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Ⅰ　は じ め に

　普天間等の沖縄基地問題は，一般の方々も関心

を示している問題であり，本土のマスコミでも取

り上げられ，Twitter やブログ，掲示板でも様々な

意見がみられる．これらの中には沖縄に対する厳

しい意見もみられ，沖縄との温度差がある．この

ような状況になる原因の一つには，沖縄の現状を

伝える数字や図，言葉が独り歩きし，自分の身の

回りに置き換えた空間情報として伝わっていない

のではないかと考える．沖縄国際大学講義「基地

と自然環境」において，沖縄の現状を伝えるため，

GIS データを多数作成し紹介している．この講義の

聴講生より，初めて空間情報として伝わったとの

感想をいただいている．今回のシンポジュームで

は講義で使用した GIS データの一部を紹介した．

Ⅱ　GIS の昨今 

　GIS の高度な解析能力やプレゼン能力は万人が

認めるところであるが，コンピュータ操作や地図

作成等に精通した技術者や研究者のツールという

認識が一般的であろう．GIS を利用するためには，

地図投影法や座標系などの測量学的知識や，種々

のデータ型が存在するため高度なコンピュータス

キルが必要になるなど，使用までのハードルが高

いシステムであった．また，ソフトや地図データが
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高価で，一般的な利用という点では問題があった．

　近年，インターネットサービスとしての

GoogleMaps や 3DGISViewer として GoogleEarth が

普及し，GIS を意識せず一般市民が空間情報を利

用できる環境が整ってきた．また，これらの基盤

を利用することで，GIS ソフトで作成した空間情

報を容易に公開することも可能になってきた．

　このような環境下，「基地と自然環境」において，

これらを利用した講義を考えるようになった．講

義における理解度を高めるという目的は言うまで

もないが，聴講生が GoogleEarth 等をプレゼンテー

ションツールとしてどのように利用できるかとい

う例を示したい，という思いもあった．

Ⅲ　GIS を利用した空間データ 

　GIS を利用した分析例として，1945 年 2 月に米

軍により撮影された空中写真から土地利用を分析

した普天間基地戦前土地利用図 ( 図 1) を示した．

1945 年米軍が沖縄に上陸する以前に撮影された空

中写真は，建物，道，耕作地などが写し出されて

おり，近代沖縄の様相を客観的に示した資料とし

て大変重要な資料である．この土地利用図は「普

天間飛行場旧土地利用再現第二期調査業務報告書」

（宜野湾市教育委員会，平成 18 年 3 月）において，

これら空中写真を解析し普天間飛行場範囲内で土

地利用復元したものである．この分析結果からは，
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普天間基地南東部～東部付近には，当時の宜野湾

村中心であった字宜野湾や神山，新城などの集落

が存在し，滑走路部分には広く耕地が広がり，多

くの屋取集落も点在している状況が読み取れた．

決して何もない場所に基地が作られていたもので

はないことがわかる．

　次の例として，戦前 1/25000（1910 年）地形図と

現在の建物分布を重ね合わせた図（図 2）を示した．

この図より，普天間基地周辺，戦前は集落が存在

しなかった範囲に建物が集中している状況が読み

取れる．一方，基地内には今はない集落（字宜野

湾や神山，新城）がみられる．基地内にあった集

落が基地周辺に移動したという側面があることを

示したデータであると考えられる．一方，沖縄島

南部など基地建設がなされなかった地域は，戦前

の集落付近を中心に現在建物が建ち，集落の移動

は見られない．沖縄中部において仮に基地建設が

行わなければ，旧集落が復興し，現在とは全くこ

となる景観になっていた可能性があったと考えら

れる． 

Ⅳ　GoogleEarth を利用した空間データ

　沖縄県庁ホームページなどに公開されている米

軍基地分布図は，沖縄島を表す図形中に赤や青，

緑色で海兵隊や空軍などのエリアを表した図と

なっている．沖縄島に分布する基地の広さを比較 ,

実感する事物の記載はなく，沖縄島自身も外形を

表す白地図となっていて，生活の場である街との

関係や身近な地名や施設などの記載もなく，単に

分布を示す図となっている．これらの基地分布を

図 1　普天間基地戦前土地利用図

（筆者作成 )．

図 2　現在の建物分布と大正時代地形図重ね合わせ

（筆者作成 )．

図 3　米軍基地 3D ツアーによる分布状況表示

（筆者作成 )．
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GoogleEarth 上に展開し，衛星画像や地名等の地図

要素とオーバーレイさせ，拡大表示や 3D 表示する

ことで（図 3），現在の街とどのような位置関係で

基地が存在するのか，基地の広さ等の空間的な認

知が可能になる．講義においては，衛星画像等と

重ね合わせ，ツアー機能を使って，個々の基地を

鳥瞰図として連続表示を行っている．

　沖縄島白図を使って作成した無機質な米軍基地

分布図ではあるが，GoogleEarth と組み合わせるこ

とで，興味深い空間データを作成することができ

る．図 4 は上述の米軍基地分布図を，縮尺をその

ままに東京付近に移動し，東京都の範囲に沖縄島

が入るよう回転し，那覇市と千代田区が重なるよ

う配置した図である．もし，沖縄の米軍基地が東

京にあったらという視点で，基地の広さと都心か

らの距離を身近に置くことのできる空間情報であ

る．衛星画像や地名・市町村境界線等の地図要素

とオーバーレイさせれば，東京住民の方でも，身

近な地名や空間感覚を使って，沖縄の置かれた状

況を理解いただけるのではと考える．また，沖縄

白図の示す範囲がほぼ東京都に重なることより，

沖縄島の大きさや埼玉県や神奈川県，関東地方に

あたる場所は海域で，利用できる陸域は非常に狭

い範囲であることも理解できると考えられる．

　GoogleEarth では，建物などのオブジェクトを作

成，地図上に配置することが可能である．この機

能を利用することで，沖縄周辺海域の米軍訓練空

域を立体的に作成・表示することが可能になる．

図 5 は公開されている空域の位置情報と高度情報

より作成した訓練空域の分布図である．ほとんど

の空域では高度上限は設定されていないが，便宜

的に値を設定（高高度）しオブジェクトを作成し

ている．同地図も関係機関のホームページで平面

的な分布図は公開されているが，GoogleEarth では

3D 表示や周辺地域（台湾，本土，大陸）までも俯

瞰できることから，その空間的な大きさをより実

感できるデータとなっている．また，GoogleEarth 

のツアー（飛行ルートを設定し，その飛行ルート

からの景観を動画として表示する）を利用するこ

とで，本土から沖縄への飛行機より，この訓練空

域が巨大な壁となって，航路の東側に立ちふさがっ

ている状況を表す動画を示すことができる．同様

のデータを那覇より南北大東島へのコースで作成

すると，訓練空域に挟まれて狭い廊下を進む動画

が作成できる．

Ⅴ　空間情報の公開

　GoogleEarth を利用することで，高価なソフトや

データを使うことなく，沖縄島および周辺にある

米軍基地や訓練空域を，身近な空間に感じてもら

える空間認識のためのデータ（プレゼン資料）を

作成することが可能になる．さらに，これらのソ

フトの基盤を利用することで，GIS により作成し

た空間情報を容易に公開することも可能になって

きた．

　GoogleMaps ／ Earth が普及する以前，空間情報

を公開する方法としては，webGIS を利用する必

要があった．この方法は，専用ソフトやサーバー，

表示用のマップデータ全てを準備する必要があり，

技術的かつ費用面でのハードルが高く，特別な機

図 4　沖縄米軍基地が東京にあったら予想図

（筆者作成 )．

図 5　米軍訓練空域 3D 表示

（筆者作成 )．
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関だけが利用できる状態であった．

　GoogleMaps ／ Earth が普及後は，個人がホーム

ページを作成するためにプロバイダーと契約で運

用できるレンタル web サーバーを準備することで，

GoogleMaps ／ Earth を使った空間情報の公開が可

能になった．図 6 は GoogleMap を使って戦前の空

中写真を表示できるようにした例である．オーバー

レイさせた戦前空中写真と現在の地図（建物名称

や地名などが入った住宅地図），衛星画像を切り替

えることが可能である．今は存在しない景観を身

近に感じられるものと思う．

Ⅵ　まとめ

　GoogleEarth 等は GIS をより身近なツールとして

利用する道を開いたと感じる．これらソフトを利

用した空間データの作成や，それらのデータを公

開するに当たっては，GIS の高度な知識は必要に

なるが，情報発信ツールとしての魅力が，この知

識の習得のモチベーションとなるものと考える．

　なお，上記データのうち，一部はインターネッ

トより閲覧することが可能である．

　http://gis-okinawa.sblo.jp/article/36055358.html

　http://gis-okinawa.sblo.jp/article/36716695.html

　http://gis-okinawa.sblo.jp/article/37360800.html

　http://gis-okinawa.sblo.jp/article/36869151.html

　http://gis-okinawa.sblo.jp/article/37366090.html

　http://gis-okinawa.sblo.jp/article/37632761.html

図 6　1945 年空中写真と GoogleMaps 重ね合わせ

（筆者作成 )．

図 7　WebGIS と GoogleMaps の比較

（筆者作成 )．


