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研究成果の概要（和文）： 

研究目的は国内のスポーツに関するさまざまな空間データ，統計資料，地図をアーカイブと

してサーバーに蓄積して GIS を利用して，ウェブサイト「スポーツ地理情報デジタルアーカイ

ブ」を構築し，WebGISを通じて電子地図をインターネットを通じて外部に配信することである． 

GIS ソフトウェアを利用して作成した主題図を，人口統計データ，スポーツに関するデータ，

解説文，出典先とともにサーバーに保存し，デジタルアーカイブを構築した． 

  

研究成果の概要（英文）： 
 The purpose of this study is to build “Sports Geographic Information Digital Archive”, a 
website which specializes in sports and physical activities in Japan, and to have people 
utilize the spatial data, statistical data and maps. Thematic maps have been created 
using GIS software. The thematic maps a swell as demographic data, sports data, 
short descriptive text on the maps and references are uploaded to a server.  
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１．研究開始当初の背景 

スポーツをめぐるさまざまな事象や数値，統

計情報などは地図上に表すことで，地域の共通

点や差異およびそれらの傾向を浮かび上がらせ

ることができる．地図は，数字や文章，図表か

らではうまく把握できない空間的なパターンを

一目瞭然で示すので，スポーツに関わる事象の

地域的な差異や共通性を表現するのにきわめて

強力なツールといえる． 

近年の GIS（Geographic Information System）

の発達と普及によって，簡単にパソコンで電子地

図を作成したり，利用したりすることが可能にな
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った．統計情報も整備が進み，ネットを通じてダ

ウンロードした種々の統計データを GIS によっ

てすばやく処理して電子地図にできるようにな

った．今では，数多くの地理情報を視覚的に表示

するだけでなく，地域差の要因を探る分析も可能

になっている．電子化された地図が属性・統計デ

ータとともに，サーバーを通じて簡単に利用でき

るようになることが望ましい． 

スポーツに関するさまざまな空間データ・統計

資料・地図などについて，データベース化して保

存し，サーバ－を通じて随時閲覧や情報発信がな

されている例は国内には存在していなかった． 

 

 

２．研究の目的 

国内のスポーツの分野に焦点を当てて，インタ

ーネット上で取得可能な人口やスポーツに関す

る統計情報を利用した電子地図を作成して，デジ

タルアーカイブとしてまとめ，ウェブコンテンツ

として公開することを目的とした． 

 

 

３．研究の方法 

 以下の手順で「スポーツ地理情報デジタルアー

カイブ」を構築し，公開した． 

 (1)国内のスポーツに関するテーマを整理して，

6 つの大項目（プロスポーツ，アマチュアス

ポーツ，中学・高校スポーツ，女性スポーツ，

スポーツ産業，スポーツ施設）を抽出した． 

 (2)都道府県別のデータ及び人口統計データを

インターネット上で取得した． 

 (3)収集したデータをエクセルで加工し，ワーク

シート形式で保存した． 

 (4)GISソフトを用いて，小項目ごとに都道府県

別の主題図を作成した． 

 (5)主題図それぞれについて解説文を短くに記

述した．また，都道府県別に使用したデータ

と統計データをまとめたワークシートも作

成した． 

 (6)サーバーに，作成した主題図や解説文，ワー

クシートファイル，出典先を保存し，デジタ

ルアーカイブを構築した． 

 (7)アーカイブを外部に公開した．外部の Web

ユーザはサーバーを通じて主題図，ワークシ

ート及び解説文をダウンロードして，利用す

る．デジタルアーカイブの構築には，GISソ

フトは ArcGIS を，サーバー用ソフトは

ArcGIS Server Standardを使用した． 

 

 

４．研究成果 

 2013年 2月 28日現在，デジタルアーカイブで

公開している小項目は，プロスポーツ 8，アマチ

ュアスポーツ 10，中学・高校スポーツ 76，女性

スポーツ 2，スポーツ産業 7，スポーツ施設 31

の合計 134である．図 1 は同アーカイブのトップ

ページである。図 2 は各都道府県の人口 10 万人

当たりの体育館数を主題図で表したものである．

図 3 は 10 万人あたりの体育館数の主題図を印刷

した場合の画面である．現在，都道府県別の主題

図のみを公開しているが，今後は，全国市区町村

単位や１地方や１都道府県の市区町村単位など

小さい単位で表示した主題図の公開も準備中で

ある． 

 

 

図 1 デジタルアーカイブのトップページ 

 

 

図 2 主題図_10万人あたりの体育館 

 



 

図 3 印刷例_10万人当たりの体育館数 
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