
以上の_ﾐ点により発展のベースが揃ったと考えま

すが、さらに今後、

il溌蹄(i話のモビリテイ性

２拙帯砥括への'’1,隅Ｍ１州11Ⅷ‘iの杵及（ワンセグ

}jIIW11jIiiliにおける位|州1'ifMの利川は、

綱
。
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携帯内臓GPSの利用

また、Ｓ、;鼠は槻めて近視のリアルな(ｌＩｌｌＩＩｊ間での

梢報共有や交換111肥のように利川されることが多い

ため、自分の位綴を仲間に知らせる機能として州Ｗ

の(;P農を利川できるようにしました.，

ンデックス

４

長年畑ったモバイルビジネスのノウハウを結媒し、モバ

イル・コンテンツからマーケティング・ソリューション

にいたる各種情報サービスを提供。モパイル茄新におけ

るグローバル･スタンダードな「指標＝Indexjとなる
ことを目指している

が一定の成果を見たところで、急激に普及するも

のと勝えています。

コンテンツや'1蝶として、成侭を分けるのは、ｉｆ

に「綴験」になるとザえています。本当にユーザー

が必喫としているものを、いかに簡iiiに、そして安

価に提供できるかは、試行錯誤のうえに蒋積された

ノウハウに依仔します。

．〃、コンテンツのベースとなる地似Iデータが標

W1化されていないために、イＩＩｊＩ:変換やズレの修lI2等

に大きなコストがかかることも予想されており、こ

れがHコンテンツ普及の足伽になるIIJ能性がありま
す。また､表現においても､31)やﾌ:典といった､デー

タが大きくｉｌｊ１作コストがかかi)、かつ標iWI化されて

いないものが判川されることにより、ますます普及

の述l災が'1鵬される要IkIが増えつつあると思われま

す。

これまでは、位州洲lにlNlわる佃別の要紫につい

て棚(i1化が進められてきましたが、今後は、雌終的

な炎現まで兄据えた総合的な標準化が求められるこ

とになります。それは、一律的な標準化だけではな

く、械々 な刊川〃法を視野に入れた「正換ijl;」がＭＲ

ＩMされたものでなければならないとどえています。

文捌11批論（＃樹:↑戦略l‘j｣２１ｆ技術Aｌj腿）
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3桃‘紬'１紬への(;l)Ｓ機能の撚雌

ニティが隆椛しており、これらをサポーl､し、より

活性化をlxIるために、（;I'SのhiiWlをＮ川する機能

を追加しました。

2007年、桃帯電話への位W州州i発備機能が炎務

付けられることにより、モバイルにおける偶コンテ

ンツが本怖化します。Ｉｎｌｌ聯に今後、イル州伽Wの機能

IiリｌＬにともなって、レコメンドやI》'1:Ｊ１による'hI州ｌ

発信が拡大されることが〕弛されます。

その際にモバイルの利点をinかすためには、位柵

1洲Iを利川することがきわめて'１t腿になると､'１社で

は拶えています。（:(;Ⅵにおける位州洲Iの柵川だ

けでなく、さらに一歩進んで､(:(;Ｍによって躯まっ

た怖報を検索したり、地図'二にマッピングするなど

のマッシュアップや、これらの↑I州iをユーザー|川で

レコメンドするなど、モバイル２．０においては、位

州１１州iは↑I'州lの流通を拡大する非附に'睡なファク

ターになると勝えています。

gコンテンツポ命Ｉ携譜gコンテンツ１４１

″
〃
棚
″

1ユーザーインターフェイスの雌服

■

加速するモバイルgコンテンツ

位置‘情報利用の将来

＃
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WWIⅢIＭＩＭぴあデジタルコミュニケーションズ株式会社

柵"""柵"""""’

デジタルコンテンツに関わるサービスの企画・開弗・販

売,コンサルティングおよびデジタル広告･プロモーショ

ンを行う（http:ﾉｿWwwhpia-dcjp/）

I〃r〃〃fI〃『〃〃Ｍ『川J〃川〃〃』〃〃川〃〃〃〃〃ＩｈｚｍＪｒ〃』〃〃〃』〃〃ｆＪＭＪＯｗｍｍｍＩｒｆ〃皿r」

１Ｍ1Ｍ

や災術峡ほかのエンタテインメントW州iをridl‘ｉして

います。これは、ルI<|Wなどにある地IXlｲT板をデジタ

ル化し、地lxlのメンテナンスビリティを向上させる

とともに、行きたい場所の名称や遮話滞りなどから

|Ｉ的の施没をlWIliに検索できるようにしたインフオ

メーシ副ン端,kです。タッチパネルルＷ)ディスプ

レイを採川すゐことによ')地似Iのスクロールや拡大

締小が簡I1iにでき、棚i瓶話の地図サイトとの述拙

によって'1的地までの案内を行なったり、（ＪＲコー

ドを利川することでイベントの割引クーポンにアク

セスできたりと、Ｉｌｉなる案IﾉJ板ではないデジタルな

らではの多彩なサービスを笈現しています（ｌＸｌｌ)。

とを､我々 は｢行動鯉iWlサービス」と呼んでいます。

よいタイミングでｲ硫な↑ＩｌｉＷｌをﾉ11Iけることができた

ならば、それは布望なサービスになり得るでしょう。

ユーザに情報を脳けるタイミングというのはサー

ビスを誉える上で非常に１K喋なポイントです。グー

パスのユーザは、改札を皿ると'|州lメールがliIIく

ということをあらかじめI泌伽しているため、ｊ､粥の

メールマガジンなどと比べると非附に問い閲統率を

誇っています。メール力州くのが、会識中や食事中

ではなく、必ず改札を通過したi'i:後であるというの

が､Lutjが商い恥'1です。メールを送る瞬間に､ユー

ザがどこにいるのか、何をしているのかがわかって

いるという稀有なサービスと耐えます。これを発展

させると、竃巾通学をしている児耐の駅入州場のタ

イミングを保縦料にメールで１１Iらせるというサービ

スが火現'ﾘ能で､ﾘ聯にこれは｜あんしんグーハス｜

という名称で実川化されています。

グーパスの聯例にあるように、わずらわしい操作

なしで､位悩に関連した柵Mをﾉ'1lけられるインフラ．

{|釧みがいろいろとあるのではないかとどえていま

す。すでに整備されているもの、あるいはこれから

整伽されるインフラに、ぴあのコンテンツやサービ

スをうまく組み合わせることで、思いもしないよう

な新しい価値が生まれる''1耐kがあるのではないか

と期待しています。

…

図１「ぴあマップ」

をペースとしたタウ

ンマッブや近間のエ

ンタテインメント梢

報諦組を提供する没

谷駅前ｒデジタル地

図窒内板’

街とリンクした'W郷サービスのもうひとつの班例

が、＃〔ｊｊ(部と渋弁Ⅸ、Ⅲ〔ﾙ(iIjﾉJ株式会l:l:棟による典

ｌ１ｉ１ｌＭ:某「デジタル地似l案内板」への取り組みです。

東京の渋谷駅前に般枇されたデジタル地図案内端米

に対して、「ぴあマップ」をベースとする渋谷周辺
のタウンマップおよび、近辺で行われるコンサート

Ｉ

""鰯"〃

練皮耗皮で将理する位渦情報コンテンツのさまざ

まな媒体への畑,ｉはもとより、場所に側述する'|州ｉ

をいかにiii仙に、1,1然な形で、タイミングよくAIｉけ

ることができるかがI》l)(:の!E饗な研究.|H唯テー

マになっています

文小野孝（メディアコンテンツ躯業部）

"""〃
梢報記侶の方獄鯛

〃曲IﾘﾘﾘMMI
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ますます高まる地図の価値

貝
口

〃
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「ベース地例の湘雌のI(Ijkに↓いう形で、Ｉ|[や人の

I‘|l-L位州淵(の粘皮がl:がゐことも』k饗です。ナビ

ケーションでは、１洲ｌを求めている相手が今どこに

いて、どこに移動しようとしているのかの把搬が欠

かせませんから、片〃だけがli1上しても効果は小さ
いんです」（1ij柳氏）

カーナビなどの｣1蛾となる‘|､IWIlを、ベース地似lと

移助体（自動車と人）のそれぞれの観点からまとめ

たのが例３だ。地i,･や３１)などを含め地図データが

鋤;Y化する一ﾉj、’'１動11(からの11'州Ｉ取紳や州flljliW

に対するＧ鵬の推務付けなど、移動する対.峡のWi
fM環境も大きく変動している。

ノバ場所に結びついた怖州が商い価値を持つ細|流

11冊からのインターネット利川が耐l§化する今、ｊｕＸＩ

･ﾘ･－ビスに対･する期祢は・段と11,絃I)つつある｡｢わ

れわれ''1身の取I)組みはlfから－１'Iしているのです

が､周1用からの期待は、・段と熱気を帯びています」
(,If､柳氏）

取材・文細姫部

晦且U■■.■
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みを続けています」（ﾉくⅢ州峠氏ＩＴ鋤f龍本部）

例えばカーナビの地似lは、ひと%:前の2()ﾉj分の

lサイズから２５００分の１へと、すでに輔庇は良く

なっているように思われるが、さらに高糖度化すあ
メリットは何なのだろうか？

「地例の柿度が変わると、それをもとにして提供で

きるサービスの質が変わってくるんです。例えば、

道路の一時停止鋤‘州跡の尚梢度・高鮮度化によっ

て、ドライバーに対してil癒を喚起して、安全i'kを

'１１めることができます。また、Ｔｌ〔のセンサーや辿路

11ﾘのインフラとの脇１１Mによって、もっとA'雌なこと
も''１．能になると思います」（ﾉく野氏）

地図とカーナビの未来

’ 紙・1ｕｆメディア・データ販光・Ｗｉ.l)サービス

などさまざまな流通経路で、僻梁支援・配送業務・

マーケティングなどさまざまな川途の地似Iサービス

を乎がけながら、カーナビケーション川の地例でも

、0.1の地位を占める株式会社ゼンリンに、地図と

カーナビのこれからについて聞いた。

「地lxlを作成するためのi淵fffから胎まって、地似｜

データベースの柵築からカーナビノ11コンテンツの作

成まで、'1Z,腿なプロセスのすべてをI'|社で行えるの

が当N:の将徴です。紙に印刷される地似lだけではな

く、カーナビなど高度なサービスのベースとなる

ネットワークデータとしての地間を作っているんで

す」（l'剛'1爪Iij氏Ｗｉ現lHI発仙､１１）

地似lのｊｉ喋水を陥惚するためにllf柳氏が教えてくれ

たのが似１１だ。カーナビや歩行汁ナビなどのサー

ビスを上える地凶の水質は、描かれたlIIIi像ではなく、

道路に関する怖報のデータベースにある。

さらに'1州:のﾉJIf氏は、現ｲl;利川されているカー

ナビケーションを、麺､情#Mシステムの発腿の流れ

に位世づけ、図２のように説明す為。

「今あみようなカーナビは、交通の淡令や利便桃な

どをｿＪけるための発腿段階のひとつだと捉えてい

ます。Ｉ‘１分のｌＩＩｉｊﾙ所を知るというシンプルな機能か

ら発腿し、通路梢報と口LL位拙から11的地への道案

内と所要時間のi鋤>:が行えるようになったの力覗在

のカーナピです。しかし、卓から降りた後に便われ

為歩行汁ナピケーションや、安令迎'仙液･ﾘ･ポートす

るためのI'鵬への発腿など、カーナビとそのﾙIil辺

のサービスには、さらにﾉくきな期祢がよせられてい

ます＝そのため、地図メーカーである21i社も、地図

の高輔嘆化や尚鮮度化など、将来を↓,L据えた取Ｉ)組

〃IMMM III"ＩｌＩＩＩＩ柵
、

Vil〃M〃
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カーナビ･ITSを支える基盤地図の未来

地図の力
基盤地図の作成からデー･タベース構築.カー

ナビ用のコンテンツ作成まで､地図に関わる

すべてをその守備範囲とするゼンリンに､地

図情報とカーナビの関係など､地図サービス

の墓本をレクチャーしてもらった
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邪故を予防し､安全な運転をサポート〃安全･安心，“、’
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図１／地図の本質とは？

、

カーナビゲーションでも、ITS(1ntelligentTlranspolrtSystem)でも、携帯電話向けサービスでも、
デスクトップＰＣ向けサービスでも、基盤となるのは「地図｣，では、地図とは？正しい理解は？

特徴は？州IMIMＩＩ伽〃Ⅷ
ョ２J〃,１，，０，‘I"ﾉ〃

特別なゾブ･ﾄｶﾔなくても閲覧可能だが"ルーティ
ングなど商庇な目的には利用:できない 〃

何か？ ｗﾙリたとえばこんな地図

；
＃’ リ①紙の地図（画倣地図） 縮尺の概念に難づいて描かれた

逝路や独物の職

描かれた画像ではなく､背後の有意味なデータ(テ
キスト）が本質ゅデータは統合・福集されて価値
が高まる

背紫地図の上に道路ネットワー
■▲

クのデータをプロットしたもの
②カーナビ用の地図
(道路ネットワークデータ）

目に見える形にしてしまうと区別し難いが、高度なサービスを支えるのは、位置備報をもつ各祁
のデータとそのネットワーク、また、そこから作られるコンテンツである

Ⅳ

図２／交通情報システムの３段階

’’１MW〃〃
旧

叫『''１００

図３／カーナビ･歩行者ナビの基盤となる情報

･自動者からの情報収集
（プﾛー ブ)への朔待

ｆ時
1口IFJF””Ⅳ

けロ守士全』垂好刃記眉

■Eａ日日■且■■且〃且■ユェ耳五且■■■且▲■且＆

目的地への誘導と所要時間の試算ナビゲーション

領剰 ”

自分がいまどこにいるかを知る自己付置測定 ノ

道路精＃

，カーナビ地図の高ｍ腹を眺める〈1/2Ｃ
万から１/500～2500へ）

･駅描内欣どの地下テータ、観光情報など

も読備中

陵高速鎧箪のジｬﾝｸｼｮﾝなど３Ｄデータ
の整備も有急義

･ＧＰＳなどの発展によって、自己位置の柚
座も向上

･ＧＰＳ搭戦の義務付けで携帯の塑婆性
がさらに高まる

F卯班『』』且皿,－９Ｊ

~~一一~~~~－－－－－～、ｉｉ
･ヒトの情報、

一一一一グノ

今どこにいるか

（自己位悩悩報）

Ⅲ店舗1鱗 M〃行きたい場所は？



国土'情報墓礁とは？

Ｃｈａｐｔｅｒ２１ｑ－ｂｕｓｉｎｅｓｓ］

同上摘椛基盤とは、一定のルールによ')h州(の此

ｲ『、州１１利川や再利用性を持たせた、脚士に関する

あらゆる分111jの窄間↑i'i鞭データベースを指します。

従来は、凶．tに側する情削は、↑j:政（11,1や地ﾉﾉi'１

輪体)や災間企業(芯ﾉJやガスなどのユーティリティ

企業など）が、それぞれ個別に保有・迎川し、しか

もこれらの組織内でも共有化されていないjﾙｲｬが多

く、その紺11Lとして、業務の効率化やI釧災化がlIllま

れていました。しかし、l1R11二にIIUする1洲眺仙やシ

ステム間の相互接続について、ＩＳ()/T(】211や()(;(：

の(;Ⅶ.といった同際的な標準化技術を使って、地

珊,州(のI1KI内標準であるJPC腸の様な・雄のルー

ルのドに辿川するﾘＩが、この何.けl州り縦によ')1ij・

能になると、このような状況が劇的に改牌されゐの

です。

川上怖報薙稚の概念を元に、情報をHf築している

111体は、まだ決して多くありませんしかし、政

府は今後柵染する器竹川鳥の判州11州ＩをＪｉ)(;腸に雌

拠して提供するﾘiを、（)1sアクションプログラム

に綱っています。例えば、凶1.交辿桁iIlJ川)Ijがi'１川

(;膿の為に定めた標準インターフェース{l:撤など、

ﾂ剛111州(の此イバ』相11利川の為の11WきはWi発化して

います。

伽
〃
伽
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金（空間怖報デザインスクール）では、I;剛Ilil()橘

1lIII4'iが､I州:技術汁です（残|)２f'１は＃〔〃(大学)，

また当社は、脚-1弓交迎併（道蹄(;鵬、ｉＩＪ川(；l鼠、

国上数値情報）や総務省（統合型(;脚、農林水産

稀（水士唄情報）をはじめとして、ＪＰ(;隅に柴づ

く器禰庁の鋼11賊報の化撒蛎疋にも激多くⅢリして

おI)、Ｉ'､1上h1州Ｕ‘開封史術のトップカンパニーである

と脚負しています。

国土情報基盤技術の

トップカンパニー

’

刑Ｉ Ⅷ

Ｍ１ⅢⅢ

地理空間情報活用推進基本法と
新しいビジネススキーム

，11卜l:には、ＩＩ１Ｈ洲(膿撚の柵築に必喪な地叫州（

の橡桝蝕術、採耶化技術を使った空llIjh州lのモデ

リング技術を有する技術新が多数ｲＩ耕しております

４〔〃(大学空間情報科学研究センター（(』H膿）が

剛Mし、姉年激lnI実施している地JIM''1'州i隙雌の,iWW

■

２()()7年５ﾉｊ３()１１に、地JIl1ﾂ剛IjliIj州IWll推進唯

本法が公布されました。

この法律では、空間情報が剛もﾉ崎1WにとってｲくnＪ

欠な」,L盤であり、政府や地方''1治休はこの幣備推進

に馴概的に取り細まなくてはならない､ｌｆがｊ,排jﾘﾘ念

とされています．

我々 は､この空間備椛こそが､､'柵:力拠IＩＰＩする「凶

士情報堆網であると誉えていますそして』'i社は、

このIRII城報韮稚の幣附をコアコンピタンスに、新

たなり喋腿１%lをどえています。

つまり、空l州I州lに関する版しい法ilt（地j1l1空'''１

‘|､IIi報活用推進基本法）の成立に介せて、IRI上1洲雌

撫j錐のビジネススキームを確立することです。

」j↓ｲI;の窄冊W州iに側するコンサルティングは従来

の道路や怖梁、ｉ'１川や砂防を''1心とした上水コンサ

ルタントと、その為に必嬰な測111:（航空ﾂj典測11tや

実測）技術と言う構図で、Ｃ脂やデジタル地同等の

空間傭椛技術分野はこれらの成果をWllI)やすく表現

したI)、怖椛を杵J'Ｉしたりすゐための袖肋的ながｲＩＺ

でしかありませんでした

しかし今後は、１f業の‘illIIIi，股Ii１．，１:'1ｉ、維持制：

理という事業サイクルをスムーズに行う為の怖択イ

ンフラとして空間怖報や(;１月を活川するためコン

社会インフラとしての

国土情報基盤の構築

国士情報基盤
活動の全体像を理解しない盲目的なデジタル

化に意味がないのは､地図備報でも同じこと。

空間情報やＧＩＳ活用の｢コンサルティング活

動｣の事業化に取り組む国際航業に､社会イン

フラとしての国封胃報のあり方を聞いた
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地理空間情輔

宮の保有する

地理空間情報

in鵬

国土'情報基盤の整備へ向けて 図画士括報墓鐘の運用イメーシ

１Ｍ １Ｍ

|Ｉ

サルティングを行う「空間1洲I迩川のためのコンサ

ルタントビジネス」が'ﾉ錐として確立すべきだと勝

えております。

様々な串業の作l雑サイクルをスムーズに行うた

めには、従来の梁務プロセスにある地側を、ただｉｉｉ・

純にデジタル地似|に慨き換えるだけでは、逆に堆務

が非効率になる'1肺緋ばらあります。

業務全体の効率化、，断度化を砦えたＢ''1｛

(BuginPssl>１．０(･(勤器l((？(聖,,Kinceril,g）が必要であり、

空間情報のコンサルティングビジネスも、この祁分

でいかにコンサルタントとしての役i'iﾘを果たす'1iが

できるかが、’1雌の成祈の雌を握っています。

国
土
情
報
基
盤
を
利
用
し
た

柵
々
な
ビ
ジ
ネ
ス
展
開

シ
－
１
１

国
望

||’

一興秤，交流～
施識管理地図狼供

、ｻｰビｽﾁｪｰﾝノ
ナピゲーシコンマーケティング

PI泣迩基鐘．レジストリ

１
１

同士摘報基姐

地理情報概雌にJ鰯データ流迦

B●ＢＦＤｒｐｍ帥ＤＪ

４７．U，

伽
肌

〃
肋
〃
〃

タを怖皿・提供する為のシステムインフラ、これら

の似放に分散しているデータやシステムを相互に利

川・提供する為のネットワークインフラが必嬰にな

るからです。

’1｛Ｉ上1齢畔牝の辿|lには、これらのデータ、シス

テム、ネットワークがそれぞれ、棚V;化技術に雌づ

く一定のルール（データのフポーマットやシステム

のAPl，通信のプロトコルなど）に基づき辿用さ

れなくてはなりません

そしてこれは、’’1社製1V,を抱え込もうとする商,W，

のコンセプトとは典っIn収するどえﾉjです。

デジュール（法111ｋの)･スタンダードからデフ7．

クト・スタンダードを11桁す、広い視野を捗った企

紫、人々とのコラポレーションが必要になると勝え

ます

もちろん、〕'州:の技術汁もまだまだl･分ではあI）

ません。国|捕報ﾉ蹄制W築のJ111想と'-1標に共感して

くれる方の参加を待ち蝋んでいます，

文原烏鬼１１１１（'１(1ｋ‘1.,$ifli韮稚事業推進部）

側｡k‘h'州lﾉ縦の禍1Mや、これを沼川した空'''1‘hI州Ｉ

コンサルタントビジネスの椛進の為には、これらの

データ椛築やコンサルティングが巣として成り賊つ

為の、産禰学が皿鵬した取り組みが必要です。

まず、政府や地ﾉﾊ'１桁体は、杵業務における此ｊｍ

の」,噌椛となゐﾂ洲l↑１１州Iの淵Illi・巡川を政蹴的に拙進

することが必I災です総務背の統合型(;ｌＨやIRI上

交通省河川局の河川(;脂共通インターフェース聯

がこの動きに戒､I1しますが、他省庁も含め一隅の将

及・推進がlZ,腿です

また、堆界としても、これらのコンサルティン

グが実施でき為人材のfjf成が必典です。昨年喚よ{）

(財）ロ本川llIltl肋会では空|川情報総柄監理技術杵の

盗格認定を開始しましたが、この様なスキルを捗っ

たより多くの技術汁の行成が必要です。

さらに、ｌｌｉｌけ,'州Ｕ,蛾'1蝶をビジネスとして股|＃Ｉ

する為には、、ｌ制:111独でｿﾐ行するだけでは充分では

ありません。なぜなら、Ifil-t情報基盤も関わるZl螺

には、》'1社の押恵なデータインフラのほかに、デー

倒封瀞嘩徹Ⅲ
■9

.『Ｍ〃M
MI伽 ''1聯Ⅲ||""lllll

国際航業株式会社

次世代の空川↑刑|I社会の災呪を目術して｢国土術報遮鹸」

の桶築をキーワードに、地理1綱Iの標準化技術をコアコ

ンビタンスに、橡々な行政分野の空間情報を業務の高度

化・効率化を目的としたモデリングとデータの構築、そ

の為のコンサルティングを行う



ﾂＳｉＭＡＰを最大限に活用した電子事業

Chapter2［ｑ－ｂｕｓｉｎｅｓｓ］

当社の電子事業は、艮年にわたり地図出版4ｆ業で

築き上げた涜産をデジタル分野に活かして、新たな

サービスの提供やコンテンツの充実を似l{）、(;膿・

インターネット・カーナビ・印''１仙述そして1M|人ＩｉＩｌ

けＰＣソフトのffジヘ'ンルにおいて実紋を伸ばして

おります。

ドハいI，の綱;Yな↑'州I|,{:と､'1社の特災である)I制

的な兇やすさで提仙する↑{jj弛例データは、JMii、

嫌々 な樹公lj:、災Ⅲ企堆で抑ⅡされておI)ます。

そのひとつである紺;Yな梢報並と細分化した分煎

体系で収録したベクトル地側コンテンツ｢Ｍ,ＷＰＭ；

デジタル地同データ』は、令剛3()以上の弊察本部

の皿傭指令システムで採川されており、Ｉ川'|:や'Ⅱ故

発/Iﾐ卿ﾘ『へ迅述なぶｉｌ:を必笈とする旭ｲ‘湘令堆肪で

使われております（似１１)。

また当社力狩つｊＩ噺の地剛情報をお客様力錘‘断す

班８

ｆＢ

ユェ

■

川

||"|"’
肋 Ⅱ

リ
約2()数ｲドIiijに発光した進路地Ⅸ11眼｜マップル｜

は、おかげさまでそのネーミングとともに広くお秤

様にご利川いただいておりますが、それ以降も､11社

は、お審様のニーズに応じた各種道路地図や旅行ガ

イドブック。ｈ‘制雌及び英用件を州版しております。

勝にＩ()()()年からは、、'１社が独!‘lに柵茶した

hjハI:Ｗ（サイマップ：11N文社統合地似|↑,I州Ｉシステ

ム）のデータベースをもとに作成されたjIMIxl及び旅

ｲj:ガイドブックを出版しております。このＨｉＭＡＩ’

のデータ附築により地lxlデータとガイドデータのＩｌ１ｌｊ

方を排つことで、出版'1雌のみならず、地｣亀１１雌に

も大きな''１･脳ｲｌｉをﾉkみだしておI)ます、

のコスト、制作|I洲１１がH肌１．Ｗへの移行により火

脈に削減されました．

、'牡はこの蔦i）いI'を』j喋の中核とし、これから

もデｰﾀべｰｽの虹なる強化､允実を填要課辿とし

てまいります。

典体的にはﾉ,1荊lillI州lなどII々変わる地脚iIWl1をリ

アルタイムに以映・捉供する「リアルタイムメンテ

ナンス」の推進をIxlI)、術に斯鮮でI剛な↑,Ｉ州眺仙、

鮮度、精度の向ｋをⅡ指します畠

またこのデータベースでは、様々な付加価仙デー

タ、例えば歩行汁が歩くためのルートや(l斯倹索の

ための伽ﾘi:データを保ｲrしています噂それらのデー

タを更に光ｿﾐさせることにより、逝ｆ１ｉ業での俄械

的な展聞を悦州こ入れたデータベースを緋築してお

ります。

Ｉ

ＳｉＭＡＰとは？

'１
１１本制klの地Ixlデータを保ｲ『する説ＭＡｌ)は地

側の作lxl機能と地l州|洲lの袖:J''1機能を僻》たデジタ

ル地同データベースシステムです。これまで．F作堆

でおこなっていた製lxI、製版といった印刷前段IHfで

図１ＭＡＰＰＬＥ

デジタル地図デー
タ

’

るＷ'1'サイトへ配I‘iする‘Ｗ'サービス『ちずﾒＬ

いI》_;は、近ｲ|§、イ<助雌や求人、飲食側述のお客搬

の滞要力鉱大するとともに、地方のお客様からの受

注も増加致しており、今後も全同レベルで‘儲驚活助
をおこなってまいります。

Ｉ

1１

デジタルコンテンツビジネスと

出版ビジネスの飛躍的融合

テーマ地図
従来の地図のイメージとらわれない画期的な

アイデアで大ヒットとなった『震災時帰宅支

・援マツ列をはじめ､世の中のトレンドを続ん

だ地図出版を行う昭文社が取り組む､地図情

報をベースにした電子事業をご紹介しよう
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株式会社昭文社

1960年の創茶以来「地図をべｰｽに､限りない挑戦に

より班化の時代を拓き、社会に買献する」を企築理念と

し、信訓される新鮮な情報と出版物の提供に努めている

ﾛ

柵

さらに屯例ｉ難における新たなIli腸をll指し、

2()()()年７ﾉ１１《)１１にモバイル（イルI|汁I州蝿ｲﾐ）を

'''心とする「ローカル広告1j$業」を腿1H1するための

１０()‘7｛.］｢･公社|~株式会社リビット｣、また２０()6年

９月２５１１には、次世代カーナビケーションに大き

なIり．能’W;をもつ、尚Wi度３次ﾉcjii路ネットワーク

を！鋤i・Ｉ|縦し、、1州:のｲﾘドつ締lIi地似lコンテンツと

ともに「カーナピケーションリ唯」に本格参入する

ための-j皇会社（出盗500o）『キャンバスマップル株

式会社_Ｉを股立しましたｃ

晩テーマ地図へのシフト

当社ではｉスーパーマップル」『街の達人」‐県別

マップル」「郁市地剛シリーズなどIil約1000点

もの器mIi地似lを川版しておりますが、従来の道路地

似I･邪Ili地例の分野にとらわれることなく、使う人・

用途を絞ったlIWI1Aづくりにも枇械的に取り組んでお

ります（似１２)。

鶏
一国■０６

図２目的や使う人を絞り込むアイデアでヒットを辿発する昭文社

のテーマ地図

2()０５年にご好評をいただきました「震災時帰宅

支援マップ」は、大地震が起きてｲ'1)七M側;に陥った

場合歩いてAI)るための「姉宅支援.1に僻化した地図

です。地lxIは北が上、という常識を慨し、歩く方lil」

そのままに脳|H1する岡而椛成にし、地|､lを1,IMfiれて

""""|Ｉ M"1MﾘＩ伽〃Ｉ〃
〃Xル

IMIMWMII MMW

いないﾉﾉでもわかりやすいように1次いたしました。

２０()()年(,ﾉlに川版した『パーキング便利ガイド」

は、改'1逆路交迦法の施行に伴い駐'|〔進反取締りが

強化されるという;現状を踏まえ､｢ＬＭ端案内｣と｢取

締i)強化路線・地域」を,ｋした地閃で、社会のニー

ズを)史映いたしましたの

また２()()()ｲ!:ＴｊＩには、喚犬と・紺にドライブを

楽しむための地図『ドッグマッブル関東』も出版し

ております。多くのご家庭でノミが飼われている今、

愛犬と・緒に行くことのできるドッグカフェや飲食

Ⅲi，観光施設、術I‘1施股など、愛犬を排つユーザー

に役,〉:つレジャー‘'1,1州Iを地似ＩＩＬに州IR‘しておI)ます‘

#デジﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂﾍの取り組み

〃

〃

llllllI

〃

１１}版コンテンツの他、地jlI1ｸ洲lh州iに関する緋Ｉ

デジタルコンテンツを終ＩｌｌＩｊＩｌｌであり、lKlレベルでの

ﾉI靴デｰﾀ盤備の動向には､大きな関心を持ってお

ります。行政サイドの動ｌｉ１について、いち早く承知

したI;で、的確な対応をしたいところです。

また、これまでは、地lxI・ガイドブックのＷ１１１１

版I:|:として成艮してきましたので、現(fの当祉にお

ける社L職成も測鼓､細災、ｌＩＩ:店営巣など従来１蝶

の経験名が巾核を占めています。そのため、今後の

1雌'1機述成には不|･分な点も多いため、ClRlMl述

'1雌什との提鵬、システムｌＩＭ発企災との協堆を進め

ている雌''1です。これまで､グループlﾉﾘに､ＧＩＳ側辿、

カーナビリ錐、ＷＥＢ１ｆ業の側述会社を擁しており

ますが、昭文社本体も含め、（､妬、Ｗ、，システ

ム開発嘘にあたる技術荷の碓保が忽務です。

道雌地lxl・郡IIf地似lにljllえ、テーマ地似lやデジタ

ルコンテンツにおいても、１１tの111の1ﾉ,;要を捉えた、

皆搬に役京つ商品を今後もⅢ推し続けてまいi)ます。

文飯塚新典（ilill作ﾉ|端|;地図編集部部良）紬Iリ
テーマ１１h画１４９回コンテンツポ節
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パーソナル・コンピュータの大衆化が始まったの

は'Ｍ１】(l()w畠とWWnが蒋及し始めたｌりり5年ご

ろだといえるでしょう。すなわち、リゲだの人から、

あらゆ為人への節Ⅱがこの年です⑨人も|ものごと」

の一つですから、これもつのユピキタス化といえ

るでしょう。

そしてそれから１２年、今やパーソナル・コン

ピュータに加えて、小ｊ<Ｉのコンピュータといえ

る桃'lMf地,洲やデジタルＡＩ､機器も、令てインター

ネットに接続されているといって過,irではありま

せんｕそして、インターネット、ＷＹＷｉブラウザ

それでは、新たな節日は何でしょうか？

ＷＡＷは・見ありとあらゆるサービスを既に利

川できる蝋境を提供しているように兄えます。すな

わち、Ｗ(･I)プラウザは、ハードウェア、（)５，サー

ビス内祥、そしてビジネスモデルの述いなどを全て

吸収し、あらゆるアプリケーション・サービスを包

含した、ユピキタス・コンピューティングのための

非常に汎川的な共通インターフェースを提供してい

るわけです。この勝え方がユビキタスＷ‘I)と呼ば

れるものです。

しかしながら、ユビキタス・コンピューティング

のためのユビキタスWtPI)にはiW脳が州i附されます。

ひとつは、ＷＷＷはﾉC々 人が人に↑州(やサービ

スを伝えるために作られたものであるため、コン

ピュータカ頑接処理する情報を伝述する汎用的なイ

ンターフェースとしては、未だ完成していないとい

うものです。この課題は「ＣｌＨｌにとっては亜大な

,帆迦ですが、人'''1のためのいわゆる「卿コンテン

ツ」との１１'雌の側わりは低いものですから「セマン

ティックＷ(1)と鱒コンテンツ」で僻脱します（１０８

ページ)。

一方、コンテンツにも直接関わる抑題は次のよう

なものです。、い｝はデスクトップl)(;で利川す

るようなバーチャルなサービス（通販・金融・ケー

ム・出版・コンテンツなど）に関しては、既に何

でも利川できるといって過言ではないでしょう。し

1Ｚ ''１１MＷ
〃〃柵W

MIWII〃

ユビキタス①

ユビキタスWebの現状とその課題

WWWW1IW1

〃ﾘﾘﾙ｜
〃

鰯
を介して、様々なサービスが利川できるようにな

りました。これも、特椛すべきユビキタス化とい

えるでしょう。いつでも、どこでも、雌もがサー

ビスを利川できる環境がＷＷＷとその利川者端末

(ブラウザ）によって整備されてきたといえます。

端的に荷えば、いたるところの、あらゆるものど

とがコンピュータの能〃に支援されるようになっ

た状態が、ユビキタス・コンピューテイングといえ

るでしょう。すなわち、コンピュータの迦llimjl)11を

あらゆるもり)ごとに拡大することがユビキタス・コ

ンピューティングだといっても良いでしょう。

これまでも、コンピュータの適用範|川は、年々 拡

ﾉ<してきました。そして、これからも適川imiIlIiは更

に拡火していくでしょう。そういう恵味で、ある１１

突然これまでのコンビユーテイングが終わり、そし

てユビキタス・コンビユーテイングが始まるわけで

もありません。

ユビキタス・コンピューティングとは、終わりも

始まりもないビジョンといえるかもしれません‘、し

かしながら、「いたるところの、あらゆるものごと」

という観点から、ユビキタス・コンピューティン

グ化の時代の節Ⅱを感じることはでき為でしょう。

腿

インターネットとＷＷＷ

1ﾘﾕビｷﾀｽｺﾝﾋ゚ｭーﾃｨﾝｸ゙

；ﾕビｷﾀｽwebとgｺﾝﾃﾝﾂ


