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オープンな知識連携の場を
創りたい
地理情報システム学会会長

柴崎 亮 介

（聞き手 / 本誌編集長 岩見一太）

WebとGISの融合が進展し、地図
を利用したオンラインサービスなど
が広がりを見せる中で、地理空間情
報の社会的活用を促す地理空間情報
活用推進基本法が成立、その基本計
画も策定された。GISをめぐる国内
の状況が大きく変化しつつある現
在、GIS研究の拠点としての地理情
報システム学会が果たすべき役割と
は何か。4月に新たに学会長に就任
した、東京大学の柴崎亮介教授にお
話を伺った。

基本法は実施段階へ
──法律案の起草から制定に向けた
働きかけまで、その中心になって尽
力された地理空間情報活用推進基本
法（以後、基本法）が昨年成立し、
この4月には同法に基づく具体的施
策を定めた基本計画が閣議決定され
ました。基本法をめぐる取り組みも、
第2フェーズに入りますね。

柴崎 ええ。基本法の成立した段
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階で基本計画の決定までは、ある
意味で決まっていた話ですが、こ
れからはそれを現実化していく困
難なプロセスに入ります。
まず、基本計画の文言をもっと
具体的な形で提起しながら、基本
法・基本計画の認知度を上げてい
かなければなりません。特に、基
盤地図情報の整備は、地方公共団
体が動かないとできません。しか
し、昨今は地方分権が進んでいる
ので、国は地方公共団体に何一つ
強制できない。だから、この法律
を使えば住民サービスをより効率
的に向上させられるということを
地方公共団体に気づいてもらえる
ような働きかけが必要です。また、
すでに三重、岐阜、大阪、京都、

GISystem、つまりツールのイメ

サと環境に埋め込まれたセンサと

茨城、新潟、熊本などで始まって

ージが基本でした。普及の初期に

が通信しながら確実な仕事を行わ

いる基盤地図情報の構築に向けた

は、そうしたイメージが関心を持

せる仕組みが必要になります。つ

新しい取り組みを具体的に支援す

ちやすかったのですが、今ではそ

まり、人間、ロボット、機械とい

ることも重要です。

れが足枷になりつつあります。

った動く主体が、環境との間で実

ここ数年、空間情報を活用した

世界のデータを共有しながらその

国の事業として予算をつけてもら

ユビキタス社会の情報基盤づくり

意味を理解していく、ということ

えるように働きかけを行っている

について研究しているのですが、

です。

ところです。

これまでの電子地図からはちょっ

こうしたことも含めて、現在、

今後のキーワードは
リアルタイム

とわからなかった利用可能性が出

──空間データを共有するだけでな

てきています。例えばロボットが

く、その意味を掴まなければ、役に

命令を受けて自律移動しながら作

立つ情報にはなりませんね。

業を行う場合、やはり地図がなけ
れば動けません。ロボットが読む

柴崎 そうです。そうした情報の

──空間情報の社会的活用を促すた

地図というわけですね。ただ普通

埋め込みも重要です。それに、こ

めの基盤情報整備が進みつつある他

の地図にはそこに何があるのかを

れからの空間情報利用では、 リ

方で、求められるGIS像も変わって

書いているだけなので、目の前に

アルタイムに動く

きているのではないでしょうか。

ある箱が冷蔵庫なのか書棚なのか

つ ということが最大のキーワー

といった確実に判別をすることは

ドになってきます。その場で、ピ

難しい。すると、ロボットのセン

ンポイントで役に立つサービスを

柴崎

これまでGISといえば

即、役に立
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れが新しいGISの形なんだと思い
ます。

データの取得から
利用へ
──GIS研究というと、これまでデ
ータの取得や処理に関わる技術や手
法の開発が中心的なテーマになって
きましたが、これからはそうしたデ
ータをどう社会的ニーズと結びつけ
るかの追究に比重が移ってくる、と
いうことでしょうか。

柴崎 ええ。かつてはデータを集
めるのに右往左往していたのが、
技術が進歩して大量のデータが迅
速に取れるようになってきまし
た。ということは、もう次のステ
ージがそこまで来ている。つまり、
データをどう使うか、データによ
って何を言うか、に焦点は移ろう
としています。
例えば、ユビキタスGISの主要
な課題の1つがセンサネットワー
クとの連携ですが、それについて
雨量といった観測データは

単なる観測データの処理のリアル

でしかないけれども、それを気象

をどう効率的に取り込むかといっ

タイム化だけではなく、実世界に

モデルを使って広げることで、天

たことが主なテーマでした。しか

関する一次観測的なデータを意味

気の状況やその移り変わりを表す

し今後は、むしろリアルタイムの

のある時空間的な情報へと媒介す

4次元の絵 を描いてくれる。そ

データをもらった時にどんな利用

る「知識」のモデル化が必要にな

れが今行われている天気予報で

価値がでてくるか、そのためにど

ります。

す。そのように、実世界のデータ

んなモデルが必要か、というとこ

を取得し、それを「知識モデル」

ろが重要になってきます。気象デ

て確立されているものに、気象モ

で処理しながらリアルタイムのサ

ータを天気予報に、交通データを

デルがありますね。気温や湿度、

ービスにつなげていく仕組み、こ

渋滞予測に利用するように、様々

例えば、誰でも使える知識とし
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点

も、これまではストリームデータ

どのように提供するか。それには、

Trend
Interview

ト レ ン ド イ ン タ ビ ュ ー

なデータをビジネスや暮らしに活

そこからアイデアを得て、アルゴ

すなわち、国が基本法において衛

用するための「知識モデル」が必

リズムやプロトコルといった専門

星測位と基盤地図情報をセットで

要で、それを新しい地域解析や地

的な問題が出てきたら、また 古

整備することを定め、GISはリア

理分析を応用して創っていくこと

巣

ルタイムの世界へ向かおうとして

が求められるということです。

新しいモデルを作ったら、それを

います。そこに学会がどこまでコ

また持ち寄る。そうやって、連携

ントリビュートできるか。幅広い

しながら新しいものを創り出して

分野の研究を融合しながら、社会

いくオープンな場としてGIS学会

のニーズと結びついたリアルタイ

が広がっていくといいと思ってい

ムGISの実体を創り出していくこ

ます。

とが求められていると思います。

分野横断的な連携を
広げる

に戻って研究する。そして、

――GIS学会としても、そうした課

そのためには、まずは新しい研

題に応えるための議論や連携に力を

究者がどんどん集まってくるよう

入れていくことになりますね。

新しい人材が
集まる場に

な場、 あそこに行くと面白そう
だ

役に立ちそうだ

と思える

ような場を作っていく必要があり

柴崎 GIS学会には、センサネッ
トワークの構築を手がける情報系

――あらためて、今、GIS学会が担

ますね。学会としての情報発信に

の研究者もいれば、交通政策やマ

うべき役割とは。

力を入れるとともに、異分野交流
のためのシンポジウムやワークシ

ーケティングに詳しい人もいる
し、もちろん地理の専門家もいま

柴崎 日本ではGISが良くも悪く

ョップなどの取り組みも増やして

す。そうした幅広い分野の研究者

も成熟期を迎え、学会も創設から

いきたいと思っています。

たちが、分野横断的に協力してテ

17年経ちましたが、それなりに伸

ーマを追究できるというのが、

びてきたところです。問題は、こ

GIS学会の特徴でもあります。

れから始まるGISの新しいトレン

――ありがとうございました。

ドにいかに対応していくか、です。
――そうですね。GISというのが学
際的な研究領域であることもあっ
て、GIS学会の会員は他に自分の本

柴崎 亮介（しばさき りょうすけ）

来の専門分野を持っている研究者が
多く、学会の組織としてのまとまり
が弱いと指摘されることもあります
が、むしろ地理空間情報に関わる幅
広い分野の連携の場として重要な役
割を期待されていると思います。

柴崎 学問研究を学会というまと
まりで囲い込もうとする発想はも
う古いんです。情報を交換して、

1958年3月16日生まれ。東京大学・空間情報科学研究セ
ンター長・教授、生産技術研究所教授（兼担） 工学博士。
1980年東京大学工学部卒、同大学院修了（1982年）
。建
設省土木研究所（1982-1988）、東京大学工学部助教授
（1988-1991）、同大学生産技術研究所助教授（19911998）を経て、1998年より空間情報科学研究センター教
授、2005年より現職。2008年からGIS学会会長。
また、地理空間情報活用推進基本法の策定に尽力した。
実世界のデータ収集・計測・統合技術、特に3次元マッピン
グや移動体の追跡技術、計測データとモデルとの統合による
実世界の再現技術、それらを利用した情報サービスの提供方
法などの研究・開発に従事。
国際的には、ISO（国際標準化機関）のTC211（地理情報
専門委員会）において、空間データの品質評価手法プロジェ
クトチームリーダを1996年から勤めた。また2006年から
はアジアGIS学会会長、GEO（地球観測グループ）の構造・
データ委員会共同議長を務めている。
［取材・構成 / 岩見一太 撮影 / 大隅孝之］
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東京大学空間情報科学研究センター
「空間情報社会研究イニシアティブ」の活動について
空間情報社会研究イニシアティブ 寄付研究部門 関本義秀
空間情報科学分野において全国の大学や民間企業、
国の機関の研究者の支援を行う唯一の全国共同利用施

（1）政策提言や政策効果のモニタリングのための
基盤を作る

設である東京大学空間情報科学研究センターでは、企

（2）国土の空間情報基盤を作る

業13社（※1）の協力を頂き、平成20年4月より3ヵ年

（3）地理空間情報を産業として立ち上げる

で寄付研究部門「空間情報社会研究イニシアティブ

（4）アウトリーチ活動を行う

（Research Initiative for Geospatially Enabled Soci」を開始しました。
ety）

（1）は、社会基盤としての日本全体の空間情報を概
観するという観点で、都道府県や市町村の活用状況、

平成19年度に成立した地理空間情報活用推進基本法

投資状況、維持管理状況などの基礎情報を収集・視覚

や改正測量法により、国などによる基盤地図情報の整

化し、様々な立場の人が政策提言や政策効果のモニタ

備や、民間市場での地理空間情報の流通・利活用が始

リングを行うための基盤として利用できることを目指

まりつつある一方で、国・地方自治体・民間企業・国

します。また、この分野ではあまり進められてこなか

民がそれぞれ自律安定的、協調的に基盤を構築し、地

った空間情報のプロダクトという観点からの品質評

理空間情報の発信・流通・利用を進めるためには、技

価、課金やセキュリティ対策、移動体への拡張など基

術的課題のみならず、制度・政策的な課題が数多くあ

礎的技術の検討なども進めます。

ります。そこで、持続安定的な空間情報社会の構築に

また、
（2）では、
（1）の研究内容をベースに、各中央

焦点をあて、自由な地理空間情報の円滑な流通や高次

省庁や地方自治体で進めている空間情報基盤の整備・

利用に係わる技術的、制度・政策的課題について、総

維持更新に関わる様々なプロジェクトをサポートする

合的かつ実践的に研究し、その成果を教育に生かすこ

とともに、
（2）のような基盤が持続安定的に継続する

とを目的として、本寄付研究部門が設立されました。

ためには、民間事業の充実による産業育成という側面

地理空間情報をキーとした様々な業種の企業が参加す

も必要であるため、
（3）では様々な活動を通じて地理

る本寄付研究部門は、今後の情報サービスの高度化、

空間情報の産業としての立ち上げをサポートします。

高付加価値化をリードする重要な役割を負っており、

さらに（4）では（1）〜（3）の目標に対し、民間の協

単なる技術開発、学術研究にとどまらず、社会のイノ

力研究員を含め隔週で定例会を行い、議論を深めると

ベーションを推進するコア的組織を目指します。

ともに、公開シンポジウム、Webあるいは書籍等を

具体的な研究活動としては、以下の4つのゴールを
掲げています。

通じて情報発信を行います。また、こうした研究活動
を通じ、業界の次世代を担う人材育成を行います。
活動の内容の詳細は空間情報社会研究
イニシアティブサイトを御覧頂くととも
に、興味があれば是非公開シンポジウム
等に参加してみてください。
お問い合わせ
東京大学 空間情報科学研究センター
空間情報社会研究イニシアティブ
寄付研究部門
http://i.csis.u-tokyo.ac.jp/

＜参考＞「空間情報社会研究イニシアティブ」の目指すところ
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（※1）：朝日航洋(株) 、アジア航測(株) 、インクリメント・
ピー(株) 、(株)建設技術研究所 、国際航業(株) 、(株)ゼンリ
ン 、(株)トプコン 、(株)ナビタイムジャパン 、日本工営(株) 、
日本電気(株) 、パシフィックコンサルタンツ(株) 、(株)パス
（平成20年4月時点）
コ 、(株)日立製作所 （五十音順）

