進化する空間情報技術を産業にどう活かすか
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CSIS SYMPOSIUM 2008

2008年10月22日、東京大学生産技術研究所
（東京都目黒区）において東京大学空間情報科学研
究センター主催で「CSIS SYMPOSIUM 2008」
が開催された。「空間情報の産業応用への最前線」
をテーマに、ケータイ、ロボット、ITSなど最先端
ビジネス分野に適応可能な技術動向が示された。

動的に変化する地図へ
CSISセンター長の柴崎亮介
氏は最初の挨拶で、4次元の実
空間情報をダイナミックに捉
える技術の確立を目指したい

動的な都市空間の形成を可能

と語った。

にし、それが都市活動のモデ

成蹊大学の村上仁己氏は

ル化、ひいてはSafetyな社会へ

KDDI研究所所長を務めた経験

と繋がると話した。経済産業

から、ケータイキャリアが今

省の野口聡氏は、地理空間情

求めているのは技術よりもコ

報産業における5年後の市場規

ンテンツであり、Music、

模を2.5倍（10兆円）まで拡大

Game、Movie、Bookの次に

することを目指した政策パッ

来るものとして、ロケーショ

ケージ「G空間プロジェクト」

ンビジネスには大きなチャンスがあるだろうと述べ

で、地理空間情報の体系化や

た。国際電気通信基礎技術研究所（ATR）の西尾修一

データベース整備を積極的に

氏はロボットから見た位置情報について講演。ネット

進めていく考えを示した。

ワーク上でのデータ交換のための位置情報標準の規定

白石陽氏（CSIS）は、 実世界検索 を可能にする

や、意図に合わせて情報を変化させるダイナミックな

ために都市におけるセンシングネットワークと空間デ

地図が必要になると話した。有川正俊氏（CSIS）は、

ータの統合が必要で、その手段として街灯へのセンサ

これからの地図はユーザ自身の状況に合わせてリアル

ー設置、移動体によるセンシングなどを提案した。古

タイムに変化するように進化していき、データ中心か

橋大地氏（CSIS）は、今後はユーザーがコンテンツを

らコミュニケーション中心の社会に変わっていくだろ

作 る 時 代 （ UGC; User

うと語った。

Generated Contents）となり、
オープンソースソフトウェア

実世界のモデル化とデータのオープン化
東京大学の池内克史氏は「4次元仮想化都市空間と
ITS」と題して講演。まず3次元静的都市空間の構築が

の普及と相まって、ジオUGC
データが爆発的に増えていく
ことになるだろうと話した。
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細分化し始めたGIS技術
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第17回地理情報システム学会学術研究発表大会

2008年10月23・24日の2日間にわたり、第
17回地理情報システム学会学術研究発表大会が東京
大学生産技術研究所（東京都目黒区）にて開催され
た。発表数・参加者ともに多く、どの会場でも入り
きれない参加者が見られた。発表内容は多岐にわた
るが、例年よりも応用的な側面が強い発表が増加し
た。

通常セッション（2日目）とポスター
日韓国際シンポジウムと総会

教育分野で、歴史地図（古地図）を用いた学習支援

初日は通常セッションと合わせ、第10回日韓国際シ

システムに関する発表が2件あった。人文科学系にお

ンポジウムと総会が開催された。日韓国際シンポジウ

けるGIS適応事例が今後増えていくかもしれない。商

ムでは土地利用や衛星画像を使ったマッピング、韓国

業・立地分析分野で

及び日本のGISに関する施策などが発表された。総会

は、ジオデモグラフ

では2008年より会長に就任した柴崎亮介氏（東京大学）

ィックスを用いた高

が挨拶。学会として、ポジシ

級スーパーの立地分

ョニング（測位）やプライバ

析、施設配置問題に

シーの問題、統計情報の利用

特化した最適化エン

などについても今後積極的に

ジンなどの発表があった。普及・活用分野では、矢印

取り組んでいきたいと話した。

（認知コンパス）を使った空間オリエンテーションツ
ールの開発、ユビキタスIDを利用した地図配信サービ

通常セッション（1日目）
防災分野では、雲仙普賢岳の3Dモデルを使った地形

時に提供する仕組みなど、先鋭的な発表が多く非常に

解析の試み、火山噴火時における避難行動の時系列マ

興味深い。景観分野では3次元WebGISが利用が一般的

ッピングなどが発表された。後者はリアルタイムハザ

になっている。

ードマップに繋がるものとして興味深い。都市・地域

午後からのポスターセッションでは、自治体、防災、

分析分野では、数値地図（2500・25000）を利用した

自然環境、経済、交通、安心・安全分野などから多種

道路網形態の抽出による都市整備状況の比較検討、

多様な発表が30件近くあり、活発な議論が展開されて

ALOSデータを利用した高精度DEM作成、地価分布を

いた。

時空間情報から視覚化する試みなどがあった。空間情
報技術（モバイルGIS）では、最短寄り道検索アルゴ
リズムの提案、カーナビ利用時における男女差に関す
る考察などがあった。カーナビとジェンダーを絡めた
研究は珍しい。
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ス、オーディオプレイヤーで動画とナレーションを同
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地球が生まれた時空間に触れる
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第1回空間フォーラム

2008年に新しく発足した地理情報システム学会
の空間的思考研究会が、同年11月21日、第1回空
間フォーラムを開催した。講師に理論天文学者の小
久保英一郎氏を招き、国立天文台の4D2Uドームシ
アターにおいて開かれたこのフォーラムでは、惑星
系の形成に関する最新の研究成果が4次元デジタル
宇宙シアターのダイナミックな映像を交えながら紹
介され、遙かな時空間のとらえ方をめぐって刺激的

造に至る、立体視用メガネを使ったヴァーチャル宇宙

な議論も交わされた。

旅行の迫力にはどの参加者も圧倒されていた。
これを受けて行われた

分野横断の空間研究に向け研究会が発足

第2部では、小久保氏の

空間的思考研究会は、昨今の空間情報利用の社会

専門である惑星系形成論

的な広がりに鑑み、GIS学会に集う研究者がさらに広

の研究成果を踏まえた内

い分野の研究者と交流して新しいテーマや視点を得る

容が提起された。とりわ

ための機会を作ることを趣旨として発足した。第1回

け、太陽系が太陽の周囲

空間フォーラムは、その最初の取り組みとなった。

のガスとちりからなる原

当日は、研究会の副代表を務める弊誌編集長の岩

始太陽系円盤から生まれ

見一太が司会・進行を務めた。冒頭、研究会代表で東

たという仮説を、その物

京大学空間情報科学研究センター特任教授の今井修氏

理過程のコンピュータシミュレーションによって確認

が、空間情報科学の豊富化に

したという報告に対しては、参加者から感嘆の声が漏

向けて分野を超えた多様な議

れた。そして最後に、生命体が宿る可能性を持った地

論を創り出したい、と挨拶。

球のような環境の惑星が他にも存在する可能性は大い

続いて、小久保氏が「宇宙の

にあることが示唆された。

中の地球」と題して講演を行

講演後のフリーディスカッションでは、宇宙にお
ける時空間の参照系に関する質問などが出された。小

った。

久保氏からは、宇宙における位置参照について、天体
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宇宙空間における

の大きさによって異なる様々な座標系とそれらの間の

惑星系生成のメカニズムを考える

変換式が解明されていることが紹介され、また時間に

「宇宙はどのような姿をしている
講演の第1部では、

関しては、光の経

のか」「地球は宇宙のどのようなところにあるのか」

路が変わる強重力

「太陽系はどのような姿をしているのか」という3つの

場での時空間の記

テーマのもとに、スライドや宇宙の立体視映像を使っ

述方法も確立され

て天文学の基礎的な知識が紹介された。とりわけ、地

ていることなどが

球の地表上から太陽系、銀河系を経て宇宙の大規模構

示された。
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産官学連携で進む地理空間情報科学
12

11
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東京大学空間情報科学研究センター 全国共同利用研究発表大会
（CSIS DAYS 2008）

東京大学空間情報科学研究センター（CSIS）は、
2008年12月11日・12日の2日間、「全国共同利
用研究発表大会 CSIS DAYS 2008」を東京大学柏
キャンパス（千葉市柏市）で開催した。CSISが全国
共同利用施設となってから3年目、産官学連携の共同
研究も進み、研究内容も多彩になってきている。昨
年と同様、口頭発表を5分に区切り、ポスター会場で
議論するスタイルも継承され、53件の発表が集まっ

ど。街中にマイクセン

た。中でも特に注目される研究をいくつか列挙して

サを配置して都市の環

おく。

境音をサンプリングし、
GISで騒音レベルや混雑

災害・防災分野
戦時中に米軍が撮
影した空中写真と最

度、交通量推定、住環
境評価に繋げようとす
る研究は、
「音」とGISを結ぶ新たな分野で興味深い。

新のDEMを重ね合
わせた津波の被災地

生態系・地形・土地利用

域推定の研究、海外

ニホンジカの分布拡大とその環境要因（積雪、人

での災害支援活動に

口、標高、植生、土地利用）を探る研究では、耕作放

おける地形情報収集

棄地の影響（人的要因）が強いという結果が示された。

のため、各種リモー

そのほか、航空レーザ測量から数cmオーダーのDEM

トセンシングデータ

を得て微細な崩壊地形を抽出する試み、DEMを使っ

を利用して予察情報

て開析度（浸食度）を算出し、火山の形成年代との相

を得る試み、日本列

関を見い出す研究など。

島に分布するテフラ
（火山灰）情報をGIS

人口・生活・都市

データ化し、ハザードマップの作成資料として活用す

子供にGPSを持たせて日常的な行動調査を行い、重

る研究、感染症発生データをGISで視覚化し予防活動

点的な見守りエリアを可視化する試み、住民が希望す

に活かそうとする研究など。

る新設施設の位置を収集し、重みの与え方を変えなが
ら密度推計を行う研究、詳細な建物データを使って再

データ・手法・システム・教育
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開発が商店街に及ぼす影響を定量的に開析する試み、

移動中に指定されたポイントを経由した新たなル

任意地点・時点の地価情報を推定するため時空間クリ

ートを検索するアルゴリズム（最短寄り道経路探索）

ギングを適応し、地価公示の変遷を視覚化するという

の提案、既存のWebGISに立体的な情報や時系列変化

研究など。ここでは内挿法使って社会生活に反映しよ

を伴う情報をXMLで記述しレンダリングする技術な

うという研究事例が多かった。
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東京大学空間情報科学研究センター
電子タグを用いた
測位と安全・安心への応用のための実証実験
准教授 瀬崎 薫
GPSに代表される衛星測位技術の利活用が進んでい

子タグを位置情報の参照点と

る。しかしながら、GPSは屋内や高層ビル街等では測

するためには、これに位置情

位不可能なことも多く、これを補完するためのシーム

報を与える必要がある。この

レスな測位技術の開発は急務である。例えば、情報通

ための測量の効率化を目指し、

信審議会・緊急通信機能等高度化委員会報告書におい

図1

インテリジェント基準点

まずインテリジェント基準点

ては、GPS付携帯電話から119番通報を行った場合に

（測量データを効率的に取得出来るようにした基準点）

は最良の条件の下で15mの位置誤差が許容するものと

を設置した。その中の一つは実験終了後もプロジェク

されているが、この精度では、部屋レベルの位置を同

トのモニュメントとして残してあるので、近くを通ら

定することは不可能であり、緊急時の迅速な救助活動

れる際は是非探してほしい（図1）。場所は、流山お

の妨げとなる。また児童の見守りのための調査にGPS

おたかの森SC近くの北緯35度52分15.0587秒

を用いる場合、駅構内・屋内・高架の下と言った最も

139度55分30.6307秒である。次に、インテリジェント

注視しなければならない場所ほどGPSの不感エリアに

基準点を元に、周辺地域に設置した電子タグに位置情

なりやすい。

報を付与する測量を行った。このような一連の作業の

GPSの代替となる測位技術は盛んに研究されている
が、屋内・屋外を問わず全国に展開するためには展開

東経

向上とガイドライン化も今回プロジェクトの成果の一
つである。

コストが安価であることが必須である。そこで、我々

また、さる11月26日には設置した電子タグ群を用

は低廉化がめざましい電子タグに注目し、これを環境

いた公開実証実験を行った（図2）。当日は、電子タ

中に埋め込み位置情報の参照点として用いる測位基盤

グから位置情報を得た複数の端末が相互に位置情報を

の構築を目指す共同プロジェクトを行っている
（※1）。

交換することにより、互いの位置情報を補正し、高精

本プロジェクトは、電子タグの効率的な設置から

度な測位が行えるエリアをシームレスに拡大するデモ

安全安心のための利活用までを統合的・効率的に研究

や、電子タグリーダ付の携帯電話から緊急通話を行う

することを目指し、複数省庁の関連研究機関が一同に

ことによって正確な通報位置を通知するデモを行っ

介したオールスターの構成であり、東京大学空間情報

た。実験の内容はこの他にも多岐に渡るため、詳細は

科学研究センターがプロジェクト全体の統括を行って

ホームページをご参照いただきたい。

いる。研究テーマは3つのサブテーマに分かれ、サブ
テーマ1では国土地理院が電子タグを効率的に設置す
るための測位・測量技術の開発を行っている。サブテ
ーマ2では、東京大学空間情報科学研究センターが電
子タグから得られた位置情報とセンサ等他のデバイス
から得られた情報を統合し、位置情報を出来る限りシ
ームレスかつ高精度に保つための技術開発を行ってい
る。また、サブテーマ3では、情報通信研究機構・総
務省消防庁・消防大学校消防研究センター・科学警察

図2

公開実証実験の様子

研究所が、電子タグ測位を防犯や防災と言った安全・

電子タグ群を用いた公開実証実験

安心のために応用する技術の開発を行っている。

http://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/rfidpr

平成20年度はプロジェクト最終年度にあたるため、
各サブテーマの成果を統合した実証実験の場をつくば
エクスプレス流山おおたかの森駅周辺に構築した。電
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（※1）：平成18〜20年度科学技術振興調整費連携施策群「ユビキタスネット
ワーク−電子タグ技術等の展開」：電子タグを用いた測位と安全・安
心の確保（研究代表者：瀬崎薫）

