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キャンパスGISからWi-Fiの属性情報
を検索

地理空間情報活用推進基本法2007年の施行に伴い自治体では
統合型GISの導入が進んでいるが、現状では大学での導入は遅れて
いる。
筑波大学では設備情報は各部門により分散的に管理されており、ま
たバス時刻表、周辺レストランなどキャンパスの利用者にとって便利な
情報もまとめられていない状況であった。今後大学において効率的に
運営・管理と生活利便性を向上していくには、キャンパス情報を網羅
した統合型GIS を構築することが必要である。
本研究は、キャンパスにおける生活環境向上を目的としての空間情
報共有の基盤として、キャンパスの様々な空間情報を一元的に管理
するWebGISを構築した。

筑波大学筑波キャンパス
面積：258ha（日本2位）
教職員：4445人
学生：16797人
（留学生：1664人）

③キャンパスGISの操作画面②研究対象地域①研究概要

We create points every 

30m within the campus, 

and collect fieldwork data 

by using IPhone  

applications and ArcGIS 

for IOS.

After  collecting the data,  

we use ArcGIS Online  

through smartphones, 

sending data to our ArcGIS 

Server.  Then using ArcGIS 

Desktop to process and 

analyze our collected data, 

and upload the result to 

Campus GIS.

現在WebGISは試験公開中！

http://land.geo.tsukuba.ac.jp/campusgis
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事例 2
It shows the strength of wireless network on Tsukuba Campus 

indoors and outdoors. Our testers tested the network 

connection speed by using smart phones with Checkmytubes

and identified the locations where the connection speed is the 

fastest. After collecting individual results, we compared 

speeds with aggregated data on smart phones in different 

locations, and plotted them on campus GIS.

1 交通事故 9 違反駐輪

2 落書き 10
学外放置（自転車・バイク・

ゴミ他）

3 歩道のダメージ 11 緑度（春）

4 抜け道 12 緑度（秋）

5 受講学生人数 13 地表面高さ（DHM）

6 人の流れ 14 標高（DTM）

7 屋内の電波強度 15 建物レイアウト

8 屋外の電波強度 16 建物データ

1 3Dキャンパス景観 13 非常電話

2 バス停・時刻表 14 建物案内板

3 Bus Info 15 AED

4 バスの遅延 16 点字ブロック

5 自転車置き場・台数 17 街灯柱

6 駐車場 18 照射範囲

7 自動販売機 19 ベンチ

8

レストラン・コンビニ

20 ゴミ箱

9 21 粗大ゴミ置き場

10 サテライト 22 ジョギングコース

11 携帯基地局 23 避難場所

12 クラブ活動 24 放射線量

キャンパスGISから騒音の属性情報
を検索事例 1

It shows the dB distribution on the whole campus, 

which could help understand which area will be 

areas of noise pollution. Our testers tested the 

network connection speed by using smart 

phones with MULTI MEASURES to precisely 

measure the sound pressure level around all 

measuring points on the Tsukuba Campus.

It could give some advice for policy makers to 

improve the campus environment.

MULTIMEASURES

Measure sound level with max, 

average, and peak values. 

History graph with email 

exporting feature.

http://land.geo.tsukuba.ac.jp/campusgis/
http://land.geo.tsukuba.ac.jp/campusgis/

