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創刊に寄せて

東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

斎藤馨

　良好な自然環境の形成のために、森林などのフィールドでは、GIS を中心

に様々な情報技術の利用と活用が進んでおり、ますますその普及や発展が

期待されています。

　このたび、新たな技術開発とその実践的応用について研究を進めている

オープンコンシェルジュから、最新の活動と研究成果を共有するために

「Open-Cafe Sync」が創刊されると伺いました。NPO という非営利な形態で

オープンソースな情報技術を自然環境分野に実践的に提供しようとする社

会貢献活動において、本メディアの意義は大きく、まさに時を得た、期待

すべき創刊と考えます。

　オープンコンシェルジュのメンバーは、本業とは別にアフター 5 や休日

の時間に活動していると聞いています。限られた時間の制約の中でありな

がら、自由な発想とスピード感ある行動力に裏打ちされた実績を拝見して

おり、今話題のプロボノを先取りしたような活動には、清々しさ活力、そ

してなによりも活動そのものを楽しまれている様子が伝わってきます。

　「Open-Cafe Sync」の創刊を契機に、オープンコンシェルジュのさらなる

飛躍と持続的な発展を期待して、創刊のお祝いの言葉とします。
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開導

特定非営利活動法人 オープンコンシェルジュ　理事長

中村和彦

　このたび， 特定非営利活動法人オープンコンシェルジュは， 社報 『Open-Cafe Sync』 を

創刊する運びとなりました。 オープンコンシェルジュは， 様々な分野で活躍中の才気溢れる人

材が， その余りある才能を自然環境保全と持続的管理のために注ぎ込む， すさまじく勢いのあ

る法人です。 社報 『Open-Cafe Sync』 は，そんなメンバーたちの活動・研究成果を 「Sync （シ

ンクロする）」 ことを目的としています。 多種多様な情報が激流のように流れ出して大河を形成し

ていくような， たいへん魅力的な雑誌になるのではと自負しております。

　私は， 社報創刊という， この喜ばしいタイミングに理事長であることを大変嬉しく思います。 そ

して同時に， お互いに刺激し合い， 切磋琢磨できる環境をとても大事にしていきたいと思います。

オープンコンシェルジュは， この先， 長きにわたって各方面に多大なる影響を与えていく， 大き

な存在になっていくはずです。 そのような輝かしい組織の一員として活躍できるよう， 私もしっかり

と地盤を固めようと志した次第でございます。

　最後になりましたが， 皆様からのご意見やご批判もわれわれにとって欠かせない励ましであり，

今後ともご指導， ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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巻頭インタビュー

―――――メンバのバックボーンや目標に焦点を当て

るインタビュー，第一回は理事の杉浦史門さんです．

よろしくお願いします．

史門 (以下 S): よろしくお願いします．

―――――まずは「仕事とオプコン」というテーマか

らスタートしたいと思います．史門さんは，地理情報

関連の仕事をされていて，オプコンの活動は本業と近

い分野に当たるかと思うのですが，仕事との関係はど

うですか？

S: 最初は周りに公表するか迷っていたんですが，今は

オープンにしています．確かに近い分野ですけど，仕

事とは関係なく土日や就業時間外の活動ですし，業務

上支障が出るような活動はしていないので，問題はあ

りません．

―――――仕事も忙しいと思うのですが，一日のおお

よそのスケジュールを教えていただけますか？

S: 平日はだいたい朝 7 時 40 分に起床，8 時 10 分に家

を出て会社に向かいます．今は仕事が忙しいので帰る

のが遅くなっているんですが，普段は 21 時くらいに

帰ってきます．帰宅してから 10 分程度で MAC を立ち上

げてメールチェック，オプコンライフが始まります．

最近は午前 2時，3時まで起きているのが普通になって

きました．作業を始めると，つい熱中してしまって「1

時間で終わり」とかできないですし．やりたいと思っ

た時にすぐ行動する感じですね．やれるまであきらめ

ない，というか．

―――――かなり遅くまで活動されているんですね．

では，最近注目しているものは何ですか？

S: 今は OpenLayers ですね．OpenLayers は，データを

手に入れて配信するという機能を持っていて，地図情

報を管理する上で根幹ともいうべき非常に重要なもの

という認識です．開発したツール等をなるべく多くの

人に使ってもらえるようなものにしたいので，情報発

信はキーだと考えています．

―――――なるほど．OpenLayers 等を活用した開発を，

どのような方向に進めていきたいと考えていますか？

自然環境保全と持続的管理に向けて

帰宅してから 10 分で

  オープンソースで開発

メンバのバックボーンや参加の動機，目標などにフォーカスを当てることで，メンバ相互の理解を深め活動を盛り上げていくコーナーです．

Interviewers：齋藤仁，中山悠，中山かなえ，森聡
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S: 自分としては，何か表現していくとか，目に見える

形でアウトプットしていく，というところを大事にし

ています．その上で使う人が使い易いような，道具を

つくる，というところを目指したいです．高度な知識

やソフトを持っていない人でも自分がほしい地図情報

を簡単に作れたり，得られるようにしたいです．研究

者というよりはエンジニアのような立ち位置になるで

しょうか．

―――――有料のものを含めれば，すでに世にあるも

のを改めて作ることになることもあるわけですが，オー

プンソースへのこだわりや意義はどこにあるのでしょ

うか？

S: ライセンス料を払ったり，特定の団体に所属したり

しなくとも利用できること，また必要があれば手を加

えて改良できることでしょうか．手軽に使ってもらう

という意味では金銭的な敷居は設けたくないですし，

利便性を考えるとカスタマイズの柔軟性は重要です．

―――――フリーで使ってもらうということは，なに

かソフトやサービスを作ったとしてもそこで料金はと

らないということになりますよね．

S: そうですね．使いながら「こういうことができたら

いいな」というクライアントを見つけて，オープンソー

スを使って開発してあげる．お客様の課題を解決する

部分でお金が発生するような体制ができたら理想的で

す．

―――――フリーミアム形式のビジネスモデルですね．

開発したものをより多くの人の目に触れるような，言っ

てしまえば「広告塔」にする感じでしょうか．そうい

う意味ではアウトプット先の目安がある方がやりやす

いのではないかと思うのですが，どのように考えてい

ますか？

S: ブログとか公開サービスとかオープンソース系の登

録サイトとか，色々な人に使ってもらって意見を受け

て改善していくような体制にしたいですね．

―――――オプコンの活動においては，公開版 OCS で

実際に動くものを世に出すことになります．自分の目

指す方向とオプコンとの活動の関わりはどのように考

えていますか？

S: 最近のオプコンの活動が論文寄りなので少し悩んで

います．自分は論文という形式でアウトプットをする

のが苦手で，スピード感を持ってやっていけないです

し…．もっと開発したいと思うときもあります．

―――――その点に関しては，活動成果を適切にアウ

トプットしていくこと自体が重要だという認識が共通

していれば良いのではないでしょうか．つまり，オプ

コンのメンバに研究系が多く，また，個人レベルでも

確実に残る成果として出力し易いのが論文という形式

であるだけで，サービス的な開発もできたら良いに違

いないです．そういう意味では，開発する人，テスター，

論文執筆者という風に，オプコン内でうまく分担して

いければいいですよね．それぞれが得意分野で貢献し

あうイメージです．「こんなことできたら面白い！」み

たいなことばかり考えるのが得意なメンバもいますか

ら，サプライズ的に「こんな技術を開発しています !!」，

といったことを投げてもらえば，そういうメンバが話

を膨らませていって「みんな楽しい」という方向に行

けそうな気がします．個人プレーでもどんどんやって

ほしいです．

―――――活動資金を得るという意味でも，開発はオ

プコンにとって非常に重要な位置にあると思います．

組織的に強化する必要があると思うのですが，他のメ

ンバに助けてほしいところとかありますか？もっと開

  困ったときに相談できる

最初はついていけなかったけれど

史門さんの典型的な一日の過ごし方
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発できる人はいないのか！？みたいな．笑

S: 困ったときに相談できる相手がいるとすごくありが

たいです．思考回路が開発系の人，いまのメンバでい

えば理事長でしょうか．扱っている技術自体に関する

知識を持っていない人同士でも，方向性を議論できる

だけでも得るものは非常に大きいので，そうした志向

が似ている人がほしいですね．現時点での知識や能力

が高くなくても，開発が好きな人．

―――――技術を知らなくても良いと言っても，全く

の素人では厳しいですよね．ちょっとでも開発経験が

ある人でしょうか．

S: いいえ，そんなことはないと思います．例えば，や

り方はわからない，コードまではわからない，といっ

た場合でも，こういう方向で進めればあっているはず，

というような考え方ができれば，十分だと思います．

―――――「開発志向の人」って今のオプコンには間

違いなく必要ですよね．また，活動時間が十分に取れ

るタイミングもそれぞれ異なるので，途中から開発に

参加しても追いつけるような体制作りも大事だと思い

ます．ドキュメントを残すとか，開発の進捗状況を整

理するとか．日程的に序盤であまり参加できていない

と理解が追い付いていけなくて，もどかしい状態になっ

たこともあります．今は史門さんと理事長に任せきり，

頼りきりという状態になっていますよね…．

S: 私も最初入った時は中山さんと理事長が話をしてい

ることに全くついていけなくて，手を動かしてみてよ

うやく分かった，ということもありました．

―――――実際にやってみるとたいしたことないこと

もありますよね，意外に（笑）．　Drupal を利用した開

発をみんなで一緒に調べながら始めたときは，結構良

かったですよね．Drupal 開発がある程度進んだ今，開

発したメンバしか理解が追い付かない部分が多くなっ

ている点はありますよね．

S: 世の中にある技術も結構あって，存在は知っている

のですけど，どんなものかわからないというのもあり

ます．

―――――新しい技術のレビューは継続的にどんどん

やっていったほうがいいですよね．開発力強化という

意味では，現時点では開発経験の浅い人がレビューを

担当して，少しでも技術に親しんでみるというのも良

いかもしれません．もちろん全てを理解できる必要は

なくって，少しずつ概略から調べてもらうような．

―――――オプコンを通じて，あるいは他の活動も含

めてでも良いのですが，史門さんの最終目標はなんで

すか？

S:「大義」と言えるようなものはまだはっきりしてい

ないです．まだ悩んでいるというか．この前もお世話

になっている方に同じような話をしたのですが「君は

 プラス思考になれる場
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一生そうやって悩んでいきそうだよね」って言われちゃ

いましたし（笑）．

―――――今はまだわからないけど，目の前の課題で

手を動かしながら見つけていこう…という感じでしょ

うか．

S: そうですね．目に見えるように表現していくのが好

き，ということで，今は地図関係にハマっている，と

言いますか．最初にＧＩＳに出会ったとき，ＧＩＳっ

ていうかＴＮＴ mips ですけど，「スゲェ，これ！」っ

ていう感動がありましたから．

―――――出会った時の感動って大事ですね．

―――――さて最後にオプコンへの思いを伺いたいと

思います．史門さんにとってオプコンってなんですか？

あえて，一言で表すなら何でしょうか？

S:「プラス思考になれる場」ですかね．オプコンって

本当にプラス思考の人ばかりですよね．会社では，「責

任の範囲は？」とかそういう所から議論始める人が多

いと思うんですけど，オプコンでは「それいいね！面

白そう！じゃあ実現するためには・・・」という風に

考えていく人ばかりなので本当にすごいと思います．

オプコンは，まさに生き甲斐の一部です！

―――――最後に，忙しい中でも続けられるモチベー

ションはどこにあるのでしょうか？

S: みんなが面白がってくれること，反応があることで

すね．やっぱり楽しいことじゃないと続かないですよ

ね．

―――――そうですね．これからも楽しくやっていき

ましょう．本日はありがとうございました．

S: ありがとうございました．

―――インタビューを終えて―――

　今回，史門さんにインタビューして，普段忙しい中でじっくりと聞けないようなことまでお話いただいたのは，

我々にとっても楽しかったです．そして史門さんの新たな一面にも出会えました（ゆべし が好きで，くさや が苦

手ということも 笑）．次回は，中山悠さんへのインタビューを予定しています．
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オープンコンシェルジュ強化合宿報告

5 月中旬，オープンコンシェルジュ強化合宿が 1 泊

2 日の日程で開催された．中村理事長，中山理事，福

本理事，杉浦理事，中山，福本，森，渡辺，齋藤の合

計 9 名のメンバーが参加した．本合宿の目的は，Open 

Cafe System（OCS）の実証実験，2010 年下半期にお

けるオープンコンシェルジュの活動計画および各メン

バーの活動計画の整理であった．

初日は日中に実証実験，夜に検証会議が行われた．

その中では，現時点における OCS の長所・短所および

今後の開発の要点が議論された．また本年 8 月に，機

能を限定した公開版 OCS をリリースすることが決定し

た．

今回の検証は，主に「独立型 OCS」と「ルーティン

グ機能」を対象としたものであった．結果，まず OCS

に大きな問題はなく，独立型およびルーティング機能

の有用性が改めて確認できた．特に OCS では複数人が

同時にデータを編集し，それがリアルタイムに背景図

に反映されるため，効率的な現地調査に貢献できると

言える．またリアルタイムのエンターテイメント性の

高さが魅力であるという意見もあった．今後の OCS の

開発要点として，以下が挙げられる．

1． 背景地図の表記

具体的には，地図上での調査地点番号が表記される

こと，最後の編集地点を地図の中心とすることである．

また，調査内容に応じた最適な地図を紹介できるよう

な整理が必要である．

2．OCS マニュアルの充実

3．インターフェイスの整理

特にクライアントとして用いる端末の種類によって

は適切な表記ができない場合があるため，対応する端

末ごとにインターフェイスを検討・開発することが課

題である．

4．ソースコードの公開と，OCS 開発コミュニティに

関する検討

5．公開版 OCS のセキュリティ

6．「独立型」時のルータのセキュリティレベル設定

議論の中で，「地図上での地点表記」については，

すでに杉浦理事が開発済みであるというサプライズが

あった．このようなサプライズはどんどん行うべきで

ある．検証会議は深夜まで続き，終了したのは午前 1

時であった．こうしてノンアルコールでの初日は終了

した．しかし，その後も一部メンバーは早朝まで開発

を続けるという驚異のバイタリティーを見せた．　

翌日は，今後の活動についての議論が行われた．そ

の中では，社報「Open-Cafe Sync」の創刊についても

決定された．社報名称の決定経緯については，本紙「ひ

ろば」で報告する．

2010 年下半期におけるオープンコンシェルジュの主

要な活動は，公開版 OCS のリリース，Open-Cafe Sync

創刊・継続発行，研究活動・発表（日本地球惑星科学

連合 2011 年度大会，2011 International Geoscience 

and Remote Sensing Symposium （IGARSS 2011），第

10 回情報科学技術フォーラム（FIT2011），地理情報

システム学会第 20 回研究発表大会）である．

また各個人からは，特に力を入れる分野として以下

の発表があった．

・中村理事長：

オプコンで D 論，林学分野をはじめとした FOSS ４G，

OCS 関連研究のレビュー論文．

・中山理事：

 OCS 公開版，GISNEXT，IGARSS 2011 等への確実な

対応（その際，社報をペースメーカとして活用）．博士

（工学）向けと並行した，農・環境学的な研究．

・福本理事：

国際学会発表・英語での論文発表などの国際社会へ

の情報発信，WaterVoice など水・環境分野への貢献，

外部とのコラボレーションの強化．

・杉浦理事：

ルーティング機能増強を中心とした OCS の開発．

OpenLayers を活用した地図データの表示／編集に関す

る技術の習得，およびオプコンメンバー間での共有．

・中山：
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工程管理，社報「大人の地図遊び」，情報セキュリティ

と教育についての調査，水文学分野の研究．

・福本：

子育て GIS，会計スキル，共著論文での執筆，HP 更

新スキルの習得．

・森：

自然系 NPO の経営論， MBA の取得，会計，組織論

・渡辺：

一般を対象とした OCS の解説．社報連載などを通し

た情報発信．

・齋藤：

研究活動の継続．OCS による自然災害減災への貢献．

外部への情報発信．新プロジェクト．

これらの成果は，順次本紙に掲載し，また国内外の

学会や学術誌に発表する予定である．

最後に，今回の合宿も実証実験，議論，遊びと全て

に全力投球するというオープンコンシェルジュの潜在

能力の高さを感じさせるものであった．一方で，今後

の合宿をより良くするための反省点もあった．実証実

験時が雨予報であり，悪天候時の代替計画が必要であっ

た．加えて，団体行動の際には，時間厳守は必須である．

また，合宿ではオープンコンシェルジュの活動を議論

することで，短期的・長期的なモチベーションを高め

ることに最大の意義があると言える．よって，今後も

より多くのメンバーの参加を期待したい．

（齋藤）

検証会議後の開発の様子

（深夜 - 早朝まで続いた）

OCS 実証実験の様子
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三浦半島におけるカワヅザクラのマッピング調査
森 聡・中山 悠

１．はじめに

　我々，特定非営利活動法人オープンコンシェルジュ

（以下オプコン）は地理空間情報に関する技術を用いて

自然環境保全やその管理活動に貢献することを組織の

目的とし，日々研究開発や調査を行っている．本稿では，

そうした活動の一環として 2011 年 5 月初旬に行われ

た，三浦半島におけるカワヅザクラの生育状況調査に

ついて報告する．

２．カワヅザクラとは

　カワヅザクラ（ Prunus lannesiana Wils.）は 1955 

年頃，静岡県河津町田中の飯田勝美氏により静岡県河

津町で発見され， 1973 年に伊豆環境緑化推進協議会に

よってカワヅザクラと命名された（村田， 1997 ）．伊

豆半島を代表する早咲きサクラとして注目され（村田， 

1997 ），現在では河津町の河津桜まつりには，全国か

ら 100 万人が訪れる（石橋，2007）．

　カワヅザクラの開花期は 2 月上旬～ 3 月上旬と早

く，また花期は長い．蕾は紅色で，満開時には淡紅色

で花径は約 3 cm と大きい．その特性に関し，村上ら

（2006）により，南伊豆地域におけるカワヅザクラの

開花期と気温との相関が調べられている．

３．調査地域概要

　現在， 京浜急行三浦海岸駅前には，河津桜が数本植

えられており，また小松ヶ池公園までの 1 キロ程度の

線路沿いには，およそ 1,000 本のカワヅザクラが植栽

されている．これらの桜は，「三浦海岸まちなみ事業協

議会」が 1999 年から植栽を始めたものである．

　また，2002 年からは，2 月上旬から 3 月上旬にかけ

て「三浦海岸桜まつり」という祭りが開催されている．

東京近郊の早咲きのサクラの名所となっており，多く

の人出がある．

４．調査の目的および方法

　本調査の目的は，現在開発を進めている自然環境保

全管理システムに利用するための基礎データの収集と，

既に開発を行った現地調査支援システムの実証実験で

ある．そのため，カワヅザクラの個体数およびその生

育位置のデータを収集した．調査範囲は，京浜急行三

浦海岸駅から線路沿いに小松ヶ池公園までの道端およ

びその近隣地域とした．調査の様子を図 2 に示す．

　調査方法は，調査範囲にある樹木のうち，公有地に

生育しているものについて，葉および果実の形状・樹

木の色から樹種を判定し，カワヅザクラである個体に

ついて，その所在位置を地図上に記録した．この際

データの記録と表示にはオプコンにて開発を行った

Web-GIS パッケージである「Open Cafe System」（以下

OCS，中山ほか，2011）を利用した．またその際のシ

ステム構成としては，タフブックを用いてサーバとし，

無線 LAN により各クライアント端末と接続する「独立

型」（中山ほか，2011）を採用した．

５．調査結果

　調査の結果，調査対象地域においてカワヅザクラと

判定された本数は約 500 本であった．また，現地でプ

ロットされたカワヅザクラの生育位置を，地図上に表

示すると図 3 のようになる．

図 1　カワヅザクラ 図 2　調査の様子
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 ６．考察

　今回の調査では，特に小松ヶ池公園周辺を調査対象

地として，約 500 本のカワヅザクラが確認されたが ,

一方で，三浦海岸周辺に植栽されているカワヅザクラ

は 1,000 本とも言われることから，調査対象地を拡大

する必要がある可能性がある．OCS を現地調査システ

ムとして用いることで，複数人で調査状況を共有しな

がら，簡易に現地調査を実行できることが確認された．

一部地域の個体において，葉や幹の様子が他地域の個

体と異なっていることが観察された（図 4 および図 5）．

これらは病虫害である可能性もあり，今後専門的な調

査を行うことが適切と考えられた．

７．謝辞

本調査の一部は農学生命科学研究支援機構（SORALS）

の「調査に対する活動経費の助成」を受けたものであり，

この場を借りて感謝の意を表する．
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図 3　調査結果（緑点が今回カワヅザクラと判定された個体）

図 4　葉の様子 図 5　幹の様子
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Open Cafe System：自然環境分野における FOSS4G パッケージ
中山 悠・中村 和彦・杉浦 史門・齋藤 仁・福本 塁

１．概要

　Open Cafe System（ 以 下 OCS） は，FOSS4G（Free 

and OpenSource Software for Geospatial） を 用 い た

Web-GIS パッケージである．FOSS4G は，コスト上の

制約により既存 GIS 利用が困難だった場面等での活用

が期待される一方で，その技術的な敷居の高さゆえ普

及が進んでいないことが指摘されていた．OCS は，自

然環境関連分野における GIS 技術の活用拡大に向け，

FOSS4G 運用を簡易化するシステムとして開発された

（中山ほか，2011）．

　OCS の特長として，Web-GIS，ラッピングおよびネッ

トワーク補償機能が挙げられる．一般的な Web ブラ

ウザ等を通じて利用可能なクライアント－サーバモデ

ルの採用に加え，Content Management System（以下

CMS）を利用した FOSS4G のバックエンド化により，

専門的な知識や技術を持たないユーザが FOSS4G を意

識せずにシステムを利用することが可能である．さら

に，ネットワーク環境の差異をシステム側で吸収する

ことで，エンドユーザがネットワーク環境の差異を意

識する必要がなくなっている．

２．活用形態

　OCS には，4 種類の活用形態が存在する．すなわち，

クライアントネットワークおよび外部ネットワークの

接続性に応じて遍在型，拠点型，限定型，独立型に分

けられる．

　Web-GIS 活用にはネットワークが不可欠な一方で，

自然環境分野ではネットワーク接続が困難な場合があ

る．その際，非技術者のユーザにとって，ネットワー

ク環境に応じて柔軟にシステムの設定や利用を行うこ

とは難しい．そこで OCS を適切な形態で導入すること

により，ネットワーク環境の差異を意識せずにその機

能を利用することを可能としている．クライアントネッ

トワークの接続性が低い拠点型および独立型では，ク

ライアントネットワークを補償するために，クライア

ント側に取得データ等を保持しておき，ネットワーク

接続と同時にデータ同期を行う等の同期機能を適用す

る．外部ネットワークの接続性が低い限定型および独

立型では，外部ネットワークを補償するため，他の型

ではリクエストに応じ外部ネットワークから取得する

データを，予めサーバ内部に保持しておく等の蓄積機

能を適用する．

３．構成

　OCS の内部構成を図 1 に示す．OCS はサーバおよ

びクライアントを含めたシステムである．サーバ側で

は，CMS（Drupal）と各種 FOSS4G が OS（Ubuntu 版

Linux）上で動作する．地理空間データは主に PostGIS

に格納される．PostGIS は，オブジェクト関係データ

ベース管理システムである PostgreSQL の機能を拡張

し，空間オブジェクトを利用可能とするものである． 

GIS サ ー バ と し て GeoServer を 採 用 し，Web を 通 じ

地図を画像として配信する WMS（Web Map Service）

や，GML(Geography Markup Language) と し て 配 信

す る WFS（Web Feature Service） を サ ポ ー ト す る．

GeoServer に登録されたデータのスタイル表現には SLD

（Styled Layer Descriptor）を用い，GeoWebCache によ

り WMS や WFS リクエスト時にデータのキャッシュを

行い，処理を高速化している．さらに，ユーザインタ

フェースを担う CMS により，これらを統合的に管理す

る．すなわち CMS 上で OpenLayers を用い，Web ペー

ジに GeoServer を通した WMS や WFS を組込む．さら

にデータベースへのクエリ等を PHP スクリプトにより

制御することで，Web-GIS を実現している．

　クライアント側は，Web ブラウザまたは専用アプリ

ケーションを用いて OCS サーバにアクセスし上記機能

を利用する．すなわち，一般的な Web ブラウザによっ

てサーバ側の CMS が生成した Web ページの閲覧が可

能な一方，OCS サーバ利用に最適化したアプリケーショ

ンを用いてより簡易に OCS サーバ機能を利用すること

も可能である．

４．適用事例

４．１．国立公園の利用・管理用 Web-GIS サービス

 　上信越高原国立公園内の鹿沢園地（群馬県吾妻郡嬬

恋村）を対象に，国立公園の利用・管理用 Web-GIS サー

ビスを提供している（中村ほか，2010）．

　鹿沢園地には，インフォメーションセンターと宿泊

施設（休暇村）があり，園地は「かえでの小径」エリ

アと「清流の小径」エリアを中心に整備されている．
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鹿沢園地では高速インターネット回線が利用できない

ので，OCS サーバをインフォメーションセンター内に

設置し，無線 LAN によるローカルネットワークを構築

した（図 2）．OCS 利用者は，無線 LAN に接続可能な

端末をインフォメーションセンター周辺に持ち込むこ

とで，OCS のサービスを利用できる．現在提供してい

るサービスは，鹿沢園地の地図および航空写真配信，

位置情報付き写真のアップロード，園地内の説明板ま

での最短経路検索などである．これらは全て， Web ブ

ラウザによって利用することができる．

４．２．都市計画支援ツール

　ランドスケープデザイナーと建築家が協働するため

の都市計画支援ツールを，OCS により実現した ( 泉ほか , 

2010) ．

従来は CAD の図面のみを利用し，建物と樹木との位置

関係などは手作業で解析を行っていた．そのため，関

連する高度な知識・経験が必要であり，新たな建物計

画案が発生した場合には始めから作業をやり直す必要

があった．OCS 導入により，建物や樹木のデータを

PostGIS データベースに格納し，各クライアントから，

Web ブラウザを通じた計画案アップロード，その計画

案と樹木との重なり判定，そして結果の表示と CSV 形

式でのダウンロード等が可能となった．図 3 に，プロ

トタイプの都市計画支援ツールの構成と解析結果を示

す．新たな建替え計画プランの建物により伐採せざる

を得ない樹木が自動判定され，その樹種や本数などの

情報が Web 上に表示されている．

４．３．水質調査支援システム WaterVoice

　FOSS4G および GIS の知識を持たない一般市民を対象

に，水質調査結果を現地で登録し，また，現地で他のデー

タを閲覧し比較できるクライアントサーバシステムと

して，携帯電話アプリケーションおよび OCS を用いて

提供している（福本ほか，2010a）．

　近年，身近な水環境の全国一斉調査 (2009 年時点で

1011 団体参加 5638 調査地点 ) を始めとして，一般市

民が水環境保全活動に多く参加している．しかし，一

般市民が水質測定の結果について地理情報を含めて管

理集計し，世に発信していくには大きな労力負担と技

術的な知識の向上が求められる．そこで，従来，記録・

管理・集計を紙面にて手作業で行っていた部分を携帯

電話アプリケーションへの入力に置き換えることで，

現地で登録・閲覧が行え，かつ地図上に結果の公表ま

でを自動で行えるシステムを構築した．技術的には，

携帯電話内臓 GPS により緯度経度を取得し，Geoserver

から WFS 配信されている流域ポリゴンを用いて，WPS

として実装された PostGIS による流域判定を行い，最

寄りの河川属性情報を付与した上でデータベースアク

セスを行い，現地での結果登録・閲覧，地図上での自

動配信を行っている（図 4）．

　将来的には学術研究によるデータや行政観測による

図 1　OCS の構成
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データと共にそれらを補完することができる市民観測

データベースとして整備し，OGC 相互運用技術を用い

て相互運用環境を構築し ( 福本ほか，2010b，2010c)，

様々なシミュレーションプロセス（これらも WPS 化予

定）の入力パラメータとして誰でも使えるように提供

していくことを目標にしている． 

４．４．現地調査・解析支援システム

　現地調査のデータ投入を支援するために，OCS を用

いて現地調査・解析を支援するシステム（Field Survey 

Assisting System，以下 FSAS）を構築した（Nakayama 

et al., 2011； 杉 浦 ほ か，2011；Nakamura et al., 

2011）．

　従来，野帳に書き込んだ内容をデジタルデータ化し

て，計算機の要求するフォーマットに変換することが

手作業で行われていた．この手法では，データを取得

した後で，解析の準備に入るまで，一定の時間を割く

必要がある．本システムにより，野帳への入力をデジ

タルデバイスに置き換えることができ，計算機の要求

するフォーマットへの変換も CSV 等のデータとして提

供可能である．本システムの利用により大幅な作業の

自動化を実現し，現地調査取得後から計算機への投入

までのコストダウンを実現することができる．

　FSAS の構成の概要を図 5 に示す．調査準備として，

調査フォーマットを作成する．例えば，樹木調査であ

れば，樹高・胸高直径などを調査項目に設定する．調

査地では，モバイルデバイスに表示された地図に調査

位置とともに調査項目を入力する．調査地でインター

ネット回線が使えない場合でも，ノート PC に搭載した

OCS サーバにローカル無線 LAN を介して接続し，デー

タの登録が行える（図 6）．調査後，OCS サーバ内のデー

タ蓄積用の DB へ，取得した現地調査の結果を反映し，

計算機へ投入するためのデータ（CSV 等）へ変換出力

する．

　FSAS は現地調査に汎用的に利用でき，樹木調査だけ

でなく，水質調査や森林調査，その他自然環境に関わ

る現地調査において，現地調査の準備から計算結果の

解析準備までを一貫して支援することができる．ユー

ザは調査フォーマットを自由に作成することができ，

多分野での作業の効率化が期待できる． 
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5 月 ・International Model Your Campus コンテスト参加（東大本郷キャンパスモデリング）

7 月 ・中村和彦 , 中山悠 , 齋藤仁らにより任意団体オープンコンシェルジュ立ち上げ
10 月 ・GISNEXT「オープンカフェで逢いましょう」連載開始

11 月 ・FOSS4GTokyo 講演

1 月 ・JAXA スーパーオーバーレイ業務

3 月 ・JOSM 翻訳業務

4 月 ・古橋大地の呼びかけにより福本塁，杉浦史門が加入，設立総会開催

5 月 ・いたばしボランティア活動助成

7 月 ・板橋マッピングパーティー開催

8 月 ・GIS DAY in TOKYO 講演　・秩父合宿

10 月 ・GIS 学会発表

11 月 ・FOSS4GTokyo 講演　・向島マッピングパーティー開催

12 月 ・鎌倉 GPS ウォーキング開催

1 月 ・NPO 法人オープンコンシェルジュ設立（東京都板橋区）

3 月 ・日本水環境学会，日本地理学会発表　・水環境調査ツール WaterVoice 開発

4 月 ・FOSS4G パッケージ OCS( オープンカフェシステム ) 開発
5 月 ・防災マッシュアップコンテスト運営業務開始

 　　・樹木調査ツール GreenMap 開発　・板橋グリーンマッピングパーティー開催

6 月 ・さがまち環境学習コンテスト審査員特別賞受賞　・SORALS 活動助成

7 月 ・JICA 貧困指標主題図作成

8 月 ・オプコンサマースクール開催

9 月 ・FSAS(Field Survey Assisting System) 開発　

　　・FOSS4G Barcelona 2010 発表　・鹿沢合宿

10 月 ・GIS 学会発表 (2 件 )

11 月 ・CSISDays 学会発表 (5 件 )　・優秀研究発表賞を受賞

12 月 ・防災アプリケーション実証実験業務　・災害リスク情報集約解析アプリケーション開発

2 月 ・水環境調査ツール WaterVoice Appstore にてリリース　・オプコンサマースクール 2 開催

3 月 ・日本水環境学会発表　・日本水環境学会公開シンポジウム講演　・原発ナビ Appstore にてリリース

4 月 ・原発ナビが Yahoo! ニュースにて取り上げられる

5 月 ・三浦合宿　・事務所を市ヶ谷へ移転

6 月 ・Open-Cafe Sync 創刊　・「GIS －理論と応用」に OCS 論文掲載

２００９

２０１０

２０１１

２００８

オープンコンシェルジュの

軌跡
なんだか楽しそうにやっているけれど，どんな活動をしてきた組織な

のかイマイチ分からない。そんなあなたのために，永久保存版の活動

年表を用意しました。これであなたもオプコン通になれるでしょう。
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緊急座談会　オープンコンシェルジュで活動する魅力とは？

オープンコンシェルジュのメンバは，それぞれの本業を抱えながら，研究や開発等の活動に参加している．

それは時に，決して楽ではない状況に自分を追い込むこともある．それでもなお，ここで活動することの

魅力とは，一体なんなのか？その魅力やモチベーションに関する，メンバ間での話し合いの一部を示す．

齋藤（以下 S）:オープンコンシェルジュには，大学や企業の研究者・技術者が多く，異分野の専門家と知りあっ

て協働できるのは魅力的です。

森（以下 M）:コミュニティとして非常に質が高いと思います。それぞれが高い目的意識を持って前向きに活動していて，

勉強になるし良い刺激を受けられます。こうしたコミュニティは貴重だと思っています。

福本（以下 F）:社会人の僕には，アフター 5に法人で研究活動ができるのが嬉しいです。普通，大学院を出て

も，就職してしまうと学生時代の専門分野に関わる機会がなくなってしまうことって多いですよね。

中山（以下 N）: みんなで学会に行ったりするのも楽しいですよね，大人の修学旅行みたいで（笑）。研究という面では，

大学や企業のしがらみに囚われず，自由な研究者として柔軟にやりたいことができるのが良いと思います。

M: たしかに，企業だと色々ありますもんね（笑）

F: 特に中小企業だと，コスト削減や確実に売れることが重要視されてしまい，自由なビジョンを持って研究開発を行う

なんて，なかなかできなかったりします。

M: モチベーション次第では，ライフワークとして探求したいテーマを自分のペースで追究する，といったことも

可能ですよね。

S:個人的には，GISはもっとポテンシャルが高いと思っていますし，GISでもっと楽しいことをしたいというのもあります。

S: 自由だからと言って決して好い加減なわけではなく，NPO 法人として確実に運営されている，という点も重

要ですよね。

N: 法人としてあるいはメンバとして，一定の社会的な責任が伴う一方で，NPO 法人だからこそできること，

というのも多くあります。

F: 現実的な側面としては，九段の事務所を自由に使えるっていうのも良いですよね。やっぱり便利。

N: あと個人的には，ノリや勢いが好きです。意思決定が非常に早くて，清々しいです。

M: 確かに，会社はノリでは動かないですもんね（笑）

F:「やっちゃう？」「やるか！」的な，PDCA の D から始まるような（笑），そんなスピード感が好きな人にとっ

ては大変気持ちの良い環境だと思います。

N: 本業に活かすとか，打算的に動くことは少ないかも知れませんね。やってみた後で，「そう言えば，すごく勉強になっ

たなぁ」みたいな。先に考えて尻込みし易いタイプの人にはついていけないかも知れませんね。。

F: 最初に「D」，すなわちDO（行動）してダメだったら，P を考えなくて良いわけですから。効率的

だと思います（笑）たとえば「とりあえずやってみたら？」というアドバイスを生まれてから言われたことがない人とは，

ぜひ一緒に活動してみたいですね。

かなえ（以下 K）:「落ち着け！」とか「もうちょっと考えたら？」とか（笑），そんなことを言われる人ですよね。

S:うーん，なるほど。すごく本質的なところが分かったような気がします。分かってたつもりが，まったくわかってなかっ

たんだなぁ・・・
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経路探索機能付き現地調査支援システム
現地調査はこれで完璧！？

経路探索と聞くと、みなさんはどのようなことを

連想するでしょうか。携帯電話で出発地点と目的地を

入力すると、移動するのに便利だと思われるルートを

表示してくれるサービス？それともドライブするのに

カーナビに行き先を指定すると音声案内が流れてくる

機能？身近なところで地図を使って案内してくれるこ

とを想像すると思います。こういったサービスはある

一定のお作法に基づいて計算して、ユーザが知りたい

情報を提示してくれるものです。地図と連動した経路

探索サービスは日常生活にある程度浸透していて、普

段特別な意識をしなくても、その恩恵にあずかってい

ます。

NPO 法人オープンコンシェルジュは、自然環境分野

に関する調査の支援をしています。具体的には GIS を

現地に持ち込むわけですが、経路探索サービスを提供

するとしたらこうなりますという一例をご紹介しよう

と思います。自然環境分野の調査と一口に言ってもい

ろいろあるのですが、今回は次のような場合を想定し

ています。

「調査するべき地点がすでにわかっていて、一

定範囲内にちらばったその調査地点を複数人で同

時に調査する。」

たとえば、定点観測などのモニタリング調査、戸別

訪問によるアンケート調査といった幅広い分野で活用

が期待を期待して開発しました。（調査ではなくても、

ゴミ収集、宅配便集荷、郵便配達などにも応用できそ

うです。）

今回の現地調査支援システムを、わたしたちが開発

中の現地調査支援システム「Open Cafe System（以下

「OCS」）」の一部として開発しました。開発されたシス

テム（図１）には次のような特長があります。

１自分で作成した地図データを経路探索に使用

することができます。

地図データで必要なのは、調査経路のライン・デー

タ†と調査地点のポイント・データ†です。今回は

OpenStreetMap（以下「OSM」）のデータを使用するこ

ととしました。OSM は誰もがどこからでも地図データ

を編集、閲覧することを可能にしていて、その共同作

業の結果は CC-BY-SA でライセンスされています。誰

もが自由に使える地図を公表しています。調査をしよ

うとする範囲全体の調査経路のライン・データがある

ことを確認します。なければ足りない分を OSM のサイ

ト上で作成します。詳しくは www.openstreetmap.org

を参考にしてください。作り終えたらその範囲のデー

タを切り出して現地調査支援システムのデータ格納部

分へ投入します。実際のところデータはどんなもので

もよくて、国土地理院の数値地図も利用することは可

能ですし、各自が作成した独自のデータでもよいです。

ただし、転回（左折や右折）できる交差点では、ライ

ンデータの線分を確実に切断しておく必要があること

だけは、注意が必要です。

２最後に調査を終えた調査地点から次の調査地

点までの最短経路が表示されます。

次に調査するべき調査地点の判定が行われて、最後

に調査を完了した地点からの最短経路を表示すること

ができます。既存の商品、たとえばカーナビで次の調

査地点がわからないので、最短経路を探索することが

できません。

３リアルタイムに調査結果が更新されるので他

者の調査状況や調査の進捗が画面で確認でき

ます。

ほかの調査者が現在調査している箇所も、各調査者

が移動している経路が同じ画面に表示されますので、

４調査が終わった箇所とそうでない箇所の区別

ができるようになります。

調査を同時に行っている間、調査が完了した地点は

「□」から「×」に変わりますので、進捗が視覚的に理

解できるようになっています。

図１：調査者はウェブブラウザを通してサーバにアクセスします。画

面に表示された内容に基づいて、使い慣れた方法で調査結果の登録が

できますし、次の調査地点や最短経路の通知内容を取得して地図に表

示させることができますので、とても簡単に扱えます。

第
１
回
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５調査結果を登録する度に次の調査地点が決定

されるため、あらかじめ作業分担をする必要

がなくなります。

複数の調査者で手分けして調査を行う際、事前に調

査地点を割り当てることが多いと思います。しかし、

今回の現地調査支援システムでは、各調査地点での調

査が完了した時点で、未調査の調査地点の中から次の

調査地点が決まりますので、作業分担する必要がなく

なり、調査準備を省力化することができます。

６次の調査地点を順次割当てますので、調査者

の進捗度の差異を調査中に考慮する必要がな

くなります。

各調査者の進捗度に差異があると、事前に調査する

箇所を割り当てておく方法をとった場合、調査をはや

く終えてしまう調査者とそうでない調査者がでてきて

しまいます。今回の現地調査支援システムでは未調査

の調査地点の中から順次調査地点を選びとり、調査を

すすめていきますので、進捗度の差異を考慮する必要

がなくなり、調査効率を最大化することができます。

具体的な使い方ですが、まず調査フォーマットと呼

ばれるウェブページをひとつ用意します。これが調査

に使う野帳にあたります。必要事項を入力して（図２）、

「保存」ボタンをクリックします。調査フォーマットが

作成されたあと、開始点と経路表示色・線種を設定し

ます。これにより、自分自身が調査する開始地点と次

の調査地点までの経路が、他の調査者と区別して地図

に表示させることができます。そして順次システムが

指定した経路と調査地点に従って移動して、調査を行っ

ていきます。

経路探索処理部分で大事なのは、同時並行で複数の

ひとが抜け漏れなく、調査を行えることです。そのため、

入力はもっぱら携帯端末で行い、サーバにあるデータ

がリアルタイムに更新されるようにしています（図３）。

ある調査地点での調査が終わりましたら、未調査の調

査地点の中から次に調査するべき調査地点の判定処理

が実行されます。そして、調査者に判定した結果をそ

こまでの最短経路とともに知らせます。

経路探索に関する技術を現地調査にもちこめること

を、ご紹介しました。経路探索のアルゴリズムや実証

実験についてはまた次回。

杉浦史門　shimon@openconcierge.org

1980 年、東京生まれ。東北大学理学

部地圏環境科学科卒業、東京大学大学

院新領域創成科学研究科自然環境学専

攻修士課程修了。2010 年から NPO 法

人オープンコンシェルジュ理事。

執筆者紹介

図３：黄色の線が調査範囲にある通りうる道路です。赤、青、紫の線は、

それぞれの調査者が通る最短経路を示します。各調査者の端末でリアル

タイムに調査が進み、最短経路が変わる様子が見えます。

図２：調査を開始するには、調査名や調査項目、調査日などをあらかじ

めサーバに登録しておく必要があります。これを調査フォーマットとよ

んでいて、現地調査で使用する野帳の役割を担っています。

第
１
回
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「Open-Cafe Sync」名称決定の裏舞台

　ここでは，「Open-Cafe Sync」という名称の決定の

裏で行われた熱い議論について報告する．社報の創刊

に関しては，強化合宿（本紙「報告」参照）において

創刊に向けた詳細が議論された．その際には，名称に

ついても議論が行われ，参加者全員一致のもと「Open-

Cafe Sync」が採用となった．まず，初期の名称案につ

いて見てみよう．

1．月刊オープンコンシェルジュ

2．Open Concierge

3．（月刊）オプコン

4．（月刊）OPCON

5．Open-Cafe Sync（OCS）

6．Open Concierge Sync（OCS）

7．Open Concierge Review/Report（OCR）

8．Open Concierge Information（OCI）

9．http://www.openconcierge.org/

10．開導

11．大人の地図遊び（OCA）

　このように 11 つの案が提案された．これらのうち，

1 ～ 4 については複数メンバーから提案された．5，6

については福本理事，中山理事らにより提案された．

また 7，8 は，中山理事，森氏，杉浦理事らにより提案

された．9，11 については中山氏の案である．また 10

に関しては，中村理事長肝煎りの案である．なお「開導」

は Open Concierge の日本語訳であり，宗教用語の「開

導」とは似て非なるものである．

　ここで本社報が目的としているのは，まずオープン

コンシェルジュの日々の活動を記録として残すこと，

またそれをメンバー内で共有することである．次にファ

ンクラブメンバーや一般の方への情報発信やアウト

リーチである．そして，学会誌や学会発表前に予察的

結果を議論するディスカッションペーパーの役割であ

る．またその際には，スピード性やリピート性を重視

するものである．

　この目的を踏まえ，まず「Open Concierge」という

名称はシンプルであり，外部の人に対しても説明不要

で組織を理解してもらうのに役立つという意見があっ

た．また日頃の研究活動成果を掲載するという意味で

は，「Open Concierge Review/Report」がわかりやすい

という意見もあった．一方で，第一にメンバー内での

活動・研究成果の共有を目的としているため「Sync（シ

ンクロする）」という名称の親和性が高いという意見が

多くあった．どの意見も本質であったが，やはりまず

メンバー内での情報共有や横の繋がりを重視すること

に意味があると考えた．

　また，Open Cafe System（OCS）の出発点を大事に

しようという意見があった．以下は，中山ほか（2008，

GISNEXT No.25，ネクストパブリッシング）からの引用

である（未読の方は，ぜひ一読いただきたい）．

――――

初秋の昼下がり、あなたはふと目に留まった趣味の良

いオープンカフェに立ち寄ります。木陰の椅子に腰掛

けると、素敵なウェイトレスがやってきて、穏やかな

笑顔でこう尋ねます。

「いらっしゃいませ、どのような地図をご希望でしょ

う か？ 一 晩 か け て 仕 込 み ま し た 当 店 自 慢 の デ ー タ

を、お客様のご注文に合わせてお出しいたします。は

い，KML でもどのような形式でも大丈夫です。Google 

Maps や Virtual Earth に添えてお出しすることだってで

きます」

――――

　ここにあるように，Open Cafe は OCS の出発地点だ

けでなく，オープンコンシェルジュの根幹である．また，

その活動をメンバー内でシンクロすることは，本社報

の目的に整合的である．以上の理由により，全員一致

で「Open Cafe Sync」を社報名称とすることになった．

　なお最終的には，中村理事長から言葉の流れを重視

したいとの提案があり，「Open Cafe」と「Sync」をそ

れぞれ強調するために，「Open-Cafe Sync」に修正され

た．

　今回の議論を通して，社報「Open-Cafe Sync」が創

刊できることは，オープンコンシェルジュにとって大

変うれしいことである．この初心を忘れることなく，

今後より大きく成長していきたい．

　（齋藤）

- ひろば -
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- After 5 は NPO -

仕事と家事と将来と

(Kanae Nakayama)

- 次回予告 -
次号では，森さんが感動のエピソードを！！乞うご期待！

オプコンの存在を知ったのは，2009 年の秋。

何やら金曜日に集まる人たちがいる…と。

正直なところ，「○○がしたい！」という強い意思があったわけではなくて…。

会話についていけないし，仕事と家事の間になかなかオプコンの時間をつくれない。

参加したいけど，なんかちょっと壁がある。そんな思いを抱えて約 1 年半。

気が付いたら，やりたいこといっぱい。

この技術，オプコンに持ち込めそう，って思いながら仕事をしている。

学生時代の研究テーマにもう一度取り組んでみたい。

やっぱり，楽しい！って感じる方がいい。

将来，子どもには「お母さん，毎日楽しそう」って背中を見せたい。

1 日 10 分でも 1 時間でも，時間はあるんだ。

少しずつだけど，オプコンとともに充実を。
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6/18　ファンクラブイベント 
　FSAS の実証実験を予定しています．詳細は確定次第 web に掲載予定です．

7/ 上旬　オプコンの日
　2011 年 7 月度のオプコンの日を開催予定です．詳細未定．

7/1　Open-Cafe Sync 2011 年 7 月号（通巻 2 号） 
　本社報の 2011 年 7 月号（通巻 2 号）を発行予定です．

7/29　IGARSS 発表（Vancouver）
　Development and Application of Field Survey Assisting System（Nakayama, Y., Nakamura, K., 

Saito, H., Fukumoto, R.）として，口頭発表予定です．

8/1 　OCS 公開
　現地調査支援用 Open Cafe System を公開予定です．

8/3 　JST セミナー
　JST セミナーにて，福本が講演予定です．

9 月上旬　総会
　2011 年度総会を開催予定です．



お問い合わせは、「info@openconcierge.org」まで。

担当：杉浦、齋藤

R で GIS の講習会風景

お問い合わせは、「info@openconcierge.org」まで。担当：杉浦、齋藤

広告

オープンコンシェルジュでは、講師派遣を行っています。

使い方がよくわからない方に、目的に応じたわかりやすい解説を行います。

わたしたちは、主に自然環境に関わる分野で

(1) 地理空間情報に係る研究・開発事業

(2) 地理空間情報の普及・教育事業

(3) その他（自分たちが）わくわくできる事業

を行っています。

企画提案からソリューションの提供までを行います。自分の専門性を生かして好きなことを好きなだけ

追求したいというひとをメンバーとして募集しています。「二足目のわらじ」として活動し、一緒に切磋

琢磨してみませんか？

募集人数　若干名

人間像　「やる」って言える人（有言実行の有言してくれる人）。前向きな人、プラス思考な人。自然環

境分野に興味がある人。

私たちの活動を盛り上げてくださるファンクラブのメンバーを募集しています。

登録は「http://groups.google.co.jp/group/fanclub4openconcierge」から！

OpenGeoSuites

R で GIS

PostGIS

QGIS plug-in

OpenCV

講師派遣をします。

オプコンメンバー募集

ファンクラブ募集






