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1.1. 時間変動する空間情報のデータベース化に関する研究開発
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1.2. 空間情報の多次元化に関する研究開発
1.2.1. 空間情報の多次元化(座標軸・時間軸・空間軸)に関する研究開発
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p.61

2. 標準空間情報とデータ交換技術に関する研究開発
2.1. 標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に関する研究開発
2.1.1. 標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に関する研究開発

p.67

2.1.2. 空間データ表現及び交換技術に関する研究開発

p.78

2.1.3. 分散データベースの流通技術に関する研究

p.88

2.2. ネットワークを通じたリアルタイム情報の収集とデータベース化に関する研究開発
2.3. 社会的事象の時空間変動パターンのモデル化に関する研究開発

p.97
p.118
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研究計画の概要

研究の趣旨
近年の情報通信技術の急速な進展にともない，社会のあらゆる局面で情報化，ネットワーク化が急
速に進み，高度情報通信社会におけるコンピュータ技術や情報通信ネットワークの整備の進展により，
情報の伝達と処理に要する時間・距離の制約が克服されるようになった．
空間情報科学は，
「地球上の位置と直接，または間接に関連づけられた対象物，または現象に関する
情報」である「空間情報」の的確な取得(形成)と処理に関して，コンピュータ技術を駆使した汎用的
な手法の開発を目指すものである．現代社会の諸問題 − 例えば地球環境問題，都市環境問題，地震
等の災害による被害の時空間的拡大，大規模災害からの復旧・復興，エネルギー施設の事故による被
害・汚染等の問題 − は，様々な自然・社会・経済・文化的要因が空間的に複合的に絡み合った現象
である．このような諸問題の発生要因・発生機構を解明し，対応方策を研究するためには，各研究者
が個別に空間情報を取得・形成し，独自に処理・解析している現状は非効率であり，先端的コンピュ
ータ技術を駆使して空間情報の取得・形成・処理に関する汎用的な分析方法等を確立し，研究開発活
動を安定的・効果的に進めるための基盤となる「空間情報科学の確立」が要請されている．
空間情報科学を知的基盤として確立するためには，空間情報のデータベース化に関する研究開発を
進めることが重要である．本研究開発では，(1)多次元データのあり方や取り扱い方に関する研究開発
や，(2)標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に関する研究開発，等の基盤的
な研究開発を行う．
なお，空間情報科学を応用した分野である地理情報システム(ＧＩＳ)については，1995 年に設置さ
れた 22 省庁が参画する「地理情報システム（ＧＩＳ）関係省庁連絡会議」が 1996 年 12 月に決定した
「国土空間データ基盤の整備及びＧＩＳの普及の促進に関する長期計画」に記述されているように，
政府全体が総体となって取り組むべき課題である．

研究概要
1. 多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発
1.1. 時間変動する空間情報のデータベース化に関する研究開発
（独立行政法人

産業技術総合研究所）

地球環境における長期的な地殻変動の定量的評価を行うため，地質・地形・衛星画像データの統合
利用環境を整備したデータベース化に関する研究開発を行う．活断層系や，風化・崩壊による地形変
化パターンの解析や，過去の復元や将来の予測などの研究を行うために，地下構造のモデリング技術
や情報処理技術と連携したデータベース構築の研究開発を行う．
1.2. 空間情報の多次元化に関する研究開発
1.2.1. 空間情報の多次元化（座標軸，時間軸，空間軸）に関する研究開発
（国土交通省国土技術政策総合研究所）
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より実際の世界に近い状態でのデータ処理に資するため，(1)座標軸の多次元化技術(表示・データ
構造の多次元化)，(2)時間軸の多次元化技術(高解像度衛星画像・ＧＰＳによるデータ更新技術)，(3)
空間軸の多次元化技術(陸域・海域による沿岸域空間情報システムの構築)等に関する研究開発を行う．
1.2.2. 多次元空間情報の処理技術（３次元情報処理システムの構築）に関する研究開発
（国土交通省国土地理院）
航空機搭載レーザースキャナーデータを用い，建物等の地物と地表面を３次元モデルにより表現す
る手法を開発し，(1)建物の変化の候補の自動的な抽出手法，(2)地表面の微細 DEM の作成技術，(3)道
路の抽出手法，(4)複数コースから撮影されたレーザースキャナーデータの幾何補正方法の開発を行い，
開発した技術を統合して３次元情報処理システムを構築する．
1.2.3. 地すべり災害の潜在的危険性評価に関する研究
（独立行政法人

防災科学技術研究所）

「地すべり地形分布図」及び地形・表層地質・植生等の自然条件に関する各種空間情報を三次元的
に集積し，得られた三次元の地すべり情報と GIS をインターネット上で公開出来るシステムの開発を
行い，地すべり災害の潜在的危険性を評価できる地すべり GIS の研究開発を行う．
1.3 空間情報と時系列情報の統合化に関する研究開発
1.3.1. 時空間データベース管理システムのモデルシステム構築に関する研究開発
（国土交通省国土地理院）
空間情報と時系列情報（以下「時空間データ」という）を統合的に利用するため，データベース管
理システムのモデルシステムの性能評価と改良，時空間データを利用するためのツールセット等の開
発，時空間データの統合利用に関わるガイドラインの作成等を行なう．
1.3.2. 国土数値情報と衛星画像・気象情報統合化に関する研究開発
(日本大学文理学部）
国土数値情報と衛星画像・気象情報等の異種の地理的情報を重ね合わせることにより，新しい重要
な情報を抽出するため，それを可能とする技術的基盤としての処理システムの開発を行う．
1.4. 空間情報の更新及び流通に関する研究開発
(財団法人

国土技術研究センター）

高度な空間情報を迅速かつ適切に提供するための基盤となるクリアリングハウスをオブジェクト指
向技術により構築するとともに，主要な空間データ提供元となる公物管理業務をフィールドに CALS シ
ステムとクリアリングハウスとの連携を目指す．

2. 標準空間情報とデータ交換技術に関する研究開発
2.1. 標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に関する研究開発
2.1.1. 標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に関する研究開発
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(東京大学

空間情報科学研究センター）

多様な形式の空間データを同時に組み合わせて多元的に利用するため，空間データ交換システムの
改良とデータベース整備，汎用空間データ統合手法の開発研究，ネットワーク・コミュニティ・スペ
ースの開発研究を行う．
2.1.2. 標準空間データベースに関する研究開発
((株)三菱総合研究所）
メタデータをネットワークで検索できるクリアリングハウスを開発するため，東大と共同で，クリ
アリングハウスの開発及びそれに搭載するメタデータ作成法に関する研究を行い，試運転を開始した．
第二期は，(1) インターフェースの改良，(2) メタデータ入力ツールの開発，(3) メタデータを効率
的に更新する方法，などの研究開発を行う．
2.1.3. 空間データ表現及び交換技術に関する研究開発
((株)パスコ）
空間データの共有にあたっての利用者認証，版権保護方法及び空間データの品質評価手法について
研究開発する．空間データ交換システムを東京大学に移設し，その機能改善に取り組む．
2.1.4. 分散データベースの流通技術に関する研究
((株)ＮＴＴデータ）
異種データの相互流通を実現するため，クリアリングハウスと，その重要な構成要素であるメタデ
ータに関して，その実験的構築と，試験運用を実施し，空間データの品質定義とその評価手法や，Ｘ
ＭＬをベースとした空間データ・ハンドリングツールの研究開発を行い，上記システムへの実装と試
験運用により，システムの完成度を高める．
2.2. ネットワークを通じたリアルタイム情報の収集とデータベース化に関する研究開発
(東京大学生産技術研究所）
ネットワーク上の分散する空間データの現状を表現する情報から，更新情報などをリアルタイムで
取得するための，空間データ取得サーチロボットを開発し，画像などの手段による更新情報の取得の
ための基礎手法を開発し，地理情報システムにおける効率の良い｢データ収集｣機能を確立する．
2.3. 社会的事象の時空間変動パターンのモデル化に関する研究開発
（警察庁科学警察研究所）
社会的事象の時空間的分布のパターンを効率よく縮約して示す汎用的な手法を開発し，社会的事象
の時空間変動パターンと，その背景要因としての自然発生的変化や意図的・政策的介入との関連を定
量的に示すモデルを構築し，対象地を限定した施策などのもたらす効果や，周辺地区への波及効果な
どをシミュレーション的に予測する手法を開発する．
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3. 年次計画及び所要経費
年次計画
平成９年度
１．多次元データのあり方や
取り扱いに関する研究開発
(1)時間変動する空間情報の
データベース化に関する研究
開発
(2)空間情報の多次元化に関
する研究開発
(3)空間情報と時系列情報の
統合化に関する研究開発

平成１０年度

平成１１年度

平成１２年度

平成１３年度

長期時空間変動モデルの開発
長期時空間変動パターン解析手法の開発
空間情報データ ベース の開発
基礎データの収集・分析
多次元空間情報標準の研究
標準空間情報整備の研究
既存研究成果・ 関連情報の現状調査
異種データ の統合的利 プロ ト タ イ プシス テ ム
用手法の検討
の構築

(4) 空間情報の更新及び流通
に関する研究開発

モデルシステムの開発と評価
クリングハウスの連携・協調と実証試験

２．標準空間情報とデータ交
換技術に関する研究開発
(1) 標準空間情報の整備及び
異種データベース間のデータ
交換手法に関する研究開発
(2) ネットワークを通じたリアル
タイム情報の収集とデータ
ベース化に関する研究開発
(3)社会的事象の時空間変動
パターンのモデル化に関する
研究開発

データ交換モデルの研究
データ交換システムの構築
標準多次元空間情報ＤＢの研究
交換ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの構築

データ交換手法の確立
標準多次元空間情報ＤＢの確立

クリアリングハウスの構築
空間情報の更新技術

システムの検証・クリアリングハウスの確立

時空間的変動パターンの縮約表現手法の開発
変動要因の影響に関する分析モデルの開発
時空間分析プロトタイプシステムの開発
プロトタイプシステムの性能評価と改良
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所要経費（第Ⅱ期）
（単位：千円）

所要経費

研究項目
H12
1(1)

第Ⅱ期合計

47,731

44,333

92,064

1(2.1)国土技術政策総合研究所

17,201

13,759

30,960

1(2.2)国土地理院

10,587

9,514

20,101

1(2.3)防災科学技術研究所

10,914

10,866

21,780

1(3.1)国土地理院

7,496

6,827

14,323

1(3.2)東京都立大学

6,069

4,764

10,833

1(1.2)国土開発技術研究センター

6,571

4,348

10,919

31,121

30,293

61,414

2(1.2)三菱総合研究所

10,704

8,752

19,456

2(1.3)パスコ（株）

15,386

12,582

27,968

2(1.4)ＮＴＴデータ通信

13,565

13,014

26,579

2(2)

東京大学生産技術研究所

10,509

9,192

19,701

2(3)

科学警察研究所

20,252

20,542

40,794

3.

研究運営費

41

0

41

208,147

188,786

396,933

2(1.1)

産業技術総合研究所

H13

東京大学工学系研究科

合

計
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4. 実施体制

研

究

項

目

担当機関

研究担当者

１．多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発
(1) 時間変動する空間情報のデータベース化に関する研
独立行政法人
究開発
産業技術総合研究所
(2) 空間情報の多次元化に関する研究開発
①空間情報の多次元化（座標軸，時間軸，空間軸）に関
国土交通省国土技術
する研究開発
政策総合研究所
②多次元空間情報の処理技術（３次元情報処理システム
国土交通省国土地理院
の構築）に関する研究開発

村上 裕
(総括研究員)

高橋宏直
(室長)
政春尋志
(室長)

③地すべり災害の潜在的危険性評価に関する研究
(3) 空間情報と時系列情報の統合化に関する研究開発
①時空間データベース管理システムのモデルシステム構
築に関する研究開発

独立行政法人
防災科学技術研究所

井口

国土交通省国土地理院

明野和彦
(室長)

日本大学文理学部

野上道男
(教授)

②国土数値情報と衛星画像・気象情報統合化に関する研
究開発
(4) 空間情報の更新及び流通に関する研究開発
２．標準空間情報とデータ交換技術に関する研究開発

隆

(財)国土技術研究センタ 小宮朋弓
ー

(1) 標準空間情報の整備及び異種データベース間のデー
タ交換手法に関する研究開発
①標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ
交換手法に関する研究開発
②標準空間データベースに関する研究開発

東京大学空間情報科学
研究センター

岡部篤行
(教授)

(株)三菱総合研究所

中村秀至
(部長)
竹内治男
(技師長)
中村祥一
(部長)
坂内正夫
(教授)

③空間データ表現及び交換技術に関する研究開発
④分散データベースの流通技術に関する研究
(株)パスコ
(2) ネットワークを通じたリアルタイム情報の収集とデ
(株)ＮＴＴデータ
ータベース化に関する研究開発
(3) 社会的事象の時空間変動パターンのモデル化に関す 東京大学生産技術研究所
る研究開発
警察庁科学警察研究所

原田
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5. 研究運営委員会

委

員

○加藤碵一
＊村上 裕
高橋宏直
政春尋志
井口 隆
野上道男
小宮朋弓
岡部篤行
中村秀至
竹内治男
中村祥一
坂内正夫
原田 豊

所

属

(独)産業技術総合研究所地球科学情報研究部門長
(独)産業技術総合研究所地球科学情報研究部門総括研究員
国土交通省国土技術政策総合研究所
計画設計基準部システム研究室長
国土交通省国土地理院地理情報解析研究室長
(独)防災科学技術研究所先端解析技術研究部情報解析室長
日本大学文理学部地理学教室教授
(財)国土技術研究センター情報調査室研究員
東京大学空間情報科学研究センター
(株)三菱総合研究所社会技術システム部研究部長
(株)パスコ情報開発センター技師長
(株)ＮＴＴデータ公共営業本部
東京大学生産技術研究所教授
警察庁科学警察研究所防犯少年部犯罪予防研究室長
（注）運営委員会委員長は○を，＊は研究代表者を付す．
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研究成果の概要

総

括

【研究目標】
空間情報とは，地球上の位置と直接的・間接的に関連づけられた対象物や現象に関する情報のこと
を意味する．空間に存在する多種多様な物や事象は互いに関係しあっており，対象とする空間情報を
解析するためには，その場所に関係する他の空間情報との関係を探る必要がある．つまり，研究者は
自らの研究対象とする空間情報だけでなく，その場所に関係する多種多様な空間情報について，その
存在を知り，取得し，扱うことが必要となる．また，異種空間情報の位置合わせのためには，データ
形式の違いや地図の投影法の違いなど，多くのノウハウを知っていることが必要である．これらの下
準備が必要なことは，空間情報科学の大きな足かせとなっている．
このため，科学技術振興調整費

知的基盤整備推進制度の「知的基盤整備に関する情報のデータベ

ース化に関する研究領域」において，「空間情報の確立のための空間情報のデータベース化に関する研
究開発」(第 1 期 平成 9〜11 年度，第 2 期 平成 12〜13 年度)を 13 研究機関の参加のもとに実施し，
多次元空間情報のあり方や取扱い，クリアリングハウス（情報所在源検索システム）の構築，異種デ
ータベース間の空間情報のデータ交換技術，空間分析手法（汎用化可能な分析手法等の研究開発）等
の研究を実施した．

【研究成果の概要】
本研究は，(1) 多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発，(2) データ交換技術に関する
研究開発，(3) 応用的側面からのアプローチによる汎用化可能な分析手法に関する研究開発，の三つ
のグループにより開始した．研究開始当初は，まだ，空間情報科学という学問の知名度は低く，研究
担当機関においてすら，空間情報科学における重要な概念である空間データのメタデータ，ＸＭＬ，
クリアリングハウスなどの理解が不十分で共通認識となっていないことが問題となったため，研究開
始早々に，これらの重要概念について記述した説明書の執筆を行い，中間報告書としてｗｅｂ上で公
開した．特に，その第二編 データ交換技術に関する研究開発の章立ては，17 章. 異種空間データ多
重化システム，18 章. 多重・同時操作技術，19 章. 標準空間データベース，20 章. 空間データの表現
と変換，21 章. 空間データの流通(メタデータとＸＭＬ)，22 章. サーチロボット，23 章. クリアリン
グハウス，となっており，これらの概念の明確化は本プロジェクトの遂行に役立った．
中間評価において，グループの再編を行い，空間情報科学の「本来あるべき姿」を提示する第１グ
ループ「多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発」と，
「当面の実用化」を追求する第２グ
ループ「標準空間情報とデータ交換技術に関する研究開発」に分かれ，試験的運用を含めて外部に具
体的に成果を示していくべく，研究の加速化を行った．
第 1 グループは，中核研究機関である地質調査所(2001 年 4 月より独立行政法人 産業技術総合研究
所地質調査総合センター)をはじめとし，防災科学技術研究所，国土地理院，港湾技術研究所(同 4 月
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より国土技術政策総合研究所)などの国立研究所と日本大学文理学部等からなり，時間・空間の多次元
データの取り扱いに関する研究をとおして，ノウハウのとりまとめとデータ標準化を行い，参加機関
が作成するデータベースを明確化し、本プロジェクトのホームページを通じて、外部に公開している．
インターネットによる空間情報の表示のためには，web GIS と呼ばれるソフトウェアシステムが必要
であり，PC ベースのハードウェアシステムにインストールして，研究所のファイアウォールの外に設
置し，外部からのアクセスを可能としている．公開システムの一つである地質情報統合利用システム
は，国土地理院が作成した全国 50m メッシュのデジタル標高モデル(DEM)を基準とした空間データの統
合利用法を提示するもので，歪みを有する衛星画像データに対する DEM を用いた精密補正法，緯度経
度座標で整備した空間データベース，画像データの重ね合わせ表示による異種画像データの利用シス
テムなどを公開している．
第 2 グループは，東京大学空間情報科学研究センターが中心となり，三菱総合研究所，パスコ，Ｎ
ＴＴデータなどの専門企業が参加して，「標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換
手法に関する研究開発」を推進し，全国の研究者の共用を目的とした「空間データ基盤システム」を
構築した．
現在，空間情報科学の研究に携わっている多くの研究者が，最も支援を必要としているのは，それ
ぞれ異なる形式の空間データを同時に組み合わせて多元的に利用する技術である．例えば，様々な地
理的現象の解明や，地球環境問題のような空間的社会問題の解決策策定において，国勢調査の町丁・
大字別集計データ，国土数値情報土地利用メッシュデータ，LANDSAT‑TM 衛星画像データなど形式の異
なる空間データを自在に組み合わせて研究を行いたいという要請は高い．しかしながら現状において
は，このような異種データを同時に使用するまでに，実に多くの実際的な障害が存在する．その中で
も主な課題として次の二つが挙げられる．
課題1 様々な空間データの形式・所在・利用方法を調べるための仕組みが整っておらず，研究者の求
める空間データの所在が分からない．
課題2

必要な空間データが存在しても， データ形式や投影法，空間集計単位などがデータによって
異なっており，変換に大きな手間がかかる．

これらはいずれも，技術的あるいは研究的に困難な問題ではないが，実際的には研究者にとって大
きな障害であり，その結果，研究者の空間情報科学研究へ取り組む意欲を削いでしまっている．空間
情報科学発展には，このような問題を取り除くことが重要である．そこで本研究では，
「空間データ共
有システム」，「統計データベースシステム」，「空間データクリアリングハウス」，「GIS 学術情報ポー
タルサイト GISSchool」の 4 つのサブシステムから成り立つ空間データ基盤システムの開発を行った．
「空間データクリアリングハウス」とは，空間データに関するデータ，即ち，空間メタデータを備
えた検索システムであり，空間データの形式や所在，内容などの情報を，ウェブを通じて提供するこ
とができる．例えば，このシステムに対して研究者が自分の必要とする空間データに関する情報（地
域，内容など）を入力すると，それに適合する空間データの一覧が表示される．
「空間データ共有シス
テム」では，様々な空間データが統一的な形式で管理されている．研究者はある一定の手続きを踏む
ことで，これらのデータをダウンロードし，自分の研究に利用することが可能である．
「統計データベ
ースシステム」では，国勢調査データなどの統計データを CSV のように使いやすい形で管理している．
空間データ共有システムと同様，一定の手続きを踏むことで研究者はそのデータをダウンロードし，
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利用することができる．「GIS 学術情報ポータルサイト GISSchool」は，定形的には扱いにくい様々な
情報交換を支援するためのシステムである．例えば，クリアリングハウスでは扱われていない空間デ
ータに関する非定形型な情報として，データに含まれているバグ，データ利用時の注意点，ソフトウ
ェアとの相性，などが考えられ，これら情報の交換が可能なシステムあるいは場として使われる．特
にここでは，マニュアルや参考書などに書かれていない，しかし，データ利用時には重要であるとい
う種類の情報やデータ利用のノウハウを流通させることに重点を置いている．また，GIS のソフトウェ
アや研究者に関する情報など，空間データよりも広い範疇に含まれる情報提供も行っている．
第１期に，(3) 応用的側面からのアプローチによる汎用化可能な分析手法に関する研究開発グルー
プにおいて「自然災害の潜在的危険性評価とモニタリングに関する研究開発」を担当した防災科学技
術研究所は，第２期には，第１グループに移行して，自然災害の潜在的危険性評価に特化し，防災科
研が刊行する「地すべり地形分布図」の数値化のための標準化・規格化を行ない、二次元地すべり地
形データの Web サーバーによる公開，さらには，地すべり地形を三次元的に評価するためのシステム
開発を実施した．
同じく，第１期に，(3) 応用的側面からのアプローチによる汎用化可能な分析手法に関する研究開
発グループにおいて「社会的事象の時空間変動パターンのモデル化に関する研究開発」を実施した警
察庁科学警察研究所は，第 1 期に開発したアドレスジオコーディングツール、すなわち、住所表記か
ら緯度経度を求めるツールが、第 2 グループのデータベースにおいても重要な位置を占めるため、第 2
グループに移行して，後期２年間に試験運用の可能な犯罪分析 GIS を構築し，大規模な実地データに
よる地理的犯罪分析という社会的意義の大きい研究領域を開拓した．この研究成果は，今後のわが国
の市民生活の安全確保のためにＧＩＳをいかに活用するかに関する一つの方向性を示したものとなっ
ており，中間評価において示された指針を適切に反映したと言うことができる．空間情報科学の手法
による犯罪研究という新たな研究領域を立ち上げることができ，第Ⅰ期・第Ⅱ期にわたる研究開発を
とおして，そのための分析手法やツールの開発，大量のリアルデータの分析に基づく実践的ノウハウ
の蓄積などができたことは，わが国における社会科学・行動科学的な犯罪研究にとって，一つの新た
な「知的基盤」が整備されたことを意味する．

サブテーマ毎，個別項目毎の概要
1. 多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発
1.1. 時間変動する空間情報のデータベース化に関する研究開発
（独立行政法人

産業技術総合研究所）

長期的な地殻変動の定量的評価を行うため，地下構造のモデリング技術や情報処理技術と連携した
データベース構築の研究開発を行い，活断層系や，風化・崩壊による地形変化パターンの解析や，過
去の復元や将来の予測に関する技術の研究を行う．このため，以下の二つの研究を実施した．
(a) 可視化の困難な三次元地下構造・地質構造モデルの作成および表示環境を整備する．
(b) 空間情報データの統合利用環境実現のため，数値地形情報と衛星画像の統合的利用環境の整備等
を推進する．
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(a) 三次元地下構造・地質構造の表示に関しては，有限要素法で用いられる非構造格子型のデータ形
式を採用した．鉱山開発管理用の三次元ＧＩＳソフトであるＶＵＬＣＡＮを用いて地熱地域の地下構
造モデルを作成し，坑井情報や，地層情報(断層面，地層境界面，貫入岩体など)のデータ構造につい
て調査し，汎用の三次元ＧＩＳビュアのためのデータ仕様について検討した．地下の三次元地質構造
モデルをヒエラルキー構造を持たせて定義するためのデータの格納フォーマットを定め，構成要素毎
に表示を制御できる三次元地質構造ビュアーのプロトタイプを開発した．部品単位にデータファイル
を分け，プロジェクトファイルにおいて，ファイルのツリー構造を記述することにより，ヒエラルキ
ー構造を定義することとした．開発した三次元地下構造ＧＩＳビュアーにおいては，ユーザーが，部
品単位で表示を on/off したり，拡大縮小，回転することにより，複雑な地下構造の構成を観察するこ
とができる．汎用可視化ソフトウェアである AVS に基づくアプリケーションとしての３次元地下構造
ＧＩＳビュアーの開発を終了し，開発した３次元地下構造ＧＩＳビュアーの普及に向けて宣伝してい
く計画である．
(b) 空間情報データの統合利用環境実現のため，LANDSAT‑TM 画像に対し精密幾何投影変換作業を実施
し，国土地理院の 50m メッシュ標高数値地図と誤差 1〜2 画素で一致する衛星画像データを整備した．
デジタル化した地質図データや，国土地理院の発行する地図データなどとの統合利用環境を実現する
ために，イントラネット利用システムを開発した．ラスター画像データとしての衛星画像・地図画像
などのデータ形式を統一し，地質図や断層線などのベクトルデータを重ねあわせて表示することによ
り，これら異種データを統合利用できる環境の開発を行った．イントラネット地質情報利用システム
に，隣接画像との接合機能と，UTM 投影変換機能を追加した．また，作成した画像の緯度経度座標を記
入したワールドファイルを同時に作成し，ＧＩＳソフトでの利用に際し，他のデータとの重ね合わせ
を可能とした．本システムをインターネットで外部から利用できるようにするためのハードウェアシ
ステムを構築し，ファイアウォール外に設置するための整備を行った．独自のファイアウォールを構
築し，セキュリティーの確保をはかった．大規模空間データ記憶装置を導入し，作成した衛星画像デ
ータ(約 160GB)をインストールした．
また，従来型の画像表示法では大規模衛星画像を閲覧するとき操作性が極めて低下するため，圧縮
画像を用いたイメージウェブサーバーを構築した．インターネット利用の安全性を高めるために，パ
スワードの暗号化などのセキュリティー強化対策を実施した．開発したイントラネットシステムが，
Windows IIS ベースのものであるため，セキュリティー強化のために UNIX ベースのウェブサーバーへ
の移行を行ったが，web のセキュリティー管理は，日常的な監視を必要とする人的コストのかかる作業
であり，その維持管理については，産総研内部での話しあいを進めている．また，web で提供する機能
をそのままスタンドアローンで実行できるように改造し，CD‑ROM に収録して配布できるような変更も
実施した．今後は，開発した 2 種類のウェブサーバーを維持していくための努力を続ける．
1.2. 空間情報の多次元化に関する研究開発
1.2.1. 空間情報の多次元化（座標軸，時間軸，空間軸）に関する研究開発
（国土交通省国土技術政策総合研究所）
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「空間情報の多次元化」に関して，より実際の空間に近い状態でのデータ処理に資するため，以下
の３点を確立することを研究目標とし．
１）座標軸の多次元化：データ構造の３次元化への対応
２）時間軸の多次元化：３次元データの時間変動への対応
３）空間軸の多次元化：陸域空間と海域空間の一元化への対応
以下の研究成果を得た．
１）空間軸の多次元化の対象として，海域空間と陸域空間にまたがる沿岸域空間としての一体化を試
み，大阪湾沿岸域を対象としたデータベースを構築した．
２）この大阪湾沿岸域の海域の３次元構造かつ短時間での時間変動を行う様々な環境データを対象と
して，時間変動対応の３次元データ構造化を実現すると共に，その状況変化の把握を容易にする
ための可視化手法も開発した．
３）上記２）が，既往の大量であるものの時間ごとには確定しているデータへの対応手法であるのに
対して，データの時間変動が，一定のアルゴリズムの基で挙動する場合にも対応するため，阪神
大震災を対象として，地震発生後の都市空間における街路閉塞状況を処理できる手法を開発した．
1.2.2. 多次元空間情報の処理技術（３次元情報処理システムの構築）に関する研究開発
（国土交通省国土地理院）
建物や道路等に覆われ極めて起伏に富む複雑な３次元（立体）構造を持つ地表空間を対象として、
様々な分析やシミュレーション等を正確かつ効果的に行うためには、これまで一般的であった２次元
（平面）の位置情報のみでなく、高さ方向も含めた空間情報の３次元化を図る必要がある。このため、
本研究は、地表及び地物の表面の高精度３次元データの取得・処理技術に関する研究開発を行い、３
次元情報処理システムを構築することを目的とする。
中間評価前（前期）は、以下の成果をあげた。①航空機搭載レーザースキャナー(ALS)を使用して、
都市部において建物の高さ情報を迅速に収集できることを実証した。②ALS と同期して CCD リニアセン
サーによる画像を取得することにより、３次元の位置情報を持った画像データを直接取得し、３次元
データのビジュアル化手法を開発した。③ALS データから建物を抽出するための要素技術を開発した。
④ALS データを用いて植生と建物を分別する手法を開発した。⑤複数コースから撮影した ALS データか
ら、影のない３次元モデルを試作した。これをふまえ、中間評価後（後期）は、以下の目標を掲げた。
(1) ALS データを用いた建物の変化の候補の自動的な抽出手法の開発
(2) ALS データによる地表面の微細 DEM の作成技術の開発
(3) ALS データによる道路の抽出手法の開発
(4) 複数コースから撮影された ALS データの幾何補正方法の確立
(5) 開発した技術を統合し、３次元情報処理システムを構築
上記各項目に対する研究成果は、以下のとおりであった。
(1) に関しては、通常の抽出手法に加え、位置ずれを考慮した変化候補抽出手法を開発した。
(2) に関しては、ランダム点形式のDSMのフィルタリング手法等を開発し、地表面に属す計測点のみを
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抽出し、微細DEMを作成する手法を開発した。
(3) に関しては、航空レーザースキャニングで得られるDSMとレーザー光の反射強度を併用することが
道路の抽出に有用であることがわかったが、実用的な手法の開発までには至っていない。
(4) に関しては、最近導入されたセンサーの位置精度は高く、この手法を開発する必要が薄れたため、
実施しなかった。しかしながら、(1)においては、過去のALSデータや既撮の空中写真からステレ
オマッチングで作成したDSMを用いる必要があるため、依然として幾何精度の問題が残る。このた
め、当初計画した幾何補正手法の開発に代え、位置ずれのあるにも適用可能な建物変化候補の抽
出手法を開発した。
(5) については、有用でかつ自動化の効果が高いランダム点形式のDSMのフィルタリング手法のシステ
ム化を行った。
1.2.3. 地すべり災害の潜在的危険性評価に関する研究
（独立行政法人

防災科学技術研究所）

地すべり等の自然災害について、「地すべり地形分布図」及び地形・表層地質・植生等の自然条件に
関する各種空間情報を集積した潜在的危険度の評価手法に関する研究開発を行なう．最終的には火山
噴火・洪水災害等も含めた自然災害の潜在的危険度評価手法の確立を目指しているが，当面の研究目
標は，東北地方の地すべり災害を対象として，その三次元的な形状把握技術の開発と分析，潜在的な
災害危険度の予測である．これらの研究過程で，地すべりの素因である地形・地質・植生あるいは表
層付近の地殻構造等の空間的な情報の評価・分析手法に関する研究開発を行う．
地すべり災害に関する潜在的危険度を明らかにするためには、まず地すべりの分布を明らかにし、
個々の地すべりの潜在危険度を何らかの指標を用いて評価することが求められる。地すべりの分布に
関しては空中写真判読が最も有効な手段であるが、これについては防災科研において「地すべり地形
分布図」の刊行が進められている。本研究ではこの地すべり地形分布図の地すべり地形情報を空間情
報科学を利用して解析を進めることによって潜在的危険性を評価しようとするものである。そのため
地すべり地形を三次元的に評価するためのシステム開発に主眼をおいて研究を進め，三次元地すべり
地形表示･解析システムを、地すべり地形の縦横断形状の入力、地すべり移動体の到達範囲の推定が出
来るように改良を行い、三次元地すべり地形表示解析システムとしてほぼ概成を終えた。また、秋田･
男鹿図幅内の 18 面分の地すべり地形分布図データの三次元化を進めた。
また、インターネット上に三次元地すべり地形の表示システムを公開した。
1.3. 空間情報と時系列情報の統合化に関する研究開発
1.3.1. 時空間データベース管理システムのモデルシステム構築に関する研究開発
（国土交通省国土地理院）
前期では，時空間データの管理手法などの調査を行うとともに，官公庁・地方公共団体における時
空間データの利用事例の調査を実施し、３つの事例について，時空間データベース管理システムの設
計を行ない，プロトタイプシステムを作成し，その有効性を示した。
後期では，これらの結果を踏まえ，以下の研究を取りまとめた。
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・引き続き，時空間データベース管理システムに関する調査を行い，前期の調査とあわせて，
「時空間
データの統合的利用に関するガイドライン」をとりまとめた。
・後期の期間中に，時空間データ管理のツールとして，研究者が使える位相構造算出型時空間情報シ
ステムが無償で公開されたが，そこで利用できる時空間データがなく，ツールセットとして統合的に
利用できるようにするために，これらのシステムに適合した研究で使える時空間データセットを試作
した。
・具体的には，
−

時系列情報から時空間情報の抽出方法の検討するために，地理情報が長期にわたって蓄積されて
いる旧版地図を使って「差分」の抽出方法を検討。

− 測量精度の関係から差分の定義は，容易ではないことを明らかにするとともに，1/20万分の1の地
図（本州の半分の地域）から約100年間の道路ネットワークデータセットを試作した。
広範囲・長期間の道路ネットワークの時空間データセットは，過去に例がないデータベースであり，
知的基盤そのものであるといえる。また，ガイドライン，時空間データセットの公表により，環境・
防災分野の応用研究の促進に寄与できるものと考えている。
1.3.2. 国土数値情報と衛星画像・気象情報統合化に関する研究開発
(日本大学文理学部）
国土に関する基本的な情報が、各省庁、諸研究機関で整備・供給されている。これらには短期間で
変化しない地理情報と時々刻々変化する広義の地理情報とがある。国土数値情報は前者の代表的な例
であり、衛星画像・気象情報は後者の例（時系列情報）である。この研究では後者から土地の性格と
しての情報（すなわち前者）を抽出する。ついで、国土数値情報とそれらの情報をデータベース化し、
多次元的に組み合わせて、新しい空間情報を創成する具体的な研究を行い、空間情報科学確立のため
の研究事例とした。
1.4. 空間情報の更新及び流通に関する研究開発
(財団法人

国土技術研究センター）

現存するクリアリングハウスの課題を踏まえつつ、ユーザが知的研究、効率的・合理的な業務の実
施等を行う上で必要とする高度な空間データを迅速かつ適切に提供するための基盤となるクリアリン
グハウスをオブジェクト指向技術により構築した。
本研究開発により、ユーザに応じたデータ提供レベルが確保されている中で、ユーザはメタデータ
のみならずリアルデータを、個々のデータのファイルフォーマットや座標系等を意識せずに重ね合わ
せて統合的に閲覧すること等が可能となり（付随する文書や CAD データ等の一般図も併せて統合的に
閲覧することが可能）、より自らの利用目的に合致した空間データを取得することが容易になった。
また、インターネット環境上の認証ユーザ（データ作成者・管理者）によるメタデータ登録・編集
機能、リアルデータからのメタデータ（一部）自動抽出機能、PDF 生成及び基本的メタデータ抽出・更
新機能等を実装することにより、リアルデータ及びメタデータの管理・運用環境を改善し、データ登
録における負荷の軽減等を図った。
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更に、公物管理業務用の CALS 対応 GIS とクリアリングハウスの連携・融合（シームレスな利用）に
係る研究開発を行い、公物管理の調査・設計・施工・維持管理に至る一連のライフサイクルにおける
関係主体間の空間データの共有・活用、協調作業の円滑な実施を可能にした。

標準空間情報とデータ交換技術に関する研究開発
2.1. 標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に関する研究開発
2.1.1. 標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に関する研究開発
(東京大学

空間情報科学研究センター）

本研究は, 空間データを用いて研究を実施する研究者を支援するために，空間データ基盤システム
の開発を行ったものである．このシステムは「空間データ共有システム」，「統計データベースシステ
ム」
，「空間データクリアリングハウス」
，
「GIS 学術情報ポータルサイト GISSchool」の 4 つのサブシス
テムから成り立っている．
「空間データクリアリングハウス」とは，空間データに関するデータ，即ち，空間メタデータを備
えた検索システムであり，空間データの形式や所在，内容などの情報を，ウェブを通じて提供するこ
とができる．例えば，このシステムに対して研究者が自分の必要とする空間データに関する情報（地
域，内容など）を入力すると，それに適合する空間データの一覧が表示される．
「空間データ共有システム」では，様々な空間データが統一的な形式で管理されている．研究者は
ある一定の手続きを踏むことで，これらのデータをダウンロードし，自分の研究に利用することが可
能である．
「統計データベースシステム」では，国勢調査データなどの統計データを CSV のように使いやすい
形で管理している．空間データ共有システムと同様，一定の手続きを踏むことで研究者はそのデータ
をダウンロードし，利用することができる．
「GIS 学術情報ポータルサイト GISSchool」は，定形的には扱いにくい様々な情報交換を支援するた
めのシステムである．例えば，クリアリングハウスでは扱われていない空間データに関する非定形型
な情報として，データに含まれているバグ，データ利用時の注意点，ソフトウェアとの相性，などが
考えられ，これら情報の交換が可能なシステムあるいは場として使われる．特にここでは，マニュア
ルや参考書などに書かれていない，しかし，データ利用時には重要であるという種類の情報やデータ
利用のノウハウを流通させることに重点を置いている．また，GIS のソフトウェアや研究者に関する情
報など，空間データよりも広い範疇に含まれる情報提供も行っている．
2.1.2. 標準空間データベースに関する研究開発
((株)三菱総合研究所）
空間情報科学研究者の必要とする空間データに関する情報は多様である。空間データの所在や内容
を表すメタデータはその代表例であり、その情報流通には第Ⅰ期に開発した空間データクリアリング
ハウスが大きく貢献する。

しかし、空間情報科学研究者の必要としている情報は、空間データのメ
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タデータだけではなく、空間データの品質に関する情報や空間データを取り扱うツールの情報などに
広がっているとともに、地理情報システムの専門家でなくとも空間データが容易を検索したり、自ら
メタデータを修正・変更するような支援機能も必要性が高い。

そこで本研究では、第Ⅰ期研究で構

築し、東京大学空間情報科学研究センターで稼働しているクリアリングハウスを、空間情報科学研究
者のためのネットワークコミュニティというにふさわしいクリアリングハウスに機能向上し、空間デ
ータに関する各種情報の流通を促進する仕組みを作り上げることを目標とした。
平成 12、13 の２ヵ年度にわたり、東京大学空間情報科学研究センターと共同で取り組むことにより、
・検索性の向上
‑ キーワード一覧表示からの検索機能
‑ 各種検索性の向上
・ＩＳＯへの対応
・メタデータ取り扱い支援
の観点からの改善をはかるとともに、クリアリングハウス普及と連携のためのパッケージ化を達成し
た。
2.1.3. 空間データ表現及び交換技術に関する研究開発
((株)パスコ）
異種情報分野の研究者相互のデータ共有環境を開発するために分散する異種空間データを統一的に
利用するための標準化多次元化を研究し，データの相互交換手法の開発と実現のために，空間データ
交換システムの開発を行った．このシステムでは「空間データの投影法やフォーマット等のデータ変
換が可能な汎用的な仕組みをもつ空間データ交換機能」，「利用者認証機能」，「版権保護」，「データの
範囲指定ダウンロード機能」，
「XML ベースの空間データ変換機能」
，
「SVG データ配信機能」
，「品質評価
指標作成機能」の８つの機能についての研究と開発を行った．
「空間データの投影法やフォーマット等のデータ変換が可能な汎用的な仕組みをもつ空間データ交
換システム」では，開発した空間データの構造及び管理機能をベースに，空間データの投影法やフォ
ーマット等のデータ変換を行うことのできる汎用的な仕組みをもつ空間データ交換システムを開発し
た．
「利用者認証機能」では，イントラネット上での利用を想定した，アクセス権管理，パスワードの
暗号化方法等を含めた利用者認証について研究することとした．
「版権保護」では，ダウンロードされた空間データ，すなわち，画像データとベクトル型データの
それぞれの版権保護について検討した．
「データの範囲指定ダウンロード機能」は，WEB GIS を用いて，シームレスな空間データから必要な
範囲のデータのみを切り出してダウンロードする機能である．
「XML ベースの空間データ変換機能」は，Shape ファイルより，XML ベースの G‑XML， GML，SVG, X3D
へのフォーマット変換をサポートする機能である．
「SVG データ配信機能」は，Shape ファイルを OGC 準拠の WKT (Well Known Text)に変換し，オー
プンソースの ORDBMS と PostgreSQL とその GIS 拡張機能 PostGIS を用いて，SVG インスタンス及び
属性 XML を WEB 配信し，ブラウザで SVGViewer により地図の検索・表示する機能である．
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「品質評価指標作成機能」は，ベクトルデータの図郭接合時のズレやレイヤの重ね合わせ時の図形
のはみ出し等に関するデータの品質評価指標作成機能である．
2.1.4. 分散データベースの流通技術に関する研究
((株)ＮＴＴデータ）
本研究では，ネットワーク上に点在する空間データを有効活用するため，空間データのカタログ的
な情報（メタデータ）を基に，利用者が要求する空間データが容易に探し出せるよう，以下の項目に
取り組んだ．
①空間データ交換システムの開発
本システムでは，空間検索（地図を用いた範囲指定による検索），住所検索（住所を用いた検索）に
より，空間データの検索を行うことができる．また，検索の結果見つかった空間データを利用者のコ
ンピュータにダウンロードすることが可能である．
②メタデータ入力・作成支援ツールの開発
本ツールでは，新規にメタデータを作成する際，煩雑なメタデータ作成作業を軽減するため，メタ
データを規定する XML(eXtensible Markup Language)の DTD(Document Type Definition)に合わせて GUI
を自動構築し，入力項目に対して機械的なチェックをかけることで，入力エラーを低減する．さらに，
メタデータ記入者毎の表記の揺らぎを低減するため，記述項目のテンプレートなどを利用できる．こ
れら支援機能はその内容を個別ユーザ毎にカスタマイズ可能であり，利用環境固有の運用ルールなど
を反映させることができる．
また，既存のメタデータに相当する情報を XML 形式のメタデータへと自動的に変換するツールを，個
別のケース（国土地理院数値地図データと国土庁国土数値情報を対象）に応じて作成した．
③製品仕様書作成手順の提案
空間データの品質を，「製品仕様書によって規定される理想的なデータセットと実際のデータセッ
トとの差異」と定義し，用途に応じて空間データの良し悪しを評価する世界的な標準化が進んでいる．
ここで品質評価の基準となる空間データの製品仕様書の作成手順を提案した．また，実際に提案した
手順に従い，製品仕様書を作成し，既存空間データの評価を行った．
④製品仕様書作成支援ツールの開発
本ツールでは，予め既存空間データのメタデータに品質情報を付与し，その情報を基に，空間デー
タ利用者からの要求条件に対する既存空間データの満足度を評価・選択し，製品仕様書の作成を行う
ことができる．また，作成した製品仕様書に適合する空間データを選択することができる．
⑤XML ベースの空間データ流通環境の構築
国土地理院発行の数値地図 2500(東京 1〜7)を，RW‑GXML 形式に変換したファイルを，インターネッ
ト上に配信することができる環境を構築した（弊社製品である，MapRequestBroker○R を利用）．
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2.2. ネットワークを通じたリアルタイム情報の収集とデータベース化に関する研究開発
(東京大学生産技術研究所）
本研究では，空間データの相互利用性の問題が近い将来に解決され，ネットワーク環境下における
相互流通が実現・普及することを想定し，その際に発生が予想される次の 2 つの課題について研究を
行った．ⅰ)時間的な整合性の問題，ⅱ)コンシューマ・レベルでの利用を考慮した空間的な情報を含
む文書情報の高次利用の問題である．成果として，課題ⅰに対しては時空間トポロジー構造に基づい
た空間オブジェクト管理機構を備えた地理情報システムを開発し，実験によって有効性を確認した．
課題ⅱに対しては，住所録や顧客名簿など住所を含む表形式データを空間情報として利用するための
アドレスマッチングシステムを開発，インターネット上で一般向けサービスとして公開した．また，
住所を含むその他の文書データを地図上で管理できる空間文書管理システムを開発し，有効性を確認
した．
2.3. 社会的事象の時空間変動パターンのモデル化に関する研究開発
（警察庁科学警察研究所）
本研究では、空間情報科学を用いる人文社会科学研究者を支援するため、社会的事象の時空間変動
パターンのモデル化に関して下記の研究開発を行った。
まず、人文社会科学研究で用いられるデータのほとんどが住所による間接的な空間参照を行っている
ことに着目し、数値地図 2500 を用いたアドレスジオコーディング支援ツールを開発した。このツール
を (1) 数値地図 2500 データの前処理、(2) 図郭線・飛び地処理、(3) 住所分かち書き、(4) 階層的
住所照合の４種類のツールから構成されている。このツールを用いることで、社会的事象に関するデ
ータを、安価、迅速に空間データ化することができる。
次に、分析システムのプロトタイプとして開発された SCAS 日本語版を開発した。SCAS は米国司法省
によって開発・公開されている犯罪分析 GIS である。このシステムに上記で述べてアドレスジオコー
ディングを組み込むことにより、日本の住所表記法で記述された社会的事象に関するデータを GIS 上
で扱い、発生密度の計算や集計を行うことを可能にした。
さらに、実地のデータによる試験運用が可能な実証型犯罪分析 GIS として、事件データベースシス
テムと空間情報管理システムを開発した。
事件データベースシステムには、警察が犯罪を認知した際に作成される帳票データが格納され、発
生時間帯、罪種、発生場所、時間などによって探索的、対話的に検索できる。また、ODBC により GIS
ソフトウエアと連動させることで、抽出されたデータを GIS 上でポイントデータとして扱うことがで
きる。100 万件以上のレコードが格納して試験運用を行った結果、検索速度等に問題は見られなかった。
空間情報管理システムは、サーバ上に格納した多種類・広領域の空間データの中から、必要な種類、
範囲の空間データを切り抜き、分析に適した加工を行うものである。空間情報科学を専攻しない研究
者や実務家等、GIS 非専門家の利用を想定して、分かりやすい GUI と対話的な機能を有している。
そして、構築された犯罪分析 GIS に実地データを蓄積し、実証分析として都市の構築環境と犯罪発
生との関連の分析、カーネル密度推定を用いた犯罪多発地区の推移の分析、Moran'I 統計量による犯罪
分布パターンの分析を行った。これらを通じて、犯罪現象の時間的変動や空間的な拡散を示した。
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波及効果，発展方向，改善点等
(1) 多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発
印刷地図上に表現されてきた従来の空間情報（地理情報とほぼ同義）は，空間的には二次元で，時
間変化の表現も困難でしたが，空間情報科学は，時間・空間の多次元性を扱うことが必要です．通産
省地質調査所（現在は独立行政法人産業技術総合研究所）
，建設省国土地理院（現在は国土交通省国土
地理院)，運輸省港湾技術研究所（現在は国土交通省国土技術政策総合研究所），科学技術庁防災科学
技術研究所（現在は独立行政法人防災科学技術研究所）は，空間情報を生産する立場にある国立機関
として，各分野における多次元データの取得法やデータ形式の検討を行い，その成果に基づいて新し
いデータ構造の標準化に向けて意見交換を行いました．
これらの成果は，本プロジェクトのホームページを設置して，公開しています．ホームページは，
中核機関である地質調査所の地殻物理部のウェブサイトに置きましたが，独立行政法人化後は，
産業技術総合研究所地球科学情報研究部門のウェブサイト
(http://unit.aist.go.jp/geoscience/project/chiteki)に移行しました．
また，都立大学(平成 11 年度より日本大学)は，衛星画像などのラスターデータを用いて，時間変化
を解析するための新しいツールづくりを推進し，そのアルゴリズムやコードを公開することにより，
空間情報科学の多次元データの処理法の普及に寄与しました．第二期には，ラスタ型地理情報の高度
利用に関する三つの目標を設定し，その実現をはかりたいと思っております．
(2) 標準空間情報とデータ交換技術に関する研究開発
空間データを利用した研究では，実際に役立つデータを見つける作業と，見つけたデータを実際に
利用出来るようにする作業があります．空間データの利用者からは，いろいろな空間データを複合的
に利用したいという要求が大きいのですが，空間データは，データごとにいろいろな形式があり，デ
ータの生の形式のままで複合的な利用をするのは不可能です．そのためには形式の変換をする必要が
ありますが，従来，この変換に費やしたコストは極めて大きく，このために空間データの複合的利用
が大きく阻害されていました．
この大きな障害を取り除くべく，東京大学空間情報科学研究センター，三菱総合研究所，パスコ，
ＮＴＴデータの４者は共同して，「標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に
関する研究開発」を行い，実データを整備した標準空間データベースを構築し，そのデータを利用す
るために必要なデータ交換技術を実装した空間データ基盤システムを構築しました．
空間データ基盤システムは現在でも順調に稼働しており，国内外のシンポジウム，学会，ワークシ
ョップ，学協会誌などを通じた情報発信の結果，空間データ基盤システムの研究者コミュニティにお
ける認知度は非常に高くなっており，システムの利用者も順調に増加しているので，知的基盤として
の役割は十分に果たしている．今後は更にシステムの改良が行われ，また，空間データの整備がこれ
によって更に進められることが考えられるため，現在のみならず将来にわたっても知的基盤として役
に立つことが期待されます．
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(3) ＧＩＳアクションプログラム 2002‑2005
平成 7 年 1 月 14 日に発生した阪神淡路大震災の教訓に基づき，行政機関における GIS の効率的な整
備及びその相互利用を促進するため，政府は 1995 年 9 月に，内閣内政審議室の主宰により，
「地理情
報システム（GIS）関係省庁連絡会議」を設置しました．
「地理情報システム（GIS）関係省庁連絡会議」は，設置以来，政府として取り組むべき課題を検討
し，平成 8 年 6 月には「中間とりまとめ」をまとめ，同年 12 月には，
「国土空間データ基盤の整備及
び GIS の普及の促進に関する長期計画」
（以下，「長期計画」と呼ぶ）を決定し，平成 13 年度までの具
体的な政府の行動計画を策定し，ＧＩＳの利用を支える地理情報（地図データ、統計情報等）の整備
と相互利用の環境づくり等に計画的に取り組みました．
この計画期間の終了に伴い，平成 14 年度以降の４年間を計画期間として政府が実施する新しい計画
「ＧＩＳアクションプログラム 2002‑2005

〜ＧＩＳにより豊かな国民生活を実現するための行動計

画〜」が開始しました．
その中で，政府が実施する主な施策として，
[1] 国土空間データ基盤に関する標準化と政府の率先使用による行政の効率化
の推進
[2] 地理情報の電子化・流通を促進する観点からの制度・ガイドラインの整備
[3] 地理情報の電子化と提供の推進
[3.1] 空間データ基盤の電子化・提供の推進
[3.2] 基本空間データ，デジタル画像の電子化・提供の推進
[3.3] くリアリングハウスの拡充等流通環境の整備
[4] ＧＩＳの本格的な普及支援
[4.1] 地方公共団体との協力，地域への支援
[4.2] ＧＩＳを基本とした新たなサービス・産業の送出及び関連技術との連携等
[4.3] ＧＩＳの普及活動の充実と国際協力の推進
[5] ＧＩＳを活用した行政の効率化，質の高い行政サービスの実現
[5.1] 電子申請・届出等に係る取り組みとの連携
[5.2] ＧＩＳを用いた質の高い行政サービスの実現
があげられおり，それぞれに対する基本的な考え方と具体的な施策の進め方が説明されています．
これらの中で，以下の部分は，本科振費プロジェクトの成果に密接に関連して実施されるものであ
ります．
[3.2] 基本空間データ，デジタル画像の電子化・提供の推進
の具体的な施策の進め方における
○環境対策・防災対策等各種対策上の基礎となる地すべり地形分布図，火山地質図，活断層図等の地
理情報を，2005 年度末までに空間データ基盤・基本空間データとリンクして使用可能な数値情報と
して整備する．（文部科学省，経済産業省）
[4.3] ＧＩＳの普及活動の充実と国際協力の推進
の具体的な施策の進め方における
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○自然災害，地球資源探査，地球環境問題の対策等事業等に資するため，国際地質情報整備を行う．
2005 年度までに各国の地質図・地球科学図メタデータなどを作成するとともに，東・東南アジア地
質情報ネットワーク・システムを国際共同で構築する．（経済産業省）
このように，今後，飛躍的に進展する空間情報科学の発展のいろんな局面において，本プロジェク
トの成果が，活用されていきます．

研究成果の発表状況
(1) 研究発表状況
原著論文による発表 左記以外の誌上発表
国内

国外

合計

口 頭 発 表

合

計

第Ⅰ期

４０件

７０件

６７件

１１４件

第Ⅱ期

２３件

５３件

６８件

１４４件

第Ⅰ期

１７件

１件

１２件

３０件

第Ⅱ期

６件

１６件

１８件

４０件

第Ⅰ期

５７件

８件

７９件

１４４件

第Ⅱ期

２９件

６９件

８６件

１８４件

(2) 特許出願等
第Ⅰ期

０件

（国内

０件、国外

０件）

第Ⅱ期

０件

（国内

０件、国外

０件）

合

計

０件

（国内

０件、国外

０件）

第Ⅰ期

１件

（国内

１件、国外

０件）

(3) 受賞等
・日本写真測量学会 秋季学術講演会論文賞（平成 10 年 11 月）国土地理院 長谷川裕之
第Ⅱ期

１件

（国内

１件、国外

０件）

・財団法人ジェイピーファミリー生きがい振興財団警察研究論文奨励賞
（科学警察研究の部 優秀賞），小林寿一・鈴木護，2001 年 3 月 29 日
合

計

２件

（国内

２件、国外

０件）
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1. 多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発

1.1. 時間変動する空間情報のデータベース化に関する研究開発

独立行政法人産業技術総合研究所
村上

要

裕、長谷川

功、古宇田

亮一

約

長期的な地殻変動の定量的評価を行うため，地下構造のモデリング技術や情報処理技術と連携したデータベー
ス構築の研究開発を行い，活断層系や，風化・崩壊による地形変化パターンの解析や，過去の復元や将来の予測
に関する技術の研究を行う．このため，以下の二つの研究を実施した．
(a) 可視化の困難な三次元地下構造・地質構造モデルの作成および表示環境を整備する．
(b) 空間情報データの統合利用環境実現のため，数値地形情報と衛星画像の統合的利用環境の整備等を推進する．
(a) 三次元地下構造・地質構造の表示に関しては，有限要素法で用いられる非構造格子型のデータ形式を採用し
た．鉱山開発管理用の三次元ＧＩＳソフトであるＶＵＬＣＡＮを用いて地熱地域の地下構造モデルを作成し，坑
井情報や，地層情報(断層面，地層境界面，貫入岩体など)のデータ構造について調査し，汎用の三次元ＧＩＳビ
ュアのためのデータ仕様について検討した．地下の三次元地質構造モデルをヒエラルキー構造を持たせて定義す
るためのデータの格納フォーマットを定め，構成要素毎に表示を制御できる三次元地質構造ビュアーのプロトタ
イプを開発した．部品単位にデータファイルを分け，プロジェクトファイルにおいて，ファイルのツリー構造を
記述することにより，ヒエラルキー構造を定義することとした．開発した三次元地下構造ＧＩＳビュアーにおい
ては，ユーザーが，部品単位で表示を on/off したり，拡大縮小，回転することにより，複雑な地下構造の構成を
観察することができる．汎用可視化ソフトウェアである AVS に基づくアプリケーションとしての３次元地下構造
ＧＩＳビュアーの開発を終了し，開発した３次元地下構造ＧＩＳビュアーの普及に向けて宣伝していく計画であ
る．

(b) 空間情報データの統合利用環境実現のため，LANDSAT‑TM 画像に対し精密幾何投影変換作業を実施し，国土地
理院の 50m メッシュ標高数値地図と誤差 1〜2 画素で一致する衛星画像データを整備した．デジタル化した地質図
データや，国土地理院の発行する地図データなどとの統合利用環境を実現するために，イントラネット利用シス
テムを開発した．ラスター画像データとしての衛星画像・地図画像などのデータ形式を統一し，地質図や断層線
などのベクトルデータを重ねあわせて表示することにより，これら異種データを統合利用できる環境の開発を行
った．イントラネット地質情報利用システムに，隣接画像との接合機能と，UTM 投影変換機能を追加した．また，
作成した画像の緯度経度座標を記入したワールドファイルを同時に作成し，ＧＩＳソフトでの利用に際し，他の
データとの重ね合わせを可能とした．本システムをインターネットで外部から利用できるようにするためのハー
ドウェアシステムを構築し，ファイアウォール外に設置するための整備を行った．独自のファイアウォールを構
築し，セキュリティーの確保をはかった．大規模空間データ記憶装置を導入し，作成した衛星画像データ(約 160GB)
をインストールした．
また，従来型の画像表示法では大規模衛星画像を閲覧するとき操作性が極めて低下するため，圧縮画像を用い
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たイメージウェブサーバーを構築した．インターネット利用の安全性を高めるために，パスワードの暗号化など
のセキュリティー強化対策を実施した．開発したイントラネットシステムが，Windows IIS ベースのものであるた
め，セキュリティー強化のために UNIX ベースのウェブサーバーへの移行を行ったが，web のセキュリティー管理
は，日常的な監視を必要とする人的コストのかかる作業であり，その維持管理については，産総研内部での話し
あいを進めている．また，web で提供する機能をそのままスタンドアローンで実行できるように改造し，CD‑ROM
に収録して配布できるような変更も実施した．今後は，開発した 2 種類のウェブサーバーを維持していくための
努力を続ける．

研究目的

長期的な地殻変動の定量的評価を行うため，地下構造のモデリング技術や情報処理技術と連携したデータベー
ス構築の研究開発を行い，活断層系や，風化・崩壊による地形変化パターンの解析や，過去の復元や将来の予測
に関する技術の研究を行う．

研究方法

(a) 主に二次元データである他の空間情報データとの統合利用環境を実現するため、数値地形情報と衛星画像の
統合的利用環境の整備や、地質調査所の発行した地質図データのデジタル化の整備等を推進する。
(b) 可視化の困難な三次元地下構造・地質構造モデルの作成および表示環境を整備する。

研究成果

(a) 地下構造の三次元データ構造

三次元地下構造・地質構造モデルの作成においては，その重要な要素である断層の取り扱い方について，三次
元可視化ソフトウェア AVS を用いて，可視化手法とデータ形式について検討し，三次元地下構造・地質構造の表
示に関しては，有限要素法で用いられる非構造格子型のデータ形式を採用した．鉱山開発管理用の三次元ＧＩＳ
ソフトとして開発されたＶＵＬＣＡＮを用いて地熱地域の地下構造モデルを作成し，坑井情報や，地層情報(断層
面，地層境界面，貫入岩体など)のデータ構造について調査し，汎用の三次元ＧＩＳビュアを作成するためのデー
タ仕様について検討した．三次元地下環境可視化システムＥＶＳで作成した地層データを，可視化システムＡＶ
Ｓで表示するためのインターフェースプログラムを作成し，三次元ＧＩＳにおけるデータ流通性の拡大を推進し
た．
平成 12 年度は，地下の三次元地質構造モデルをヒエラルキー構造を持たせて定義するためのデータの格納フォ
ーマットを定め，構成要素毎に表示を制御できる三次元地質構造ビュアーのプロトタイプを開発した．平成 13 年
度は，データのヒエラルキー構造を管理するために，部品単位にデータファイルを分け，プロジェクトファイル
において，ファイルのツリー構造を記述することにより，ヒエラルキー構造を定義することとした．開発した三
次元地下構造ＧＩＳビュアーにおいては，ユーザーが，部品単位で表示を on/off したり，拡大縮小，回転するこ
とにより，複雑な地下構造の構成を観察することができる．
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(b) 衛星画像と地形データの統合

空間情報データの統合利用環境実現のため，LANDSAT‑TM 画像に対し精密幾何投影変換作業を実施し，国土地理
院の 50m メッシュ標高数値地図と誤差 1〜2 画素で一致する衛星画像データを整備した．デジタル化した地質図デ
ータや，国土地理院の発行する地図データなどとの統合利用環境を実現するために，イントラネット利用システ
ムを開発した．ラスター画像データとしての衛星画像・地図画像などのデータ形式を統一し，地質図や断層線な
どのベクトルデータを重ねあわせて表示することにより，これら異種データを統合利用できる環境の開発を行っ
た．空間データの著作権の問題をクリアするために，元データの提供は行わず，加工処理した画像データをｗｅ
ｂ上に表示するデータ提供システムとして開発した．イントラネット地質情報利用システムに，隣接画像との接
合機能と，UTM 投影変換機能を追加した．UTM 変換作業は，処理終了時にメールで通知するシステムとした．また，
作成した画像の緯度経度座標を記入したワールドファイルを同時に作成し，ＧＩＳソフトでの利用に際し，他の
データとの重ね合わせを可能とした．本システムをインターネットで外部から利用できるようにするためのハー
ドウェアシステムを構築し，工業技術院のファイアウォール外に設置するための整備を行った．独自のファイア
ウォールを構築し，セキュリティーの確保をはかった．
平成 12 年度は，大規模空間データ記憶装置を導入し，作成した衛星画像データ(約 160GB)をインストールした．
また，従来型の画像表示法では大規模衛星画像を閲覧するとき操作性が極めて低下するため，圧縮画像を用いた
イメージウェブサーバーを構築した．インターネット利用の安全性を高めるために，パスワードの暗号化などの
セキュリティー強化対策を実施した．
平成 13 年度は，これまでに開発したイントラネットシステムが，Windows IIS ベースのものであるため，セキ
ュリティー強化のために UNIX ベースのウェブサーバーへの移行を行った．
また，従来型の画像表示法では大規模衛星画像を閲覧するとき操作性が極めて低下するため，圧縮画像を用い
たイメージウェブサーバーを構築した．インターネット利用の安全性を高めるために，パスワードの暗号化など
のセキュリティー強化対策を実施した．開発したイントラネットシステムが，Windows IIS ベースのものであるた
め，セキュリティー強化のために UNIX ベースのウェブサーバーへの移行を行ったが，web のセキュリティー管理
は，日常的な監視を必要とする人的コストのかかる作業であり，その維持管理については，産総研内部での話し
あいを進めている．また，web で提供する機能をそのままスタンドアローンで実行できるように改造し，CD‑ROM
に収録して配布できるような変更も実施した．

考

察

(a) 三次元地下構造・地質構造の表示に関しては，汎用可視化ソフトウェアであるAVSに基づくアプリケーショ
ンとしての３次元地下構造ＧＩＳビュアーの開発を終了し，開発した３次元地下構造ＧＩＳビュアーの普及
に向けて宣伝していく計画である．
(b) 空間情報データの統合利用環境実現のため，2種類のウェブサーバーを構築した．インターネット利用の安
全性を高めるために，パスワードの暗号化などのセキュリティー強化対策を実施した．開発したイントラネ
ットシステムが，Windows IISベースのものであるため，セキュリティー強化のためにUNIXベースのウェブサ
ーバーへの移行を行ったが，webのセキュリティー管理は，日常的な監視を必要とする人的コストのかかる作
業であり，その維持管理については，産総研内部での話しあいを進めている．また，webで提供する機能をそ
のままスタンドアローンで実行できるように改造し，CD‑ROMに収録して配布できるような変更も実施した．
今後は，開発した2種類のウェブサーバーを維持していくための努力を続ける．
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研究概要

図 1. 三次元地下構造ＧＩＳビュアー

左側にデータのツリー構の表示ウィンドウと，その下に制御ウィンドウを配置した．

図 2. 三次元地下構造ＧＩＳビュアーによる地下の比抵抗分布の等値面表示
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成果の発表

（１）研究発表件数
原著論文による発表

左記以外の誌上発表

口頭発表

合

計

国内

1 件

2 件

9 件

12 件

国外

0 件

0 件

2 件

2 件

合計

1 件

2 件

11 件

14 件

（２）原著論文による発表の内訳
１）国内
１．全国 1 次メッシュ(20 万分の 1 図郭)地質図・LANDSAT 赤外画像オーバーレイ

CD‑ROM 版，地質調査総

合センター，数値地質図シリーズ，地質調査総合センター(出版手続中)
（計

1

件）

（３）原著論文以外による発表の内訳
１）国内
１．古宇田亮一・村上

裕，20万分の1 日本列島陸域赤外画像の作成，地質調査所速報 IF/01/1，地質調査所, 85pp.，

2001．
２．村上

裕，三次元地下地質構造の探査と可視化，可視化情報，22, 86, 7‑12, 2002.

（計

2

件）

（４）口頭発表
１）国内
１ ． 古 宇 田 亮 一 ・ 村 上 裕 ・ 三 箇 智 二 ・ 俣 野 米 治 ， 知 的 基 盤 50m 分 解 能 正 規 化 赤 外 画 像 全 国 版 完 成 ，
Geoinforum‑2000,2000.
２．村上裕・古宇田亮一，地質情報マップサーバーシステム，第9回地理情報システム学会学術研究発表大会,2000.
３．村上裕・古宇田亮一，衛星画像と地質・地形情報の統合利用システムの開発，物理探査学会第103回(平成12
年度秋季)学術講演会,2000.
４． 村上裕，三次元地下構造解析・表示システムの開発，物理探査学会第103回(平成12年度秋季)学術講演
会,2000.
５．村上裕・古宇田亮一，地質情報統合利用システムの開発，資源素材学会2001年春季大会講演会,2001.
６．古宇田亮一・村上裕，正規化赤外画像を用いたネットワークＧＩＳマップビュー，日本情報地質学会第１２
回総会・講演会，東京，2001.
７．村上裕，空間情報科学の確立のための空間情報のデータベース化に関する研究‑ プロジェクト総論 ‑，シン
ポジウム2001「明日をめざす科学技術」，東京，2001.
８． 村上 裕，三次元地下地質構造のGISビュアーの開発，第7回ビジュアリゼーションカンファランス，東京，
2001.
９ ． Yutaka Murakami, Conception of AIST Geological Information Data Center and some information
technologies supportingit，International symposium on geoinformation via Inetrnet，Tsukuba,2002.
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（計

9

件）

２）国外
１．Y. Murakami and R. Kouda, Three dimensional viewer of underground geological structure, Annual
Conference of the International Association for Mathematical Geology, Berlin, 2002.
２．R.Kouda and Y. Murakami, Subsurface 3D solid modeling for areas of earthquake active faults, active
volcanoes, and a hyper‑scale subsurface construction of neutrino detectors, Annual Conference of the
International Association for Mathematical Geology, Berlin, 2002.
（計

2

件）

２．特許出願等
（計

0

件）

0

件）

３．受賞等
（計
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1. 多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発
1.2. 空間情報の多次元化に関する研究開発

1.2.1. 空間情報の多次元化(座標軸・時間軸・空間軸)に関する研究開発

国土交通省国土技術政策総合研究所港湾研究部
高橋

要

宏直

約
「空間情報の多次元化」に関して，より実際の空間に近い状態でのデータ処理に資するため，以下の３点を確

立することを研究目標とし．
１）座標軸の多次元化：データ構造の３次元化への対応
２）時間軸の多次元化：３次元データの時間変動への対応
３）空間軸の多次元化：陸域空間と海域空間の一元化への対応
以下の研究成果を得た．

１）空間軸の多次元化の対象として，海域空間と陸域空間にまたがる沿岸域空間としての一体化を試み，大阪湾
沿岸域を対象としたデータベースを構築した．
２）この大阪湾沿岸域の海域の３次元構造かつ短時間での時間変動を行う様々な環境データを対象として，時間
変動対応の３次元データ構造化を実現すると共に，その状況変化の把握を容易にするための可視化手法も開
発した．
３）上記２）が，既往の大量であるものの時間ごとには確定しているデータへの対応手法であるのに対して，デ
ータの時間変動が，一定のアルゴリズムの基で挙動する場合にも対応するため，阪神大震災を対象として，
地震発生後の都市空間における街路閉塞状況を処理できる手法を開発した．

目

的
「空間情報の多次元化」に関して，より実際の空間に近い状態でのデータ処理に資するため，以下の３点を確

立することを研究目標とする．
１）座標軸の多次元化：データ構造の３次元化への対応
２）時間軸の多次元化：３次元データの時間変動への対応
３）空間軸の多次元化：陸域空間と海域空間の一元化への対応

研究方法
１）標準準拠データ取得手法の検討
・沿岸域として一体の海域・陸域の３次元情報の収集
・空間軸の多次元化の事例としての沿岸域ＧＩＳの要素整理／評価
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２）多次元データ標準化手法の検討
・空間３次元化技術の開発
・情報の時間変動対応技術の開発
３）標準空間の整備技術の開発
・大阪湾沿岸域,東京湾沿岸域及び阪神大震災を事例とした適合技術の開発

研究成果
大阪湾沿岸域及び東京湾沿岸域を対象として，以下の項目について取り組みを行った．
①沿岸域として一体の標準準拠データとしての可能性のある海域・陸域の三次元情報の収集
②空間３次元化対応可能データ整備技術の開発
③空間３次元表示可能技術の開発
④空間３次元情報の時間変動化技術の開発
⑤個別要素の統合化技術の開発
本研究により構築された多次元ＧＩＳにより，大阪湾海域の環境データの解析を試みた．この解析により，海
域環境データの要素間の相関関係，因果関係，空間的変動状況等の把握において多次元ＧＩＳが非常に有効な手
段であることが確認された．
さらに，この多次元ＧＩＳを阪神大震災における街路閉塞シミュレーションに適用することを試み，初期条件
の多様な設定による空間データの時間的変動対応化を可能にした．
また，東京湾沿岸域を対象として，web対応の多次元データの提供の可能性に関して検討し，「web対応の東京
湾多次元情報システム」の初期段階のVer．０を構築した．
以下に，「web 対応の東京湾多次元情報システム」の一例を示す．

１）底質データサーバによるデータ処理
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２）海底変化データサーバによるデータ処理
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考

察
本研究の大阪湾を対象とした研究成果から，大阪湾海域の海生・底生生物に大きな影響を与える貧酸素水塊の

空間的変動状況を把握できた．このことは，環境分野の専門家からの評価を得ることが出来た．また，阪神大震
災を事例とした研究成果から得られたシステムから，臨海部におけるリアルタイム地震防災システムとしての開
発が行われた．
こうしたことから，本研究の成果として得られたシステムは，適正に稼働していることはもちろん，実用面へ
の展開が期待される．

引用文献
なし

成果の発表
１．研究発表等
（１）研究発表件数
原著論文による発表

左記以外の誌上発表

口 頭 発 表

合

計

国内

４件

１件

１件

６件

国外

１件

０件

０件

１件

合計

５件

１件

１件

７件

（２）原著論文による発表の内訳
１）国内
（計

４件）

発表者名
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発表題目
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１）国内
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高橋
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日本火災学会
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1. 多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発
1.2. 空間情報の多次元化に関する研究開発

1.2.2. 多次元空間情報の処理技術（３次元情報処理システムの構築）に関する研究開発

国土交通省国土地理院
政春

要

尋志・神谷

泉・長谷川

裕之

約
空間情報の３次元化を図るため、地表及び地物の表面の高精度３次元データの取得・処理技術に関する研究開

発を行った。原データとして、航空機搭載レーザースキャナー(ALS)データを使用し、地表面の推定、建物の抽出、
道路の抽出等の手法を開発し、また２時期の ALS データの差を使用した建物変化候補の抽出手法を開発した。

目

的
建物や道路等に覆われ極めて起伏に富む複雑な３次元（立体）構造を持つ地表空間を対象として、様々な分析

やシミュレーション等を正確かつ効果的に行うためには、これまで一般的であった２次元（平面）の位置情報の
みでなく、高さ方向も含めた空間情報の３次元化を図る必要がある。このため、本研究項目は、地表及び地物の
表面の高精度３次元データの取得・処理技術に関する研究開発を行い、３次元情報処理システムを構築すること
を目的とした。
第２期の目標は、以下の通りであった。
1) ALS データを用いた建物の変化の候補の自動的な抽出手法の開発
2) ALS データによる地表面の微細 DEM の作成技術の開発
3) ALS データによる道路の抽出手法の開発
4) 複数コースから撮影された ALS データの幾何補正方法の確立
5) 開発した技術を統合た３次元情報処理システムの構築

研究方法
1) ALS データを用いた建物の変化の候補の自動的な抽出手法の開発
間隔をおいて取得した同一地域の ALS データ（あるいは ALS データと空中写真の自動マッチングにより作成さ
れた標高データ）による高さの差が一定以上の部分を抽出し、画像の収縮・膨張処理等の画像処理を施し、建物
の新築、滅失、改築の候補の自動的な抽出を試みた。抽出の閾値を周りの状況に応じて変化させる方法、抽出の
前に、データの局所的な変位（位置ずれ）を考慮した位置合わせを行う方法も試みた。位置合わせは、対象領域
をパッチに分割し、データを平行移動した場合のパッチ毎の類似度と、パッチの変位・変位の差分をともに考慮
する方法をとった。

2) ALS データによる地表面の微細 DEM の作成技術の開発
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ALS データから地表面を推定する方法として、グリッド形式のデータのフィルタリング手法である多段階ミニマ
ムブロックフィルター法、傾斜領域マスク法を開発するとともに、より原データに近いランダム点形式の DSM（地
物表面の高さのモデル）のフィルタリング手法を開発し、比較検討を行った。
ALS データのみから建物を抽出する手法として、ALS データから推定された地表面を基準とした地物表面の高さ
を計算し、閾値処理する手法の開発した（正規化 DSM を用いる建物抽出手法）。また、建物抽出において、建物と
植生を区別するため、領域を単位とした判別指標を比較検討し、この判別手法の開発を試みた。ここで、ALS によ
る高さのデータのみを用いる場合と、レーザーの反射強度や同時に取得した光学画像等の補助的なデータを併用
する場合の双方を試みた。
以上を総合し、建物、樹木、地表面からなる３次元都市モデルの作成を試みた。

3) ALS データによる道路の抽出手法の開発
道路は建物等とくらべ高さが低く、また道路表面のアスファルトはレーザースキャニングで使用している近赤
外光を反射しにくいという性質を用い、ALS データによる道路の抽出を試みた。

4) 複数コースから撮影された ALS データの幾何補正方法の確立
最近導入されたセンサーの位置精度は高く、この手法を開発する必要が薄れたため、実施しなかった。しかし
ながら、２時期の DSM を用いた建物変化候補を抽出においては、過去の ALS データや既撮の空中写真のステレオ
マッチングで作成した DSM を用いる必要があるため、依然として幾何精度の問題が残る。このため、当初計画し
た幾何補正手法の開発に代え、位置ずれのあるにも適用可能な建物変化候補の抽出手法を開発した。

5) 開発した技術を統合た３次元情報処理システムの構築
３次元情報処理システムの開発においては、汎用的で広く普及している GIS ソフトである ArcView のマクロ機
能（Avenue）を使用した。また、システム化の有効性についても、考慮した。

研究成果
・第 1 期の主な成果
ヘリコプター搭載レーザースキャナーと GPS、INS によるヘリコプター位置姿勢決定システムを組み合わせた標
高計測システムを使用し、都市部を対象として地表と地物の表面の標高データ（レーザースキャナーデータ）を
取得した。これにより、都市部において建物の高さ情報を迅速に収集できることが実証された。また、これと同
期して CCD リニアセンサーによる光学画像を取得することにより、３次元の位置情報を持った画像データを直接
取得した。これを用いて、簡単に正射画像、鳥瞰図を作成することができた。
ALS データから、建物の輪郭線を抽出する手法を開発した。これと、レーザースキャナーの高さのデータを組み
合わせ、建物の３次元形状を作成する手法を開発した。建物の抽出漏れ、樹木との分離等に問題があるものの、
レーザースキャナーで取得した地表面の形状データを大幅に圧縮し、効率的に都市の状況を表示することが可能
となった。

・第２期の成果
1) ALS データを用いた建物の変化の候補の自動的な抽出手法の開発
２時期の ALS の差から、建物変化候補が効率的に抽出できた。位置ずれを考慮した建物の変化の候補の自動的
な抽出手法は、実際に位置ずれがある場合、有効であった。しかし、標高の大規模な変化（森林伐採等）がある
場合には、ゆがみが生じることがあり、適用には注意を要する。抽出の閾値を周りの状況に応じて変化させる方
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法が有効かどうかは、状況により異なった。

航空機搭載レーザー
スキャナー(ALS)
による地表面の観測
航空機搭載レーザー
スキャナー(ALS) データ

建物（紫）
＋
樹木（緑）

フィルタリング

建物抽出

地表面
合成

都市の３次元
形状の把握
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2) ALS データによる地表面の微細 DEM の作成技術の開発
ランダム点形式の DSM のフィルタリング手法は、地下の開口部がある場合でも適切に地表面を推定することが
できた。推定された地表面を使用し、建物抽出を行ったところ、第１期に作成した都市のモデルより精度の高い
モデルが得られた。

3) ALS データによる道路の抽出手法の開発
ALS で得られる DSM とレーザー光の反射強度を併用することが道路の抽出に有用であることがわかったが、実用
的な手法の開発までには至っていない。

4) 複数コースから撮影された ALS データの幾何補正方法の確立
実施しなかった（「（３）研究方法」参照）。

5) 開発した技術を統合た３次元情報処理システムの構築
有用でかつ自動化の効果が高いランダム点形式の DSM のフィルタリング手法のシステム化を行った。

考

察
ALS は、研究を企画した段階においては萌芽段階の技術であったが、現在は実用段階に達している。例えば、初

期に開発した ALS データと空中写真等の光学データを組み合わせた鳥瞰表示等は、既に商業的に利用されている。
また、幾何学的な精度も向上し、コース間で ALS データの位置を調整する必要性が薄れた。一方、レーザー光の
反射強度の利用等、ALS の新たな進展も盛り込んで研究を進めた。この様に ALS 及びそのデータの処理方法の進歩
は著しいものの、自動的に生成される都市の外形の情報は、いまだにユーザーの期待するところまでは至ってい
ない。ALS の潜在能力は高いが、自動処理によってはそれを十分活用できていないといえる。対話処理においては、
実用面において、長い経験を有する写真測量を超えることは困難と予想する。したがって、自動処理技術の進展
が ALS とその都市空間の把握への応用において、最も重要な課題であると考える。
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1. 多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発
1.2. 空間情報の多次元化に関する研究開発

1.2.3. 地すべり災害の潜在的危険性評価に関する研究開発

防災科学技術研究所防災総合研究部
井口

要

隆

約
一昨年より開発を進めてきた三次元地すべり地形表示･解析システムを、地すべり地形の縦横断形状の入力、地

すべり移動体の到達範囲の推定が出来るように改良を行い、三次元地すべり地形表示解析システムとしてほぼ概
成を終えた。また、秋田･男鹿図幅内の 18 面分の地すべり地形分布図データの三次元化を進めた。
また、インターネット上に三次元地すべり地形の表示システムを公開した。

目

的
地すべり等の自然災害について、「地すべり地形分布図」及び地形・表層地質・植生等の自然条件に関する各種

空間情報を集積した潜在的危険度の評価手法に関する研究開発を行なう．最終的には火山噴火・洪水災害等も含
めた自然災害の潜在的危険度評価手法の確立を目指しているが，当面の研究目標は，東北地方の地すべり災害を
対象として，その三次元的な形状把握技術の開発と分析，潜在的な災害危険度の予測である．これらの研究過程
で，地すべりの素因である地形・地質・植生あるいは表層付近の地殻構造等の空間的な情報の評価・分析手法に
関する研究開発を行う．
地すべり災害に関する潜在的危険度を明らかにするためには、まず地すべりの分布を明らかにし、個々の地す
べりの潜在危険度を何らかの指標を用いて評価することが求められる。地すべりの分布に関しては空中写真判読
が最も有効な手段であるが、これについては防災科研において「地すべり地形分布図」の刊行が進められている。
本研究ではこの地すべり地形分布図の地すべり地形情報を空間情報科学を利用して解析を進めることによって潜
在的危険性を評価しようとするものである。そのため地すべり地形を三次元的に評価するためのシステム開発に
主眼をおいて研究を進めた。

研究方法
地すべり災害に関する災害発生予測を行なうためには、まず地すべりの分布を明らかにし、個々の地すべりの
潜在危険度を各種の指標を用いて評価することが求められる。地すべり地形の抽出に関しては空中写真判読が最
も有効な手段であるが、これは防災科研において「地すべり地形分布図」の刊行が進められている。本研究では
この地すべり地形分布図上に図示された地すべり地形情報を空間情報科学を利用して解析を進めることによって
各地すべり地形の潜在的危険性を評価しようとするものである。そのため、地すべり地形を三次元的に評価する
ためのシステム開発に主眼をおいて研究を進めた。
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研究成果
平成 12 年度までに開発した三次元表示システムに、断面表示機能・移動体の予測到達範囲の表示機能などの解
析機能を追加するシステムの改良を行い、三次元地すべり地形表示解析システムとしてほぼ概成を終えることが
できた。

１） 三次元地すべり地形表示システムの「表示機能」の高度化の実現
個別の地すべり地形を単位として別ウィンドウに個別表示する機能の追加を行なウとともに、個別表示を行な
った地すべり地形の縦断面表示、横断面表示機能を実現した。さらに、正射投影による三次元地すべり地形表示
機能を追加した。これによって地すべり地形を画面上に立体的に表示しその状況を簡単に把握できることが可能
となった。

２）三次元地すべり地形システムの「解析機能」の研究開発
地すべり地形を三次元的に評価するために、前期において開発を行なった三次元地すべり表示システムに様々
な解析機能を付加する様な改良を加えた。
まず、地すべり地形の移動体が滑りを起こした場合に到達する範囲を予測する機能を追加した。これは地すべ
り移動塊の到達範囲を見通し角の設定により算出し、それを三次元画面上に表示する機能も兼ね備えている。そ
して、想定すべり面形状や脚部の推定位置を入力する機能の追加を行った。同時に、地表面形状から地すべり土
塊の体積を推定する機能の追加も行なった。これにより地すべり地形単位に危険度の指標を導くための地すべり
地形データベース作成が可能となった。そのほか、移動方向や傾斜角、アスペクト比の算定など３次元地形計測
コマンドの実装を図り、それを用いた三次元データベース作成機能の強化と、そのデータを元に二次元地すべり
地形情報に反映する機能の実現を図った。

３）地すべり地形分布図データの入力、三次元化
実際の地すべり地形分布図のデータを用いての解析を行なうため、20 万分の１地勢図の「秋田」及び「男鹿」
図幅内の１８面分の１０ｍメッシュの DEM データを購入･加工して、地すべり地形データの三次元化を行なった。
これにより東北地方の火山地帯と第三紀層地すべり地帯における地すべり地形情報の三次元化を終えることがで
きた．

４）インターネット上で三次元地すべり地形公開用ＷＥＢシステムの開発と、公開の開始。
成果として得られた三次元地すべり地形表示･解析システムの出力を一般の利用者に分かりやすく提示するた
めの 3D‑WebGIS システムの開発を行なった。これはインターネットに接続できる環境においてブラウザ上にすべ
り地形を三次元的に表示させ、利用者がマウスによって画像を回転させ自由な方向から見ることができるよう作
成したものである。データ量が大きく重いシステムであるが，とりあえず公開可能なシステムを作成し、地すべ
り地形分布図データベースシステムの一部として公開を開始した
(公開サイトの URL：http://lsweb1.ess.bosai.go.jp/jisuberi/web3d/webDLS.html)．
空間情報化した地すべり地形分布図を大型図面として数値地図と重ね合わせて出力したものを掛け軸として展
示するための図面を作成した。

考

察

【研究成果の概要】

40

空間情報科学の確立のための空間情報のデータベース化に関する研究開発

・地すべり地形情報の数値化にあたって、その標準化・規格化を行ない、発行済みの地すべり地形データを入力
した。
・二次元地すべり地形データを Web サーバーによって公開するため、システムの構築を図った。
・二次元地すべり GIS 編集・解析システムを完成した。
・DEM による地すべり地形データの三次元化を図り、これを使用した三次元地すべり GIS の基本システムを作成し
た。
・三次元地すべりＧＩＳ空間情報部分の改良，三次元解析部分の研究開発を行なった．
・地すべり地形の三次元データベース作成機能の追加を行なった．
・最終年度に以下の改良を行い，三次元地すべり地形表示解析システムとしてほぼ概成を終えた。
１）三次元地すべり地形表示システムの「表示機能」の追加，個別の地すべり地形を別ウィンドウに表示する
機能の追加，正射投影による三次元地すべり地形表示機能の追加．
２）三次元地すべり地形システムの「解析部分」の研究開発
・地すべり移動塊の到達範囲の表示機能を開発した
・３次元地形計測コマンドの機能拡張と，計測範囲の明示．
・地表面形状から地すべり土塊の体積を推定する機能の追加．
・三次元データ解析により得られた標高データを二次元システムに反映する機能の追加．
３）データの作成・入力
20 万分の１地勢図の「秋田」図幅内の DEM データを購入･加工して地すべり地形分布図データの三次元化
を行なった。これにより東北地方の火山地帯と第三紀層地すべり地帯における地すべり地形情報の入力と三
次元化を終了した．
４）インターネット上で三次元地すべり地形公開用ＷＥＢシステムの開発を行ない、公開を開始した。
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地すべり地形分布図
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二 次 元 地 す べ り GIS
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・
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年
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平
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・
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年
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D EM の 導 入

三 次 元 地 す べ り GIS
表 面 地 形 表 示 ・編 集 部 分
の開発

地すべり発生前後地形
等の表示編集機能

三次元地すべり
データベー ス
の作成

イ ン タ ー ネ ッ トに よ る
公開システムの開発

地すべり GIS 研究開発のフロー

公開用三次元地すべり地形 WEB の試作画面
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1. 多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発
1.3. 空間情報と時系列情報の統合化に関する研究開発

1.3.1. 時空間データベース管理システムのモデルシステム構築に関する研究開発

国土交通省国土地理院
明野

要

和彦

約

前期では，時空間データの管理手法などの調査を行うとともに，官公庁・地方公共団体における時空間データ
の利用事例の調査を実施し、３つの事例について，時空間データベース管理システムの設計を行ない，プロトタ
イプシステムを作成し，その有効性を示した．
後期では，これらの結果を踏まえ，以下の研究を取りまとめた．
・引き続き，時空間データベース管理システムに関する調査を行い，前期の調査とあわせて，
「時空間データの統
合的利用に関するガイドライン」をとりまとめた．
・後期の期間中に，時空間データ管理のツールとして，研究者が使える位相構造算出型時空間情報システムが無
償で公開されたが，そこで利用できる時空間データがなく，ツールセットとして統合的に利用できるようにする
ために，これらのシステムに適合した研究で使える時空間データセットを試作した．
・具体的には，
−

時系列情報から時空間情報の抽出方法の検討するために，地理情報が長期にわたって蓄積されている旧版地

図を使って「差分」の抽出方法を検討．
−

測量精度の関係から差分の定義は，容易ではないことを明らかにするとともに，1/20 万分の 1 の地図（本州

の半分の地域）から約 100 年間の道路ネットワークデータセットを試作した．
広範囲・長期間の道路ネットワークの時空間データセットは，過去に例がないデータベースであり，知的基盤そ
のものであるといえる．また，ガイドライン，時空間データセットの公表により，環境・防災分野の応用研究の
促進に寄与できるものと考えている．

目

的

空間的な分布が重要な空間情報（例えば地形、建物位置、法的な規制、植生等）と、空間的低次元情報である
が時間の変化が重要な時系列情報（例えば、水位、雨量、交通量等）を自由に組み合わせて利用するための知的
基盤を開発する．
本研究は、空間情報と時系列情報（以下、「時空間データ」という．）の利用者の利便性の向上を図るため、時
空間データの標準的な仕様に関して検討するとともに、時空間データに関わるデータベース管理手法の高度化に
資するため、試行的に時空間データベース管理システムのモデルシステムを構築する．
また、時空間データの統合的利用の円滑化に資するため、手法事例調査、時空間データ解析モデルに関する調
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査、時空間データの統合的利用に関わる課題抽出と手法改善等を行うとともに、時空間データ統合的利用ツール
セットを集積する．さらに、これらの成果を、研究者が共通に活用できる「時空間データの統合的利用に関する
ガイドライン」としてとりまとめる．

研究方法

ａ）研究の流れ
①国土地理院（前身である陸地測量部を含む．）作成の旧版地図を利用した時空間データ作成の留意点を調査．
②地物の差分の抽出方法の検討．
③これらの検討を踏まえて，道路ネットワークを対象に，試験的に時空間データを作成
④得られたデータを用いて，具体的に分析に適用し，その時空間データの有効性を検証．
⑤その他，前期の研究成果をとりまとめて「時空間データの統合的利用に関するガイドライン」を作成した．
ここでは，後期に中心的に取り組んだ時空間データセットの作成手法の検討並びに試作に関する①から④につ
いて報告する（③及び④については，研究成果において報告）．

ｂ）旧版地図を使ったデータの作成
時系列な分析に旧版地図を利用するという観点から留意点をまとめると，次のとおりである．
①測量精度
現在の地図は，作業規程により，測量の精度などが規定されているが，旧版地図の測量精度に関する情報は
不明である．特に空中写真測量以前のものは，現地測量によるものであるため，局所的には精度が高いことが
あっても，広域の精度は現在のものよりは低い可能性が高い．
②地物の図式の一貫性
地図は，不定期に図式が変更になっている．このため，例えば，植生，道路の幅員，表記する公共施設など
の分類が一定していない．
③総描・転位
地図では，例えば，市街地の建物をすべて個別に描画できないため面的にまとめて表現するなど，総描が行
われる．総描の基準は，曖昧さをかなり含んでいるため，その地図を作成した技術者の主観にかなり依存する
ことになる．
④座標系・投影法の変更
2001 年 4 月 1 日より，日本の測量の基準は，日本測地系から世界測地系になった．今後，これらの前後に作
成された地図を時系列で数値化する場合は，これに注意しなければならない．同様に，1918 年(大正 7 年)10 月
7 日の東京天文台の経度改訂（+10 秒 4050）にともない，1919 年 4 月以降の地形図の経度（図郭線の表記）も
10 秒 4 改訂になっている．そのほか，2 万 5 千分の 1 から 20 万分の 1 の地図の図法は，1955 年以前は多面体図
法だったが，昭和 30 年以降 UTM に改められている．
⑤修正
修正でも，部分修正（変化部分の一部のみを修正すること），要部修正（鉄道、道路、埋め立て地など、大き
な変化ではあるが面積的には狭い範囲を修正すること）などの場合は，大きな改変があった地物についてのみ
修正が行われたものであるため，時系列情報の取得には，限定的にしか利用できない．
⑥その他
1939 年(昭和 14 年)以降から 1945 年(昭和 20 年)までに印刷された地図には，軍機保護のために地図上に虚偽
の記載があるものがある．
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ｃ）時空間データの管理手法
旧版地図を使って，時空間データセットを整備する最も単純な方法は，図面ごと・測量年ごとのタイムスラ
イスデータとして整備する方法である．ただし，この方法では，各時間で重複したデータをもつことになり，
データ量が大きくなる．
データの重複を避けるには，基準とする測量年 ti の全データと，ti と ti+1 のデータの差分データ，ti+1 と ti+2
の差分データなど，基準時刻の全データと変化データからなるデータセットを整備する方法がある．この場合，
重複するデータはなくなるため，データ量は小さくなる．
ただし，基準となる地図を基に地図が修正されているときは，地物の変化箇所の抽出は比較的容易であるが，
改測・編集など新しく地図を作り直すときは，測量精度，取捨選択基準の作成者による揺らぎなどにより，地
物の変化箇所の抽出，つまり差分データの計測は容易ではない．
しかしながら，時空間データの分析では，複数の時刻間における地物の変化を抽出することが１つの重要な
点であり，差分データとしてデータを整備するというのは，この抽出作業を事前にしておくことと同じことに
なる図葉や時間を越えて分析をするような場合は，接合やデータ量の観点から差分データ方式の方がよい．
差分データ方式で，時空間データセットを整備するときは，図−1 のように，地物単位に発生・消滅の時間属
性を付与する手法を採るとデータの作成・管理が容易になる．この方式は，畑山ほか(1999)及び大沢・長島(2001)
らの時空間情報システムで採用されており，地物の生存期間を，発生開始:SS，発生確定:SE，消滅開始:ES，消
滅確定:EE の 4 つの要素により時間管理している．例えば，建築中の建物は，建築中に SS‑SE，解体中に ES‑EE
を使って表わすことができる．また，地物の発生・消滅に時間的曖昧さのあるものもこれによって表わすこと
ができる．これを旧版地図からの地物の数値化に当てはめると，2 時期の更新の間に実際の地物の変化が起きて
いるので，次のようになる．ある図葉内のある地物について，1〜N 回目の更新（改測又は編集，修正）が行わ
れたとする．着目している地物が，n 回目の更新で初めて地図に存在し，m 回目の更新で地図から存在しなくな
ったとする．k 回目の更新のときの測量年を f(k)とすると，発生消滅の属性は，それぞれ，SS=f(n‑1)，SE=f(n)，
ES=f(m‑1)，EE=f(m)となる．
存在する

SS

SE

ES

EE

存在しない
t

図−1. 旧版地図の地物の時間管理

ｄ）旧版地図を利用した差分データ作成
ここでは，差分データの作成方法について考察する．差分データの作成には，次の二つの方法がある．
①差分を直接計測する方法
発生・消滅が明瞭な人工の地物の場合には，重ね合わせた二時期の地図から，目視により差分箇所を抽出し，
地物発生時には新たに計測し，消滅時には消滅の属性を付与する方法が効率的であると考えられる．
②タイムスライスデータを一旦作成してから差分を抽出方法
海岸線のような自然地物の場合，地図更新前後の変化が埋め立てなどの人工改変のときは，発生・消滅が明
瞭となり， ①が適用できるが，海岸浸食のような自然の変化のときは，測量の誤差かどうか区別が付きにくく，
差分を直接計測するのは不向きである．このような場合は，タイムスライスデータとして一旦整備し，適当な
基準を当てはめて差分を抽出する方法が効率的であると考えられる．
また，旧版地図を使って差分データを作成する場合，次の点に特に留意する必要がある．
③総描・転位
中・小縮尺図の場合，地図は記号で表される．このため，地図以外の補足資料がない限り，最終的には人間
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の目視で判断するしか方法はない．また，作成者による取捨選択の揺らぎは，データの信頼性を低下させるが，
これについては基本的に避ける方法がない．
④地図の精度
②を適用する場合，現在の地図であれば，変化抽出手法として，地図の許容誤差（標準偏差図上 0.7mm）を考
慮して，特定の値以上の差が検出できれば，変化があるとみなし，それ未満であれば，変化ないとみなす方法
が考えられるが，古い地図では誤差が不明であるため，現在の地図のような明確な閾値（しきいち）を使うこ
とはできない．また，時間ともに漸次変化する地物の差分の定義などには，難しい問題を含んでいる．
このため，データの利用にあたっては，データソースの情報とともにデータの作成手法及び品質について情
報を付けることが重要である．また，すべての地物について，測量精度の関係上，可能であれば，写真測量に
よって作成された 1960 年以降の 2 万 5 千分の 1 又はそれからの編集された地図を，差分抽出の基準とすべきで
ある．
以上を踏まえて，地物ごとの差分抽出方法を整理すると以下のとおりである．
⑤交通網
道路・鉄道のような人工の地物の場合，地物の発生・消滅は，明瞭である．また，一旦整備されたものが廃
止されることは少ない．このため，道路では，現在の道路網を基準として，連続する二時期の地図を目視によ
り参照し，道路の発生時期を調べることによって差分データを作成することができる．記号道路が意味する幅
員は，同じ記号であっても時代によって変わることがある．これについては，おおむね同じ幅員の道路記号に
マッピングして，変化を求めざるを得ない．鉄道は，近年は廃止されたものもの多いため，国鉄が JR になる直
前のものを基準にしたほうが効率的であろう．
⑥水涯線
水涯線の場合，上記(2‑2)で述べた理由から，改測・編集時には，差分を求めることは難しい．また，単なる
差分を求めることは可能であるが，自然による変化は漸次変わるものであることから，改測・編集時に図葉を
越えた接合を確保することは極めて難しい．また，内陸の水涯線は，調査時の水位の依存する．これらのこと
から，人工改変のような変化が明瞭な場合以外，水害線の差分を求めることは困難であり，その取り扱いにつ
いては，今後の研究課題である．
⑦土地利用
土地利用は，明瞭な境界線をもつ植生は比較的地物が小さく位置誤差の影響を受けやすいこと，明瞭な境界
線をもたない植生も多いこと，近年の植生は厳密に更新されていない，都市部の表現は主観によるところが大
きいことなどから，集計量の差を求めることはできても，地物単位の差分によるデータ取得にはなじみにくい
と考えられる．
⑧資料調査によるもの
行政界などは，人為的な境界であるため，旧版地図同士の差分を取ることは無意味であることに気を付ける
必要がある．行政界については，官報，市町村の資料などの補助資料を利用して，変化部分の当たりを付けて
計測することが望ましい．
⑨地形
改測・編集を跨ぐ場合は，等高線の形状はかなり変わるので，そのまま扱うのは無理である．水越・村上(1997)
のように DEM にしてから差分を求めることは可能であるが，古い地図ほど誤差も大きいと考えられるため，か
なり大きな地形の変化のみ意味のある変化として抽出することができる．

研究成果
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以上の検討を踏まえ，道路データについて，旧版地図を用いて，具体的な時間属性付与の実装方法を含め，道
路ネットワークデータを試作した．

ａ）道路の差分データの作成の考え方
廃止される道路は少ないという特性を考慮し，20 万分の 1 の地図を利用して，
−

最新の道路ネットワークのデータを作成

−

そのデータを変化の基準データとして，新しい旧版地図から時間的に遡って順次比較し，道路が存在しな
くなった時点で，その道路データ（アーク）に消滅年次の属性を付与

という簡便法を用いてデータを作成した．ただし，
−

現在は存在しないが，過去には存在した道路（以下，廃止道路という.）もいくらかは存在しているため，
道路ネットワーク構造を大きく変えるような廃止道路のデータは新たに計測して取得

することとした．このような方法を採用することによって，差分情報の抽出は，現在の道路データのアーク単
位に消滅の時間属性を付与するということが作業の大部分となり，旧版地形図上で位置を計測するという手間
のかかる作業を最小限に留めることが可能となる．

ｂ）道路ネットワークデータの概要
①

データソース
最新の道路ネットワークは，20 万分の 1 の地勢図から道路種別など属性を付与して数値化し，補助的な資料

から 2001 年で更新したデータを利用した．
時間的な属性付与には，国土地理院の 20 万分の 1 の地勢図及び陸地測量部作成の 20 万分の 1 の帝国図を用
いる．対象とする道路は，自動車が通行可能な道路に限定している．これは，道路記号では 2 条線で表現され
ているものにあたる．このため，1 条線の道路が存在しても，道路は存在しないこととして扱う．また，時間を
遡って，地図記号で 2 条線の道路が，1 条線の道路になったときには，道路は消滅したこととして扱っている．
なお，2 条線の道路記号の対象は，1987 年に道路幅員が 2.5m 以上から 3.0m 以上に変更となっているが，ここ
では同じ 2 条線の道路として扱い区別をしていない．
②

空間的範囲
作業量の関係から今回は，名古屋より東の本州（42 図葉の 20 万分の 1 の範囲）に限定している．

③

時間的範囲
図葉によって異なるが，数値化の対象地域の図葉内で最も古いものは，1905 年(明治 38 年)である．また，対

象図葉内の最も古いもので，一番新しい（つまり，全図葉のデータが揃う）のは，1925 年(大正 14 年)である．
図の更新は，多少のバラツキはあるが，第 2 時世界大戦の前後の時期を除き概ね，10 年程度で 1 回は更新され
ている．変化抽出には，全部で 430 面を使用した．なお，前述のとおり，地図の最終修正が 1990 年代であって
も，2001 年にあわせてデータを更新したものを使用している．
④

属性
属性には，表−1 のような国道，高速道路などの道路種別，4 車線，2 車線などの幅員，国道番号，道路名称，

道路の発生・消滅の時間がある．
表−1. 属性内容一覧
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属性種別

属性

道路種別

一般道，国道，有料道路，高速道路，有料
国道，廃止道路

幅

員

4 車線以上，2 車線，1 車線

国道番号

国道番号

道路名称

有料道路などの名称

発生開始

測量年(SS)

発生確定

測量年(SE)

消滅開始

測量年(ES)

：廃止道路のみに付与

消滅確定

測量年(EE)

：廃止道路のみに付与

ｃ）時間属性の付与の考え方
道路アークごとに，発生開始:SS，発生確定:SE，消滅開始:ES，消滅確定:EE の時間属性を付与した．実際の
作成作業では，最新のデータの道路データから消滅の有無を確認していくため，時間的には遡りながら旧版地
図と比較して時間属性の付与を行う．また，旧版地図上で新たに見つかった廃止道路を除き，ES，EE は存在し
ない（つまり，ほとんどの道路は，消滅属性をもたない）．なお，当初から存在している道路は，SE=f(1)とな
り，SS は不定となるが，データでは仮の値として SS=1800 とした．

ｄ）道路ネットワークを対象にした時空間データの応用例
これらの時空間データを利用すると，図葉単位の時間精度は地図の修正周期に依存はするが，年単位の任意
の時刻を指定して複数の図葉から成る道路ネットワークを復元することができる．1925 年，1950 年，1975 年及
び 2000 年の道路ネットワークを復元して分析した例を示す．
①道路延長に関する集計
道路の整備状況の変化を図−2 に，道路総延長の変化を図−3 に示す．ほぼ 25 年ごと 3000km ずつ増加してい
ることがわかる．ただし，20 万分の 1 に記載された道路であるため，必要に応じて道路が取捨選択されており，
実際の道路延長はもっと長い．
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図−1、図−2

②時間距離の変化
道路ネットワークの最短時間解析をすることにより，図−4 のような時間距離地図を作成することができる．
これらの図は，日本橋付近及び新潟市中心部までの時間距離を，一般道・40km/h，有料道路・60 km/h，高速道
路 80 km/h で一律に計算して求めたものである．したがって，都市部の道路の渋滞・混雑などの情報，山岳部
での走行スピードの低下，一般道の車線幅の違いなどは考慮されていない．より精緻な分析をするためには，
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外部条件の設定や標高などの諸情報を追加する必要がある．

図−4

考

察

応用例で示したとおり，20 万分１の旧版地図を用いた道路ネットワークの時空間データは，日本国土の長期的
な変化を分析するには有効なことが分かる．しかし，このデータ作成・利用には，次のような種々の問題もある．
道路ネットワーク構造を大きく変えるような廃止道路のデータは新たに計測して取得することとしたが，厳密
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な基準を作ることが困難であったため，人の目で見た定性的な判断となっており，必ずしも一貫性がない．また，
測量年の区間でしか時間精度をもたないこと，図葉ごとに修正年次が異なるため，図葉間不整合は避けられず，
ネットワークの復元は完全に行うことはできないことなどから，完全な時空間データとはいえないが，大局的な
分析には十分用いることができることを示した．古い地図の測量精度，図式の変化，取捨選択基準の曖昧さ・個
人差などから，精緻に変化を求めることは困難であり，旧版地図を使ったデータ作成・分析ではある程度の割り
切りは避けされないことを認識しておくことも大事である．
今回は，最も簡単な地物である道路ネットワークを対象としたが，今後，道路以外の他の地物についても，差
分情報の取得手法などの研究が必要である．このためには，旧版地図の品質・精度についての検証も不可欠であ
る．
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1. 多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発
1.3. 空間情報と時系列情報の統合化に関する研究開発

1.3.2. 国土数値情報と衛星画像・気象情報の統合化に関する研究開発

日本大学文理学部
野上

要

道男

約
国土に関する基本的な情報が、各省庁、諸研究機関で整備・供給されている。これらには短期間で変化しない

地理情報と時々刻々変化する広義の地理情報とがある。国土数値情報は前者の代表的な例であり、衛星画像・気
象情報は後者の例（時系列情報）である。この研究では後者から土地の性格としての情報（すなわち前者）を抽
出する。ついで、国土数値情報とそれらの情報をデータベース化し、多次元的に組み合わせて、新しい空間情報
を創成する具体的な研究を行い、空間情報科学確立のための研究事例とした。

目

的
空間的な分布が重要な情報と、時間変化が重要な時系列情報を統合的に利用するための研究開発を行う。その

ために、以下のような研究を行なう．
１）日本列島の山地地形特性に関する研究の深化
２）日本列島の主要河川流域についての水収支の季節変化に関する研究
３）DEM 作成技術の評価および地形と地質の対応に関する研究
４）時系列変化をする空間情報の動画化・立体視表示に関する研究
５）研究者による使用を前提としたラスタ型地理情報のデータベース化
以上の項目の学術的な研究を通じて、国土数値情報と衛星画像・気象情報を重合わせ統合的に処理し、新たな
空間情報を導出するという所期の研究目標を達成する。

研究方法
本研究では衛星画像を含めて主としてラスタ型データを使用した。まずデータ供給源ごとに異なるフォーマッ
ト、解像度を変換し、重ね合わせができるようにデータベース化する。重ね合わせはレイヤーとして空間的相関
を計算するなどの扱いをするのではなく、それぞれの研究で取り上げる現象ごとにモデルを構築し、その中でい
わば構造的に取り扱う。すなわちそれぞれの空間情報は、モデルへの入力データであり、あるいは出力データの
評価基準として用いられるデータであったりする。
上記のような空間情報の取り扱いは、既存 GIS ソフトではカバーしきれない部分があるので、データ処理やモ
デルの記述のためのプログラムを開発して（C 言語による）、研究に用いた。

研究成果
前期に実施した，１）50m‑DEM と地質データを重ね合わせて、日本列島の地形特性を明らかにする研究、２）衛
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星画像（spot）と DEM、印刷地質図の各データを重ね合わせて崩壊ポテンシャルを予測する研究、３）植生の季節
変化と気候・水収支の季節変化に関する研究、に引き続き，後期では以下の研究を実施した．
１）地球規模の植生の季節変化と水収支に関する研究
ＮＧＤＣが作成した地形・気候・植生被覆データを用いて、地球規模の植生と水収支の季節変化に関する研究
を続行させた。気温と降水量のデータを> 組み合わせて積雪・融雪に関する分布型モデルを構築し、出力として
供給水量を得て、降水量、可能蒸発散量を入力とする水収支モデルを構築し、実蒸発散量を計算で求めた（空間
解像度は５分、時間解像度は半月）。一方、植生の季節変化（フェノロジー）は時間解像度半月

空間解像度５分

（赤道付近で約 10*10km）の NDVI（正規化植生指標）でとらえ、両者の空間的相関およびその季節推移を明らか
にした。作業の途中経過も含めて、ホームページで公開しながら研究を進めた。
http://www.lapgis.chs.nihon‑u.ac.jp/nogami/Whydro/sld001.htm

２）地球温暖化が日本の降雪量に与える影響評価
降水が降雨になるか降雪になるかの閾値は地上気温で約２℃であるが、これは地域と季節によって異なる。こ
れを測候所の天候記録と照らし合わせて、より正確に算定し、気象庁気候値メッシュデータを用いて分離した。
すなわち調和計算により、月値を日値に変換し、日々の気温データで日降水量を判別した。つぎに２℃昇温時に
ついては、降水量の変化を仮定を設けてシナリオ化し、同じ基準で判定し、両者の分布を比較して、影響の現れ
方の地域差を明らかにした。結果は AGU（アメリカ地球物理学会）の大会（秋）で発表した。要旨は次の AGU 公式
ホームページにも掲載されている。http://www.agu.org/cgi‑bin/wais?q=H61C‑21

３）日本および世界の水収支季節変化の研究
1.

日本列島の水収支
水収支は流域によってほぼ完結しているので、流域単位でその収支を捉えることは合理的である。最近では

DEM（Digital Elevation Model）を用いて任意の点（流量観測所など）について流域を簡単に抽出できるように
なった。 ここでは流域水収支を、空間解像度３次メッシュ（約 1x1ｋｍ）の気候値メッシュデータと河川流量
データを用いて検証した。対象は全国の主要河川 105 である。
流域抽出には国土地理院 50m‑DEM を用い、３次メッシュ内の最低点からなる（接谷面）DEM に対して、洪水法
アルゴリズムを用いて落水線マトリックス（DDM）を作成した。DDM を上流から巡回するアルゴリズムを用いて、
すべての点（約 38 万点）について流域面積を計算した。次に DDM を逆順にたどるアルゴリズムを用いて、流量
観測所の上流域を所定のコードで指定するデータ（数値地図）を作成した。
気候値として、気象庁の月値データ（気温、降水量）を用いた。ソーンスウェイト法で可能蒸発散量を計算
した。日本では乾燥月は存在しないので、実蒸発散量は可能蒸発散量にほぼ等しいと仮定できる。
流域ごとに、流出量＝降水量−蒸発散量を集計計算し、流量年報の流出量と比較した。その差については、
黒部川など北陸の 4 河川の例外を除くと、降雪降水量（日平均気温約 2℃を閾値としてそれより低温時の降水量）
と比例関係が認められた。すなわち降雪が多いほど、モデルから予想される流出量より多い流出が実際にあると
いうことである（Fig.1）。ソンスウェイト法や流量観測法の誤差の範囲を越えて、このような系統的な差異が認
められたことから、気象庁の現行の降水量観測システムは降雪に対する捕捉率が低いとう推定が成り立つ。その
捕捉率が 0.5 以下になるところさえあるので、寒冷地の気象データの使用に当たっては注意が必要である、など
ということも明らかになった。

2.

世界の水収支の季節変化
世界を対象とした場合には、気候データの解像度は当然のことから、日本の場合より粗いものとなる。アメ

リカの NGDC が整備した空間で 30 分、時間で月の解像度を持つデータを原データとして用い、同じく空間解像度
5 分の DEM を用いて地形補正を行いながら、半月ごと空間解像度 10 分の気候データを作成した。またおなじ空
間解像度の NDVI（正規化植性指標）を用いて、実蒸発散量季節変化のモニタリングとした。
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メッシュごとに水収支モデルを適用して月ごとの水収支を計算した。最大土壌貯留量は 300mm と仮定し、積
雪として貯留され融雪として供給される水についてはサブシステムとして積雪・融雪モデルを構築した。
水収支計算システムへの入力は降水量と気温である。気温は降雪降水の判別と融雪量の算定、可能蒸発散量
の推定に用いられる。出力は流出量、土壌貯留量、積雪（貯留）量、実蒸発散量（流出が生じる月では可能蒸発
散量に等しく、そうでないときは土壌貯留量；降水量の範囲を超えない量）である。積雪の季節変化は Nimbus
衛星画像を集約した画像と対比して精度を検証した。
NDVI は実蒸発散量ときわめて高い空間的相関を示すことから、NDVI の季節変化（植物フェノロジー）は、乾
燥・寒冷というそれぞれの気候値を越える 1 つの統合された気候値：実蒸発散量によって説明されることが判明
した。

４）地理情報の動画化の研究
上記「2.

世界の水収支の季節変化」の結果を web 上で公開するにあたり、季節的に変化するすべてのデータ

および結果（数値地図、散布図、などのグラフ）を動画で提示することにした。言語 Java で動画プログラム（ア
プレット）を開発したので、ｗｅｂページにそのまま実装できた。
http://www.lapgis.chs.nihon‑u.ac.jp/nogami/Whydro/sld001.htm
アフリカ大陸・東アジアなどの NDVI および実蒸発散量の季節変化の表示用として稼働している。また季節的変
化をする散布図やグラフなどの表示にも用いている。

http://www.lapgis.chs.nihon‑u.ac.jp/nogami/Whydro/における公開画面
各項の季節データは，下図のように動画化されている．
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考

察
本研究は、要約および研究方法の欄で述べたように、データベース化された空間情報を学術的研究に用いる事

例研究を行うことで、本プロジェクト全体の目的の一部を担当したものである。従って、行われた研究がその分
野で学術的に意義のあるものであるならば、空間情報そのもの、空間情報のデータベース化、が翻って評価され
るというしくみになっている。その意味で、研究成果の欄で述べたそれぞれの研究で、均一の品質で広域をカバ
ーしているという空間情報の特性が十分に生かされた成果が上がったのではないかと自負している。
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1. 多次元データのあり方や取り扱いに関する研究開発

1.4. 空間情報の更新及び流通に関する研究開発

(財)国土技術研究センター
小宮

要

朋弓

森谷

進也

約

現存するクリアリングハウスの課題を踏まえつつ、ユーザが知的研究、効率的・合理的な業務の実施等を行う
上で必要とする高度な空間データを迅速かつ適切に提供するための基盤となるクリアリングハウスをオブジェク
ト指向技術により構築した。
本研究開発により、ユーザに応じたデータ提供レベルが確保されている中で、ユーザはメタデータのみならず
リアルデータを、個々のデータのファイルフォーマットや座標系等を意識せずに重ね合わせて統合的に閲覧する
こと等が可能となり（付随する文書や CAD データ等の一般図も併せて統合的に閲覧することが可能）
、より自らの
利用目的に合致した空間データを取得することが容易になった。
また、インターネット環境上の認証ユーザ（データ作成者・管理者）によるメタデータ登録・編集機能、リア
ルデータからのメタデータ（一部）自動抽出機能、PDF 生成及び基本的メタデータ抽出・更新機能等を実装するこ
とにより、リアルデータ及びメタデータの管理・運用環境を改善し、データ登録における負荷の軽減等を図った。
更に、公物管理業務用の CALS 対応 GIS とクリアリングハウスの連携・融合（シームレスな利用）に係る研究開
発を行い、公物管理の調査・設計・施工・維持管理に至る一連のライフサイクルにおける関係主体間の空間デー
タの共有・活用、協調作業の円滑な実施を可能にした。

目

的

本研究開発は、知的研究、効率的・合理的な業務の実施等を行う上で必要とする高度な空間データを迅速かつ
適切に取得するための基盤となるクリアリングハウスを、オブジェクト指向技術を活用して構築する。更に、主
要な空間データ提供元となる公物管理業務をフィールドに、
クリアリングハウスと CALS 対応 GIS との連携を図り、
簡便かつ合理的なデータ更新手法の確立を目指す。

研究方法

分散オブジェクト技術を用いた空間データ交換・相互運用手法、メタデータ標準、公物管理者をはじめとした
ユーザニーズ等を踏まえ、簡便かつ合理的な検索構造を有するクリアリングハウスを開発するとともに、①異な
るフォーマットの空間データを随時重ね合わせて統合的に閲覧することを可能にする変換処理システム、②リア
ルデータからのメタデータ自動抽出や CALS 対応の公物管理業務アプリケーション（GIS）との連携を考慮したメ
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タデータの効率的な更新・管理手法、等を検討・開発し、システムに実装する。更に、本研究で開発したクリア
リングハウスの有用性を確認するため、インターネットの分散環境上において、CORBA 対応の複数のクリアリング
ハウス・異種データベース間の連携実験等を行い、当該システムの機能を検証・精査する。

図

研究開発を行ったシステムの概念図（抜粋）
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※当該画面(例)では、園路広場デ
ータ(mif/平面直角 9 系)、GPS 歩
行測定データ(shp/緯度軽度系)、
メッシュデータ(dxf/平面直角 9
系)、背景写真データ(jpg/平面直
角 9 系)を選択

選択画面(例)

異なるフォーマット、座標系を有するデータの重ね合わせ画面(例)

属性データや付随する文書の閲覧・検索画面(例)

図 異種ﾌｫｰﾏｯﾄの空間ﾃﾞｰﾀの統合的閲覧を可能にする変換処理システム

研究成果

空間データ標準化動向、分散オブジェクト技術等の先端情報技術の動向、空間データの利用手法・システム構
成の現状、及び、現存システムでは充たされていないユーザーニーズ等を踏まえ、本研究において開発するクリ
アリングハウスの方法論を決定し、CORBA／IIOP（Common Object Request Broker Architecture/Internet InterORB
Protcol）、JavaApplet、OODB（オブジェクト指向データベース）、WebObject 等、分散オブジェクト技術と Web 手
法等を組合せたクリアリングハウスを開発した。
また、ユーザのデータ閲覧・提供に関する要求にフレキシブルに対応し、かつ個々のデータのファイルフォー
マ ッ ト や座 標系 等 を 意識 しな い 利 用（ 統合 的なデータの閲覧）を可能とするため、異なるフォーマット
(mif,shp,dxf,jpg･･･)や座標系(緯度経度系,平面直角座標系)を有する空間データをリクエストに応じて統一し
た形式に変換・重ね合せて表示する Viewer システムを開発した。
これら本研究で開発したクリアリングハウス（及び関連システム）については、インターネットの分散環境上
で実証実験を実施し、クライアントの Web ブラウザによる接続、認証処理、リアルデータ閲覧、ダウンロードや、
複数の異種データベース間の連携など、クリアリングハウスとしての機能、反応速度ともに実用レベルに達し、
LAN 環境と比較しても遜色なく利用可能であることを確認している。
上記取り組み等により、ユーザに応じたデータ提供レベルが確保されている中で、ユーザはメタデータのみな
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らずリアルデータを、個々のデータのファイルフォーマットや座標系等を意識せずに重ね合わせて統合的に閲覧
すること等が可能となり（付随する文書や CAD データ等の一般図も併せて統合的に閲覧することが可能）、ユー
ザは、より自らの利用目的に合致した空間データを取得することが容易になっている。
更に、認証ユーザ（データ作成者・管理者）のデータ登録における負荷の軽減等を図るため、空間データ整備・
更新上の問題点・課題等を把握し、リアルデータ及びメタデータの管理・運用環境も改善している。
具体的には、利用頻度の高い必要最小限のメタデータ（基本的メタデータ）を RDB で管理するとともに、多角
的・詳細な検索や業務要件に応じたスキーマのフレキシビリティ化に対応するため、FGDC メタデータテンプレー
トに基づいた詳細メタデータを PDF を用いて OODB で管理する構造をクリアリングハウスに実装した。また、メタ
データのメンテナンス環境を向上させるため、インターネット環境上での認証ユーザによるメタデータ登録・編
集機能、リアルデータからのメタデータ（一部）自動抽出機能、PDF 生成及び基本的メタデータ抽出・更新機能を
実装した。
また、公物管理業務用の CALS 対応 GIS とクリアリングハウスの連携・融合（シームレスな利用）に係る検討を
実施した。公物管理における GIS は地図データ単独ではなく、設計図面や積算書類、写真などの関連する各種デ
ータを登録、参照できるシステムでなくては実用に適さず、これら関連書類は調査・計画・設計・施工・維持管
理の各段階において有効に活用される必要がある。本研究で開発したクリアリングハウスは、地図データのみな
らず設計データなどの様々な関連データも、メタデータ検索後に Java アプレットを通じて CORBA サーバにアクセ
スすることで取得でき、一連のライフサイクルにおける関係主体間の空間データの共有・活用、協調作業の円滑
な実施等を可能にした。

図 認証ﾕｰｻﾞによる効率的・簡便なメタデータ登録・更新処理

考

察
本研究開発は、従来以上に自らの利用目的に合致した高度な空間データを迅速かつ適切に取得することを容易

にし、かつ、空間データの管理・運用環境を改善したことにより、研究者が知的研究等を行うにあたり必要とす
る空間データの共有環境の整備に寄与するものと考える。ただし、当該研究に関する論文発表、誌上発表等を実
施しておらず、成果の情報発信については不十分であった。
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図

空間データの検索・閲覧・取得の流れ
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2. 標準空間情報とデータ交換技術に関する研究開発
2.1. 標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に関する研究開発

2.1.1. 標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に関する研究開発

東京大学工学部都市工学科東京大学空間情報科学研究センター(株)三菱総合研究所
岡部

篤行、有川

相良

毅、貞広

要

正俊、小口
幸雄、史中

高、奥貫
超、杉盛

圭一、金子
啓明、園山

忠明、城所
実、高橋

幸弘、来間

昭子、中村

玲二、後藤

秀至、増山

寛

篤

約
本研究は, 空間データを用いて研究を実施する研究者を支援するために，空間データ基盤システムの開発を行

ったものである．このシステムは「空間データ共有システム」，「統計データベースシステム」，「空間データクリ
アリングハウス」，「GIS 学術情報ポータルサイト GISSchool」の 4 つのサブシステムから成り立っている．
「空間データクリアリングハウス」とは，空間データに関するデータ，即ち，空間メタデータを備えた検索シ
ステムであり，空間データの形式や所在，内容などの情報を，ウェブを通じて提供することができる．例えば，
このシステムに対して研究者が自分の必要とする空間データに関する情報（地域，内容など）を入力すると，そ
れに適合する空間データの一覧が表示される．
「空間データ共有システム」では，様々な空間データが統一的な形式で管理されている．研究者はある一定の
手続きを踏むことで，これらのデータをダウンロードし，自分の研究に利用することが可能である．
「統計データベースシステム」では，国勢調査データなどの統計データを CSV のように使いやすい形で管理し
ている．空間データ共有システムと同様，一定の手続きを踏むことで研究者はそのデータをダウンロードし，利
用することができる．
「GIS 学術情報ポータルサイト GISSchool」は，定形的には扱いにくい様々な情報交換を支援するためのシステ
ムである．例えば，クリアリングハウスでは扱われていない空間データに関する非定形型な情報として，データ
に含まれているバグ，データ利用時の注意点，ソフトウェアとの相性，などが考えられ，これら情報の交換が可
能なシステムあるいは場として使われる．特にここでは，マニュアルや参考書などに書かれていない，しかし，
データ利用時には重要であるという種類の情報やデータ利用のノウハウを流通させることに重点を置いている．
また，GIS のソフトウェアや研究者に関する情報など，空間データよりも広い範疇に含まれる情報提供も行ってい
る．

目

的
現在，空間情報科学の研究に携わっている多くの研究者が，最も支援を必要としているのは，それぞれ異なる

形式の空間データを同時に組み合わせて多元的に利用する技術である．例えば，様々な地理的現象の解明や，地
球環境問題のような空間的社会問題の解決策策定において，国勢調査の町丁・大字別集計データ，国土数値情報
土地利用メッシュデータ，LANDSAT‑TM 衛星画像データなど形式の異なる空間データを自在に組み合わせて研究を
行いたいという要請は高い．
しかしながら現状においては，このような異種データを同時に使用するまでに，実に多くの実際的な障害が存
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在する．その中でも主な課題として次の二つが挙げられる．

課題 1

様々な空間データの形式・所在・利用方法を調べるための仕組みが整っておらず，研究者の求める空間

データの所在が分からない．
課題 2

必要な空間データが存在しても， データ形式や投影法，空間集計単位などがデータによって異なって

おり，変換に大きな手間がかかる．

これらはいずれも，技術的あるいは研究的に困難な問題ではないが，実際的には研究者にとって大きな障害で
あり，その結果，研究者の空間情報科学研究へ取り組む意欲を削いでしまっている．空間情報科学発展には，こ
のような問題を取り除くことが重要である．そこで本研究では，
「空間データ共有システム」，
「統計データベース
システム」，
「空間データクリアリングハウス」，
「GIS 学術情報ポータルサイト GISSchool」の 4 つのサブシステム
から成り立つ空間データ基盤システムの開発を行った．

研究方法
・空間データ共有システム
東京大学空間情報科学研究センター（以下，CSIS）では広範なデータを収集し，研究用空間データ基盤として
整備を進めている．研究用空間データ基盤に含まれるデータは一部購入したものもあるが，主にそれぞれのデー
タ提供元である企業や団体のご理解により，研究用途に限り貸し出していただいている．すなわち，データ提供
機関と CSIS との間でデータ利用に関する覚書を交わし，これに基づいてデータを貸与して頂くという仕組みによ
って，高コストという障壁をクリアし，データ収集の範囲を飛躍的に向上させている．
特にここでは，代表的かつ互換性の高い空間データフォーマットとして，米国 ESRI 社製 GIS である ArcView で
利用されている Shape フォーマットを選択し，基本的にはすべての空間データを Shape フォーマットに変換して
管理している．
当初，空間情報科学研究センターでは，データを利用したい研究者に対し，CD‑R や MO などのメディアにデータ
を複製し郵送するという手続きを行っていた．しかし，全国に分散する研究者からの要請に十分に応えるための
人的資源が不足していることや，メディアや郵送にかかるコストが問題となった．そこで，各研究者がネットワ
ーク上でデータの利用を申請し，また，利用が許可されたデータをネットワーク経由でダウンロードできるシス
テムを開発することになった．
共有システムの中核となる機能はファイルのダウンロードおよびアップロードであり，FTP（File Transfer
Protocol）のような既存の仕組みを利用することも考えられる．しかし，高価な地図データを扱うため，FTP より
も強力なセキュリティ機能と，ユーザごとに利用できるデータをコントロールする管理機能が必要であり，独自
のシステムを開発した．これらの条件に加え，開発時には情報系の研究者ではないユーザも対象とするため，GUI
（Graphical User Interface）ベースの使いやすいインタフェースと，管理者の負担を軽減するための管理ツー
ルを備えた．
空間データ共有システムはシステムの信頼性を高めるため，広く利用されていて信頼性に定評のあるフリーソ
フトを基礎にしている．サーバシステムの OS としては Linux を利用し，Web サーバには Apache，リレーショナル
データベースには PostgreSQL を利用した．いずれもセキュリティ上の問題が発見された場合には迅速な対応が行
われているため，比較的安全なシステムである．これらのソフトウェアを利用したシステムの管理には UNIX や SQL
（Structured Query Language）など，ある程度の技術と経験が必要なので，管理者用マニュアルを用意し，シス
テムのインストールや設定方法について解説してある．
一方，サーバ上の日常的なデータ管理はシステム管理に比べて専門技術を必要としないため，一般的な技術を
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持ったオペレータが扱えるようなインタフェースが必要となる．データ操作用のインタフェースを開発すること
も可能だが，ODBC（Open Database Connectivity）技術を利用すると PostgreSQL 中のデータを Windows 上のデー
タベース管理ソフト（Microsoft Access など）から操作できるようになるため，UNIX や SQL などの知識をもたな
いオペレータでも簡単に利用できる．また，オペレータマニュアルを用意して，日常的なデータ操作やログの監
視方法について説明した．

・標準空間情報の整備
CSIS では，空間情報科学に関わる多くの研究者がさまざまな空間データを共通に利用できるようにデータ整備
を進めた．データ整備にあたっては，汎用性と専門性の両側面から検討をおこなった結果，日本全国を網羅し，
自然環境から社会経済まで幅広い分野で利用できる汎用性の高いデータとして，国土地理院の数値地図，国土庁
の国土数値情報等を整備するとともに，研究分野ごとに需要の高いデータを適宜拡充していくことになった．
国土地理院の数値地図シリーズのうち，数値地図 2500，数値地図 10000，数値地図 25000（行政界･海岸線）
，数
値地図 200000（行政界･海岸線）はベクトルデータであり，GIS でオーバーレイやバッファリングなどの空間解析
を行うための直接的なデータソースとして用いられる．一方，数値地図 25000（地図画像）と数値地図 200000（地
図画像）は，空中写真や衛星画像の位置参照やベクトルデータの背景画像として用いられることが多く，どちら
かというと補助的な役割を持つラスタデータである．また，数値地図 50m メッシュ（標高）をはじめとする数値
標高データは，構造的にはポイントデータであるが，解析の際には，内挿によりラスタデータを生成することが
多い．CSIS が設立された 1998 年当時は,国内における国土空間データ基盤整備計画のなかでは基盤形成期にあた
り，新たな数値地図シリーズとして，数値地図 2500 と数値地図 50m メッシュが登場して間もない頃であった．1997
年 4 月に CD‑ROM で刊行が開始された数値地図 2500 は，街区（住所の番地）レベルの行政区画ポリゴンや，ネッ
トワークトポロジーを持つ道路中心線などを有し，主に都市解析のための基盤データとして重要である．
また，同じく 1997 年に 7 月に刊行が開始された数値地図 50m メッシュ（標高）は，日本全国をカバーする DEM
（Digital Elevation Model）の中で最も解像度が高く,地形解析のための基盤データとして位置づけられる．
国土数値情報は，国土情報整備事業によって昭和 49 年度以来作成されてきた空間データであり，データセット
の種類が豊富で，かつ日本全国をカバーする点が大きな特徴である．ポイント,ライン,ポリゴンの各種データに
加え，標準地域メッシュに基づくデータセットが多く，レイヤー間の空間演算に適している．また，地価公示を
はじめ，時系列にデータが整備されているのも利点である．このデータセットは，これまで大学等の公共機関に
は無料で貸出されてきたため，CSIS の空間データ基盤にもいち早く採用された．なお，2001 年 4 月 5 日からは国
土交通省のホームページからダウンロードできるようになり，新たな展開が始まっている．
時系列に整備された空間データとしては，細密数値情報も利用価値の高いデータである．1974 年以降 5 年ごと
に整備されている 10m メッシュ土地利用データは，三大都市圏における土地利用変化を詳細に分析するためには
不可欠のデータであるといえる．
国勢調査，事業所統計調査（平成 8 年度からは，事業所企業統計調査）
，住宅統計調査など，大都市圏の産業構
造や居住生活に関する統計データは，経済学や都市工学をはじめとする多くの研究者からの需要が高く，重点的
に整備が進められた．

・統計データベースシステム
CSIS 統計データベース(以下 CSDB)は，研究者が国勢調査，事業所・企業統計調査などの豊富な統計データを，
World Wide Web(以下 Web)を利用して自らのパソコンにダウンロードし，Microsoft Excel などの使いなれたアプ
リケーションソフトを利用した研究を支援するためのものである．
CSDB は Web を利用したシステムである．利用者は Web ブラウザを使ってサーバにアクセスすると，まず最初に
認証画面が表示されるので，あらかじめ与えられたユーザ名とパスワードを入力する．するとシステムは，入力
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されたアカウント情報に基づいて，現在利用可能な統計が一覧表示する．管理者として登録されている場合には
管理ページへのリンクも表示される．さらに，利用可能な調査年度と統計表の一覧が表示されるので，適当なも
のを選択し，検索条件を指定すると，検索結果が表示される．必要としているデータであることを確認し，「CSV
形式でダウンロード」というボタンを押すと，データを CSV ファイルとして自分のパソコンに保存することがで
きる．
実際のシステムは以下のようなプログラムで構成されている．Web サーバには Apache を利用している．Apache
は世界で広く使われている定評あるソフトウェアで，その利用に関する情報も豊富である．データベースサーバ
には Oracle を採用している．
CSDB は大量のデータを保持し，検索のリクエストに速やかに対応する必要があるが，
Oracle の性能や実績はこれらの要求に応えるのに十分である．クライアントの要求をデータベースサーバに伝え
たりする部分のプログラムには PHP を用いている．PHP はもともとこのような用途のプログラム開発を効率良く行
うために作られたもので，その扱いやすさ，性能など申し分ないものである．クライアント側には Web ブラウザ
を利用するが，これは Form を扱えるものであればなんでもよい．JavaScript を扱える必要もないし，画像が表示
できなければ利用できないようなシステムでもないので，w3m のようなテキストベースの Web ブラウザでもよい．

・空間データクリアリングハウス
CSIS で構築しているクリアリングハウスは，様々な分野の研究者による利用を想定している．FGDC 方式とは異
なる独自方式を採用しているが，それは，1) 地図データを利用する研究者は広い分野が対象となり，必ずしも地
理学・地図学・GIS などの専門家ではないため，より直感的な検索インタフェースが必要である,2) 研究機関ごと
に特色のあるデータを所有しているため，個々の検索インタフェースがカスタマイズしやすい必要がある，とい
う 2 つの理由による．
FGDC 方式のクリアリングハウスは，検索項目などが GIS や地図データに関するある程度の知識を持った，いわ
ば GIS エキスパートが高度な検索を行えるように設計されている．しかし CSIS クリアリングハウスを利用する研
究者には，社会科学や医学，人類学など，地図とはこれまで直接的な関わりのない多様な分野を専門とする方も
いるため，必ずしも地図データに関する知識をもっているとは限らない．このようなユーザを対象にする場合，
緯度経度による範囲指定や投影法による検索などはあまり利用されないと考えられるので，CSIS クリアリングハ
ウスは地図データに関する知識がなくても検索ができる直感的なインタフェースを目指し，大きく分けて左部分
に日本地図，右部分にキーワード検索のための入力ボックスという構成を持つトップページ設計を行っている．
CSIS クリアリングハウスのシステムはサーバとクライアントで構成される．サーバ側のプログラムは JAVA 言語
で記述されており，Web Server と Servlet エンジンの組み合わせで動作する．推奨する動作環境は，Linux を OS
として利用し，Web Server に Apache，Servlet エンジンに Tomcat を利用するという構成で，すべてのソフトウェ
アがフリーソフトである．管理するメタデータの数にもよるが，1000 件程度のメタデータであれば 10 万円以下ク
ラスの PC で十分運用することができる．また，Windows NT や Windows 2000 上でも，適切な Web Server と Servlet
エンジンを利用すれば，プログラムコードを改変することなくサーバを動作させることができる．クライアント
側は Java2 対応の Web Browser（Microsoft Internet Explorer Ver.5.0 以降や Netscape Navigator Ver. 6.0 以
降など）を利用でき，特にソフトウェア等は必要ない．CSIS で開発したプログラムはすべてオープンソースライ
センスの元に配布するため，インタフェースのカスタマイズも自由に行うことができる．また，メタデータその
ものも XML で記述しているため，独自拡張要素を加えることが可能になっている．

・CSIS 空間メタデータ
空間メタデータとは，各空間データに含まれている内容を簡潔に記述するためのインデックスである．例えば，
空間データの領域や作成時点，属性項目など，空間データの特性を表す項目が空間メタデータとして記述される．
メタデータは，1 つの空間データセットに対して必ず 1 つ作成される．空間データの利用希望者は，空間データ
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クリアリングハウスを通じてメタデータを検索することで，希望する情報を含む空間データが存在するか否か，
存在するとすればその場所はどこか，等の情報を入手することが可能になる．CSIS で収集したデータを研究者間
により広く提供しようとするとき，メタデータがなければデータの所在を他の研究者に伝えることは困難である．
CSIS で収集する空間データの量が増えれば増えるほど，空間データクリアリングハウス・空間メタデータの重要
度はますます高くなると言える．
空間メタデータの記述方法については，国際的な標準化の取り組みが，ISO の専門委員会である TC211（TC:
Technical Committee）によって 1994 年以来進められており，それに同調する形で，国内においても，建設省官
民連帯共同研究「GIS の標準化に関する調査」
（1996‑98 年度）のなかで国内標準に関する検討が進められてきた．
ISO/TC211 においては，おもにクリアリングハウスでの検索に利用できるような，データのカタログ情報としての
メタデータ項目を「適合性レベル 1」とし，より完全にデータの内容を記述するためのメタデータ項目を「適合性
レベル 2」として位置づけている．
CSIS では，上記 ISO/TC211 において定められたもののうち，適合性レベル 1 項目の全てと一部の適合性レベル
2 項目，それに，日本のデータ固有の項目（例えば漢字コードなど）を加えた．ISO 案による空間メタデータ案は，
今後，国際的な標準となる可能性が高く，それに基づいた空間メタデータであれば長期間利用可能であろう．
これら空間メタデータの記述には，CSIS では XML（eXtensible Markup Language）を用いている．XML は，おも
にインターネット上におけるデータ交換のための標準的な記述言語として，近年急速に普及しているものであり，
HTML と同様，タグによって構造化されている．HTML（HyperText Markup Language）との大きな違いは，タグ自体
を自由に定義できるという点であり，どのようなタグを用いるかについては，DTD（Document Type Definition）
と呼ばれるファイルで定義を行う（図 4‑6）．XML ファイルはテキスト形式であり，今後，メタデータの仕様が変
更されたときにも容易に対応できること，テキスト形式であるため，書き換えが容易であること，などの利点を
有する．

・GIS 学術情報ポータルサイト GISSchool
GISSchool は ，「 学 校 メ タ フ ァ 」 を 使 っ た 学 術 向 け GIS ポ ー タ ル サ イ ト で あ る ．
http://GISschool.csis.u‑tokyo.ac.jp からアクセスできる．CSIS が提供している各種空間データ基盤のサービ
スを補完する目的で作られたサービスであり，あらゆる情報交換の「場」として機能することを目指している．
ポータル（Portal）とは「入口」を意味し，ポータルサイトとは，何らかの情報にアクセスしたいときに最初に
訪れる Web ページを意味する．ポータルサイトとして，Yahoo!などがあるのはご存じかと思う．そして，学術向
け GIS ポータルサイトとは，GIS の学術情報に関するコンテンツを得たいときに最初に訪れる Web ページであり，
我々はそのような Web ページになるようなサービスを検討している．我々自身が有益なコンテンツを作って，GIS
関係者に提供するという枠組みでは，人的資源，組織，予算等によりその運営が左右され，一時的には良い成果
が上げられてもそれが続くような将来性を見据えたスケーラビリティ（Scalability）のある体系ではないと考え
ている．そこで，我々のポータルサイトは，ほぼ無人で運営されるサイトであり，そのコンテンツは，一般投稿
者による投稿を促すというものである．ただ単に投稿できるというものではなく，閲覧が多いコンテンツは優良
コンテンツと自動的に見なし，コンテンツのランキングを行い，それを Web ページのレイアウトに反映するとい
う機構を取り入れることにより，コンテンツの提供をダイナミックなものとしているのが特徴である．
また，我々のポータルサイトは，GIS 教育の助けになるようなサイトになることを想定して設計した．一般に，
GIS 従事者は，GIS の基礎をなかなか身に付けにくいものである．インターネットを通して，GIS を学びたい人々
と GIS を教えることができる人々とがバーチャルな場でリアルな交流ができると，実質的な GIS コミュニティの
拡大および底上げになると考えている．このような GIS コミュニティの育成のための理想的なバーチャルな場の
提供を GISSchool は目指している．
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研究成果
以上のように，本研究では「空間データ共有システム」，「統計データベースシステム」，「空間データクリアリ
ングハウス」，
「GIS 学術情報ポータルサイト GISSchool」の 4 つのサブシステムから成り立つ空間データ基盤シス
テムの開発を行った．これらのシステムは，研究プロジェクトの全期間を通じて運用しており，主に CSIS におけ
る「研究用空間データ利用を伴う共同研究」において大いに活用されている．
この共同研究を開始するためには，(1)申請書類の提出，(2)CSIS 教官による審議，(3)共同研究員として承認，
という手続きが必要であり，データの不正利用を防止するために，承認されたそれぞれの共同研究員が，利用許
可を受けた空間データのみをダウンロードして利用できる仕組みになっている.申請資格は，国内外の大学や研究
機関に所属している研究者の方であり，原則として年度毎に申請・承認を行っている．共同研究のテーマは基本
的に自由であるが，CSIS の教官の中から少なくとも 1 人が共同研究に参加することが条件であるため，各教官の
主な研究テーマについても紹介し，適任の教官を選ぶことができるようになっている．これら共同研究の仕組み
や申請手続きについては,共同研究のホームページに詳細な説明があり,このサイトから申請書類（申請書・誓約
書）をダウンロードすることもできる．
2001 年度までに行われてきた共同研究の一覧を以下に示す．実にさまざまな分野で空間データ基盤が活用され
ていることがわかる．

1

GIS による商店街ポイントカードデータを用いた商圏分析

2

低環境負荷型都市デザインの効果に関する研究

3

社会経済属性の構造変化を考慮した交通需要分析

4

標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に関する研究開発

5

「都市システム」共同研究プロジェクト

6

行動地理学の視点からみた医療施設のネットワークに関する建築計画的研究

7

都市空間解析のための空間情報データ基盤整備

8

交通システム研究のための空間情報データ基盤整備

9

都市交通と土地利用・住宅環境との関係に関する研究

10

GIS を活用した公共図書館の利用圏及びネットワークに関する研究

11

人文地理学における地理的可視化の研究

12

リアルタイム・ミクロエリア・マーケティング支援システム開発の基礎的研究

13

通勤交通を対象とした運輸部門の二酸化炭素排出削減に関する研究

14

空間情報処理技術を用いた「地域安全情報システム」の構築のための研究開発

15

商業集積地における店舗分布変化の分析

16

地図インタフェースを用いたネットワーク上の空間情報検索システム

17

人文社会科学における空間情報科学（考古学 GIS）

18

土砂流出の規程要因の研究

19

中山間地域における社会空間情報データベース構築に関する研究

20

空間問い合わせの高速処理に関する研究

21

建物名称と地区イメージに関する研究

22

XML 問合せ処理系の G‑XML データへの適用に関する研究

23

GIS を利用した旧版地形図からのメッシュ人口推定

24

アニメーション産業の集積プロセスの解明

25

下総台地北西部における湧水の水質分布とその成因
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26

地理情報システム（GIS）を用いた地域人口動態の規定要因に関する研究

27

仮想空間への実世界情報の投影

研究者コミュニティ

ダウンロード

各種情報提供

サービス

サービス

2) 空間データ統合手法の
開発と提供

3) ネットワーク
コミュニティスペース

1) 空間データ交換システム

Shape 変換

各種空間データ
国勢調査小地域統計
事業所統計調査小地域統計
空間データに関する各種情報

国勢調査メッシュ
事業所統計メッシュ

クリアリングハウス

数値地図

電子掲示板

国土数値情報

空間データハンドリングツール

細密数値情報

考

察
「空間データ基盤システム」は現時点で完成品であるわけではなく，今後，多くの研究者の方々に使っていた

だく過程においてさらに進化，発展してゆく性質のものである．そこでここでは，本システムの今後の課題につ
いて，簡単にまとめることにより，さらなる発展への方向付けを考えたい．
第 1 に，システム全体の自動化による，手作業の省力化が挙げられる．データ提供機関へのデータ利用申請手
続き，空間データや利用者リストの更新・管理，メタデータの整備など，現在，センタースタッフが手作業で行
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っている業務は多い．これらの作業は，システム維持に不可欠なものであり，かつ，システムが利用されればさ
れるほど，作業量もそれに比例して増える性質のものである．従って，今後さらにシステムを拡充するには，こ
れらの自動化は欠かすことができない．例えば，データ提供機関へのデータ利用申請について言えば，申請自体
の自動化やそれに付随して認証手続きの状態確認など，データ流通以外のタスク管理を行う機能を拡張していく
必要がある．また，空間データの更新は，単に新しいデータを付加していくだけではなく，データの更新履歴の
管理など，それに伴って新たな作業が発生する．特に，空間データは自治体単位で管理されていることが多く，
市町村合併や住居表示実施などによる管理単位の変更に対応することが必要となる．
第 2 に，ユーザインタフェースの改良が挙げられる．空間データ基盤システムが広く利用されるには，使い勝
手の良いユーザインタフェースが必要であることは言うまでもない．各サブシステム間の連携強化，GIS 初心者で
も理解できるような分かり易いインタフェースの開発，シソーラス辞書の整備による検索効率の向上などが今後
重要となる．
第 3 に，システムの広範な周知がある．空間データ基盤システムは，研究者の研究を手助けするという目的で
開発されたものであり，その意図を達するには多くの方々にその存在を知り，その有効性を認めていただく必要
がある．本報告書のような出版物，ワークショップやシンポジウムでの発表，GISSchool を含むインターネット上
での情報提供などを通じ，今後さらにシステムの広報活動を進めていかなければならない．
さらに，今後のシステムのあり方についての議論も，システムの改良と並行して行うべきであろう．今後，イ
ンターネットの通信速度が向上すれば，国土数値情報のダウンロードサービスの例に見られるような空間データ
のネットワーク配信が,さまざまなデータ提供機関で開始され,空間データの流通が一層促進されることが予想さ
れる.そのような状況では,これまでのように既存のデータを集約するような仕組みだけでは,CSIS における空間
データ共有システムの存在意義が薄くなるだろう．一つの方向性としては,研究者コミュニティのなかで作成され
た独自の空間データや,アナログ状態のまま埋もれてしまっているデータを発掘し，提供するというものがあるが，
さらに他の可能性も含め，今後，検討を進めていかなければならない.
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2. 標準空間情報とデータ交換技術に関する研究開発
2.1. 標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に関する研究開発

2.1.2. 空間データ表現及び交換技術に関する研究開発

株式会社パスコ
竹内

要

治男、島村 秀樹、廣田 和夫、尾野

久二、児島

利治、平野

由佳

約
異種情報分野の研究者相互のデータ共有環境を開発するために分散する異種空間データを統一的に利用するた

めの標準化多次元化を研究し，データの相互交換手法の開発と実現のために，空間データ交換システムの開発を
行った．このシステムでは「空間データの投影法やフォーマット等のデータ変換が可能な汎用的な仕組みをもつ
空間データ交換機能」，「利用者認証機能」，「版権保護」，「データの範囲指定ダウンロード機能」，「XML ベ
ースの空間データ変換機能」，「SVG データ配信機能」，「品質評価指標作成機能」の８つの機能についての研究
と開発を行った．
「空間データの投影法やフォーマット等のデータ変換が可能な汎用的な仕組みをもつ空間データ交換システ
ム」では，開発した空間データの構造及び管理機能をベースに，空間データの投影法やフォーマット等のデータ
変換を行うことのできる汎用的な仕組みをもつ空間データ交換システムを開発した．
「利用者認証機能」では，イントラネット上での利用を想定した，アクセス権管理，パスワードの暗号化方法
等を含めた利用者認証について研究することとした．
「版権保護」では，ダウンロードされた空間データ，すなわち，画像データとベクトル型データのそれぞれの
版権保護について検討した．
「データの範囲指定ダウンロード機能」は，WEB GISを用いて，シームレスな空間データから必要な範囲のデー
タのみを切り出してダウンロードする機能である．
「XML ベースの空間データ変換機能」は，Shape ファイルより，XML ベースの G-XML， GML，SVG, X3D へのフ
ォーマット変換をサポートする機能である．
「SVG データ配信機能」は，Shape ファイルを OGC 準拠の WKT (Well Known Text)に変換し，オープンソース
の ORDBMS と PostgreSQL とその GIS 拡張機能 PostGIS を用いて，SVG インスタンス及び属性 XML を WEB 配信し，
ブラウザで SVGViewer により地図の検索・表示する機能である．
「品質評価指標作成機能」は，ベクトルデータの図郭接合時のズレやレイヤの重ね合わせ時の図形のはみ出し
等に関するデータの品質評価指標作成機能である．

目

的
異なる情報分野の研究者が互いにデータを共有できる環境を開発するために，分散する異種空間データを統一

的に利用するための標準化多次元化を研究し，データの相互交換手法の開発と実現するために，空間データ交換
システムの開発を行う．研究課題を以下に挙げる．
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課題１

多様な空間データを体系的に管理及び空間データ変換機能

課題２

インターネット関連技術への対応

本研究では，上記の研究課題に応じて，「空間データの投影法やフォーマット等のデータ変換が可能な汎用的
な仕組みをもつ空間データ交換機能」，「利用者認証機能」，「版権保護」，「データの範囲指定ダウンロード
機能」，「XML ベースの空間データ変換機能」，「SVG データ配信機能」，「品質評価指標作成機能」についての
研究と開発を行った．

研究方法

・

空間データの投影法やフォーマット等のデータ変換が可能な汎用的な仕組みをもつ空間データ交換機能
フォーマット変換や座標投影法変換機能を拡充することとした．具体的には，Shape ファイルから他フォーマ

ットへの変換機能を開発した，投影法変換に関しては WGS84 と日本測地系，緯度・経度と正距円錐図法，公共座
標系，UTM の投影法変換機能について整理を行った．
WGS84 と日本測地系は，研究開発期間中に，測量法が改正され，WGS84 に日本の測地系が移行するため，是非と
も変換機能が必要になり，変換用のパラメータとアルゴリズムについて整理した．

・

利用者認証機能
イントラネット上で利用を想定した．これに伴う，アクセス権管理，パスワードの暗号化方法等を含めた利用

者認証について研究することとした．具体的には，WEB での認証方法，認証局の利用，データ交換システムでのア
クセス権管理方法，認証技術の最新動向についての研究・開発を行った．

・

版権保護
ダウンロードされた空間データの版権保護について検討することとした．具体的には，画像データの版権保護

方法の検討，Shapeファイルにテキスト文字コード等を刷り込むベクトル型地図データ用電子透かし技術の開発を
行った．

・

データの範囲指定ダウンロード機能
WEB GISを用いて，シームレスな空間データから必要な範囲のデータのみを切り出してダウンロードする機能を

開発することとした．具体的にはファイル単位のダウンロードシステム及びWEB GISからの範囲指定ダウンロード
システムを開発した．

・

XMLベースの空間データ変換機能
G-XML，GML，X3D，SVG のフォーマット変換の開発をすることにとした．具体的には，Shape ファイルと GML と

の双方向変換，Shape ファイルから RW-GXML，SVG 及び X3D への片方向変換機能を開発した．

・

SVG データ配信機能
Shape ファイルを OpenGIS コンソーシアムの制定した WKT (Well Known Text)形式に変換し，オープンソース

の ORDBMS である PostgreSQL とその GIS 拡張機能である PostGIS を用いて，これを PostgreSQL 側に取り込む.
PHP スクリプトで，ユーザのリクエストを処理し,検索結果を SVG インスタンス及び属性 XML に変換する.これら
を WEB 配信し，ブラウザで SVGViewer により地図の検索・表示するシステムを開発した．
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・

品質評価指標作成機能
ベクトルデータの図郭接合時のズレやレイヤの重ね合わせ時の図形のはみ出し等に関するデータの品質評価指

標作成機能を開発することとした．

研究成果
以上のように，本研究では「空間データの投影法やフォーマット等のデータ変換が可能な汎用的な仕組みをも
つ空間データ交換機能」，「利用者認証機能」，「版権保護」，「データの範囲指定ダウンロード機能」，「XML
ベースの空間データ変換機能」，「SVGデータ配信機能」，「品質評価指標作成機能」についての研究・開発を行
った．

「空間データの投影法やフォーマット等のデータ変換が可能な汎用的な仕組みをもつ空間データ交換機能」は，
クライアント（ブラウザ）,Web サーバおよび空間データベースより構成される３層システムである.これら３つ
の層の間は,ファイアウォールで仕切られ,セキュリティが保たれている.
空間データ交換機能は,具体的には,以下の機能を持っている.

①

サーバ機能
データ交換システムのうちサーバ側では以下の機能を実現した.
a.

ユーザ管理
・ユーザ情報
・ユーザグループの設定
・ユーザの検索・ソート
・アクセス権の管理

b.

データ管理
・データの登録・削除
・カタログ情報管理（メタデータを含む）
・データ変換によって作成されたカタログ情報の自動生成機能
・クライアントのリクエストに基づき,カタログ情報を収集してメタデータを自動作成する機能
・行政界図での GIS データの所在位置表示機能

c.

フォーマット変換
・フォーマット変換
・圧縮ファイルの作成

d.

投影法・座標系変換
・（変換元・変換先の）投影法情報登録・管理
・投影法変換
・圧縮ファイルの作成

e.

データ変換加工
・空間集計単位変更機能（ポリゴン／メッシュ）
・ゴムシート処理機能（GIS アプリケーションの機能を使用）
・アドレスマッチング機能（同上）

f.

ライブラリサービス
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・GIS 関連の各種ツールの提供サービス機能
g.

関連サイトサービス
・GIS 関連各種サイトのＵＲＬ情報等の提供サービス機能

h.

その他
・環境設定

・行政界図管理
・ヘルプ

②

クライアント機能

データ交換システムのクライアントでは,以下の機能を実現した.
a.

ユーザ登録
・ユーザ名，連絡先，パスワード，アクセス権限等の登録
・アクセス権変更申請

b.

メタデータサービス
・ISO/TC211 適合性レベル１のメタデータの検索・表示
・メタデータの XML ファイルの作成・表示

c.

カタログサービス
・カタログ情報（適合性レベル２）検索
・カタログ情報の表示
・検索されたデータファイルのダウンロード

d.

ファイル検索サービス
・データの管理体系に基づくファイルの検索およびダウンロード

e.

フォーマット変換サービス

・変換元ファイルを検索し，変換先のフォーマット情報を設定して，返還要求をサーバに送信する機能
・フォーマット変換作業が終了した時点でサーバからメールで通知を受信する機能
f.

投影法変換サービス

・変換元カバレッジファイルを検索し，変換先投影法の投影法情報を設定後，変換要求をサーバに送信
する機能
・投影法変換作業の終了時点で，サーバからメールで通知を受信する機能
g.

ライブラリサービス
・サーバに登録されている各種ツールのダウンロードサービス機能

h.

関連サイトサービス
・他のクリアリングハウス，関連サイトにジャンプするためのＵＲＬ情報の表示

i.

WEB GIS サービス

・別途開発した WebGIS を活用し，ＧＩＳアプリケーションを保有しないユーザに地図・属性情報の提供
と解析機能を提供する簡易ＧＩＳ機能

これらの機能により，下記に列挙した事項が可能になった．

①

各種空間データは，調査日時，地域範囲，データの管理単位（図郭等），地図投影法，フォーマット
種別等の情報もっている．これらのデータの情報を適切に管理し，また新たに作成された空間データ
に関するメタデータの自動作成を可能にする方法を研究開発した．空間データサーバでは，階層構造
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（体系）でデータの管理を行う方針とした．メタデータに関しては ISO/TC211で検討されているもの
を使用した．
②

フォーマット変換や地図投影法変換を行なうソフトウェアは各種開発されている．従って，本空間デ
ータサーバでは，それらのデータ変換ソフトを必要に応じて取り込んで，空間データを変換する仕組
みを開発した．

③

フォーマット変換ではフォーマットの数だけの組み合せが存在するが，全ての組み合せに対して１：
１対応で変換プログラムや変換処理のインターフェイスを開発することは非効率である．このため，
実際には基軸になるフォーマットを定めておき，この基軸フォーマットを介して各種フォーマット変
換を行なわせるようにした．

④

データ変換処理は短時間で済むとは限らないため，オンデマンド方式ではタイムアウトになる場合が
有り得る．そこで，サーバ側で変換処理終了すると自動的にメールでクライアントに通知するような
仕組みを開発した．サーバ側では変換されたデータをダウンロード用に圧縮ファイル（ZIP や LZH）
を作成した．

⑤

空間データ変換システムのクライアントは，WEBブラウザを使用し，カタログ情報検索，ファイル検索
の何れからでもデータをダウンロードできるようにした．

「利用者認証機能」は，上記の「空間データの投影法やフォーマット等のデータ変換が可能な汎用的な仕組み
をもつ空間データ交換機能」上で実現した．実装した機能は，「ユーザ管理」（パスワードによるユーザ認証・
ユーザグループ単位のアクセス権設定）及び「データのセキュリティ管理」（データごとのユーザ及びグループ
ごとのアクセスレベルの設定）である．

「版権保護」は，画像については，ウェーブレット変換を利用した既存のソフト，SysCop（サンモアテック社）
の Windows 版を使用した．透かしの埋め込まれた地図画像に対して，画像加工を試みて埋め込み手法の耐性（ア
フィン変換・部分コピー・平滑化）を調べ，透かしの有効性を検証した．
ベクトル型データについては，Shape ファイルへのポイント，ライン，ポリゴンのデータタイプ別に対応して，
文字を埋め込む電子透かし技術を研究開発した．耐性についても，アフィン変換と地図投影変換について調べた.
ポイントへの透かしの埋め込み方法は,XY 座標の最下位ビットのいずれかに埋め込む手法を用いた.埋め込み情
報は,鍵情報としてデコード時に使用する.
ラインとポリゴンへの透かしの埋め込み方法は，以下の手順に従う．

①

埋め込み回数を指定する.

②

文字のビット数は任意の英数文字を選択して,独自に開発したコードテーブルに合わして６ビットで表
現する.

③

ラインとポリゴンを構成する任意のラインを選択し,選択されたラインのノード間を１０個の等分割に
し,各区間の点の数より,０と偶数であれば０,奇数であれば１とする２進数で表現する.

④

この６ビットの文字情報と文字列上の位置を含む１０ビットの情報を暗号化する．

⑤

暗号化された10ビットの情報を各区間の元のビット値と比較して,ビット値の偶奇数が埋め込む情報の
ビット値に合うように,異なれば,各区間にポイントを新たに追加する.

⑥

②から④までの手順を指定回数分行う．

⑦

指定回数に達すれば,処理を終了する.

ラインとポリゴンに埋め込まれた透かしのデコード方法は, 以下の手順に従う．
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①

ラインまたはポリゴンを読み込み,検索個数を設定する．

②

これらを構成するノード間のラインを 10 等分する.

③

区分ごとの,ポイント数の偶奇数により,上記のビット値を求めて，最終的に 10 ビットの値を得る．

④

上で求めた値を鍵情報によって,復号化し,得られた文字コードと文字列の位置をカウントしていく.

⑤

指定した検索個数に達するまで,②から④を繰り返す.

⑥

指定した検索個数に達すれば, ラインまたはポリゴンの読み込みをやめ,複数回以上出現した抽出され
た文字を文字列の順番ごとに,出現回数多いもの順に並べて,埋め込まれた文字を抽出する.

「データの範囲指定ダウンロード機能」は，統合的な WebGIS 構築が可能で，ベクトル地図データのダウンロ
ードが可能な ESRI 社の ArcIMS を用いたデータの範囲指定ダウンロード機能を開発した．ArcIMS を使用するこ
とで，従来の VB + MO によるシステムと比較して迅速かつ容易にシステムを構築できた．

「XML ベースの空間データ変換機能」は，Shape ファイルより RW-GXML（G-XML 1.0）， GML，SVG 及び X3D に
変換する機能を開発した．Shape→RW-GXML 及び Shape→GML 変換については，Visual Basic + ESRI 社 MapObjects
を利用したが，その他は

shape ファイルを処理するライブラリである shapelib 及びポリゴンのオーバレイ解

析及び三角形分割のできるライブラリである GPC(General Polygon Clipper Library)などのオープンソースのソ
フトを利用することで,マルチプラットホームで利用できる汎用性を目指した．GML は開発時点で公開されている
最新バージョン 2.0 を採用して，Shape ファイルとの双方向変換を実現した. SVG のバージョンは開発中にリリ
ースされたバージョン 1.0 を採用した. X3D は任意の数値型属性値を Z 値として，ポイントは３次元座標を原点
に持つ球(sphere)に，ラインはノードやバーテックスに Z 値を与えた３D のラインに変換し，ポリゴンはもとの
２次元図形を Z 値の値分押し出して多面体にした．ポリゴンは X3D の仕様に対応するため，一旦，ポリゴンを三
角形分割して３D 化した．表示のチェックは X3D を VRML に変換して行った.

「SVG データ配信機能」は，上記の Shape ファイルより GML 及び SVG に変換機能を拡張し,クライエント-サ
ーバ環境で,データ変換を行い,結果を SVG ビューアで表示できるようにした.開発に必要なほとんどすべてのプ
ログラムを，オープンソースのソフトウェアで作成した．Linux 上の ORDBMS の PostgreSQL と PostgreSQL の
GIS 拡張機能である PostGIS で空間データベースを実現し，サーバサイドのスクリプトには，PostgreSQL での利
用例の多い，PHP を採用した. 以上のソフトにより構築されたサーバ側は安定して動作した.クライアント側では，
Windows 上の IE5.5 に, Adobe 社の SVG ビューアープラグイン 3.0 を実装した． IE 上の JavaScript と SVG
DOM を利用して，レイヤのロード・地図の拡大・縮小・移動・レイヤの表示設定・ラベル表示・影の表示・グラ
デーションによるレンダリング・アニメーションなどの SVG の特長を生かしたダイナミックな表示を実現した．
また, SVG のアフィン変換機能を用いて,航空写真画像とベクトル図形の重ね合わせも行えるようにした. 航空写
真画像はデータベースの外部に置いて,データベースのテーブルに,空間インデックス用の矩形情報,画像ファイ
ルのパス名,アフィン変換用パラメータ等を格納した.

「品質評価指標作成機能」では,図郭線除去，名称の対応チェックと修正及びポリゴン数のチェックと修正，二つ
の領域分割図における隣接グラフの作成，二つの領域分割図の対応する境界線の質的同一性の評価，及び対応す
る境界線の空間的位置ずれ等に関する研究を行った.以上の品質評価方法に基づいて品質評価システムを開発し
た．品質評価システムは, ARC/INFO のマクロ言語（AML）及びC言語で開発され, WindowsNT 及び Unix マシン
（SunOS）で動作する. 品質評価システムでは,テスト用データには,数値地図2500町丁目界データと CMS（センサ
ス・マッピング・システムデータ）を使用した.これらのデータのソースは同じ都市計画図のラインであるが,作
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成目的によって,微妙に異なったものになっている.

研究開発対象

アクセス権の管理方法

利用者認証
機能

パスワードの暗号化方法
WEB GIS

データの範囲指定ダウンロード機能

データ交換システム
への組み込み

版権保護方法
フォーマット変換機能の拡張
座標投影法変換機能の拡張

品質評価
指標

データ変換
機能

図面接合に関する品質評価機能

品質評価指標

図形間の品質評価機能

メタデータ

計算機能

その他の品質評価機能

図 1. 平成９～１２年度の研究開発概要

Shape
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図形データ
属性データ

図形データ
属性データ

図形データ
Z軸データ

変換
機能

変換
機能

変換方法
の検討

領域分割図の境界線に
関する品質評価指標

WKT
形式
XML
形式

GML

RDBMS

変換機能

MAP

WEB

サーバ

サーバ

Shape → GML → RDBMS
Shape → WKT → RDBMS
で省略した。

SVG
図形データ
XML
属性データ
の経路もあるが、
の経路と重複するの

ファイル

Ｘ３Ｄ
ファイル

領域分割図の境界線に
関する品質評価システム

図 2. 平成１３年度の研究開発概要
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考

察
以下に，各研究項目の実用性の考察を述べる．

「空間データの投影法やフォーマット等のデータ変換が可能な汎用的な仕組みをもつ空間データ交換機能」は，
以下の２点がある.

① 空間データの管理構造を開発したことにより，種類・地図投影法・フォーマット・ファイルの圧縮形式等が
異なる多様な空間データの統一的な管理を可能にすることができた．また，このような汎用的な管理体系を
開発したことにより，クライアントからのデータ変換要求に基づいて作成されたデータを自動的にこの体系
に格納することが可能になった．

② 開発した空間データ変換システムでは，メタデータの検索機能を主とする従来のクリアリングハウスに留ま
らず，地図投影法の変換やフォーマット変換もクライアント（ブラウザ）からの命令で実行可能になった．
さらに，クライアントからの命令で変換・作成されたデータの管理情報も自動的に作成され，メタデータ検
索に使用されるなど管理の容易なシステムを実現することができた．フォーマット変換や投影法変換機能に
ついては独自開発ではなく，既存ツールを組み込むことでデータ変換機能を実現しているが，これらのツー
ルの調査や不具合等により，変換可能なフォーマットや投影法が制限されることとなった．

「利用者認証機能」は，WindowsNT と同様な手法を導入することにより,インターネットを介した利用で，パス
ワード暗号化などを利用して，セキュリティ機能を強化する必要がある.

「版権保護」では，画像については，画像の平滑化を行うと，画像にモアレのような出てしまい，透かしの存
在がユーザに分かってしまうが，このモアレの除去が困難であるため，地図画像の版権は保護されると考えられ
る．研究開発したベクトル型地図データ用電子透かし埋め込み技術のうち, ポイントへの埋め込み方法は,鍵情報
の管理に問題があって実用的ではないと考えられる.
ラインまたはポリゴンへの埋め込み方法は,当初の目的をほぼ達成できた.しかしながら，この手法の耐性は,ア
フィン変換については問題がないが,地図投影変換に対応しておらず,実用的には問題が残る.この技術の課題を
以下に示す.

①

地図投影変換への対応.

②

データ加工への耐性の強化.

③

データエンコードアルゴリズムの改善.

④

鍵情報作成の改善.

「データの範囲指定ダウンロード機能」は，現状ではシステムが規定する図形による範囲指定のみに対応して
おり，任意の図形による範囲指定に対応する必要がある.

「XML ベースの空間データ変換機能」で，最大の問題点は，開発中に,今回開発対象となったすべての XML ベ
ース空間データ仕様のバージョンが上がり,以前に作成したプログラムの実用性が薄れ，これらのプログラムのア
ップデートが必要になったことである.このアップデートを効率的におこなうような,プログラムのデザインの改
良が今後必要である.今回対象となった形式は XML ベースであるため，コアの部分は共通したものが利用できる
と考えられる． G-XML は，次期リリースの GML3.0 に仕様が吸収されるので,データ変換は GML コンバータのみ
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で対応可能である. X3D については，今回は使用しなかったが，DEM を使って，この DEM 上に載る形にして, ３
D オブジェクトの Z 値を修正して，実際の景観に近似した変換を行う必要があると考えられる．

「SVG データ配信機能」は，サーバより出力された SVG インスタンスに gzip 圧縮を施しても，なおデータサ
イズが大きいという問題があった.これらの解決策及び今後の課題を以下に示す.

①

地図データの表示範囲を小さくする.

②

座標にオフセット値を導入して,送信データを軽量化する.

③

表示縮尺に応じた LOD(Level Of Detail) の設定をして送信データを軽量化する.

④

地図データ総描技術を導入して，送信データを軽量化する.

⑤

背景になる地図データを,ベクトル－ラスター変換して,ラスター画像として,ベクトルデータと合成する.

⑥

ビューアの操作性の改善.特に，ズーム及びパンの操作性の改善.

⑦

アニメーション機能の効果的な使用法の開発．

⑧

ユーザによるロケーショナル情報の付加機能の追加．

①については, 例えば，2,500分の１の精度であれば，1平方キロメートルが適当であると考えられる．
②については,空間検索に工夫が必要になる.
③については,予め,表示スケールを設定する必要がある.
④については，これを利用したハイブリッドな配信システムを作成するのが,実用的であると考えられる.
⑤については,さまざまな手法が提案されているため調査・整理する必要がある.
⑥については，ビューアのカスタムメニュー内のズーム機能が JavaScript の操作が難しいので, カスタムメニ
ュー内のズーム機能を使わない工夫を考える必要がある.
⑦のアニメーション機能の利用は,多用すると,クライアント側の負担が増すので,クライアント側に負担をかけ
ない効果的な手法を考える必要がある.

「品質評価指標作成機能」は,空間データ作成プログラムに実装して,今回テスト対象にしたデータに加えて,さ
まざまなケースのデータを対象にして，実用性を検証する必要がある.
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2. 標準空間情報とデータ交換技術に関する研究開発
2.1. 標準空間情報の整備及び異種データベース間のデータ交換手法に関する研究開発

2.1.3. 分散データベースの流通技術に関する研究

(株)NTTデータ
岩城

要

修、和田 泰之、中村 祥一、岩根

和巳、塚本

英明、松浦

良樹

約
本研究では，ネットワーク上に点在する空間データを有効活用するため，空間データのカタログ的な情報（メ
タデータ）を基に，利用者が要求する空間データが容易に探し出せるよう，以下の項目に取り組んだ．
①

空間データ交換システムの開発
本システムでは，空間検索（地図を用いた範囲指定による検索）
，住所検索（住所を用いた検索）により，
空間データの検索を行うことができる．また，検索の結果見つかった空間データを利用者のコンピュータ
にダウンロードすることが可能である．

②

メタデータ入力・作成支援ツールの開発
本ツールでは，新規にメタデータを作成する際，煩雑なメタデータ作成作業を軽減するため，メタデー
タを規定する XML(eXtensible Markup Language)の DTD(Document Type Definition)に合わせて GUI を自
動構築し，入力項目に対して機械的なチェックをかけることで，入力エラーを低減する．さらに，メタデ
ータ記入者毎の表記の揺らぎを低減するため，記述項目のテンプレートなどを利用できる．これら支援機
能はその内容を個別ユーザ毎にカスタマイズ可能であり，利用環境固有の運用ルールなどを反映させるこ
とができる．
また，既存のメタデータに相当する情報を XML 形式のメタデータへと自動的に変換するツールを，個別
のケース（国土地理院数値地図データと国土庁国土数値情報を対象）に応じて作成した．

③

製品仕様書作成手順の提案
空間データの品質を，
「製品仕様書によって規定される理想的なデータセットと実際のデータセットと
の差異」と定義し，用途に応じて空間データの良し悪しを評価する世界的な標準化が進んでいる．ここで
品質評価の基準となる空間データの製品仕様書の作成手順を提案した．また，実際に提案した手順に従い，
製品仕様書を作成し，既存空間データの評価を行った．

④

製品仕様書作成支援ツールの開発
本ツールでは，予め既存空間データのメタデータに品質情報を付与し，その情報を基に，空間データ利
用者からの要求条件に対する既存空間データの満足度を評価・選択し，製品仕様書の作成を行うことがで
きる．また，作成した製品仕様書に適合する空間データを選択することができる．

⑤

XML ベースの空間データ流通環境の構築
国土地理院発行の数値地図 2500(東京 1～7)を，RW-GXML 形式に変換したファイルを，インターネット上
R を利用）．
に配信することができる環境を構築した（弊社製品である，MapRequestBroker○
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目

的
近年，空間データを利用したサービスの増加に伴い，多様な空間データが必要とされてきている．それを
受け，データインフラとして空間データ整備の重要性が叫ばれるようになってきた．しかし，空間データの
管理法が確立されておらず，既存の空間データに関する情報を取得することが困難であるといった問題があ
る．そのため，適当な空間データ，類似の空間データが存在しながら同様なものを作成してしまうという二
重投資がなされているのが現状であり，空間データが有効に流通・活用されているとは言い難い状況である．
そこで，ネットワーク上に点在する空間データをデータインフラとして有効利用するためには，利用者が要
求する空間データがどこに存在するのかを的確かつ容易に探し出すことができる仕組み（空間データ検索サ
ービス）が必要となる．この検索サービスを実現する技術が，クリアリングハウスである．クリアリングハ
ウスでは，一般的には空間データそのものを保持せず，メタデータのみを管理する．このメタデータは様々
な機関での相互利用が可能であることが望ましく，現在国際的な規模でメタデータの標準化作業が進められ
ている．
しかし，標準は実装が伴ってこそ意味があり，実運用上の様々な条件を考慮した上で，どのような実装上
の問題があるのか，それをどのように解決できるのか検証することが重要である．
そこで本研究では，空間データの交換・流通におけるメタデータの重要性に着目し，平成 9 年度からの 3
年間（第一期）において，メタデータの作成・管理，及びインターネット上に点在する空間データの検索，
さらにそのデータを転送，変換する仕組み「空間データ交換システム」を東京大学空間情報科学研究センタ
ー（以下 CSIS）に構築し，またそのシステムの実運用上の問題点を明らかにすることを目的とした．
平成 12 年度からの 2 年間（第二期）においては，第一期で取り組んだ研究成果を基に，さらに空間情報科学
に従事する研究者のニーズに対応したシステムの構築を行うことを目的とした．

研究方法
①

空間データ交換システムの開発

空間データの検索を実現するには，一般にメタデータを用意し，そのメタデータを検索の対象とする手法が
取られる．クリアリングハウスはメタデータをデータベースに格納し，メタデータの各項目に関する検索サー
ビスを提供する仕組みである．本研究ではメタデータの検索及び検索結果から空間データの入手に至る連係を
実現するシステムを構築するため以下の手順により研究を進めた．
a)

分析
研究者ニーズを把握するため，空間データを利用する機関における研究活動を現状分析し，今後の活

動に向けた課題及びニーズについて調査を行った．次に対象となる空間データを把握するため，既存空
間データのリストアップを行い，空間データの調達方法及び公開にあたっての問題点を抽出した．その
後，空間データの交換技術について，空間データ交換技術の体系整理及び主要な要素技術，及び現存空
間データのリストに基づいた交換技術について要点の分析・整理を行った．
最後に，研究機関において利用される空間データの利用用途，システムに必要とされる機能等，空間
データ交換システムに対する要求条件の整理を行った．

b)

設計
上記分析結果に基づき，空間データ交換システムの設計を行った．具体的には，XML 技術による空間
データ相互運用性，空間データの検索方法及びインタフェース等について検討，設計を行った．

c)

構築，機能拡張
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実際に検索クライアント，検索エンジン，メタデータ格納データベースの三層構造を成すクリアリン
グハウスを構築した．検索クライアントは，メタデータの属性毎に検索語を指定できる属性検索，地図
上で空間データの存在する範囲を指定できる空間検索，住所から範囲を指定できる住所検索などの検索
インタフェースを提供する．また，幅広いプラットフォームで利用できるよう，検索クライアントは
Java アプレットとして実装した．検索エンジンは WWW サーバとして実装されており，クライアントか
らの検索要求をデータベースの検索言語である SQL に変換し，メタデータデータベースにアクセスする．
メタデータデータベースは通常の RDBMS を使用した．また，簡易空間データダウンロード機能の拡張を
行った．

②

メタデータ入力・作成支援ツールの開発
実際にクリアリングハウスを運用する上では，空間データのメタデータが必要となる．しかし，メタデー
タを容易に作成することのできる環境が未整備である．本ツールはこの問題を解決するために作成されたも
のである．
本ツールでは，メタデータ入力・作成支援ツールの開発に際し，大きく二つのアプローチを取った．一つは

既存のメタデータ情報をクリアリングハウスで利用できる形式に変換するもの，もう一つはツールによるメタ
データ作成作業の半自動化である．
変換のアプローチにおいては，国土地理院数値地図などに既に用意されているメタデータ（に相当する情報，
必ずしも標準案に準拠していない場合が多い）を XML 形式のメタデータへと自動的に変換するツールを作成し
た．
メタデータが存在せず，新規にメタデータを作成支援するアプローチにおいては，煩雑なメタデータ作成作
業を軽減するため，メタデータ作成支援ツールを開発した．本ツールでは，メタデータを規定する XML DTD に
合わせて GUI を自動構築することで，将来メタデータの形式が変更になった場合にも，DTD を変更することで
対応できるよう柔軟性を持たせることとした．
以上のような高いカスタマイズ性に加え，記述項目テンプレートの利用，キーワードの自動抽出，エラー検
出，ヘルプ機能などを盛り込んだ，メタデータ作成を支援するツールを Java アプリケーションとして開発し
た．

③

製品仕様書作成手順の提案

今後空間データの数，多様性が増すに従い，空間データ利用者は必要とする空間データを適切に選択できる
ことが重要であり，また空間データ提供者は，利用者に対して適切な品質情報を提供すること，及び品質を保
証することが重要になる．従来はこの「品質」を「縮尺」によって一義的に規定していたため，用途によって
はデータの過不足が懸念されている．この問題を解決するため，空間データの品質を「製品仕様書によって規
定される理想的なデータセットと実際のデータセットとの差異」と定義し，国際的な標準化が行われている．
しかし，現状では品質を規定する製品仕様書の作成手順が確立されておらず，実際の業務に適用するのは困難
であると言える．そこで，製品仕様書の作成手順について検討し，実際に手順に従い製品仕様書の作成を行っ
た．

④

製品仕様書作成支援ツールの開発

既存空間データの品質に基づき幅広い空間データ利用者が製品仕様書を作成し，それに適合した空間データ
を利用できるよう，製品仕様書の作成を支援するツールを開発した．
本ツールでは，空間データ利用者が各種要求を入力し，それを基に既存空間データの満足度評価（スコアリ
ング）を繰り返し，製品仕様書を作成していくものとした．
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⑤

XML ベースの空間データ流通環境の構築

近年の GIS の発展に伴い，空間データに対する需要は増大してきているが，空間データの供給面を見ると，
現状の空間データの作成費用が高価である，空間データフォーマットの互換性が低い，再利用性が低い，など
の問題を持つため必ずしも円滑に行われているとはいえない状況にある．そのため特定ベンダーに依存しない
データフォーマットが求められてきた．
そこで，任意のデータ構造を記述でき，データの操作性及びデータ構造の拡張性に優れ，さらにインターネ
ット上で使用できることから GIS 分野においてもデータ流通の枠組みとして世界的に重要視され始めている XML
を用いて空間データを扱えるよう，空間データの変換・表示・編集ツールの研究開発及びデータベース化する
手法の研究開発を実施した．具体的には，XML の空間データ流通に対する適用性の検討，XML ベースの空間デー
タ流通環境の概要設計を行い，XML ベースの空間データ流通環境の構築を行った．

研究成果
①

空間データ交換システムの開発
CSIS における空間データ管理・利用ニーズを調査し，空間データの検索を実行する上で必要となるメタデー

タ仕様を規定した．その際，論理的な構造を ISO/TC211 で標準化が進められている最新のメタデータ仕様(1998
年 7 月版のドラフト)に完全準拠させることにより，国際標準との整合性を取った．
このメタデータを採用したクリアリングハウスの設計・開発を行い， CSIS に導入した．さらに，クリアリン
グハウスと実際に空間データの管理を行っている空間データサーバとを連係して利用できるよう，メタデータ
に含まれる空間データの所在情報属性を，空間データサーバの空間データダウンロードサービスに接続する URL
とした．これにより，検索の結果見つかった空間データを利用者のコンピュータにダウンロード可能とした．
なお，空間データのサーバにおいて，新規に登録された空間データを検索の対象とするためには，そのメタ
データをクリアリングハウスに登録する必要がある．空間データサーバとクリアリングハウスではメタデータ
の管理形態・物理的な表現が一般には異なるため，メタデータをいったん標準的な交換形式に変換して交換す
る必要がある．そこで，今後のメタデータの保守・管理の容易性を考慮して，メタデータの中間形式のフォー
マットとして，インターネット上の構造化テキストの標準として用いられている XML 技術を採用し，メタデー
タの交換形式を規定した．さらに，XML 形式のメタデータからクリアリングハウスの内部形式へ変換してメタデ
ータデータベースに格納する処理を自動化した．
さらに共同研究パートナーであるパスコが開発した，空間データ提供システムと連携するメカニズムとして，
空間データ提供システムの対応するダウンロード画面にリンクする URL を，メタデータに記述可能とした．こ
れにより，上記簡易ダウンロードサービスを超えたサービスを実現する基盤ができた．
検索インタフェースとしては，GIS や空間データについての知識が乏しい利用者から専門的な利用目的を持つ
利用者まで，容易に利用できるよう，空間データ検索システムの操作性を向上するため，Java アプレットを利
用した，よりグラフィカルで対話的な検索インタフェースを作成した．検索クライアントは，メタデータの属
性毎に検索語を指定できる属性検索，地図上で空間データの存在する範囲を指定できる空間検索，住所から範
囲を指定できる住所検索などの検索手段を提供する．
以上，空間データ交換システムの運用環境を構築し，実運用上の問題の多くを解決するに至った．しかし同
時に，このようなシステムを構築する上で必要な空間データのアベイラビリティ（権利問題など）が問題とな
ること，検索インタフェース設計では利用者毎の主観的嗜好が大きな影響を持つこと，空間データ検索サービ
ス以外のメタデータ応用が必要であること，などの知見を得た．
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②

メタデータ入力・作成支援ツールの開発

メタデータ作成における問題点を解決するため，既存のメタデータ情報を本システムで利用できる形式に変
換するツールと，新規にメタデータを作成する作業を半自動化するツールの開発を行った．変換ツールにおい
ては，既存のメタデータに相当する情報を自動的に XML 形式のメタデータへ変換するツールを，個別のケース
に応じて作成した．具体的には，国土地理院数値地図などに既に用意されているメタデータ（ただし，ISO に準
拠していないもの）を，空間データ検索システムで利用可能とするため，既存メタデータから本システム向け
XML 形式のメタデータへと変換するツールを開発した．これら変換ツールは対象となる既存メタデータに依存す
るものであり，一般的なツールの作成は困難であるため，CSIS での需要を鑑み，国土地理院数値地図データと
国土庁国土数値情報を対象とした．
メタデータが存在せず，新規にメタデータを作成する必要がある場合に，煩雑なメタデータ作成作業を軽減
するために開発した，メタデータ作成支援ツールでは，メタデータを規定する XML DTD に合わせて GUI を自動
構築し，将来メタデータの形式が変更になったときにも対応できることとした．また，入力項目に対して機械
的なチェックをかけることで，入力エラーを低減することができる．さらに，メタデータ記入者毎の表記の揺
らぎを低減するため，記述項目のテンプレートなどを利用できる．またこれら支援機能はその内容を個別ユー
ザ毎にカスタマイズ可能であり，利用環境固有の運用ルールなどを反映させることができる．このような機能
を持ったメタデータ作成支援ツールを，Java アプリケーションとして開発を行った．
以上，既存のメタデータを自動的に変換するツールと，新規にメタデータを作成する際の支援ツールを開発
することで，メタデータ整備環境の構築に貢献した．また，このようなコンピュータシステムとしての整備環
境と合わせ，メタデータ記述手順書に代表される，利用者の啓蒙・ルール整備の重要性も明らかとなった．

③

製品仕様書作成手順の提案

製品仕様書作成手順の検討を行った結果，以下のような手順を提案するに至った．
a)

必要な地物及びそれらの品質要件について，空間データ利用者が自分の要求分析を行い，一から製
品仕様書を策定する．
この手順では，まずサービスの定義を行い，そのサービスで必要な地物及び品質要件等を製品仕様

書に記述する．その後，製品仕様書に基づいた空間データの発注，作成，納品，検証が行われ，サー
ビスで利用することになる．
b)

既存空間データの品質情報と空間データ利用者の要求を比較･評価しながら，実存する空間データ
の品質に即した製品仕様書を策定する．
この手順では，まず空間データ利用者はサービスを定義し，そこでの要求条件に対する既存空間デ

ータの満足度を評価する（スコアリング）．スコアリング結果を基に，既存空間データをベース地図（製
品仕様書での品質情報の基礎となる空間データ）として選択し，その品質情報を基に，製品仕様書の
原型を作成する．その後，必要に応じて品質要件を追加･修正し，スコアリングを繰り返すことで製品
仕様書を完成させた後，製品仕様書に基づいた空間データの検証，納品を行い，サービスで利用する．

上記手順 a)の長所は，空間データ利用者の要求を品質要件として率直に反映することが可能であることであ
る．逆に短所として，製品仕様書に記載された全ての地物に対する品質要件を，単一の空間データで完全に満
たすことが難しいこと，そのため，製品仕様書に合致した空間データ（特注品）を発注する必要が生じるため
膨大なコストがかかることから，一部の大規模な空間データ利用者しか実行できないことである．一方，手順
b)では，製品仕様書での品質要件を既存空間データの品質を基に作成している．それにより既存空間データの
品質に即したものとなり，既存の空間データを有効活用することができる．そのため，手順 a)に比べ低コスト
で品質要件に適合する空間データを準備することができ，より多くの空間データ利用者が製品仕様書に適合し
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た空間データを利用することが可能である．

次に，上記手順 a)に則り，歩行者を対象とした携帯端末によるナビゲーションサービスを想定し，必要とな
る空間データについて製品仕様書の作成を行った．また，作成した製品仕様書に基づき，既存の空間データの
品質評価を行った．
以上，ISO/TC211 で未定義である製品仕様書の作成法，及び要求品質を製品仕様書に反映する手法について検
討を行い，結果としてこれらの手法の提案，製品仕様書の作成，そして既存の空間データの品質評価を行うに
至った．

④

製品仕様書作成支援ツールの開発

前述の製品仕様書作成手順 b)に従い，幅広い空間データ利用者が製品仕様書を作成し，それに適合した空間
データを利用できるよう，利用者からの要求条件に対する既存空間データの満足度を評価・選択し，その品質
情報を基に製品仕様書の作成を行うツールを検討，開発した．このツールでは，既存空間データの品質情報と
利用者からの要求条件を比較・評価する機能が必要となる．そのため本ツールは，一般的なクリアリングハウ
ス機能に，既存空間データの品質情報である空間データ品質評価用メタデータ（地理情報標準でのメタデータ
の標準案（第 1.1a 版）を拡張し，品質情報を付与したもの）とスコアリングを行う品質評価エンジンを追加し
た．
以上，空間データの品質情報は予めメタデータ中に記述されているものとし（実際には XML で記述），その品
質情報とユーザからの要求品質を比較・評価し，製品仕様書に反映するといったプロセスの確立，及びそのプ
ロセスを踏襲したツールの開発を行った．
なお，本ツールを用いた製品仕様書作成手順は以下のとおりとなる．
1)

予め空間データ品質評価用メタデータを保持しておく．

2)

空間データ利用者が，必要な空間データに関する品質要件および重要度を地物単位で入力し，
スコアリングを行う．

3)

スコアリング結果を基に空間データ利用者がベース地図を選択する．

4)

ベース地図の品質情報を製品仕様書での品質要件として取り込み，必要に応じて品質要件の追
加，修正を行うことで仕様案を作成する．

5)

仕様案での品質要件を基に，再度スコアリングを行う．

6)

スコアリング結果を空間データ利用者に示す．

7)

必要に応じて品質要件の追加，修正を行うため，4)に戻る．

8)

製品仕様書を確定する．

このツールにより，既存の空間データの品質を反映した製品仕様書の作成を支援することがでる．

⑤

XML ベースの空間データ流通環境の構築

空間情報の検索（座標条件，索引図(矩形，一点指定)，メタデータ項目，キーワードなどの条件による検索），
空間情報の表示（専用ビューアによる空間データファイルの表示），及び空間情報の配信（空間データファイル
及びメタデータのダウンロード）を行うことができる，XML による空間情報配信環境を構築した．本環境では，
国土地理院発行の数値地図 2500(東京 1～7)を，RW-GXML 形式に変換したファイルを準備し，配信可能とした．
なお，専用ビューア上に表示した空間データファイルは，拡大，縮小，スクロール，レイヤ表示制御，など
の基本的機能のほか，空間データファイルを追加していくことで，重ね合わせ表示や表示範囲の拡大を行うこ
R を利用して構築した．
とができる．これら全ての環境は，弊社製品である，MapRequestBroker○
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考

察
本研究では，空間データの交換・流通におけるメタデータの重要性に着目し，メタデータの作成・管理，及び

インターネット上に点在する空間データの検索，さらにそのデータを転送，変換する仕組みを構築し，空間情報
科学に従事する研究者のニーズをシステムに反映すべく取り組んだ．以下，本研究で取り組んだテーマごとに，
考察を述べる．
①

空間データ交換システムの構築

メタデータ項目については ISO において標準化が進んでいるが，その項目数は膨大な数であり，記述内容に
関しても分かりづらいものを含んでいる．そのため，メタデータの作成に際し，ISO 標準のメタデータを正しく
実装するには，各属性の記述形式の詳細化，意味的制約の明確化について今後一層取り組んでいく必要がある
と考えられる．また，クリアリングハウスを利用した空間データ交換環境では，空間データ検索を行った結果
から得られるデータの利権に関する問題について，今後解決する必要がある．

②

メタデータ入力・作成支援ツールの開発

クリアリングハウスを利用した空間データの流通を促進するためには，クリアリングハウスで利用するメタ
データ整備そのものを推進していかねばならない．そのためにはメタデータの作成に，専門的な教育を受けた
者のみが携わるような環境は不適切であり，誰でも容易にメタデータを作成できる環境を整えることが望まし
い．そのため，今後さらに無償かつ使いやすいメタデータ作成支援環境の整備を推進していく必要があると考
えられる．

③

製品仕様書作成手順の提案

空間データの品質に関する標準化が進み，そこでは空間データの品質は製品仕様書に記述した要求品質にど
れほど合致しているかにより評価される．そのため空間データを利用する用途ごとに製品仕様書を作成する必
要が生じるが，これまでは縮尺基準で空間データの選択を行っていたため，製品仕様書を作成する重要性につ
いての認識が薄いだけでなく，製品仕様書をどのように作成すべきかについて理解されていない．よって，製
品仕様書の重要性，作成手順について，空間データ利用者に幅広く認知してもらう必要性があると考えられる．

④

製品仕様書作成支援ツールの開発

本ツールは，上記製品仕様書作成手順で提案した手順に従い，製品仕様書の作成を行うツールである．空間
データが利用目的に適したものかどうかを判断する上で重要となる製品仕様書の作成を促進するため，今後，
このような製品仕様書作成を支援するツール及び環境の構築について取り組んでいく必要がある．

⑤

XML ベースの空間データ流通環境の構築

空間データの流通を阻害する，コスト，フォーマット互換性，再利用性などの様々な要因を解決するため，
本環境の構築を行った．しかし当然のことながら，本研究で構築した空間データ流通環境が完全なものである
とは言えず，今後とも，空間データの流通を促進する環境の整備に引き続き取り組んでいく必要がある．その
ためには，空間データフォーマットの互換性確保や統一化に引き続き取り組む必要があるのはもちろんのこと，
空間データが流通することによるメリットについても，空間データ提供者にさらに認識してもらう必要がある
と言える．

以上のような研究を通じて，メタデータに対し検索を行うクリアリングハウスの構築から，検索結果に対応
する実データを取得する環境の構築，クリアリングハウスで用いるメタデータの入力および作成を支援するツ
ール，必要な空間データの品質を規定する製品仕様書の作成支援ツール，そして空間データの流通を促進すべ
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く，特定 GIS ベンダーに依存しないデータフォーマットである RW-GXML 形式に変換したファイルの配信環境を
実現したことにより，空間データの交換・流通を行うためのメタデータ管理に関する技術課題の解決と検証を
中心とした本研究の目的を達成することができた．

図. 製品仕様書の作成支援ツール
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2. 標準空間情報とデータ交換技術に関する研究開発

2.2. ネットワークを通じたリアルタイム情報の収集とデータベース化に関する研究開発

東京大学生産技術研究所
坂内

正夫

埼玉大学工学部
大沢

裕

東京大学空間情報科学研究センター
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要

毅

約
本研究では，空間データの相互利用性の問題が近い将来に解決され，ネットワーク環境下における相互流通が

実現・普及することを想定し，その際に発生が予想される次の 2 つの課題について研究を行った．ⅰ)時間的な整
合性の問題，ⅱ)コンシューマ・レベルでの利用を考慮した空間的な情報を含む文書情報の高次利用の問題である．
成果として，課題ⅰに対しては時空間トポロジー構造に基づいた空間オブジェクト管理機構を備えた地理情報シ
ステムを開発し，実験によって有効性を確認した．課題ⅱに対しては，住所録や顧客名簿など住所を含む表形式
データを空間情報として利用するためのアドレスマッチングシステムを開発，インターネット上で一般向けサー
ビスとして公開した．また，住所を含むその他の文書データを地図上で管理できる空間文書管理システムを開発
し，有効性を確認した．

研究目的
空間情報をコンピュータ上で扱うシステムは，1970 年代に登場した地理情報システムに遡る．当時のコンピュ
ータの演算処理能力や記憶容量は，今日普及している PC とすら比較にならないほど劣っていた．そのため，空間
情報を扱うシステムを構築する最大の問題は，空間情報をいかに効率よくデータ化するか，ということであった．
それから 30 年近い時間が経過した現在，空間情報のデータベース化の課題は，「どうすれば空間情報を効率よく
データ化できるか」という問題から，「どうすれば空間情報をより便利に利用できるか」という問題を考える方
向に広がっている．その中でも特に近年重視されている課題は，空間データを複数のデータベース間で交換する
方法，すなわち相互利用性(Interoperability)の確保である[1]．
本研究では，このような流れの中，コンピュータ・ネットワーク環境下における空間データの流通に関しこれ
まであまり検討されていなかった次の 2 つの課題について，実用的なレベルまで掘り下げた研究を行うことを目
的とした．

課題ⅰ：時空間トポロジー構造に基づいた空間データの流通
GIS では地物の形状を表す空間データと，地物の属性を表す属性データを管理している．このうち，空間デー
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タでは地物の位置形状に加えて，各地物間の論理的な関係を表現するトポロジー情報が必要となる．例えば，行
政界は２つの行政区画を分ける領域境界線の集合で表現されているが，一般に市町村などの形状は複数の領域境
界線の集合で定義されている．これらの領域境界線同士の関係を記述しているのがトポロジー情報である．
従来トポロジーはポインタや関係表を用いて明示的に定義されてきた．しかし，トポロジーを明示的に表現す
る方式は，時空間管理や多種類の地図を融合して利用しようとする状況において問題を生じる．まず，時間を含
めて扱おうとする場合，市町村の合併などにより行政界が時間とともに変化するが，この変化を従来のトポロジ
ー明示方式で記述する場合，構造が非常に複雑なものとなる．また，ネットワークなどを通じて多種類の空間デ
ータを集め，それらを融合して利用しようとする場合には一度トポロジー情報を形成してから利用することにな
る．
この問題は，トポロジー情報が必要となった時点で算出して利用するアプローチである，トポロジー暗示方式
を利用することで，避けることができる．反面，トポロジー暗示方式ではトポロジー復元のために従来方式に比
べて余分な演算時間を必要とする欠点がある．そこで，一度算出したトポロジー情報を 2 度目以降の利用のため
に保存しておく方法，いわばトポロジー情報のキャッシュ化により，この問題を解決することを研究の目的とし
た．

課題ⅱ：空間文書の流通
従来の空間情報の流通に関する議論は，地図に代表される高度に抽象化された空間データの流通に関するもの
がほとんどである．しかし実生活でユーザが要求する空間情報は，各種台帳や店舗広告，会場を示した会議の連
絡といった文書にも多く含まれている．これらの文書は人間にとって見やすいことを目的として作成されており，
必要に応じて人間が内容を理解することによって，場所に関連付けて利用される．このような情報を空間文書と
呼ぶ．
これらの空間文書は，従来の地理情報システムでは扱えず，これまで空間データとしての利用価値はなかった．
しかしインターネットのようなオープン・ネットワーク環境においては，空間文書を大量に集めることが可能で
あり，そこから有用な情報を取り出すことができる．そこで本研究では，これらの空間文書情報を空間データと
して高度利用するための手法を開発することを目的とした．

研究方法
課題ⅰ：以下に示すデータモデルとアルゴリズムを提案・実装し，暗示型トポロジーモデルを用いた時空間 GIS
を開発した．また，開発したシステム上で性能評価実験を行い，提案アルゴリズムの有効性を示した．(7)成果の
発表の文献 1 により詳しい説明があるので参照のこと．

ⅰ.1. データモデル
GIS において，実体は位置・形状データを構成する地図オブジェクトと属性データに分けて管理される．トポ
ロジー明示型データモデルでは，地図オブジェクトと属性データは，各地図オブジェクトに与えられた ID によっ
て明示的に関連付けられている(図 1-a)．一方トポロジー暗示型データモデルでは，属性データは実体と空間キー
により対応付けられる．具体的には，実体に代表点が与えられ，その代表点が地図オブジェクトと空間演算によ
り結び付けられる(図 1-b)．この代表点は，地図オブジェクトから属性データへの対応付けにも，逆に属性データ
から地図オブジェクトへの対応付けにも利用される．畑山らは，この代表点をコネクタと呼んでおり[2]，本研究
でもそれに従う．

98

空間情報科学の確立のための空間情報のデータベース化に関する研究開発

図 1. 明示的トポロジーモデルと暗示的トポロジーモデル
明示的トポロジーモデルでは実体と属性が ID によって関連づけられるが，
暗示的トポロジーモデルでは代表点の座標値によって関連付けられる．

２次元 GIS で扱う実体は，その幾何的性質によって点，線，面の３つに分類することができる．

ⅰ.1.1. 点的実体
点的な実体には，道路網における交差点のようなネットワークノードと，建物など孤立した実体の位置を示す
ものがある．トポロジー明示方式において，前者はネットワークをたどる際にトポロジー記述の要となるもので
リンク同士の接続関係などを持っている．トポロジー暗示方式では，これらの実体は点的実体によって表現され
る．この点的実体は，実体が存在する位置の座標値を持つ．また，点的実体のコネクタ座標は，この点自身の座
標値とする．

ⅰ.1.2. 線的実体
線的実体は，道路網における道路など，ネットワークにおけるリンクである．地図オブジェクトは，折れ線列
で表現され，その各頂点の座標値を持つ．また，線的実体のコネクタ座標は，その外接長方形(MBR: Minimum
Bounding Rectangle) の中心点とする(図 2)．

図 2. 線的実体のコネクタ位置
線オブジェクトに外接する最小長方形（Minimum Boundary Rectangle)の重心とする．

ⅰ.1.3. 面的実体
面的な実体には行政領域などがあり，面の代表点と，面の領域境界線から成る．また，コネクタ座標はその面
の代表点とする．ただし，代表点はその面の領域内に置く．例えば，図 3 に示されるような領域 R の場合，この
領域はその代表点 P と，領域境界線を構成する線 L1,L2,L3 から成り立つ．
明示的トポロジーモデルでは，面の代表点は，領域境界線を構成する線群と ID などによって直接結び付けられ
ている．更に GIS において古くから用いられてきた DIME 構造[3]では，領域境界線はその進行方向に対して左側
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と右側に存在する面的実体の代表点とも結び付けられている．しかし，トポロジー暗示方式では，代表点と領域
境界線を構成する線群とは明に結び付けられていない．そのため，領域形状が必要になるときは，演算によって
それを求める．

図 3. 面的実体のコネクタ位置
面オブジェクトの「内部」の任意の位置に置く．

ⅰ.2. トポロジー暗示方式における基本演算
トポロジー暗示方式では，トポロジーが必要なときには演算によりこれを復元する必要がある．また，属性デ
ータと地図オブジェクトを結び付けるために，コネクタを用いているため，属性検索を行う際にも空間演算が必
要になる．そこで本章では，トポロジー暗示方式において必要になる演算の手順について述べる．

ⅰ.2.1. ノード展開
GIS においてよく利用されるトポロジーは，ネットワークトポロジーである．このネットワークトポロジーを
復元するために必要な演算が，ノード展開である．ノードの展開とは，あるノードに接続する全てのリンクを検
索する処理である．例えば図 4 において，
ノード N1 の位置でリンク L1 と接続する全てのリンクを得るためには，
まずノード N1 を展開する．ここで得られるリンクは L1,L2,L3 であるが，ここではリンク L1 と接続するリンク
を検索しているため，求めるリンクは自身を除く L2,L3 の二つである．

図 4. ネットワークの例
各ノードと接続するリンクは，空間演算によって検索される．

ノード展開は，展開するノードの座標値をキーとした空間検索である．例えば，ノード N を展開する際には，
R-tree 上において，ノード N を内に含む MBR を持つ子ノードを，根ノードから葉ノードに向かって次々とたど
っていく．葉ノードに到達した時点で，そこに置かれた実体を，ノード N を一方の端点とするリンクかどうか一
つづつ調べる．ただし，R-tree はノードの MBR が重なり合う場合があるため，N を内包する葉ノードが複数存在
する場合がある．この場合には N を内包する全ての葉ノードの下に置かれた地図オブジェクトを検証する必要が
ある．
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ⅰ.2.2. 領域形状復元
トポロジー暗示的方式では，ある領域の形状が必要なときにも演算により復元する必要がある．領域形状復元
は以下の手順で実行できる．
Step １．復元すべき面を構成する境界線を一つ見つける．この処理のためには，古くから水平線アルゴリズム
(または鉛直線アルゴリズム) が用いられる．見つかった境界線リンクをSとする．
Step ２．リンクS から領域を構成するリンクを，反時計回りにノード展開しながらたどり，再びリンクS に戻
るまで繰り返す．ここで領域を構成するリンクの一つ，例えばリンクL の次にたどるリンクの検索手
順は次のようになる．
リンク L の一端点，ノード N を展開する．ここで得られたリンクのうち，ノード N を中心に時計回りに見たと
き，リンク L となす角が最小のリンクを求める．これが次にたどるべきリンクである(図 5)．最後にたどった全
てのリンクによって囲まれる領域が求める領域である．

図 5. 領域復元時の次にたどるリンクの算出
リンク L の次にたどるリンクは，ノード N を展開して得られるリンク集合のうち，
リンク L となす角が最小となるものを選択する．

ⅰ.2.3. 属性検索
ある実体の属性データを検索する処理は，即ちその実体のコネクタを検索する処理である．実体が点的実体で
あれば，それ自身がコネクタとなるため特別な演算は必要ないが，線，面であるときには空間演算によってこれ
を求める必要がある．以下ではその手順について述べる．
線的実体の属性検索の際には，まずその実体に対応する地図オブジェクトの MBR を求め，そのコネクタ座標値
(C) を求める．次に R-tree 上で，C を含むような子ノードをルートノードから葉ノードに向けて次々とたどり，
葉ノードに到達した時点でそこに置かれたコネクタの座標値が C に一致するかどうか一つづつ調べる．
面的実体(R) の属性検索の手順は，まずその面の MBR を求め，R-tree 上でこれと重なり合うような MBR を持
つ子ノードをルートノードから葉ノードに向けて順にたどっていく．葉ノードに到達した時点で，そこに置かれ
たコネクタが R に内包されるかどうか一つづつ調べる．ここで R の内部に存在すると判定されたものが R に対応
するコネクタである．コネクタの内外判定には，水平線アルゴリズムを用いる．

ⅰ.2.4. 属性をキーとした地図オブジェクト検索
次に，属性値から地図オブジェクトを検索する場合を考える．まず，属性に対応する実体が線的実体であると
き，R-tree 上でその属性のコネクタ位置(C) を含む子ノードをルートノードから葉ノードに向けてたどっていく．
葉ノードに到達した時点で，そこに置かれた地図オブジェクトについて，その MBR の中心が C と一致するかどう
か一つづつ調べる．ここで MBR の中心と C が一致する地図オブジェクトが求める地図オブジェクトである．実体
が面的実体であるときは，ⅰ.2.2 において述べた手順により，属性のコネクタ位置から領域復元をすることによ
り，属性に対応する領域の形状を得ることができる．
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ⅰ.3. キャッシング方式
既に述べたように，トポロジー暗示型方式の問題は，ノードの展開などの演算を何度も行うことによる性能の
低下である．そこで，ノードの展開が行われた際にデータをキャッシングしておき，次に同じノードが展開され
るときにはキャッシュされたデータを用いることにより，各種空間演算を高速に行う方法を考案した．
あるノードを展開する際にはそのノードの座標値が与えられて，そのノードに接続するリンクの実体データの
リストが得られる．一方，リンクの実体データはハードディスクや CD-ROM 上のファイル内に存在するためファイ
ルポジションにより一意に識別することができる．よって本方式では，図 6 のように，ノードの座標値とそこに
接続するリンクのファイルポジションのリストをメモリにキャッシングする．このキャッシュをトポロジーキャ
ッシュと呼び，キャッシュされるデータをトポロジーキャッシュデータと呼ぶ．
トポロジーキャッシュデータにアクセスした際には，リンクの実体データをディスクから読み込まなければな
らない．この時間を短縮するために，リンクの実体データもキャッシングしておく．このキャッシュを，トポロ
ジーキャッシュと区別するため，オブジェクトキャッシュと呼ぶ．
直感的には，トポロジーキャッシュとオブジェクトキャッシュに分ける必要がないように思われるが，分けな
かった場合にはあるリンク L の両端点のノードがキャッシュされたとき，L の実体データが二重にキャッシュさ
れてしまう．そのためトポロジーキャッシュとオブジェクトキャッシュの 2 つのキャッシュを利用する．キャッ
シュ内部の動作についてはⅰ.4.において述べる．

図 6. トポロジーキャッシュデータ
ノードに接続するリンクのディスク上のファイル位置を，メモリ上にキャッシュする．

以下では，トポロジーキャッシュとオブジェクトキャッシュを用いたときのノード N を展開するときの手順に
ついて述べる．ノード展開が行われるときには，そのノードの座標値が与えられる．この座標値をキーとしてト
ポロジーキャッシュへアクセスする(図 7 の 1)．ここでキャッシュヒットした場合にはトポロジーキャッシュデー
タが返される(図 7 の 2)が，キャッシュミスが発生した場合にはディスク上のファイルにアクセスして，N の座標
値を端点として持つリンクを検索する(図 7 の 3)．ここで，検索結果より N のトポロジーキャッシュデータを作
成しメモリ上にキャッシュする(図 7 の 4)．トポロジーキャッシュにおいてキャッシュミスが発生した場合には N
に接続するリンクの実体データのリストが得られる(図 7 の 5)ので処理は終了するが，キャッシュヒットした場合
にはファイルポジションからリンクの実体データを読み込む必要がある．
そこで，次にリンクデータのファイルポジションをキーとしてオブジェクトキャッシュにアクセスする．ここで
キャッシュミスが発生した場合，ディスクからリンクの実体データを読み出し，それをキャッシュする．キャッシュ
ヒットした場合もキャッシュミスの場合も，オブジェクトキャッシュからはリンクの実体データが返される．
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図 7. トポロジーキャッシュを利用したノード展開
トポロジーキャッシュデータがメモリ上に存在する場合，
ノードに接続するリンクは既に演算によって算出されているため，再演算の必要がない．

ⅰ.4. キャッシュの内部構造と動作
本節では，キャッシュ内部のデータ構造とその動作について述べる．キャッシュデータへのアクセスは高速に
行う必要がある．そこで本方式ではキャッシュデータへはハッシュを用いてアクセスする．また，キャッシュ領
域が一杯になったときには，アクセスされる可能性が最も低いと考えられるデータをキャッシュから破棄する必
要がある．本方式では，破棄するデータを選択するアルゴリズムとして LRU (Least Recently Used)アルゴリズム
を用いる．以上より，キャッシュデータはアクセスされた時間順に並ぶ双方向のリスト(これを LRU リストと呼ぶ)
で管理し，かつそれぞれのキャッシュデータへは，ハッシュテーブルから直接ポインタにより結び付けられてい
る(図 8)．なお，複数のキャッシュデータが同一のハッシュ値を持つ場合には単方向リスト(リハッシュリスト)
によって管理する．

図 8. キャッシュのデータ構造
キャッシュレコードはハッシュ表によって検索されるが，キャッシュ容量をオーバーした場合に
破棄するレコードを取得するため LRU リストにも接続される．
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キャッシュにアクセスする際には，まず与えられたキー値をハッシュ関数によりハッシュ値に変換し，これを
ハッシュテーブルの配列要素へのインデックスとして用いる．ここでは，座標値として(x, y) が与えられたとき
のトポロジーキャッシュのハッシュ関数を式 1，ファイルポジションとして p が与えられたときのオブジェクト
キャッシュのハッシュ関数を式 2 とした．s はハッシュテーブルの配列のサイズとする．

I(x, y) = |x + y | mod s

(1)

I(p) = p mod s

(2)

このようにハッシュ関数を定めたのは，通常の GIS ではノードの座標値，ファイルポジション共に法則性のな
いランダムな値で与えられるからである．
次に，ハッシュ関数で与えられたインデックス値により示されるハッシュテーブルの配列要素を参照する．ハ
ッシュテーブルの配列要素にはキャッシュレコードへのポインタが格納されているが，これが NULL であるときは
該当するキャッシュデータが存在しないということなのでキャッシュミスとなる．一方これが NULL でないときは，
それが指し示すレコードのキー値を比較して該当するレコードかどうか調べる．キー値が異なる場合には，これ
が一致するレコードが見つかるまでリハッシュポインタをたどる．リハッシュリストの終端に達しても一致する
レコードが見つからなかった場合はキャッシュミスとなる．
キャッシュヒットした場合には，そのデータを含むレコードを LRU リストの先頭に移動して，キャッシュへの
アクセスは終了する．一方キャッシュミスが発生した場合には目的とするデータを，トポロジーキャッシュの場
合には空間検索によって，オブジェクトキャッシュの場合にはディスクアクセスによって取得する．そしてここ
で得られたデータをメモリ上にキャッシュする．このとき，キャッシュ容量が一杯であれば LRU リストの最後尾
にあるキャッシュレコードを削除する．キャッシュレコード R を削除する際は，まず R を含むリハッシュリスト
から R を削除する．このとき，このリストが空になった場合は，このリストへのポインタを持つハッシュテーブ
ルの配列要素を NULL とする．次に，R を LRU リストから削除し，LRU リストの終端レコードへのポインタを更
新する．この削除処理を，新しいデータをキャッシュするために十分な空き容量が確保できるまで繰り返す．新
しいデータをキャッシュするために十分な容量が確保できた場合には，まずこれを LRU リストの先頭に追加する．
次に，このレコードのハッシュ値を求め，このレコードへのポインタを持つべきハッシュテーブル配列の要素を
求める．これが NULL である場合には，配列要素にこのレコードへのポインタを格納する．NULL でない場合には，
これが指すリハッシュリストの最後尾にレコードを追加する．以上が，キャッシュの内部における動作である．

課題ⅱ：本研究の目的である空間文書情報の高度利用を実現するためのシステムとして，空間文書管理システ
ム(Spatial Document Management System)を実装・開発し，有効性を示した．本システムではデジタル化された
文書を直接空間コンテンツとして利用することができる．たとえばレストランの情報であれば，ワープロで作成
されたチラシや Web ページといった文書データをそのまま保存し，検索，閲覧することができる．
また，空間文書管理システムでは，空間文書中の住所などの地名を抽出し，地図にリンクするために，住所照
合処理を行う必要がある．既存の住所照合システムでは，日本の住所体系や日本語の特徴が世界的にみて独特で
あることなどから[4]，十分実用に耐える頑健性と速度を備えていないため，独自に実用的な住所照合手法を開発
した．以下に開発した手法の概要を示す(詳細は(7)成果発表の文献 5 で説明されている)．

ⅱ.1. 分散位置参照サーバシステム
ⅱ.1.1. 位置参照アルゴリズムの概要
開発したアルゴリズムは，「東京都目黒区駒場 4 丁目 6 番 1 号」のように単語が区切られていない位置参照記
述を，「東京都」「目黒区」「駒場」「4 丁目」「6 番」「1 号」のように区切り，その単語列に対応する緯度・
経度などの位置を取得して位置参照処理を行う．
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位置参照記述のような漢字複合語を単語に切り分ける問題は一般的には非常に困難だが[5]，文法や語彙を位置
参照記述に限定すれば図 9 のような階層木構造を利用することで解決できる．この階層木構造を「地名階層木」
と呼ぶ．まず，地名階層木を作成する手順から説明する．
位置参照用のデータは次のようなレコードから構成されている．
東京都,目黒区,駒場,4 丁目,6 番,1 号, (139.40.50.10.14, 35.39.34.31.52)
東京都,目黒区,駒場,4 丁目,6 番,2 号, (139.40.50.39.50, 35.39.38.44.48)
：
この住所参照用データから，地名と緯度経度を属性値として持つノードを作成し，地名階層木に追加していく．
上の例では，まずルートノードの下に n[東京都]を作成し，その子ノードとして n[目黒区]を追加する．同様に，
n[駒場], n[4 丁目]…を追加していく．最後の行では，既に n[6 番]までのノードが存在しているので，n[6 番]の
下に n[2 号]を追加する．この処理を繰り返し，地名階層木を得る．

図 9. 地名階層木
住所などの地名階層を木構造で表現し，それぞれのノードは対応する地理的領域の代表点座標値を持つ．

次に，地名階層木を用いて地名文字列を単語に切り分ける手順を説明する．
「東京都目黒区駒場 4 丁目」という
地名文字列を切り分けるには，地名階層木のルートノードの子ノードから，先頭部分が検索文字列に一致するノ
ード n[東京都]を見つける．その子ノードから，先頭部分が検索文字列の残りの部分(「目黒区駒場 4 丁目」)に一致
するノード n[目黒区]を見つける．この処理を再帰的に繰り返せば，{ n[東京都], n[目黒区], n[駒場], n[4 丁目]}というノード
系列を得ることができ，単語が切り分けられる．同時に，n[4 丁目]が属性値として持つ緯度経度の値を調べると，
「東
京都」「目黒区」「駒場」「4 丁目」の緯度経度を得ることができる．
さて，上の方法では，まず「東京都」ノードを見つけなければならない．そのため，
「東京都」が省略されてい
る地名，たとえば「目黒区駒場 4 丁目」は扱うことができない．そこで，地名階層木の中間ノードの地名も含む
地名インデックスを作成する．地名インデックスは，町丁目・字レベルまでの地名を管理する場合には，既に述
べたように 20 万語近い地名を扱う必要があるため，高速な単語辞書インデックスとして広く用いられている TRY
構造を利用する(図 10)．
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図 10. 地名インデックス
地名階層木の各ノードに含まれる地名を管理する，TRY 構造を用いた辞書インデックス．
末端ノードは地名階層木中の対応するノードにリンクする．

次に，地名階層木と地名インデックスを用いた位置参照アルゴリズムの概要を説明する．説明のため，地名階
層木のノードを「地名ノード」，地名インデックスのノードを「インデックスノード」と呼ぶことにする．検索地
名文字列が渡されると，最初に地名インデックスを利用して，地名階層木のどのノードから検索を開始すれば良
いのかを求める．例として「目黒区駒場 4 丁目」という文字列が与えられた場合を考える．まず，地名インデッ
クスのルートノードの子ノードから，「目」という値を持つインデックスノード p[目]を見つける．このノードの
子ノードから「黒」という値を持つノード p[黒]を見つけ，同様に「区」という値を持つインデックスノード p[区]
まで辿る．
「目黒区」で 1 つの単語なので，p[区]には子ノードが存在しない．そこで，p[区]が指している地名ノ
ード n[目黒区]を取得し，そこから前節と同様に地名階層木を辿って，地名ノード系列{n[目黒区], n[駒場], n[4
丁目]} とこの点の緯度経度を得る．最後に，この地名ノード系列の親を辿り，n[目黒区]の親である n[東京都]
を補えば，完全な地名表記「東京都／目黒区／駒場／４丁目」が得られる．

ⅱ.1.2. 分散システム化
理論的には，上記のアルゴリズムを用いて，どのような地名からでも位置参照を行えるシステムを構築するこ
とができる．しかし，現実には，システムのメモリやディスクなどのハードウェアによる制約と，位置参照用デ
ータの作成・更新という運用面の制約が存在する．
この 2 つの制約は，提案アルゴリズムを分散化し，ネットワーク上のサービスとして提供することにより解決
できる．まず，都道府県などの地域ごとに位置参照データを分割し，それぞれを管理する複数の位置参照システ
ムを用意する．分割してもまだデータサイズが大きすぎるようであれば，市区町村などのより細かい地域に再帰
的に分割する．これによってハードウェアによる制約を解決できる．また，データの整備や更新もそれぞれの地
域ごとに行うことで，分担して広い範囲の位置参照データを整備，更新することができる．システムをサービス
として実装し，ネットワーク上で利用できるように拡張する．サーバのデータが更新されると同時に，ユーザは
新しいデータを利用することができ，多重投資の問題も解決できる．
提案した分散検索アルゴリズムは，サブシステムをさらに分割して再帰的に適用し，階層分散システムとして
利用できる．それぞれのシステムは，下位のサブシステムが分散化されているかどうかに依存しないため，何段
階にも階層分散化することが可能で，スケーラビリティを保持できる．
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ⅱ.2. 空間文書管理システム
地図のように高度に抽象化された空間データ以外に流通可能な情報として，自然言語で記述されたワープロ文
書，表計算文書，Web ページなどの文書に着目する．これらの文書に住所など空間的な情報が含まれていれば，上
述の位置参照技術を用いることで，地図上で管理することができる．このような文書を「空間文書」と呼び，空
間文書を管理，検索，閲覧できる情報システム「空間文書管理システム」を提案する．このシステムを利用する
ことで，ユーザレベルでの空間情報の流通が極めて容易に行える．そこで，以下に示すアルゴリズムを提案，実
装し，システムを構築して有効性を検証した．

ⅱ.2.1. 検索インデックスの作成
空間文書管理システム(Spatial Documents Management System: 以下 SDMS)では，空間的な検索を行うための空
間インデックスと全文検索を行うためのキーワードインデックスの特徴を組み合わせた，キーワード空間木を利
用して空間文書を管理する．以下，キーワード空間木を作成する手順を説明する．

(1) 空間文書の構造化
まず，空間文書を品詞に分解し，その中から住所記述部分を抽出する．次に，住所記述を，上述の位置参照技
術を用いて緯度・経度などの座標値に変換する．この一連の処理は，独自に開発した空間データ変換システム『芭
蕉』を用いて行う((7)成果の発表の文献 6 参照)．処理の結果，住所部分がマークされ，対応する座標値が埋め込
まれた空間文書データが得られる．

(2) 空間木の作成
次に空間文書による空間木構造を作成する．空間文書を管理するデータ・ディレクトリに含まれる文書数が一
定の閾値を超えた場合，半構造・直接空間参照データに変換された空間文書から XML パーサを用いて座標値(緯度・
経度)を取り出す．この情報を用いて空間文書集合を空間的に分割し，サブディレクトリを作成して移動する．分
割処理を再帰的に繰り返すことにより，ディレクトリを中間ノード，空間文書ファイルを葉ノードとする空間木
が作成される．なお，1 つの空間文書の中に複数の位置の情報が含まれている場合には，複数のノードに属する可
能性があるが，その場合は該当する全てのサブディレクトリに複製する．
空間木を用いることで，指定された点にもっとも近い点にリンクされている文書や，指定された範囲に含まれ
る文書の集合を見つけるといった空間演算に基づく検索を効率よく行うことができる．

(3) キーワード空間木の作成
文書の検索でもっとも頻繁に用いられる技術は，キーワードによる全文検索である．空間文書の場合にも，キ
ーワードインデックスを作成することで，全文検索の効率を高めることができる．しかし，全ての空間文書に対
して 1 つのキーワードインデックスを作成してしまうと，空間検索とキーワード検索を組み合わせた検索に対し
て効率が悪くなる．具体的な例として，
「目黒区内で『学校』というキーワードを含む文書」を検索することを考
える．
まず空間木だけを用いて検索する場合，
「目黒区」に相当する閉領域を検索範囲として，その内部に含まれる空
間文書集合を取り出すことができる．その中から『学校』というキーワードを含む文書を見つけるには，取り出
した文書に総当り検索を行うか，取り出した文書集合のキーワードインデックスを新たに作成してから検索を行
うことになり，検索にかかるコストが大きくなってしまう．
一方，全ての空間文書に対するキーワードインデックスを１つだけ作成してある場合，これを利用して『学校』
というキーワードを含む文書集合を取り出すことができる．この中から「目黒区」に含まれる文書を見つけるに
は，総当りで位置を確認しなければならず，文書数が増えた場合の検索コストが線形に増えてしまう．
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そこで，前節で作成した空間木の末端の中間ノードそれぞれに対してキーワードインデックスを作成して付加
する．この木構造をキーワード空間木と呼ぶ．図 11 にキーワード空間木の構成を示す．なお，検索アルゴリズム
を簡略化するため，上位の中間ノードにはキーワードインデックスを作成しない．

図 11. キーワード空間木の構造
空間文書に含まれる住所から対応する座標値を計算し，その値をキーとして空間データ構造で管理する．
空間文書ファイル本体はファイルシステムのディレクトリ構造で管理され，
各ディレクトリごとにキーワードインデックスを作成する．

ⅱ.2.2. 空間文書の検索
キーワード空間木を用いて，空間文書を検索する方法を示す．キーワードを指定しないで空間的な検索だけを
行う場合，一般的な空間木検索の場合と同様にキーワード空間木をたどり，目的の文書集合を取り出すことがで
きる．モバイル環境でのナビゲーションなど，特に限定せずに周囲の情報を全て提示したい場合などにはキーワ
ードが指定されない場合が多い．
キーワードを指定して空間的な検索を行う場合，次の手順に従う．まず一般的な空間木検索の場合と同様にキ
ーワード空間木をたどる．葉ノードに到達した時，そのノードのキーワードインデックスを参照し，検索キーワ
ードを含む文書集合を得る．複数の葉ノードが検索空間領域に重なる場合，全ての葉ノードから検索キーワード
を含む文書集合を取り出し，和集合を取る．

研究成果
課題ⅰ：研究方法で述べたデータモデルおよびアルゴリズムを実装し，暗示型トポロジーモデルを利用した時空
間 GIS を開発した．また，以下の２つの実験により，その有効性を検証した．実験では，CPU: Intel Pentium3 850MHz，
メモリ 256MB を搭載し，Microsoft Windows2000 Professional を OS とする計算機上で行った．これらの実験で
用いたデータは，国土地理院発行の数値地図 2500(国土空間データ基盤) である．

実験 1 領域復元
実験 1 は，トポロジーのキャッシングにより領域形状復元の演算にかかる時間をいかに短縮できるかを評価す
ることを目的とする．本実験では，領域形状復元にかかる時間を 3 回測定する．1 回目の測定では，キャッシュ
を利用せずに測定する．2 回目の測定では，トポロジーキャッシュとオブジェクトキャッシュを用いて測定を行
う．このときキャッシュにはデータは溜め込まれていないものとする．3 回目の測定でも，トポロジーキャッシ
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ュとオブジェクトキャッシュを用いて測定を行う．ただし 3 回目の測定では，全てのトポロジーデータとオブジ
ェクトデータがキャッシングされているものとする．つまり，3 回目の測定ではこれらのキャッシュのキャッシ
ュヒット率は 100%になる．領域形状復元にかかる時間は，地図中の全町丁目の領域形状を復元するのにかかる時
間を測定して，一つの領域形状復元時間の平均を求める．
本実験は，一市区町村の広さを目安とした 13 種類のデータを用いて行う．これらの地図に含まれるオブジェク
ト数は，最も小さい場合で埼玉県飯能市の 43,238(町丁目領域数は 513)，最も大きい場合では埼玉県さいたま市(平
成 13 年 5 月大宮市，与野市，浦和市が合併) の 284,970(町丁目領域数は 1641) である．
実験 1 の結果を図 12 に示す．横軸は地図に含まれる全オブジェクト数，縦軸は一領域形状の復元にかかった平
均時間である．2 回目の測定における平均キャッシュヒット率は 60～70%であった．キャッシュを利用せずに領域
形状を復元したとき(1 回目の測定) の処理時間は 1.6～2.5ms であった．図 14 において，オブジェクト数が増加
したとき処理時間は急速に増加せずに非常に緩やかに増加しているが，これは空間データ管理構造に R 木を適用
しているためである．一方，キャッシュヒット率が 100%(3 回目の測定) のときには 0.3～0.6ms となり，キャッ
シュを利用しない場合に比べて処理時間は 18～30%に短縮された．また，キャッシュが空の状態で全領域復元を行
った場合(2 回目の測定) でも 0.5～1.0ms と，処理時間は 27～42%に短縮された．
以上の結果より，領域形状復元の演算において本方式は非常に有効であると言える．

図 12. 課題ⅰ実験１（領域復元のキャッシュ効果）
キャッシュなし（1 回目）
，キャッシュあり（2 回目），キャッシュヒット率 100%（3 回目）の状態における
領域復元演算に要する時間．キャッシュの効果で高速化されている．

図 14. 課題ⅱ実験 1（位置参照処理時間）
位置参照に要する時間は検索する件数に比例し，1 件当り約 0.1s 程度である．
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実験 2 最短経路探査
実験 2 は，トポロジーを利用する代表的な演算である最短経路探査において，トポロジーキャッシュとオブジェク
トキャッシュによりいかに処理時間が短縮されるかを評価することを目的として行う．本実験は道路ネットワーク上で，
まず任意の 2 つのネットワークノードを選ぶ．
次に，
その 2 点間の最短経路探査にかかる時間を 4 つの状況で測定する．
(a) トポロジーキャッシュとオブジェクトキャッシュの両方を利用する
(b) トポロジーキャッシュのみを用い，オブジェクトキャッシュは利用しない
(c) オブジェクトキャッシュのみを用い，トポロジーキャッシュを利用しない
(d) トポロジーキャッシュ，オブジェクトキャッシュ共に利用しない
いずれの場合も，キャッシュ容量は十分にあるものとする．即ち，キャッシュヒット率は 100%となる．本実験で
は，埼玉県さいたま市のデータを利用する．これに含まれるオブジェクト数は 284,970 である．また，経路探査のア
ルゴリズムには現在注目しているノード N に対するヒューリスティックスを式 3 とする A*アルゴリズムを用いた．
ここで，c(N) は始点ノードから N までの最短経路の距離，d(N)を N から終点ノードまでの直線距離とする．
h(N) = c(N) + d(N)

(3)

図 13 に結果を示す．横軸は経路探査処理の過程において展開したノード数で，縦軸は処理時間である．図に示
される通り，処理時間は展開ノード数にほぼ比例して増加していく．13 において黒線で示された経路を探索した
ときに展開ノード数が最大(62,611) となったが，この経路探査にかかった時間はキャッシュを利用しない場合に
は 15.5s であった．これに対してオブジェクトキャッシュのみを利用した場合には 12.6s に，トポロジーキャッ
シュのみを利用した場合には 3.7s に，トポロジーキャッシュ，オブジェクトキャッシュ共に利用した場合には
1.2s にまで処理時間が短縮された．

図 13. 課題ⅰ実験 2（最短経路探索のキャッシュ効果）
トポロジーキャッシュとオブジェクトキャッシュを用いた場合における最短経路探索演算に要する時間．
トポロジーキャッシュの効果が大きいことが分かる．

以上の結果から，経路探査処理においてはトポロジーキャッシュが非常に有効であると言える．また，メモリ
量に余裕がある場合には，オブジェクトキャッシュを併用することでさらに高速に処理が行える．

課題ⅱ：位置参照システムと空間文書管理システム
ⅱ.1. 分散位置参照システムの有効性検証実験
(3)で提案したアルゴリズムに従い，UNIX OS 上に C++で位置参照システム「SPAT」を実装した．以下，SPAT を
用いて次の 2 つの実験を行い，有効性を検証した．
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実験 1 位置参照アルゴリズムの性能評価
はじめに，単一サーバでの位置参照アルゴリズムの性能について評価する実験を行う．まず，250 万レコードか
らなる東京都の号レベルの地名参照データから，地名階層木と地名インデックスを作成する．この地名階層木と
地名インデックスを用いて位置参照処理にかかる時間を調べるため，NTT タウンページに含まれる東京都の飲食店
約 35 万件のうち，無作為に抽出した 1,000 件から 1 万件の住所データに対して位置参照処理をおこない，所要時
間を測定した．なお，以下の実験では Pentium-III 500MHz の CPU と 512MB のメモリ，OS には Linux を搭載した
PC を利用した．10 回測定した結果の平均値を図 14 に示す．グラフより，処理件数と所要時間がほぼ線形の関係
にあることが分かる．また，1 万件の位置参照にかかる時間が約 100 秒程度と，実用上十分な処理性能である．

実験 2 分散アルゴリズムの検証
次に，ネットワーク分散アルゴリズムが安定して動作することを確認するため，全国 47 都道府県の位置参照シス
テムを各県ごとに分割した 47 のサブシステムと，町丁目・字のレベルまでカバーした 1 つのスーパーシステムとい
う構成で分散システムを構築した．各システムは別々のマシン上でも動作するが，測定のため一台の PC 上に 48 個の
プロセスを仮想サーバとして動作させた．ゼンリン住宅地図 ZMap TownII に含まれる全国約 2,700 万件のデータから
ランダムに住所を取り出しながら，1 時間連続して位置参照を行う処理を 2 回行い，レスポンスタイムを調べた(図
15)．最大で 1.08 秒かかったが，平均で 0.052 秒，グラフのように 0.1 秒以内に 92%，0.2 秒以内に 98.5％が応答し
ており，安定して動作しているといえる．なお，処理件数は 1 回目が 52,445 件，2 回目は 54,307 件であった．

図 15. 課題ⅱ実験 2（システム応答時間分布）
クエリによって応答時間にばらつきがあるが 0.1s 以内に 92%，0.2s 以内に 98.5%が応答する．

ⅱ.2. アドレスマッチングサービス
もう 1 つの成果として，実際にこの方式を実装し，全国 2,700 万件以上の住所および代表的な地名，鉄道駅名
などから位置参照を行うシステムを構築し，東京大学空間情報科学研究センターの研究支援サービスとして運用
を開始した．ユーザが保有している住所付データに緯度経度を付加する，アドレスマッチングサービスである．
CSV 形式の空間情報コンテンツファイルを HTTP で受け取り，SPAT を用いて位置参照処理を行って，完全な住所表
記と緯度，経度情報を，それぞれのレコードに付加する．本サービスは国土交通省より公開されているデータの
利用許可を得て平成 13 年 6 月 1 日に一般に公開し，図 16 のように順調に利用者を増やしながら，インタフェー
ス上のバグによるトラブルなどを除き問題なく動作している．また，埼玉県浦和市・大宮市・与野市の合併によ
るデータの更新作業を行ったが，分散システムであるため影響を最小にとどめ，短時間で作業を終えることがで
きた．このことからも本方式の有効性が示せたと言える．
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図 16. CSV アドレスマッチングサービス利用者数の推移
2001 年 6 月に数値地図 2500 のデータを利用して一般向けサービスを開始して以来，順調に利用者数が増加している．
10 月に国土交通省街区レベル位置参照情報を追加した．

ⅱ.3. 空間文書管理システム
次に，この位置参照手法を用いて空間文書管理システム SDMS を実装した．図 17 は SDMS のプロトタイプシステ
ム画面例である．本システムのインタフェースは様々な OS 上の Web ブラウザで動作するが，SDMS のメインシステ
ム部分は UNIX 上の CGI アプリケーションとして構築されている．

図 17. 空間文書管理システム（SDMS）プロトタイプシステム画面
左上部に空間文書の分布を示す地図インタフェース，右上部に検索インタフェース，
下部に地図に表示されている空間文書の概要一覧が表示される．
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ⅱ.3.1. 検索インタフェース
インタフェースは大きく 3 つの部分から構成されている．左上部は地図表示部であり，地図をベースに，それ
ぞれの位置にリンクされている空間文書のアイコンが表示される．右上部は入力フォームになっており，表示し
たい場所や検索キーワード，時間的な検索範囲を指定する入力フォームがある．下部は検索結果表示部で，地図
に表示されている空間文書の概要が一覧表示される．
地図表示部の文書アイコンはそれぞれの文書のタイプを示している．現在のところ，文書タイプとして
Microsoft Word，Excel，PowerPoint，Adobe PDF，HTML および Plain Text に対応している．また，アイコンを
クリックすると，検索結果表示部の対応するレコードにジャンプする．検索結果表示部には，文書ファイル名と
その文書に含まれている住所一覧，および文書の一部が表示される．文書ファイル名をクリックすると，直接フ
ァイルを開いて編集を開始することもできる．住所一覧をクリックすると，その住所を中心として地図を描きな
おし，その住所を中心に再検索が行われる．

ⅱ.3.2. 空間文書の登録・削除
空間文書を登録するには，SDMS を導入する際に指定した Windows の共有フォルダにコピーすればよい．SDMS は
そのフォルダを一定時間ごとにチェックし(今回の実装では 5 秒毎)，新しい文書が見つかるとキーワード空間木
に登録する．また，文書の削除や修正を行う場合も同様に，共有フォルダから削除するか文書ファイルを直接編
集すればよい．この場合にも，SDMS が削除・修正されたことを検出し，キーワード空間木から削除，あるいはキ
ーワードインデックスの更新を行う．
システム導入時には UNIX や Web サーバ設置のための知識が若干必要だが，一度導入が完了すれば，一般のユー
ザから見ると単にファイルをドラッグ＆ドロップするだけで空間文書の登録や削除が可能であるため，Windows の
操作に慣れていれば非常に手軽に利用できる．また，情報を他のユーザと交換したい場合には，空間文書ファイ
ルをコピーするだけでよい．

考

察
課題ⅰ：トポロジー暗示方式では，トポロジー情報をオブジェクトの持つ座標データにより暗示的に記述し，ト

ポロジーが必要なときには演算によりこれを復元する．これは，時系列 GIS や複数のデータを融合して用いる場合
のような，トポロジーが利用する時々によって変化する場面において有利な方式である．しかし，トポロジー明示方
式に比べて計算コストが大きく，処理時間が長いため，いかにしてこの性能差を埋めるかが重要な課題であった．
そこで本研究では，トポロジー暗示方式で最も重要な演算であるノードの展開をトポロジーのキャッシングを
用いて高速に行う手法について研究を行った．また本方式の評価を行うために，領域形状復元と最短経路探査の
実験を行い，これらの処理時間がいかに短縮されるかを調べた．その結果，本方式によって領域形状復元時には
18～30%，経路探査時には 6～10%にまで処理時間を短縮できることが分かった．

課題ⅱ：地名から緯度経度に変換する位置参照手法を分散化することで，ハードウェアの制約によって従来扱
うことができなかった詳細な位置情報記述に対応できる分散システムを提案した．提案した分散化アルゴリズム
は階層的に適用することができるため，スケーラブルな階層分散システムとして構築できる．それぞれのサブシ
ステムが地域を分担することで，位置参照情報の管理や更新を行いやすくなるため，運用面でも効果があること
が期待できる．また，実験により，提案した分散アルゴリズムを実装したシステムが十分に安定して動作し，速
度の面でも実用的であることを示した．
次に，空間文書の検索と閲覧に特化した空間情報システムとして，空間文書管理システムを提案した．本シス
テムは，空間情報を文書形式のまま管理し利用できる点に特徴がある．文書形式の情報を扱うため，従来の GIS
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に比べて登録や検索に時間がかかるが，データの作成や再利用が容易なこと，専用ソフトや知識が不要なことと
いった利点がある．また，プロトタイプシステムを開発し，従来 GIS に比べ誰にでも利用できることを示した．
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22) Hideki Nonaka, Yutaka Ohsawa：
「An Experimental Study on a GIS based on Implicit Topology Description」，
Proc. International Symposium on Digital Earth, Vol.II, pp.926-932 （1999.11）
23) Yutaka Ohsawa, Kim Kyongwol：「A Spatiotemporal Data Management Method Using Inverse Differential
Script」，Proc. NewDB'98, pp.543-554 （1998.11）

３）口頭発表
ア）招待講演
24) 相良 毅：「GIS 文化とビジネスモデル」，関西データベース協議会 GIS/電子地図の会主催，最新動向フォ
ーラム 2001 基調講演，大阪（2001）
25) 相良 毅：「アドレスマッチングの技術と活用」，東北データベースソサエティ主催セミナー（地図・地価
データを基にした行政情報の効果的活用） 基調講演，仙台（2001）

イ）応募・主催講演等
26) Takeshi Sagara, Masatoshi Arikawa, Masao Sakauchi：「A Spatial Data Acquisition System from Japanese
WWW Pages」, GIScience2000. pp. 23-24（2000）
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27) 長島 敦，大沢 裕：「地理情報システムＳＴＩＭＳにおける差分スクリプトの適用方法」，電子情報通信学
会 2001 年総合大会講演論文集（200１.3）
28) 野中 秀樹，大沢 裕：「暗示的トポロジーモデルにおける演算速度の高速化手法」，電子情報通信学会 2001
年総合大会講演論文集（2001.3）
29) 大沢 裕，長島 敦，「トポロジー暗示型空間情報管理システム：ＳＴＩＭＳ」，第 12 回機能図形情報シス
テムシンポジウム講演論文集, pp.37-44（2001.5）
30) 大沢 裕：「時空間情報システム STIMS」，電子情報通信学会 ITS 研究会, ITS2001-10, pp.1-6（2001.7）
31) 郭 薇，大沢 裕：「時空間情報管理システム STIMS における時間管理機能の実装」，情報処理学会第 63 回
全国大会講演論文集, 1X-05（2001.9）
32) 路 毅，大沢 裕：「位相暗示型地理情報システムにおける時間情報設定に関する研究」，情報処理学会第 63
回全国大会講演論文集, 1V-04（2001.9）
33) 林 悌二郎，根岸 幸生，大沢 裕：「時空間情報システム STIMS における属性情報の管理と検索」，地理情
報システム学会講演論文集，Vol.10，pp.1-4（2001.10）
34) 櫻井 政幸，郭 薇，大沢 裕：「STIMS における時間情報管理と図形編集とトランザクション」，地理情報シ
ステム学会講演論文集，Vol.10，pp.5-8（2001.10）
35) 笠原 直，野中 秀樹，大沢 裕：「時空間情報システム STIMS におけるトポロジーデータのキャッシュ方式」，
地理情報システム学会講演論文集，Vol.10，pp.9-12（2001.10）
36) 野中 秀樹，大沢 裕：「暗示的トポロジー記述をベースとするＧＩＳにおけるトポロジーのキャッシング」，
電子情報通信学会全国大会（2000.3）
37) 坂本 篤，大沢 裕：「カーナビにおける更新情報の提供」，電子情報通信学会ＩＴＳ研究会資料, ITS2000-16,
pp.7-12 （2000.7）
38) 野中 秀樹，大沢 裕：「暗示的トポロジーモデルをベースとする GIS におけるキャッシュ性能」，電子情報
通信学会ＩＴＳ研究会資料, ITS2000-16, pp.1-6 （2000.7）
39) 野中 秀樹，大沢 裕：「暗示的トポロジーモデルにおける演算処理速度の向上方法」，機能図形情報システ
ムワークショップ 2000 （2000.11）
40) 内山 浩二郎，金 景月，大沢 裕：「ITS における最新地理情報提供方式」，1999 年電子情報通信学会総合
大会, A-17-25 （1999.3）
41) 野中 秀樹，大沢 裕：「ライトバインドなトポロジー記述を持つ地理情報システム」，1999 年電子情報通信
学会総合大会, D-4-1 （1999.3）
42) 大沢 裕：
「地理情報システムから見た ITS」
，電子情報通信学会，
ITS 研究会資料, ITS99-8, pp.51-58（1999.4）
43) 野中 秀樹，大沢 裕：暗示的なトポロジー記述を持つ GIS における処理速度に関する考察」，第 10 回機能
図形情報システム研究会講演論文集, pp.27-34 （1999.4）
44) 野中 秀樹，大沢 裕：「暗示的なトポロジーをベースとする GIS における属性情報の検索性能」，第 59 回
情報処理学会全国大会講演論文集，3Q-01 （1999.9）
45) 金 景月，大沢 裕：「GIS におけるオブジェクトの存在時間管理」，第 59 回情報処理学会全国大会講演論文
集，3Q-02」，（1999.9）
46) 野中 秀樹，金 景月，大沢 裕，大友真吾，荻野信彦：「分散コンポーネント技術を用いた Intranet 型地理
情報システムの開発」，第９回機能図形情報システムシンポジウム講演論文集, pp.17-24 （1998.4）
47) 大友 真吾，荻野 信彦，大沢 裕：「インターネット／イントラネット型 GIS に関する考察」，地理情報シ
ステム学会オブジェクト指向 GIS ワークショップ予稿集，pp.9-14 （1998.6）
48) 大沢 裕：「時系列データ管理のための一方式」，情報処理学会研究会資料, 98-DBS-116（2）, pp.375-380
（1998.7）
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49) 金 景月，大沢 裕：「GIS における時空間データ管理方式」，1998 年電子情報通信学会情報・システムソサ
エティー大会講演論文集，D-4-2，pp.18 （1998.10）
50) 大沢 裕：「ITS のための地理情報処理技術」，1998 年電子情報通信学会ソサエティー大会，SAD-6-1,
pp.111-112 （1998.10）
51) 野中 秀樹，大沢 裕，大伴 真吾，荻野 信彦：「Intranet 型地理情報システムの構築」，1998 年電子情報
通信学会情報・システムソサエティー大会，D-4-1，pp.17 （1998.10）
52) 大沢 裕，金景月：
「離散的な時系列管理方式の一提案」，地理情報システム学会講演論文集，Vol.7, pp.107-112
（1998.10）
53) 大沢 裕，野中 秀樹，大友 真吾，荻野信彦：「イントラネットでの利用を目的とした分散型地理情報シス
テム」，地理情報システム学会講演論文集，Vol.7, pp.141-146 （1998.10）
54) 大友 真吾，大沢 裕：「位相構造を持たない地理情報システムに関する考察」，第８回機能図形情報システ
ムシンポジウム講演論文集，pp.27-32 （1997.4）
55) 松本 裕，大沢 裕：「Ｗｅｂブラウザを用いるイントラネット型地理情報システム」，第 55 回情報処理学
会全大講演論文集，3,471-472 （1997.9）
56) 金景月，大沢 裕：「イントラネット型地理情報システムにおける個別情報の管理方式」，第 55 回情報処理
学会全大講演論文集，3,473-474（1997.9）
57) 相良 毅，有川 正俊：「住所付きデータの緯度経度変換インターネットシステム」，第 14 回応用地域学会
大会（2000）
58) 相良 毅，有川 正俊：「日本の住所体系に適した分散アドレスマッチングサービス」，地理情報システム学
会講演論文集，Vol.9，pp.183-186（2000）
59) 相良 毅，有川 正俊，坂内 正夫：「ネットワーク上の各種情報源からの地理情報抽出収集手法」，地理情
報システム学会講演論文集，Vol.8，pp.331-334（1999）

４）特許出願等
なし

５）受賞等
なし
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2. 標準空間情報とデータ交換技術に関する研究開発

2.3. 社会的事象の時空間変動パターンのモデル化に関する研究開発

警察庁科学警察研究所
原田

要

豊、鈴木 護、島田 貴仁

約
本研究では、空間情報科学を用いる人文社会科学研究者を支援するため、社会的事象の時空間変動パターンの

モデル化に関して下記の研究開発を行った。
まず、人文社会科学研究で用いられるデータのほとんどが住所による間接的な空間参照を行っていることに着
目し、数値地図 2500 を用いたアドレスジオコーディング支援ツールを開発した。このツールを (1) 数値地図 2500
データの前処理、(2) 図郭線・飛び地処理、(3) 住所分かち書き、(4) 階層的住所照合の４種類のツールから構
成されている。このツールを用いることで、社会的事象に関するデータを、安価、迅速に空間データ化すること
ができる。
次に、分析システムのプロトタイプとして開発された SCAS 日本語版を開発した。SCAS は米国司法省によって開
発・公開されている犯罪分析 GIS である。このシステムに上記で述べてアドレスジオコーディングを組み込むこ
とにより、日本の住所表記法で記述された社会的事象に関するデータを GIS 上で扱い、発生密度の計算や集計を
行うことを可能にした。
さらに、実地のデータによる試験運用が可能な実証型犯罪分析 GIS として、事件データベースシステムと空間
情報管理システムを開発した。
事件データベースシステムには、警察が犯罪を認知した際に作成される帳票データが格納され、発生時間帯、
罪種、発生場所、時間などによって探索的、対話的に検索できる。また、ODBC により GIS ソフトウエアと連動さ
せることで、抽出されたデータを GIS 上でポイントデータとして扱うことができる。100 万件以上のレコードが格
納して試験運用を行った結果、検索速度等に問題は見られなかった。
空間情報管理システムは、サーバ上に格納した多種類・広領域の空間データの中から、必要な種類、範囲の空
間データを切り抜き、分析に適した加工を行うものである。空間情報科学を専攻しない研究者や実務家等、GIS 非
専門家の利用を想定して、分かりやすい GUI と対話的な機能を有している。
そして、構築された犯罪分析 GIS に実地データを蓄積し、実証分析として都市の構築環境と犯罪発生との関連
の分析、カーネル密度推定を用いた犯罪多発地区の推移の分析、Moran’I 統計量による犯罪分布パターンの分析
を行った。これらを通じて、犯罪現象の時間的変動や空間的な拡散を示した。

目

的
空間情報科学は、自然科学分野のみならず人文社会科学分野にも研究の方法論を提供するものであるが、これ

まで人文社会科学の研究者は、自然科学分野の研究者に比べて GIS の恩恵に浴することが少なかったように思わ
れる。
本研究は、社会的事象の一つとして犯罪を取り上げ、空間情報科学の手法やデータを応用することを通じて、
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社会的事象の時空間パターンをモデル化し、とくに人文・社会科学系の研究者のニーズに応える空間情報科学の
ノウハウやツールを蓄積することを目的とする。
犯罪に関しては、これまで主として加害者や被害者の人間の面からの研究に重点が置かれていた。しかし、近
年、犯罪現象を総合的に理解するためには、犯罪企図者、犯罪の標的（被害者・被害物）、監視の欠如という３つ
の要素がそろいやすい場所や状況（犯罪発生の「機会構造」）の分析が必要であるという認識が広まり、犯罪現象
の地理的・空間的側面への関心が高まっている。
犯罪発生の機会構造の分析を行うためには、単に犯罪データの分布だけを検討しても意味がない。さまざまな
地区の人口学的・社会経済的特性、街並みなどの物理的特性などに関するデータを犯罪に関するデータと「重ね
合わせ」、これらを相互に「関連づけて」分析することが肝要である。そのためには、方法論としての空間情報科
学、ツールとしての GIS が強力な助けとなる。
そこで、本研究では、犯罪現象の分析に空間情報科学の手法やデータを実地に適用することを通じて、人文・
社会科学系の研究領域への空間情報科学の応用にあたっての実際的な問題点の洗い出しや解決策の立案を行い、
それらを通じて得られたノウハウやツールの研究者コミュニティでの共有を進めることとした。具体的には、以
下の課題に関する研究開発を実施した。
A. 大量のデータを「所番地」の情報にもとづいて空間データとして一括登録（「アドレスジオコーディング」）す
る手法の開発。
B. アドレスジオコードされたデータを地区統計データや街並みデータなどと関連づけて分析する際の問題点の
解明と対応策の立案。
C. 人文・社会系の研究者にも使いやすい操作性を備え、社会的事象の分析に適した空間分析機能をもち、アルゴ
リズムが公開されたソフトウェア・ツールの作成。
D. これらの手法やツールを用いた、現実の犯罪データの地理的分析。

研究方法
本研究の前期３年間では、空間情報科学的手法による犯罪分析に関する海外の動向を検討した上で、人文社会
科学研究におけるアドレスジオコーディングの重要性に着目し、数値地図 2500 を用いたアドレスジオコーディン
グ支援ツールを開発した。さらに、犯罪分析ソフトウエアのプロトタイプとして SCAS 日本語版の開発を行った。
後期２年間では、前期３年間の開発結果を踏まえ、実地のデータによる試験運用が可能な実証型犯罪分析 GIS
として、事件データベースシステムと空間情報管理システムを開発した。そして、構築された犯罪分析 GIS を用
いて実地データによる分析を行った。
実地のデータの収集にあたっては、警視庁ならびに大阪府警察本部の協力を得て、東京都下および大阪府下で
発生し警察に認知された犯罪記録の供与を受けた。
これらの研究開発は前節の目的に照らすと表１のように位置付けることができる。
以下に各研究の背景と、用いた方法を述べる。

119

空間情報科学の確立のための空間情報のデータベース化に関する研究開発

表１. 本研究を構成する各課題の位置付け

A. アドレスジオ B. ジオコードデ C. 操作性が優れ D. 現 実 の 犯 罪
コ ー デ ィ ン グ 手 ー タ を 分 析 す る た 社 会 的 事 象 の データの地理的
法の開発

際の問題点・対応 分 析 ソ フ ト ウ エ 分析
策の検討

数値地図 2500 によるアドレスジオコーディング
支援ツールの開発
犯罪分析ソフトウエア SCAS 日本語版の開発

○

○

○

○

ア開発

○

事件データベースシステムの開発

○

空間情報管理システムの開発

○

都市の構築環境と犯罪発生との関連の分析
カーネル密度推定を用いた犯罪多発地区の推移
の分析

○

○

○

○

Moran’I 統計量による犯罪分布パターンの分析

○

【数値地図 2500 によるアドレスジオコーディング支援ツールの開発】
アドレスジオコーディング（住所照合）は「住所表記からその位置を同定すること」と定義される。自然科学
においては緯経度といった直接空間参照可能なデータが生成されることが多いが、人文・社会科学では、住所や
郵便番号といった間接的な空間参照に頼ることが圧倒的に多い。したがって、住所照合は人文・社会科学分野で
ＧＩＳを活用する際の重要な技術である。
アドレスジオコーディングのアルゴリズムは、空間データの仕様のみならず、住所表記システムに深く依存す
る。住所表記システムは、日本では「街区方式」、欧米では「街路方式」という異なる方式をとっている。日本で
利用されている GIS ソフトウエアの多くは海外で開発されたものを日本語化したものであり、現状では日本の住
所表記に対応したアドレスジオコーディングをサポートしていない。そこで、入手が容易な空間データである数
値地図 2500 の町丁目・街区データを用いてアドレスジオコーディングを行うプログラムを開発した。
(1)数値地図 2500 データの前処理、(2) 図郭線・飛び地処理、(3) 住所分かち書き、(4) 階層的住所照合の各
ツールのうち、図郭線・飛び地処理ツールおよび階層的住所照合ツールは、地物ポリゴンの接合・ポリゴン中心
点座標の取得など、GIS 固有の機能を使う必要があるため、GIS ソフトウェア ArcView 3.1 の開発言語 AVENUE で
作成した。他のツールは、開発・実行環境の普及度を考慮して、VisualBasic 6.0 をベースにして作成した。

【犯罪分析ソフトウエア SCAS 日本語版の開発】
"SCAS: Spatial Crime Analysis System"は、 犯罪分析のための GIS ツールに対するニーズの高まりを受けて
米国司法省が開発した、犯罪の空間分析・地図作製のための GIS ソフトウェアである。 わが国の犯罪研究・警察
実務への GIS の応用可能性を広げるため、米国司法省の許可を得て、わが国の住所表記による住所照合機能をも
つ、 SCAS の「日本版」を開発した。
開発作業として(1)背景地図の数値地図 2500 への差し替え、(2) 住所照合ルーチンの日本版への差し替え、(3)
カレンダーコントロールを日本語版への差し替え、(4) ＳＱＬ生成コードの差し替えとツリービュー作成ユーテ
ィリティの日本語化を行った。

【実証レベル犯罪分析 GIS の開発(1)：事件データベースシステム】
社会的事象を分析する際には、「いつ」「どこで」「何（誰）が」「どのように」発生したか等、様々な分析の軸
が考えられる。犯罪現象を分析する際にも、時間や発生地点に加え、犯罪の種類、防犯体制、手口、被害者の年
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齢等多くの変数が分析の対象になりうる。
そこで、実証レベル犯罪分析 GIS における属性データのデータベースとして、警察活動で大量に収集されるデ
ータである認知票を、分析者の自由な視点で探索的に検索・抽出し、GIS と連携して地図上で表示させる機能を有
する事件データベースシステムを開発した。
本システムはサーバ・クライアント環境で構成した。データベースエンジンにはリレーショナルデータベース
開発環境である 4th Dimension6.5.7 を用いた。

【実証レベル犯罪分析 GIS の開発(2)：空間情報管理システム】
空間情報科学的な手法を用いて社会的事象を分析する際には、分析対象となる事象を地理的に包含する空間デ
ータが必要となる。分析の際に、研究者は、様々な仕様の空間データの中から分析に適した空間データを選択し、
さらに手持ちのデータに応じた空間範囲に加工する必要がある。この作業は、GIS の非専門家にとっては大変敷居
が高いものである。
そこで、実証レベル犯罪分析 GIS における空間情報の基幹データベースとして、空間情報科学を専攻しない研
究者や実務家等の GIS の非専門家が、背景地図となる空間データを効率的に取得できるよう、分かりやすい GUI
と対話的な機能を有する空間情報管理システムを開発した。

【実地データによる犯罪分析(1)：都市の構築環境と犯罪発生との関連の分析】
これまで、構築環境と犯罪発生の関連については、主に住宅地での監視性や領域性を軸に論じられてきたが、
１）環境の記述が専門家や住民による主観的な評価に頼る、２）広い地域の中から任意に選定された数地点の比
較に留まり、犯罪発生数や不安感の差を環境要因だけでは説明しにくい、といった限界があった。GIS はマッピン
グツールとしての側面が強調されがちであるが、ここでは、GIS のもう一つの側面である街路・建物等地図データ
を定量的に扱える側面に着目し、構築環境の客観指標を構成し窃盗犯との関連を検討した。

【実地データによる犯罪分析(2)：カーネル密度推定を用いた犯罪多発地区の推移の分析】
近年のひったくりの量的増加が、従来同種の犯罪の見られなかった地域や、従来とは異なった属性の被害者へ
の「拡散」を伴っているかどうかを検討するために、平成 8 年 1 月から平成 12 年 12 月までの 5 年間に東京 23 区
内で警察に認知されたひったくり 21,231 件のデータを用いて、カーネル密度推定法により、被害発生地点の密度
分布などの推移を分析した。
図 1 は、カーネル密度推定法の概念図である。まず、事件がマッピングされた数値地図 2500 に、細かな格子状
に配置された参照点からなる平面を重ね合わせる。これらの参照点のひとつを中心とし、ある一定の半径（「バン
ド幅(bandwidth)」と呼ばれる）をもつ円を描き、円内に含まれるすべての犯罪発生地点に対し、円の中心に近い
ものほど大きい重み得点を与えたうえで合計して、その参照点における密度推定値とする。この重みづけには「カ
ーネル関数」と呼ばれる左右対称で滑らかな曲線（通常は４次関数）が用いられる。以上の処理を、格子状に配
置されたすべての参照点について繰り返すと、すべての参照点における密度推定値を値として持つグリッド・サ
ーフェス（格子面）が作成される。
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図 1. カーネル密度推定イメージ

【実地データによる犯罪分析(3)：Moran’I 統計量による犯罪分布パターンの分析】
犯罪の地理的研究において犯罪発生地点の分布がランダムではなく，一定のパターンがあることは広く知られ
ている．犯罪の空間的パターンの中でも、犯罪多発地域はホットスポットと呼ばれ，研究・実務の両面から興味
の対象となっている．上で述べたカーネル密度推定法は分析結果を「密度地図」に表現することにより直感的な
理解が可能であるが、罪種間・地域間で集中度を比較することは難しかった。
そこで、空間統計学における基礎的な概念の一つである空間的自己相関を導入し、犯罪の集中度を罪種別に比
較した。
Moran の I は、空間的自己相関を示す代表的な指標であり、相関係数同様-1.0 から 1.0 の間を取る。近接した
点で同じ値を持つ傾向が強い場合、すなわち空間的パターンがより強く存在する場合 I は 1.0 に近づき、逆に同
じ値を持つ点が散らばっている場合 I は-1.0 に近づく。また、相関係数同様、I の有意性検定が可能である。

研究成果
【数値地図 2500 によるアドレスジオコーディング支援ツールの開発】
開発された (1) 数値地図 2500 データの前処理、(2) 図郭線・飛び地処理、(3) 住所分かち書き、(4) 階層的
住所照合の４種類のツール群を図 2 のように組み合わせることで、数値地図 2500 だけで、柔軟なアドレスジオコ
ーディングが実現できることが示された。
数値地図 2500 データの前処理では、建物ラスターデータ一括消去、町丁目・街区ポリゴンコードの複写が行わ
れる。
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数値地図2500 CD-ROM

ジオコード対象データ

HDにコピー

建物ラスターデータ消去
ポリゴンコード複写

住所分かち書き

Shapefileに変換

図郭線・飛び地処理

階層的住所照合

図 2. 数値地図 2500 によるアドレスジオコーディング処理の流れ

次に、図郭線・飛び地処理では、同一属性を持つ複数ポリゴンをマルチパート処理して１ポリゴンに統合する。
住所分かち書きツールは、連ね書きされた住所情報を各要素に切り分ける。国勢調査の町丁・字等別地図（境
域）データで住所文字列の切り分け処理を行った結果、数値地図 2500（東京都）の町丁目 5,098 件中 4,979 件（97.7%）
を国勢調査の町丁目と対応づけることができた。
階層的住所照合は、わが国の住所表記の構成要素である市区町村、町丁目、番などが「階層的な包含関係を持
つポリゴン」となっていることに着目した、包含関係を順にたどるいわば「順次絞り込み型」の住所照合である。
街区レベルで約 90%、町丁目レベルで 95%以上のデータを、約 90 件／秒程度の速度で数値地図 2500 上に自動マッ
ピングすることができた。

【犯罪分析ソフトウエア SCAS 日本語版の開発】
わが国の住所表記法による住所照合機能をもつ、SCAS の「日本版」を作成し、基本的な動作確認を行うことが
できた。SCAS の画面イメージを図 3 に示す。SCAS の開発により、わが国のディジタル地図・事件データを用いて、
犯罪現象の空間分析を実際に行うことが可能になった。さらに、日本版 SCAS を、人文社会科学系研究者のための
汎用的な空間分析ツール、もしくはその「ひな形」として発展させた。人文社会科学において、大量の既存デー
タなどを人手で空間情報化するコストは莫大であり、研究目的にもよるが、多少の誤差はあっても機械的・簡便
に住所照合による空間データ化を行えるツールが欲しいという場面はかなり多いと思われる。当面必要なデータ
だけを「小出しに」住所照合できるという SCAS の特徴は、この点で非常に魅力的である。
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図 3. SCAS の画面イメージ

【実証レベル犯罪分析 GIS の開発(1)：事件データベースシステム】
本システムでは当初は試験的にデータを投入し、動作を確認しながらレコードを増やしていった。
このデータは、管理番号、取扱警察署・交番、罪名・罪種、発生年月日・時間、発生場所の特性、発生地点（住
所）、被害者性別・年齢・職業・世帯構成、防犯体制などさまざまなフィールドを有するが、そのため、各フィー
ルドについて、値と意味の対照表をマスターテーブルとして作成し、事件テーブルとリンクさせることにした。
このため、データベースのビューでは、図 4 のように各フィールドの値が理解可能な形で表現される。
また、(1)検索初期ウィンドウが全変数を網羅する、(2)絞込検索の実装、(3)検索条件と抽出された件数の履歴
を表示させる機能の実装により、分析者の目的や問題意識に応じた、より柔軟で対話性の高い検索が実現した。
さらに、本システムでは、あらかじめ番レベルの住所と緯度経度とをフィールドとして持つ住所＝座標対照テ
ーブルを作成し、事件データテーブルと多対一のリレートを張ることにした。この結果、SCAS に比べてアドレス
ジオコーディングに要する計算機資源を格段に節約することに成功した。
平成 14 年 3 月現在で、東京都下で 1996 年から 2000 年、大阪府下で 1996 年から 97 年の間に警察が認知した
1463305 件のレコードが収納されている。これだけ大量のレコードであるにもかかわらず、試験運用の結果、応答
速度とも十分実用に耐えることが実証された。
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図 4. 事件データベース画面イメージ

【実証レベル犯罪分析 GIS の開発(2)：空間情報管理システム】
基本仕様として、(1)多様で不規則な取得依頼に対し、欲しい空間データ（種類、加工方法）、欲しい形式（フ
ォーマット、媒体）を、短時間で提供できる。(2)GIS、地図に関して知識が浅い人でも簡単に扱える操作画面を
実現することにより、空間データの選別、加工の作業を簡潔におこなう。(3)取得依頼の内容の保存、呼び出しが
できることで、同じ内容の取得依頼に対応できるようにする。(4)空間データの増減、更新などに柔軟に対応でき
る、を定めた。
運用の対象者としては以下を想定した。
!

管理者（サーバ機器や収容される空間データ一般の管理を行う。空間情報科学の専門家の専門家を想定）

!

作業者（クライアントソフトウエアを利用し、依頼者の取得依頼に応じて空間データを取得する。このた
め空間データの仕様やメタデータに関してはある程度の知識を要するが、技術的な知識は必ずしも必要と
しない。図書館のライブラリアンに似た役割）

!

依頼者（作業者に対して、自分の望む空間データの領域と種類、提供フォーマット、提供媒体を要求する。
空間情報科学の非専門家―場合によれば警察現場の犯罪分析官―を想定）

サーバ用システムでは、ゼンリン、ライフマップル、空間データ基盤等の空間データは登録作業によりサーバ
のハードディスクにコピーされる。その際、空間インデックスが付加される。空間参照を持たない地図はデジタ
イズされて空間インデックスが付加される。属性データとそれにリレートされた位置座標データ、空間データと
リレートされた属性データベースも空間インデックスが付加される。管理データベースでは、空間データの種類
ごと（例えば、ゼンリン住宅地図、数値地図２５００）に、登録されているメディアとその空間範囲を管理して
いる。
クライアント用システムでは、操作を通じて設定されたパラメータ（取得領域、取得空間データ、属性ファイ
ル出力条件、図形マージ条件）等はサーバの管理データベースで保存され、次回以降のセッションで呼び出すこ
とができる。本システムのクライアントソフトウエアの動作概要を以下に示す。１）切り出したい領域を作図に
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より指定する。矩形・円が作図できるほか、市区町村名による選択も可能である。２）指定された領域内に存在
する空間データが表示されるので、そのリストの中から必要な種類の空間データを選択する。３）選択した種類
の空間データの中から必要な地物を選択する。４）図郭線の処理方法を指定する（消去することも、そのまま残
すことも可能である）。
本システムでは運用開始から収容される空間データが増加し、平成１４年３月現在では表 2 の通りになってい
る。
本システムを用いると、人文社会科学研究者などの GIS 非専門家でも、自分が必要とする範囲で、必要とする
種類の空間データを簡単に取得することが可能になる。これまでは各警察機関からマッピング依頼を受けた場合、
警察署や交番の管轄区域に対応する背景地図を作成するのに大変時間を要していたが、本システムにより、より
迅速にマッピング依頼に対応することが可能になった。
表 2. 空間情報管理システムに収容されたデータ一覧

ベンダー

名称

範囲

国土地理院

数値地図 2500(空間データ基盤)

全国(CD-ROM38 枚)

昭文社

Life Mapple

東京 23 区

ゼンリン

Zmap-TOWNⅡ

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府

東京都

東京都都市計画 GIS

東京都

総務庁統計局

国勢調査データ

東京都・大阪府

アルプス社

プロアトラス 25 万分の 1 縮尺図

全国

【実地データによる犯罪分析(1)：都市の構築環境と犯罪発生との関連の分析】
分析に用いたデータは、東京 23 区内で 1996 年に発生した窃盗犯のうち、代表的な手口（空き巣狙い、事務所
荒らし、出店荒らし、乗り物盗、車上狙い、ひったくり、自販機荒らし） 101,700 件である。各手口の発生数を
3127 の町丁目毎に集計した。
地図データとして国土地理院刊行の「数値地図 2500（空間データ基盤）」昭文社「ライフマップル・デジタルデ
ータ」を用いた。GIS ソフト ArcView3.0 の空間測定機能を用いて、表 3 に示す 17 指標を測定し町丁目毎に集計し
た。そして構築環境指標と、犯罪発生数との相関を分析した。
17 の構築環境指標を、因子分析（主因子法、プロマックス回転）にかけることにより、表 3 に示す５因子を抽
出した。第１因子は、その町丁目における 3F 以下の低層建物や街区の混み入り度を反映した「低層集密」因子、
第２因子は道路の見通しの良さを反映した「道路の整然性」因子（図 5 参照）、第３・第４因子はそれぞれ「高層
建物（10F 以上）」、「中層建物（4F～10F）」の存在を、第５因子は「街区の大きさ」を反映する因子と解釈した。
空き巣狙いは低層集密因子と正相関、道路の整然性因子と負相関が見られた。ひったくりも同様の傾向が見ら
れた。事務所荒らし・出店荒らし・自販機荒らしは中層建物、乗り物盗・車上狙いは高層建物との相関が高かっ
た。
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表 3. 構築環境指標の因子分析結果

第１因子 第２因子 第3因子 第4因子 第5因子
低層集密 道路整然性 高層建物 中層建物 街区大きさ
街区

外周延長

低層建物 面積
低層建物 数
街区

数

街区

延べ面積

道路

延べ面積

道路

道路幅員

道路

交差点間距離

道路

総延長

道路

区間数

高層建物 面積
高層建物 数
歩道

延べ面積

中層建物 数
中層建物 延べ面積
街区

平均面積

街区

奥行き

.89
.88
.84
.77
.70
.65
-.22
-.14
.71
.67
-.09
-.11
.19
-.06
.00
-.02
-.08
4.64
27%

-.28
-.28
-.43
-.41
.03
.29
.86
.78
-.66
-.76
.19
.09
.47
-.06
.12
.24
.21
2.41
14%

.07
-.10
-.18
.02
.26
.65
.35
.50
.27
.08
.75
.71
.76
.33
.51
.20
.14
2.24
13%

-.06
-.23
-.19
.15
-.18
.16
.11
-.01
.03
.06
.34
.59
.22
.90
.82
-.16
-.12
1.77
10%

因子得点高

-.10
.02
-.16
-.32
.50
.22
.23
.48
-.01
-.16
.15
.01
.32
-.19
.00
.81
.71
1.64
10%

因子得点低

図 5. 「街路の整然性」因子得点が高い町丁目と低い町丁目の比較

本研究は、１）地図データをもとに客観的な環境指標を、２）対象地域全域からいわば「全数調査」的に算出
し犯罪との関連をみたもので、地域の持つ潜在的な危険性をより簡便に診断する方法の可能性を示すものである。
分析の結果、構築環境の各因子と各窃盗犯の間の関連が示された。中でも第１・第２因子と空き巣・ひったく
りの間の関連は、犯行・逃走の容易性、そして監視性の欠如の関与を示唆するもので興味深い。一方、第３因子
と乗り物盗・車上狙い、第４因子と事務所・出店荒らしの関連は、「標的の多さ」を反映していると考えられる。
今後は、住宅地・商業地などの区別を考慮したより精緻な研究が望まれる。

【実地データによる犯罪分析(2)：カーネル密度推定を用いた犯罪多発地区の推移の分析】
分析の結果、(1)ひったくりの発生地点の分布には、時間帯による大きな変動が見られること、(2)過去 5 年間
に、ひったくりの地理的分布が都心部のオフィス街・繁華街周辺から、足立区・江戸川区・大田区などの周縁部
へと拡散する傾向が見られること（図 6 参照）、(3)この地理的拡散に伴って、午後の時間帯の主婦・無職の女性
の被害が増加する傾向が見られることなどが判明した。
主婦や無職の女性などが日常生活圏内で被害にある傾向が高まっていると見られることは、ひったくりが従来
以上に、これらの人々にとって「身近な犯罪」となってきたことを示唆している。今後は、これらの人々に対す
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る一層の広報・啓発活動の充実や、パトロールの強化などを、被害の地理的・時間的な分布を考慮しながら重点
的に実施する必要があると思われる。

図 6. ひったくりの発生密度のパターンの変化

【実地データによる犯罪分析(3)：Moran’I 統計量による犯罪分布パターンの分析】
東京 23 区の中の２区で 1997 年から 2000 年にかけて警察が認知した事件のデータである。凶悪犯，粗暴犯，住
宅対象侵入窃盗、店舗対象侵入窃盗、ひったくり，自販機荒らし，車上狙い，乗物盗，万引，すり，知能犯，性
犯，住居侵入の１３種類のデータを抽出し分類した．最終的に分析対象となったのは 68400 件を分析対象とした。
分析の結果、１）多くの罪種に関して，算出された Moran’s I は期待値よりも大きく，犯罪は各地域で均等に
発生しているのではなく，一定のパターンが見られること、２）特に粗暴犯，ひったくり，乗物盗での集中度が
高かった、３）車上狙い，性犯でも集中度が高かった、４）町丁目レベルと街区レベルの両方で集計した結果を
比較したところ、両者の間に一定の相関が見られた．のような結果が得られた。
グローバルな空間的自己相関はカーネル密度推定法によるホットスポット分析と異なり，視覚化が難しく，そ
の概念の理解には困難が伴う．しかし，犯罪発生の空間的な関連を計量的に評価する有力な手段である．
GIS の発展によって犯罪データのマッピングが容易に行われるようになった．単なる視覚化に留まらず，空間デ
ータに適した空間分析手法を用いることでより犯罪現象の理解を深めることが求められる．

考

察
本研究開発の最大の成果は、空間情報科学の手法による大規模な犯罪データの分析を、わが国で初めて実現し

たことである。これにより、欧米などで「地理的犯罪分析(”geographic crime analysis”)」と呼ばれている、
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空間情報科学の新たな研究領域を、わが国でも立ち上げることができた。この新たな研究領域のための分析手法
やツールの開発、大量のリアルデータの分析に基づく実践的ノウハウの蓄積などができたことは、わが国におけ
る社会科学・行動科学的な犯罪研究にとって、一つの新たな「知的基盤」が整備されたことを意味する。
実証レベル犯罪分析 GIS として整備した事件データベース、空間情報管理システムは、現在もデータの追加や
更新が行われており、犯罪分析のインフラストラクチャとして定着している。
その一方で、社会的事象の時空間変動パターンのモデル化に関するノウハウも着実に定着しつつある。犯罪の
地理的分布やその変動を把握するには、大量の事件データなどが迅速・簡便に地図上にマッピングできなければ
ならない。そのためには、アドレスジオコーディング技術が不可欠である。また、犯罪発生地点などを単純に「点」
として地図上に落としただけでは、それらの分布のパターンを読み取ることは困難である。カーネル密度推定を
用いたスムージング（平滑化）を施すことによって、データの地理的分布の特徴を縮約的に表現することが可能
になる。空間的自己相関分析により、パターンの時系列的な変化や、地域差を定量的に評価できるようになった。
こうした地理的犯罪分析には大きな実践的な意義があると思われる。犯罪多発地区での重点的な防犯活動など
によって犯罪対策の費用対効果の向上が期待できるほか、地域限定的な施策に伴う犯罪の周辺地区への転移
("displacement")の有無や程度など、
「政策評価」に直結する実証的分析も可能になる。今後は、本稿で試みた分
析をさらに進め、GIS を用いた地理的犯罪分析の多様な可能性を探ってみたい。
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