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岡部篤行(東京大学大学院教授）

｢卿ｌＷｉＬの'１１に多くのコンピュータを組み込んで」

とは、一人・人がパソコン持つということだけでは

ない。いろいろなjﾙ所にパソコンを殻慨するという

のもさることながら、Ⅱ常的に使う様々 な機器や施

股にｺﾝｭｰﾀを内蔵することを魚味してい為｡

雌近、パソコンの仰Uはノートを排ち歩く人が多く

なったので、その将及ぶ()は'１に兇えるのでＩ遡織し

やすい｡，しかしもっと大きな変化が、見えないとこ

ろで起きているのに注1-'しなければならない。現在、

)〃柵、’'1肋!'[などは酌うに及ばず、様々 な機器に

コンピュータが内奨されており、その数はパソコン

の数を遡かにklMII)、かつその数は鰻登{)に噸えて

いる。この杵及が大きく社会を変えてゆく可能性を

持っているのである。

｢{１１時でも、（Ｉﾘ処でも、ⅢI:でもが」とは、必笈とす

る,|州lを得るのに、わざわさ狩定の時、特定の場所

にlI11n1<,lZ,要がないということである。それもその

必'異性が縦にとってもそうであり、個人的に特別な

拠itを必蝶としないということを.戦味している。

｢その人にとって」とは、｜･人1-色でいろいろな個

人がいるけれども、その人々 の平均的な人ではなく、

1Kにそれぞれの仙人にあったという意味である。一

人一人の川'iﾉｌｉに合わせてということであるく，

「その時、そのjﾙﾙ『の状況に応じた」とは、ユビキ

タスコンピューティングの核心部分であり、これに

ついては次節でI群しく論じることにしよう。

「蚊適なh州iが懲織しないで川来る」とは、妓適な

hWllをコンピュータが1'1助的に作り出すということ

である。人lHlが余I;ｌ－なことをあれこれ考えないでも、

雌適なhi州lを提供してくれるということである。

図1／現実空間と情報空間の橋渡しを

するユビキタスコンピューティング

現実園間

／ユビキタス、

コンピューティング
巳

情報空間

散あぁ1洲(技術のｌｌｌで、ユビキタスコンピュー

ティングの大きな柵色は、１１１州i空|川（バーチュアル

窄間、サイバーツＨⅢ）と現災窄間を結び:つける情報

技術であるということであゐ。今までに蓄祇されて

きた膨ﾉくな1州Mは、雌終的には現'だｸ剛1でﾉl;かされ

ないと愈味ない‘,その柵渡しをするのが、ユビキタ

スコンピューテイングと,『えよう（側ｌ）

;3その時その場所の状況
上に述べたユビキタスコンピューティングの定淡

で重要な概念は､｢その時､その場所の状況に応じた」

にある「状況」という概念である。状況はいろいろ

な要紫で成りｆっているが、それらを大きく分ける

と

・'''心たるヒト

・モノで櫛成きれる周辺環境

に分けられる（似１２)。

図2／中心たるヒトと周辺環境を
識別情報で情報空間につなぐ

鮒Ｉの喫紫たる「1'１心たるヒト」とは、人間は

いうに及ばず、人'''１のグループ、組織、さらには将

来、ロボットなども含みうる。この広い意味を指す

べく、「ヒト」という炎塊を使うことにしようｃ

gコンテンツ革命Ｉ空間備報の未来Ｉ１２１
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図3／ヒトの識別情報

I

メールアドレス

mMI別など
_ﾛ

縮２の典索たる「モノで削成される周辺環境」

とは、111心たるヒトのﾙ1辺を形作るヒト（1''心たる

ヒトを除く）とモノである。そのモノは、助くモノ

と動かないモノに分けて縦満するのがよい。

状況に応ずるためには、これらの柵成災素の情報

すなわち、’''心たゐヒトの|州lとモノで柵成される

11'‘l辺蝋境の1洲lがIZ､災となる．これらの↑州(は多械

であるが、．{ﾙﾉ,噂水となる↑ｌ１ｉＷＩは、仙別h'剛(と喬え

る。その拙別|洲(は、ユビキタスコンピューティン

グのjﾙ合、

･モノ伽別1洲！

・ヒト,拙別'1‘,'州１

．時ｌＨｊ,細り'1.11州Ｉ

･窄間織別|W洲

が不111欠である。これらの拙州洲lを通して、上

|､やモノにかかわゐ膨大な堀州州'1が紬ぴ杵くこと

となる｡

’4社会的な識別情報
州Xにおいて微州州lは個人的なもの、l‘j所的な

ものが多いが、ユピキタスコンピューティングがそ

の力1,ｔを発抑すゐには、,識別桁棚が社会的に認めら

れる必要がある。ｋに狼げたIﾉ１１つの識別情淵につい

てそのI'｢能ﾔ|;を佃々 に検,付してみよう，

鋪｜にヒトI職別‘h州Iである。｜H:の''1には既に社

会的なヒト,仙別捕慨はある。まず柿ijがそうである。

さらには､'純折り．､職ｕ滞り｡､メールアドレスなど、

ヒト紬別11州lは多搬でああ（Ixl:｝)。仏たちの社会

は、これらのヒト紬別↑ｌＷｌＩで憐まれているが、ｌｌＩｌ胆

は、これらのヒト,棚別1,,1州Iを、デイジタル1州lとし

て広く流辿させみことのﾉとJ1§である。この問題は、

佃人1洲Iの収I)似いに関す為ｉｌｉ雌的検,il･が必喫であ

り、雌しい問題を含んでいる。笈際、化民そ識↑I1iMI

のディジタル化は、ドl:公的な間迦となってしまって

おり、慎重に検討すべきl川辿である。川』&れば、ヒ

ト識別情報を使わずしてサービスできるシステムか

望ましいであろう。その可能ドI：として、時間織別lW

Wl＋空間,糊州州(の利ﾉ11が考えられるが、これにつ

いては後に縦,論をしよう,、

第２がモノ識別傭報である。モノには多くf'iliij

がついているから、それを利川することも勝えられ

るが、JIM代の社会において、モノと知iの|川には．

対一に対応がついているわけ．ではない‘･ユピキタス

コンピューティングでは、モノ－つ．つに対応する

のを想定しているので、現在利川している荊前だけ

では不I・分である。となるとモノつ．つに対応で

きる新た名前が必要となる。しかしIiI'１ｲ『な橘Ｉｉｉｊをぢ．

えるのは容妨でない。となると、称M1というよりは、

モノ－つ一つにユニークな稀吟をふることが考えら

れる。その代表例が[・Codeである（1.XII)｡

図4／モノの識別情報恥w蔵

など

じco(l《:については、坂村仙.杵の『ユビキタス、

TRONに川会う１に詳しく述べられているが、次(ﾉ）

ような特色を持ったモノ柵別ｆである。



･コードはｌｌｌｉｌ定及の僻けでああ

･1,1体（モノ）拙別すゐのを|I的としている

，緋だの人、制聯にだけコードを発行するのではな

く、,ilIiにでも発行することができる

･''1:の'11に既にあるコードや肝り･を祥易に取り込む

ことができ為

･コード''1体にモノの内祥に関する情報はなく、単

にモノを職別する番号である

ｌ(.o(l(､は、’２８ビットをｊ‘Ｍ魚とするコードであ

るので、兆人がそれぞれに－１１兆個のコードを

使ったとしても・兆ｲ|昌使えるくらいの数を発行する

ことができるコードである。これを実現するには、

コードをW11I)､'iてるi１体が必要であるが、１ｍ(I(、

のW1jI)､11てについては、ユビキタスⅡ)センターが

研究を進めている。米l1ilではオートⅡ)センターが

取り細んでいる。

鋪３が11洲'１１拙別州WIである。この1洲iが社会に

流通するためには、まず時'111を紬別する社会的な時

'''1参11((系が必災である。人間の歴史を振I)返ってみ

ると、その拭みは,ｌｉくから行われているのが分かる。

歴史的に１１Mtローマ帝同のユリウス雁が有fiであり、

紀ﾉ伽‘１５ｲドにIlill施されていゐ。その後､受け継がれ、

１１堺的には1582ｲドにグレゴリウス雁が制定される。

しかしその111:界的将及には災い時間を災し、Ｈ水に

おいては､lﾘj論5年(1872年)､１１月９日に太政

1.怖｛!『輔二12i十じ号で伽'『され、明治６年（１８７３

ｲド）ｌｊｌｌＩＩより爽施された。これが桁級化され、

l()７２年には協定'1t界時（ｌＴ(:）が定められた。２０

ill:紀に蕊って、椎でもが何時でも、何処でも容易に

使える時間参照系を持つことができるようになった

のである（側５)。

諭署望溌蕊要迩

図5／時間識別情報の時間参照系

協定世界時
など

天来

第.↓が空lHlli剛ﾘ州州Iでああ。時''１１拙別j亀とlIil

様に、この1州(が|:会に流皿するためには、空間

を識別する社会的な空lHI参照系が必典である。現在、

劇111家に使われている空lllI参照系として緯度経度が

ある。そのjIl1念的,凹爪は,Ifく、紀ﾉ心前１２()年のヒッ

パルカスに遡紛ことができる。細災はﾉkl;ﾙのI抑I1し

たときの澗度（ﾉｩ度）がjﾙ所によって災なるという

事実から認縦されたものであるので、天文学的な利

川においては炎|l堺に対応するところがある。しか

し、粍皮はそのﾉﾙ砿をどこに定めるかの限拠が耐＃

である。原j1l的には、どこに定めようが柵わない。

その原点を何処に定めるかについての雌史的な経緯

は後に述べよう。

総度維度による空'''1参照系の発想は時間参照系の

発想とlIilじぐらい．,lfい雁史を持っているが、その後

の蒋及という点では大きくjihiれた°そして２１１１t紀

に入った現時点においても、一般の人々 が緯度耗度

をロ常的には利川していない。爽際、ｎ宅の位iiwtを

純崎破で知らせゐということは希である（図６)。

図6／空間職別情報の空間参照系

地理的臓別子
など

■

そうなると、ユビキタス社会の実現に向けての問

題は、空間参雌系として純度維度の静及をはかるの

ロコンテンツ革命Ｉ空間情報の未来Ｉ１２３
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図7／モノ識別情報の取得

ＩＣタグ
友涯

か、はたまた般の人々が11常生活で秤易に利川で

きゐようなｉ|:公j恥の統・的なﾂ削り参照系を勝案す

るのか、といったNII胆が出てくる。その解決案につ

いては、〈)節（126ページ）で議論をしよう。

倣別hI州Iの参照系が定まっても、それを取得する

技術がないと惜報はﾉﾋきてこたい

モノの伽別‘IWfMを１１｝為〃法は、いろいろな方法が

Ⅲ発されて来たが、今なお開発途ｋであるといえよ

う｡IIi典的なものでは､現在も使われているバーコー

ドで、その読み取りはレジでよく見られるように光

'γ:的に桃み取る焚脱が1%l発され､使われている｡バー

コードも１次応バーコードから２次ﾉ１３バーコード

(一例に９１(コード）と発鵬し、イル柵1Z,IiIiで賊み収
れるようにもなってきた、

岐近は、バーコードに代わるものとしてＲFIT）

(|{I,(li()Ｆ１･(,(Iu(』,】(､1.1(I(』I】Iinぐali｡､）が|｝H発されて

いるＩ(I.､Ⅱ)は､タグと'1Ｗ鋼Lるものにコードやデー

タをI肥悩し、咽波機器で読み取るものである。タグ

にもいろいろ弧類があるが、最近は小さなチップの

I(:タグの開発競争が進んでおり、小ささはごま粒

ﾉ<ほどとなり｢ごまチップ｣と呼ばれるくらいになっ

たタグとそのh州lを能み取る機器との炎|棚雛は、

援触するようなごく短い帥離から数メートルものも

のまであり、用途に応じていろいろな機器が開発さ

れている。今後､さらに改善が進むであろう（似１７)．

’1州I参11(1糸の時‘'Ｉ.i:を収得する技術、･j-なわち時刻

を知る機器には、占い職史がある。おそらく、人知

がどえついた時刻を知る最初の機器は、IIll濡|･であ

ろう。雁史的には紀元前２０００年頃まで遡る。その

後、水時!i1.,砂Ⅱ州．、油などの燃焼11編l･と進み、機

械式の'1州･が砿jﾙするのが、１３()()年頃の11t郷機械

||郷|･である。その後、ゼンマイ、振りｒ･の発Iﾘjが

あI)Ｗｊ度が向|:してゆく。そして、１７世紀に至り、

ひげゼンマイが発明される。これはlIIIi期的な発明で、

これによi)似'''１１捕|･ができるようにな')、「時間州

ｉＩＩモバイル時代」の鵬となる。もっとも初jUlの頃、

懐中'I編|･を持てるのは極限られた批族であった。

縦の人が排てるようになったのは、２()１１t紀ま

で待つことになる。１１本においては、192‘1年に腕

時,11.が発光され、・般人への杵及とともに価格もｆ

ごろとな')、２()Ⅲ紀に､卜ばには、縦でもが、Ｉｌ１Ｉｌｆ

でも、何処でも時刻を知ることが出来る時代となっ

た。これにより時間の管理が容易となり、それは労

務杵j'11をY:鋤にし、Ｉにじ業社会を支えるﾉＩ聡的怖柵

となったのでﾙ'為。この賦味で、２０１Ⅱ:紀は、「11州ｌ

ｌｌｌ州Ｉ時代」がIiIi沌した11t紀とも『すえよう（似'８)。

図８時間識別情報の取得

轍

友Ｐ

次に、ツ洲l参照系の地点を収僻する技術、特に紳

唯維度をｸ‘11る機器の発腿を1,11．てみよう。朕山的にﾙｉ

Ｉ)返って1,1Lると、紳皮経度を知る技術は別々 に発於

して来ていることが分かる。先行するのは緯陛の測

定機器である。IMi節で述べたように、緯庇はﾉk陽が



＃ｉｌｌＩする時のﾉkﾙの角度で知ることができる。この

Ｗさを利川して維皮を雌初に測った人は、エラスト

テネスであると言われており、紀ﾉC前3111:紀頃で

あったｃその後、太陽の角度を測る機器が開発され、

1311t紀頃には|川分儀が禿Iﾘ'され、そして181化紀

IlI頃には大分雌が禿lﾘ'されて航海で利川されゐよう

になった。

一方、経度の測定機器は、、雌を極める。純度

と伺嫌に尺文的な測定方法があれこれと勝案きれる

が、'卿11にはなかなか韮らなかった。維庇が分から

ないということは、航抑で致命的であり、ノ<航抑時

代に始まり飛商i《渡の時代には、多くの船が忠犬峡

で位世を失って座礁をし、莫大な賀助,Y1が海の灘li1

となってi}'iえ』ぐっていた。この1M州を児111iするのに

熱心だったのは、災l'<lであり、１７１１ｲド、災lli賊会は、

経度iⅢ定方法を発兄した荷に伐金を川すことを決定

した。その額は、ＩH1･{；の身代金に州､'iする額であっ

たというから、商船座側{}IMuの深刻さがうかがえあ《Ｉ

維脳1Wだの州川をI聯決したのは、尺文'､j::汁ではな

く、・介の時,11猟人であったハリソンであった‘,)Ｉ（

JIl1は、ある地点でﾉkl;ﾙがlWllI-j．る時に11,f,I|･を1211#

に合わせ、経度を知りたい場〃『に来たら、その地点

で大鵬がⅣiII1すみ時刻をlliIじⅡ州･で,ilり、その時雄

で維皮を惟定するというものであった。例えば、維

庇を知りたいjﾙ所でのｉｉｌｌｌ時が'|:I1iI1()Iけであった

とすれば、211州Iの時雄があることになり、地球は

24時間で・lmlI砿するから、１時i川で１５脚ｌｌｌｌＩ:する

ので、２時ｌｌＩｌでは３()庇の維庇雄があゐことが分か

るのである。このような111.1)ﾉjをするには、Ｉ碓な

ＩＩ編|･が必要であった。'1州･'仙人であるハリソンはそ

の粘度lイリヒに一ﾉｉｉをかけ、７週'''1の航i雌で誤雄３８

秒という派碓な懐LI1II締|･をIHI発したのである。

たかが11編|･と思われるかもしれないが、これは雁

図9噸空間識別情報の取得

蛍光灯通信
など開発途上

蕊

史的な禿Iﾘlである。英I別人が発明したとあって、総

l唖の城lliはグリニッジに定まり、今なおその耗度原

点を使っている。さらに'1t要なことは、災Ixl海耶を

始め英同の商船は、このハリソンの時計を多くそろ

え、典阿は７つの海を支配する火英帝同を確京し、

械民地勝代が棚H1けとなるのである。先進空間技術

が、ｌｌＫ１の繁栄にﾉ<きく寄り･するという典型的な例と

,『えよう。

次の服史的に而期的な紳度維度取得機器の発明

は、ハリソン||錦１．の発Iﾘjから約２()()年を待つこと

になる。ｌ()７８年に初の(;I》H術雌力荊.ち上げられ、

l<)().１年には2.1個のＵ鵬術型による稼働が始まっ

た。1998年には、腕時計型のGPSが販売される

ようになり、躍外の天窄が広がっているところでは

綿l跡破が存助に収緋できるようになった‘，しかし、

ビル街となると洲災が落ちてしまう。これをある報

度、解決するべく１１本では準天頂術足が期待されて

いる。改岬はされるであろうが、ＧＰＲに全てを期

緋するｊ(にはゆかない。辿物の''１，地ドになると、

i(IりくⅢ術ｊｌＩといえども脈ﾉJとなってしまう。

それをI岬決すべ<、塊仏位州洲lを収得するい

ろいろな.機器が開発されつつある。ブルーツース、

WiFi位仙↑,V報システム、レーザの利用、蛍光灯通

1舟、ジオセンサーなどが|ﾙ1発111であるが、現時点で

は、脈でもが、イ'１時でも、｛１１処でも、1Wiili.に位悩

(紳庇綴腿）を糾為技術を先成させていない（凶9)。

この技術をM1発するのがユビキタス社会実現の大き

な糾迦となっている。そういった技術は、いろいろ

な技術を組み合わせないと出来ないであろう。裸胆

は、さまざまな位|州洲Ulkilトシステムをｲ『機的に辿

拙させる卜|:会ﾉ１１§盤的システムを|ﾙl発することである。

gコンテンツ革命Ｉ空間怖報の未来Ｉ１２５



図10／場所識別システム
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提案の骨絡は、３つからなっている。第１が、Ｐｌ

のデータ椛進の提案であるが、これは堆水的には上

に述べたＪ幅を路製したものである。鋪２は、Ｉ)Ｉ

を綬録・検索・変換する仕組みの提案である。鋪３

は、Ｐ１を利用背に提供するインターフェースの提

案である。今後の実装化が期待されるところである『

1２６

理想的な解決方法としては、新たに統一した場所

I{d述を定め、その規則に従って全てを111:きI111:すこと

であろう。しかし、それぞれの地珊識別子は、歴史

的なもので、人々のﾉk活に深く入り込んでいるもの

Ia地理識別子による空間参照系
空間搬別をするのには、純庇維庇などのように恥

標系を使用するiW〔接参!M1系と、’1ﾘﾘ『などのような間

援参照系がある。１１術ﾉk活において、純度締度を利

川することは少なく、Ｉｌｉ所、郵便勝り．、１IjIWi滞り｡、

施投儲、部片耕けなどの間接参照系を多く使ってい

る。このような参照系を地肌I細りｆによる空間参照

系と呼んでいあ。もう少し11邑碓に述べると、地JIM搬

別ｆによる'剛'1参11((系とは、地物または似放の地物

であるから、そのような解決方法は実現が附雌であ

る。

実川的な方法としては、様々 な地J'M1紬別ｊｚのｲＩＩｊＩ：

に関連(､1．ける仕組みを開発することであろう。こ

の提案は、データベース振興協会からなされ、典

休的な検討が進められている。提案では、地理細

別.fというj11冊の代わりに「場所拙別ｆｌ、’'1測(･U
iIlIl(勤I1lill僻'･という川僻がjllいられ、’'1と略称され

ている（似'１０)。

＃
Ｆ
１

によって旭腿されゐ「｣〃所」との側係にﾉﾙづく空|川

参照系である。

地耶識別ｆは純めて多棟であるが、その形式に

ついては、１s()/T(:２１１の(;(,()91.川)|,i(・lIIH),･I11Illi()１，

－筒Ｉ)ＲｌｌｉＫ１ｌｌ･ｲ､(.(､,.(』,,(､i,平Ｉ)>，ｇ(､,)抑．,11)lli(．ｉ(l(､ｌ１ＩｉＩ‘i(､筒
(1()112)としてlkl際撫(i1が定められておI)、それに

準拠したIKl内獅Ｉ(も「地j'|嚇服プロファイル」で定

められている。

！↓休的には､「jﾙ所ﾉ(！」は､脱'|'iiとしてf'ilMI、ｉ：胆

紬別、定腿、仙川地域、州醗が、ＩＭＩ辿として入れ

j'･lMj係､附成側係がある。「｣ﾙ所型lを将定するとIj吻

所のインスタンス」となるが、これはいわゆる「地

名辞典」となる。この帆性としては、名前、適用範

ｌｌＩ、使川領域、珂醗、川撫参雌系が、また関述と

しては、典成iMl述、畑山タイプの側巡をIi雌するこ

とに定まっている。

このように、地j'{1織別ｆはド()、ｊ鵬でjL体的に

定まっているので形式的な間胆は既に解決されてい

る。しかし'111胆は、地J'&細リトは先にも例を稚げた

ように沢lilあI)、その|川のIMI述付けがなされていな

い点にある。これはユビキタス社会を笈現する上で

の大きな諜胆である、

瀞暑菖識謡
施設名鋤ｉｉｉ

９
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係といった空|Ⅲ参照系によく使われるモノに刑職的

に(･(･(,１１１，をつける社会的ｲ|:細みを貯柴すゐことで

ある（lxlIl)。’7選鑑I業蝋
私たちが災際の空間でどのような空間参照系を

仙っているかと荷えば、それは状況を織成する''１

分の),'il辺に1,,Lえるモノの相対的な側係であるといえ

よう。ということは、AIiI辺環境を成すモノから1111：

接に判111参照系を柵成するシステムがあればよいこ

とになる。技術的にはじcodeを使えば実現できる

ことである。すなわち、モノに砥･()(!〈･が付き、そ

のＵ(･《,【1,､を皿してそのモノの位伽,!i淵がとれれば、

周辺I純jZを成すモノの検索が''1能になり、そのモノ

の位州僻Mを柵成することによって空間参照系を作

り出すことができる。

肌迦は、技術的なこともさることながら、空間参

照系に必典なモノを如{１Jに淵撒的に、かつ社会で認

められたｕ(･(Ｍ１‘･を1,jけるかという社会的な｛l:細み

にある。」し休的には、交辿信号、郵便ポスト、バス

'aおわりに
・1,1L、ユビキタスＮ:食は必想的なN:会に兄えるか

もしれない。確かに、近年111に'た現するような社会

ではない、しかし、炎現に向けて多くの努力が試み

られており、決して嫉想的な|:|:会ではないであろう。

ｿﾐ際、ｌＳ()/TC211では、Ｕ1,i(;１月へｌｉ１けての提案

がなされており、州１１では「ユビキタス郁Ili」と称

する政砿業も打ち上げられている。ユビキタスコン

ピューティングの先進１１１である1Ｍ足が、この分野で

111:界のリーダシップをｲＩｌい、２１１Ⅱ:紀の１１t界の社会

ﾉＩ蛾を提案し、そのｿﾐ現を率先して１１:うのは、’1本

のｌｌｔ界へのﾉくきな戊献となるに逆いない､，

図11鰐Ucodeラベルによるモノ空間参照系

gコンテンツ莱飾ｌ空間淵鞭の未来１１２７
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おわりに
Ｉ；鶴：

ヤ2003年３月、「gコンテンツ流通推進協議会」が
，典設立されました。

HMi:B2.0といった高莱こそ未だ出現していませ棚
んでしたが、インターネットのＨ常化、撫怖サイト

の増加、ネットの検索エンジンの急成長、情報家電

への動きなど､ﾕピｷﾀｽ社会とい‘?ものが予感さ脇
れた頃です。

厩恥Ｇｌｓ（地理梢慨システム）に側係するビジネス、

ノ鐸､官公庁などの人々 の中で､竜一f地図の上に様々

な情報を展開し、施設管理や分析を行う、いわゆる

従来型のＧＩＳにあきたらない声が間まっていまし

“た。時窄間惜報をもっとI全1曲に用い、我々が本当に

必要としているコンテンツを瀧mさせ'Ｎｉ互に利用を剛

進めるための技術やシステムが必要ではないかとい財
う想いです。そういう人々 や企業が集まり「gコン“
テンツ流通推進協議会」が設立されたのです。経済

賑雄竹からも大変な鋤愛を撒きました。

協議会の設立に参加したのは、ソフトウエアから〃
．ハードウエアにわたるいわゆるITベンダー、測堂構
割唾や地図などのｃ'ｓ蕊業者、携帯電話をはじめとす棚．
”・るキャリア事業群、ベンチャー企業を含めたコンテ

＃鯛噸鰯魂蝋蝋偽
織二郎慶応大学名答殿をはじめ､多くの先生方
の参加を戴きました｡中央政府からも地方自治体か％

“灘溌欝鋤Ｉ鰯

ＷＷ鮒蝿ソ』『

らも熱心な方々 に参画いただきました。

「協議会｣では､｢技術｣肺場開発｣｢サービス開発」

｢制度」などの委貝会を設け、参加したい人が参加

して自111)I＃下な推論を行っています。その１１｣で、位

世愉報をキーとして、快適、かつ安全な社会を、指

そうという「ｇライフ」という考え方も唯れました。

技術的な話題では、＃蹄電話やＰＣ上に地図やアニ

メを軽い負荷で伝送し表,するものとして、Ｗ３Ｃ

をはじめ同際的に注ＨされているＳＶＣ（Ｓｍ1,,1】1ｕ

ＶｅＣｌｏｒＧｍＩ)|〕i“）といったツールの枇蕊に向けた

取り組みも行っています｡現在「臆ライフ」「SVC」

の何れも委員会として活動が一崎盛りｋがっていま

す。

「協縦会」は企難と企業の出会いの功にもなってい

ます。股立以来｢伽鮒州!」ということだけを災に

する様々 な業態の企業が災まりました。災撫liの染

まりは新たな発想をもたらします。協議会のIi'でも

いくつかのビジネスが生れてきました。

こうした出会いを災に加速するものとして、「ｇ

コン（テンツ）ワールド」を2003年以来i＃llllIして

きました。ここでは､ﾉ学､企梁､地〃脚治体の人々

による禰寅会、ミニ展示会が行われ、更には、ビー

ルやワインを片手に滞り合う「愈見鋤典会」の時Ⅲｌ

も川通しています。

語り合うだけでなく、搬紬やぢえをまとめていく

ことも大切と考えます。が年の活動報告に加えて、

｢論文集」も作成しています。
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W‘蝿こうした活動の中から生まれてきたのが本書です‘
踊茄『，これまでの活動を鯉'し、また情報を発信して未

;蝉：来へ向けてgｺﾝﾃﾝﾂの輪を広げたいとの考えか
押眠.‘H’ら企Imiされたものです。

議鍵繍聯柵欝郷
断し、行動しています。そして世の中の情報の８

剛割が､位置情報と側述を時っています。

繍鱗と慨ﾂ蝋駕職裟'基W輔
使われてきませんでした。でも、悩報技術や通信技

術の進歩は、それを可能にしようとしています。

携帯電話やカーナビに搭峨されたCPS技術に

よっていつでも位剛洲(を独僻することができるよ

うになってきました。ＩＣタグや２次元バーコード

によって位置情報を発信し、あわせてｇコンテンツ
を提供できるシステムも作られています。了どもた

ちの安全の確保のために位州洲lが活用されていま

す。

まさに、位世怖椛や昭コンテンツを取り巻く輪は
どんどん広がろうとしています。

本書は、これからｇコンテンツの桧に加わってい
ただきたい方々 に向けたメッセージです。ｇコンテ

ンツを取り巻く動きを、撤々ない〃から浮き彫りに

しています。

一見、学術論文､技術論文に見える章でも、執筆

にあたっては塔コンテンツの学術的な位侭付けや技

iZ！

⑪

：蝿

寵’

蝋繊lIIL

Ⅱn

.1ff』峰

踊岬

叩1

岬

βｒロ

‘¥ｉ

１脚

I

剛

術的内容をできるだけわかりやすく解脱していただ

くようお願いしました。

ドコンテンツに関わるビジネスの動きについて、
企業の雌前線に厳つ〃々にインタビューを通じて

滞っていただきました。ｇコンテンツビジネスの熱
さ、IIJ能性を感じていただけると思います。

2007年５月、圃会で｢地理空間1W報活川』;本法」

が作成されました。岡においても、位州洲(を洲Ｕ

できる雅盤のＩ鋤iが本格化します。その政府の取り

組みについても紹介しました。

本瞥の作成にあたって執筆いただいた大学の先生

方を始めとする多くの方々、またインタビューに応

じていただいた凶､、治体､企業の方々 の協〃によっ

てｲﾐｲIFが完成しました．深く感謝する次鋪です。本

１１に磯珊いただいた方々 をはじめ、多くの人々 の熱

懲によって闇コンテンツの流通、利用が大きく広

がっていくことを願ってやみません｡職
ｐｇコンテンツ流通推進協議会のメンバーは発足時
の‘１８社から徐々 に拡大し､2()07年には5‘1N:に逸

しています。協淡会ではより一脳多くの〃々 、企巣

に参加いただきたいと考えています。私たちのホー

ムページ(l1Up://www・g-contents・jI〕/）を訪問いた
だくとともに、Ｊ１嚇局まで一声おかけください。

平成１９年５ﾉｊ３１ＬＩ

ｇコンテンツ流､推進協議会
事務局長武川典化

槻

鰯ｇｺﾝﾃｼﾂ莱命’おわりに’’2９
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