
2.3未来のデジタルミュージアム：事例の紹介叙

について語ることは本章の本来の目的から大きくはずれてしまうので，ここでは

特にインターネットを活用している事例を二つだけ紹介する．

(1)連画

一つ目は，中村理忠子と安斎利洋による「巡画」と呼ばれるプロジェクトであ

る（http://www・renga､com)．連画とは，ネットワーク上で複数の画家がＣＧ作

品を送り合い，相手の作品を引用したり手を加えることで新しい作品を作り上げ

ていく新しい芸術表現の試みである．もともと古典詩歌の一つに「連歌」という

ものがあり，それは短歌の上下句を分けて２人が問答唱和するというものである

が，ここでの試みは，絵画作品について似たようなことをしようというものであ

る．ここで面白いのはインターネットを使っていることで，作り手は時空間的に

分散していても櫛わないこと，その変遷も含めて作品がＷｅｂ上で公開されてい

ることである．このプロジェクト自体はミュージアムを意図したものではないが，

複数の作り手とそれを鑑賞する人がインターネット越しに混在する空間櫛築の試

みとして，今後の芸術やミュージアムの在り方を示していると考える．

(2)LifeSpacies

二つ目の例は，ChristaSommererとLaurentMignonneauによる「LifbSpa‐

cies」と呼ばれる作品である（http://www､ntticc,or・jp/~lifbspacies)．この作品

は，NTTIntcrCommunicatioIlCenterというコミュニケーション技術と芸術の

融合を試みているミュージアムで展示されている．LifbSpaciesは，インターネッ

ト経由で送信された地子メールのメッセージを遺伝子コードと見なし，自動生成

された３次元ＣＧの人工生物を展示会場の大きなスクリーンに投影する．そして，

それを展示会場で見ている鑑賞者の振る舞いに応じて人工生物間の交配を行い，

人工生物の進化を見て楽しむ作品である．つまり鑑賞者は，展示会場における人

工生物の進化活動に影騨を与えることができるだけでなく，稲子メールを送るこ

とでインターネット越しに人工生物生成にも参加することができる161.ちなみに

｢Spacies」とは，「Species（種)」と「Spaceｓ(場所)」を組み合わせた造語である．

図２．１（a）に示すように，展示会場には２人の鑑賞者が別々に入れるエリアが

あり，それぞれに大きなスクリーンがある．それらには同じ３次元ＣＧを左右反
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(b)１通の冠子メールに対応して自動発生した仮想生物

図２．１Ｌｉ1℃Spacies（161より）

娠したものが茨示され，その中にはその２人が投影され，あたかもガラス越しに

liｵじ空ｌ川内を歩き1111っているような感此をもたらす．３次元空lIllには仮想的に生

成された人工唯物が飛び回っている．鑑賞者の立ち位凹や身振りはカメラで搬影

された画像から認識され，鑑賞番はそれらの人工生物を仮想的に触ったりつかん

だりすることができる．２人の鑑倣者が別々 に触った人.[生物は交lIIilル，それら

の遺伝子怖報を純爪したWiしい人l:ﾉk物が発ﾉ|孔する
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３次元空間内を飛び回っている人工生物は，このように２人の鑑賞者の振る舞

いに応じて新しく発生するものだけでなく，インターネット越しに参加してくる

鑑賞者による通子メールをもとにして発生するものもある．地子メールの文字悩

報を一種の遺伝子コードと見なして，それに応じた人工生物を生成している．し

たがって，通子メールのメッセージが長かったり多様な文字配列を含むと，それ

に応じて複雑な形状の人工生物が発生するようになっている．図2.1（b）は，比

較的複雑なメッセージに対応して発生した人工生物の例である．

LifbSpaCiesは作者と鑑徴者の間だけでなく，鑑賞者Ⅲlの感性的なコミュニケー

ションを提供する作品として，たいへん而白い試みである．その際，コミュニケー

ションのメディアとしてインターネットが利用されているため，空間を越えた参

加を可能にし，インタラクシヨンの即時性を可能にした点が，インターネット時

代のミュージアム像として象徴的であると考える．

2.3.3メタミユージアム

暇初にも述べた通りミュージアムとは，そこに訪れる見学者と展示者（専門家）

の間での，実物の展示を通した知識コミュニケーションのメディアであり，他の

メディアには代えがたい特長をもっている．しかし知識流通のメディアとして現

状のミュージアムを省みると，以下のような不澗がある．

・現実の「展示」という手段には，会場の時空IMI的制約のため，収典した資料

の一部しか展示ができない．

・すべての見学者が展示者と１対１で説明を受けることができるわけではない．

。そのため，すべての見学者に対して前もって用意された同じ情報しか提供で

きない．

・展示者から見学者への~方的な知搬の提示にとどまっている．

そこで筆者らの研究グループは，VirtualReality（ＶＲ）やソフトウェアエー

ジェントの技術を利用して，見学者や専門家の間で知識，経験，感動を共有できる

知識メディアの実現を目指した「メタミュージアム」と呼ぶ研究コンセプトを提

案してきた171.以下にその一環として試作されてきた実験システムを紹介する．
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図２２パーソナルエージェントが染り移ったVisTA-wlllk（181‘ｋＩ)）
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岐初に紹介するのは｢VisTA-walk」と呼ばれるシステムである(8)、IXl22に示

す通り，ViSTA-walkは３次元Ｃ(｝を映した大きなスクリーンで柵成されている．

３次ﾌｄＣ(lを利用することの利点は，既に失われた史跡を|]刈叫たり，山(門家

による研究仮説に蛙づいて，脈も兇たことがない古代の４k物や史跡をⅡ｢棚化する

ことができることである．VisllA-walkは，そうやって再現された仮想空間を実

際に自分の体を使って歩きまわってみよう，ということを実現した．未来の農示

形態のプロトタイプである．なお，例の例は，現在は既に存在しない弥生時代の

災落データからＷ〔門家が当時の村藩を想像したデータをもとに，３次元窄間を可

視化したものである．

ViSTA-walkを楽しむには，見学瀞はI‘１分がジョイスティックになったつもり

で大スクリーンの前で歩きまわればよい．つまり，立ち位世によって仮想空間内

を移動したり建物の中に入ったりすることができ，簡単なジェスチャによって仮

想空間内のオブジェクト（建物や斑など）を指定して，IIIii面右l:のＷ〔'1)プラウザ

一出毎誹
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に詳細情報を表示することができる．

図２．２の例では，両面の中にはミュージアム見学を個人ガイドしてくれている

パーソナルエージェントが登場し，ユーザ（見学者）の興味に合わせて仮想空１１１１内

のナビゲーションを支援してくれる．パーソナルエージェントは普段はユーザの

手元にある挑帯情報端末の上で個人ガイドをしてくれており，ガイドを通してユー

ザの個人的興味やそれまでの見学履歴を把握している．ユーザがViSm-walkエ

リアに入ったことをユーザが身につけている赤外線バッジから認識すると，自動

的に樵帯梢報蝋末から大スクリーンに移動し，仮想集落を案内してくれる．

ViSm-wulkは，展示と見学者のⅢ1のより深いインタラクションを実現するツー

ルであると見ることができる．そのことは，専門家から多而的に提供された知職

をより良く理解することにつながるから，専門家から見学者への知識伝達の幅を

広げたことになる．メタミュージアム栂想のもうひとつの大きな課題は，専門家

と見学者のⅢlの双方向コミュニケーションを実現すること，いいかえると，専門

家からの押し付けではなく，見学者一人ぞ人の興味に合わせた展示見学の個人化

である．次に紹介するのは，ユーザの興味に合わせてＣＧで再現されたバーチャ

ルミュージアムを個人化しよう，という試みである{91．

図２．３にシステム動作の画面例を示す．システムは大きく分けて，図２．３(a）に

あるような意味空間表示を利用してユーザの個人的な噌好を獲得する部分と，図

2.3（b）に示すように，その結果を反映してユーザの噌好に合わせた資料を災め

て配慨したパーソナルギャラリーを自動櫛成し，３次元ＣＧとして提示する部分

で柵成される．

図２３（a）の意味空間表示インタフェースは，最初にミュージアムの専門家の

意図を反映した展示間の意味的関係を可視化する．その中からユーザは興味のあ

る展示物を表すアイコンを選択し，新たな空間表示（興味空間と呼ばれる）を作

成する．そうするとシステムは，専門家による展示意味空間とユーザの興味空間

の相違を検出することで専門家と見学者（ユーザ）の間の意図のすり合わせを行

う．そして，ユーザの噌好を汲み取りつつもそれを鵜呑みにせずに，専門家の意

図も反映したような見学推購の意味空間をユーザに提示する．
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（１）)ユーザの晴好に合わせて自動喰成されたパーソナルギャラリー

図2.3ユーザの唯好に合わせたパーソナルギヘ･ラリーの自動柵成（{91より）

その結果に応じて，ユーザが選択した膿示物に対応したデジタルコンテンツが

集められる．さらに，上記の意味空間上のアイコン間の距離に対応させて，仮想

空間内でも興味が近い展,孜同士が近くに配悩されるように，展ボブースを廠動レ
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2.4Ｃ･MAP:Conlext･awa『eMobiIeAssistantPrOject４７

提示しているのが図２．３（b）である．

多くのミュージアムがインターネットを利川して情報提供をしている今日，そ

れらの怖報を利Ⅲして聯門家の知識と見学者の興味をすり合わせる試みは，ミュー

ジアムに新しいコミュニケーション手段の可能性を提供するものである．個人見

学者のためにリアルミユージアムの展示レイアウトを変更することは事実上不可

能であるが，バーチャルミュージアムの場合は大胆に，そして何度でもレイアウ

トし直すことが可能である．本プロジェクトは，バーチャルミュージアムの近未

来のひとつの姿を示すものであると考える．

巳.４Ｃ－ＭＡＰ：

Context-awareMobiIeAssistantPrpjecｔ

ここでは，錐者らが進めてきた展示見学のためのガイドシステムに関する研究

プロジェクト「Ｃ－ＭＡＰ(Contcxt-awarcMobilcAssiStantPrOjcct)」を細介す

る．プロジェクトＣ－ＭＡＰの目標は，ミュージアム，研究所公開，博覧会などの

展示会場を想定し，見学者による腿示のより良い理解を助け，展示者や他の見学

者とのコミュニケーションを促進するような情報の提供を行うシステムの櫛築で

ある．ここまでにも，ミュージアムを知識の蓄積・伝達・共有のためのメディア

として捉えた縦論をしてきたが，それを凡体的に助けるための情報処理技術を探

求することがこのプロジェクトの日的である．

Ｃ－ＭＡＰの主な目標は以下の二つである．

・展示会場において，時空間的な状況や個人的興味に応じた展示ガイド情報を

各見学者に提供する．

・サービスの対象を，オンサイト（リアルミュージアム）だけでなくオフサイ

ト（バーチャルミュージアム）にも拡恨し，インターネットを介した股示情

報のオンラインビューや見学者-展示滑川のコミュニケーション支援をオフサ

イトサービスとして提供し，オンサイトのサービスと連携する．

なお本章では，展示会場での見学時のサービスをオンサイトサービス，見学の

前後にネットワーク経由で提供されるサービスをオフサイトサービスと呼ぶこと
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図２．４Ｃ－ＭＡＰ展示見学ガイドシステムの榔成

とする．

2.4.1携帯パソコンを利用した展示見学ガイドシステム

1997年１１月，Ｃ－ＭＡＰの最初のテストベッドとして，筆者らが所属するＡＴＲ

研究所の研究発表会用のガイドシステムを試作したＩ１０ｌ．この研究発表会では,２

日間で1,500名程度の来客者があり，１フロアで約20の展示ブースがあった．各

展示ブースではデモシステムやポスターを利用した研究成果の紹介がなされ，来客

者は会場を自由に歩き回って見学することができた．この例は，いわゆるミュー

ジアムヘの適用ではないが,展示見学を通して専門家（ここではＡＴＲ研究所の研

究者）と多くの見学者の間の知識交流を促進することを目的としている点で，未

来のミュージアムガイドの一形態を縦論する材料になると考える．

図２．４に初期バージョンのＣ－ＭＡＰ展示見学ガイドシステムのハードウェア櫛

成を示す．システムは，展示関連怖報やガイド情報を提供するサーバ，および無

線ＬＡＮを介してサーバと通信可能な複数の携帯端末を基本櫛成とする．携帯端

末には市販のWindowsパソコンを利用した．ユーザの位置情報猫得のために市
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篇線トランシーバ
のついた携帯瑞末

2.4Ｃ･ＭＡＰ:Context･awareMobiIeAssistantP｢oiect４９

展示サイトの壁
に股置された

赤外線センサ

|露鍔菖箇｜
流外線バッジ

図２５ＡｒｒＩ{研究発炎会におりあ鵬示兄学ガイドシステム,１，Ｗ'X験の様jｚ

販の赤外線を利用した位慨検出システム（OliveLtii社のAct,iv(､BadgeSystGm：

ABS）を利用し、ユーザにバッジを装着してもらった．エージェントサーバ'二に

は各ユーザごとのガイドエージェントが起動し，各ユーザの現在位置やユーザの

興味に合わせて個人化されたガイド怖競（見学のルートプランニングや展示推薦）

を加工し，イル梢端末に送あ．Ⅸ１２．５のＷ(､ｂサーバは，ガイドシステムを撒成する

JIwi1アプレットのサーバとして，また，名展示に関巡すゐホームベージのサーバ

として伽く．

剛２５は公開実験時のスナップショットである．３０台用意した端末は２Ｈ間で

約１７０名の兄学者に貸し出された．

ユーザにｉｆし出されるｲﾙ帯ガイドシステムは，視覚的に腿,Jﾐ窄冊の案内を行っ

て会場の地理的案内を提供するアプレット「Physicalmal）（岡２．６（a))」と，腿

示lIIlの意味的な関連を可視化した「Semanticmap（凶２．(』(1)))」を切り換えな

がら利川するようになっている．ｌｌｍ而左のフレームには，これら一二つのアプレツ

トのページを切り換えるボタンと．ガイドエージェントのアニメーションキャラ

クタおよびメッセージボックスが炎,jくされる．

Ｓｃｍｍ,ｔｉｃｍａＰは，展ﾉJそ1M)の関辿をグラフ表示したものである．図中の長方形

のアイコンは展示を表し，長''１形のアイコンはキーワードもしくは展示者（この

例ではＡＴＲ研究所の研究員）を表す．キーワードは，あらかじめ各展示の腔示肴

が川.断した説明文から手作堆で抽出したものであり，鵬,武される研究内容を特徴
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図２．６拙帯ガイドシステムの画血例
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付ける専門用語である．グラフ表示は，ユーザが選択したキーワードとそのキー

ワードをもつ展示アイコンの間をリンクでつないだバネモデルによって決定され

る．そうすることで，ユーザは自分が興味をもったトピックスを扱っている展示

がどれなのか，そして，それらがどのように関連し合っているのかを知ることが

できる．

ガイドエージェントの自発的なガイドサービスの一つとして，ユーザの現在位

置や興味を考慮した展示推薦機能を実装した．展示の推駕は，ユーザがSemantic

map上で選択したキーワードに基づいて生成されるユーザの興味ベクトルと各展

示のキーワードベクトルの類似度，それまでの見学履歴，展示サイトと現在のユー

ザの位置の物理的距離，展示サイトの混み具合，展示デモのスケジュールを考慮

して判断される．ここで興味ベクトルとは，キーワードと研究員の数を合わせた

数である７５の次元を持ったベクトルであり，現バージョンでは単純に，各次元に

０または１の値を入れたものである．推薦のための計算は，ユーザの状況や興味

の変化，例えばSemfmticmap上でキーワードを避択し面したり，別の展示サイ

トへ移動することをきっかけにしてなされる．推臓結果は得点の商い上位三つに

ついて，PhysicalmapとSemanticmap上の展示アイコンをハイライト表示す

ることでユーザに提示した．

2.4.2携帯ガイドシステムと情報キオスクの連携

１９９７年１１月の公開実験の際にアンケート調査を実施し，腔示見学ガイドシス

テムに関する主観評価を行った．そのときのユーザの感想として多かったのが，

携帯端末が重くて使いづらいというものであった．

そこで，ユーザひとりひとりがデスクトップパソコンの延長にあるようなグラ

フィカル能力をもったディスプレイを持ち歩く必要はなく，桃術端末は畑子手帳

程度のものとし，それと据え慨きの展示ディスプレイを巡榔させる枠組を作れば

よいのではないかと考えた．携帯ガイドシステム上には簡単な個人用の見学ナビ

ゲーションの情報だけを提示し，各展示ごとの内容に特化された展示ディスプレ

イを目の前のユーザ向けに個人化するのである．また，初期プロトタイプの携帯
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ガイドシステム上で提供していたような，会場全体の情報の概観を支援するよう

な内容を提供するために，会場の至る所に据え世きのディスプレイ（情報キオス

クのようなもの）を用意すればよい．

図２．７に示すように，旅者らは手の平サイズの手峻型携帯情報端末（Palm社の

PalmＯＳを搭載した鵬帯端末）を利用して，ＰａｌｍGuideと呼ばれる新しい榔

帯ガイドシステムを実装し，ＰａｌｍGuideと展示ディスプレイ（タッチパネルディ

スプレイをもったパソコン）を連携して，展示情報提示を個人化する枠組を開発・

実装した1111．PalmGuidc上では，それを利用しているユーザのためのパーソナ

ルなガイドエージェントが動作し，次の見学のお勤めやその概要を示してくれる．

各ユーザが携帯しているＰａｌｍGuideと各展示ディスプレイが赤外線によって通

信を行うことで，ガイドエージェントが展示ディスプレイに乗り移り，そこにある

個別展示の詳細情報を取り込み，ユーザ向けに個人化して提示してくれる．ユー

ザに関する個人情報（ユーザＩＤ，見学履歴，興味の対象等）はガイドエージェン

トがPalmGuidc内で管理し，ガイド備報の更新に反映する．

展示ディスプレイに移動したエージェントは，個人怖報に応じて展示情報を加

工して表示する．展示ディスプレイ内ではユーザの興味や理解度を推定し，展示

愉報の提示内容を変えたり，それまでに見学した他の展示との関連を説明する．

例えば，展示ごとのキーワードベクトルを比較することで，「ここでご覧いただく

展示Ｂは，あなたが先ほど兄学した展示Ａと共通して‘‘ロボット”に関連した展

示です」といったような付加悩報を提供することができる．展示ディスプレイ上

では，「この展示の詳細について今後も知りたい場合は，この展示の展示者に伝え

ておきましょうか？」といったように，その場にいない展示者との間をとりもつ

ようなサービスも試験的に実装している．一方的に展示悩報の提示を享受するだ

けでなく，見学者も自ら自分の興味や意見を展示者に対してフィードバックする

ｲ1:組みを提供することで，ミュージアムヘの参加意織を高めることが可能となる．

特定の展示ディスプレイと赤外線リンクが確立したことは，ユーザの見学履歴

を更新することを意味するので，ガイドエージェントは正確にユーザの見学履歴

を更新することができる．したがって，ユーザはＰａｌｍGuide以外に特別な位悩
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説明

図２．８見学した展示の評価入力

検出装岡を利用する必要はない．また，ガイドエージェントは更新きれたユーザ

の個人悩報に応じて，ＰａｌｍＧ１ｌｉｄｅ上のガイド補報（次に見学するべき展示の推聴

等）を更新する．

図２．８に示すように，ユーザはＰａｌｍGuide上でそれまでに見学した展示のリス

トを確認し，それぞれについて個人的な評価（興味深かった(3)/普通(2)/興味な

かった(1)）を避択できるようになっている．この評価情報は，展示ディスプレイ

と赤外線リンクしたときの展示推漁計算の梢度を高めるために利用される．つま

り，ユーザが興味を示した展示とキーワードを共有する展示を優先的に推繭する．

ＰａｌｍGuideを利用した枠組は，初期のプロトタイプに比べて鵬帯性に優れてい

るだけでなく，運用の実現性や拡張性に優れていると考える．つまり，展示者側

からすると，特別な端末や設備を準伽したり貸し出したりする必要がなく，ユー

ザが醤段から持ち歩いている怖報端末を利用すればよいので，（ミュージアム等に

限らず）一般的な社会での知識流通メディアとして普及する可能性が高い．また，

ユーザや環境の状況情報や展示情報が分散管理されているので，システムの拡張

性やプライバシー管理の点で優れていると考える．
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2.4.3見学の足跡情報を利用したサービス

ー知識メディアとしてのミユージアム実現のために

以上で紹介してきたような展示見学ガイドシステムを提供することで，ミユー

ジアムのデータベースにはユーザの「足跡」悩報を薪袖することができる．こう

いった足跡悩報は，以下のような用途に活用することが可能である．

①どの展示が人気があるかを知り，展示内容や展示形態の改善に役立てる．

②足跡情報に基づいてミュージアムの見学Ｈ記を作成し，ユーザに提供する．

③見学履雁や興味を共有する見学者同士の出会いや吋譜を促進する．

①については，ミュージアムにとっては並要な課題であり，従来もアンケート

を利用して兄学者のフィードバックを得る努力がなされてきた．本章で紹介した

ような遜子的な手段を利用することで，正確でタイムリーなデータ収集が可能に

なる．②は，余計な労力をさかずに見学の個人記録を得ることができるので，見

学者本人にとって大きなメリットである．③は，ミュージアムの知的経験を見学

者のlMjで共有することを目指すものであり，ミュージアムを，人と知識の|川だけ

でなく，人と人の間の出会いをとりもつメディアとして積極的に捉えようとする

試みである．

以下，具体的な我々の試みとして，電子的な見学日記の自動生成，ミュージア

ムに関わる知織と人のつながりを可視化する試み，ミュージアムでの出会いと締

らいを支援する「エージェントサロン」と呼ばれるシステムを紹介する．

(1)見学日記

携帯パソコンやＰａｌｍGuideが蓄積したユーザの足跡情報，つまり見学履歴を

利用することで見学日記を自動生成することができる．見学日記の電子版は，イ

ンターネットを利用したオフサイトサービスのひとつとして提供され，日記中に

現れる展示や名刺交換の相手に関するＷｃｂページとのハイパーリンクが提供さ

れる（図2.9)．見学日記中には，見学をともにしたガイドキャラクタや展示物の

写真が帖り込まれ，また，展示ごとの個人評価がキャラクタのアイコンとして表

示される．

こうしてできた見学日記ページは，おもてのページだけを見ると一見単純であ
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図２．９Ｗ(:1)ページとしてI‘1動１１k成された兇学lIidの例

るが，その肯後には股示やそれに関わる人々 （他の見学汁も含む）のＷｃｂペー

ジがつながっている．つまり，それまでは互いにつながりのなかった雑然とした

Ｗｄｊ空11Mに，ユーザ個人のミュージアムでの経験に焔づいて〔I動的に撒造が'j､え

られたことを砿味する．このことは，ミュージアムが提供する災衆間とインター

ネット化のｌ１Ｉｉ報窄|H1を有機的に結合することを意味し，デジタルミュージアムの

重要な狙いでもある．

(2)コミュニティネットワークの可視化

ミュージアム兇学中に獲得･蕃俄された見学者の見学職歴悩報を利用して.経験

や興味を共有する人の間の関連性を111｢視化することで，兄学者の間の出会い支援や

知識の共有を促進することができ為と．勝える．その試みとして，前述のSemallti(、

ｍａｐを利用して，腿示，見学者．鵬,爪稀の３者をノードとし，展,Jミ展示者''11も

しくは展示一兄学将間をリンクでつないだネットワークを可視化し，展示会場の怖

報キオスクやオフサイトサービスのひとつとして提供してきた．こうして提供さ
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れるネットワークは，同一のミュージアムを拠り所として興味や経験を共有する

人々 ，つまり一徹のコミュニティの柵造を可視化するものであるとどえられるの

で，我々 はコミュニティネットワークと呼んでいる．なお，展示展,Jﾐ荷間のリン

クは肖明であり，あらかじめゲ･えられあ．腿示見学肴間のリンクは，側２．sにあ

るPalmG11idc上で入力される展示の主観評価が３（興味深かった）であった場合，

リンクをはるようにしている．したがってコミュニティネットワークは，ミュー

ジアム1人lでのI，ａｌｍＧ１ｌｉ(l〔､ユーザの街みに応じて動的に成腿し続ける．

｜Xl2」()に，Ｓｃｍａｌｌｉｉ(．、;ﾘ〕上に炎'Ｋされたコミュニティネットワークの例を,Jミ

す．ｋ記のコミュニティネット『ノークを公開することの効果としては，個人同士

の新たな出会いや新しいコミュニティ形成の促進が期待される．例えば，特定の

トピックや腿示に興味をもつ複数の見学荷が存在していることを簡単に知ること

ができる．また，，Iと知の展ボのｲF在に気付く機会が与えられ，新たな展示兄学の

肋機を'断めあ効鵬が期待ざれゐ．つまり，’'1分が卿1,|§を此ｲ｢している他の地､j':汁
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ができるので，（その人がまったく知らない人であったとしても）間接的にｎ分も

興味をもちそうな展示の存在に気付くことができる．
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Semanticmap(背景）自動生成された対話
、 ノ

Ｉ
』

【１

卜也

図２．１１エージェントサロン動作の様子

(3)エージェントサロン

ｋ,1.のコミュニティネットワークを提供すあことは，Ｉ‘1分と典味や兄判俄雁の

近い他の兄学肴の存在を知ることは可能であるが,情報キオスク端末やオフサイト

サービスの利用は通常１人でなされることなので．あくまでも間接的な出会い支援

でしかなかった．そこで．実際に人が足を逆んで集まるリアルミュージアムでの見

学将|,,１．ｋの対面による「出会いと冊らいのj坊」を提供することを'二|折して，「エー

ジェントサロン1121」と呼ばれ為システムを#１０作している．エージェントサＵン

は，似数のユーザが同時に利用できるように大mlmのタッチパネルとWind()ＷＳ

パソコンで碓成されている．エージェントサロンは，ミュージアムの僻ち合わせ

場所のような所に設置されることを想定している．

２人のユーザがエージェントサロンを利用している様子を図2.11に示す．エー



2.5デジタルミュージアムの今後５９

ジェントサロンは，複数のユーザのＰａｌｍGuideに常駐しているパーソナルエー

ジェントを大画面に乗り移らせて，そこでエージェント同士におしゃべりをさせ

ることで，間接的にユーザにおしゃべりやディスカッションの話題を提供するこ

とを意図している．キオスク端末への接続のときと同じように，PalmGuidGを赤

外線接続すると，PalmGuidc上のパーソナルエージェントが画面上に乗り移る．

エージェント同士のおしゃべりの内容は，各ＰａｌｍGuideユーザのそれまでの

見学履歴や各展示に対する評価データを利用したものである．興味が近いユーザ

同士のエージェントは，ユーザになり代わって互いに自分達が気に入った展示を

紹介し合ったり，それについての感想を述べあったりする．そのおしゃべりにつ

られて，ユーザ同士がミュージアムに関係するより深いディスカッションを始め

ることができると考える．

エージェントアニメーションの背景には，そこにいるユーザたちの見学履歴を

表すSemanticmapが表示される．画面はタッチパネルになっているので，エー

ジェントのおしゃべりに応じて，Semanticmapを触わりながら関連怖報にアク

セスすることもできる．

なお,ここまでに紹介したシステムは,ＡＴＲ研究所の研究発表会の他に,学会のイ

ベント（学会の全国大会)の参加者サービスとしての提供などを繰り返して｡実装や

システム評価を続けている．サービス提供の全体柵成や評価の詳細は,文献{131や

オンラインサービス提供のホームページ(http://www2.mic・atr.co､jp/JSAI2000

とhttp://www2.mic・atr・cojp/JSAI2001）をご覧頂きたい．

2.5デジタルミユージアムの今後

展示会場である実空Ⅲとインターネット上に櫛築される仮想空間の間の相亙強

化が進んだとき，ミュージアムは時空間を越える知織流通メディアとして生まれ

変わるであろうことを述べてきた．巌後に，ミュージアムの今後について議論し

ておく．



6０２インターネットとデジタルミュージアム

2.5.1ミユージアムに必要な三つの“A,,

ミユージアムには三つの“A，､が必要であると考える．すなわち，「Archivc（保

存)」「Acccssibility（利用性)」「Authority（権威)」である．以下に，それぞれの

視点で，リアルミュージアムとバーチャルミュージアムの利点と弱点を考え，デ

ジタルミュージアムの進むべき方向を考えてみよう．

Archiveについては，リアルミユージアムとバーチャルミュージアムがそれぞ

れを補い合うような利点をもっている．リアルミュージアムには資料の実物が保

存されており，これは何物にも代えがたい価値がある．しかし，ひとつのミュー

ジアムが保存できる資料の数や柵熱には限りがある．一方，バーチャルミュージ

アムには，デジタルアーカイブを通して貴重な資料の悩報を永久に保存すること

ができる．また，資料を保存するためのスペースは実空間と比べて安価なので，

量は無限に群えることが可能である．

Accc識ibilityについては二つの“A”のうち，バーチャルミユージアムが股も効

果を発抑する．リアルミュージアムでは実物に「アクセス」できるという愈味で

代えがたい特撰がある一方，そのアクセスは通常決められた角度から「覗き見る」

ことに限られる．また，時空間的な制約があるのでアクセスできる資料の量も制

限きれる．これに対し，バーチャルミユージアムではネットワーク越しにいつで

もどこからでも，同時に複数の人が同じ資料にアクセスできる．また，仮想的に

資料を手にして様々 な角度からの閲覧を可能にしたり，ＣＧアニメーションなど

を利用することで資料の時間的な形状変化などを見せることも可能であり，展示

手段に多様性が生まれる．さらに，ミュージアム間の協調によって，物理的には

個別に分散した資料をひとつの仮想空間でまとめて展示することができるので，

資料へのアクセスの可能性を広げることができる．

Authorityについては，バーチャルミュージアムの悪い而が出る可能性がある．

リアルミュージアムでは専門家によって展示がなされ，正しい情報が提供される

ので，情報発信における権威付けがなされている．しかし，インターネット上の

バーチャルミュージアムの場合，そこに権威付けはあまり期待できない．デジタ

ルコンテンツはコピーや修正が容易なので，非合法なコピーや改鼠があり得る．


