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（最終変更日：2001.8.31(Ver.0.2)，有川正俊）

5.1 GIS 学学学学術術術術情情情情報報報報ポポポポーーーータタタタルルルルササササイイイイトトトト「「「「GISSchool」」」」のののの概概概概要要要要

　GISSchool は，「学校メタファ」を使った学術向け GIS ポータルサイトである．

http://gisschool.csis.u-tokyo.ac.jpからアクセスできる．CSIS が提供している各種空間デ

ータ基盤のサービスを補完する目的で作られたサービスであり，あらゆる情報交換の

「場」として機能することを目指している．ポータル（Portal）とは「入口」を意味し，

ポータルサイトとは，何らかの情報にアクセスしたいときに最初に訪れる Web ページ

を意味する．ポータルサイトとして，Yahoo などがあるのはご存じかと思う．そして，

学術向け GIS ポータルサイトとは，GIS の学術情報に関するコンテンツを得たいとき

に最初に訪れる Web ページであり，我々はそのような Web ページになるようなサー

ビスを検討している．我々自身が有益なコンテンツを作って，GIS 関係者に提供する

という枠組みでは，人的資源，組織，予算等によりその運営が左右され，一時的には

良い成果が上げられてもそれが続くような将来性を見据えたスケーラビリティ

（Scalability）のある体系ではないと考えている．そこで，我々のポータルサイトは，

ほぼ無人で運営されるサイトであり，そのコンテンツは，一般投稿者による投稿を促

すというものである．ただ単に投稿できるというものではなく，閲覧が多いコンテン

ツは優良コンテンツと自動的に見なし，コンテンツのランキングを行い，それを Web

ページのレイアウトに反映するという機構を取り入れることにより，コンテンツの提

供をダイナミックなものとしているのが特徴である．

　また，我々のポータルサイトは，GIS 教育の助けになるようなサイトになることを

想定して設計した．一般に，GIS 従事者は，GIS の基礎をなかなか身に付けにくいも

のである．インターネットを通して，GIS を学びたい人々と GIS を教えることができ

る人々とがバーチャルな場でリアルな交流ができると，実質的な GIS コミュニティの

拡大および底上げになると考えている．このような GIS コミュニティの育成のための

理想的なバーチャルな場の提供を GISSchool は目指している．以下に，GISSchool の特

徴を簡単にまとめる．
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　(1) 学術向け：商用の GIS ポータルサイトとは異なり，ビジネストレンドは追わず

に，教育と学術研究に焦点を当てる．

　(2) ボランティア・ベース：ほとんどのコンテンツは，一般の参加者からのボラン

ティアによる投稿により集まると考えている．多くの方々に参加してもらうよ

うにする．

　(3) ランキングシステム：投稿されたコンテンツは，閲覧者のアクセス頻度に応じ

てランキングされ，人気のあるコンテンツへはアクセスを簡単に行えるような

クラスタリングが実現できる社会的フィルタリングの機構を実現した．これに

より，ランキングの即時性，客観性などが実現できるとともに，管理者の負担

の軽減を実現した．

　(4) 主対象は GIS 入門者：多くの方々に訪れていただくように，サイトへアクセス

する敷居を低くするべきと考えた．しかし，あまり低いと，実際の GIS 従事者

には役に立たないので，ほどほどの低さを考え，まずは，高校生や大学学部生

が理解できるレベルのコンテンツでまとめていくポリシーを採用した．このポ

リシーに合うメタファとして「学校」を選び，これに従い Web ページの全体イ

メージのデザインを行った．

　「学校メタファ」について簡単に説明する．リンク集のカテゴリ分けを学校の空間

に似せて行い，全体を親しみ易くした．トップページは「正門」で，GIS 入門者向け

教育資料のページは「教室」，GIS 研究の公開実験の場は「実験室」，用語集などの一

般情報へのアクセスは「図書室」，その他のお勧めリンク集は「リンク」，ポータルサ

イト管理者からのお勧めリンク集は「留学」，このサイトに関する情報提供の場は「学

生課」と名前を付けた．「教室」，「実験室」，「図書室」，「リンク」の４つのカテゴ

リが本ポータルサイトのコンテンツ提供の中心的な場／カテゴリであり，ほとんどの

コンテンツは一般参加者からの投稿情報で構成されている．一方，「正門」，「留学」，

「学生課」は，ポータルサイト管理者から提供されるコンテンツと考えていただきた

い．

　GISSchool は，一般利用者の積極的な参加によりボランティア・ベースで育ってい
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く．より多くの方々に，積極的に利用および投稿していただき，活気のある GIS コミ

ュニティ空間が実現できるのを願っている．是非 GISSchool を訪れていただきたい．

そして，まずは学校の中を散策し，さらに，GISSchool コンテンツ提供に参加して，

優良コンテンツの紹介情報を投稿していただきたい．ポータルサイトに関する御意見，

御質問などは，GISSchool の健全な発展に直接つながるという意味で極めて重要であ

り，これらも E-MAIL で管理者（discussion@gisschool.csis.u-tokyo.ac.jp）宛に積極的に

送っていただきたい．

　GISSchool は，2001 年 8 月末に運用が始まったばかりなので，コンテンツの量がま

だ十分でなく，この後の説明で用いた例に出てくる数（コンテンツの数やアクセス数

など）が小さいので，例としては適切なものになっていないかもしれないことをご了

承いただきたい．

5.2 GISSchool ののののココココンンンンテテテテンンンンツツツツのののの閲閲閲閲覧覧覧覧

　GISSchool の実際の Web ページを使って，GISSchool からアクセス可能なコンテンツ

を閲覧する要領を説明する（http://gisschool.csis.u-tokyo.ac.jp）．簡単な利用者インタフ

ェースなので，是非，実際に訪れていろいろなコンテンツを見ていただきたい．図 5.1

がトップページ（正門）である．正門からその他のカテゴリ（「教室」，「実験室」，「図

書室」，「リンク」，「留学」，「学生課」）へ行くことができる．また，正門では，各

カテゴリでの上位３位のコンテンツが表示してある．このトップページのカテゴリご

とのランキング集計は毎晩行われており，過去 1 ヶ月分のアクセス数を集計して算出

している．また，同時に，過去のランキング情報も閲覧することができる．正門のペ

ージの末尾には，過去１ヶ月以内に投稿された新着コンテンツのリストもある．

　次に，それぞれのカテゴリ（部屋）へ移動してみよう．図 5.2 は，カテゴリ「図書

室」の例であり，コンテンツ一覧が表示されている．このコンテンツ一覧の一番上に

は，先月のランキング１位のコンテンツが表示される．他のコンテンツのリストの順

序は，アルファベット順で表示されている．また，コンテンツ一覧のリストの順序は，

新着順で表示させることもできる．

　図 5.2 のコンテンツリストの中から，たとえば，「GIS 用語集（地理情報システム

学会版）」を選んでみる．その結果が図 5.3 の「コンテンツ詳細」であり，このページ
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には，コンテンツの URL，紹介者，紹介文などの投稿情報が含まれている．このペー

ジで項目「このコンテンツを開く」の右側の URL をクリックすることにより，実際の

コンテンツに到達できる．図 5.4 は，実際のコンテンツに到達した結果であり，この

場合，GISSchool が管理している「地理情報システム学会 GIS 用語集」のページへ飛

んだ．この用語集のページでは，GIS に関する用語を検索できる．たとえば，「地図

学」というキーワードを入れて検索した結果が図 5.5 である．このように，GIS 学術

情報ポータルサイトの主な役割は，GIS に関する情報を手に入れることができるリン

ク集のサイトであることである．

図 5.1: GIS 学術情報ポータルサイト GISSchool のトップページ
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図 5.2: カテゴリ「図書室」におけるコンテンツ一覧

図 5.3: カテゴリ「図書室」の中からコンテンツ「GIS 用語集（地理情報システム学会

版）」を選択し，そのコンテンツの紹介に関するページへ移動した結果
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図 5.4:　コンテンツ紹介のページから実際のコンテンツ

 「GIS 用語集（地理情報システム学会版）」へ移動した結果

図 5.5: 「GIS 用語集（地理情報システム学会版）」で検索を行った結果
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5.2 GISSchool へへへへののののココココンンンンテテテテンンンンツツツツのののの投投投投稿稿稿稿

　GIS 学術情報ポータルサイト GISSchool の大きな特徴の一つとして，GISSchool がコ

ンテンツ自体を提供するという意味合いよりも，一般参加者がだれでも簡単に提供者

になれる「場」を提供するというのが特徴である．本節では，一般参加者が GISSchool

へコンテンツを投稿する手順を具体的な Web ブラウザ画面の例を使って説明する．

図 5.6: カテゴリ「学生課」から「コンテンツの新規投稿」のページへ進む

　カテゴリ「学生課」の一番上の項目として「コンテンツの新規投稿」がある（図 5.6）．

ここをクリックして，「コンテンツの新規投稿画面」のページへ移動する（図 5.7）．

この画面に一般参加者が情報を入力し，画面の末尾の「送信」ボタンを押すことによ

り，投稿コンテンツは仮登録される．ここで，仮登録というのは，無責任なコンテン

ツ投稿を排除するための手段であり，これに関しては後で詳しく述べる．次に，この

「新規投稿画面」の各項目について説明を行う．最初の項目「お名前」（ユーザ名）

には，投稿者の名前あるいはハンドルネーム（匿名）を入力する．次に，E-MAIL と

いう項目に，投稿者の E-MAIL アドレスを入力する．E-MAIL アドレスを入力してい

ただくことにより，投稿に対する責任の所在の明確化を実現している．E-MAIL アド

レスは過って入力することが多く，間違った場合に GISSchool から連絡が取れなくな



- 8 -

るので，二度同じ E-MAIL アドレスを入力していただく．この E-MAIL アドレスに，

仮登録完了の案内が送られ，その案内の中に登録最終確認のための Web ページの秘密

の URL が含まれている．この登録最終確認の Web ページで投稿内容を確認し，最後

に「確認」のボタンを押すことにより，コンテンツの投稿手続きは完了する．この完

了後すぐに各カテゴリのコンテンツ一覧において，投稿したコンテンツ項目が表示さ

れる．（ただし，トップページは１日に一回深夜に更新しているので，トップページ

の新着コンテンツ一覧には投稿日の翌日に表示される．）また，「学生課」から「投稿

済コンテンツの修正・削除」も新規登録とほぼ同じ流れで行うことができる．そのと

きにまず「ユーザ名」と「E-MAIL アドレス」を使って「投稿済コンテンツの修正・

削除の画面」の Web ページにアクセスし，そこで仮修正・削除が行われる．新規登録

と同様に，投稿者の E-MAIL アドレスに確認の E-MAIL が送られ，その中で通知され

る秘密の URL で指示された Web ページで最終的な修正・削除の確認が行われ，修正・

削除作業が完了する．

　図 5.7 の新規投稿画面の第３番目の項目として「カテゴリ」があり，投稿するコン

テンツが属すべきカテゴリをメニューの中から選択する．次の項目「タイトル」は，

コンテンツ一覧などの見出しとなる．その次の項目「このコンテンツを開く」に，実

際のコンテンツがある URL を入力する．最後に，項目「【ユーザ名】さんによる紹介

文」には，投稿者による，投稿コンテンツの紹介文を記入していただく．すべての項

目に情報を入力して「送信」ボタンを押すことにより仮登録が完了し，E-MAIL を使

った登録者確認の手続きへ進むことになる．これらの一連の「新規コンテンツ投稿」

手順を図 5.8 に示した．
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図 5.7: コンテンツの「新規投稿画面」

図 5.8: 新規コンテンツ投稿の手続きの流れ
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X. GIS学術情報ポータルサイト GISSchoolの課題

　GIS 学術情報ポータルサイト GISSchool は，まだ立ち上がったばかりであり，実際

に空間情報科学の分野においてポータルサイトとして対外的にきちんと認められるか

どうかが最大の課題である．そのために，まず多くの人々に訪れてもらえるようなコ

ンテンツが多く集まることが重要である．そして，多くの人々によるコンテンツ投稿

がなされるという現象が起きるように，GISSchool 関係者は広報活動を行う必要があ

るだろう．その広報活動の一環として，参加者を増やす呼び水として，立ち上げの段

階では，GISSchool 関係者自らが GISSchool へコンテンツをたくさん投稿することにな

るだろう．

　以下は，GISSchool が実際にポータルサイトとして対外的に認められ，実際にポー

タルサイトとして機能し始めたときに考えられる（うれしい）課題である．

掲示板とチャットのカテゴリの増設：コンテンツが充実し，多くの参加者が訪れ

ていただける状況になった場合には，カテゴリとして「談話室」を追加し，そ

こで掲示板やチャットなどにより，より対話的な情報交換ができるようにする

予定である．談話室は，コミュニティごとに用意しないといけないかもしれな

いので，談話室を参加者が立ち上げることができる機能も用意する必要が出て

くるだろう．

カテゴリの増設と階層化：現在は，４つのカテゴリで始めている．これは実際の

コンテンツがまだ多くないからである．今後，コンテンツの量が増えた場合，

カテゴリの増設と階層化を検討する必要があるだろう．また，これらの増設や

階層化などを自動化する枠組みも検討する必要があるだろう．


