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地理空間情報の可視化と流通地理空間情報の可視化と流通

印刷革命（印刷革命（1515世紀中葉）世紀中葉）

紙地図を印刷し，配布紙地図を印刷し，配布

情報革命（情報革命（2020世紀末）世紀末）

デジタル地図を瞬時に不特定多数に配信デジタル地図を瞬時に不特定多数に配信

GISGIS革命（今日）革命（今日）

WebWeb上でデジタル地図を分析・加工，そして伝達上でデジタル地図を分析・加工，そして伝達
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プレゼンテーションの構成プレゼンテーションの構成

１１) ) 地理情報科学の台頭と深化地理情報科学の台頭と深化

２２) ) 地理情報科学をめぐる最近の動き地理情報科学をめぐる最近の動き

３３) ) 考え方，方法論の転換考え方，方法論の転換

４４) ) 日本における日本におけるGISGIS研究の問題点と課題研究の問題点と課題

５５) ) これからのこれからのGISGIS研究研究
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GISGISのあゆみのあゆみ

19501950年代年代

軍事目的軍事目的

19601960年代年代

地図作成地図作成

19701970年代年代

施設管理施設管理

19801980年代年代

行政業務行政業務

19901990年代年代

ビジネスビジネス

20002000年代年代

生活支援生活支援

技術の開発技術の開発

ツールとして発展ツールとして発展

ツールから学問へツールから学問へ

地理情報科学の誕生地理情報科学の誕生
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１１) ) 地理情報科学とは地理情報科学とは

空間データを系統的に取得，管理，分空間データを系統的に取得，管理，分
析，総合，伝達する汎用的方法とそれ析，総合，伝達する汎用的方法とそれ
を諸学問へ応用する方法を探求するを諸学問へ応用する方法を探求する
学術的分野学術的分野

（出典：（出典：CSIS)CSIS)
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地理情報科学の推進には地理情報科学の推進には

地理学，情報科学，地図学，認知科学，社会地理学，情報科学，地図学，認知科学，社会
工学をはじめ隣接諸科学が英知を結集し，連携工学をはじめ隣接諸科学が英知を結集し，連携
を密にすることが不可欠を密にすることが不可欠

→→
 

欧米では，分野横断的連携を強化し多様な欧米では，分野横断的連携を強化し多様な
 人材をリクルートし配置人材をリクルートし配置

たとえば，たとえば，

可視化を探求する芸術系の専門家可視化を探求する芸術系の専門家

セキュリティや特許を担当する法律家セキュリティや特許を担当する法律家

ビジネス起業家の育成を支援する経営学者ビジネス起業家の育成を支援する経営学者
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学術雑誌の誌名変更と創刊学術雑誌の誌名変更と創刊

誌名変更誌名変更
The American Cartographer The American Cartographer →→

 
Cartography and Cartography and 

Geographical Information Geographical Information ScienceScience (1990) (1990) 
International Journal of Geographical Information Systems International Journal of Geographical Information Systems 
→→

 
International Journal of Geographical Information International Journal of Geographical Information 

ScienceScience (1997)(1997)
Mapping Sciences & Remote Sensing Mapping Sciences & Remote Sensing →→

 
GIScienceGIScience & & 

Remote Sensing (2004)Remote Sensing (2004)

創刊創刊
Journal of Geographical Systems (1994)Journal of Geographical Systems (1994)
Transactions in GIS (1996)Transactions in GIS (1996)
GeoInformatica (1997)GeoInformatica (1997)
Geographical and Environmental Modelling (1997)Geographical and Environmental Modelling (1997)



２２) ) 地理情報科学をめぐる最近の動き地理情報科学をめぐる最近の動き

学科間連携，センターの創設学科間連携，センターの創設

大学間連合大学間連合

コアカリキュラムコアカリキュラム

資格制度資格制度

産官学連携産官学連携

国際会議国際会議
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３３) ) 考え方，方法論の転換考え方，方法論の転換

モデル駆動からデータ駆動へモデル駆動からデータ駆動へ

集計的思考から非集計的思考へ集計的思考から非集計的思考へ

空間解析から時空間解析へ空間解析から時空間解析へ

関係性の解明へ関係性の解明へ

パターンからプロセスの解明へ，そして予測へパターンからプロセスの解明へ，そして予測へ
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モデル駆動からデータ駆動へモデル駆動からデータ駆動へ

モデル駆動モデル駆動 (model(model--driven)driven)
演繹的・規範的思考，仮説検証に演繹的・規範的思考，仮説検証にGISGISを用いるを用いる

ゴミを入れてもゴミしか出てこないゴミを入れてもゴミしか出てこない

データ駆動データ駆動 (data(data--driven)driven)
帰納的・探索的思考，仮説構築に帰納的・探索的思考，仮説構築にGISGISを用いるを用いる

ゴミの中からダイアモンドを見つけるゴミの中からダイアモンドを見つける
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集計的思考から非集計的思考へ集計的思考から非集計的思考へ

集計的思考集計的思考

総量を重視する総量を重視する

平均値が意味をなす世界平均値が意味をなす世界

非集計的思考非集計的思考

個々の特性を重視する個々の特性を重視する

平均値が意味をなさない世界平均値が意味をなさない世界
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Aggregated spatial analysis
Choropleth mapping

Source: Ko Ko, 2008.
2323



Problems in aggregated spatial analysis

Source: Ko Ko, 2008.
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Estimating the building population

Assumption (Estimation of building population)

Areametric method

Volumetric method

25
Source: Ko Ko, 2008.
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Results

Estimated populations (left value) vs. actual populations (right 
value) in high rise building area (Filtered area 25 m2, Volumetric 
Method applied to residential building) Source: Ko Ko, 2008.
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Accuracy assessment

Scatter plot for 25 m2 filtered area in Volumetric Method (Total sample size = 8854)

Source: Ko Ko, 2008.
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Potential applications of non-aggregated data

Use of building population in market competition analysis 
(24 hours convenience stores (mini stores) vs. neighboring population)

Source: Ko Ko, 2008.



29

Potential applications of population data

(a) Estimation of building population using residential building only for nighttime population distribution,
(b) Estimation of building population using all building use types and total census tracts used as a single unit for 

daytime population distribution 
Source: Ko Ko, 2008.



統計法の改正統計法の改正（（20072007年，第年，第166166回通常国会）回通常国会）

「行政のための統計」から「行政のための統計」から

「社会の情報基盤としての統計」へ「社会の情報基盤としての統計」へ

公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用
 性の向上を図るため，公的統計の整備に関する基本性の向上を図るため，公的統計の整備に関する基本
 的な計画を策定すること，的な計画を策定すること，統計データの二次利用統計データの二次利用を促を促
 進すること進すること
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非集計データの活用非集計データの活用

3131

individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata
individual data   individual data  individual data   individual individual data   individual data  individual data   individual datadata

可変的地域設定可変的地域設定

パネル化パネル化

クロス集計化クロス集計化



自発的データ提供自発的データ提供

Volunteered geographic informationVolunteered geographic information

Citizens as sensors, Goodchild, 2007Citizens as sensors, Goodchild, 2007
Citizen as a data producer, Elwood 2007Citizen as a data producer, Elwood 2007

→→
 

Collective IntelligenceCollective Intelligence
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考え方，方法論の転換考え方，方法論の転換

モデル駆動からデータ駆動へモデル駆動からデータ駆動へ

集計的思考から非集計的思考へ集計的思考から非集計的思考へ

空間解析から時空間解析へ空間解析から時空間解析へ

関係性の解明へ関係性の解明へ

パターンからプロセスの解明へ，そして予測へパターンからプロセスの解明へ，そして予測へ
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伝統的方法伝統的方法
 

ー時間を分断ーー時間を分断ー

t t+1 t+2
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地理行列地理行列

time 1

time 2

time 3

time 4

………
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地域（地点）と属性と時間の管理



考え方，方法論の転換考え方，方法論の転換

モデル駆動からデータ駆動へモデル駆動からデータ駆動へ

集計的思考から非集計的思考へ集計的思考から非集計的思考へ

空間解析から時空間解析へ空間解析から時空間解析へ

関係性の解明へ関係性の解明へ

パターンからプロセスの解明へ，そして予測へパターンからプロセスの解明へ，そして予測へ
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考え方，方法論の転換考え方，方法論の転換

モデル駆動からデータ駆動へモデル駆動からデータ駆動へ

集計的思考から非集計的思考へ集計的思考から非集計的思考へ

空間解析から時空間解析へ空間解析から時空間解析へ

関係性の解明へ関係性の解明へ

パターンからプロセスの解明へ，そして予測へパターンからプロセスの解明へ，そして予測へ
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注目を集める新しい手法注目を集める新しい手法

空間データマイニング空間データマイニング

空間スキャニング空間スキャニング

ジオシミュレーションジオシミュレーション

ジオコンピュテーションジオコンピュテーション
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Urban geosimulationUrban geosimulation

41

Source: Zhao and Murayama, 2007



Prediction of future urban landPrediction of future urban land--use use 

42
Source: Zhao and Murayama, 2007



Visualization of Urban heat island
Spatial Relationship between Satellite Generated Surface Temperature and Land Use 
Categories (Visualization of UHI Urban Heat Island)

A: Tsukuba surface temperature map generated from Landsat TM5   
satellite acquired by 1987-05-21, 11:00AM (JST)
B:Tsukuba Land Use Map in 1984 (Source: GSI Geographical Survey 
Institute, Japan)
C:Spatial relationship between surface temperature and land use categories 
using Zonal Statistic (Spatial Analysis)

AA BB CC
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Mean surface temperature vs. land use land cover



Kathmandu Valley

Bhaktapur
Madhyapur Thimi

Kathmandu Core

Lalitpur Core (Patan)

Kritipur

3D Perspective
TM1999 with 20m DEM

Airport

Elevation: 
1100-2700m
within 684km2

Source: Thapa, 2008. 



Land use change process Land use change process –– 
monitoring from satellitesmonitoring from satellites

4545Source: Thapa, 2008. 

Landmark – Boudhanath Temple in 
Kathmandu

CORONA 
1967

SPIN-2
1991

Google Earth
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Land use maps

Source: Thapa, 2008. 



Landscape metrics                                     Landscape metrics                                     ((SourceSource: Thapa, 2008): Thapa, 2008)
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Contagion

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1967 1978 1991 2000

Shannon’s diversity index

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

1967 1978 1991 2000



Land use results Land use results –– transition mapstransition maps

48
Source: Thapa, 2008. 



４４) ) 日本における日本におけるGISGIS研究の課題と問題点研究の課題と問題点

学問・行政の縦割り構造学問・行政の縦割り構造

弱い地理系と情報系の連携弱い地理系と情報系の連携

進まない基礎と応用のコラボレーション進まない基礎と応用のコラボレーション

過度な欧米依存過度な欧米依存

ーアジアにはアジアの，日本には日本のーアジアにはアジアの，日本には日本のGISGISがあるがある

4949



５５) ) これからのこれからのGISGIS研究研究

ソフト主導からコンテンツ主導へソフト主導からコンテンツ主導へ

予測（予測（forecastingforecasting）から制御・管理）から制御・管理

（（control & managementcontrol & management）を指向す）を指向す
 る研究へる研究へ

グローバルスタディへの貢献グローバルスタディへの貢献
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ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました

ホームページホームページ
http://giswin.geo.tsukuba.ac.jp/teacher/murayama/http://giswin.geo.tsukuba.ac.jp/teacher/murayama/

電子メール電子メール
mura1@sakura.cc.tsukuba.ac.jp

村山村山
 

祐司祐司

（筑波大学）（筑波大学）

http://giswin.geo.tsukuba.ac.jp/teacher/murayama/
mailto:mura1@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
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