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Geographic Spacial Information Spread throughout Marvelous Realms

共催 大阪市立大学都市文化研究センター（ＣＯＥ） 

 http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/UCRC/ 

地理情報システム学会 SIG-自律分散アーキテクチャ 

 http://wwwsoc.nii.ac.jp/gisa2/ 

GLOBALBASE PROJECT 

 http://www.globalbase.org/ 

場所 新梅田研修センター 

 （阪急梅田駅あるいは JR 大阪駅より徒歩 10 分） 

 http://www.temmacenter.com/shin_umeda/access.html 

日時 2006 年 1 月 14 日（土） 

趣旨 大阪市立大学都市文化研究センター（ＣＯＥ）においては、2006 年は締めの年であり、地理

情報システム学会 SIG-自律分散アーキテクチャ は発足後３年目に入ります。

GLOBALBASE PROJECT においては、「京都プロジェクト」として始まってから７年となりま

す。それぞれは単独でも多くの成果を出しているにかかわらず、三者三様のプロジェクトが一

つのシンポジウムを行うことに大きな意義があります。 

 

考古学、文化研究、アートといった諸分野、自律分散、測位技術などの技術分野、これらは

全く別のカテゴリーとして発展してきましたが、ここに「地理空間情報」と いうキーワードを持ち

込むことによって、分野を超えてクロスオーバする可能性が見えてきたと考えられます。また、

研究分野にとどまらず、様々な社会へと地理空間情報は浸透して行きつつあります。本シン

ポジウムは新しい地理空間情報の可能性について、多方面からの視点で議論を戦わせて頂

く場として企画されました。 
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考古学GISの試み 

 An attempt of Archaeology with GIS 

 国際日本文化研究センター                           宇野隆夫 

International Research Center For Japanese Studies   Takao Uno 

 

私の知る「アーカイブ」は複数のファイルを一つにまとめて圧縮することであるが，1990年代中ごろ

以後，文化・文化財情報をデジタル化して集積することを示す用語として用いられているように思う。

考古学では，このことは基本的に文化財データベースの構築と理解されて，色々のものが作られてきた。 

今，考古学アーカイブの最も発展した形態と考えるものは，デジタル化した文化財データに時空間情

報を与えてデジタルマップやDEM 上に表示できるようにした考古学GIS データベースである。なお考古

学GIS とは，GIS を基盤として考古学の仕事全般をおこなうものであり，GIS を用いた空間考古学（GIS

考古学）はその中の一つの分野である。 

考古学の文化財には，遺構（不動産文化財：集落・都市，墓・王陵，水田や窯などの生産施設ほか）

と，遺物（動産文化財：石器，土器，金属器ほか）があり，考古学の現在は，アナログ発信からデジタ

ル発信に向けての過度期にある。そのため過去の膨大な紙ベースのアナログデータをデジタル化し，今

後の調査におけるデジタルデータ取得法の確立が，二つの大きな課題となっている。これに関して私が

現在おこなっている試みは，以下のようなものである。 

運用基盤：GLOBALBASE GIS。国土座標や世界測地系経度緯度ほかの多くの座標系に対応すると同時に，

分散型のサーバをつないでデータを共有できることが，考古資料の現状に非常にマッチしているため，

これを採用している。 

紙ベースのデータ：遺構に関して，座標のついた図面があるものは，これをスキャンして，world file

形式で座標を与えている。座標がないものは，遺跡分布地図から遺跡の代表点や面のデータを取得して

与えている。遺物に関しては，出土地を示す地図を手掛かりに座標（世界測地系経度緯度）を取得して

与えている。出土地の地図がないものについては，出土遺跡の重心点や代表点を取得して与えている。 

実物データ：遺構も遺物も，最小の誤差で，世界測地系経度緯度・海抜情報を付与したデジタルデー

タを直接的に取得するため，GPSによる測量を重点的におこなっている。現在，補正技術の発達によって

世界のほとんどの地域において誤差 1cm 以内での測量が可能になってきた。また移動しながら連続的に

測定することによって，GPS による三次元モデルの取得も可能である。また目的にあわせて，写真測量，

リモートセンシング，レーザー波などを用いてデジタルデータを能率的に取得することができるように

なっている。 



  
１ http://www.nichibun.ac.jp/iseki/index.html（出典参照） 2佐賀県の弥生時代中期遺跡分布（密度分布分析） 

  

３ 佐賀県大型集落の眺望域連鎖（可視領域分析）  ４ 香川県紫雲出山遺跡の眺望域（可視領域分析） 
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 ５ 京都府南部弥生後期遺跡の分布（密度分布分析） ６ 弥生後期銅鐸の分布（密度分布分析） 



Study on the Architecture of Spatial Information Archaeology  
Lun Wu1, Daming Wang1, Haruhiro Fujita2, Yong Gao1, Yuan Tian1, Yi Zhang1 

 
1Institute of RS & GIS, Peking University, Beijing 100871, China 

2Department & Graduate School of Tourism, Toyo University, Tokyo, Japan 

 
With the expansion of archaeological researches and the extension of study areas, 

archaeologists begin to investigate ancient culture, civilization and historical course from more 
macroscopic view point.  Thousands of spatial information in many formats in the archaeology, 
such as contour maps, images, video files, audio files, etc, is required to be stored together, and an 
efficient way of managing and querying the archaeological spatial information should be available.  
Obviously, it is difficult to solve these problems by using the traditional methods. 

The development of spatial information technology, which includes Remote Sensing (RS), 
Geographical Information System (GIS) and Global Positioning System (GPS), shows us a novel 
method of searching, storing, managing and disseminating archaeological information.  RS offers 
a large archaeological data source and a more macroscopic view point.  GIS gives us an efficient 
way of storing, managing and disseminating archaeological information.  And GPS can be used 
to measure and monitor specified excavation sites.  So, the establishment of spatial information 
archaeology, which applies spatial information technology such as 3S (RS, GIS and GPS) 
technology to archaeological researches, is essential. 

GLOBALBASE architecture connects geographical and spatial information delivered from 
current International 13 servers in a seamless manner.  The complete data sharing can be 
achieved by the process of mapping routing, where the geometric matching of corresponding 
points in the internal and external coordinate systems is conducted.  It allows information 
searchers (clients) to browse for archaeological objective information in a virtual space “Spatial 
Information Archaeology” existing on the Internet. 

In this paper, a new conception of “Spatial Information Archaeology” is defined as well as its 
architecture.  And also, the perspective of applying GLOBALBASE to Spatial Information 
Archaeology is introduced. 
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摘要:随着考古研究领域的拓展和考古研究区域范围的不断扩大，考古学家开始以更加宏观的视

角来研究古代文化、文明和历史进程。考古研究中各种格式的海量空间信息需要被存储在一起，并且

需要提供高效的管理和查询手段，空间信息技术的发展正适应了考古研究中的这种需求。本文提出了

以遥感（RS）、地理信息系统（GIS）、全球导航卫星系统（GNSS）等空间信息技术为基础的空间信息

考古的定义，并描述了空间信息考古的理论框架。并且探讨了 Globalbase 在中国空间信息考古研究

中作为信息共享平台的应用前景。 

关键词: 空间信息考古 地理信息系统 遥感 全球导航卫星系统 Globalbase 

1 引言 

随着考古研究领域的拓展和考古研究区域范围的不断扩大，考古研究的信息量不断增加，传统的

考古信息管理方法很难将各种格式的海量考古信息存储起来，并提供高效的管理和查询手段。3S（RS、

GIS、GNSS）等空间信息技术的发展为这一问题的解决提供了契机。空间信息技术的发展向我们展示

了一种全新的搜集、存储、管理和传播考古信息的方法。RS可以为考古提供更广泛的数据源，还能够

以更宏观的视角进行考古研究；GIS给我们提供了一种高效的存储、管理和传播考古信息的手段；而

GNSS则可以被用来监测特定的考古遗址。因此，将3S等空间信息技术应用于考古研究中，建立空间信

息考古是必要的。本文提出了以3S等空间信息技术为基础的空间信息考古的定义，并描述了其理论框

架，同时还讨论了Globalbase在空间信息考古研究中作为信息共享平台的应用前景。 

2 空间信息考古的定义及理论框架 

目前，国内外的考古学家已经开始了将空间信息技术引入考古学的研究。上世纪 70年代末，
计算机图形学、数据库和统计分析等技术开始应用于考古；80 年代，GIS 在北美兴起，遗址预
测成为考古 GIS 的主要研究方向；90 年代，欧洲考古界开始接受和使用 GIS，国内也有学者摸
索和展望了空间信息技术在考古界的应用和前景[1][2][3]，但目前尚无统一的将各种空间信息技术

融合为一体应用于考古的研究，因此探讨空间信息考古的定义及其理论框架是很有意义的。 
空间信息考古(Spatial Information Archaeology, SIA)是将 3S等空间信息技术融合为一体应用

于考古研究中，以 RS作为大量考古信息的来源，从更加宏观的视角来进行考古研究，以 GIS作
为考古信息的存储、管理、查询和浏览的高效手段，以 GNSS 作为监测特定考古遗址的方法，
通过网络技术将所有的考古信息存储于各个网络节点的考古空间数据库中，并为考古研究提供

统一高效的考古信息搜集、存储、管理、查询、浏览和传输等功能的一种全新的考古研究方式。 
 

空 信息考古理 框架间 论  

RS 考古数据  

GIS 平台  

 
Internet 

考古空 数据间 库  

考古信息的浏览、 等查询  GNSS考古 数据监测
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1．RS在 SIA中的作用 
随着遥感技术的发展，高分辨率影像可以将地面的实际情况以足够的精度真实的反映出来，

这其中也包括详细的考古信息，因此可以将遥感影像作为 SIA 的一种充足的数据来源。此外，

将遥感影像应用于考古研究的优势在于可以从更宏观的视角来研究整个考古区域，将许多艰苦

的野外作业变成室内作业。 

2．GIS 在 SIA 中的作用 

GIS 在考古中的应用由来已久，在考古学中的应用研究也是多方面的，可以应用于从考古数

据采集到考古数据存储、分析、解释以及表达等各个方面。在 SIA 框架中，考古空间数据库处

于中心地位，GIS 主要为考古空间数据库提供各种存储、分析、查询和表达功能，以使数据库中

的考古信息能够被高效的管理并应用起来。例如考古 GIS 与遗址预测模型建立、利用 GIS 进行

考古遗址的发展和扩张模拟以及景观考古 GIS 分析研究等。 

3．GNSS 在 SIA 中的作用 

GNSS 作为一种有效的空间监测手段，可以用来在考古研究中定位和监测特定的考古遗址，

它对于特定的考古遗址所获得的信息比遥感影像更为详尽。因此在 SIA 框架中也作为一种重要

的数据源为考古空间数据库提供各种考古数据。 

3 Globalbase在 SIA 中的应用展望 

Globalbase 是一个开放的网络 GIS，它将地理空间信息从现有的 13 个网络服务器中以一种
无缝的方式整合起来，可以通过在地图获取时利用已知点进行几何配准，将不同分辨率的图像

的坐标系统一起来，从而实现全部数据的共享[4]，其运行界面下图所示。Globalbase 允许信息

查询者（客户端）在一个存在于互联网上的虚拟的 SIA 空间中进行考古遗址信息的查询和浏览。

因此，Globalbase可以作为 SIA的信息共享平台。 

   

4 结语 

将空间信息技术融合为一体统一的应用于考古研究中，形成一个空间信息考古的全新考古

方式对于考古研究的发展是十分必要的。本文提出了空间信息考古的定义，并给出其理论框架，

同时对 Globalbase在空间信息考古研究中作为信息共享平台的应用前景。 
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Geographical Information System (GIS) is a new-born science and technology, and the basic 

operations of GIS today provide secure and established foundations for measurement, mapping, 
displaying and analysis of the real world.  It’s widely used in many fields. 

Since 1950s, Chinese archaeologists have searched and excavated more than one thousand 
ceramic kilns all over China.  And thousands of Chinese ancient ceramics have been unearthed.  
These excavation sites show us not only the whole procedure of making objects of ceramic, but 
also a lot of information about Chinese ancient culture.  The information is so complex that the 
traditional methods can not satisfy the requirements of searching, archiving and disseminating 
excavation sites because the traditional methods are not intuitional enough.  It is hard to query, 
and archive the archaeological information isolatedly.  As is referred above, GIS offers rich 
functions of managing, analyzing and representing data. So it is a good choice for archaeological 
research of Chinese ancient ceramics. 

GLOBALBASE, an open source online GIS, connects geographical and spatial information 
delivered from numerous servers in a seamless manner and provides a novel autonomous 
decentralized network-type Spatial Information System, which allows information searchers 
(clients) to browse for information in a virtual space “Earth” existing on the Internet.  
GLOBALBASE is the most suitable platform for searching, archiving and disseminating 
information about Chinese ancient ceramics. 

This paper is intended to study the application to GIS in archaeological research of Chinese 
ancient ceramics, as well as the perspective of the introduction of GLOBALBASE into this field. 
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摘要:地理信息系统（GIS）技术是在网络及信息技术支持下的一种空间信息处理技术，它为中国

陶瓷考古研究提供了信息获取、存储、分析、处理和决策的先进技术手段。本文通过对 GIS主要功能

的介绍，指出 GIS是陶瓷考古研究的新工具，将为其发展起到重要的作用，并展望了 Globalbase作为

中国陶瓷考古研究信息平台的应用前景。 

关键词: 地理信息系统 陶瓷考古 空间分析 Globalbase 

1 引言 

地理信息系统GIS是一门新兴的科学技术，目前GIS的基本操作能够给我们提供安全、稳定
的对于现实世界的测量、制图、显示以及分析等功能，因此被广泛应用于各个领域。自20世纪

50年代以来，我国考古调查与发掘的瓷窑遗址已逾千处，分布于大部分省、市、自治区，各个

历史时期出土的瓷器更是数以万计。传统的窑址资料搜集与管理方式存在相当多的弊端，例如

缺乏直观性，查询困难，相关资料无法链接等。瓷窑遗址资料特有的空间与时间内涵为GIS在这
一领域的应用提供了广阔的前景。本文提出GIS在窑址资料管理与陶瓷考古研究中的应用构想，
并展望了Globalbase作为中国陶瓷考古研究信息平台的应用前景。 

2 GIS在与陶瓷考古研究中的应用 

GIS能够提供高效的数据管理、数据表达和数据分析手段，它集陶瓷考古研究所需要的图形
数据和属性数据的采集、存贮、管理、分析和输出于一体，不仅能够使散落于世界各处的陶瓷

考古资料集合于一体，有效地对这些数据进行管理，还可以应用 GIS 技术对这些数据进行空间
分析，这对于考古研究具有重要的意义。利用 GIS技术进行陶瓷考古信息处理的流程图如下： 

空间信息分析 数据表达 

空间检索 

空间统计与格局 

空间过程模拟 

空间相互影响 

空间运筹 

数据描述 

数据查询 

数据输出 

数字化 

陶
瓷
考
古
空
间
数
据
库 

数据管理 

图形数据 

属  

性  

数  

据 

社会统计数据 

专业统计数据 

文档数据 

 
基于 GIS 的陶瓷考古信息处理流程图 

1 数据管理 

陶瓷考古资料数据包括图形数据、属性数据两大类。图形数据包括地形图、行政区划图、

水文气象图、土壤类型图、遥感图像、街区网络图、道路图、水系图等。属性数据包括：普通

社会统计数据、专业统计数据以及文档数据等。GIS为这些数据提供了高效的管理手段。可以利
用 GIS 技术将这些数据统一的存储在空间数据库中，建立索引方便查询，从而形成一个高效的
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陶瓷考古资料空间数据库管理系统。此外，网络 GIS 技术使全球范围内任意一个网络节点的
Internet用户都可以访问WebGIS服务器提供的各种 GIS服务，直接了解陶瓷考古信息，还可以
进行全球范围内的陶瓷考古数据更新，真正成为一种大众使用的工具【1】。 

2 数据表达 

陶瓷考古的资料数据以及结果数据有多种形式，而 GIS 所提供的多种数据表达方式正适合
于陶瓷考古的这种需求。随着多媒体、可视化、虚拟 GIS 技术的发展，能够使得陶瓷考古成果
以文字、声音、图像、视频、音频等方式将包括三维渲染图、动画在内的设计成果在屏幕上表

达出来【2】，或者通过绘图仪、打印机等设备输出，印刷生产批量图件。 

3 空间分析 

GIS具有强大的空间信息分析功能，通过对原始数据模型的分析和挖掘，用户可以获得新的
经验和知识，并以此作为空间行为决策的依据。在陶瓷考古研究中可应用的空间分析功能主要

有：空间检索、空间统计和格局、空间过程模拟、空间相互影响、空间运筹等。 

3 Globalbase在中国陶瓷考古研究中的应用展望 

Globalbase是一个开放的网络 GIS，它将地理空间信息从众多的服务器中无缝的整合起来，
并且提供了一个新颖的自治分布式网络空间信息系统，这个系统允许客户端用户在一个存在于

Internet上的虚拟地球中查询和浏览相关信息【3】。由于 Globalbase的查询和浏览操作简单易懂，
并向公众开放，而且正在准备与中国北京大学合作在中国建立一个数据服务器，因此它是一个

适合中国陶瓷考古信息搜索、存储和传播的平台。 

   

Globalbase 运行界面                     可在 Globalbase 上显示、查询的考古地图示例 

4 结语 

将 GIS 技术引入到瓷窑遗址资料管理与陶瓷考古研究中，将给考古研究提供重要的空间信
息处理工具和辅助决策的支持手段。同时也提供了以空间信息分析为主要内容的综合信息服务。

本文重在论述 GIS的核心功能在陶瓷考古研究中的应用，同时对 Globalbase作为中国陶瓷考古研
究信息平台的应用进行了展望。 
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WEB-GISデータベースによる博物館と学校教育の協業の方法と実践 

The Method and Practice for the cooperation of Museum and the School 
Education with the WEB-GIS Database. 

国立九州博物館        河野 一隆 

Kyushu National Museum      Kazutaka Kawano 

 

 

In Japan, there are many remarkable changes in Museum. In most 
Museums (Real Museum), the exhibition of cultural properties, 
preservative operation by technology, and educational workshop etc. are 
strengthened more and more. Especially, as the method of the cooperation 
of Museum and School Education, 2 types are mainly practiced. One is 
visiting a Museum as the school lesson, and the other is visiting a school by 
a curator or a museum educator. However, in charge of the many 
restrictions of school curriculum or the number of a curator, there is not 
enough effect in Japan. In newly opened Kyushu National Museum, we 
create the WEB Database of the picture of Decorated Tomb distributed in 
northern part of Kyushu. With this Database, by using the technology of 
VR (Virtual Reality) and GIS (Geographic Information System), we can 
visually search the information of the Archaeological Site utilizing Local 
study. Moreover, we can disseminate the interesting information of the 
Museum or the Archaeological Site not only to specialists but to beginners. 
This Database cultivates the new possibility of the Digital Museum.  

Consequently, we can practice the lesson according to the degree of 
comprehension of each student each in the elementary and junior high 
schools, and the lesson before or after visiting the museum, we can extract 
a remarkable achievement of student's volition for study. We propose the 
new perspective in the WEB Database of a cultural heritage. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

＜和訳＞ 

 
 
日本では博物館にめざましい変化が起こっている。多くの博物館では、文化財の展示、保

存と修復、教育プログラムがますます重視されている。とくに、博物館と学校教育と連携

の方法としては、総合学習の一環としての来館型と学芸員による出前型が主として実践さ

れている。だが、カリキュラムや担当職員数の制約により十分な効果を挙げられていない。

新たに開館する九州国立博物館では、北部九州の装飾古墳画像を核として、インターネッ

トで配信するデータベースを作成した。これはバーチャル・リアリティや GIS を活用する
ことで、遺跡の位置情報のビジュアルな検索が可能となり、地域学習にも活用できるもの

とした。さらにコンテンツ、文章表現を吟味して初心者にも分かりやすい遺跡や博物館の

情報発信を行うことができた。このデータベースはデジタルミュージアムの新たな可能性

を拓くものである。 
その結果、小･中学校の授業で生徒個々の理解度に応じた学習活動の実践が可能となり、

博物館来館の事前・事後学習において、生徒の学習意欲を育み大きな達成度が得られた。

私たちは、文化遺産のデータベースの新しい展望を提言する。 



 

文化遺産データベースによる博物館と学校教育の連携 

 

Summary 

As the method of the cooperation of Museum and School Education, various methodology is proposed. However, in charge of 

the many restrictions of school curriculum or the number of a curator, there is not enough effect in Japan. In newly opened 

Kyushu National Museum, we create the WEB Database of the picture of Decorated Tomb distributed in northern part of Kyushu. 

With this Database, by using the technology of virtual reality and GIS ( Geographic Information System ), we can visually search 

the information of the Archaeological Site. Moreover, we can disseminate the interesting information of the Museum or the 

Archaeological Site not only to specialists but to beginners. Consequently, we can practice the lesson according to the degree of 

comprehension of each student each in the elementary and junior high schools, and the lesson before or after visiting the museum, 

we can extract a remarkable achievement of student's motivation for study. Based on these network of Museum and School 

Education, we propose the new perspective in the WEB Database of a cultural heritage. 

 

１． 博物館教育と IT技術 

 博物館は貴重な文化財や写真、映像など多彩な資源を有しており、学校教育の上で不可欠な場所であるにも関らず、

現地に行かねば利用できないという制約があった。IT技術の進展に基づいて提唱された｢デジタル・ミュージアム｣は双

方向の情報発信に道を開いたものの、学校教育現場で博物館資源のデジタルコンテンツをどう活用するかについては、

教育現場での実践のための方法論や実績の充分な蓄積が見られない。2005 年 10 月 15 日に福岡県太宰府市に開館した

九州国立博物館では、装飾古墳を素材としたバーチャルリアリティ(VR)、および３次元の GISコンテンツを作成し、｢装

飾古墳データベース｣に統合した形でWEB公開を行っている。装飾古墳とは、彩色壁画や線刻画などの多様な装飾を持

つ古墳の総称であるが、５・６世紀の北部九州を中心として東北地方までいくつかの分布の集中域を持つ。現在までに

800 基あまりが確認されており、漢代中国や高句麗の壁画古墳などの影響を受けて成立したと考えられている。このデ

ータベースは、博物館資源を活用した博物館外での授業展開を進めると同時に、サイバースペース考古学の可能性を追

求したコンテンツの作成実験と言える。さらに、熊本県内の一部の小中学校では実験授業を展開した。 

 ２．装飾古墳のバーチャルリアリティ(VR) 

 近年、目覚しい進展をみせる VR 技術を踏まえ、九州国立博物館では以下３種類の VR コンテンツを作成している。

第 1 はレーザーレンジファインダ計測によって 3Ｄデータを取得する方法、第 2 は写真測量から 3Ｄデータを再構成す

る方法、第 3はパノラマ VRを応用する方法である。まず、第 1は最も精巧なモデリングの方法で、実際の石室をレー

ザー計測して取得できるものである。平成 15 年から共同研究を進めている東京大学池内克史研究室・凸版印刷株式会

社・東京文化財研究所の計測成果に基づいて、九州国立博物館では福岡県桂川町に所在する寿命王塚古墳の実写 VR 映

像を作成し、映像番組として公開した。第 2は実際の石室に標定点を打ち写真をオーバーラップして撮影し、写真測量

の要領でモデルを構築する方法である。これは、福岡県田主丸町教育委員会および有限会社ダットの協力を得て、福岡

県中原狐塚古墳の VR モデルを構築した。この方法は写真測量を基本としているために正射投影画像の作成が比較的容

易であり、装飾古墳の実測図の作成や壁画の現地保存を行うため図面作成などにおいて威力を発揮するだろう。第 3は、



写真 1 装飾古墳データベースのトップ画面 

魚眼レンズによって石室を撮影し、それを球形の

内壁に貼り付けたもの、すなわち Quicktime VR

や IPIXなどで作成した軽量なものである。WEB

配信には最も適したもので、装飾古墳の石室イメ

ージをパノラマによってざっとつかむことがで

きる。九州国立博物館では、筑紫野市五郎山古墳

展示館や熊本県立装飾古墳館などの協力を得て、

装飾古墳の模型を撮影し、モデリングを行った。 

 ３．WEB-GISと学校教育 

 また、装飾古墳情報の配信においては、３次元 WEB-GIS の技術と画像データベースの技術を HTML 上で統合した

データベースシステムを構築した。これを可能とした技術が 3D サーフェイスモデルを配信するためのソフトウェア、

GEONOVAである。このデータベースでは研究者以外の一般の人達でも、装飾古墳の所在地や特徴、内部の様子につい

て理解を深めることを目的としている。このために、九州歴史資料館・熊本県教育委員会および情報学関係の学識経験

者から構成された装飾古墳データベース委員会を組織して、アンケートや会議を繰り返しつつ改良を重ねてきた。つま

り３次元の地図や空中写真上に古墳位置と名称を表示させて、来場者にあたかも飛行機に乗って遊覧しているように楽

しみながら、直感的に詳細な古墳情報が検索できるものにする。誰でも簡単に装飾古墳について学ぶことができるよう

にする。また、九州全域の地図検索に加えて、日本列島およびアジア各国にも対応でき、将来的には広く遺跡データベ

ースにも基盤図として拡張できることを視野に入れて開発を行う。この方針の下に、太宰府・筑後川流域・菊池および

山鹿・八女・西都原・津屋崎・糸島・吉野ヶ里・宇佐・大善寺・王塚・熊本市内・国分台地の 13箇所の航空写真を撮影

し、オルソ画像を作成した。これらの成果については、九州国立博物館のホームページからリンクされる｢装飾古墳デー

タベース｣(http://kyuhaku.jmc.or.jp/)で公開中である。さらに、熊本市立教育センターの協力を得て、熊本市内の小中学

校で実践授業を行った。小学３年生を対象とした実践事業では日本史の授業が無く、理解した児童がきわめて少なかっ

たのは残念であったが、中学１年生を対象とした授業ではほとんどの生徒が装飾古墳を周知していた。さらに、データ

ベースに搭載した古墳以外に、地図検索と図録などによって自発的に学習を進める生徒も多く、理解度の深化が認めら

れた。終了後に実施した意見交換会では、小中学生にとって装飾古墳とは、教科書での言及が少ない分野なので、「入門

者向け」と「専門家向け」にデザインも異なったインターフェイスを作成してとの要望が出された。これを受け、より

分かりやすく楽しいデータベースの実現に向けて、現在も開発が進行中である。 

４．文化遺産データベースの新展望 

 以上、述べたように九州国立博物館の装飾古墳プロジェクトは多彩な展開を同時に進めている。それは、換言すれば、

本来、不動産文化財である装飾壁画を、来館者にいかに追体験させるか、新たな技術を繰り返し実験し、実践によって

意見をフィードバックしている。このデータベースを基軸とした、ポータルサイトを構築することがモデル事業となる

であろう。目指す射程は、地域文化財のポータルとしての博物館デジタルアーカイブの構築である。文化財情報の宝庫

である博物館において、サイバースペース考古学の技術は魅力的であると同時に、将来の拡張性を考えると不可欠なも

のになってくるであろう。博物館からの情報発信に活用することでその可能性を引き出し、デジタルアーカイブの基幹

テクノロジーとして実用化の先鞭を付けたいと考えている。これによって、新世紀の国立博物館の社会的貢献の一端を

果たすことができるに違いない。 



東京福祉マップベース開発 
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Public welfare map database which locates welfare facilities on local maps, and displays 

detail information of each facility shall be the most socially significant spatial information 

application, as it provides social information infrastructure to local benefitialies as well as to 

relevant parties, including local government. 

The Tokyo Metropolitan Welfare Map database incorporates more than 6000 welfare 

facilities affiliated by the Tokyo Metropolitan Government, on map database of 

GLOBALBASE, covering the whole wards, cities and towns of Tokyo Metropolitan District. 

The plot content attributes are scripted in ".vct" file, the geographical area to display plot 

contents and base map is specified in two separate coordinate ".crd" files respectively, and 

geometric matching definition for those pairs of above three files are scripted in three 

separate mapping files, where the one of them makes geographical matching of coordinate 

area and geodetic coordinate of topographical maps of Tokyo Metropolitan District. 

In the ".vct" file, the facility information is also scripted in <information> tag as well as 

geographical coordinates scripted in <point> tag incorporated in <mark>, where image files 

for the 80 symbol marks of welfare facilities are also specified.   

The GLOBALBASE client browser displays first upto one hundred symbol marks of 

facilities in plot format with names on a specified area, followed by the base map 

incorporation, when URL of each registered area was specified as in coordinate file. 

When each facility is selected by clicking a symbol mark, a complete text information of 

individual facility is shown in a table format as specified by a style sheet of ".card.xl", 

including category, name, address, running organization, date established, capacity holding, 

as well as URL if web content is available. 

It is concluded that this type of spatial map database can be applicable for job and real 

estate searching as both require geographical attributes, where local beneficaillies as well as 

relevant parties exist in a specific geographical area. 



1 はじめに 社会福祉情報等のマップコンテンツ

開発は受益者および関係者を含む地域の公共情報

基盤であり、GLOBALBASEアプリケーションとし

ても最も公共性が高いといえる。また地域の情報は

地域で管理するサーバから発信するという、プロジ

ェクトの基本理念にも合致する。 

最近開発された最も完成度が高いコンテンツは

東京都福祉データベースであり、およそ 6000もの

東京都に登録された福祉施設を取り込んでいる。こ

のデータベースは保育から老人介護まで 80種の施

設を網羅し、大きく分けて以下の 4カテゴリーに分

類される。 

 

図 1 東京福祉マップベースのファイル構造 

1)15種の老人福祉施設 

2)19種の母子福祉施設 

3)36種の障害者福祉施設 

4)その他の 10種の福祉施設 

 

2  ファイル構造および出力例 

図 1にファイル構造および図 2-3に荒川区の全福祉

施設分布を表示した出力画面および個々の福祉施

設を選択した場合の出力例を示す（図 4）。 

 
図 2 プロットよびこみ時表示画面 

 
図 3 ペースマップよびこみ時表示画面 

 

図 4 本文中例示データプロット出力例 

3 プロットデータ構造 

以下に福祉施設属性記述部分を掲載した。ここで、

<mark>および<information>タグ中に定義され 

① ○○.vct 

③ plot-○○.crd 

09.crd（9系座標） 

⑤ ○○-base.crd 

④ plot-○○-base.map 

② plot-○○-vct.map 

⑥ base-○○-09.map 



る“code”はヴェクトルデータを連記する際の連番

のことであり、256の倍数となっている。“img”は

全福祉施設を色・簡略文字等で識別できる 80種用

意された、シンボルマークの画像ファイルである。

onmap.xlファイルではこのシンポルマークおよび<

施設名称>タグに囲まれた文字列をビューワ画面

上に出力するよう、記載した。さらに、<URL>で

は、各施設の個々の Web ページが公開されている

場合は、それぞれの URLが記載されている。この

ように、ひとつひとつのプロットデータは

<mark></mark>から <information></information>ま

でに記述され、これをプロットデータの数だけ繰り

返すことになる。 

<data>(データ内容)は番号、コード、種別、名称、

住所、管理種別、運営法人、電話番号、定員、事業

開始、県名、区名、町名、番地、公共座標値、緯度

経度、URL から成る構造を持つ。GLOBALBASE

サーバで一括表示・処理できる幾何学的に近隣のプ

ロット数はおよそ 100に限られるので、区あるいは

市単位で、またひとつの区あるいは市で 100以上の

場合は分割して登録された。 

<mark code="512" img="../../style/cd01.gif" > 

<point> -28177.47492m -3882.668163m </point> 

</mark> 

<information code="512" name="512" 

scheme="tokyo-fukushi-plot"> 

<data> 

<no>114</no> 

<コード>1</コード> 

<施設種別>指定介護老人福祉施設</施設種別> 

<設置>福</設置> 

<施設名称>さくら館</施設名称> 

<施設名称かな>さくらかん</施設名称かな> 

<郵便番号>116-0001</郵便番号> 

<地域>118</地域> 

<所在地>荒川区町屋７－１０－６</所在地> 

<経営>8</経営> 

<運営主体名称>北養会</運営主体名称> 

<運営主体名称かな>ほくようかい</運営主体名称

かな> 

<電話番号>"03-3894-3561"</電話番号> 

<定員-病床数>80</定員-病床数> 

<事業開始年月日>平成 16年 月</事業開始年月日> 

<都道府県>東京都</都道府県> 

<市区町村>荒川区</市区町村> 

<大字-町丁目>町屋七丁目</大字-町丁目> 

<街区符号-地番>10</街区符号-地番> 

<号-枝番以降>6</号-枝番以降> 

<市区町村コード>13_20</市区町村コード> 

<座標系番号>9</座標系番号> 

<Ｘ座標>-28177.47492</Ｘ座標> 

<Ｙ座標>-3882.668163</Ｙ座標> 

<緯度>35.749221</緯度> 

<経度>139.787161</経度> 

<URL>http://www.fukunavi.or.jp/（中略）</URL> 

</data> 

</information> 

 

4 おわりに 

東京都福祉マップベースと類似のデータベースは

職探しや不動産検索等のアプリケーションとして

も開発可能である。両者とも位置情報、多くの種類

あるいは分野における情報が必要であり、東京都福

祉データベースの基本構造はデジタル画像等の追

加情報とともに、活用可能である。一般ユーザある

いは学生が GLOBALBASE クライアントソフトを

空間ポータルとして利用するために必要な研究計

開発はクライアントのベースマップ上でポイント

を指定しポイントの属性を入力できる簡易エディ

タの開発が先ずあげられる。現在 Web ブラウザ上

に GLOBALBASE から地図を取り込むインタフェ

ースの基盤技術開発が進められており、近年には実

現することとなる。さらに、近日リリースされた B

バージョンクライアントソフトでは簡易検索機能

が実装されており、今後コンテンツの開発促進とと

もにユーザインタフェース更なる改良および日本

以外のベースマップ登録が期待される。 
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ハイパーレイヤリングアーキテクチャのＳＶＧへの適用とその標準化 

高木 悟 

YRPユビキタスネットワーキング研究所 

Application of hyper-layering architecture to SVG and its standardization
Satoru TAKAGI  

YRP Ubiquitous Networking Laboratory 
ABSTRACT 
By circulating the presentation data, WWW has the wide interoperability that doesn't depend on the 
application. The hyper-layering architecture brings this feature to the geographic information system. To 
make this architecture a social standard, authors have promoted standardization. And, a more advanced 
interoperability can be enhanced to this standard by introducing semantic WEB in the future. 
Keywords :  WWW, SVG, Hyper-Layering, JaMaPS, GIS, semantic WEB 
 

 
１．GISの相互運用性と標準化の取り組み 

現在、様々な情報システムが広く利用されている。そし

て、ネットワークを用いてシステム間で情報の交換を行い

連携すること、すなわち相互運用することにより、全体と

してより高度で利用価値の高い情報システムとして利用

されるようになった。この機能は、情報システムの重要な

能力として位置づけられている。ここで、交換する情報の

仕様が共通化していれば、任意の情報システムを容易に接

続することができる。すなわち、相互運用性を高めるため

には、その標準化が重要である。 
一方、情報システムは、デスクトップでの文書処理から、

あらゆる場所での情報処理へと その適用範囲の拡大が

続いている。すなわちユビキタス化の進行である。このよ

うな様々な場所や用途における情報システムの普及の結

果、それは社会基盤として捉えられるようになってきた。

そして、情報システムの社会基盤化により、システムの相

互運用の要求は、ある特定の業務や業界の範囲から、全社

会的な規模へと、変化している。 
さて、GISはこれまで測量や建設などの限られた業種・

業界で用いられてきた。しかしながら、ユビキタス化に伴

い、場所に関する情報は、あらゆる情報システムで扱うよ

うになってきた。すなわち、場所に関する情報の処理を行

うシステムである GIS の機能は、社会全体で必要なもの
へと変化が起きているのである。 

GISにおける相互運用性を高める標準化の取り組みは、
このような経緯により、これまで業種・業界の内で行われ

た「業界標準」の範囲に留まっていた。ところが、ユビキ

タス化に伴い、社会全体で利用できる「社会標準」が必要

となり、その不在が課題となっている。ところで、このよ

うな、業界標準から社会標準への要求の変化は、GISで顕
著であるが、社会基盤化しつつある現代の情報システムで

は一般に共通の課題でもある。 

２．WWWが実現した汎用的な情報システムの標準 

社会標準は、業種・業界に依らず汎用的に利用でき高い

透明性を持っていなければならない。しかしながら、これ

まで主に XML等により行われてきた多くの標準化は、そ
れに対応できているとは言い難い。 
その原因としては、標準化が特定業界内の組織で行われ

ることに起因する不公正さや煩雑さといった標準化プロ

セスの問題と、仕様を作成するために用いられるメタ言語

XML 自体の柔軟性や自己記述性が不足しているという問
題を挙げることができる。 
そこで、XMLのルーツにもなっているWWWに注目す

る。WWWは今やあらゆる情報システムがそれに接続し、
汎用の情報プラットホームとなっている。情報システムで

扱う意味情報、例えば GIS の地物は、業種や用途に依っ
て大きく異なる一方、人への情報の表現形式は、それに依

らず一定している。WWW では、人への情報の表現形式

(HTML)の流通を専らの目的としたため、あらゆる情報シ
ステムに適用可能であり、事実現在あらゆる情報システム

はWWWで利用可能である。このWWWの特徴は、XML
では難しかった GIS のための社会標準を確立するための
重要なヒントを筆者らに与えた。1) 

３．ハイパーレイヤリングアーキテクチャ 

すなわち、人への情報の表現形式を基にした、GIS の
ための情報流通アーキテクチャの構築である。GISにおけ
る最も重要な表現形式がイラストレーションとしての「地

図」であることに異論は少ないであろう。そして、GISに



おける最も基本的な機能であり最も広く用いられている

機能が、「地図」上に様々な情報を載せ、提示することで

あることにもまた異論は少ないであろう。 
ハイパーレイヤリングアーキテクチャとは、これを

WWW を用いて実現することである。WWW には、情報

システムを関連付け、連携させる唯一の機能として「ハイ

パーリンク」が実装されている。そこで、ハイパーリンク

を用いて、地図上に載せるべき WWW 上に散らばってい

る様々な情報を関連させる。それらの情報は、表現形・イ

ラストレーションとしての「地図」のレイヤーとして配信

される。そしてこのハイパーリンクをクライアントが参照

すれば、WWW 上に散らばっている様々な情報を地図上

に載せ、提示することができる。（図１）これにより、GIS
の最も基本的な機能がWWW自体によって実現できる。 
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図 1 ハイパーレイヤリングアーキテクチャ 

４．標準化 

ハイパーレイヤリングで用いられる表現形式はイラス

トレーションデータである。しかし従来の HTMLでは、
イラストレーションのレイヤリングを行うことが困難で

あった。しかし、WWWのためのデータの標準化組織W3C
は、2001 年にＷＷＷのためのイラストレーション形式の
標準として、SVG2)1.0 を勧告した。これにより、ハイパ
ーレイヤリングは標準としての実現に近づいた。しかしな

がら、地図としてレイヤリングするためには、それぞれの

レイヤーは地理座標の上で正しく合成されなければなら

ない。当初の SVG1.0ではこれができず不完全であったが、
筆者らもその標準化に協力し、2003 年に勧告された
SVG1.1により、これが実現できるようになった。3) これ
により GIS で利用できる「社会標準」の確立は、その最
も初期段階を達成したといえる。現在、この効果を日本国

内でより大きなものとするために、SVG の JIS 標準化作

業が始まっている。 

５．ハイパーレイヤリングの将来 

さて、表現形式のみによる相互運用性は、GIS に限ら
ずその能力に限界がある。表現形となった情報の意味は、

人間には容易に理解できるが、コンピュータでの処理が困

難であるからである。近年それに対して、表現形の情報に

意味の情報を埋め込むことで、コンピュータでの処理を確

実に行えるようにする取り組み「セマンティックWEB」
が注目されている。一方、このセマンティックWEBへの
取り組みの過程で、表現形を伴わない意味の情報だけを

WWW 上で広範に流通させることが困難なことも認識さ

れるようになってきた。4) 
そこで、このセマンティック WEB の概念を GIS のた

めの標準に導入することにより、従来では業界標準でしか

実現できなかった、より高度な相互運用を、社会標準とし

て実現することができる可能性がある。（図２） 
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図 2 セマンティックＷＥＢへの地理情報の導入 

2004年から国内で標準化作業が開始された LBCS5)や、

W3C の Semantic Web Interest Group の Basic Geo 
Vocabulary6)は、このような取り組みの一環として評価す

ることができる。今後、これらの取り組みが連携・活性化

し、高度な GIS を実現できる社会標準が確立していくこ
とを期待したい。 
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ｇコンテンツという考え方 －ｇ-Life確立に向けて－ 

Toward Promotion of g-Life 
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財団法人データベース振興センター ＧＩＳ推進部長 
Tetsuya Sakashita 

Database Promotion Center GIS Promotion Division Director Tetsuya Sakashita 
 
はじめに 
ＧＩＳ（Geographic Information System：地理情報システム）とは、地図を媒介に

して数値データだけでは判りにくい現実世界の動きを分析したり、視覚的にシュミレーシ

ョンをするシステムを指す。 
 そのＧＩＳは具体的には３つの機能から構成される。①多種多様な情報を蓄積するデー

タベース機能、②様々なデータを分析する解析機能、③分析結果を空間的に、視覚的に表

示する機能、である。 
 その中で、政府も 1995年（平成７年）にＧＩＳ関係省庁連絡会議を設置し、統合型 GIS
はじめ、種々の政策を講じてきた。その中で、経済産業省においては、その頃、利活用が

進みつつあったインターネット上で、地理情報の交換を行う符号化の標準化事業に乗り出

し、弊財団においては『G-XML』の国際標準化の推進を行っている。（2005年 11月 DIS） 
 そして 2002年（平成 14年）、『インターネット技術を使う』ということと『インターネ
ットを使う』ということの間にある乖離という部分を解消し、新たな市場創出を図る策の

一つとして、それまで地図メーカーなどを中心として、WEB上での地図を基本とした情報
発信、情報流通が行われていた中で、地図業界とは全く違ったプレイヤーが参加する枠組

みの検討が行われた。そこで生まれた概念が『ｇコンテンツ』であり、2003 年（平成 15
年）には『ｇコンテンツ流通推進協議会』が設立された。 
ｇコンテンツが生まれてきた背景 

GIS については、研究開発の領域、もしくは電子政府などの行政関連事業では、それを
掌る事業者が多く存在する。しかしながら、他方、たとえば測量関連業界では、平成７年

から平成１２年の５年間で業界全体で売り上げが７０％程度にまで落ち込んでいるという

調査もある。 
すなわち、ＧＩＳに関連するビジネスが、官公需中心であり。民需のビジネス展開がし

がたい側面があると思われていた。その中で、カーナビゲーションという一つの市場が生

まれた事は喜ばしい事であったが、それ以降、目立ったサービス事業は立ち上がっていな

い。これは、LBS（Location Based Service）という側面で見ると、“コストに見合うビジ
ネスを展開できるのか”という問いに対する回答が見えにくいのではないかと推察される。 
しかしながら、ヴァーチャルに対するリアルの世界では少々様相が異なる。例えば、書



店では、カーナビゲーションの普及で地図帳の販売スペースが非常に狭くなっている。こ

れに対して、雑誌類－旅行、グルメ、イベント、グッズなど－の販売スペースは年々広が

っている。そして、そこには必ず『地図』と『お店の紹介などのコンテンツ』が掲載され

ているのである。 
これは、民需におけるＧＩＳを使ったサービス市場の創出にあたっては、『地図からのア

プローチ』ではなく、『地図上のコンテンツ』からアプローチが必要である、という事を示

していた。 
そこで、平成 14年東京大学空間情報科学研究センターの岡部篤行センター長（当時）を
委員長に、『地図と地図上のコンテンツを分離しての市場創出の可能性』について検討が始

まった。その中で判ってきたことは、『ＧＩＳではサービス構築のコストが高いことがビジ

ネス振興を疎外している』という事であった。換言すれば、地図とその上に載るコンテン

ツが切り離されて流通する事によって、GIS の低コスト化と裾野の広がりが期待できると
いう事である。極論すれば、地図に関しては GIS 開発コストとして計上しなくて済むよう
な状況にしてしまった瞬間から、GIS ビジネスはコストから解放される可能性があるとい
う事である。そこで、『時空間情報を付与したあらゆるコンテンツ』の総称として、『ｇコ

ンテンツ』という概念が提唱された。また、当時、慶応義塾大福井弘道教授より『情報キ

ューブ』（図１参照）において、『あらゆるデジタル情報に時空間情報を付与すると、それ

は一意性を持つ』という考え方が示され、それを『ｇ化』と称し、経済産業省を中心とし

て、各種整備事業が実施された。 
ｇコンテンツからｇ－Ｌｉｆｅへ 
地理空間情報は、地表面、地上、地下における位置や空間領域を明示された自然、社会、

経済等の属性データのことで、いわば『空間そのもの』を表現した情報である。 
これに対して、ｇコンテンツは、『実体（コンテンツ）に空間のフレームワークを与える』、

ものであり、現実の空間に位置づけ（グランディング）され、位置参照情報をもったデジ

タルな素材と言い換えるもできる。これは両者ともに、行政・企業活動や国民生活など幅

広い応用分野において利用される重要な情報基盤である。 
情報ネットワーク社会においては、『自律・分散・協調』がその基本であり、そのために

は、地域を構成している主体、住民をはじめ企業、NGOなどが、国土・地域・環境をとり
まく問題とそれらに付随した行政の施策やサービスに関する情報を共有して、互いに創発

し合うための枠組み構築し、地域コミュニティでボランタリーな問題解決や新しい地域を

構想していくことが重要であることは言うまでも無いであろう。 
 そして、そのプラットフォームを築ためには、様々な空間情報やｇコンテンツを整備し、

それを積極的に利用できる環境を創り、多種多様なサービスを実現することであり、それ

によって新たな産業創出を図ることであろう。 
 政府においても、その重要性を理解し、「e-Japan重点計画」において、「行政の情報化及
び公共分野における情報通信技術の活用の推進」の一つの分野として大きく位置づけられ



ている。 
 当財団でも、携帯電話とブログを用いた実証実験を平成 16 年度（2004 年）に実施した
（図２参照）。これにより、自治体と地域が連携する下地を作ることで、産業創出や地域活

性化に役立つことがわかってきた。 
 すなわち、必要なことは、これまでは特定の目的で使用されていた GIS を、ネットワー
ク環境において、分散されたｇコンテンツのデータベースにアクセスしながら、WEBサー
ビスのひとつとして利用されるインターネット GIS環境を構築することなのだろう。 
 そして、『ＧＩＳアクションプログラム 2002-2005フォローアップ報告』において、その
ような環境構築による新たな社会デザインを『ｇ－Ｌｉｆｅ』として提示し、先進的社会

基盤としてＬＢＣＳ（Location Based Content and Services）社会基盤の整備の重
要性を述べている。（図３参照） 
 今回のシンポジウムでは、ｇコンテンツを通じて、ｇ－Ｌｉｆｅ実現に向けての現状を

紹介する。 
 
Overview of g-contents 
In 2002, We devised the new concept ‘g-contents’. It divides Digital contents with space 
information and Map, and creates new market. Moreover, in the information network 
society based on autonomy, distribution, and cooperation, promotion of collaboration of 
residents and an area is expectable with it. We promote ‘g-contents’ and are 
undertaking the enterprise towards construction of ‘g-Life’. 
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平成１４年に東京大学岡部篤行教授により提唱
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平成１６年度「モバ観」

モバ観ポータルにて
検索キーワードを入力し
検索ボタンを押す

検索結果より任意の
スポットのリンクを選択し
センターキーを押す

【地図を表示】を選択し
センターキーを押す

選択したスポットを中心とした地図が表示
されますので、カーソルを中心のアイコン
に移動しセンターキーを押す

goSVG
ブラウザ起動

モバ観ポータルサイトトップ画面

背景地図の
切り替え
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ｇ-Ｌｉｆｅ（２０１０年に実現する次世代GIS社会）構想

ｇ-Ｌｉｆｅ（いつでも、どこでも＝時間情報、位置情報を意識せずに、それらを活用し、豊かな生活がおくれる社会）

位置情報を含んだユビキタスネットワークが進んだ社会

各地域個々の特色あるｇコンテンツ発信できる社会

２０１０年

g-Lifeの実現

ｇ-Life

政策パッケージ

旅行写真に位置と時
間をつけて、アルバ
ムに

ニュース映像に位
置と時間をつけると、
過去の履歴が分か
りやすい

映像、音＋ｇコンテンツ

午後３時からセール
やります

今日は神社の前で
開店してます

簡易なｇコンテンツ発信

迎えにきて！

後30分位で帰ってくるわね

３丁目の角だな

ｇコンテンツの相互流通

基盤整備

時空間情報を利
活用する基盤

地域活性化

自治体～地域連
携サービスの創出

新産業創出

時空間活用産業
（ITS、LBSなど）

産業クラスター創生

様々なものに位置
が付き、流通する

準天頂衛星との連携

時空間情報による串刺し
※『GISアクションプログラム フォローアップ報告』掲載
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高精度測位技術の現在 
Current Trend of Satellite Positioning Technology 
三菱電機株式会社 IT宇宙システム推進本部       臼井澄夫 

mitsubushi electric company space solution systems development division   Sumio Usui 
 

Abstract : Satellite positioning system is an important infrastructure in ubiquitous network 
environment. By means of continuously operating reference station network and network GPS 
technology, high-precision nation-wide positioning services are now in available in Japan and 
various applications are anticipated to emerge. Crustal movement of Japan islands is a serious 
problem to keep integrity of positioning data and maps. We have introduced compensation system 
which conform current position to Geodetic Coordinate 2000. Indoor positioning technologies that 
enable seamless navigation system are expected and on the way to develop.  

 
1. はじめに 
測位技術は GPS（Global Positioning System）

の出現によって飛躍的な進歩を遂げた。GPS に
加えて欧州の Galileo，ロシアの GLONASSなど
の測位衛星システム（GNSS），日本の準天頂衛
星システムなどの実現により，衛星測位の可用性

と精度の向上が期待されている。衛星測位技術に

はいくつかの方式が存在するが，最近，ネットワ

ーク型 GPSと呼ばれる技術を用いて誤差補正情
報を生成・配信することで高精度の位置情報が容

易に得られるようになっている。 
測位精度の向上の一方，解決すべき課題も存在

する。たとえば日本列島は地殻変動のために移動

しているが，高精度測位ではこれを考慮する必要

がある。また屋内でも測位を可能にする手段も必

要である。本稿では最近の衛星測位システムの話

題としてネットワーク型 GPSと地殻変動の補正
などについて述べる。 
2. 測位衛星システム 
測位衛星システム（GNSS：Global Navigation 

Satellite System）は，一般に４機以上の衛星か
らの電波により衛星との距離を計算して観測者

の位置を特定するものである。米国が GPS[1]を
開発し一般に広く開放したことでその広範な有

用性が明らかになった。GNSSは安全保障上も重
要な役割を有するため，旧ソ連は GPSに対抗す
る形で GLONASSを開発しロシアが運用してい
る[2]。欧州連合は独自の GNSS である Galileo
を計画している[3]。現在ではこれらの GNSSは
独立性を保持しながらも相互に協調する道をと

っており，周波数の調整などが進んでいる。 
日本では準天頂衛星システム（QZSS：Quasi 

Zenith Satellite System）が計画されている[4]。
QZSSでは3機の衛星を周期１日の傾斜楕円軌道
に打ち上げて日本上空に常に衛星を配置し，常時

70°以上の仰角を確保する。衛星に GPSと同等
の機能を持たせることで可視衛星数を増やし測

位可能率を向上することができる。これを GPS
補完機能と呼ぶ。また，測位誤差の補正情報を準

天頂衛星から配信することでより精度の高い測

位が可能となる。これを測位補強機能と呼ぶ。 
3. GNSSの応用分野と方式 
衛星測位は非常に広い範囲で用いられている。

応用分野によって必要な測位精度は異なり，測位

方式の種類も異なる。図 1に測位精度と各種の応
用分野を，図 2に測位精度とサービス範囲を示す。
測位精度の向上によって新しい使い方が生まれ，

市場はさらに拡大するものと期待される。 
図 1 測位技術の応用分野 

図 2 衛星測位方式の精度とサービス範囲 

最も多く用いられる測位方式は単独測位また

は D-GPS（Differential GPS）である。単独測
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位の実用的な精度は 10m前後であるが，安価な
端末で測位が可能であり GPSの普及に貢献した。
測量などの精密測位には RTK（Real Time 
Kinematic）など搬送波位相測位と呼ばれる方式
により cm級の精度が可能であるが，測位できる
のは基準となる固定観測点の近傍に限られてい

た。 
4. 電子基準点網とネットワーク型 GPS 
最近，測位の基準点としての役割と，地殻変動

など地盤の移動の監視のために，世界各国で

GPS の精密固定観測局（CORS：Continuously 
Operating Reference Station）網の設置が進ん
でいる。日本では国土地理院が全国で約 1,200点
の電子基準点を設置し，常時 GPS観測を行って
火山活動・地震・地殻変動を監視するともに，

GPS 測位の基準点としてデータをリアルタイム
で一般に公開している[5]。電子基準点網のデー
タを活用することで，GPS の測位精度を向上さ
せる測位補強サービスが日本全国にわたって可

能となる。これをネットワーク型 GPSと呼ぶ。 
ネットワーク型 GPS には VRS（Virtual 

Reference Station），FKP（Flächen Korrektur 
Parameter）などの方式がある。FKP 方式では
電子基準点の観測データから，GPS 誤差の原因
となる衛星軌道･時計誤差，電離層遅延量，対流

圏遅延量を状態空間モデルによりリアルタイム

で推定し高精度の補正情報を生成する[6]。日本
全土をカバーする FKPによる商用の高精度測位
補強サービスである PAS システムでは，補正情
報は携帯電話などで配信され汎用の測位インフ

ラとして測量やナビゲーションに使用できる[7]。 
5. 地殻変動とセミダイナミック測地系 
日本列島は地殻変動のために常に移動してい

る。移動量は地域により異なり地震などの場合は

不連続な変化も発生する。図 3（左）に最近の移
動量を示す。地殻変動のままに測量結果が変わっ

たり地図を絶え間なく変更することは現実的で

ないため，日本では世界座標系による 1997年年
初の電子基準点等の座標値を「測地成果 2000」
として基準とし，以降の測量成果値や地図はこれ

に準拠した値で表わすことになっている。 
光学測量や一般的な RTK測位は基準点からの
相対測量であり，かつ基準点との距離が短いため，

地殻変動の存在は従来ほとんど意識されず歪は

誤差として処理されていたのが実情であったが，

歪の蓄積，GPS の精度向上により正しく補正す
ることが必要になっている。国土地理院は地殻変

動に対処するためセミダイナミック測地系の導

入を計画している[8]。図 3（右）はわれわれが運
用しているこれと同等の地殻変動補正処理の結

果であり，平均 17cm，最大 1mに及ぶ変動を全

国平均で残差約 3mmに無矛盾・連続で補正して
測地成果 2000に準拠する座標値を得ている。 

図 3 日本列島の地殻変動 
6. 屋内測位方式 

GNSS は衛星電波の届かない屋内では使用で
きない。しかしパーソナルナビゲーションなどで

は屋内環境での測位が必須になる。屋内で使用可

能な測位方式として，高感度 GPS,擬似衛星,無線
LAN利用,RFID利用,UWB利用,携帯電話基地局
測位などが提案されているが，実用的なシームレ

ス測位システムを実現するためにはさらに研究

開発が必要であると思われる。 
7. まとめ 
今後のユビキタスネットワーク社会において

大部分のデータは位置情報と関連付けられ多く

のアプリケーションが生まれる。高精度の測位シ

ステムはこのような社会の基盤としてきわめて

重要な位置を占めるようになるであろう。 
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補正後の残差（シミュレーション）

平均　　 2.7mm
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平均　　 2.7mm



NPOと地域コミュニケーションにおける地理情報サービスの活用 

Activity of geographic information service in NPO and regional communications 

 

特定非営利活動法人ＧＩＳ総合研究所 理事 国司輝夫 

Research institute of Geographic Information System teruo kunisi 

 

要約 

地域活動において、地理的情報ならびに空間的情報を付加することで、地域共生社会の実現をＮＰＯとして目指す。 

英文要約 

By adding geographical information and spatial information in area activity, and I aim at realization of 

area symbiosis society as NPO. 

 

ＮＰＯの現状 

ＮＰＯも全国で24000団体を超え（2005年10月末現

在）社会に認知されてきた。様々な取組があるが、基

本的には地域との連携により、営利ベースでは取組が

難い課題解決を目指している団体が多い。これからは

団塊の世代のリタイアにより地域活動に豊富な経験・

活力を有する人材の流入が期待されている。手法のパ

ターンとしては 

１．既存の集権的、縦割りの仕組を再構築する。 

  （地域単位で構築、流通を効率化する） 

２．人を集める、グループを作る。 

３．複数のプロジェクトを地域目標の下で活動する。 

などが代表的である。 

 

Fig1.社会的凝集の進展 

 

ＩＴの限界 

情報技術の進展により、個人のインターネット通信環

境において日本は世界の最先端レベルに到達している。

しかし、その有効活用においてはまだまだ不十分な現

状である。そこでＩＣＴ (Information and 

Communication Technology)という考え方が次世代の

目標となっている。 

 

共生社会 

共生社会とは種々の文化・思想・歴史を持つ民族・集

団が地球市民として、自然環境とも共存することであ

る。個人の情報能力の増大は、垂直型序列社会を個人

重視の水平型社会に変えていく。市民は地域社会とい

う境界を越えて新たな関係を創造し、社会の豊かさと

異文化理解に多大な役割を果たす。 

 

信頼関係の構築 

やりがい、経済的利益などの動機、動機を共有する主

体相互間の信頼関係、信頼を基礎に実際の取組を実現

に移す上で、必要な人材や財源などの資源の調達や全

体の調整が必要である。 

 

Fig2.信頼関係の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



情報入力について 

地域に提供された情報に住民が手を加え情報を編集さ

せるためには、地域力の向上で住民がこの地域に住み

たいと思わせることが重要である。地域のデータベー

スを地域住民が有用なものと認知すれば、価値のある

ものとして取り扱われるようになる。有用と認知しな

ければ、単なる断片的な情報の羅列となり、有効に機

能しなくなる。地域においては対価という考え方はな

じみにくいので、信用の蓄積という視点で考えること

にする。地域の人がある人の編集した情報に価値を認

めれば、その人は地域において信用を蓄積したことと

なる。この考え方を拡張すると地域通貨ということに

なるが、信用蓄積が本質的に重要であり、形式はたい

した問題ではない。 

 

 

Fig3.共生社会の形成 

 

地理情報の活用 

地域の情報を収集しても利用者の状況に応じて、情報

の有効性は刻々と変化する。したがって利用者の個々

の情報（嗜好や行動パターンなど）を収集しておき、

上手にデータをつき合わせて地域の情報を利用すれば、

有効に活用することができる。特に個人の位置と時間

も取得して、上手に利用すれば、さらに有効性は高ま

る。 

時間と嗜好に合わせた情報が個別に適切なタイミング

で配信されるようになると、利用者も利便性を認識す

ると思われる。 

 

Fig4.地域データベースにおける地理情報の活用 

個人情報保護について 

地域で情報を有効活用するために個人情報を収集すれ

ばするほど、個人情報の保護に関する懸念が残る。 

特に留意すべきは、身体・健康情報、学歴・職歴情報、

職種・地位・団体加入の有無等の情報、思想に関する

情報などに注意が必要である。自分達に関する全情報

を各団体が管理して、情報の閲覧者を制御すれば、ほ

ぼ完全なセキュリティを得ることは可能である。しか

し、全閲覧者を管理することは手間を考えても現実的

ではない。基本的に地域に有用な情報は個人名ではな

く記号に変換して参照可能とし、各団体に関する部分

は各団体にも参照拒否権を与えるモデルが適切かと思

われる。データマイニングによる情報の突合せ防止に

工夫が必要である。 

 

ＧＰＳについて 

ＧＰＳはＩＣタグなどと共にこれからの位置把握の主

たる手段になると想定されている。ＧＰＳ機器を使用

して気づくと道に迷っていたということが現実に起き

ている。崖や、高層ビルの近くや地下街では機能しな

い場合があるからである。地下街などで機能させる仕

組みは研究が進みつつある。また、国内での準天頂衛

星やヨーロッパでのGALILEO（2005年12月末に一号機

打上げ予定）などで新たな位置情報の仕組みが稼動す

る見込みである。これらの新衛星が稼動すれば、位置

情報システムの安定運用や精度向上が期待できる。 

 

ＮＰＯの地域コミュニケーションにおける役割 

国や地方自治体の施策は情報の提供、経路確保など一

方向になりがちなので、ＮＰＯは地域組織と連携して、

住民の声を聞き、本当に望む情報やサービスを提供す

るために国や地方自治体に要望などをとりまとめフィ

ードバックする役割を果たすことが望ましい。特にそ

の地域と住民に合わせた特性を把握することが重要で

ある。 

Fig5.将来技術予測 



 

Fig5に未来予想図を引用したが、現時点で存在する技

術の発展形が主で活用方法は述べられていない。 

当面予想される未来の地理情報利用の仕組みは、地理

情報から空間情報に変化発展を遂げ 

・仮想都市の実現（内部構造まで含む） 

・仮想都市内を仮想住民が移動するモデルの実現 

・完全な空間情報把握の実現 

などが想定される。 

どのような未来を迎えるとしても地理情報が不要にな

る状況は想定しにくく、ますます重要な空間情報とし

て必要不可欠になると思われる。 

 

まとめ 

我ＮＰＯは他のＮＰＯや地域コミュニティと連携を図

り、行政との仲介役として、有効な地理的空間情報の

活用を目指す。特に個人の位置と時間と嗜好の利用に

より、地域情報がより有効に利用されるような手法を

追求して、地域の利便性向上に社会貢献していきたい。 
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平安人物志データベース
”Heian Jinbutsu-shi” Database: An Historical Persons Database
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Abstract

我々は、平安人物志に収録された歴史的な人物の住所
情報と、古地図、現代の地図の三つの要素をあわせた新
しいデータベースを開発した。開発時にユーザ定義の座
標系（参照系）を導入できるGISであるGLOBALBASE
を利用することにより、この三つの情報を開発プロセス
にあわせて自然に構築し関連づけることが可能となった。
本論文は開発プロセスと連携の方法を説明し考察する。

We have developed the ”’Heian Jinbutsu-shi’
Database,” organizing three kinds of information: (1)
names and addresses of historical persons who appear in
the directories called ”Heian Jinbutsu-shi,” (2) historical
maps, and (3) contemporary survey maps. Each type
of information can be searched, cross-referenced, and
superimposed on the other types of information, using
GLOBALBASE, a new GIS architecture that allows the
user to define the coordinates or points of reference.

1 はじめに
国際日本文化研究センター文化資料研究企画室におい
て行われてきた「ハイパーメディアシステム五カ年計画」
において、京都の地図とさまざまな資料を結びつけた新
しいシステムを構築してきた。その中で、今回平安人物
志全九版 [1]と森幸安の地図八点 [2] [3] [4] [5] [6] 、現代
の地図を組み合わせた「平安人物志データベース」[7] (図
1)が完成した。近世の歴史的人物がどこに住んでいたの
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図 1: 平安人物志データベース

かを知る新しい形のデータベースである。

平安人物志は江戸初期から末期にかけて発行された、
様々な職業の人物の名前、号、俗名等と住所を掲載したい
わば紳士録である。しかし、ここにある住所は、現代の住
所ではなく、当時の住所であるため、その実際の場所は、
ほぼ同時代の古地図により特定する必要があった。そのた
め、1750年前後に森幸安によって作成された八点の、京
都および周辺の地図を用いて住所を対照した。最後にこ
の古地図がそれぞれ現代のどの場所に当たるのかを、現
代の地図とあわせることに成功した。

データベース開発において、平安人物志の住所情報を
現代の地図によらず、古地図のみから位置を特定するプロ
セスと、古地図と現代の地図の位置関係をあわせるとい
う二段階のデータ構築の手法を取った。前段階の現代の
地図を使わないで古地図に直接プロットするプロセスを、
そのまま実現できるシステムは、ユーザ定義の座標系の
存在を許すGLOBALBASEのみであり [8] [9] [10] 、これ
により古地図の座標系を定義し、プロットに成功した。こ
の方法は画期的な方法であると言える。本論文では、まず
データベースの構成、この二段階プロセスの説明を行い、
その有効性について論じる。



図 2: 人物の情報
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図 3: データベースの構成

2 データベースの構成
平安人物志は、図 2に示すように、職業別に章立てさ
れ、人物が紹介されている。各人物は、一行に収められて
おり、上から、名前、号等、住所、俗名という順に並んで
いる。この構造から我々は図 3に示すデータベースの構
造を定義した。
平安人物志全九版の体裁をWWWページへ反映させ、

一つの読み物としても閲覧することが可能な構成とした。
ホームページより各版の目次へうつり、目次から各ペー
ジへ移動することが出来る。各ページはページ順にめくっ
たり、戻ったりと、一つの本をめくるように閲覧できる。
各人物の情報は、翻刻されており、検索することも可能で
ある。翻刻された情報のうち、住所の情報は、古地図の対
応箇所へリンクしている。地図上には、平安人物志の各人
物の住所を名前と一緒にプロットしてあるため、近所にど
んな人が住んでいるかが読み取れる。
年代ごとの人物のプロット、八枚の古地図は、地図画面
の右にあるレイヤの表示制御ボタンで表示したり非表示
にしたりすることが出来、必要な情報のみを閲覧するこ
とが可能である。

3 データの作成の二段階プロセス
前述のデータベースを構成するに当たり、我々は以下の
ようなプロセスを計画した。

1. 現代の地図によらず、古地図上への情報のプロット
(プロットデータテーブルの作成)

(a) 平安人物志の翻刻
平安人物志にあるすべての情報を早川によって
翻刻を行った。翻刻のうち、人物に関する情報
の部分は、名前、住所、職業などをテーブル情
報としてまとめ、人物ごとに ID番号を振った。

(b) 古地図のデジタル化
森幸安の古地図八点をすべてスキャンし、文字
が読める状態でデジタル画像化した。これをほ
ぼ原寸大プリントアウトしたものを作成し、翻
刻結果の人物 ID番号を手書きで地図の上へプ
ロットしていった。住所には曖昧な住所も存在
するので、やはり早川の考証のもと、渡辺 (康)、
青木らのグループによりプロットの場所を決め
て行った。

(c) プロットデータのデジタル化
古地図のデジタルデータと、その上のプロット
データを二層のレイヤデータとするために、レ
イヤ可能なドローイングソフトウエア (イラス
トレータ)を使い、プリントアウト上のプロット
データをデジタル化していく。



(d) 座標情報の取得
前プロセスで得られた二層のデジタルデータの
うち、プロットデータのレイヤより、各プロッ
トの座標を取得するツールを渡辺 (央)、中島ら
により作成し、座標と IDの対応表を作成した。

(e) データの統合
前プロセスの座標と IDの対応表と、プロセス
1aの人物テーブル情報に統合した。このテーブ
ルは座標が入っているので、古地図上において
は、時代別や職業別などの条件でプロットを抽
出し自動的に古地図上にプロット可能である。

2. 古地図と現代の地図の位置あわせ　（幾何補正に必
要な情報の作成）

(a) 古地図と現代の地図の対応点テーブルの作成
現代の京都は古い通り名が残っており、その情
報により、古地図八点における各交差点の位置
を国土地理院 2500分の 1の地図の交差点とあ
わせた。

(b) GLOBALBASEデータ作成
前テーブルをもとにGLOBALBASEにおける、
国土地理院座標系 (第 6系)と古地図座標系、お
よびその間をつなげるマッピング（対応点デー
タテーブル）を用意し、GLOBALBASE上で閲
覧可能な仕組みを構築した。

(c) プロットデータテーブルとの接続
プロットデータテーブルは、各年代（版）ごとに
分離し、複数の GLOBALBASEプロットデー
タ用のファイルを作成した。これと、古地図の
間のマッピングを作成し、プロットデータも閲
覧可能な仕組みを構築した。

以上のプロセスにより、最終的に、図 4に示す、GLOB-
ALBASE 用データ構造が完成した。これを、WWW 上
で閲覧可能な仕組みとして、図 5 にしめす、WWW-
GLOBALBASEゲートウェイを導入し、図 3における他
のWWWデータと接続した。

4 考察
既存の GISではあくまでも現代の地図がベースとなる

ため、古地図もあらかじめ現代の地図へ幾何補正しなけ
ればならない。一方プロットデータも同様に現代の地図の
上へプロットすることになる。今回の平安人物志データ
ベースにおいては、住所のプロットデータは古地図をも
とに解釈したわけであるから、このような既存の GISで
は、古地図と現代の地図の間の対応関係に修正が生じた
ときには、古地図の幾何補正を修正すると同時に、プロッ
トデータも修正しなければならない。
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図 4: 各座標系の関係
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(a) 専用ブラウザを使った地図へのアクセス
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(b) ゲートウェイを使った地図へのアクセス
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図 5: GLOBALBASEゲートウェイ構造

図 4に見られるGLOBALBASEのデータ構造を導入す
れば、古地図と現代の地図の間の補正は (B)の部分の補
正のみでよく、既存の GISよりも、メインテナンスに優
れていることが分かる。これは、GLOBALBASEのデー
タ構造が、「古地図上へのプロット」「古地図と現代の地
図のあわせ」というデータベース作成時の思考プロセス
となじみやすいことを証明している。

また、既存のGISのように現代の地図のみをベースマッ
プとすると、現代の住所に置き換えられた結果のみが保
存されるため、人物情報のプロットがどのような根拠に基
づいているのかがはっきりしなくなってしまう。図 4は、
人物情報のプロットが、古地図の住所情報によっているこ
とが、直接的に分かる。このような解釈の履歴をのこすこ
とが出来る意味でもGLOBALBASEのデータ構造は有効
である。新しい地図資料に基づく住所解釈が加わったとき
には、その新しい地図資料の座標系を一つ増やすことに
より、解釈の履歴を追加して行くことも可能である。



5 結論
本論文では、平安人物志データベースを構築する上で

の二段階のプロセスを説明し、GLOBALBASEのデータ
構造を導入することにより、直接古地図にプロットを行う
ことの有効性を検証した。メインテナンス性にもすぐれ、
歴史的人物の住所を現代の住所へ置き換える解釈の履歴
を残す上でも有効であることが分かった。
本データベースを構築する上で様々な助言、援助を頂い
た方々に、ここで感謝の意を表する。
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Digital Archive of Soundscape as Geogoraphical Information 

中川  真 

Mkoto Nakagawa 

大阪市立大学大学院文学研究科アジア都市文化学専攻 

Department of AsianCulture and Urbanism, Graduate School of Literature and Human Sciences,Osaka 

City University 

 

１．サウンドスケープ・アーカイブについて 

2002年に大阪市立大学の文学研究科がCOE「都市

文化創造のための人文科学的研究」に採択され、そ

の１プロジェクトに、サウンドスケープ・デジタル・ア

ーカイブの構築がある。まず、このプロジェクトが起

動した事情について説明をしておきたい。サウンド

スケープのアーカイブとは、一言でいうならば、検索

可能な環境音のデータベースである。騒音公害が

問題化していった 1960～70 年代に、単なる騒音制

御ではなく、社会のトータルな音環境の改修を念頭

においてサウンドスケープという言葉が生み出され

た（マリー・シェーファー 1967）。「音の風景」あるい

は「音の景観」と訳されているが、環境音のエコロジ

ー（あるいは acoustic ecology）と考えればよい。環

境音を単なる物理的特性として捉えるのではなく、

文化の一部として認識するというダイナミックな提案

は、騒音公害反対運動にかかわる人々以外に、環

境文化全般に関心をもつ人々にまで支持された。後

に日本では 1992 年に日本サウンドスケープ協会が

設立され、研究、教育、啓蒙について一定の役割を

果たしてきている。しかし、環境音の記録、蓄積の必

要性は指摘されているものの、今日まで、日本国内

ではまとまったアーカイブは作られていない。インタ

ーネットで soundscape archive を検索すると数十万

件がヒットし、大英博物館をはじめ、海外では名だた

る博物館、美術館等に音の（サウンドスケープの）ア

ーカイブが設置されている。日本語で「サウンドスケ

ープ・アーカイブ」と検索しても 400 件ほどしかヒット

せず、実際に検索可能なアーカイブは皆無に等し

いという惨憺たる状況である。他方で、ＮＨＫなどの

放送機関には膨大な量のデータベースが局内のみ

の閲覧可能な状態としてアーカイブ化されている。

また、特定の大学研究室（それは音響関係に限らな

い。例えば、動物の鳴き声などを研究する動物学な

ど）にも多量のデータが存在し、その研究室内だけ

で利用可能な状況になっている。 

 

２．市大のプロジェクト 

 以上のような現状を踏まえ、市大のプロジェクトは、

市大独自のコンテンツの制作とともに、民間研究機

関（例えば、京都市の音景観研究所）、大学（京都大

学、京都精華大学、聖心女子大学、名古屋女子大

学）、メディア（各放送局）と連繋をはかりながら、サウ

ンドスケープに関するアーカイブのネットワークの構

築をめざそうとしている。 

 市大のコンテンツは、大阪市、ジョクジャカルタ市

（インドネシア）、チェンマイ市（タイ）をフィールドとす

る音環境に関するデータベースである。COE の開

始とともに、ジョクジャカルタについてはインドネシア

芸術大学民族音楽学科、チェンマイについてはチュ

ラロンコン大学芸術学部、チェンマイ大学美術学部

との共同研究として行われている。定点観察・記録



を基本に、それぞれの都市の特色を顕著に表す音

を記録、保存している。 

 データとしては、録音された音のサンプル（DATに

よるデジタル録音６分）、並びにメタデータとなる。メ

タデータの作成は基本的には現場で行われ、以下

のような記述を行い、基本的にはそれがデータベー

スとして音源とともにアップされる。 

【現場情報】年月日（曜日）、場所、天候、気温、周辺

マップ 

【収録者情報】生年月日、居住地、性別、職業 

【収録情報】収録時間：開始～終了、機器：録音機、

三脚あり・なし、マイク、音量計、ビット数、サンプリン

グ周波数 

【補助記録】写真：東西南北４枚、音量測定：Laeq、

Lamax、Lamin、音種の通時的記録（録音時に並行し

て行われたものに限る）、コメント（主観的な印象を中

心に、言葉で確実に捉えられるもの） 

【後日の補完情報】当該サウンドスケープにかかわる

記事や描写など、参照可能な情報をできるだけ多

く。 

【その他】以上の項目に入らないものを集約 

 

３．サウンドスケープのアーカイブは何のためにある

のか？ 

 それは単なる学問的要請ではない。多様な社会的

ニーズがあると思われる。以下、思いつくままに列挙

する。 

＊地球遺産：絶滅寸前の音を残す。 

＊ 教育：アーカイブづくりがそのまま音環境教育

に。 

＊ アート：作品に加工するための元データとして。 

＊ ビジネス：音のインテリア、リラクゼーション、ＢＧ

Ｓ、医学関係・・。 

 

４．公開 

 アーカイブのフォーマットについては議論の余地

があろう。スタンダードをつくって、あまり厳密に考え

すぎると、これまでのデータが使えなくなるおそれが

ある。また、特定のフォーマットが支配するのはよく

ないだろう。ネットワークを視野に入れると、緩やか

なフォーマットにする方がよいように思われる。デー

タが古びていくことへの対処法も考える必要がある

（自律性データ？）。 

 アーカイブの公開化については、既述のネットワ

ークを利用していくが、将来的にはいっそうの公的

機関化、すなわち第２国会図書館のような所にアー

カイブができれば望ましい。これは政治的課題であ

る。 

 また、音のアーカイブのエティカを考える必要があ

る。例えば、肖像権があるように、採られた音が所属

する者（モノ）の権利はあるのか、など。特に人声。 





GIS地図が表現する分極化する都市大阪 

――自治体・市民をエンパワーするツールとして―― 

The Divided City of  Osaka Illustrated by GIS Mapping: 
As a Tool for Empowering Municipal Body and Citizens 
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MIZUUCHI Toshio (Osaka City University) 

Abstract: This paper demonstrates the power of  GIS mapping in the arena of  
rejuvenating urban community especially of  the socially excluded people. Through 
my experience of  surveys of  homeless people, reality of  local discrimination for the 
specific area and the people who are receiving public assistance, the author wants to 
stress on the social relevance of  GIS mapping using of  such kind of  social indices, 
and suggest to facilitate and empower the better policy making and citizen’s actions. 

 
１． はじめに 

筆者は地理学に身を置くが、都市を対象とするある

いは関心のある領野で自己紹介をするときは、都市社

会地理学と自らの専門を称している。都市社会地理学

は 1970年代に特にアメリカの地理学界において、国勢
調査の統計区別（Census Tract）のデータを都市内の比
較的小さな地区区分で表現することが技術的に計算お

よびマッピングできるようになった時期にもてはやさ

れたことがあった。都市の職業分類や貧困現象の分布

やセグレゲーションが赤裸々に表現され、苦悩する

1970年代後半のアメリカ都市の分極化状況を表象する
には格好のツールであった時期のことである。 
現場と深くかかわることなく、統計データを手に入

れて、電算機センターさえ使えれば因子分析やクラス

ター分析が可能で、それなりに社会的なレレバンスを

有する分析結果を出せるので、ぬるま湯体質の日本の

地理学界でも1980年代はじめに少しもてはやされたこ
とがあった。わたしもその一人であった。しかしなが

らそうした分析スタイルを因子生態学 Factorial 
Ecologyと称しつつ、ただ現象を記述し状況を数値的に
確認する以上の社会に還元する説明や実践性を有して

いなかったため、こうした研究はその後地理学界では

影を潜めていた。 
２． GISマッピングの町丁別表示の威力 

時は下る。図 1は、1998年に大阪市立大学都市環境
問題研究会が、大阪市から委託された野宿生活者の分

布を町丁別に表示したものであった。1998年 11月 2日
にプレス発表がなされてあわせて提示されたこの地図

は、ひとつに予想をはるかに上回った野宿生活者の数、

8,660人という数字を背景に、かつマップが示した実に
広範囲に市内に分布している状況は衝撃であった。こ

の発表後、当時の大阪市長は会議で来阪中であった首

相にこの状況を直訴し、結果的に翌年 5 月には、厚生

省からホームレス対策の指針がプログラムとともに、

中央政府から初めて打ち出され、大阪市においても、8
月には野宿生活者へのアウトリーチである巡回相談事

業が開始され、2000年には受け皿の自立支援センター

が相次いで開所された。一幅の地図が、野宿問題を、

あいりん地域の問題だけではなく大阪市全体の問題と

して提示したこと、人々の

実感がまざまざと客観的

に証明され、かつ施策が動

いたのであった。 
図 2～図 6は、刊行段階
では 1995 年センサス年の
結果の町丁別表示を利用

したが、筆者もかかわった

『西成差別実態調査』

（2002 年）で、西成区の
置かれた厳しい状況を赤裸々に表したものであった。

西成区に住むことだけで、結婚差別を受けたり、近寄

ってはならない怖いところと雑誌漫画に注釈入りで紹

介されたりしたことが、西成差別という日本でもめず

らしい地域差別が日常化していた。その原因の分析解

明が筆者らに依頼された。区民、市民意識調査に加え、

図 1

図 2 



歴史的にも実態的にも重層的に累積した事態が今西成

区に見られること

が図示され、特に

失業率の高率な集

中が見られた図 2
はショッキングな

結果を示すもので

あった。 
失業率のマッピ

ングは、1995年、2000年以降も高くなると同時に、生
活保護率もパラレルに増加していった。生活保護の運

用の改善が野宿生活者の脱野宿へのサポートの有力な

手段として近年相次いではかられたことで、特に野宿

に至りやすかった中高年の単身日雇労働者は、西成区

内への居宅保護という形で、地域に吸収されることに

なった。もちろん貧困という都市の光と影の後者の部

分が、いろんな指標で GISマップに描画されることに
なるが、何よりも隣接する阿倍野区との際立った違い

は、上町台地で分断された社会階層的な相違をますま

す鮮明にした。写真 1 はそうした遠方の阿倍野区と近
景の西成区との差異を、景観的にも見事に表していよ

う。 
今こうしたあまりにも鮮烈な地域的相違が、前述し

た生活保護者の急増と集中に西成区に集中することが、

中央政府の三位一体改革の国と地方自治体の福祉負担

の見直しという流れの中で、危機的な状態にある大阪

市の都市財政も揺るがしている。筆者は生活保護を取

り巻くこうした状況の実態把握・公表という立場から、

市や区役所とも密接に連携しながら、地域に住まう生

活保護者の調査を進めているが、まさしくこうした地

理的集中状況をどのように認識し、どのようなアクシ

ョンにつなげてゆくべきなのか、その際の地図の表現

する力は非常に大きいことは常々実感しつつ、市民コ

センサスづくりに取り組んでいる真っ最中である。 
３．東アジアのメトロポリス 

同時にここ数年、ソウル，香港，台北や日本の他の

大都市において，ハウジングプアや，ホームレスの支

援活動や支援施策の調査にながらくかかわってきたが、

特に東アジアのメトロポリスにおいて、さまざまな社

会的指標の GISマップは、そのエリアの社会的資源や
支援ネットワークの分布とも密接に関わり、われわれ

の聞き取り対象エリアとなった。社会的排除をこうむ

りやすい人々をあたたかく迎え入れてくれる地域を，

小地域集計センサスデータの活用および実地調査によ

る地域社会資源のインプットによってマッピングし，

利用者に地域資源の情報提示を行うことを当面の GIS
マップ有効活用の課題としている。実際には支援活動，

支援施策の効果的な運用に資する材料を提供するバッ

クアップ機能を想定している。 
しかしそれにもまして大阪の地力は果たして今の市

域で発揮できるのか？図 7 は東京大都市圏と明らかに
地力の違いを感じさせる専門・管理職の分布のマッピ

ングであるが、東京都の持つ魅力をまざまざと見せく

れる。大阪府域をベースにした大阪大都市圏政府の必

要性も感じざるを得ないし、東アジアのメトロポリス

はほぼこの府域なみの面積と人口を有している。さま

ざまな意味での有効な都市統治の地理的範域を考え直

す素材としながら、大阪論も再構築する必要があろう。 

謝辞 GIS マップ作成やその分析については、四井恵介（(有) 
地域・研究アシスト事務所）、木村義成（ESRIジャパン(株)）、阿部

祐輔・熊谷美香（いずれも大阪市大・院生）各氏に多大なご助力

をいただいたことを付記して、感謝したい。なお、この研究は、平

成 16 年度、東京大学空間情報科学研究センターにおける共同

研究課題「ハウジングプア，ホームレスのエンパワメントに関する

地理的空間情報データベースを利用した地域資源マップの開

発」（研究代表：水内俊雄）の成果の一部である。

 

写真 1 
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