「空間情報科学」とは

空間情報科学研究センターの目的

この世で起きる現象や社会問題には、

空間情報科学研究センターは共同利用・共同研究拠点として、

空間的な要因と密接に結びついたものが数多くあります。

空間情報科学に関する研究を行い、

これらの現象や問題を解明したり解決したりしようとすると、

同時に研究用の空間データ基盤を整備・提供することを通じて、

どの場合においても必要となる基礎的な方法があります。

全国の研究者の利用に供することを目的としています。

その汎用的な方法と応用方法を研究するのが、

空間情報科学の研究は、基礎科学的性格に加えて、

空間情報科学です。

応用・政策科学的性格を持つ特色を有しているので、

すなわち、
空間情報科学とは、

産官学の共同研究が不可欠です。

空間的な位置や領域を明示した

このように、
当センターは主に以下の３つの活動を行います。

自然・社会・経済・文化的な属性データ
（＝
「空間データ」
）
を、

① 空間情報科学の創生、
深化、
普及

系統的に構築 → 管理 → 分析 → 総合 → 伝達する

② 研究用空間データ基盤の整備

汎用的な方法と、
その汎用的な方法を

③ 産官学共同研究の推進

諸学問に応用する方法を研究する学問です。

ご挨 拶

沿革
1998年 4月

空間情報科学研究センター設立
（東京大学 学内共同利用施設、駒場リサーチキャンパス16号館１階）

東京大学
空間情報科学研究センター
センター長

小口 高

9月

第1回 CSIS シンポジウム
（開所記念式典）
開催
（本郷）
、
以降毎年開催

12月

空間データ利用を伴う共同研究の開始

2014 年度から東京大学空間情報科学研究

1999年 9月

空間情報科学研究センター年報第1号発行

センターのセンター長を担当している小口

2000年 4月

空間データ共有システム運用開始

2001年 6月

CSV アドレスマッチングサービス運用開始

2003年 8月

駒場リサーチキャンパス45号館3階へ移転

2004年 4月

国立大学法人 東京大学 発足

2005年 3月

柏キャンパス総合研究棟4階へ移転

高です。1998 年のセンターの発足以来、4 代
目のセンター長になります。
日本の国立大学では、センターが最小の
研究・教育組織になっています。学部、大
学院、研究所などと比べると人数が少ない
組織です。このため、ほとんどのセンター
では、特定の分野の研究者が集まって特定
の課題を集中的に研究しています。一方、

9月

発表大会）
開催、以降毎年開催

当センターは大規模ではないものの、文理
にまたがる多様な分野の研究者がいる組織
です。具体的には、都市工学、自然地理学、

2006年 4月

土木工学、電子工学、経済学のメンバーが

10月

発足以来恒常的におり、さらに情報学、人

2008年 4月

文地理学、環境学、建築学といった分野の
メンバーが在籍することもあります。この
多様性は、空間情報科学の特色を反映して
います。空間情報科学は、地表もしくはそ
の周辺で生じる現象を、地理空間情報（デ
ジタル地図データ）と GIS（地理情報システ
ム）を用いて分析することを主な目的として
います。このような現象はきわめて多様で、
人文・社会科学、自然科学、工学の様々な

第1回 CSIS DAYS（全国共同利用研究

2010年 4月
5月
2011年 6月
2014年 2月
2016年 4月
4月

全国共同利用施設として活動を開始
全国共同利用施設記念式典を開催
（柏）

駒場リサーチキャンパス
正門に掲げられた看板

寄附研究部門「空間情報社会研究イニシアティブ」を新設
（空間情報科学研究拠点）
「共同利用・共同研究拠点」
に認定

共同研究利用システム「JoRAS」運用開始
「次世代社会基盤情報」寄附研究部門を新設
15周年記念式典・シンポジウムを開催
（空間情報科学研究拠点）
「共同利用・共同研究拠点」
に再認定

グローバル G 空間情報 寄附研究部門を新設

研究分野の対象となるため、必然的に空間
情報科学は多彩かつ学際的になります。
このような広汎な学問を、少人数の当セ
ン タ ー が支 えることは困 難 をともないま
す。しかし幸いなことに、当センターは文
部科学省により「空間情報科学研究拠点」
（共同利用・共同研究拠点）に認定されて
おり、全国の研究者と連携して空間情報科
学を推進するという公式な役割を持ってい
ます。このような全国的な協力や支援を通
じて、多数の成果が生まれています。たと
えば、当センターが整備したデータやサー
ビスを用いた共同研究が年々増加していま
す。民間企業との協働も当センターの特色
で、2011 年 以 降、 複 数 の企 業 からの寄 付
金による研究部門が運営されています。さ
らに、国土地理院などの官庁や海外の研究
機関とも積極的に連携してきました。この
ような状況を維持し、発展させていくため
には、今後も全国の皆様のご協力が不可欠
です。 どうかよろしくお願 いいたします。

上：柏キャンパス総合研究棟 空間情報科学研究センター
下：第16回 C S I S シンポジウム

組織と運営

2

空間情報工学研究部門
実空間に置かれたセンサ群から生成される場所や

センター長の統括のもと、
学内の教授、
准教授及び講師等により
構成される運営委員会での審議を通じて行われています。
また、学外の学識経験者を含む研究協議会により、
センターの研究計画や共同利用・共同研究に関して審議・助言が行われています。

時間に紐づいた莫大なデータや、インターネット
上に散在する実空間の様相を反映したデータを効
率良く取得するための諸技術、統合・マイニング
手法の研究を行います。また、データの可視化、位
置情報サービス、将来予測など、これらの時空間
データに基づいた幅広い応用の研究を行います。

【組織図 / 研究部門】

1
研究協議会
Re search
Ad v i s o r y B oard

副センター長

2

Vi ce Di recto r

空間情報解析研究部門

図1 モバイルセンシングによる館林駅近隣の微細な気温変化の取得
図2 気圧センサを用いた地下鉄内位置情報同定技術

Division of Spatial
Information Analysis

3

空間情報工学研究部門

空間社会経済研究部門
時間と空間を切り口にさまざまな社会経済現象を

Division of Spatial
Information Engineering

分析し、社会経済問題の理解と解決を目指してい
ます。分析は理論と実証の両面から行います。ま
た、実証分析に必要となる時空間データの統計解

センター長

研究部門

Di rect or

Research Divisions

3

空間社会経済研究部門

析手法を開発します。さらにこれらと合わせ、全

Division of Spatial
Socio-Economic Research

ムを整備することにより、都市・地域経済学を中

国の研究者が共用できる時空間データ基盤システ
心とする社会科学分野における実証研究の発展を

運営委員会
Ste ering
C o m m it t ee

4

共同利用・共同研究部門

図1

図2

図1 北千住における街路の奥行き度合い
図2 柏市における高齢者率の地理的分布

Division of Joint Usage and Research

4

5
研究内容

促進していきます。

共同利用・共同研究部門

グローバル G 空間情報
寄附研究部門

分散して存在する空間データや空間知識を空間情

Division of Global Geospatial
Information

用する研究・教育支援環境を研究・開発していま

報基盤として再構築し、それらを連携させ高度利
す。また、研究コミュニティの発展のためのイニ
シアティブの設計・実施・検証を行うとともに、空
間情報基盤の社会的利用促進に必要となる環境・
方法・制度の研究も行います。

地理学、
工学、
情報学、
経済学等をベースにしながら、
世の中の様々なデータを場所や位置という視点から整理し、
使いやすく役に立つ「情報」
に変えるための方法を研究しています。

1

個人ログ・空間データ管理サービスの画面例
（地図：G o o g l e、Z E NR I N）

5

空間情報解析研究部門

グローバル G 空間情報寄附研究部門

地形、水文、植生、社会、文化、言語、経済など

民間企業および法人の協力を頂き、日本国内にお

多様な空間現象について、形状や分布などの空間

ける空間情報流通基盤に関する技術を強化すると

的特徴を抽出する手法を開発し、背景にあるメカ

共に、アジアを中心とした海外の拠点大学をハブ

ニズムを解明するための空間解析理論の構築と適

とする空間情報のプラットフォーム化を目指しま

用を行います。また、現象の将来予測や政策分析

す。また、宇宙利用など多種多様な空間情報を扱

など、実社会の計画立案に資する空間意思決定支

い、政府機関の G 空間プロジェクトに対する積極

援システムも開発しています。

的な政策提案、研究成果を通じた人材育成・教育
図1

図2

図1 千葉県の人口分布変動の可視化
（1970～2010年）
図2 三陸海岸における津波侵食地形の抽出

等を推進します。
「グローバル G 空間情報寄附研究部門」の活動概念図

提供するサービス

1995年 国勢調査に
基づく大都市雇用圏

© Ay a Ok ab e

SANET

道路や川、パイプライン、ケーブル
といったネットワークで起きる事象
を分析するためのツールです。た
とえば、車の衝突事故、動物の轢
死、ひったくり、繁華街にある店舗
など様々な事象を分析できます。

都市雇用圏

復興支援調査アーカイブ

地形鮮明化プロジェクト

都市雇用圏を同定し、それに基づ
いて都市圏単位の統計データベー
スを整備し、公開するものです。

国土交通省都市局の「東日本大
震災津波被災市街地復興支援調
査」の成果をアーカイブ化し、広く
活用できるようなデータアーカイブと
プラットフォームを提供しています。

レーザ測量やSf M 多視点ステレ
オ写真測量、UAV（無人航空機、
通称ドローン）等による高精細地
形・地物情報の取得・解析・各種
応用に関して、点群・DEM・画像
データや解析ツール、運用マニュ
アル等の提供を行っています。

全てのサービスは CSIS ウェブ
ページから利用できます

http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/
japanese/service/

© Esri Inc.

空間データ利用を伴う
共同研究
様 々な 統 計データや住宅地図
データのほか、高解像度の地形
データや人の流れデータなどの
ビッグデータを、当センターとの共
同研究を通じて利用できます。

CSVアドレスマッチング
サービス

住所を含む CSV 形式
（カンマ区
切り）のデータに緯度経度の情報
を追加し、GISで利用可能なデー
タにします。住所録・顧客データ
ベース・アンケート票などから手軽
に空間データが作成できます。

ArcGISサイトライセンス

空間情報の処理・分析・管理のた
めのソフトウェアである、米 Esri 社
のArcGIS（for Desktop、Online
など）を、東京大学の教職員・学
生に提供しています。

人の流れプロジェクト
時々刻々と変化する大量の人々の
流れに関するデータの品質の確
保と、その処理のための共通基
盤やデータ処理技術のあり方に
ついて概観し、研究者や実務者
などを対象とした時空間サービ
スの実現を目指すものです。

東京大学 空間情報科学研究センター
http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/
〒277-8568 千葉県柏市柏の葉 5-1-5
総合研究棟 4 階
TEL 04 -7136 - 4291
FAX 04 -7136 - 4292

共同研究利用支援システム
https://joras.csis.u-tokyo.ac.jp/

Access

［電車の利用］
● つくばエクスプレスをご利用の場合 ●

柏の葉キャンパス駅より徒歩 25分。
柏の葉キャンパス駅西口バス停より東武バス* で 6 分。
「国立がん研究センター」または「東大前」下車、徒歩 3 分。
＊東武バス：流山おおたかの森駅東口行、江戸川台駅東口行
（みどり台中央経由は「東大前」下車）
、東大西行
● JR 常磐線・東武野田線をご利用の場合 ●

柏駅西口バス停より東武バス* で25分。
「柏の葉公園北」または
「国立がん研究センター」下車、徒歩3分。
＊東武バス：国立がん研究センター行
（県民プラザ経由／税関研修所経由）

［車の利用］
常磐自動車道「柏インターチェンジ」より約５分。

