時間切れで、会長も顧問も未定という

術研究所地震防災フロンティア研究セン

岩見

異常事態の中、40社の参加でNSDIPAは

ター）、角本繁さん（同）、奈良大学の碓

基盤推進協議会（NSDIPA）も立ち上が

井照子先生らが中心になって震災現地で

りますよね。

の支援活動に取り組むとともに、他方で

今井

そうです。私は、学会の提言を実

翌年３月に顧問や理事も含めた組織体制

国土空間データ基盤の整備に向けた国へ

現するには民間の協議会組織がなければ

が整いました。結果的には、政府や自治

の提言書を発表し、福井さんや岡部さん

無理だと思っていたので、議連の下働き

体に顔が利く石原氏に会長になってもら

や私がそれを持って関係省庁に説明して

と並行して準備を進めていました。

ったことは大きなプラスになりましたね。

今井さん、政界工作までやってた

…いえいえ、私はまったくの素人

さらに翌月には、国土空間データ

ていましたね。そのうちに、政府の組織

れに向けて体制作りを急ぎました。

国の施策と民間を
つないだNSDIPA

スタートしたんです。
結局、会長は石原氏本人にお願いし、

岩見

回っていました。その間、各省庁との折

まずは、学会の法人会員に呼びかけて

衝の中で色々と貴重な経験をしました。

５月に準備会を作り、７月に虎ノ門のビ

の取り組みと民間との間を結んで、GIS

ルの小さなスペースに事務所を借りて、

業界の展望というものを具体的に示した

私と別の民間企業の支援で来ていただい

ことが第1の功績だと思っていますが、

た事務の女性の２人が常駐する形で始動

その裏には、今井さんのダイナミックな

しました。活動資金はゼロでしたが、集

産官学戦略があったと。

まっていただいた方々は皆熱気にあふれ

今井 いやいや、それは大げさです。た

政界と業界を
掛け持ちで奔走
岩見

「貴重な経験」というと？

なるほど。NSDIPAと言えば、国

今井 震災直後だったんですが、某省の

だ、NSDIPAのスタンスとしては、確か

知り合いの方から「政治家を紹介してや

に、政府の取り組みに民間が参画する形

る」と言われて、行ってみたら当時自民

を作ることによって、政府の政策自体を

党の亀井静香代議士だったんです。趣旨

継続させることを目指していました。で

を説明したら「議連をつくろう」という

すから、省庁に代わって公募事業を作っ

ことになって…

たり、政府の施策にGIS関連事業を押し
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込んだりといったことはよくやりまし

と思うんです。地域のことを考えると、

た。同時に、役所からの中立を保つた

もっと時間の経過を取り入れたツールが

め、政府の委員はやりましたが、財団な

必要です。参加型G I S と呼んでいます

どのように監督官庁を持つことはしませ

が、米国ではすでに教科書が出るほど盛

んでした。

んになっているようです。問題は、その
ような参加型のGISを推進するフレーム

学者、
政治家、
官僚、
企業、
そして住民へ

をどう作るかです。むずかしいけれど、
NPOなどを中心とした新しい形を模索し
ていこうと考えています。

岩見

NSDIPAがプロモートした経済産

岩見

学・政・官・産

業省の次世代GISモデル事業や総務省の

は

統合型GIS事業などは規模の大きなプロ

キタス時代のGISのキーワードは、
「コミ

ジェクトでしたね。結局、GIS産業の形

ュニティ」であり「暮らし」だと思って

成に向けたNSDIPAの貢献は、９年余に

います。一緒に、何か仕掛けましょうね

わたる今井事務局長代行の活躍に支えら

（笑）。

れていた部分が大きかったと思います。
2004年にNSDIPAを辞めて現在のCSISに
移られたわけですが、 次は何だろう?
と注目している関係者も少なくないよう
です。
今井

確かに、振り返ってみると、GIS

民

ときて、最後

というわけですね。私も、ユビ

ありがとうございました。

【プロフィール】
いまい おさむ
東京大学空間情報科学研究センタ
ー特任教授。
1972年早稲田大学理工学部応用物
理科卒業。1974年東北大学理学部地
球物理修士卒業。同年、パシフィック
航業（現パスコ）入社。ARC/INFO
の販売、自治体向けGIS設計、開発
などを行なう。1995年国土空間デー
タ基盤推進協議会設立に合わせ出
向。東京工業大学社会工学科、東京
大学都市工学科などで非常勤講師。
2004年東京大学空間情報科学研究セ
ンター客員教授。2005年より現職。

という新しい技術が日本の社会に普及し
てきた過程で、新しい体制づくりにタッ
チし、非常に得がたい貴重な経験をした
と思います。そして、その時々に、周り
の人々にとても助けられていることを痛
感しますね。
私が、日本のGISの次の展開として期
待しているのは、地域住民が生活に役立
つコミュニケーションツールとして利用
していくことです。人々の意識や生活を
一変させるような本格的なサービスがこ
れから出てくるでしょう。そうした可能
性を提示したのが、Googleマップだった
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