SPARJ の今後の活動 ABCD 関心分野アンケート結果
3 次元情報採取と応用に関わる各種分野の動向調査とフォーラム開催、
情報共有の場の提供。

SPARJ が主催もしくは事務局などで支援。
Rev.1A

エンジニアリングに関わる領域＋ゲーム＋医療＋・・・
分野

備考・今後の予定

2019-09-09

(01)SPARJ

統合・総合

3 次元計測フォーラム

第 16 回 2020/06 予定

(02)SPARAg

agriculture

農業・森林

これまで J の中で一部取り上げ

(03)SPARAI

AI

人工知能、機械学習

これまで J の中の１セッション

Architecture

建築点群フォーラム

第 1 回 2020/01/23 予定 事務局

(05)SPARC

Culture

文化財、遺跡、歴史遺産

これまで J の中の１セッション

(06)SPARD

Disaster

災害対応

2016 第 2 回 UAV で実施

(07)SPAREd

Education

教育、訓練

(08)SPAREn

Entertainment

ゲーム、アニメ・・

(09)SPARM

Medical

医療、健康、介護、義足、人工臓器

(10)SPARS

Sports

スポーツ、

Plant

プラント 3 次元計測フォーラム

UAV

ドローン 3 次元計測活用フォーラム 第 5 回 2020/03 予定 主催

(04)SPARAr

(11)SPARP

(12)SPARU
(13)Dira (*1)

農水省

(一社) 無人機事故調査研究会

第７回 2019/12/04 予定 主催
SPARJ が事務局

(*1) Drone Incident Research Association
・第４次産業革命の人間とコンピュータとの接点における３D の役割
・データのエンジニアリンググレード → ビューインググレード重視の方向
・SPARJ が各分野横断的な交流の場を提供し、その他は各分野ごとに特化して深堀をおこなう。
・Entertainment は、人間とコンピュータとの関わり方の 3 次元活用の重要な位置を占める。
・災害対応は、日本だけでなく全世界共通の地球規模の大課題。

皆さんの関心分野アンケート結果
2019-08-28~0909 に実施し、370 人の
方から回答をいただいた結果です。
未着手の分野では、農業・林業分野の関
心が高いようです。
何かコメントやアドバイスなどござい
ましたらお願いします。
2019-09-09
SPARJ 河村幸二 koji@sparj.com

主催

SPARJの活動
(01)SPARJ 総合
3次元計測フォーラム
今年で15回目、600～700人
2日間で、基調講演、各分野ごとのセッションで
講演と議論が行われた。

(02)SPARAｇ :Agriculture 農業・林業
SPARJとしてはこれまでは、林業の生育状態など一部の取り組み。
今後とくにドローンの普及で、大きく伸びる分野になろう。
2018J
中村裕幸氏(Woodinfo)

(03)SPARAI : AI 人工知能・機械学習
2次元画像解析は、機械学習で開発が進んでいるが
3次元対象は、まだ始まったばかり。
2019J のAIセッション李氏が司会

李 勇鶴

パスコ

(04)SPARB :Building 建築
第1回建築点群フォーラムを 2020-01-23 開催
「建築点群フォーラム実行委員会」が主催
SPARJが事務局
9/24 ﾌﾟﾘｲﾍﾞﾝﾄ でのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀｰ

四俣 徹 齋藤 修 柴田 巧
パスコ 茨城大学 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝﾌﾗ･ｳｪｲﾏｰｸ
発起人代表

家入龍太 上嶋泰史 石田航星 四戸俊介 関 良平 水澤久夫
ｲｴｲﾘ・ﾗﾎﾞ U'sFactory 早稲田大学日建設計 リビングCG SPARJ

SPAR2019Jでの建築セッション
長年、早稲田の嘉納教授にリード
していただいたが、数年前から
芝浦工大の
志手教授に引き継がれた。
志手一哉
嘉納成男

芝浦工業大学

金澤 純太郎 波多野 純 永元 直樹 中島貴春
三井住友建設ﾌｫﾄﾗｸｼｮﾝ
日本下水道事業団 鴻池組

(05)SPARC :Culture 文化財、遺跡、歴史遺産
SPAR2019Jでの文化財セッション
田子氏の司会で実施
日本の本分野の研究開発は世界トップレベルにある。
３D形状だけでなく、芸術性や感性も重要で、他の
分野の開発に与えるインパクトも大きい。
石原道知 阿部知行 小池雄利亜嘉村哲也
これまで国や自治体の限られた
田子 寿文
東京藝術大トリアド工房Kｏｉｋｅ
予算のため大きなマーケットには、
ｱｲﾃｯｸ
熊本市
３DNetworkJapan会長
育たなかったが、ここにきて
デジタルアーカイブの重要性が
西村正三 松田重雄 この分野では、西村、松田両氏の貢献も多大。
再認識され、国家予算がつく
KRC
リーグル
動きがでてきた。

(06)SPARD :Disaster 災害対応
日本の最重要課題のひとつであると同時に、
世界・地球規模の課題である。
ドローンの活用という視点から、その第一人
者である鈴木教授と防災第一人者である
河田教授を基調講演に招き、2日間の
フォーラムを開催した。
「被災先進国」として、まずは国内の諸問題
に対応するとともに、世界に貢献していくべき
国家としての基軸の一つとすべきである。
憲法改正も9条・・のような次元の低い議論
ではなく、日本はこの100年、どういう国に
なっていくべきなのか、何をもって世界の
中に存在感を示すのか、という基本理念
を打ちたてるべきである。
3本の柱に、この「防災」を加えることを
提案する。
［１］国民主権
［２］基本的人権の尊重
［３］平和主義
[４] 防災

(11)SPARP : Plant プラント
今年で7回目をむかえる。
当初立ち上がりが鈍かったが、この２，３年
普及が加速してきた印象。
SPAR2018Pの発表者

SPAR2019Pの発表者
①IHIプラント ②日立製作所 ③東芝ﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ
④IHI原動機 ⑤SpaceGrab ⑥クモノス
⑦Samin&E&S
初回より、ずっと
岩田氏（東芝ﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ）
にリードしていただいている。

(12)SPARU : UAV ドローン
第5回2020/03予定
ドローンの活用はこの１，２年で急速に進み、
TVや新聞でも、ひんぱんに取り上げられる
ようになった。
SPARJとしては、一つの用途である3次元
データ採取と活用に焦点をあてている。
山崎氏（アジア航測）
西村氏（計測リサーチコンサルタント）
村木広和（国際航業）
の3氏を中心に開催

第４回の発表者

学会・協会との連携
1 写真測量学会 ＆ 動体計測研究会（ARIDA）
会長
近津博文 電機大学教授

2 精密工学会・大規模環境の3次元計測と認識・モデル化技術専門委員会
委員長

増田 宏
電気通信大学

海外との連携

SparViewフリーメルマガ配信：

主として海外情報を、原則として毎週日本語で要点を発行

