
また、空間榊造だけを'''1胆にすゐのではなく、その

榊造を規定するプ1;ルヒスモデルの検,M･については、

（１）空間的なlllI1iI)モデルを僻だし、評i1iiを行うと

いった仮説検証的・波糾的モデルの構築（確心的空

間データ分析:〔｡｡,,｢i１．，，M,1(,r》･蔦1,〔,ti〔,l(Iata&1,,《１１Ｖ:､i識）
（２）空ＩＨＩ的分布をＩＩＪ視化し、イ著城的あるいはＡｌｊ

所的な雫lH仙係を拭ｲj:錯縦的に分析するといっ

た、帰納的・実川的分析（探紫的空間データ分析：

exI)lOmIi)､.sI》&'liilI(ｌａｌｉｌＫｌ１１小黒脂）
の二つのアプローチがある。以上のアプローチを

典休的に災現するために、綱ﾙしたのが次項で述べ

る「デジタルアース｜柵想である。

'3デジﾀﾙｱーｽの構築へ
怖服化卜l:会の水質は、サイバースベース（ﾐ空llll

と区別されたコンピュータのネットワークがﾉkみ'l｝

す仮想空間、デジタルワールド）における意志決定

が、リアルワールド（爽際の実物世界、経済・ﾉﾋ

活・雌業・環境）に先猟的な役荊を果たすことにあ

る。従って、火物111:界のメタファーとして、いかに

11州Ｉが欠落することなくサイバースペースを櫛梁す

るかとそれをどのように利川するかが電妥な課題と

なってきた。それには従来のような「デスクトップ

メタファー（机上卿卿」として、激宇やテキスト

の処理をしてきた．般的なツールではなく、膨大な

地理空間怖報を取り扱い、多解像度で、３次ﾉじゃ時

系列の地球を実時間で災現することがﾛJ能なツール

｢アースメタファ｜が求められている。

サイバースベースを、デジタル化された地JIl1婿'''１

１１州Ｉに雄づいて柵染することによって、ソミ空l川から

仮想空間へのlE碓な７j:像がIﾘ能になり、様々 な''1然

現象や社会経済榊勤などを仮想空間上にﾛI視化でき

る。またlIil時に、この仮想ﾂ誹りを共有している人Ⅲ

図２
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ＩＳＤ唖韓WhllE獅可6yNAgA血冒肖含｢8.曲吋恥、"DZOOO】

と、コミュニケーションを行い、＋llj剛ｊＷ・協,淵

作雌のjﾙを提供することになあ・このような地皿空

ＭＩｌ州iを、多解像IjEや多次ﾉ心で側庇に１，W11すあこと

によって、１１蛎築されるサイバースペースのことを

ここでは、「デジタルアース」と呼んでいる（図２)。

米lklのアル・ゴア前刷大統領は、ｌ()８８年ｌ肌|ﾐに、

来るべき世紀を狐う次11t代の人に、地球へのJll州を

'1雌させるため、このようなツールの開発とデータ

ベースを構築する「デジタルアース撒想」を提唱し、

(;I‘()i1F;プロジェクトなどにおいてその取り組みを

'11姉-ﾘー あとともに、Ｎ・鴨へにプＵジェクトオフイ

スを,洲側したい例えば、「Ｋ・’２１という初等数fi；

にインターネットを導入する・環として、１１上界各凹

の小学校で、気温や鯉I術の災態をjを供たちが測定

し、その結果を電子メールで､I訓に送ると、地

jI1的な分ｲljをデジタルアースｋに'1J悦化して、地球

ｋの環境問題を実感し、葱縦改''1ｌｒの手助けを行うと

いったことが試みに行われた《，

さて、このような人碩の1.,州噛源をⅢ発し共有化

-ﾘー る状みは、まず人頗のj;'1の盗順をデータベース化

すX)デジタルライブラリー・プ11ジュクトからはじ

ま{)、次に全ﾉk物の身体11V州を典ｲiしようとする

ケノム・プロジェクトへと進鵬した。そしてさら

に、地球の環境を解明し典イルようとするデジタル

アースプロジェクトが、ビッグサイエンスとして蓋

jルし、米ＩＨＩの科学財ﾄ恥剖･.も２()()()年から水絡的

な〕参算化に満手しようとした､，しかしながら、ゴ

アを大統領選挙で破ったジョージ・脈ブッシュが

2()０１年Ｉﾉlに大統領に枕1fしてからは､公的な機

|M1からデジタルァースのi１.蝋釧'lえ包ll1i的な取り組

みはなくなり、仙別技術の収I)細みにとどまってし

まっているのは残念である。他〃、IIil際的な研究者

ｺﾐｭﾆﾃｨをI+Ｉ心に､１９９()年に第・InIのデジタ

ルアース同際シンポジウムがIl1IIiIでIMI|Mされ、その

9コンテンツ莱命DigiIolEo｢Iｈｌ８１
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後２年ごとに、カナダ、チェコ、１１本で11洲Kされ

るとともに､2()()()イド３ｊ･Ｉにはl副)|':（11,1(‘rIlflli()１１:'１

爵｡(･耐>･んrDigitalEarll'）が北京で11“され、新

たなI』iI際的な取り組みが始勤し始めている（''111):/／

帆､１Ｗ.(1噸l閲11､arlIl-i扇《I(､.‘'r{g/iIMl(･入.lllml)。

'''4柳;X謬需現する横術と
デジタルアースの鮮築に必典なj,喋本技術は、イン

ターネットＣｌＳと呼ばれる技術である。これによっ

て、ユーザは地JII1ﾂ馴州州lを検索、jWIrすることが

できるし、また提供荷は係ｲiする1.,i州lを公ＩＨＩするこ

とが可能になる。具体的にデジタルアースは、ネッ

トワークで結ばれた地珂空間愉椛を、ブラウザーに

おいて様々 な解像度で３次ﾉじゃIIfllllを含めた多次

元の地球を炎現するユーザーインターフェース部分

と、多撒な↑州棚から提供されるﾉkのデータから、

必要なh'州lのみJ111111．炎永するメカニズムの部分、

および各プロセスモデルのシミュレーターの統合に

より構成されている。これらを具体的に実現するた

めに、例えば、前述のゴア紬jrの''１では、以ドのよ

うな技術叩lが紹介され、それぞれの分111:の|)M発が

j勤&している。

【コンピュータサイエンスｌ現実の世界を超高速コ

ンピュータを川いて、モデル化し、シミュレーショ

ンを行う技術

【火容11tストーレジ１敗T兆バイトにもおよぶ大Ｗ）

地球にIMIする1洲Ｉをデータベース化するための技術

【高解像度人_l具術jlllIIIi像】インテリジェンス・コミュ

ニティなどで培われてきた、尚解像度（1ｍ解像度）

によるlI1li像1洲iの＃術技術、３次)tの粘密な計測技術

【広域'1MＦネットワーク】デジタル・アースに側する

図3／デジタルアースのフレーム
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ﾘ5鰯蒜琴iSの進展と

蚕．回i画itaIEarth

である。ネットワーク社会に必要となる唯水的なプ

ロトコルはこの２１Wで災現される。１部の２１１１iは、

火際にネットワークを活川して、↑,州iコンテンツを

流辿させ、ルt終的なユーザである、行政や企紫、Ｉｉ了

民、ＮＰＯなど社会柵成要素に対してサービスを提

供する機能をｲ『している。

９
．
Ｊ

TI1eWeb･WideWorId
OQ国｡Pq心面１～ｰｰ画O

Ｇ□■申■Ｆ６字１■隆色●ｂ■｡｡▲些一ﾛ凸■■ｄ戸

Earthの地球IIIIi像で炎紙を飾り（図ｌ)、Ｔｌ'《･Ｗ,b‐

Ｗｉ(ｌｅＷ１ｒｌＩｌという1ilrliの111でcoOluJ（oI11iIrll1、マ

イクロソフトの１．il･lll2llEarIh，Ｎ,IH､１のⅧ)1.1〔｜

Ｋｉｌｌ。など、代炎的なデジタルアース狸,Yiをし

gコンテンツ革命lDlgiIoIEorlI11８ヨ

分散されたデータベースを、尚述ネットワークで桜

統する技術

【相Ｉ鯉川性Ｉ（)l'(Ⅷ(>eosl〕ati遡lコンソーシアムな
どで検討巾の、アプリケーションソフトウェアや

データの棚1K迎川ﾔliを確保する技術

【メタデータ１「データを,蝋Iﾘlするデータｊに|M1する

標fVL化l鋤Wとそれをjllいたデータ検索クリアリン

グハゥス技術

【その他l1llIi像データのl]勤補砿技術、災なる怖報

源からのデータ伽合技術、ＷＥＢにおけるﾂ洲lデー

タをリンクさせるエージェント技術など

に空ＩＨＩ的な検索をlﾉ|iえたＩローカル検紫」･ﾘ･－ビ

スがわがlIilでも提供されはじめた。従来のインター

ネット検索では必要な視覚的1洲iがi¥られないが、

これらのサービスを使えば､現地にいるかのように

そこで可能なことを検索できる。マイクロソフトも、

'1リ嫌の「MSNViI11IKll腺ｌｒｌ}Ｉ（''1111:"ＩｉｒＩＩ１ｉｌｌＩ､i''１１１．
m息n.（･‘'１１１)｜をリリースし、ユーザはローカル検索

で見つけたjﾙ所を、，御ｌＩな地lxlと航空４１j:典ｋで勝

定でき、二次ﾉCで烏職できる。さらには、多解像

度の術l削IIi像などを使った膨大なコンテンツをⅢい

て、畠次元の地球を'''化に可視化できる「(;0.俣l(‘
恥rll1」の験jﾙで、今まで地図とはあまり側係のな

かったネットユーザたちが、初めて地似lや術jIAllIIi像

の面白さを感じて、いろんな使い方をどえる契機と

なったようだ。この「(;()()H1(，マップ」や「(;〈M){uj(，
胸'111|、「ＭＨＮＶｉ１１ｌＩ:''1‘】棚11,」の公llllは、（;ｌＨの111：

界にとって、ノくさなインパクトをｊｊ･えはじめているＵ

科･学雅'譜の:、ａｌｌ１１．eは２００６年２ノＩに(;()()12J(、

さらにデジタルアースの実現のために、ＩＨ()の

オープン分散処JIlのリファレンスモデルに雌拠して、

デジタルアース・リファレンスモデルもlルパされて

いる。このモデルを参必･にデジタルアースのＩｌｉ成腿

素を蝋リルたものが似'３である。Ｉ部の２ル1はサ

イバースペースを実現するためのネットワーク技術

ＮａｔＵｒｃＶｏ１．４３９０１６FcbruDryD2006

Mapplngf◎ｒｔｈｅＭＡＳＳＥＳ
ＣｈａｎｇｅｉｎＰａｋｉｓｔａ、Earthquake

図4／科学雑誌ＮＡｒｒＵＲＥでの特集記事

■。唖＝近年インターネット上での地同サービスが急速

に広がっている。とりわけ、インターネット検紫技

術でI|；例的なIlijﾙの,榊価を得たＣ(x唱|<』が提供す

る「(;()()Ｈｌｌ､マップ（''111):"'１１机I)潟.牌)()91(．.(･（)''１)｜が
2005年に促仙されて以来、地図サービスが多くの

人に利用され始めた。ゼンリンなどの地似lコンテン

ツが利川できるようになり、インターネット検索締
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Ｃｈａｐｔｅｒ４１ｇ－ｔｅｃｈｎｏｌｏｇＵ］

ビユーし、秤御川究やI|眼参加をはじめとする多く

の分１１ﾘにおいて、Ｗ(･')マ'ソプ･り．－ビスは今後、怖々

ﾉJが禿猟され、大衆化していくだろうとしている

(Butle1.,2006)。

筆者は2005ｲI§を境にして、ＧＩＳは人きな騰換、

嵩って見れば社会でのﾉ蛾ツールとして利川する時

代を迎えたのではないかとけえている。それを象

徴的に示したのが、２００５年６ルkにサンフランシ

スコで開かれた州･I,(｡r(･2.0」というカンファレン

スである。従来の(;鵬のベンダーではなく、マイ

クロソフトやグーグルなどインターネットのi；役

がiﾖなスポンサーとなったこのカンファレンスに

は、１１t界のＭ)側係の|＃1発とf、研究者たちも参加

して、次世代のインターネット上で位置情報の利用

のあり方力識識された‘「(;CO農leEarth｣や｢現,ho('１

MK,I)農」の:ｗＩいI)I)Ii(･ｉｌＩｉ()1,1)r《)Kr&ｌｍｌｎｔ(､rAl(･(･馬）
を公側してユーザにI‘'''1に使ってもらうという枠

組みがいわば「Ｍ１(勘r《､2.0」である。これによって、

CISに関係のなかったソフトlIM発荷たちがWPI)サ

イトの１１に地似|や位洲洲lを収り込んで、どんどん

折しい位州洲lサービスの{|:細みを作Ｉ)飴めた。

例えば、（;()《)91(･Ｍｉ１ｌ'淵/EllrlI1をとりあげると

((;()(〕gleMal〕が:いI】(､hr()､{)l1sjavaS(､ril〕t十ＭⅥI‘

い〕錘）でダｳﾝﾛー ドｲ<要のﾘｯﾁＨＴＭLアプ
リケーションを作っているのに対し、cOOgl《｡｝;nｒｌｌｌ

ではユーザがクライアントソフトをダウンロードし

なくてはならない|峨峨があるものの)、カスタマイ

ズやマッシュアップするためのＡＰＩやマクロl-ir1iH

KM1‘（KCV}'('1(．Ｍ&''1､ul1l剛１脚'昭〔･）の技術資料が

公|＃lされ（１１１１１):"www.k州･IⅡ)l(､.(､')m/k''１１/k'''１（l()〔､.

|ｌｌＩＩｌｌ)、その他のツール（SI､(､l(･１１１IDやＩ)I)r《)111(?!．）

などを用いると、嵐、線のみならず、二次元や三次

元のポリゴン、而像等をCoogleEarth上に亜ねて
クライアント側で炎,ｋすることも可能で、その納果

をメールやブログで|､1,,|ファイルをホすことで人

に|Ａえることもできる。「(;(M,luJ《,伽ｒｌＩｌｌｌｉ１ｃｋ烏」と

いうサイトでは「(;｡｡ド|(･Ｉ'》ilrlh」を使ってできる
ことが紹介されていて、そこから数行のプログラム

ソースをコピーペーストするだけでｎ分のサイトや

[１分のアプリケーションに'111雛の仕組みを組み入れ

附築できる。例えば、《,,,のケータイを捗っている

人は、GPSで取った''１分の位附怖報をパケット通

備で送るだけで、自分の)１１鋤iIiを[1分のホームペー

ジヒの「c()()９１(Ｍ叫)烏/ﾄ:剛,･１１，」に1､ラッキングする
こともできみ。

このように、社会をＭ１成している様々な人が多

嫌なデータを提供し合いながら、位侭情報利用が

どんどん広がっていくメカニズムが動き出し、社

会の雌稚的な道典として(;鵬の利川が始まった《．

｢''1'(;幅（＝Ｐｕ１，１i(､Pnrli(･ilMlli‘)11（;IH)」の分野で

も、GOO恩'せといったブランドノJのある企業が､オー
プンなデータとユーザビリテイの問い利川サービス

を提供し始めたことで、この波股効果や影響は大き

い｡これまでどちらかというと杵~ｆしにくい分叫

だった(;1Ｈが、脈でも1WilIiに利川できる参川lxIの

ものへと変わり始めた。これは、（;腸の第２フェー

ズ、「ＣＩＳ2.0」の時代の到来と,やえないだろうか。

6.今後の展望

「デジタル1洲嘩命」と呼ばれるように、情報を収

集・処理・伝達・炎現・帯Wi・統合するといった傭

W雛盤技術は急速に進腿している。近未来では、傭

Wl家11iなどに兄為ように身近なあらゆる機器や観測

装悩にコンピュータが内装され、ネットワークに接

続されるといった、「ユビキタス・コンピューティ

ング」や「フィールド･コンピューティング｣､｢ウェ

ラプルコンピューティング」聯の11上界が想定されて



いる。「梢報化ｌは細分化された‘hWMの併積を可能

にするだけではなく、それをベースに統合し、阻休

の日的意識に即したW州Ｉ化された'1上界のI職築を'!｣「

能にするであろう。

これまでに令球の｣luJ111ﾂ剛Ijl)'州(をI|鋤iしようとす

る拭みは、Ｉ(.:１Ｍ(;H1'の「地球jJA桃のモデリング

およびデータ肥録」をはじめとして、まず科学荷の

間で検討がスタートした。その後、1994年からは、

わが同の同土地理院などを中心に、「地球地図構想」

も進められている。さらにffIH1の地岡作成機関を

''１心にして、「地球空'111データノ,L盤（(;sl川''111):〃
www.g爵(li.()r苔)」の検,|j'も行われつつあるとともに、

じNEl'一Cl{l、などの川際機側でもｸ剛１１データ整備

は進みつつあり、２()02年のヨハネスブルクの環境

サミットでも今後の終I1Iliについての提案があった、

I’ｽ゙ でも、ヨーロッパ綴肌の雫|州州眺撒を柵築し

ようとするＩハSPll{卜)（11,｢,r;,鴬ｌｒｌＩ(･lu1･〔,lbI･SIj&lliと,1
11,｢Ormali(》ｎｉＩｌＥｕＩ･()l)(.:1,111)://ｗＭｗ.(X‘-9i鼠.(〕rg／

in急pire/）プロジェクトも椛進されている。これら

の空間情報些撒をWi極的に棚Ｕして、地球環境と

人'''1安/ir保陳のための対応能ﾉJを,１Wめることを欺似｜

した、ＣＭEＳ（(;l()I鵬,１Ｍ(〕1,iI(),.i,１Ｋ()1.EIwil･(〕nmFnl

al,〔lSecurity;hulj://WWW､脚'１(謡.inlb/）プロジェク
トも2008年をＨ標にｿﾐ施されつつある“

さらに２()〔)３年には、（;８サミット（()ﾉj、於：

仏エビアン）及び地球剛測サミット（７ﾉl、於：米

ワシントンl)C）により、令球観測に関する国際協

力の強化と、地球観測に側する作業部会（GE()）

の設慨が合意された。現在、各同において、将来の

地球観測システム榊築のためのＩ()年奨施計II11iの堆

本的枠細みが検111．されておI)、２()()Ｉｲ|§Ｉﾉlの＃〔ji（

地球観測サミットにおいて採択され、（j８サミット

にWI告されるとともに、災施,i１．１山iが紫定され２００５

イド２月の欧州地球伽11リサミッ1,において採択され

鼠圃罰樋l彊薗戒ｈ

ている。

．〃、統合地球観ｉｌＩ１戦略の辿特に州ｌ１するlkl際機

側やlKI述機関１４機関で織成される統合地球剛illl賊

111ルバートナーシッブ（IGOS-P）においては、テー

マ伽にユーザ要求と既存及び将来の肌il脈llIIIiの過

ｲく足分材を行い、改稗のための1i世'11締1.llIIiを縦定す

るテーマノノ式を採川されつつある。海洋、令球炭

茶棚環、イ零球水循環、陸域災秤の．lテーマの戦略

,汁lIIIiが既に承認され、今後これらのテーマをいか

に実施していくが課題となり、全球地球観測シス

テム（(;１１;()論：（;I〔〕l)､11知111（)l)訓､【･MIIi{)Ｉ１ＨＶ訓(､ｍ

111.ｓv訓(､1,,肘）では、共通な利川ニーズとして、次の

りつの｣、lが公共的利益分野として股定されている｡

災蒋

6剛Ｉ

エネルギー

険

水

気象

41燕系

磯誰

生物多橡性

自然及び人為起源の災害による、人命及び財
産の損失の軽減

人間のf弧Iと福祉に影響を与える蝋ljM要因の
理解

エネルキニ資源管理の改善

冨駕と変化の露評風予測露お
水柵環のより良い理jWを通じた、水資源嗣里
の向上

気象情報、予報及び警報の向上

陸域､沿岸及窃両洋生態系の悟理および保護
の向上

持続可能な農業および砂漠化への財Fi冠dXi

生物多鯛生の理解監視、保全

表９つの公共的利益分野

さて「(;ooglPEarthjなどにみるように、

(;()｡偶l《･やＭｉ(･ｒＩ鳩｡ハなどの企莱が、111:界Ｉ'1の空'''１
↑,I州lコンテンツ（婿1111‘h'柵だけではないが）を典め、

部をオープンにする動きが近年顕沸になってきて

いる。これまで、国など公的セクターや研究許コ

ミュニテイーで進められつつあるコンテンツィ制lIliと、

gコンテンツ革命IDigiloIEorlhl８５



ｌ８Ｙ５

Ｃｈａｐｔｅｒ４１ｑ－ｔｅｃｈｎｏＩｏｑＵ］

この1ｔ間企業（11､社会での勝汁企災）は、今後ど

のように述挑していくのだろうか“』し体的なデジタ

ルアースの麹茄柵築の推進にあたI)、現炎的な雌官

学が此伺参加するテストベットがまず必災であろう。

それを通じて、相互運川ﾔkなど技術的裸迦やプライ

バシーにIM1迎する法令的,M1胆点、デジタルド|:会に必

腿ｲく111.欠な牧ｆｊ§や猟境などのコア・アプリケーショ

ンなど幾つかの代表的なＣｌサービスの|Ｉ1発が強く

進められることを期待したい。

今後は、尚速伝送ネットワークやインターネット

雑Illで、嫌々 な地域からデジタルアースを利川する

ことができるようになる。例えば、デジタルアース

のケートウェイによ')、‐f供述は、｜#物館に行っ

て、宇市空間に浮かぶ地球から、’'1ｲI;に大陸、地域、

ｌｊＩＩ、部IIj、コミュニティへと叩次,Wi解像度にズーム

インして、探索したいところに、服法の紬幽にのっ

ているかのように、３吹ﾉ6の地形の''1を探検できるｃ

また、ハイパーリンクした械々な、デジタル地図、

ニュース、Ili1i像、新聞、1-1述紀録などマルチメディ

アW州Iも緋ることができる。１１洲Iを遡ることも111能

で､l()億ｲ|§の地球の雌史やさらには玄雌法Illiとなっ

てシルクロードも擬似体験でき患ことになる。

さらに今後の社会は、インターネットへのアクセ

ス機能をもった組み込み川のワンチップマイコンな

どの聞発によって、ユビキタスなセンシング環塊が

蝉〕ける。それらの‘|･,州Iが、デジタルアースを皿じ

て発儒されていくのだろう。そして雌終的には、そ

れらがネットワークでｲ111K巡イルして、コンピュー

タネットワークの中にこの''1:界のコピーが丸ごと柵

梁されるとことになる。このような11t界の突現に

よって､｢地球'１鰹」や「地球社会」といった概念は、

典塊化していくものと期緋されるこのように､日々

の篠らしの中で、時空を旅することがⅡ｢能な時代が

やってきた。司賜遼城|;氏は、災族とは、文明とは

そして'１‘I家とは(IIJかを問う旅を「街道をゆく」で行

い、IHl家のｲj:<末をどえた．これからの'1t代は、デ

ジタルアースで、地球の行く,kを砦え、実際にそれ

ぞれの地域でフィールドワークを行うことになろう。

'1蝋|:ｱーｽの具体鯛な展開一
縦稀らは、デジタルアースをまずアジアから始

めたいとどえており、Ｗｍ－ＣＩＳの技術をlIII指し

て、アジアの人が窄間11'噸を参加咽で提供し、典

打する枠組み「デジタルアジア」の櫛築を始めた

く１，１１１)://wwⅥ.(li偶i【;Ila駒i剛.詞n,I､(．i,ﾙa(｡.』I)/)。
アジア地域においても地球観測衛星データをはじ

めとする地理空lHl怖報は、都lij計画、森林管理、盗

源補J''１，防災IiI1llIi、’'1然災fIfモニタリングなど、広

く従利jllが似'られつつあり、政餓決定のための必艇

なツールの１つとなりつつある。しかしながら､デー

タや傭報のjWj,のためのメカニズムや傭祁技術や

ネットワークjjWI境が未成熟であるため、関係諦機ＩＭＩ

やユーザ111で枇械的なW州iの柄川、典ｲi、州１１利川

が進んでいない。

そこで、アジア地域での地球観測衛星データや地

理空間情報の利川をI|雌するために、慶懸錐塾大学

が文部科学竹の'､jを術フロンティア事業の補助を受け、

2()()１年庇から５ｲ鰍I1IIIiでデジタルアジア(1)igilK1I

ﾍ篇i;,）柵想の検Ｉlが､ｊＡＸＡ（'脚ii航窄{ﾘ|:究IHI発

機柵)、アジアl:ｲ:I火'j：:（AIT)、その他の'i･:耐機lMl，

大学などのMﾙﾉJをi(卜て進められつつある。この撒想

では、ネットワークｋに分散して存在する各研究機

側、研究汁、Ｎ(;()などがそれぞれ脚ら１N/:ち上げた、

h州lの発'1Ｗ･一バーをボl､ムアップルtによ｛).11111：

に皿j11することで、窄ＩＨ賊報のワンストップポータ

ルサイトの柵築が進められている（図5)。

そのため、（)I〕(心１１(〕FospaIialコンソーシアム
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図８デジタル

アースブラウザの

例（DigitalEarth
Browser）

ている。鮒二に｢デジタルアジア･コミュニティウェ

ア・プロジェクト」では「デジタルアジア・プラッ

トフォーム」の活Ⅱlにより、現在の環境を1Ｋしく

認識するとともに、そこでのコミュニティの形成や

コミュニティにおける情報や知識の生成と伝述、共

有を支援するコミュニティウェアを開発する。第ミ

の「デジタルアジア地域戦略柵想プロジェクト」で

は、上記の二二つのプロジェクトを総li1iし、地域柵想

の立案を行い、IRI際的な相爪理解の胸戊を促すと共

に、多様な人材のfif成と交流を凶るものである。

以上のように、↑IWMプラットフォームのデジタル

アース、すなわち（;鵬２．()やメデイァブラウザを

積極的に活川することによって、世界の現状をI[し

く認識し、未来社会を腿望するとともにあるべき像

を先導し、地球環塊保令、災害符理そして排統的

なiﾙ1発のために''１ををすべきかを{ルパするといった、

デジタルアースの本怖的な笈利用をアジア地域で鵬

附していくことがｲ拙想の妓終'二|標である。２()()(）

(0Ｃ(.:）で１Ｍ叩化されたＷＦｈＭ:'1)'ｌＷｌ１Ｉ１()i()ｇｙ
(ＷＭ'1,）聯をｲ;lljllした、インターネットベース

の地理備棚システムを油川している。ＷⅦ'技

術を用いて、い'蔦（Weh1nal)Ｓ(Prvi(･(､)、Ｗ(鰯

(ＶＭ〕Ｃｏｗｒ準(‘Ｈ(｡r１．i(pt塾）やＷＦＳ（脈､I)Ｆ(､ｉｌＩｌＩｒｅ
Ｓ(．r,．i(･《､)、カタログサービス等を実装して、参加機

M1がj山球剛illllデータを姑めとする雛々 な空|州ＩＷｌｌを

綬録し、州ﾉI:に皿川することにより、データや1)Ｙ

報の共有がIi｢能になると同時に、多くの市災がこの

データベースをiiIijljし、参加型で新たに'ｈ１州｛を付加

していくことがlUl緋される。

本研究では、１Ｍ:界仙としての「視野｣、llL界脱の

Ｉ'1で自身を位枇づける文脈としての「視雁｣、似数

の文脈の交錯を解き|ﾘ}かす手掛かりとしての「視

点」の三つのレベルのアジア的多様性をIMI提とした、

ネットワーク１１#代の地｣州肌1の成案と‘ﾉ副Rを支援す

ることをⅡ的としていゐ。

さて、本､'1の地域の現状を知るために、Ｗｆは、

大きく二つのアパレイタス（分析装置）が必要であ

ると考えた（例(〕)。

すなわち、第・は、容観的な雫l川hIifllをjlW1ﾄし、

炎永解析することが'11能なジオブラウザ（似１７）で

あり、鋪鳥は、人々がその地域をどのように偲倣し、

どう変えたいと勝えているかといったコミュニケー

ションの前提となる地域,惚識、いわば人々の地域を

巡る概念（オントロジー）をニュースから１１１１川する

ことで収集し、マッピング（これまでの人々の卿党

認識の概念の獄み11tねと連関の表現）するメデイア

ブラウザである。

其休的には次の三つのプロジェクトがある。鋪・

に「デジタルアジア・プラットフォーム・プロジェ

クト」は､多州蜘災･多次ﾉCの地理空間’|･,I州(をi1Wllし、

多様なデータベースを統合することで、地域間で典

有し祁皿巡川Ｉ１ｆ能なプラットフォームの椛築を行っ
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年には、その鮒・歩として「アジア防災・危機杵理

システム」の側築に向け、アジア人､ド洋地域'御l職

間会合（:WRS.Ｗ）において、センチネルァジァ

(Sentil,(‘l-Asii,§アジアの慌悦１１）プロジェクトが

始助し、デジタルアジアの典休的な利川が展開しつ

つある（llIlI)://11ｍ潟罵.tksc服,xlIjI)/蔦(･iIIi111.1/)。
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律を手段とした経験
（実現）iIｺﾝﾃﾝﾂ消費の姿
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(溺肖費に組み込まれる創作とコミュニケーション

ｉｉ１峨行肋のもう一つの特徴が、ｉｉＷＹとインタラ

本市では、ｇコンテンツの特徴である情報コンテ

ンツのグラウンデイングの懲腿について、１１Ｗ蹄行

助の鋤蹴から検ｊｉすあ。将に近年は、Ⅱ雌やコミュ

ニケーションといった1{ﾘIiliがMn容i11i仙の創造にとっ

て砿要となってきており、ｇコンテンツの消蜜にお

いても、グラウンディングによって、どのような綴

験liIli航やコミュニケーション機会をﾉkみⅡ｝すのかが

問われることになる。また、インターネットや}j蹄

屯話の普及によって、人々の時間や空間に対する意

識や感覚にも少なからず変化が喪われており、コン

テンツがグラウンデイングされる時空間の炎現につ

いて新たな検肘が必災となる。以1,.、雌近のilW蹄

行動やﾉl;活者の時空感覚の変群についての特徴をlﾘ}

らかにし、それに基づいて今後のｇコンテンツづく
りやその普及についてのj瀞|･を,(す｡

ケースカ輔えてきている。物が無い時代、あるいは

腿IWWサービスだけで；鋤ﾘ化ができた時代には、イ《

足や不油を充足することが澗凹者に効川をもたらし

ていた。しかし物やサービスが溢れる現代にあって

は、むしろ思い出に残る、そして'1分らしさが感じ

られ為牒肱のﾉﾉによりﾉくきな価仙が)IL川されるよう

になる（Ｍ１)。

図１／消費の意味と内容の変化
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I消費の経験価値

コーヒーｼｮｯブやﾚｽﾄﾗﾝでは､ル狐がv〔を

挽き、おiﾙを注いでコーヒーをlllI川し、カップに

入れてミルクや砂111iを添えて粋人に出す。ここでは、

洲曲者に対して、コーヒーという製1V,の価値と、洲

JIMや給仕というサービスとしてのlilli順が'j･えられて

いる。ところが、人奴のカフェで兄られるように、

カップや、飲みﾉj、インテリア、１１(;Ⅱなどの-1ﾆﾉと

によって、また誰とどのような会諦をしながらコー

ヒーを飲むのかによって、コーヒーの消費から得ら

れる価仙に大きな述いがﾉkまれ為。

現代の社会には腿IYIとしての物はあふれていて、

それだけで１．１新しさや価仙を)ILいだすのが難しく

なってきた，またサービスについても、iii単に真

似できるものは次第に伽格航1ｌｂ･に追い込まれていく
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生活における

不足や不満
（ニーズ）

商品やサービス

樟の選択と附買
〈充足）

且

IWiIVIやサービ

生活における

自己表現
（欲求）

テクストをどのように設計するかということである

(パイン11．ギルモア，2005)。情報メディアやコ

ンテンツのilWfをどえる場合も、そのような耗験的

川仙を''1心にとらえていく必要がある。

街、あるいはインターネッ

■

品心ﾘ』鷺n%、

ステージのｋで、消賛昔の経験がiij拙さオ

そのような維験的消Y1iにおいては、

'しること帝

スはあたかもﾘﾙ台道典のようにとらえられ、ノ,1棚iや

卜といった搬々なﾉ姉1iの

に迩味を与える文脈＝コンビス、そしてiiIifYの経験

皿じてlilliIlfiが611造される。そこでのi殺はあくまで

il'Ｍｆ片であ})、企災にとってのM1蝿は、Ｉ州/,やサー

４

ｇコンテンツと価値創造

変容する時空感覚


