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ＺｐＬ流j学函提昌昌一-

肌光旅行におけるｌｌｉ故の禿ﾉkの肋lk等に必典な施碓

を,{#ずるものとする」（22条）とlﾘ1,肥した。１１本人

のii紗ﾄ旅ｲ堵対策は単なる旅行堆粁の州fllI1題から

直接の邦人保護対策の充実強化に広がI)、１１ｉｆ旅券

の発行、川人l瞳Ｉ幕在業務のｒＩ､化鮮がそれをささえ

ている。今後はモバイルツールを柵川した海外安金

h‘州lの提供淳'1本人i脳ﾄ旅行剛節の允火強化洲Iｉ

進されれば、ｕ本人細ﾄ旅行の虹なる発腿が期待で

きる。史にはl瞳l籍を超えて、ヒトの移動をトータル

にサポートし捕報提供するグローハルj》灘が期待で

きX)はずである。

外鰯“)をll的とするホテルを''1心にしたllil際剛

光ホテル整附法はその役割を終｣"した,1ホテルでは

なく１１本旅館を「我が凶固有の文化、雌史聯に閲

するjIl1解を深めるもの」（観光.伽E雌進j,排法IiiI文）

として11舟荊lliし、地ﾉﾉ公共川休がIきたる政雛畑蹄

たるⅡ水観光旅館文化振興法的なものに改lliする時

期力到来している。

鋤11旅行客に対する情報提供については、術11,

皿’ﾘ<案内、海外観光'1.i:伝、旅行雌等それぞれⅢ別の

法Ⅲ'1閲こより対応されている。１１‘l際肌光ホテル幣附

法は、外凶人旅行群情報提供法的な部分とⅡ水旅館

文化振興法的な部分に分離させ、前符は術I像1に限定

せず外剛人に対して移動怖服を拠供すゐ統合的なも

のの'|iに収I)込むことが適､１１である‘・ｌ１ｉｌ隙肌光ﾙ狐

図1／日本版拡大「E911法」スキーム
卜■■ﾛ

位鰐愉翻ビジネス掘現安全安心社藍の形成

’2｢人流情報流｣制度の再構築
池)Ｗｉ報に関する社会的規範をどえる場合、剛光

↑'州iの範購化が必要となる。交通傭秘術''1h州ｉ

についてはii醗化が州対的に容坊であるが、交jlmW

Wl、術1Ｗ州l以外の観)鮒州lについては、肌光概

念が評111i概念として取り扱われている以ｋ、iiiij嚇化

には限界を伴う。従ってわが同の観光に側する政雛

は、法制度からアプローチする眼I)において、ヒト

の移!]ﾘﾉにｲfllし、旅客迎送１錐制度と旅↑j:糊ill庇を

ヒトの秘１１１ﾙ'1州Ｉにｊ蝶づいて統合する形でIINI梁すゐ

こと並びに観光法制庇をヒトが移助する際にあたっ

て提供する怖椛に関する法制度として盤伽すること

が規範性確保にもっともｲj効であると催える（､fIiij

2()()()．８噸）

１国際観光情報提供制度の統合化

観光制慣雌進基本法は、「同内外の観光地におけ

る！l#故、災脊等の発生の状況に関するh州lの提供、

F１

jﾙ合と１噸のjﾙ合の区分をIﾘ脈化することがW『HJ‘ビ

ジネス帝成の観点からも望ましいと胆われる。地JIl1

空lIlH1li報活用推進兼本法案は米同(;I〕鳥を念馴にlIil

は、「地球全体にわたる術足測位に閲するシステム

を逆憐するi１体との必要な連絡調幣」聯を誠ずるも

のとし、わがIxlのポコンテンツ雌推育成にｲ《Ⅱ｢欠な
＃碇も入っているが、人11超密なわがlilにおけるユ

ビキタス社会形成には埋内位世怖報システムの糊１Ｎ

こそがｲく可欠である。Ｉ¥度ユニバーサル社会創造法

'農（注２）聯を検討することにより公的施股をはじ

めとした位州IIiWl碓保1iﾘ度を樹Illiすあことが検Ii,1.さ

れてしかるべきであろう。無線いＮ、ｉｕｊ'･タグ聯

の非(;鵬系の位価情報システム榊築に必要な技ilIj

は１１本のお家盤である。

・ThewirGlGSsEnhancGd911（E９１１）〃､：米【1Jでl‘l同法に

より、携帯電話に測位装置を組み込むことｆ･強脳づlﾅ、で
緊急時に通報を受けた時点で塩所を蒋定する仕縄み作りを
推進している．

，円本経済新聞２００４年６月２１日記事によれば『政府雌
２００６年度を目標に、情報技術｛ｍ鶴雷用したﾀﾞﾙたな情州
インフラ整備に繁り黙す通路や添柱住届爽示扱などに
ＩＣチソプを埋め込み携帝蝋熟に音瓶や而像で目的地Iiで
の篭路や施設などの情報を捉供V･るぐ」「新たな「ユニバー
サル社会創造法楽」〈坂称）を来秋の臨鮒凹会に提出する方
向」Ｉ現在も全地球測位システム（GPS）を活用した携帯憲
話で位置惰弱を伝えられるが、寵システムはＩＣジ･プにそ
れぞれの場所の識別吾号を付けるため、遮祢の中の場所ま
で埠定できる‐ＧＰＳでは「×病瞳Ｉの位置しか分からな
いが、「二×痛践の流二内科・苑三外糸訟療篭ｊ喉での経路
強音声や画像を使って即時に示すｊと報澗されている

;キク
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寺前秀一(高崎経済大学地域政策学部敦授）
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交辿機関の制御システムは航空機が雌先端をゆき、

無人化を可能としている。逝波による無人化技術は

鉄道､舟舗癖でもりUIIlil能性があるものの､社会コー

ドがまだ肺世しておらず、光全な実用化段階には踏

み川せないでいる。

次11t代世路は、雌波のレールにより、ｒＩ動!'〔の巡

行を商皮に1illijllすることを'1脂している。フロント

ガラスや'11↓鏡に↑,1州Ｉの災示がIIj､能な次枇代カーナビ

は、JfM状よ{)交jm1hlikの危'晩ﾋを低下させるもので

あっても、社会コードを側沌させなければｲj政､'1Aｊ

は採用にはなかなか踏み切れないものである。

カーナビは鵬lMfナピ（マンナビ）の実用化により

マンナビに包摂されるⅡI能性が高い。自動車芯話が

排i沌舗に包摂されたことがIilHﾘjしている。交通機

関は池↓であI)、エンドユーザーであるヒトのナビ

ケーションが典であ為からである。あらかじめスケ

ジュールをインプットしておけば携帯ナビケーショ

ンがI'1動的に道案内をしてくれるスケジューラ装悩

群の綴jﾙが川緋される‘,そのためにも位州１１州l、地

側怖報などの「時窄ＩｌｌＨ州lilはｲ《１１．欠である。

マンナビが火川化すれば、利Ⅱ暇、逆転考ともに

情報がシンクロする交辿制度も更に大きく変わる

であろうし、統,汁の取り方もかわり、新規ビジネス

'３､マンナビの登場

図2／観光'情報に関連する法制度
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供すること」聯とＩＴの活用を含めたﾉj法について

規定している。また道略交辿渋は道路における交辿

の拠雑の状態を剛|Iする'1雌、１１的地に到述するま

でに要する時間を測りするｲf巣として「特定交迦情

報提供１雛」を範|I|#化し、公安委貝会への届州制庇

により1剛|iしてい為。なお、虻象紫務法は、1洲眺

仙をMJ川していあが、IiriMiの''1111に係ることであIハ

抑制的に迎川されることとなっている。観光1W報に

関してはなおさらであろう。

機柵、地ﾉj公共団体、ボランティアljl体獅lj外観光

',.〔伝を行なう主体、通訳案内I:を含め旅行に際して

外liiI語での情報提供を行う11雛をトータルでとらえ

て、外11‘1人が移動すみ際にあたって州Ⅲする1州Ｉに

|則する〃↓範にllUする法iIjl股として鯛'Wすあことが肋

Ⅱ外客にとっての利便ﾔl；を１Mす（I'xl2)。剛光刺'【Ｉ

推進唯本法の子法として制定すればlIil法の指針W§も

雌保される。

(2停車場情報提供システムの後進性

鉄道事業法、道路迎送法等のいわゆる公典交通機

関を規律する旅瑞F迎送乎紫法は、迎送１１喋新の運行

時刻等の情報提供推務について規定している。傭撒

拠仙の方法は、伸１１[jﾙ聯での１１１州Ｉ拠供（､'1然のこと

ながら文'洲州眺供）がｌＩＪ心であるところの非ユビ

キタスの停車場システムであり、１１利川に側する

規定はｲﾐ整備である。今後は非11．附利川荷のみなら

ず'1常利川考にとっても、伸'1リル群でのI)Ｉ州I促供制

腿のみではｲく便であり、巡↑耐1''１附州!、巡行状況h1i

州を問わず、交j､情撒のエンドユーザーへの111酸提

供システムの制度化力埋まれる時代になってきてい

る。棚if電話によるナビケーションシステムが許及

すればI1j､能性はjW大するであろう。

道路交迎に側する↑,i州i提供1iI股は、カーナピゲー

ション、lyl.(:群の車賊機器の1Mf及により、「公比交

辿機関ｌより進歩している。道路交jlll法は、公安愛

叫会は「車両の運転稀に対し、I1ilIlljのjln1l:に必喫な

1ii洲を提仙するように努めなければならないｌと規

定し､Ｍ法施行塊'''1においてＩラジオ､テレビジョン、

洲叶l紙、インターネット等によ')、交辿11‘州iを提供

すること」「交通情報板､路側通{,;股備､光ビーコン、

その他の交辿情報提供施投を川いて、交辿h1i報を提

外蒋誘致法

|圃陳iN光鵬州峨法’

|自治体外客誘致政策Ｉ



2．「人流l学鍾提案一

図３タクシーやバスの位置を

リアルタイムに表示するサービス

｢GoogIeRideFindor」（httpW
labs､qoopIo･comﾉridefinder）
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が花開くであろう。（;()I'農l(･'(i(l〔､ＦｉｉｌＩｌＩ､ｒ（似１３）的

なものがMﾙ|ifに樵,M1されれば、’１本でこそ成功する

ものであり、 まさにそこをｲ'１うべきであるｃ

テン ツ

(1)移動の欲求5段階

移動の欲求を５段階に分類した仮説が図４であ

る。第１段階の移動の欲求は、ノkJIl1的ニーズのた

めの移動である「収催・刈猟・通勤」第２段階は

安全確保のための｜巡仙・jUl院．i脇論ｊ鋪３段階

は社会的ニーズのための「巡礼・州省」第１段階

は自己ＩＩｆ里のための｜コンベンション・物見遊山」

跡５段階は''１LL実現のための｢IIiIの光を1,11る|である。

図4／移動の欲求5段階

移動ニーズの階層仮説 |’

マズローの欲求段階脱｜’

マズローの欲求５段階脱については「科学的根

拠はないとの結論が川されている」（商橘，２()()1,

1〕､165）とされるが、脳lﾉ､j活動に係ることであり、
》】1然であろう。従って「ヒトが働く川111を知ってい

￥･ゴ距暮功埋＝Ｉ

ますか」（間僑，２()０１，３噸）と「ヒトが脇肋する

JIMIIIを知っていますか」は111じ命胆である。心の伽

きのうち、｜知」｜傭」「葱」「祉憶と′，j』:１Ｗ」の|IﾘIき

は、塊代脳科学・識Ⅱ科学によりかなり解Iﾘ'されて

きた。番の謎は.「意識」とは何か、というである《：

ヒトのあたまの中のことはまだわからないのである。

今後､肌光'j』:も維悩学も､ロボット'j::もＷ,1,学も｢愈

倣」の1111題へなだれ込まざるを柵ず、Ｗ碗祈学の復

椛につながるのであろう。ヒトが観光することによ

')i¥られる感怖を言い表せれば観光の定礎もできる

が、それができたいのでああ鰯

{2吹世代観光情報システム

膳（ｆＩｌＵ階，．’

…幽叫＃嘘し鎚撫》脚JN紬樋シ員擢.匙醗

脱光は非11‘肘間における1iiInlMjとされてお()肌)剛ｉ

洲よ利川しやすさが傭条である。だからといって、

仙光は地域の個性の発揮であり、似雅な(lﾘ,１銭ﾉJ〈も

地域文化である。従って、旅行客11,11てに似1法示

をわかりやすく変更することを主狼する仙光側係什

は失怖である。

従来、iWl光|洲lを扱うために必要な地j1M洲lシス

テム（(;腸）の開発・流jmは限られたり喋捌こおい

てそれぞれ独''1のｲ|自様で行なわれており、’1喋汁ご

とにＭじられた縦削りのシステムの'11で進められて

きた。しかしながら(;(x単|ハIi1I'聯をきっかけに、
ブロードバンドや#鮒ｆ巡話等の急速な将及とともに

Ⅶ､１，ｋでのＣｌ息技術を活用したサービス等が実現

されている。観光情報システムはⅧ｡Ｉ)2.0段階で

なければi愉縦されなくなっている。ｌ'ill:交辿肯の狸

験聯も猟境にかかわらず縦でも利川できるユビキタ

ス災験が'''心となっている。凹川対効采をどえれば、

l1iilはこれまで以上に地方公共Ⅲ体、民１１１１聯と述鵬・

脇ﾉ｣し、地J''1窄間情慨が容助に人.狼できるよう斯た

gコンテンツ茄命ｌ旧人流｣学の提案’７３
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li図5/在来型公共交通vsﾕビｷﾀｽ公共交通郷Mﾘ"湖‘ 蝋繍

在来型公共交通

代表・構想例 地方ローカル線

社会的ﾃ゙ ﾒﾘｯﾄ 財政負担、エネルギー浪費、環境負荷

悩報提供 伸車場ｼステム（駅、時刻表）

制度(社会コード） 乗合、定時定路線

な提供のｲl:細みのＮｉ築に取り組むべきであろう。こ

のj〃合に外lliMルサービスや(･ﾉ{『サービスを提供す為

ということを111《にした仙光1洲l拠供モデルが検帥

されることが多い。しかしながら、費用対効果の側

点では観光に緋化する必喫性が少なく、脳のメカニ

ズムとロボット研究（究械''1勤翻択機）に．】櫛:を注

ﾉﾉしたほうが人頬に戊献すゐ

建金錘.。-m郵竜｢等装二下
インターネットは「I|州lと距離の超越」といっ

た物jIl1的な変化を災す災現でおさま為ものではな

く、これまで|洲(劣附であった「川：が行政、企雌

等のﾉ<組織とI而鮮の位悩につく変化を引き起こした

ことに価値があるとされる。「個」が龍体である点、

:Ｗ()と合い通じるものがある。観光は心の満足に

|H1するﾘＩ柄であＩ)、まさに個人の禰助を中心に州え

る、P()の活動に通じるものである。

観光が話題になればなるほど、情報爆発

(i-explOsion）に関する懸念が現実化する。その一
方、Ｗ‘})2.0は人|H1洲．,州(をi流むことから、機械が

↑,1州を終JIl1して慨,jくすゐようになるなど令く新しい

変化を兄せているu(;〔x唱|(･のビジネスモデルであるく
溶観的な評価はありえない。従って、評価符、評

価箱構の公表による透1ﾘｌ性の確保が僧頼桃の確保に

ｲ而欠である。鯉)齢'州IのＩＩＩｉ値は評価そのものであ

る観光1洲lも供紺捌Wだけの提供ではなく、イ琳

定多数の個人のｉｉ棚的な‘;･WIiliを災合知として析川で

きるものであることが求められあｕ

観光資源の評111iには１１コミ（六次の陥たり､注３）

のiR笈性がうたわれゐ‘,そこでの優れたツールが仙

光ウイキベデイアとボランティアによる似光Ｗ(）

である。プログや出,】ﾐ板あるいはソーシャルネッ

トワーキングやポッドキャストなど消費背が主体と

なって傭報を提供、余休を意撤せずに行う「個ｌの

ユビキタス公共交通

ゆびﾀク

高速バスドットコム

サイバーレール

デジタル・デバイス

#雛ナビ、人流ＳＣＭ

次世代貸切、乗合２．０，オン･ヂﾏﾝド運行

」『

1r為を集欄して111i価に変える探求の拭行錯誤が行わ

れてい為。全体を''1く州１．の・つに「ｲ《特定多数雌

|ｌ４人｜というキーワードがある。一〃、ネットや

ブログを巡る論説の多くに、不特定多数無限大の参

I)11は「衆蝋」になるはずだという根強い吟え方があ

る。それは、「ネット1:の「ｲ<特定多敗無限大」を

隅1Wiできるかどうか」という'川胆提起と密接に関迎

している。「エリート対大衆」というニルi牌造では

なく、言層からなる構造で、この総表fM社会を兇つ

めてみる必要がある。移肋ニーズもミル赫造で捉え

れば、↑IliWiシステムビジネスが戒'Xすゐであろう。

1,人流SＣＭ

Ｈい’（サプライチェーンマネジメント）は人流

では話題にならない。人顛はそもそも移動を常態と

するという認識が強く受け入れられているが、現象

としてあらわれる移動のニーズは、時々刻々発生す

るランダムなものである‘,こ(/)時々 刻々 発ﾉkするヒ

トの秘1mjニーズへ対応するツールがこれまで存在し

なかったからである｡人の移動に対するニーズにリ

アルタイムの対応ができることに必要な道具は位磁

怖椛とjい鮒i鞭（虹に,洲iiiを|'ドった観)I6rWi報）であ

る人流慕(:〕lがⅡ｣･能であれば、モバイルタクシー、

,Wi辿バスドットコム、サイバーレールといったユビ

キタス交通ビジネスをＩｌｊ､能にする（lxI5)。

モバイルタクシー（ゆぴタク）は、料金ｊ１械制

で、いつでもどこでも好きなときに物肋してくれるｃ

l似ＩＷナピの杵及がｲく''１.欠である。11'1i述バスドットコ

ムは、紗州ナビを使いｲ《特定多数の1J1人を発収間際

に瞬時に貸切バス集団にまとめあげてしまう。サイ

バーレールの提唱するバリアフリーとシームレス化



いつでも何所でも(ﾕビｷﾀｽ）
親ゆび一つで呼べる乗合タクシー

学鰯揺劉国li蛎葡

注３.六次の隔たり地球上の仮怠の二人を遡んだとき、その二

人は、六人以内の人間間係〈知己）で必ず結ばれているど
いうもの

)ｉ４．.ロングテール而品の売り上ｌｊのグラフを、枇紬を販売数量、
横伯を商品名として販売故国噸に並べると、売れない商品
が恐竜の尻尾（taIl）のように長く伸びる<つまり．販売数
量が低い商品のアイテム数が多いということを表す言この
グ号フの形状から因んで「ロングテール」という。

注５現状ではンステム紺淵費は交通施設維持よりは安いものの、
更なる軽減が求められており、過疎バスについては「｢デマ
ンド交通システム」と呼ばれる砺前予約型の乗合タクシ
を導入#・る勤准が近年過疎の町州などで広がっている，
粟り合いながら．客の耐脇一本で戸口送迎するタクシーの
便利させ、躍練バス逆みの低卿全で実現するとあって、お
年寄りたちの移動手段として恥宝がられている．（中弟自
治儲がバスを自主蓮行する鳩合の運行輔助に比べ3分の,
に抑えられるというが．システムの経費は財政霊に悩む自
治体にとって決して小さく厳い」（rFACTA』２００７年１月
号ｐ８４）とする'1t判がある

図6／ゆびタク構想

州州Ｉｉがシンクロすれば、伸ｌｌｉｊルシステムの鉄道、

エネルギー効率の悠い、川lち地ﾙ1噸境l川迦を抱え為

ローカル線の廃lkにつなげることができる（注５)。

'3霜子路銀の貨幣論

旅行におけるＩＴ活川は、，kだh'州Ｉ収集段階であ

り〕争約決済段階にまでは発腿していない。今後のセ

キュリイテイ一向上がそれを'り．能とする。ヒトがji1ノ

くときおカネを柵Hfする。まさに路銀であるが、お

lWij#蹄はおカネも'|,州iであることをわからせてく

れた｡トラベラーズチェック、カードはアメリカ人

の旅行移動とともにｿ劫&したが、お財佃j蹄は11本

人の移動とともに発腿する11本発のシステムである｡

貨幣共同体は諒闇共l1il体よりiii純撒造である｡｢ヒ

トカ動く、情報が動く、カネは別」であったものが、

地j・･路銀の硲場によ'）「ヒトも↑!'州(もカネも」Ｉｉｉｌ

時に助くのである。ｌｌｆ幣というものの形式性が純粋

化される。それだけにモバイルツールだけではなく、

播救される通貨という↑IiiI1iを'脚1.ることが求められ

みのである。’'1辿貨腿|の冊成がⅢ;喪に11本雌紫、１１

糸旅行唯堆のｊ|剛1をもたらすのである”

gｺﾝﾃﾝﾂ取命ｌ［人流｣学の提案’７５

(ノーラッチ化）は、切符光りj〃の廃1上等ヒトが災

枇すあjﾙ所のｲi効i1WllをⅡ｢能とする。鉄道地Iﾉ､Iとい

う鉄道営巣法の概念が洲滅してしまうのである。

これまで法制度は伝統的に恥合と貸切Il丁場に区分

してきた。公典交迎優先のドグマも乗合優先を前提

にしてきたが、モバイルツールは、時々刻々発ﾉkす

る利川稀ニーズをリアルタイムで把握することを'り.

能とし、徐々に恥合と岱切概念を相対化させつつあ

る（凶6)。元来染合システムは利用者ニーズをリ

アルタイムで把撫すゐツールを持たなかった供給ｆｆ

側の1次から発ﾉkしたものであI)、岱切によゐスキ

ムクリミングの批1:ﾘはお'''1述いである。来合とff切

が相対化することで、エネルギーの無駄な使川は減

少し、地球温暖化にも戊献するのである。

?ユビキタス交通が地方交通を救う

ＡＢ(.:lﾙ(川に対抗したロングテール概念（注４）

が話題になっていゐ。交皿Iij場では滞典希薄地域で

あるロングテール部分も公共輸送の端のもとで維持

を似Iること力職愉されてきた。ロングテール部分で

の鉄遡だI|:が似ものｊ１ｌＷ|(がi1｝られず政治的に1ｲ､l州で

あるところから、北抑道ではデュアルモードピーク

ル導入が検討されている。来車効率、旅客利便から

考えれば明らかにI′1助iI[スタイルが優れているにも

かかわらず、鉄道と呼ばれるものにしがみつくメン

タリイテイは、「駅」「||織り炎」に代炎されるﾄﾂIlijル

システムの欽辿に猟,仙術Niがあるである‘,モバイ

ル社会では、什人の州|雑話にバス運行|･洲(がMj,Ｋ

されるだけでなく、佃々人の巡行に対する欲求ニー

ズにも対応可能なモバイル交通が優れていることは

lﾘjらかである。地〃復椛はローカル線を廃止し、モ

バイル交辿を導入することから始まるのである．モ

バイルツールを活川した屯波のレールで、動車を活

川すべき時代に)|&ている。ドライバー、利川苫の位

ｌ
ｈ
川
Ⅱ
典
ｔ
１
１
１
１
１
１
Ｊ
ｊ
ｒ
Ｊ
ｊ
Ｊ
》
”
皿
Ｍ
ｆ
Ⅱ

一
一
拒
許
涛
尋
津
跨
儒
姪
儒
渥
俄
一

一
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
聖
」

【

q■

会員制で使い放題制

券】(タクシー定斯

摘花記車力



旅f罰笥品濯
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コンテンツ層ﾛ

どのチェックは入るが)。晒脳界（注６）は、「jmlli

ネットワークル1」があり、その':にハードウェアを

動かす識HI1的な「コード１１ｲ」力装填されていて、イ

ンターネットを定渋づけるプロトコルや堆本ソフト

が入っている。ここで「コンテンツ肘」のコンテン

ツやアプリケーションがどう流れるかが決まる（似１

７)。一般的に1u脳111:界でも｣ﾘ↓炎111:界の脈ﾉJの遡川

側係が論縦されていゐ。既存の旅行業|lLl係什はこの

立場にi>:っている。これに対して、識4界は｣ﾘ峡界

と坐礎条件が災なっており、現実界と1,1微の法iltを

遮川するのはM;l雌であI)、現ｲｉ２は法ｉＩｔをiIljlめゐ時期

ではないとする勝えﾉjがある。白川秀彩は、「現炎

界では仮にうまく伽いていた民主的決定のプロセス

は、竃網界においてもはたしてうまくいくのだろう

か」「むしろできないということを前提にしておい

たほうが安令である」とし、「この１１１:のｌｌｌには似放

のIKI家、複敗のIlIli仙選択のかたちがあるわけですか

ら、統一的な(llli値を選べない以上、領域分iIlllせねば

ならない」とする。インターネットによる企IIIIi（脱

催）旅行契約に間しては、これまでの現進界の狐地

龍炎のiii純な適川では冊抑lできない状況にあ')、災

際には腹放の法1iIll虻がＷFしながら競い合っていゐ

(4)次世代旅行業(Ｗｂｂ２０）

２０００年、交辿政策癖髄会タクシーサービス将米

ビジョン小委貝会はタクシーにつき「総合ﾉki1Ii移動

潅業への‘臓換が必喫」と報脅したが、総合ﾉ{新移動

雌梁のコンセプトには誤解がある．２()(１１年にへir勝

が巡怖''1,1|:やが前芳一（2()()i）において,(1Fえた総

合生涌移助雌雛とは今'1の次仙代旅行紫概念を念肌

においている。総合物流巣が単なる述ぴやではなく

オルガナイザーであるように、総合堆活秘llMl雌堆は

メーター料金による迎び｝敏ではなく、皿lⅧMlIlを受

けない旅行梁なのである

地理空l{州服が各郁の:１球特等によ')ii1i川され、

詳細で間度なマーケティング等により需要が発捌さ

れること群によ')新たなビジネスモデルや新ﾉj眺雌

の創川がjUl緋できる,，’liIiii1f約からlllj隙ｒ約、１１１１

時〕謬約がIり．能であり、ｌ‘'''１に旅継を組める旅行１１州Ｉ

がダイナミックパッケージと称されているが、締感

に違和感がある。鮮度の潤いリアルタイムの観光地

情報、災合知から縛られる観光涜源の評IIIli、公的

機側がMH比する儒蚊ﾔI:の尚い地似H洲l、交皿術'''''11Ｉ

ＭＩが、いつでもどこでもＦに入れることができる。

iGoogleM叫,」｜(;(Ⅲ,H1膿ｌ{ideHlMl瞳r」といっ
たツールが安心してナビケーションしてくれゐ。在

庫を緋たないぱ味ではむしろ人流＄Ｃ11なのであるｃ

コード圏

図7／雷脳界、 現実界の三層構造

15電脳世界の法制陰
q電脳界の旅行業

」ﾘ雌界（注６）でのⅢjﾙやホールは、物jlll1Ⅳiだけ

がﾉﾘ『ｲｉされ、コードkｌｉ（断郷・照りj機材など）を

一部有料で典ｲ1.し、コンテンツ層（州し物）がlHl放

されたコモンズをつくっている（消防法や磯難罪な
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とも認縦される。Jﾘ眺界でもすでに包括料制iﾘ庇を

ililIIとする企II11i（1i11i）旅ｲj:概念は＃,L他iiが維捗でさ

なくなっていゐ（､Iflii１，２()()()，７脚。ましてや旅

行業法における1Ｔ対応倫縦は当分の間決満を兇な

いであろう。

鐘共有知の観光li1i報

知的財産椎は災Ililにおいて規制制度から誕生した。

凶工勅許によりiI黙印附雌に間する排他的独IIT権が

付与された。これらの排他的独占権が後に杵作椛と

呼ばWしるようになったわけであ為。'卿U1YIではなく

娯楽の道典であった1IjliI'1雌は、州1:Iliﾘ皮によって

確定した《，この知的財雌椛を根拠とした閉鎖的雌柴

構造が、無線通儒がラジオ放送へと燭興した後、虹

にはテレビ放送にまでlii鋤Iした。ラジオ放送の梨Iﾘl

jUlにrf綱峨荷や斬聞!l喋箭が杵作椛をたてに放送

を塵し11そめていたら、放送１１巣の'1/:ちｋがI〕は巡れ

たはずである。現行iliﾘ晩も雁史的に捉えないと判断

を誤る。

ローレンス・レッシグは、法iIkは、コントロール

が充企にな')すぎないような州冊が愈似l的にIiiWじて

あり、コントロールがｲく光令であることにiIi:要な

民主主義の価値があると琴えた。そもそも自山と

は、何もしないポテンシャルのことをさす。その''１

１iIを潅歌したければ、人がその'''''１を使ってどのよ

うにでも_lﾆﾉﾐができる卿|ｾのほうを川蔵すればいい

と、レッシグはど･えた。この堆礁がコモンズ（共イイ

地、共有知）なのである。

観光備報データベースを作るには、文fitやIiiIi像な

どの杵作物のデータの部を腹製（コピー）し、検

紫しやすいキーワードや然引を股ける細典作雌をす

る必典がある。しかしながら11本でば満作椛苫の,沖

諾なしにそれが腿められていないこ観光コモンズが

必襲なのである。さらにコモンズはネットの中だけ

Ｚｒ人涜j学鍾提雲

ではなく、われわれ''１身がリアルな|I々を送ってい

ゐ学校や|卿,W｣:獄』ilili泉jﾙにも、地j1州:会のどこにも

作らなければならないであろう。

③モノから情報

クルマヘのこだわりが灘い｝'端が』帥加している。

クルマはIliなるモノにすぎないからであり、カーナ

ビに興味を示す１帯力輔加している。カーナピは傭

服だからである。しかしながらカーナビ単体でのビ

ジネスモデルはまだ成逝していない。クルマに包含

されたビジネスモデルである。）鵬||ザナビ(マンナビ）

の11Ⅷを11J能とする卜I:公的コードが川緋される所以

である。

同民の食べ物の安全雌に対する厳しい意識がモノ

のトレーサビリティ技術を絡段に進歩させた。その

緋MLモノの移助情報システムが更に発展することと

なった。技術進歩は社会経済に形獅されるとともに、

社会維済に影響する。人の葱縦に依存する限り結局

ドッグイヤーではなくヒューマンイヤーなのである値

しかし、社会もl晴I境を越えゐとドツグイヤー論にな

賄いｆＩＷｌり､｛‘:技術はl'(l境をilIi城させるNWI;ﾉJを排っ

ている。

【参ど文献】

問儒偏犬（2001）「雌笈の成采主従「1耗ＢＰ社

､州1秀･一（2()()l）「モパィル交jlMt航１１〔ﾙ(炎辿斯

ijlルI：

､減ii秀一（2006）『観光政縦・制度入門」㈱ぎよう

せい

注Ｇ ･･現実界とは「人と人が誰子股淵＆経由せず関係をもつこと
によって揖成される世界Ｉでありその間係憾、自然法則の
下での｢取り決め｣によって制加されている。電謎界とは｢人
と人が電子握器を経由して間係をもつことによって構成さ
れる慌界ｊであり、その間係は、何らかの形態の電腫によ
る浬翻の下での『取り渋め『ＵｌＧＩによって制御されている

gｺﾝﾃﾝﾂ革命以流｣学の提案１７７
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ヨ DigitalＥａｒｔｈ

デジタルアース(DigitalEarth)の

新展開

'叩或じめに-地球の危機管理一
２０世紀は「［業化の時代｜であり、科学や産鴬

技術の飛MiR的な進歩が物髄的な蝦かさをもたらした〃

しかしその一〃で今lIわれわれは、交辿ﾂｉ故をはじ

めとして、火気・水踊り染、イ1.1if化'.』:物賀、ｌｊ蝋j線

汚染、伝染病、’'1然災1if、ノk態系の破壊など、Ｈ術

的なリスクから高度１－〃戦術に伴うリスク､人LI・

食洲問題、地域・腿族紛争、地球温暖化に至るまで、

笈に様々 な「リスク（被;ifの'１１能性)ｌに11'(而せざ

るをえなくなった。もはや、ＩＭＩかさや利側生をijx受

しながら、「ゼロリスク」を求めることは,f'11能で

あり、どのようにリスクと災存しながら持続Ⅱ｣f能な

ﾉk活をしていくかがlHl皿となりつつある。さらに、

維済il1ijMIのlxl際化力泡辿に進腿するとともに、これ

らの人間の活動が'j･える環境の負荷は、グローバル

コモンズとしての地球環境の容1,tを脅かすといった

新たなグローバルリスクも４１起させている。

これらの岐近の地域レベルから地球規模に至るリ

スクは、棚Ｉj:に述側しており、また｝‘j所的に突発し

て、それが急速（J|§線ﾉ抑り）に辿鎖Ｋ応して時空間

的に波及、伝播、拡散していくといった様相力瀕杵

になってきた。このような将微をｲ『する問題は一般

に、「エマージングクライシス（I‘:m《．r農ing(.:'１鼠儒)」
と呼ばれている。これまでの什分11Ｗ)伽域科学では、

I‘j所的、部分的あるいは個別にlIll題に対処するこ

とにおいては一定の成果を収めてきたが、その延長

このアプローチで２１仙紀のエマージングクライシ

スに対応することには限界があるすなわち、問題

の把捉とj(､l応を火時'111（リアルタイム）に行い、似

敗の研究杵がコラボレーションし洲科学を枇断して、

lk1果分析やプロセス分析を総合的に融合するといっ

た、断しい問題対応ｆ法が求められている。

・方21111:紀に入り、本格的なポスト‘インダス

トリアル・ソ･Ｉｌ･エテイ（脱l:堆化社会）を迎え、１，IIi

IilI化は急速に進みつつある。近年の朴予技術の進脳

は、すさまじい勢いでデジタル化を進め、嫌々 なiIli

Wlのセンシングを可能にし、現象のプロセスモデル

をｲﾙ染することにより、ミクロな人体の|ﾉ州州世か

ら､マクTJな地球規棋の気候変動までを､シミュレー

ションすることを､I能にしているー その結鵬、｣りりミ

iIt界のわれわれの認識は大きく変容し、これまで無

限に大きいとか、無限に小さいものとして拾象して

いた，Ⅱ柄がそうではなくなりつつある。地球システ

ムも例外でなく、地球に関する,過拙もまたﾉ鱈く変

存しつつああ。

・股に、われわれが依拠している「地球」は雛々

な部分システムが絡まった複雑系であ為が、’'1然と

人１Wi、ノk物の３つのサブシステムからなるトータル

システムとして勝えたとき、人類とﾉk物はl'|然シス

テムを外界として共有し、それを物髄・エネルギー

盗源の供総と廃棄の場としているｃしたがって環境

とは、人航とﾉI;物力持続的に共ﾉkするための、「''1然

システムを規定する時窄の状態変激」と定批するこ

とが111能であI)、これはｇコンテンツそのものであ
る。地球iMl峻化に代炎される地球脱襖の環境M1皿は、

人|州,１１１１ﾘﾉのﾉ‘螺である水・火気・-k壊といったrI然

システムの祥1,(:は無限であるとか、人'''1のi舟勤の大

きさや拡大逃哩がほとんど取るに足らないと勝える

ことがもはやできないという１雌を提,している。

堆近の気候変動に間する政府lHlパネル（11〕(:C：

1111〔．1.9(八1,1.11ｍ(､I1IalPan(､1《)11（:1iI1IilI《,（:I】8111農(､）の

糊ﾉﾘ次排liili洲'ナル(鋪一作楽部会､2()()7ｲド２ﾉj発炎）

では、欠峡システムに温暖化が起こっていゐこと、

そして人為起源のihI室効果ガスのjW川|がⅡAl吸化のl〃（

|火lとほほ断定している。また、l1il洲ｉｆルでは、令球

､ド均地l:蜘拙は過去100ｲド間（Iり()()-2()()5）に約



福井弘道(慶庭誼塾大学グﾛー バﾙｾｷｭﾘﾃｨ研
究所副所長総合政簸学部教授）

().74℃上昇したとされ、今後2()年間に１０年》Iiた

り約().2℃の11111合で姉仙がl制.すると]争測されてい

あ。地球測囲上の影禅は水蜜源、、然生態系、沿隙

域、産業活動、健康問題等、様々な面で唯じる恐れ

がある。さらに、気温が今後更に３℃を超えて大'１１m

に上外すると、海洋大術環の伸１１:、ｌ櫛械・グリーン

ランド氷床のmi峻聯のﾉJJ雌かつｲく'１１逆な剛釧iが現

れる''１能性も指摘されている。まさに、地球に関す

る緊急の対応、すなわち地球の危機笹理が必要な時

代にわれわれは戒１ｍしていゐと言わざるをえない。

外部の''1然を無限ととらえ、その微妙な術環的バ

ランスに従jlllIiであった技術の時代は、人|H1と人間と

の関係を徹する規範だけで十分であったが、今日の

宇宙船地球号の時代においては、新たに人間と自然

との関係を維する規範(環境倫理)が求められているｃ

′Ｗｆは、その根庇にあるのは、「ある枠細み（111ｉ

仇ﾉ畔・ルJ範）の111で勝えたサブシステムにおける

定職定|Ｉｉ的な岐迩解は、別の枠組みで考えると般

適にはならないことを認識し、枠組みの設定こそが

爪要であり、そのために絶えず物訴に対しズームを

きかせながらとらえ伽１１(するといった、令休のパー

スペクティブを瞳拙仙に排たればならない」とい

う「遮'E珊莫」を求める姿勢であろうと思う。この

｢ズームをきかせる、全体を怖倣する」という作業

こそ､ＣＩ（CeninIbm1alic馬）の木簡的な機能であ()、

その効力が期祢できる分111fであることはいうまでも

ないであろう。

以上の視点から本稿では、ＧＩやｇコンテンツを
活用して、このような婆勢を醸成し、地球の危機管

ＪＩｌＩを支援することがｌ１ｊ能なディジタルメディア、す

なわち「デジタルアース」について、その斯たな腿

開を勝察したい。

罰。耐回陶IEa流ｈ

地域レベルから地球規模の難境問題に対応するに

は、まず地域や地球の歴史や現状を砿しく把握し、

問題認識を共有すみことが必喫となる。地域社会を

枇成する、行政、企雛、ハ(;()、ＩＩｊ災人が、その地

域に側する怖報を共有し、地域社会の将来を検討、

創発していく能力を「地域情報力」とよぼう。持続

可能な社会を椛築するための第・歩は、地球で発生

している現象をモニタリングしてlIilだし、保ｲ何-る

とともに、ノヒデータを処理、分析して、噸味を解釈

し、納果を分かりやすく表,Ｋし、広椛し災イル、そ

して将来を検討し合意をしていくといった能〃、す

なわち「地域怖椛〃」の醸成であろう。

このような1,1州Iは一般に、地球の将だの場所に側

する州報であるため、地叩胤州'僻|i、すなわちｇコ
ンテンツといえる。これらの情報は伝統的には、地

図や統計という手法によって取得、加工されてきた

が、計1,t地即砿命やコンピュータの進鵬とともに、

l()7()ｲド代以降デジタルな地似lを取り扱い、統iil･な

どの脱性データとともに、菩獄・検索・表現し、地

表で脚まれる人間活動の分析のために空間解析や操

作を行うツール（G1SV馬：Ｇ《:()gr散1,1,i(､11,Ibrmll1i(,ｌ１
Ｓｖ篇kⅧ,）が発展した。さらに80ｲ|畠代にはいると、

人l:術jl1や航窄機からの棚ilⅢ１１州iを１脚fすみという

Rｓ（R(､''１()'(ｼｓｃＩ１烏ｉ１唱）の技術も収I)入れられよう

になった今Ｈでは地球環境を把握するためや戦略

的な怖報収集活動に、その観測同数や観測解像度は

ﾉ|洲Ｉ的に進腿し、笈時間で供給されるデータは災に

１１１１テラバイトをはるかに超える1,tとなって、火

際、データの収集速度が、処jII速度を上1111ってきて

いるのが現状なのである。

さてＣｌＳやＫＳを稲械的に活川し、多次元で分

gコンテンツ革命lDiglIqlEq｢lｈｌ７９
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かりやすく地表をⅡl視化するとともに、地衣の変

勤塊象の解|ﾘI，すなわち地衣の形成にはどのよう

な肌!|ﾚＩ|;があるのかといったプロセスモデル分析

((;ISci：(;c〔)gral1hi(･lnA》ｍ１ａｌｉｏｎＳ《‘k,､(}(､）を行
い、さらに進んでシミュレーションにもとづく将

来予測を行って、行勤規範や政碓を.必案し、それ

らの'l1IiWiを流辿・広洲する（(;IH〔･１．Ｖ：（;(似〔)gri1l)ｌｌｉ(，
1,ｌｂ,･nM1tionSel･vk‘e）傾城をジオインフォマティ

クス（G“iIllbrI11ali“）と呼んでいる（図１)。こ

のジオインフオマテイクスは、科学雑誌ＮａｌｌＩ１ｗか

2()()4.年｜ノ1にＭ(,I>})i1,Ｋ()l)I)()rIuIlili(,Ｈという記
!Ⅱを掲俄したように、ナノテクノロジーとバイオテ

クノロジーと並んで、２１川紀の３大ビジネス分野

の１つになると兄込まれているジオテクノロジー

の-iﾐ愛制域である（Cevil,、２０()5)。

ジオインフオマテイクスからのアプローチにより、

地球トータルシステムをとらえなおすと、地球は、

（１）火気、水、エネルギーの術環など地球の憐ﾉＪ

を櫛成する物理化学的エージェント

（２）地表形成に関わる自律的な秩序を櫛成する

エージェントとしての人間

(3)微ﾉﾋ物、仙物、助物などのﾉ'２命エージェン

トの３つのエージェントから緋成され、これら

のエージェントが柑互作用することにより、地

表の混沌（CIlilos）と秩序（0,．〔Ie1･）の融合した

(:1,：M,r(|i(･な11t界（地表）が形成されているとと

らえることができる．そして、'削り的な依ｲ州！

(SI,aIial(lrlx｡,,(l‘｡I,‘:(､）と空間的異賀性（Spali劇Ｉ

|,eIcⅨ)g(:nGity）を称した地表を構成する「空間オ
ブジェクト」の分析によって、解題が進められる。

図1鰯ジオインフオマテイクスの3層． ‘鰯Iﾘ1１鋪
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