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Abstract: This paper aims to propose the design of the introductory course curriculum and to
report the development of the open source software called “gittok”. It introduces Geospatial
Information Technology based on GIT Body of Knowledge (BoK) and the idea behind of
Geographic Information Standards for students in higher education. GIT BoK was proposed in
2008 and it defines modeling, acquisition, management, analysis, exchange, and representation as
fundamental knowledge units. Geographic Information Standards formalize knowledge in these
units and connect each other using schemas and datasets. We consider gittok will be a useful tool
for introductory course of GIT Education.
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1.	
 はじめに	
 
	
  近年オープンソースソフトの普及，地理情報標
準の確立，そしてハードウェアの価格低下などに
より，地理空間データの取得と交換は以前と比較
して格段に容易になった．それに伴い，空間情報
を利用した Web サービスが普及すると共に，ボラ
ンティアのレベルでも空間データの取得・交換が
可能となり，国際的な情報共有が実現している
(Ordnance	
 Survey,	
 2012)．一方で，その背景に
ある技術の発達は，従来の地理情報科学／技術
（GIS&T）に対し，知識の追加と再編成を促し，
欧 米 に お い て は GIS&T の 知 識 体 系 (Body	
  of	
 
Knowledge)の整備や，高等教育におけるカリキュ
ラムの再編が行われてきた（UCGIS,	
 2006）．日本
でも，2005 年から 2007 年まで，岡部篤行が研究
代表者となり「地理情報科学標準カリキュラム・
コンテンツの持続協働型ウェブライブラリーの
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開発研究」が行われ，地理情報技術	
 (GIT)	
 の BoK
試案が作成された	
 (Ota,	
 et	
 al.,	
 2008)．一方，
知識の表現と体系化をより厳密に行うには，曖昧
さを残す自然言語のみではなく，厳密に語彙が定
義できる人工言語も使用すべきである．また，専
門的な知識はときとして理解しにくい場合があ
るので，一貫性をもつチュートリアルやソフトウ
ェアと共に，教育の場に提示されるべきである．
しかし，特に GIT	
 の分野では，そのような要件を
満たす教育用ツールはほとんどなく，それが，GIT
教育の普及を妨げる要因の１つとなっている．そ
こで，筆者は	
 GIT の入門教育用ツールである
gittok	
  ( ジ ッ ト ク .	
  Geospatial	
  Information	
 
Technology	
 TOol	
 Kit の略称)	
 の開発を行ってい
る．本稿ではまず，GIT の BoK を踏まえたカリキ
ュラムデザインについて論じ，次に gittok のア
ーキテクチャと概要を解説し，最後に今後の展開
について述べる．	
 
	
 
2.	
 カリキュラムデザイン	
 
	
  教育用のツールは，自学自習が可能であると共
に，講義と併用することによって，より効率的な
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知識修得を可能とすべきである．筆者は，2008
年から 2010 年まで３回，学部生を対象に，GIT
入門をテーマとする半期の講義を担当する機会
を得たが	
 (太田,	
 2009)，その経験を踏まえて，
カリキュラムの目的，条件，及び内容を検討した．	
 
2.1	
 目的	
 
	
  まず，初学者が GIT 全体を俯瞰できること，を
目的とした．地理情報科学とは，空間データを系
統的に構築し，管理し，分析し，総合し，伝達す
る汎用的・方法論，およびその汎用的方法を適用
する方法・方法論を研究する学問である（岡部，
2006）．その中で，特に，汎用的方法を適用する
方法・方法論を研究するのが GIT と考えられる．
その範囲は宏大であるが，全体像を俯瞰すること
ができれば，自分が興味をもてる分野を選択し，
その位置付けを理解しつつ，より深い学習をする
ことが可能になる．	
 
2.2	
  条件	
 
	
  次に，半期 15 回の講義時間範囲を，教育用ツ
ール実現の条件とした．現状では我々の目的であ
る「全体像の俯瞰」にさける時間は少ない．多く
の大学では既にカリキュラム体系が確立されて
おり，それが教育の伝統と独自性を実現するもと
になっているので，新たな科目を入れることは極
めて困難である．そこで，最低限の時間設定とし
て半期の授業を条件とした．	
 
2.3	
  内容	
 
	
  さて，GIT を俯瞰するために，我々は２つの素
材をもっている．１つは BoK であり，もう１つは
地理情報標準である．BoK は当該分野の知識領域
を網羅しているので，学生に提示すべき骨格をデ
ザインし，最低限学習すべき知識を選択するのに
役立つ．ここで，BoK の骨格は，岡部	
 (2006)	
 の
定義を踏まえ，地理空間のモデリング，データ取
得，データ管理，空間解析，データ交換，及び情
報表現とした(Ota,	
 2012)．さらに「モデルは空
間データ取得の仕様に使われ，データ取得法を決
める働きをもつ」というように，知識領域は相互
に関連性をもっているが，地理情報標準は，以下
に示すように，それぞれの知識の形式化および領
域間のデータ交換のルールを示すことによって，
領域間の相互連携を保証している．	
 
1) 一般地物モデルに従って応用スキーマをモデ
リングすることによって，異なる分野の仕様
であっても共通理解が可能になる.	
 

2) 応用スキーマに従って空間データを取得し，
それをインスタンスモデルに従って記述し，
管理することによって，空間データの共通理
解が可能になる．	
 
3) 空間データ提供システムと空間解析ソフトの
インタフェースを標準化することによって，
空間データ利用が容易になる．	
 
4) 符号化の規則に従って，XML のような形式言
語で応用スキーマや空間データを交換するこ
とによって，情報システム間のデータ交換が
自動化できる．	
 
5) 描画ルールを空間データから独立させること
で，同じ空間データを使って，異なる情報表
現が可能になる．	
 
	
 
3.	
 gittok のアーキテクチャ	
 
	
  gittok は，GIT の知識領域を明確にするために，
6 つのコンポーネント，つまりモデリング，取得，
管理，解析，交換及び表現をもつ．これらの知識
領域の相互関係としては，モデリングと取得，取
得と管理，管理と解析，管理と交換，そして管理
と表現がある．以下，それぞれについて解説する	
 ．	
 
3.1	
  モデリング(Modeling)	
 
	
  モデリングは，実世界に生起消滅する現象を地
物と捉えて抽象化し，応用スキーマとして表現す
ることである．応用スキーマとは，スキーマ言語
を使って応用分野のために作られる,モデルの形
式表現であり，gittok では地理情報標準の方式に
習い UML をスキーマ言語として使用する．また
UML は空間情報モデリング専用の言語ではないの
で，地物とその関連をどのように表現するか規定
する一般地物モデル	
 (General	
 Feature	
 model:	
 
GFM)	
 を定義し，それを使用することによって空
間データ特有のスキーマ表現を可能としている．
ただし，gittok では，初学者でも理解しやすいよ
うに，地理情報標準が定める GFM を簡略化して再
定義している．例えば、実世界の地理識別子（住
所等）のみならず，地物を表現する画像，動画，
ホームページなど，仮想空間上の場所をまとめて
場所属性としている．なお，本稿の執筆時点では，
時間属性は入っていないが，今後実装の予定であ
る．	
 
3.2	
  取得(Acquisition)	
 
	
  取得は，通常は測量，調査そして各種のセンシ
ングなど，様々な方法を使って行われるが，
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gittok では，現場で取得した調査結果，画像，そ
して動画などを，地物の主題属性や場所属性にす
る．また地図をデジタイズして，測地系や平面直
角座標系に従う座標をもつ空間属性を取得する
（図 1 参照）．	
 
3.3	
  管理(Management)	
 
	
  管理は，取得した空間データを情報システムで
体系的に保存し，検索を可能にすることであるが，
gittok では，データベースシステム	
 (DBS)	
 は使
用せずファイルシステムのみで管理を行う．
gittok の目的は IT の学習ではなく，また，時間
的な制約もあるため，DBS の学習は省略した．そ
の代わり，キット（データセットと応用スキーマ
等のセット）にメタデータを関連させ，メタデー

タによるキットへの検索ができるようにして，ク
リアリングハウスの学習を可能にしている．	
 
3.4	
  空間解析(Spatial	
 Analysis)	
 
	
  空間解析は，空間属性を他の属性と共に使用し
て，対象となる地物の本質を明らかにすることで
あるが，これこそが地理情報科学のコアであり，
様々な方法論が研究され，我々に提示されている．
しかし初学者にそれら全てを教えることは不可
能である．Gittok では基本的なツールのみを用意
し，教育する側が自由に解析ツールを gittok に
追加することを推奨している．	
 
3.5	
  交換(Exchange)	
 
	
  交換は，異なる情報システム間で空間データを
送信しあうことであるが，gittok では，内部形式
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のデータを，決められたルールで	
 XML 文書に符号
化して提供すると共に，復号化することができる
ようにしている．ルールを理解する情報システム
同士では，交換が自動化される．	
 
3.6	
  情報表現(Representation)	
 
	
  表現は，空間データに，目的に応じた描画ルー
ル（描画辞書）を適用し，グラフィック表現を可
能にすることであるが，gittok では，簡単な地図
記号や注記の設計ツールを用意しているので，そ
れに基づいた地図表現ができるようにしている．
現状は単純な表示しかできないが，今後改良して，
紙地図を印刷することができるようにする予定
である．	
 
3.7	
  知識領域間の関係	
 
	
  モデリングと取得の間は応用スキーマがつな
ぐ．モデリングとは応用スキーマを設計すること
であり，取得はそのスキーマに従ってデータ（キ
ット）を作成することである．取得と管理の間は，
キットがつなぐ．取得したデータを元にメタデー
タを作成し，両者を一定のフォルダに保存してお
くことによって，キットの検索ができ，その更新
や利用が可能になる．管理と解析の間もキットが
つなぐ．解析の結果は地物の属性として，キット
に追加され，管理される．管理されているキット
を始めとする様々なデータは，通常は内部形式を
とるが，符号化のメカニズムを使って XML による
外部形式に符号化され，復号化される．さらに，
管理されているキットに，描画のためのスキーマ
を適用して，地図表現が行われる．	
 
	
 
4.	
 gittok の特徴	
 
	
  既に述べたが，gittok は，地理情報標準のアイ
デアと GIT	
 BoK の内容を参考にして設計され，GIT
の知識体系が俯瞰でき，付属するテキストを使っ
て自学自習することが可能である．ソフトは
Adobe	
 Air アプリケーションであるが，オープン
ソースにするので，例えば自分で開発した空間解
析モジュールなどを組み込んで使用することが
できる．また，ネットにはつながるが，基本的に
自分のパソコンで動くアプリケーションなので，
ネットの負荷やウィルス対策など，GIT 教育以外
の負担が軽減する．さらに，学生は自分でデータ
を管理したり，交換したりすることができ，教師
は，学生の演習結果を独自に収集し，評価するこ
とができる．	
 

5.	
 今後の展開	
 
	
  現在，gittok は日本語のテキストが概ねできあ
がり，関係者に意見を求めているところである．
今後それに基づいた改良を加えると共に，テキス
トの英訳を行っているので，更に広い範囲で意見
を求める予定である．また，実験的な講義を行い
受講者の反応を見ながら，さらに改善する予定で
ある．	
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