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2010年のモバイル市場普及率	

91.1%	



2011年に人口よりも多く普及している国	

105	



タブレットとスマートフォンのインターネットトラフィック	

26 times	
In the last 5 years 7 times	
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100人あたりのアクティブライン数	



どの位の製品が廃棄されているか？	



2000 – Sharp – Samsung – Nokia T9	

-  Sharp J-SH04 初めてのカメラ搭載 (0.1 メガピクセル) 
-  Samsung SPH_M100 初めての MP3 プレーヤー搭載 
-  Nokia 3210 T9 初めての内蔵アンテナ搭載 



2007 – Nokia N95(SoftBank X02NK)	
-  The monster phone: WI-FI, GPS, accelerometer, 

3G, camera, mp3 player, TV-out, bluetooth, flash, 
java, 8GB 



2007 – iPhone, Android, Open Handset Alliance	

Appleは電話、インターネット、mp3プレイヤーを搭載した
オールインワンタイプの新“スマートフォン”でこれまでの
携帯電話市場を打ち砕いた。 

2008年の発売直前のニューヨークのApple 
Storeの前に100人以上の人々が１００時間以上
もキャンプした。	



2007 – iPhone, Android, Open Handset Alliance	

2005年にGoogleがAndroidを買収し、2007年に80社の
モバイルデバイス開発会社からなる
OpenHandsetAllianceが設立された。 



2008 – HTC Dream	
The HTC Dream 、初めてのAndroid 携帯 

(Windows Phone 7 のリリースは 2010年)	



Mobile OS シェアトレンド	

h@p://stats.areppim.com/stats/stats_mobiosx7me.htm	



The GFOSS world – before Android	
GRASS on ipaq/zaurus existed... 



The GFOSS world – before Android	
数年後に gvSIG mobile が公開: 
-  shp, gml, kml, gps, png, gif, ecw, WMS サポート 
-  ジオメトリ編集, カスタムフォーム作成 
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数年後に gvSIG mobile が公開: 
-  shp, gml, kml, gps, png, gif, ecw, WMS サポート 
-  ジオメトリ編集, カスタムフォーム作成 

Windows Mobile はすでに過去の遺物 



The GFOSS world – with Android	
QGIS mobile - http://android.qgis.org 



The GFOSS world – with Android	
QGIS mobile - http://android.qgis.org 

とてもスマートフォン向けじゃない 



The GFOSS world – with Android	
QGIS mobile - http://android.qgis.org 

gvSIG mini - https://confluence.prodevelop.es/display/GVMN 
-  モバイル専用 
-  ナビゲーションを搭載 
-  旅行者向けの機能が色々 



The GFOSS world – with Android	
QGIS mobile - http://android.qgis.org 

gvSIG mini - https://confluence.prodevelop.es/display/GVMN 
-  not a port of the mobile 
-  navigation mode 
-  more touristic use 

今や多数のアプリが登場！ 
h@p://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android	



…そして …Geopaparazzi!!!	



…そして …Geopaparazzi!!!	

基本的にエンジニアリング用調査ツール！	

...もしポケットに入ったな
ら...	

...専門的な調査対象物を
簡単にマッピング...	

...そして生命に関する重
要なポイント...	

カスタムフフォーム	 SMSパーティ通信	



Geopaparazzi を簡単にいうと…	

GPSログ	

ノート	
テキスト	

写真	

スケッチ	
ラスターまたはベク
ター形式背景地図 

Spatialite ベク
ターオーバーレイ	



ノート と ブックマーク	
ノートとブックマークは、リストビューから編集、ズーム、削除等が可能 

ノートリスト	

ブックマークリスト	



マップデータとSpatialiteデータ	

タップしてメニュー表示	

ロングタップでツールボタン 
表示／非表示切替	



ポリゴン編集	
Editing has been funded by the Research Foundation for State
University of New York.

LONG TAP TO SELECT
EDITING LAYER

THEN TAP TO
OPEN TOOLBAR



編集ツール	
ONCE  FEATURES
ARE SELECTED
THE TOOLBAR
ADAPTS

ALSO IN CASE
OF TOOLS WITH
MULTIPLE
OPTIONS

feature cut
feature extend



マップデータ、プロジェクトの管理	

プロジェクトは調査単位、	
SQLiteデータベースに写真やノート
GPSログなど全てが格納される	

読み込み可能なオフライン地図デー
タや設定ファイルを格納して自由に
切替できる。	



データインポートエクスポート	

手っ取り早く調査データを表示し
たい場合は、KMZが便利！	

現在使用しているプロジェクトに指
定の形式データを読み込む	
Default Database はとりあえず地
物を描きたい人に便利な機能	



調査したデータをどのように扱うか？	
Download STAGE: http://bit.ly/stage_downloads 
How to use it:  
http://jgrasstechtips.blogspot.it/2014/08/stage-desktop-tools-also-for.html 



調査したデータをどのように扱うか？	
Data are exported: 
-  point shapefiles for each type of note also complex forms 
-  point shapefiles with reference to pictures taken and sketches 
-  all pictures are exported to a media folder 
-  log lines and points 
-  profile charts and csv of log data 
-  project metadata file 



調査したデータをどのように扱うか？	
QGIS ExportGeopaparazzi プラグイン 



MBTiles ・ WMS サポート	
Geopaparazzi は次の背景地図をサポートしています: 
-  Mapsforge オフラインマップ 
-  MBTiles オフラインマップ 
-  Mapurl 設定ファイル 

•  TMS オフラインタイルフォルダ 
•  TMS オンラインソース 
•  WMS オンラインソース 
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mapurl作ってみた	

url=h@p://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/ZZZ/XXX/YYY.png	  	  
minzoom=2	  	  
maxzoom=18	  	  
center=138.731389	  35.362222	  	  
type=google	  	  
format=png	  	  
defaultzoom=13	  	  
mb7les=defaulUles/_gsimap_std.mb7les	  	  
descrip7on=地理院地図 電子国土基本図 -‐	  国土地理院	

標準地図.mapurl	



公開してみた	



MBTiles ・ WMS サポート	
Geopaparazzi は次の背景地図をサポートしています: 
-  Mapsforge オフラインマップ 
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調査用オフライン地図の作り方	

STAGE にはGISデータ (rasters, vectors) を使用して、Geopaparazzi用
のmbtiles データベースを生成するツールがあります. 



調査用オフライン地図の作り方	

QGIS には、GISデータ (rasters, vectors) を使用して、Geopaparazzi用
のmbtiles データベースを生成するツールがあります. 



MBTiles作ってみた	

QTilesプラグインをインストールして、実行します．	  
使用する地図は先に作っておきましょう．	  

※OpenLayersプラグインは、このツールと相性が悪いため、	  
タイルデータを呼び出す場合は、WMS/WFSレイヤー等を使用します．	



MBTiles作ってみた	

タイル範囲設定に使用する	  “mb7lecliparea”	  レイ
ヤは非表示にします。	  



MBTiles作ってみた	

“File” を選択し、 [Browse] ボタンをクリックします。	  

Select	  Folder	  
“MBTiles	  databases”を選択、	  
ファイル名を入力し、[Save]	  ボ
タンをクリックします。	  



MBTiles作ってみた	

このサンプルは、第２４回GIS学会 の	  
Geopaparazziワークショップで使用した、地理院
地図をベースにしたオフライン地図です。	  
出力されたmb7les形式の地図データを、
Android端末のmapsフォルダにコピーすると、
Geopaparazziからマップを選択することができ
ます。	  
作成時に指定した項目はメタデータに格納され
ます。	



MBTiles作ってみた	
metadata	  には、カタログ情報が、	  7les	  テーブルにデータが格納されています。	



Geopaparazziベースのプロジェクト	

Gasdroid: Natural Gas Emission  
Flux Measurements 

Disaster Management Information  
System city of Osaka　　（電子国土賞２０１３　モバイル部門受賞） 



Geopaparazziベースのプロジェクト	
Smart manhole, a system to detect RFID tags under the surface 



Geopaparazziベースのプロジェクト	

Fleets of vehicles 

Support for rescue  
operations 



Geopaparazziベースのプロジェクト	

　Text	  　　Photo	  　Voice	  　Sketch	

GPS　Logging	

Geopaparazzi	  
Main	  menu	

Hazard map for community	



Geopaparazzi Workshop	

•  FOSS4G2013 Tokyo 
•  第61回日本生態学会大会（＠広島） 
•  FOSS4G2014 Hokkaido 
•  FOSS4G2014 Osaka 
•  第２４回地理情報システム学会 



Geopaparazzi Workshop	

•  GIS-Ideas2014 
•  FOSS4G2015 Euro Como 
•  FOSS4G2015 Seoul 
•  FOSS4G2015 India  



Geopaparazzi's roadmap	

1)デバイス側として、rasterlite2 フォーマットをフル
サポート．	
複数ラスター画像の透過表示処理を可能にする．	
デバイスサイドで、ラスターイメージによる解析処理
を行えるようにする。	



Geopaparazzi's roadmap	
2) デスクトップ・サーバーサイトとして新しい Webベースの
STAGE が開発されている．	
調査データのインポート・エクスポート用のGeopapaCloud
サービスを提供し、調査データの生成を可能にする．	



Geopaparazzi's roadmap	
3) gvSIGとの提携による、Geopaparazziデータベースの編
集機能強化	

Geopaparazzi	  support	  
gvSIG	  now	  has	  direct	  Geopaparazzi	  database	  support.	  That	  means	  that	  as	  you	  
add	  any	  WMS,	  shapefile	  or	  7ff	  layer,	  now	  also	  an	  op7on	  for	  Geopaparazzi	  
appears.	  



便利なリンク: 
http://geopaparazzi.github.io/geopaparazzi/ 

https://www.transifex.com/projects/p/geopaparazzi/ 
http://jgrasstechtips.blogspot.it/search/label/geopaparazzi 

http://www.slideshare.net/search/slideshow?q=geopaparazzi 

質問は？ 
メーリングリストに投稿お願いします: 

http://groups.google.com/group/geopaparazzi-users 
 

コミュニケーションは? 
Facebook users Group: Geopaparazzi Users Around The World 

https://www.facebook.com/groups/350587351732480/ 


