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２．基盤地図'情報

基錨地図悩報を抜き出し接合

Ｉ翻り

図／基盤地図情報の整備・提供
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Ｏ行政内部で共用し業務効率化

○多様な分野での使用

技術的な蕊準

(項目の統一､制庇の確保郷）

鵬騰縦樹ｌｌｌｌﾔ鵬ｌ‘厭肌搬鵬聯Ｉ

［
ハザードマップの作成

'8興師『脇
観光スポット等での慨別案内潮

B地方公共団偉
■

陥度レペル神により優先湘位の高いデー＃

わ仙乙.jkう囚土地珊呪が鵬騨V･る，

陥度レペル神により優先湘位の高いデータに合

圃華'霧ﾂ璽霧垣廼雄ｴ窟回６１

提供

基盤地図情報を元に広域地

図を作成し､浸水ハザードマッ
ブを表示

111町肘坦鼎悶尊の描合1３111町肘坦鼎悶尊の描合1３

‘災証笹趣じて抽舎ルール＆随泥

かかわるような地理空間怖報の符珊についても、典

休的な場Iiiiを想定した、憐IRな検肘が必'異です」

"基盤地図情報の整備で
業務の効率化と事業創出を

堆然地同怖報を含めた地理窄間情報のiIWIl効果は

ｉ|･Ｉ)知れない。たとえば地同をj靴化することで行

政の効率化や締賀削減が爽現．ハザードマップや公

典施股、店舗情報など、エンドユーザーが知りたい

h州iの人手も容易になるし、堆活の秘便性のlnjkや

安全・安心の確保にもつながる。物流や柵祉・介縦、

観光など器ﾉｱIiIiで、派離やサービスの発股や(ｉ１川に

も1(1:Ij･する。lIillこの利川、イ剛i及び保令に|H1するIil・

IIlliの縦だ、災害刷りや災iif状況の把掘、似'１１.似ﾘ‘Ｉ

の取り組み支援といった同上の利川、１剛i、保令に

も関係してくるだろう。

（;鴫を尚度に活用することは、lIi雌のﾉ崎,Iiを・

変させる。地1111ｸ部州州城jH惟進ｊ,単水法案が成.'１/:す

ることで、neljを迦じたｇコンテンツもより身近
な存在になるに違いない。

取材・文細塊部

婿'1Mの飛礎となる怖報が入った全阿規棋の''1地lxl

データです。紙ベースの地図も含め、これまでの地

lxIは、地ﾉjI‘１輪体やその制;'111などそれぞれのlﾐ体

が、MiIljlIl1IIli、１，.水道制:JIMなど自分たちが使うのに

岐適な形で作っていました。勉子化すると、結果と

して、IxI而間の不終合により地図データがjliならな

いといった問題がわかってきました。ノ,雛地似I↑I州｜

では､令I'１で蝶f{１４ルールを作って糊iliを批進します」

（;l鼠の今後の計画指針をまとめた｢(;脇アクショ

ンプログラム2010｣では、基盤地図情報の提供は、

1k１．ｋ地珊院がワンストッブサービスすると提iir。＃|i

Ilj(l1I1liﾉ,鳴水法などの公共測jI城果をi'1治休:Ｗ'､らjlズ

典して、卿Iの統・や柵嘆の椛保など、技術的なｊ,Ij

flI1をilMiたした上で、』雛地図怖報を抜きIⅡして慨介

する。２０１０年までの完成を目指し、整術された飛

盤地図怖報は脈則としてインターネットでⅢ噸提供

する。

「ただし終附の過猟で、たとえば佃人↑IiiWlについて

は提供１１１能な1洲lをポジティブリストとして作成す

るなど、取り扱いには注意や_'二夫が求められるで

しょう。データの２次利用の縁え〃や、同の安全に

わ仙乙.jkう囚土地珊呪が鵬騨V･る，

和罪和罪 ‘災証笹趣じて抽舎ルール＆随泥

国士交通省国土計画扇聯|""Ｉ
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藍 地質Ｉ情報の高度活踊

研究活動･市民生活をサポートする

地質'情報活用技術のイノベーション

本節では、地旋や火111に関する災稗研究や地球』＆

桃の剛il1lIデータがlZ、典となる環境NIl迦へのとりくみ

に利川される地jW11蛾技術の岐先端を紹介する。独

立行政法人産難技術総合研究所（産総研）で地鷺悩

報の研究を進める杵さんにお話を伺った．

|||||鱒籍の｢広く｣｢高腰な｣流遮を
ここでご紹介するのは、産総研が過去120ｲド以

上に渡って傍Wiした1'11州lを「わかりやすい」かたち

で公,＃,するための研究（(;(､(,Ｍ３,)')B)、地価に間す
る嫌々なデータベースを検索インデックスで統合し

｢探しやすく」するための研究（c~'Ｍ)Ex)、地球

に関する「多様でﾉく規模な品のデータを行効iiwUす

る」ためのﾉ剛&技術の研究（(;EOcri('）の:１つだ‘

派総研の地WililI州洲lセンターとグリッドイリ｢究セン

ターを'''心に行われている研究でああ。

「地質や地球物J1'1そのものに間する蝶礎研究はもち

ろんですが、われわれは、地質情報の一般社会への

浸透を亜祝した研究活助にも力をいれています。捌

炎・解析技術の発鵬により１Wえ続ける地ｗｗ州'の併

祇に兄合う形で、ＩﾘI先制'1の共有や広くi:':会にｌｈｌけ

た情報公|＃lなど、ｊ畔卜した情報の流通や尚庇利川の

しくみも発展すべきだと考えているからです’（版

111ミ．氏地WiliW節WMセンター）

'剛羅地質情報を尭煽する
Ｇｅ()Ｍａ,)ＤＢは、地蘭同情報の検索．発附のﾉ牒礎

となる総合的なデータベース（統合地質Ix'データ

ベース）である。雌総研がｲ『す為椛々な縮尺の地f'ｉ

凶のffiIデータを統合し、ｗｅｂ上で広く．般に公

開することをⅡ的としている。ベクトルデータも利

用､】能なので、必典な要素だけを色つきで喪'Jﾐする

など尚度な使いﾉﾉも（)Ｋだ。

「研究勝のﾉﾉはもちろん、・般のﾉﾉにも膜くご側|ｊ

いただきたいと砂えていますので、凡例やl州説Iﾘｌ

を表水する機能や３次ﾉ亡表示など、理解を促進す

るための工ノミをさらに誼ねる予定です」（‘糊Ⅱimf論

氏ｊ雌'i洲抽'州Iセンター）

崇識鯨鵜撫講総論醗鋤M望難齢緬…風A角照h雌1晦翻j蝋
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鍔礎－５〒冒試止む

図１ブラウザでⅢ鷺できるＧｅｏＭ”ＤＢ（http:"i99isl･ｍｕ“！
aist‘qojp）

|Illl蝿質情報の検索ｴﾝジﾝG-lNDE×
ノ“的な地側xIの他にも、火111や洲W『〃１，伽ljllに

よる‘淵僻/錐など多彩なデータをさまざまな{U｢光機

関力喋めている。それらの地質データのWiIllを災め、

緯度維庇にひもづけて索引化したのがC-INI)し:Ｘ

だ。複数のデータベース(1)B）に含まれる地髄↑I1i

Wiを・括で検索し、オーバーレイ炎示された検索納

果をＧ－ハI)I‘パｋで剛認後、１ｉｆしい情慨は個別の

ＤＢで閲覧する、という流れでの利用を可能にする。

「公開されるデータのIitは増えているのですが、検

索できるしくみがないと、十分に活川されないまま

になってしまう恐れがあります。位悩検弗などjIi皿

で利川できる機能を提供しつつ、佃別のI)Bの良さ

も活かした形での検索サービスを目指しています」

(村田泰瀬氏地伐WMf1詰報センター）
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産業技術総合研究所
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「産総研ではさまざまなデータを公1%)しているので

すが、１１１でも我々 が扱う地伽xlは!げに多くの〃にご

利川いただいている1州Iなんです。（;(｡(ハＩｉ１Ｉｊｌ)Ｂや
C-lNl)ＥＸのようなサービスを充実させることで、

さらに多くのﾉjに凡ていただけるようになることを

lUj緋していますＩ（Ili'脚11発・氏ノ)緋:1.『辿挑コー

ディネーター）

ミュレーションなどを可能にすることをⅡ脂してい

ます」（'二lll聡氏グリッド研究センター）

図'４ＧＥＯＧｒｉｄの利用例（地質情報と衛星データの皿ね合わせ】

ｱﾘｹー ｼｮﾝ開発と利用既存のG1Sのﾃ培夕など

環境農蒙防災資源ctc．梯々な地図償Ⅷ

↓↑↓
GEOGrIdｼステム帽Mn的なＷｏｂＳ６Ｍｃｏで統余

」

OGSAに‘kる概眠アー雌ﾃｸﾁ和

データグリソドによる
火脱摸データの俊畑化

クﾘﾝド環塊の計算資諦

↑ ！ ↑１

gコンテシツ勘鋤Ｉ地剛榊Mの揃11凶活用１６３

且”&〃局司 間 毎 抽 Ｄ Ｅ 式 、 、 〃 か 。 ｡ Ｄ Ｐ 、 ⑪ 扮 夕 銀 か ■ 負Ｂ■９－４心允▲汐、師副ヤ

地衡に関わるデータは、地球環境の仇碓や術服探

代、Ｉ‘1然災杵など地球規棋の社会的'1M胆のj聯決にlFi

献するij唖な↑洲lであるため、ここで収I）上げた↑,Ｉｉ

報技術にかかる期待は大きい‘また、地物や交辿

などの都市怖雑と組み合わせることで、新たなfIiiW（

サービスをﾉkみ{l}す''１.能性を秘めている点も1,,L逃せ

ないだろう。

ＪＩＷ・文細姫部

【参考サイト】

･産紫技術総合研究所（''111):"www､Kli篇１．K().jl)/）

ASTERなど高輔度ヂジﾀﾙﾏｯプ
衛星観測データ（高次ブﾛグｸﾄ） NASAなどの

１９皿観測データ

凶'３ＧＥＯＧｒｉｄのシステム図

地賀併科iをはじめとする(;1sデータや、観測衛

眼が雌影したII1Ii像など、地球規桃で染まる様々 な

データをｲi効に洲I』す為ためには、荊賊・Ｍｉ雛・ア

クセスル睦唯I)越え、ノく＃雌データ処邸をⅡI能に

するしくみが必典になる。そのために賑総lijlが行っ

ているのが「(;11;()(;１１(１１の研究IHI禿である。

「研究や防災などに川いる地球伽川洲(は、場合に

よってはペタバイト紬にもなるほど火きなものなん

です。そこでＧＩ《】(）（;Ti‘lでは、組織・物Ｊ１Ｉ１的な距

離・データの郁瓶などの様々な壁を乗り越える「グ

リッド技術ｊをf＃川して、火規桃データの提供・シ

一ﾆｭｺ底

|譜蹴種葱デーﾀの活閑を支える
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４ シームレス測位

宇宙航空技術を活用した

屋内外のシームレス測位とは？

（;I〕H受偏機が搭1lijiされた州沌納の１W及に１，ドい、

ﾊｻlﾉﾘや地1,.街など、術jIlからの{‘↑り･がカバーでき

ないエリアにおけるｉｌＩ１Ｉ１滋術へのニーズがさらにIWi

まっているＣＩＣタグや無線ＬＡヘを用いた技術も

提案されているが、本節では、携帯地話に内蔵され

た(;I'S'更ｉｉｉ機を雌内での測位にもiIW1)するという

アイデアをご紹介しよう。

人l:術足の研究開発や同際宇1iiステーションの処

設などにとりくむ宇宙航空研究開発機榊（JAXA）

の準天頂術足システムプロジェクトチーム・ミッ

ションマネージャの沢辺幹ﾉと氏、’'１プロジェクトの

ｉｉ任|ﾙ１発１１，小蝶聡氏におＩ荊を伺った。

衛星信号を用いた屋内測位とは？

（;I'筒や洲IﾘﾐⅡ(術jIIなどの人I:術）１１:を利川した測

位のしくみは、上窄に位fＩする似数の術A4から発せ

られた偏号を受信した端末が、それぞれの術些儒号

の受信時刻のズレを下がかりに位世を測るというも

のだ⑤、11然ながらそのしくみｋ、備妙のｊ,llきにくい

迅物内や地下街などではうまく使えない。

いＸＡが今凹災験を行った測位技術は、まさに

｢コロンブスの卵」的なアイデアから生まれている。

衛星が発信する信号の形式と#蹄端末のもつ衛星

偏号の受信機に淵Ｉ１し「携帝の受術機が、luit外で

は術jI砿８･を利川し、雌内では、術j削剥に似た、

測位川の特別な偏号を受け取ればいいのではない

か？」と考えたのだｃ

「今回は、尿内用の信号を発する発信機を２機試

作し、その僑号を、蒋干の変災をljIlえたＮＴＴドコ

モの端ｲﾐで受侭するリ鋤を↑j:いました携附池荊が

もつ術晶信号･の受信機能をうまく活川できれば、低

いコストで新技術が導入できるのではないかと期待

しています」（小募氏）

「現ｲI剃り機を研究I)M発ll1のfﾘﾘ<頂術jI1Iをはじめと

するIIiI雌の'脚ii航空投術を、広く・般にｲﾘ川してい

ただくための枠組みを探ることもわれわれｊＡＸ・Ｉ

の並典なタスクと考えています。雄内と歴外のシー

ムレスな測位技術力売成すれば、多くの〃に便利な

梢報サービスを提供できると思いますので、今後も

硫械的に研究を'１tねる〕急定です」（沢辺氏）

沢辺氏のコメントに笠場する準尺Ⅸ術払とは、側

仰角で観測できる軌道に配世される術星のこと（lxl

l)。これが稼動すれば、,釧利ビルの多い都ili部や空

力池くj,ILえない111間地など、低仰刈の術ｌｉＩからの偏

り･を‘剛I『するのが州しい地域における測位を助ける

ことができるのだ、塊ｲf1M発11'の初り･機を含む、３

機の打ち上げが予定されている。

ノ

|シームレス測位の実証実験
Ｉ

それではシームレス測位ﾘさ験の概要を説lﾘjしよう

(凶２)。実験の主役はⅣEＳ（１１'｡〔)()ハ1(』語aging
Sv釧(心】,,）という発佑機だ。地ｋでの測位を補充

するのがI}的なので「地khli尤装livt」とも呼ばれ

る。ｊヘ、ヘとil('1位伽雄技術株式会社が災ll1lMl発し

たＭ器は、I没侭場所の位俄情報を(jP5や唯ﾉﾐ膜

衛星と何じメッセージ}附きの信号に'|出せて発信する尋

この位悩怖報には緯度・粍度の他、尚さやフロア･ｈＩｉ

柵も含まれているので、ルドり･を受けたｲﾙIW1暁＃は、

ｎ分がいまどの処物のどのフロア・部雌にいるのか

がわかるようになる。

そして'１１鵬が発した偏号を受信するのが:Ｗｌ，

ドコモの(;l》H対応挑怖IjiWiだ。ソフトウェアに'雌

微な改良を加えはしたものの、現状Ilj販されている

蝦ｲﾐにハードウェア的には一切の変災を加えずに使

えることも、封il化にｲ丁利な点の一つである。

今lnIの実験では地ﾄﾞの駐屯場に２機の試作機を



１

宇宙航空研究開発機構

設佃し、蝋[ＩＵ抄内を移動する勝綱11末の位佃を測定

した。柵lW1蹄を捗った人が「ﾙｌｉｌｌｉｊﾙにいるのかい

ないのか」｜駐巾場のどのあたりにいるのか（＝ど

ちらの試作機に近いか)」がわかるわけだ。

また、実験のひとつのポイントが、試作機の発信

するｲ,汚の強さと到述範I川である。

｢術払ｲI弱・とのl:渉を防ぐため、｛‘ドサが強くなりす

ぎないようなiiM幣がlZ,要なんです。術雌からの摘り‐

は、地上に照く時にはとても弱いものになっている

ので、今１回l用意した試作機が発する隙内iⅢ位川の信

り･が、賊外にまで影糾してしまわないかを調べまし

た。尖験では、Ｉｊ１１婚が発する1,測・の強さを、到述

範囲の半従が２０ｍから３０ｍほどになるように洲

終しています」（小悪氏）

儒号の強さによって、・台の発偏機がカバーする

細川も決まってくる。これは、il1ll位〃式のJ,排的な

｛l:雛を左ｲiすあ１Ｋ笈な要紫なのだ。

｢到迷範囲が狭ければ､測位の精度はｋがるのです

が、その分IⅦ粥の必要数が増しますので、バラ

ンスを琴噸しないといけませんね。また、実川化に

４，_シームレス測位

図1／仰角の高い準天頂衛星 柵I"I〃
ﾛ■_

”『

S衛星

際してはIⅦ':Ｈの小)(Ｉ化も'胸災だと思います.ｌ（小

媒氏）

今後の実験では、ＩＭＥＳの小ﾉ(u化の他、ショッピ

ングモールで行う「子供兄守りサービス」など、具

体的なサービス提供を想定したとりくみが行われ為

]多定だ(‘

取材・文細集部

【参考サイト】

･荊ii航ﾂ膳研究|)M発擬緋（''111'://www､jaxa.』I)/）

図２'/IＭＥＳ（IndoorMessagingSystem）のコンセブ 卜 "||ﾘ"ﾘ柵I|"|"IIWIMI

地上補完:而月
ＰＲＮコード

Ｆ

ｆｌｖｌＥＳｌ

,鰯【 １／ＧＰＳ
－１〃

､､害虹≦__ii職
腿置傭蒜急
鮮度擢騨高毒Zt幸情報など

）

一一一一一一一一一一一戸ー ＝ザ

衛星軌道･クロック情報と
ＰＲＮコードを用いた測距

4衛星以上の測距から

測位競算により位置計算
衛星軌道データの代わりに
現地の位置データを送る

gコンテンツコ１W命シームレス潮位ｌ“
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位置'情報流通仕様標準化の必要性

ＦＩＦ

２()()５年２｝1,（j()《)gltMiII)樹とそのＭｊＩの御ル

により、尚コストで扱うには専''11知識が必嬰だった

地岡が、一夜にして誰でも雌料ですぐに利jM''１能な、

難しい知拙がなくとも使いたいデータの紙純度さえ

判っていれば{1Jとかなる、将別ではないｲＭｉに変わ

りました。

その後触発されるように、Ｍｌ１ＩｘｌやＭｉ(．ｍ烏（Ｉハも

次々と同様のサービスを展開し、既存の地似1巣箭も

供爪に恐る恐るではあI)ますが、地側のI1111な利川

を冊倣しつつあI)ます“

利jiI者のｌＩｊ:jﾙからは、数ｲド前のＩＭＩ蝶的状況と比

較すれば格段の進歩といっていいでしょうが、まだ

まだ十分とは舌えない状況にあります。

地側というものは、もちろん状況によ')ますが、

ﾉ<低の場合、ｆ段であってlI的ではありません。

ｌｌ的は「I〕()l＝Ｐ《,ilIl・｢Inl《､1W､:､l、興味を持って

いるその場所」であって、地図はその空間的位世を

把握するための手段、時間を把撮するにあたっての

時,11.、メールを扱うにあたってのメーラ、Ⅷ｡!)を

兇るにあたってのブラウザのようなものでしかあり

ません．

メーラやプラウザなら、この騰能が好きだから、

デザインが好みだからこれがいい、と誰もが''１分の

''１１い勝祇に合わせて好きなものを使っていゐと思い

ますが、位世,h州Ｉにおいては、配|細Wが選んだ地似｜

を強制的に使わざるを得ない状況であり、受け取っ

た位if情報を自分の使いＩ倣れた地lXIを使って把捉す

ることがまだ雌しい状況です，これは、｜姉f怖椛を

ｲＨｌ硫通・jilL川するための化撒がまだ定まっていな

いことがﾉﾙ咽といえます。

「地図を利川する」ということに、（;()()gll･ｌｌｕｌ)爵
のおかげで１１堺がようやく、覚めたばかりの状況な

のでまだ今のところうまくいっていますが、地側を

使う’1iに+ｌｆがKIIれ､il然のことになってくると、１１１.晩

問題となることでしょう。

このような叩型Ｉ)での位出1‘職の柵ＩI巡川仕様峡

袖としては、多敢のI'()Iや地物を交換できる{l:棚

としては水,'ドの硫荷ならばlUfに脱Iﾘjの必要もないで

あろう、ｇ(I瓢.(;、’'1m(･‘』ＸＭＬやl、）11,群が器げら

れるでしょうし、ill､独のl'()Iを交換すあｲ|:級とし

ては(.;《'()l{詔や(;(‘(,‘I“聯のｲl城もｲ･ｲ､'Xしています

多少fliiI味1111にな')ますが､鋤1淵州辺では1,,,､iI《，

といった〔ＲＩスキームに11をつけての位州,'州i交

換仕様の提１１ﾊや実装も行われていたI)します。

また、Ｉ．()(･《'1M〕iI1lのように、システム'111の1,1州(交

換だけではなく、人lllI系を含めてのｲ11ﾉ迦川を巷噸

して、党えにくく111)にくい総緯喚をｌＩｌ雌扱わず、

覚え物いコード化して皿川しようとする化撒聯も提

lV1されています

今後撒々 な(|抑がしのぎをl1jllっていくことになる

のだろうと想います

ですが、火切なのは、ｊ照''1に・つの僻Ｉ;に収敵さ

せることではなく、何らかの標i似こ則ることではな

いかと思います

・慨‘I波公約に融知された|綱１２に沿っていたなら

ば、他の標iII；との変換によるｲＩＩＩｆ巡川も,“Iされた

洞'1((で棚且巡川することは'り・能ですが、什々 がバラ

バラなやI)方をしている|卿)は州ｊｆ迎川も場､Iiたり

的な方法でしか行うことができません。

#卿1が定まらないからと独、の{|:棟を作為のでは

なく、概雌峡Niとな｛)そうなⅡ:撒を行てていくこと

がlZ､甥とされています

（大塚‘hi,Ｆ「ここギコ！」杵皿人）
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4章では､時空間情報とgコンテンツに関連す

る論文を紹介する。将来を見据えた広い視
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１ gコンテンツの未来

地理空間'情報活用推進基本法と

ｇコンテンツの流通促進

さまざまな地理窄問怖椛とそれを利川した宵コン

テンツ。先進的な活川法としても、維済雌雌竹が

比間企業と逆鵬して進める「(.】()別‘)」の取り組みな

ど(58ページ参照)実証実験もすでにｲj:われている｡

以ド､本節では「地即空間情報活用推進ｿ鉢法」（以

下、堆本法）について、これまでの．iIﾃ賊や今後の方

I(1)性、堆本法の成虻後の杵及およびWf進されていく

プロセスにおいて予想される問題や沸迦について述

べたい。

|I欝繊i細赫ﾙな‘，
今国会で成立した堆本法。この法律では時空間備

報について定義し、ウェブやブログからセンサ情報

まで、（i新など位慨が記赦されていて地側に落とす

ことができれば、すべて力弛jW窄川'h'州(であるとし

ている。

なぜ薙本法がこのように広い定幾をしているかと

いうと、現代のような情報爆発時代には、時窄間情

撒がh淵i管理の右効な下がかりとなるからだ。

地1,xIや従来的な地似l'hi州lは､１１然ながら時空冊h州ｌ

に含まれるが、あらゆる11'州lが分野枇断的に広く

つながり、狭義のＬＢＳ（１，(〕Cilli()ＩＩＢas《｡(1s(･ハi“：

位潰ならびに位潰に関係する情撒を提供するサービ

ス）とナビケーション、あるいは空問情服の提供だ

けではなく、あらゆる怖撒提供サービスにおいてｲj：

われる「場所をキーに情報を引き出す」行為が、地

理空間情報の亜要な利用法と考えられるのだ。

しかしながら、雄本法の施行だけで地理空間情報

を川いた情撒の符叩や流旭、利川がうまくいくとい

うわけではない勤挫本法のターケットはあくまで｢イ

ンフラ」の整附であって、そこに具体的なサービス

がなければ、利便性は向上しないからだ。たとえ

ば、道路というインフラがあっても、道路を使って

宅配サービスを行う企雅がjIMれなければ、慰味がな

い‘，リスクを知りつつも投磁を決断して'11雛を興し、

地jll1空川|,州(を柄川したサービスを腿|)|Ｉしなければ、

この新たなインフラは社会に浸透しないだろう。今

後は、地理空間情報を-弓股的なコンテンツに川Ｉ冒し

て、ｉｌｉｊﾙを拡げていくことが肌辿の・つになる．

'鰐繍蕊偽
雌近では｢(;｡!'祭l《､マップ」や｢(;｡！'KII,アース」

のおかげで、位州洲(サービスが‐股的なものにな

りつつあるのは確かだ‘ル鋤(機側やその他、簡Iiiに

位州i'静が検索できるようになっている。ただ、位

世から検索できる情報が増えれば増えるほど、サー

ビスのレベルが上がるとtirえるかというとそうでも

ない。地Ixlデータに炎'】くされ〕る↑I州Ｉ（(;‘x)関l(､マッ

プならバルーンにあたる）も｣帥えてモニターはjIllめ

尽くされてしまう。位世以外に様々なキーワードを

_l：たして絞り込んでもよいが、怖椛を探そうとして

いる人のニーズをもっと汲んで欲しい。

肌光に川かける吻合を獣えてみよう。その観光地

に初めて行くのか、何度も行ったことのあるリピー

ターなのかによって、知りたい情報がきっと述うは

ずだ。実際に歩き始めたあとでも、どんなところを

'''１って来たのかによって次に知りたい1齢Mは述うだ

ろう‘,逆に、利川貯がどのようなところを１１１１ってき

たのかを知って（(;l'Hがあれば、すぐできる)、今

までこれを兇てきたのなら、次は絶対これ！という

ようなお噛めを州して、印象深い観光ストーリーを

｢湖１１」することもできる。

これからのｈＩ燃サービスは、遊びを含んだ典紫と

の一体化が不ｕｊ､欠で、個々 に応じた街歩き、観光や

散簸ストーリーを層楽しめるように支援する、演

出することも亜視されるだろう。位慨怖報と結ぶ付



柴崎亮介(東京大学大学院教授）

いたユーザーの収雁情報を利用することで、新しい

タイプのサービスが実現する。ノ,鳴水法が施行され、

幣附されたインフラの上で折しい技術を応用するこ

とでこれまでにない召コンテンツを提供することも
夢ではなくなる。

ただしこの例のj助介、I似雁ｉｌ１州1は11A1人1耐|iそのも

のであI)、その扱いには似IRさが必要だ。11'i縦ベン

ダーⅢﾘからすれば、きめ細かいサービスを提供する

には詳細に渡る個人情報力泌要なのだが、出す側で

あるユーザーからしてみると「提供した梢澱をどう

扱うのか」はつねに心lMil』のF1だ。

それには、たとえばあるサイトで11M人1州lを川い

た検索をしても、ログアウトとIlil時に仙人1宵椛は削

除されるなどすれば、安心して使えるかもしれない。

また、（･コマースを使った雌人収雁もベンダー側で

なく、ユーザー側で将皿するなど、ネットにおけ

る1J'1人↑I州1をユーザー上体で神j''1できるようなれば、

ｇコンテンツ以外にも、あらゆゐサイトで過去の行

動を反映したサービスが受けられるようになる。そ

こには佃人･ｈｉ州iの符JIMという断たなインフラ幣棚も

必要になゐが、娠紫創出のチャンス、鷹コンテンツ

流通発腿の処になるかもしれない．

また、測11t法の改T1Eにより、Ⅲ|,tデータをビジネ

スユースで他川することが１１１能にな｛)、坐本法の成

､１世に作ってはｌｊｌ１』似Iﾉ翻棚ｌｉ報|がウ:里ブヒで伽価に

提供されるようになる。

これにより、各地方口治休は、みずからが大きな

投資をしなくても、都I慌llIIIi用の地似lなど、これま

では部堺やi;l1miごとに作っていた地似l惰剛を、アウ

トソーシングできるようにもなる。人('|:Y1i群人帆な

コスl､ダウンにつなが｛)、既〃のjuxlサービスベン

ダーの雛務仙人や耕規参人など、１削りの禰性化にも

つながる。新たなインフラを提供することで、この

ような雌堆創出の可能性は計I〕知れないc，

１－貫．琴テシ蜜迩素来

地理空間活用推進基本法の

意義について

そもそも堆本法がⅢ会に州I(されたということは、

11(Iが、地JIl1空間梢祁のインフラを1劇'Niすると公式に

'1.1:．,↑したということだ｡ここに恵味がある。

そうすることで公的にも、伽光にi研k化や次'11:代

''1.Hの杵及、防災などに対して、此通のプラット

フォームで対応できるようになり、地理空間情報を

利川した民間参入のチャンスもjWえ、鱒コンテンツ

の流皿が、より促進されることになゐ°

ただし」,L水法がボしていゐの(よ、ノ,鳴水‘illIiIiや〃‘｜

であり、むしろ本僻はこれからだ。

法に則り生まれてくる関コンテンツに対して、安

全やプライバシーを誉応し、どのように怖報を活川

するのか、どのようなﾙﾘ約が必喫なのか縦諭してい

く必典があるのはいうまでもない。

今後、大撒にある既ｲfのデータを共通に仙えるよ

うにするには､「共通卿制が必喫で､それらのデー

タは新しい社会雌盤のひとつになるだろう。そして、

そのようなh州iをうまく使えるllとそうでない''1で

は、人きな雄が出てくるに述いない。

ｊ蝿坐盤の整備を推進するには技術的要素も砿災

だが、社会システムのデザインにも考慮することも

忘れてはならない。また、従来ある'1:『や民などの枠

細みとは述う所からの饗求にどう応え、どのように

システムを組み稗え、パブリックをカバーし、流通

させていくかもポイントになるだろう。このような

多角的なケアを念頭にiiWLきつつ、地理空間情報の将

及に努めていくことを忘れてはならない“

gコンテンツ革命ｌｇコンテンツの未来１６９
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Ｚ ｢人流｣学の提案

観光とｇコンテンツ

勘地理空悶傭報に関する国家戦略
(1)ユビキタス元年

マイカーノCｲド（1()６６年）から｜()年後、2007ｲI§

の１１()勝の11に弊祭庁はｲﾙIW1u柵の位liYjm州シス

テムを発炎し、束京都は111:界一流の出会いの場を意

識して「東卯〔ユビキタス制両・銀咽を計面した。

後'１１:2()()７年は「ユビキタス元年」と呼ばれるに連

いない‘，

コミュニケーションは、ノC米交皿と皿|のIl1Ij秤を

含む概念であった。ヒトの移動と．1.1州Ｉがシンクロし

ていたからである。交通、通偏技術の発展は、ヒト

の移動と11州iの移動を分離させ、１､ランスポーテー

ション概念とコミュニケーション概念が分化するこ

ととなった。１１Ｗ州:会とともに発腿した「仙光」は

11'肘ﾉ崎Ｉ１１ｉ脳|を離れ非Ｈ常体験を行うものとされ、ヒ

トの移動とシンクロする。シンクロしなくてよけれ

ばバーチャル観光が成立するが、観光の定雑を兇ｌｋ

さなければならない

ﾕビｷﾀｽﾉ６年､観)坪ｺﾝﾃﾝﾂ形成にilt要な

観光制Iil推進J謄本法が施行され、地理空間傭椛活用

推進ＪｉＬ水法案が継続稀談されている（2()()7ｲＦ２｝ｊ

現〈l§)。棚光捌Ii脈進雑木法は「．'1州1通I技術を柄

川した肌光に|則する怖服の提供聯に必I泌な施雌をiiⅢ

ずるものとする」（21条）とし、地jll1窄間情削活川

推進蝶本法案は、教育某本法４条（災務教育無償

規定）とＭ雛「'五lは、その保ｲ1fするﾉ,喋盤地図情報等

を卿１１としてインターネットを利川して無償で提供

するものとする｜とする''1lilUI的なｊＪ雌を蝋り込んだ‘

挫本法はｌＩｉｌの｣喋本的なﾉﾉ針をしめす脱法的なもので

ある、折たに制定されたﾉ砕法がその指針ﾔ|;を確保

するためには、今後の子法としてのﾐ定法の整備が

ｲﾐＩＩｌ･欠である。

(2｢国土空間データ基盤｣利用関係の法定化

地則挫間傭報は、従来の社会ｿ‘雛に匹敵する新た

なN:会基盤である。Ｃ１Ｈ（地Fl嚇椛システム）の推

進にあたっては、地J}峠l州IWlIのI|鋤ii・典ｲ｢だけで

なく、それを活川していく技術、制度、人材なと'を

含めた総体を社会的な「lliIl･空間データ基盤」とと

らえ、総合的、体系的な榊築が必要である。

地叩空間情報を派川した位俄情報ビジネス発鵬の

ためにはI'<1ｋﾂ剛'1データの利川に側する社会的川ｉｉ

を含めた典体的ｿﾐ定法、リリに1.1'州脈ﾘ川に1Nする法ｉｉｌｊ

庇が必要である。「行政機lMlの保有する情服の公ＩＨＩ

に関する法律」はできる限り利用しやすい額とする

配慮規定はあるものの、リ識の範囲内の手数料が必

典である。我がlxlは、ブロードバンドインフラ、間

機能の)〃冊地荊の岬及聯において111:界雌先端をｿ叫

しつつあり、膨人なデータの,断述ダウンロードがい

つでもどこでも可能であるｃアクセス費用等の実11ｆ

は、胆するにしても、爽髄負担感のない利川をⅢ｢能

とするビジネスモデル||#染のためには、illllll喋法、

水路巣務法、気象巣務法聯のIMI係規定のiMJjmiの終ｊ１ｌ１

が望まれる。

③日本型拡大｢E911法｣の制定

位州11州lビジネスを促進させるためには、位州１１１

１Mに'！Mする社会的規範をIﾘl雌化した制度が望ましい

(lxll)。同土の広大な米lIiIE911法（注１）は細W

1EIiiIiの緊急通報に関する規範を法定化しているが、

人IlWM密なわがIRIでは、IIIil定1ulWi、鵬I|池I;ﾙをlIllわ

ず、ルi｛Iﾉﾘ位livt|',州Iを含めたjln柵|,l股の胤範にlMl-‘１－為

法定化を検討すべきであろう。現行の問定ｉＩｉ１:lliにお

いても位撹情報辿報制陛は法的根拠が暖昧なｲj:政巡

川として行われてお|)、州f芯話を含め、強＃|lする


