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Hiroyuki Miyazaki
● Secondment from Univ. Tokyo, JPN
● Professional experiences in R&D and promotions of 

applications and solutions using geospatial technologies in 
international development projects.

On-going researches and projects
● Satellite-based socio-economy monitoring

○ Disaster risk management using satellite data
○ Satellite-based urban growth monitoring
○ Automated mapping using deep learning

● Applications of positioning technologies
○ Urban transport monitoring planning for Bangkok
○ Satellite-based positioning for automated driving
○ Data management for disaster nursing

● Business development of geospatial technologies
○ S-Booster in Asia - Space-based business idea 

competition.
○ Human resource development for tourism big data 

“ResorTech”, Okinawa, Japan.
● Partners - Asian Development Bank, Cabinet Office of Japan, 

JICA, Nagasaki Univ., Univ. Kochi, Japanese companies, GNSS 
Innovation Center in GISTDA

Downscaling population 
data to building scalesAutomated building 

mapping with 
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Supporting business 
development programs

Mapping technologies for 
urban information

2



アウトライン

•空間情報はタイ国のコロナ禍対応をどのように支
えたか。

•地球観測衛星からみたコロナ禍の影響

•「ニューノーマル」が切り拓く国際協働の在り方
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世界的パンデミック、そのとき私は

• 2月下旬の一時帰国を中止

• 3月下旬の一時帰国を延期（そして今に至る）

• 3月中下旬Asian Institute of Technologyではオンライン講義に移行。

•およそ4ヶ月間、完全に在宅勤務。

•研究アシスタントにも在宅勤務を指示。

•タイ政府の厳しい入国制限により一時帰国の目処が立たない。



そのとき、タイ政府は

• 3月中旬 外国人旅行者の入国を制限

• 3月22日 バンコクの商業施設閉鎖
（飲食店含む；1ヶ月くらい経ってから段階的に緩和）

• 3月26日 緊急法令発動

• 3月下旬 長距離バスの運行停止

• 4月2日 夜間外出禁止（1ヶ月くらい）

• 4月10日 アルコール販売禁止（3週間くらい）

•その後、100日に及ぶ新規感染者数ゼロを達成するにつれて規制緩和。



バンコクの都市閉鎖（ロックダウン）

大型ショッピングモールCentral World
周辺の陸橋（3月25日に撮影）

BTS Siam駅および隣接する大型ショッピングモール
Siam Paragon周辺（3月25日に撮影）



ニュースや医療機関発表のクロールによる
症例マッピング

Follow Covid-19 coronavirus cases in Thailand here – live tracker, 19 March 2020, 
https://thethaiger.com/coronavirus/follow-covid-19-coronavirus-cases-in-thailand-here-live-tracker



民間含む公共施設（スーパー等）でQRコード
読み取りチェックイン「タイチャナ」

http://blog.livedoor.jp/thai47/archives/53427777.html



感染者数等の推移

アジアトラベルノート『タイ、約2か月ぶりに新型コロナ新規感染者がゼロに』, 13 March 2020
https://www.asiatravelnote.com/2020/05/13/thailand_records_no_new_coronavirus_cases.php

100日間新規感染者ゼロ 国外からの
入国者に
新規感染者



症例の分布、本日現在



デリバリー業の急進的な普及。
業者間の競争が苛烈に。



空間情報はタイのコロナ禍対応を
どのように支えたか

•スマートフォンの普及による位置情報サービスの貢献
• QRコードを使ったチェックインによる人々の滞在地の把握

•デリバリーサービス等の就業機会の提供

• WebGIS上の地図表現による情報の「ローカライズ」を
経た人々の意識向上
•多数のニュースや情報が行き交う中、大事なのは基本的に近
所に関する情報。

•地図表現は人々の注意に適切な焦点を与えた。
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Near-real time daily night-time light 
observation

For Bangkok

https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=97.70581812431661,12.361507595494404,103.65161890556661,15.488992297618784&t=2020-01-20-T06%3A00%3A00Z&l=Reference_Labels(hidden),Reference_Features(hidden),Coastlines,VIIRS_SNPP_DayNightBand_ENCC,VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden)
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Sentinel-3衛星データによるNO2排出観測



地球観測衛星データによる高頻度観測

•毎日更新、全世界をカバー
•データは無料
•コスト面や知財取り扱いの観点から、更新頻度や
リアルタイム性が課題となるマイクロ人口データ
や人流データを補完する。
•平時観測の継続によって得られたデータとの連携
による、マイクロ人口データや人流データの高度
運用が期待される。
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コロナ禍による世界的雇用機会の喪失と
AI人材需要の急加速

•観光産業を皮切りに経済低迷するアジア圏でも深刻。

•大学卒業・大学院修了後に職がない
•もともと在学中に就活する習慣がない

•コロナ禍により国外の企業や大学院に行く計画が凍結

•日本国内の留学生も路頭に迷うケース多数

•一方、世界的なAI産業の隆盛と人材不足
•人材不足？潜在的な人材はあふれるほどいるのに。
•何とかマッチングできないものか。
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FAIFとは

人工知能(AI) を活用した課題解決を目指し、AIの設計・開発・提供・保守、及びAI
技術を持つ人材の育成・紹介を行う3者コンソーシアム。宇宙利用～航空測量に
よる大量の地理データを適切にマネジメントし、現地企業や政府の利活用を推進。

構成員
● 株式会社reaple：開発援助のネットワークと経験をもとに、マーケティング、顧

客開発、人材紹介を担当
● Zuitt, Inc.：フィリピンの豊富な人材を活用し、AI開発とオペレーションを担当
● 株式会社GLODAL：AI専門家として、設計開発の監修、人材育成を担当
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課題

３．FAIFのビジョン: 世界のG空間AI生産工場

高品質で低価格のAI利活用サービスを提供

【日本】
少子高齢化による労働力不足

低生産性と高コスト

【フィリピン】
働きながら学ぶ機会が少なく

高付加価値業務を担える人材が不足

【reaple】
アジアと日本の
補完関係構築

【GLODAL】
AIエンジニア育成

AIの地産地消

【Zuitt】
Opportunities for everyone, 

everywhere

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 監修開発
オペレーシ

ョン

AI活用
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・豊富なAI人材による高品質
の大量アノテーション
・AI活用オペレーション代行

お客様自身のAI人材育、
能力開発サポート

・AI専門家による地理データ
利活用コンサルティング
～設計・開発、運用、保守

４．FAIFのサービス



試行錯誤の中で見えてきたこと

• たまたま機会に恵まれない有能な人材は沢山いる。

• 業務内容に特化したスキルや知識の教授によって、AI生産業務は回せる。
OJTが効果的である。
• ただし基本をおさえてないと教えようがないので、一定の教育プログラムが必要。

• リモートワークが普及し、ソフトウェアやサービスが充実してきた。イ
ンターネットさえあれば世界中の誰でもAI生産業務を委託できる可能性。
• タイ、フィリピン、ネパール、日本のリモート協働体制がだいぶ形になってきた。

• 国外出張が厳しく制限されるため、国外事業を現地の者のみで遂行する
ニーズが高まりつつある。
• 国際協力機関やコンサルティングファーム等からのご相談が急増。



まとめ

• 空間情報はタイ国のコロナ禍対応をどのように支えたか。

• 空間情報が人々への効果的な理解を促し、感染症対策に貢献した。

• 位置情報サービスが配達サービス等の雇用機会を提供した。

• 地球観測衛星からみたコロナ禍の影響

• 毎日、全世界で提供される夜間光衛星データ等はマイクロ人口
データや人流データを補完する可能性がある。

• 「ニューノーマル」が切り拓く国際協働の在り方

• リモートワークが普及した今こそ、国境を越えて潜在的AI人材を
探索し、業務機会を与えてOJTを通じて育成すべき。


