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ティブなコミュニケーションとの幣接なlMlわりであ

る。岐近のilW州の|雌わ．ロセスの緋微をｲill川する

と、依然としてテレビや総譜などのマスメデイアの

広告による商雌の認知の効果は問い。しかし、その

後の行動としては、（;()0恩11‘聯のインターネットの

検索エンジンを利川してI耐Ｉの1洲Ｉを災める、ある

いは、棚,Ｍ１の比'股サイトなどで、|柵,のIﾉ僻やlilliWf

を調べ為といった方法が般化している。また、そ

のような悩椛を参鯵として商,Y1を選択し、雌人にい

たった後には、Ｉ剛ﾉＩの伽ij維験や感想などをI‘1分

のブログや瓢Ｓに,11･き込むという行jﾘﾉが発生する。

このことが、さらにまた別のi'Ⅶ階の検紫やIIMY1の

検討に利川され、その総采、洲1蹄どうしのコミュ

ニケーションがI|賊行励の''1に術猟的に細み入れら

れていくことになる。

企紫の''1には、そのようなｉｌＷ(･洲'1のコミュニ

ケーションのjﾙを噸lxI的にl'州:のＷ‘l)サイトの''１

に組み入れる場合も恥えてきていゐ。その先駆けと

なったのがＡｍａｚ()1,.《‘(),1,であるが、’'１じょうなア

ブローチは嫌々 な分１１Ｗ)企雌のサイトに拡がってい

る同コンテンッの分Ⅲfでも、例えばインターネッ|、

を利川した1.慨!』州,;サービスでは、,;iiiがどのような

音楽を聴いているのか、この7f楽をダウンロードし

た人は他にもどんな冴楽をダウンロードしているの

かといった↑,I州iがjIiｲ『されていゐ。いまや、洲1ilf

が猫↑するメディアの影郷ﾉJは企梁にとって肌祝で

きない存花となっていろ。

ＣＧＭ（(】()､瓢ｌｍＰｌ．（;(４１１(暖,．&,！(､(１Ｍ(‘(liil）のこのよ

うな人気をあくまで・Ilfの流行とする1,,Lﾉﾉもあるが、

l1i$や１１コミは、そもそも人lllIにとっての本能的な伽

11ﾘjである。脳はその』ﾙ物がどんなI:|:会を形成す為の

か、またその社会がどれくらい大きくて似雑なのか

に相関して大きさが変わってくると‘.『われているが、

特にサルとヒトでは体,1虻にIliめるﾉJIihi皮髄の,ItlItの

４変響する時空感覚

割合が他の動物に比べてかなり大きいこれらの櫛

の卜|:公卿J1の＃雌の拡大にともない、その111で敵と

味〃を兇分けることが生作にとって徹めて喰要とな

り、そのような環境の応力がサルのグルーミング行

勤を、そしてヒトの言語や柑手の心を読む能ﾉJを

発述させたのだという脱もある（ダンパー，１９９８）

今１１のil1峨勝にとっては、撒々 な洲I蜘象の111から

I:1分にふさわしいものを選びとるために、そしてど

の企巣が1.1分の“味ﾉj”なのかを見極めるために、

他のiil峨汁、そして企業とのコミュニケーションが

求められるようにな為。サルにとってのグルーミン

グがそうであるように、インターネットで繰り広げ

られる11コミは、ｉｌｌ蝋するヒトにとって心地良い快

感をﾉﾌ゙･えている。

Ｗ縦における維験やコミュニケーションの側而が

'R艇になるにつれ､ill峨什はかつてのように企難が

ﾉ|推した111i仙を唾け靴こijK受するのでなく、むしろ

企災とともに、そして他のil1畷若とともにliIi値形成

にＩ,M械的に参加していくような存在に変わっていくｃ

!げに、デジタル猟境のもとに育った群荷たちの間で

は、テキストに限らず、映像や什楽の作,V,をパソコ

ンで細架してインターネットｋにアップロードした

締験のある割合も蝋えてきている。かつてトフラー

が州､１けたプロシューマとしての消費荷が今後の

マーケットの'11心的ｲＭ;となっていくだろう（トフ

ラー．Ｉ()82)。またプラハラードとラマスワミがＩＨ

ｌｉＷしたように、・人のi}Ｗ勝の背後には様々 なｉｌ１竣

荷のネットワークコミュニティが存在している（プ

ラハラード・ラマスワミ，200-1)。そして企業も単

独ではなく、梯々なｉｉ休間のコラボレーションに

よって州11,やサービスを作I)川し、流皿させているｃ

今後のＸコンテンツのビジネスについても、そのよ

うなデジタル・プロシューマと企業との価値典創の

ネットワークを前提にして考えていく必要がある。

gコンテンツ革命｜変容する時空感覚Ｉ９１
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助吻

且いに近況や存在感を伝え合うことができ、仲ｌＨｊｌｌｉｌ

ｔの時間もそのような稚観的な時間が断続的に交鮎

するＩｌＩで・緒に動いていく感覚がある。

１１剛ⅢIIIlやタイムテーブルによゐ社会的な11州lのルリ

整法とは大きく異なり、３NＳでは、それぞれがI‘１

分に合わせた串活リズムで時間を使いつつ、しかも

'２１分とつながる仲間たちの時間の流れともlIiI1iMでき

コメントをしたり､｢足跡」を残すことができるため、

;|変容する時空感覚
図2／ＰＣとケータイの情報行動の違い

日切■’ １１肋10-:，餌，１’

を糊集していくので、そこには-1畠観的な'1洲lが並行

して流れている。また、仲Ⅲlの肥１１に好きなときに

ン－（ﾒｯｾージ発信意での思考やj織）

Ｉ種！｣駕蕩|耐

巡絡する、仲M1からの１１噺の知らせによって符ち合

わせの〕宛を変虹すあといった振卿いが、Ⅱ術茶飯

‘1Fのように兄られあようになった。I'ilじＩＴの粋及

といっても、。｛揃のパソコンの状況では、様々な

ﾉ|折jﾙ而での行動や１１鰯Ｉと、１唾メール聯によるそ

れらの出来'1fの仏述には、'1洲|I的にも｣ﾙ)ﾘi:的にも必

然的に附たＩ)があった。｝鵬'柵uIWiはそのギヘ,ツプを

ほとんどIWil'』し、↑!:肋とj邸;の進ｲj:を1tll的、Ⅸ射

的、あるいはI淵盤的な結びNきを111．能ならしめたの

である（似１２)。

ｇコンテンツはﾂ訓賊報と紺づけられたコンテン

ツであるが、コンテンツの利Ⅱ1汁ないしiii餓背の倣

珊からg･えゐとき、コンテンツカ制づけられる|I州ｌ

や篭lIlIの炎』↓が、利川併のﾉ|術スタイルやﾉli1il1i火感

に兇合うものとなっていなければならない。特に、

近年の様々 なl(】Ｔの杵及やライフスタイルの変化

に作って、ノi耕勝のllfllIlやﾂ削'１のとらえﾉﾉにも少な

からず変化がＪ１れており、そのような州'1iを把1Mす

ることがＫコンテンツの股il･にとってもｲ《'1Ｊ欠で

ある。以ﾄ゙ 、ｌ鵬柵ljIiﾙ、HNH，ネットワークゲーム

EartllBr('w畠(､rを取り上げ、それら力戦々 の時間や

雫間に間する1蜘世をどのように変えているかを兄て

みようハ
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行動

信

②間主観的に交わる時間と空間

撫i瀧話と何様に､ブログやＳＮＨの流行も、人々

の時間や空lIljに対すあ愈紬の変祥と紬びついてい

る。ブログは震,lfきたいときにルけば良い，１，１分がコ

ンテンツの制作者であるから、帯く内容やタイミン

グ、頻度などは、全て自分の思いのままである。つ

まり、そこでの情報!X新は非常にパーソナルな時llll

やリズムに従っている。昌噸は、Iirうなればブロ

グのようなｕ記的記１fを友だちや知人Ilill:でおJ1:い

に覗き見しあうためのサービスである。自分も、ｎ

分の仲間も、それぞれの生活時間の流れの中でWffM

Ⅲ)ケータイ世代の行勤被式

はじめに、イ蝦ｉ池,冊の杵及にともなう'k活行動パ

ターンの変化であるが、これについては、ケータ

イ''1:代と呼ばれるW櫛の↑j:動にMi醗に表われている。

そのＩ化代の'''1では、ある人と対liWで話をしつつ別の

人とメールでjIu紺を収り合う、災い物I|』に見つけた

|蹄&についての怖服をメールや芯訴で直ちに仲間に



るといったように、より柔'肱に時'111がI;l:会化されて

いる｡これまでの社会では､時‘il･やカレンダーといっ

た客観的な11州I'IiIIIに１１分の主観的な時lHIを合わせる

ことが求められてきたが、今後は、むしろ-噸観と殖

観がネットワーク的に炎わI)合う、問主観的な時洲

が′|飛櫛にとってリアリテイを１Wしていくと〕号想さ

れる。一人ひとりがI告１分ならではのⅡ州lや窄間の仙

い〃、そして''1分を中心とした人間関係を大切にし

たいと答えるようになり、そのような価値怠識を前

提としてコンテンツのグラウンディングを笈現して

いく必要がある（似１３)。

図3／ネットワーク的自己の情報価値

N侭

ﾛ

面jアバターとして没入する仮想空匿

不ツ トワークの''１のh州lやコミュニケーション

感覚

もネットヒのサイトに人I)込んでいるような没人感

を感じるようにな為。また(II1llllに兄られることを

前拠に、’'1分の１１記ページをまゐで''1分の部賊のよ

うに装飾し、またｎ分のアバターをファッションセ

ンスを柵かして勝飾るなど、ネット上で他汁に兄ら

れる賦伽も強まっていゐ。’'1分の｛Ｍ§をII1liIiIiの111に

炎現していくＦ法はテレビケームの|Ⅱ:界でｿ錐した

が、岐近のオンラインのロールプレイングゲームの

中には、３次ﾉ心的に表現された仮想窄間の|M:界をア

バターとして1'1111にjWき'''1り、他のアバターとのコ

ミュニケーションや脇帥作紫を難しむといった'災紫

力蛾I)入れられている。緋に米lKlを''1心にユーザー

数を1WやしているＳ<､(,011(ＩＬｉｆ､は、社会的なインタ

ラクションそれr１体を遊びの|l的にした３次ﾉ“(；

の仮想窄IHIであり、ユーザーは災際にその111:界の11’

に|:地をYO(い、巡物を処て、仮想皿街を利Ⅱlして粍

済的な｣Ⅸﾘ|を↑j:い、微々 な助所を,;ljれながら生活を

送っている。現在のところ、このようなオンライン

の仮想社会にﾉ鵬活を災感しているのは部の利j１階

１１‘iに限られた状況ではあるが、定‘附的に仮想雀lIIIで

Ⅱ州lをYYやしているユーザーの''１には、その１１|:界を

物IIl1的な生活空MIIと111猟に、あるいはそれ以1:にリ

アルな存在として感じている荷も現われている。こ

のようにオンラインのlit界も含めて複数のリアルな

窄間を行き来するﾉ|新スタイルが将及するとすれば、

現A;のように物j1l1的なグラウンドだけでｇコンテン
ツをとらえていくことは押唯と言えないだろう。

旬.サテライトから見下ろす自分の家

さらに人々の時空鵬髄を愛祥きせつつあるのが

に身体的な感覚をもたらす効鵬を排つのが、 アバ（》(〕【哩l(､I‘:;ｌｒｌｌｌを'''心とすゐI‘:鮒'･11111'･〔)ｗ,(師rでああ

ターの インターフェイスである。雌近はパソコンやこのようなインタラクテイブな術jlIlmi像の利川環境

ケータイのＳＮＳサ イトでも頻繁にアバターが川いを下に入れることによって、だれもが'j･獅船や飛行

られて いるが、それによって、自分自身があたか船の位ｉｆ、そして窄をﾊぶ肌の位柵から、’'1分の伽

gｺﾝﾃﾝﾂ茄命｜証害する時空感覚Ｉ９３
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んでいる家が確かに地球の部として存在している

ｿﾐ感を僻つことが''1能になった。大地にいながらに

して、その[１分の存在を'脚iiから眺める感覚は、こ

れまでの人々には決してM蟻することのできなかっ

たものである。そのような体験がＨ常的になるにつ

れ、例えば、ｎ分のﾉ隙１１iする地域を、地域に惟んで

いる人々 とともに'i:iIiから眺めることを皿じて、グ

ローバルスケールでの地域のアイデンティティを深

めていくことになるだろう。また術鼎画像の更新頻

度が高まれば、生活地域のモニタリング装世として

の利川も､j能である。

一方、′i:宙から地球へ眼渡しを向ける人々 が１Wえ

ることを〕多想した新たなビジネスも始まっている。

例えば、所有する-t地に上空から兄た場合を想定し

たデザインを施す、あるいはビルの届止をｋ空から

の兄え〃を倒倣して装飾し、Ｗ『しい広;!f媒体として

|剛l的に利川するといつたこと力起こっている。こ

れからのインターネットは、口分I''心のi畠鋤ｳ時間

の流れと空間の広がりの'|iで11常ﾉk活を送るための

下段とな{)得ると''１時に、ｌ]I-LIi1心の'1t界を宇宙の

眼から地球のｋにしっかりとグラウンデイングする

役削を持つことになる。

1室墨活を演出するgｺﾝﾃﾝﾂー
前節でみた新しい時間や窄間の感性を前提とし

た場合、ｇコンテンツはどのように利川・il慨され、
人々に価値をもたらすのだろうか。９０ページで述

べた耗験価値やコミュニケーションを砿視する観点

から、Ｉ~I常ﾉIiiIFにおける供コンテンツの利川シーン

を、ｌコンテンツカ鋤所に紬ぴついて利川されるこ

とで生まれるⅢ帆、２９コンテンツをﾉk油のコンテ

クストとして利用する場合の価値、そして、３角コ

ンテンツをコミュニケーションやI、係づくり、媒介

ｆ段として利川するj〃合の価仙の３つの'ﾘ能性に

'|卿Ｉして、それぞれにｲi効と思われるアプローチを

提,ｋしよう画

①コンテンツ再生装置としての都市

「東ﾙ《タワーの兄えるjﾙﾉﾘi:で|H1きたい断雛があるん

です」これは、あるff楽好きの肝什の苑,iであるが

蔚楽をjﾙ所（この場合は瓜妓）や|ｌ州lに合わせて聴

きたいという欲求を表わしている。そのような新し

いi2f楽の聴き方への淵ｲ|;的な洲要を喚起していくと

いうねらいのもとに、ｊﾙﾙ『やI州jに合わせるリスニ

ングスタイルを拠案していくのがｇコンテンツの杵

及にとってｲ螺と胆われる。

そのためには、イ､Iよりも場所や時lHlと述勤した楽

IlIlをﾉkみ出す質コンテンツ・クリエーターを支援す

ることが｣R要である将にクリエイターが作IIIliを作

り、そのコンテンツをグラウンデイングすゐための

プラットフォームが必災になると思われるが、その

ような環境を雛えることで、Ｗ峨蕃ﾉﾋ成ｊ(１の県コン

テンツ（(:Cg(::（:()Ⅱ訓１ｍ(､,｡(;(勘,,(‘,.aI(,(l農-COI1tビ,１１:､）
が流通しはじめ、その''1から,H2，ﾘの尚いコンテンツ

を提仇するカリスマl)Jならぬカリスマ(;』（(;‘‘｡‐

・IockeV）のようなｲ縦も誕ﾉiﾐしてくるのではないだ

ろうか。またリスナーのためにも、位悩連動ｊ仙郷

'1姓プレイヤーを作|)、ｊﾙ所や時'''1に合わせて綱ゼ

が11ﾉkされるメディアがあっても良い．それととも

に{gコンテンツをパソコン上で操作するためのアプ

リケーションなども川慰すれば、街のなかに配脳さ

れた微々 なコンテンツの11'から、どこに1j:ったら(Iリ

が聴けるかもインターフェイスをjllIじて逃択できる

ようにな為。またカーナビとも』四mし、迎'ﾙﾐ''1の道

路やj;池に逆Iリノして汗楽が11雌されるといったこと

も巷えられる。このような{l熱みが蒋及していくと、

やがて街I‘1体が汗楽再ﾉkプレイヤーのようになって
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ツを、ノl紬を湖I)する下段として↑門lllしていくアプ

ローチを,伏したいく』

CETO5は、東京都内の窄き物I'|:や雀きスペース

を様々 なアーティストに期間限定ギャラリーとして

提供し、街全体をアートミュージアム化することで

地域に対して老朽化した郁Iliストックの11ｉﾉｌｉを促す

イベントである。２００５イド１()）１１１１（I2IllMlI）か

らｌＯＨ（j１噸I）までの1()ｕ間､''1央lえ､｢･代111Ｋ、

台東区を中心に39地点７７簡所にて'だ施された(武

山・琴．2006)。

イル柵IjlWiでの利川を想定したロジナビのコンテン

ツは、ブログ形式の腿,】〈会jﾙの'１１州lで柵成されてい

る。そのコンテンツには、イベントの公式の紙地似Ｉ

いくだろう。

その未来像をｿﾐ現するためには、どのｊｉﾙﾉﾘiで、ど

のようなタイミングで、いかなるコンテンツをIﾘﾉk

IlI来ると楽しいのかといった問題についてのさらな

る分析が|Z､要であり、そこでは消Y蹄の感弛に合う

j〃所やシチュエーションのとらえ〃が鯉となる。

②ｇコンテンツによる生活行動のステージング

慶血jf熟大学溌済学部武山研究拳では、術lil1iI遊

叫アートイベント『セントラルイーストル〔ﾙ(2()(胴

(以1,.(:}‘ｿ１，()昂)１における公式ナビゲーシ副ンサー

ビスとして「ロジナピ」を企ｌＩＩｌ職11･し、巡川を‘ﾉﾐＩｌｉｉ

した:,以|『ではこのL}f例を紹介しつつ、質コンテン

図4／ロジナビの構造
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か、各腿'ｆ会場前のポスターに褐I|uされている(ＪＲ
コードを州沌話のカメラで読み取ってアクセスす

る。サイトの各ページには腿ボ会jﾙの位州州lもjI1

め込まれているため、その膿示会場を１１的地に、助

股定した歩行者ナビケーションサービスの起動や、

その鵬'J〈会場の近くにある他の腿,j〈会j〃の検索を行

うことができる。このような肋的な陳コンテンッの

ｲl:組みを利川して、来街荷は街の''１に点ｲする股ボ

公j勝へ巡luI的に誘導される。また、腿,ｆ公jﾙのペー

ジからは、展示内群へのコメントベージへもリンク

されており、棚|沌荊から閲災と投柵できるように

なっている（lxl‘l)。

紙地側を利川する場合と災なI)、ロジナビの周

辺検索では、ある展示会場から倣線Mi雛で近い順

にソートされた周辺の会場のリストを航泌できるた

め、そこからｲ[葱の項Ⅱを選択して、その会jﾙのhY

Illを炎ボさせる行為が、「そこに行ってみよう」と

いう迩識を喚起させやすい。また地例を鞄から取り

川すような煩わしさもなく、手ﾉ6の#州11jliiliで紫早

く近くの股示が碓認できるというメリットもある。

CI'yr()５のイベントでは笈現しなかったものの、腿

'会jﾙの|淵lのリンクとしては､たとえば､インター

ネットのＷ)サイトのリンクによくみられるよう

に、ある会場のオーナーが勧める訪川先を,〆すこと

もIIJ能である。特にこうしたＩｕｌ遊型のイベントでの

使川であれば、お勧めの巡'''１コースを投定すること

もｲj効であろう。インターネットの１１堺では、リン

クを結んだいくつかの峠hサイトどうしが互いの

繋がりの意識を商める効果があるが、それとl‘il慨に、

物jIl1的な場所の間の移動を促す,1脚のハイパーリン

クを、地域コミュニティの強化や洲′li化のｆ段とし

て利川することも考えられる，

このように、物理的な都市空間の111における人々

したｇコンテンツによって芯発されるようになる。

ロジナビでは、あくまで街の111の移lliIﾉや腿,ＫのjmL物

が七で、インターネットの股ボ梢報のコンテンツは

従の関係にあるが、これはすでに舟及した街の環境

や風賊を眺めつつ音楽を聴くという場合とちょうど

逆の1：従lMl係になっている。これらの1昌従凹係は常

にどちらかが選択されゐというものではなく、第２

節で述べたように、ＳＮＳやネットケームなどの仮

想的な空間での生活力砿まっていく可能性も碁慮す

れば、両空間で－１２従関係が交ﾉI:に入れ枠わる｣ﾘﾙ合や，

それらが柵I:に膨郷を'j･えあうような利川スタイル

も生まれてくるであろう。すでに・部のＣｌ)Ｓケー

タイ向けオンラインケームでは、物珊的な都市空間

におけるプレイヤーの位細州iを、ネット上のケー

ム窄間におけるプレイヤーの災現にⅨ映させ、異な

る空問のリアリテイを述鵬させて楽しむものも現わ

れている。そのようなインターリアリテイないしク

ロスリアリテイのコンテンツづくりと、ユピキタス

関連の技術開発をどのように緋ぴ付けていくかが今
後の課題である、

③ｇコンテンツによる蝿予地縁社会の形成

コンテンツのグラウンデイングによる価仙の創造

に加え、ｇコンテンツを隙々 な人、モノ、情報を結

びつける媒介として利川することがWiたな価俄がも

たらす。インターネット上にあるil畑什、I蹄ｌＩ、店

舗の情報に空間慨H1を柳|)､'iてることにより、それ

ぞれのｇコンテンツが生み川される。Googleの検
索エンジンに実装されているコンテンツマッチング

広告のように、これらの搬々 な照コンテンツどうし

が、空'''1'hWllのlMl係（近憐性など）を媒介にして洲

Y1i背とI蹄&，lWi1YIと１，Ⅷiなどを結び付けるきっかけ

を生み出す。例えば、ある人がある街を旅行で訪れ

')||'淵のｲ｣:動や体験が、測位技術や位州洲lを利川た時に、その継験から微々な思い川が残されること



にな為が､それが判川的ブログや高ＮＳのようなツー

ルを使って｣lujIl1的にグラウンディングをされる。ま

た災なる11剛lに、１１１１じjtﾙﾉﾘiである映''１１iが搬影され、

その峡lI11iのビデオやＤＶＤ商品に窄間データが紐づ

けられて呂コンテンツとなる。その結果、空間情報

のlMl述1､jけによって旅の魁い川とこの映lIIiiの作1W,が

結び付けられ、映II11i作,Y,に対する新たな興味関心を

ﾘlき出すこともできるだろう。このように街や場所

を媒介にして、人と作品、人と場所、人と人が出会

う機会が油出される。111じ地域社会で生活する人々

のl川には地縁lMj係というものがｲＭ;し祥るが、かつ

て呼ばれたような地織とは異なり、これからの時代

においては、多械な縮jnのｇコンテンツを媒介とし
たかたちで、人とモノと場所の間にネットワーク的

な地j劣的地縁|M1係が′kまれてくると予惣される。

人lIIjにとっての地j'･地縁のⅡ｢崎|§として、旅行で

,Wれた細険がある、１１'附的によく,ijjれる、知人や,k：

人がﾉk活しているなどの理Iilによる心理的なグラウ

ンデイングカ弧い浮かぶ。これに加え、雌近では仮

想的な窄l川内でのj汁化や洲Ⅲ綴験も、同様にjl1』線を

感じる機会をもたらしつつある。例えば、ケータイ

IhjけＨＮＨサービスとして「モバゲータウン」と呼

ばれるサービスがあるが、ここではユーザーが現実

の街の地図I:に仮想の家を排つ機能があり、現実の

化所とはlMl係なく、’’1111に好きな街を選んで(i§むこ

とができる。その緋M&、バーチャルなＡ１;化汁どうし

の近隣側係が生まれ、そのことがユーザーどうしの

コミュニケーションのきっかけをもたらしている。

以上のように、新しい消饗者の愈識やニーズに応

えていくという切I)「1からｇコンテンツの在り方を

発想していくことが、jjg:術的にｲ徳炎な研究テーマ

をﾉkみ出し、またビジネス的にも大きなポテンシャ

ルをもたらすことになるだろう｡

尋．変
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自律分散型GISキーテクノロジー

民間からわき上がってくる地図

１１本の地lxlの州f史は近111:、あるいはそれ以前にさ

かのぼり、欧米とは災なる発艇をしてきた。現ｲＷ）

11本の地珊情慨システムのあI)方もこの雁史的↑ｆ蛾

に雌凹係とは言えない。

戦脚の111:から天下統一により祁戸時代は平和な時

代となった『この､杯１１を汁賊に、蝋蛎iiをはじめと

したi瑛榊線道蹄の完備、様々 な法徽の雌Ililiなど、

まさに11本の竹格力完成した時代であったと,;･えるく

この強刀なインフラストラクチャーによって、生活

に余硲とバリエーションの出来た庶腿のiHlではやI〕

始めたのが、おｲﾉﾄ勢参I)などの旅行であった。もち

ろんWI1時の旅ｲj:はいまほどに鋤lliではなかった｡I村

の路栄を願ってお参りにｲ｣:く」という大我名分を

111って村の代表荷が旅にでた。村で帰りを待ってい

る勝たちのために旅先の地図を恥人して持ち州った

のであろう。ｆＩ:ﾉfの地剛はI|的地検索といった爽川

ﾔ'.のみならず、こういったお-ｋ町:、旅の安令祈願な

どを,絶した僻１１など様々な日的で庶民の間に深く淡

透していた。長久保赤水、森幸安といった儒学思想

をもった知拙人たちが地似lのコレクターであったこ

ともIiIiI'1い１１峡である。地側は11本のiﾙ'γ:思想にお

いて'峡な位悩をIliめ、知識人として持つべきたし

なみでもあったと言われる。庶民の間の娯楽から１１

本IIf米の胆想としてまで広範囲な-{嬢をもって禿股

して行った11ｲくの地lxl'Y:であるからこそ、現ｲの１１

ｲﾐのjlulxlの文化があ為のだ．

綱<にはりI能忠敬、間寓林蔵など優れた探検家、

地|'x峠什をﾉkみH1したのもこういった歴史的に深い

',Nf賊があるからだ。しかしロ本独自の発雌を遂げた

からこそ、〃J‘ｲI;は''１じ川１１t技術や地似呼:を他Iilと典

イルながら、他|｣‘lとは災なるjuxlの文化があるのだ、

他のllil々では、ｆｌｉｌｌ破術として地lXl学やⅢ1,t技術が

発進した。１１本も軍事、的の要素は無くはない。近

代の地側史には大きく砿の陰があるのも斗窪である．

しかし他の'11と比枝して、民間技術として地似l学や

il1llI1t技術が発進して行った傾ｌｈｊが強いと‘-ifっても過

向ではないだろう。日本がフリーの数値j幽を公開

することに枇僅的になれるのもこういった歴史があ

るからではないだろうか。一方で、、同の梢密な地

lxlの制作を'''1m齢に発派してしまう|吋雌のなさもＭ

じﾙ拠ｌＷｉｌｆ賊からくるように思われる。

民'''1からわきl:がってくる地似I文化と、１郡政雄

からﾉkまれてくる地図とどちらが良いか、広い'１で

兄れぱ・｣＆・伽があるだろう。前稀の怖報jItは大き

い、ｌも|H1のニーズにすぐに対応できる多|,I:の1洲媒

ＮｉﾉJなどのメリッ1,がある反IiIi、イく11靴であったり、

|W‘１人11州lや機密傭WIが守られなかったりする．－〃

後什は服例的な技術ﾉJと政治力で商信頼度の情報が

畑iされる。これはきわめてありがたいことではあ

るが、どこかでいろいろなことがコントロールされ

ている111樹'|;は商い。本来はIilliﾉﾉが補充的に働く社

会こそが均整のとれた社会と言えるのであろう。し

かしながら'1堺的に見れば、どちらかと言えば後箭

のﾉｱに伽いているように思われる。そういった中、

民lMl力､らわさ|:がってくる地lxl文化をi：体としたⅡ

本の政雄をI叶界にアピールする意義は深いとiirえる。

ＧＬ○BALBASEプロジェクト

(;L()l;･''’１１AHIﾘプﾛヅｪｸﾄはl()り()年にl1il隙

'1ｲﾐ文化川究センターの,Ii地似Iデータベースプ１．Ｊ

ジェクトとして始まった。様々 な古地lxlとjjL代のju

lxlを.IRね合わせることの出来るデータベースを柵築

しようと勝えたが、IIi地図は現代の地同のように参



森洋久(大阪市立大学助教授）

照系を持たない地図であるから、統一的な参照糸に

合わせ迩必災の難い(;ｌＨが必1災となってきた。こ

こに、ユーザ定義'11能な参照系という巷え方が生ま

れ、関心の対象となる地図のユーザ定義参照系の間

で、相互に座標変換する相対座標参照の技術の考え

〃が4§まれた。、１１然、関心の対象となる地lxlは時と

｣抄合によi)災なってくる。かならずしもその'11に現

代の地例があるとは限らない。従って、座標変換、

幾何補1Eはダイナミックに臨機応変に出来る必笈が

ある。

プロジェクトを進めるにつれてこのｲ11対嘘標参照

技術は、分散環境に肌和性が強く、Ｉｌｆ地側のデータ

ベースのみならず、分散環境上での様々な空間技術

に応用出来ることが分かってきた。個々の地似lデー

タが別々にデータ化され、別々のサーバにアップさ

れ、おJfい側述がなかったものであっても、その間

に、．〃から．〃を「参照」しｲ1砿の服標の関係を

示すデータをあとから追加することによってお互い

のデータを相瓦に変換することが出来るようになり、

ブラウジング技術の進化によってあたかも何空間

にあるかのようにI1j視化することもIIJ能となる。

般的な例で嵩えば、イラストマップなど参照系

を意識せず作った様々な地図をパッチワークのごと

くつなぎ合わせ‐つの地図に作り上げることができ

る。また占い航空嘘典をつなぎ合わせオルソ化する

ことができる。拡ﾉ靴小IIJ能で細かい所まで兄られ

る本を集積した例もある。しかもこれらをスタンド

アロンではなくインターネット上に分散した環境で、

様々な人が参加して出来るのである。これらのネッ

トワークが徐々につなぎ合わさ')、どえられなかっ

たデータIIilkが接続し始める（似１１)。

このような分散型のシステムは本来のインター

ネットのコンセプトと合致している上に、地図

をひとりひとりが作って行くというどえ方は本

号。画LＤＢＡLBA君Ｅ

米１１本の地似lの雌史のあＩ)ノjに近いとI~ｉｆえる。

(;L()ＩｌＭ紬鳩1‘)の１Ｍ例についてはI()()ページでIiド

しく凡ていくことにする。

相対座標参照技術とダイナミック･ブラウジング

・ﾉjの空llUから他方を｜参照」しｲＭの恥隙の

lMl係を,Jﾐすデータのことを我々 はマッピング（りj：

像）と呼んでいる。これが、独位しているAj所空

間をつなぎ合わせる辿統令単写写像であれば、こ

の空間と写像のセットは多様体としてとらえるこ

とがllI来る。多様体よ')も．般的な散学的述統

空lllIの定挽はｲＭ§しないとげえれば、ノ,l§ｲ慮的に

この古地例データベースから生まれたﾂ部'1とマッ

ピングのモデルはすべての連続空間を包含してい

ることになる。（;I.()Ｂ,Ⅵ‘ＢヘSF:プロジェクトで

は、このAj所空llllとマッピングのモデルを分散卵

境上でｿ4盤した(;I.()BＡｌ恥IHI‘:アーキテクチャ

を構築し、ここに様々な空間怖撒を雌獄して行く

プロジェクトである。現在経産省で押し進められ

ているＰＩ（Pla(･GI(l(oIIIinFr）はこのどえﾉjを離

散空|川上で鵬|H1した物である。そういう欺味で、

(;I‘(.)ｌＩＷＩ,鴨I‘:アーキテクチャと’’1はきわめて

親和性の尚いアーキテクチャであるとぢえることが

州来る。

（;L()ＢヘLI〕．Ｗ:においては、これらのｸ削州jMl

をアクセスするのに柳１１ブラウザ（(:()瓢1()H）を

使う〃法と、あるサーバのＷＷＷベージヘデータ

をケートウェイする方法がある。後荷の方法は、専

用ブラウザに内蔵された空間桁報のブラウジング

アルゴリズムをＷＷＷサーバヒで動かし、得られ

たIlIIil耐,州lを、WNIへ送り川す{l:細みであるため、

卿ijプラウザの技術がj''1解川来れば、Ⅷｉｎへの

ゲートウェイのメカニズムは理解出来る。

専川ブラウザでは、複数の空間愉州をlIil時にアク

gコンテンツ革酋IGLOBALBASEl９９
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図２古地図の侭

セスし爪ね合わせる。またユーザが見ている位仙を

移１１ﾘ』させたり、ズームしたりするに従って、兄え

る範囲にある空l州I'州Ｉも変化する。その変化に合わ

せて、ブラウザはネットワークヒに分散している空

間情報を飛びXiのように渡り歩いて行く必要がある

(似|())。このような(;I‘()ＢＡＩ』BASlｲ]のブラウジン

グアルゴリズムをダイナミック・ブラウジングと呼

んでいる。

ここではＧＩ,()BALBASl‘〕の実例を示したあと、

GLOBALBASEにおけるキーテクノロジーとして、

机対唯概参照技術における、パスの検索アルゴリズ

ム［l］と、ダイナミック・ブラウジング［2］の

技術について述べる。

'GLOBALBASEの事例
似１１は(;L()ｌＩＡＬＢＡ別'】のコンテンツである、地

jIl1l洲(、，削州州iの間のつながりを,ｆしている。イ

ンターネットという物叫的なネットワーク上に柵築

された別のネットワークであることからオーバレイ

ネットワークと言う。現在これらのサーバ上に保存

されている唯標系は~｢･作くらいはあると思われる。

図1／ＧＬＯＢＡＬBASEのオーバレイネットワーク
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