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１． インターネット上の空間コンテンツ流通のフレームワークの現状と問題点
１．１

ウェブコンテンツの意義とサーチエンジンによるバリューチェーン

インターネットやケータイ話などに代表される IT の発達と普及により，われわれ人
་が手にした情報コンテンツの量・ࡐ・迅速性は，人་始まって以来最も優れたものに
なっており，われわれの生活を豊かにしている．ウェブ自体が情報の宝庫であり，われ
われの生活やビジネスの場面場面でウェブにアクセスし，必要な情報を得て，賢く，そ
して，無駄無く活動できるようになってきている．従来の紙とマスメディアを主体とし
た情報コンテンツ流通の枠組みは，根本から変りつつある．このように，以前に比べる
とわれわれは必要な情報を楽に手に入れることができるようになった．一方で，情報が
多過ぎて困る状況にも陥っている．そこで，たくさんの情報の中から自分が意図するも
の，つまり，信頼性のݗい情報だけを手っ取り早く得る手段として，google[1]に代表さ
れるウェブサーチエンジンが台頭するようになった．ウェブサーチエンジンは，キーワ
ードでウェブページ群を単に検索するだけではなく，そのコンテンツが信頼おけるかど
うかを，そのページに対する他のページからのリンクが多いかどうかというような間接
的な社会的信用を表す指標を利用した社会的フィルタリング（socialfiltering）を利
用して自動的なランキングを実現し，提供するコンテンツの信頼性を上げている．つま
り，ウェブサーチエンジンはコンテンツだけではなくランキングも利用者に提供してい
る．このウェブサーチエンジンは，現在では，われわれの生活およびビジネスにおいて
不可欠な存在となっている．別のۗい方をすれば，ウェブサーチエンジンはウェブコン
テンツをキーワードで検索し，ウェブページを重要な順番で串刺しにする便利な道具で
あり（図１参照），百科事典に代わる，あるいはそれ以上の存在となっており，ウェブと
共に人་にとって不可欠で普遍的な道具となっている．この串刺しを繰りඉすことは，
ウェブ情報空間から必要とする情報を連想的に抽出することであり，情報から関連する
情報を逐次的にたぐり出すという意味から，人間を介したバリューチェーン（value
chain）の原点とۗえる．そして，ウェブコンテンツにアクセスするときに，まず，ウェ
ブサーチエンジンから始めることが多く，この意味からウェブサーチエンジンがポータ
ルサイト（portalsite）となる場合が多い．ポータルサイトはさまざまな分野ごとにあ
り，この意味からは，ウェブサーチエンジンは，多くのポータルサイトを串刺しにする
メタポータルサイトとも考えられる．
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図１．ウェブサーチ：キーワードによるウェブページの串刺し
ウェブサーチエンジンの別の使い方として，DNS(DomainNameService)の代わりに使わ
れることもある．たとえば，朝日新聞のウェブページに行きたい場合に，人間が連想記
憶しやすいドメイン名として"www.asahi.com"という URL を入力する代わりに，ウェブ
サーチエンジンでわれわれが日常的に使っているۗ葉と同じように"朝日新聞"と直接入
力し，検索結果として朝日新聞のウェブページへのリンクを出力させ，それをクリック
することにより”www.asahi.com”にアクセスする，というように，本来の情報検索とは違
い，われわれにとって自然なウェブへのアクセスの枠組みを提供している．この意味か
ら，ウェブサーチエンジンは，ユニバーサルなディレクトリサービスを実現していると
もۗえる．現在では，ウェブサーチエンジンをうまく使える人がインターネットあるい
は情報をうまく使える人となっている．もしウェブサーチエンジンが今有料化されたと
したら，たぶん多くの人はお金を払ってでも利用するだろう．なぜなら，ウェブサーチ
エンジンはすでにわれわれの生活およびビジネスには不可欠な道具になってしまってい
るからだ．われわれは，本当に有用である，あるいは，必要であると考えたら，ウェブ
サービスにもお金を払うはずである．逆に，お金を払いたくない，と思っているウェブ
サービスは，お金を払うだけの品ࡐのサービスを実現していない，とも考えて良いだろ
う．実際には，ウェブサーチエンジンは，消費者からみると無料のシステムだが，ポー
タルサイトとしての広告料，あるいはログӕ析などのマーケッティング戦略のための情
報販売などできちんとビジネスとして成り立っている．このように，IT とともに生まれ
たビジネスではすでに先駆的な成功例があり，これらから学ぶことは多い．一方，ウェ
ブサーチエンジンを使って悪いことをする人々も当然ながら出て来る．たとえば，爆弾
の作り方のページを作ったり，それにアクセスして実際にテロを֬こすなどといった可
能性がある．あらゆる道具にはସ所と短所は共に備えているが，悪用をいかに少なくす
るかを社会֩範としていかに実現するかは大きなӀ題であり，これらに関しても多方面
から検討がなされている．
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１．２

日本における空間コンテンツ消費の現状と問題点

今回の記事の主題である，現実世界の位置の情報を含むコンテンツ（以降，空間コン
テンツと呼ぶ）を考えた場合に，今のインターネットの枠組みの延ସとして，ある位置
の情報を検索する枠組みはほとんど整っていない．もちろん，個々の空間情報サービス
に関しては，日本は世界的にも先進的なケースは多い．たとえば，乗り換え案内，経路
地図，地図 ASP，GPS ケータイ，などのサービスは，現在の IT の状況を考えるとよくで
きており，著者も外出するときは頻繁に利用している．そして，それらはある意味です
でに満ੰが行くものとなっている．しかし，この満ੰも，次に来るݗ度な空間サービス
の真実を利用者が知らないことから来る満ੰであると考えられる．一例としては，現在
の空間ビジネスの枠組みのほとんどはオープン化の枠組みではなく，むしろ囲い込みの
枠組みで実現されており，その弊害があまり知られてはいない．オープン化の考えから
すると，現在の空間ビジネスの形態は一過性のものかもしれない．一方，インターネッ
トに代表されるオープン化が絶対に正しいという訳ではなく，オープン化の考え方では，
ビジネスモデルを作り出すのは現在のさまざまな状況からすると現実的でないかもしれ
ない．この意味で，現在の空間ビジネスは，ある意味で最適化された状態であるともۗ
える．一方，今後，空間コンテンツの流通のあり方・認ࡀの仕方を変えることにより，
現在とは異なる，よりݗ度な空間ビジネスモデルを作り出すことができるのではないか
と考えられる．これにより，一般市民は普段から，あるいは常に位置情報を使うことが
できる環境を手にし，前節で紹介したサーチエンジンと同様に，生活とビジネスにおい
て不可欠な道具になると期待できる．
オープン化に関して，現在の空間ビジネスの１つの問題点を具体的に説明すると，現
状は，ある地図プロバイダのセッションの中でのみ空間サービスは利用できる形態にな
っている．複数のプロバイダのそれぞれのコンテンツを集めて，あるいは，それらを組
み合わせてݗ度利用できる環境には至っていない．具体的には，M さんは A ؿ行と B ؿ
行を使っているが，A ؿ行は X 社の地図 ASP で提供され，B ؿ行は Y 社の地図 ASP で提供
されている場合に，A ؿ行と B ؿ行の ATM を１枚の地図上で確認したくても，それはで
きない．また，経路案内でも，A ؿ行の ATM と B ؿ行の ATM と C 薬局を通って D 美術պ
に行きたい，などといった複合的な経路検索はできないのが現状である．また，A ؿ行
の ATM を表示する地図は，画像の地図であるので，実際には，現在はまだ空間データが
インターネット上を流通してはおらず，画像データが流通しているのが実状であり，そ
のために情報の再利用性はほとんど無い．むしろ，再利用性をなくして，各社の地図 ASP
に毎回アクセスすることにより，ポータルサイトとしての機能を実現してビジネスを成
立させている．これは，地図 ASP の論理であり，ؿ行 A のようなコンテンツ提供元が無
料で POI(PointofInterest)により位置情報を含む空間コンテンツを消費者に流通させ
るのは問題ではなく，むしろ，ダイレクトメールのような宣伝の効果があると考えられ
る．逆に，子メールで，位置情報を۳客に配布することも可能であろう．ただし，ATM
が廃止された場合などは保持している空間コンテンツからは分からない，などの情報の
新鮮さが保証できない問題が生じるが，これも空間コンテンツの中に XLink などを用い
て自動更新の機能を使えば，実現することは比Ԕ的容易である．しかし，ここで問題と
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なるのは，消費者が POI を保持していたとして，それをѡ覧する手段あるいは環境が現
在まだ実現できていないことである．たとえば，G-XML で記述された POI アーカイブを，
PC 地図や地図 ASP で取り込めたり，あるいは，書き出したりする機能があれば，消費者
は，自分に必要な POI を集めて管理するようになるだろう．このように，POI は，現在
の地図 ASP やダイレクトメールと直結し，すぐにでも置き換わるものになるかもしれな
い．子メールで POI が流通できると考えると，流通に制限はほとんど無いとۗって良
く，個人で集めた POI アーカイブを友人に渡すことも普段の活動の一になるだろう．
名刺も POI に置き換わるかもしれない．また，子メールのシグネチャに位置情報を付
けるのが一般的になると，子メール自体が POI になる可能性もある．子メールの整
理のときに，地図を使って整理したり，過去の子メールを位置で検索するというのも
ؼい将来日常的になるかもしれない．ウェブページにも位置情報タグを入れることが普
及すると，ウェブ自体の POI 化が進行するだろう．POI 化したウェブ空間は，キーワー
ドだけでなく，地図や GPS を使って，ある場所あるいは自分のいる位置でさまざまなウ
ェブページにアクセスするのは日常的なことになるだろう（図２参照）．朝日新聞のウェ
ブページにアクセスするのを，朝日新聞の本社や販売店のウェブページを位置キーにし
てアクセスすることで間接的にたどることも日常になるかもしれない．これは，前節で
自然ۗ܃のキーワードを使ってウェブページにアクセスする手段と似ており，位置キー
でウェブページにアクセスすることはわれわれの日常生活の活動にؼく自然な枠組みに
なるだろう．現在は，ある空間コンテンツプロバイダが保持している空間コンテンツは
ウェブ空間とは別の独自の情報空間を形成しており，その閉じた情報空間だけを検索対
象にサービスを実現しているのに対し，ウェブサーチエンジンでオープンな空間コンテ
ンツが検索できるようになることは，世界中のウェブコンテンツを，従来のキーワード
に混ぜて，位置キーでも検索可能になることを意味する．このように，位置情報による
情報検索は，キーワードによる検索の拡張として扱うことができる．

位置キー
という矢

地理空間

図２．位置キーによるウェブサーチ：位置によるウェブページの串刺し
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１．３

空間コンテンツのソース

このようなオープンな空間コンテンツ流通を考えた場合，背景図を利用したいために
PC 地図や地図 ASP を利用するということが考えられるが，カシミール３D[2]のような，
国土交通省国土地理院[3]が公開している個人利用ならば無料の地図データを扱えるフリ
ーソフトがあり，今後，この背景図のためだけに PC 地図や地図 ASP を使う必要はなくな
るかもしれない．しかし，日常的に地図を使うようになると，やはり，品ࡐがݗい，リ
アルタイム更新が可能である地図，あるいは，デザイン性のݗい地図の必要性がより認
ࡀされ，今以上に PC 地図や地図 ASP は売れるようになるだろう．
今後は，政府や自治体などが保有している空間情報については，市民に対して可能な
限りデジタル地理情報の形態で情報公開を進めて行くと考えられる．公共的な施০など
は POI として公開することにより，一般市民だけでなく，地図 ASP やコンテンツプロバ
イダにとっても有用な情報となるだろう．
POI の例としてはいろいろと考えられる．POI の普及とともに，個人や NPO が作った無
料の POI も出回るだろう．また，企業は宣伝を兼ねて POI を子チラシとして配るよう
になるだろう．観光ガイドやレストランガイドの付で POI が付くことも予想できる．
これらの POI はパソコン上でのѡ覧が可能であるとともに，ケータイや PDA でのѡ覧も
一般的になるだろう．
１．４

簡単な位置情報の生成の枠組み

POI を作るときの一番の障害は，位置情報を生成することである．GPS ケータイによ
り位置情報がより簡単に生成できるようになると，今後，子メールの数だけ，あるい
は，デジタル写真の数だけの POI が作成されるようになり，それらがいろいろな手段で
流通し，空間コンテンツが氾濫する時代も来るだろう．この空間コンテンツの氾濫によ
り，空間コンテンツに対してどのようにしてランキングを付けるか，品ࡐ保証を行うか，
カテゴリ化するかなど，さまざまな問題が明らかになってくるだろう．
GPS ケータイの普及と実際に使用に耐える機能の実現にはまだ数年はかかるのではな
いかと考えられる．これを待たなくても，住所，ຆ便番号，話番号などの間接位置参
照情報は，現在でもすでに流通しており，それらを直接位置情報（たとえば，緯度経度）
に変換するジオコーディング（geocoding）サービスが低価格で安定して簡単に一般利用
されるようになると，必ずしも緯度経度などの直接的な位置データを含まない空間コン
テンツも POI として扱うことができるので，POI として扱えるコンテンツの範囲を広げ
ることになる．具体的には，国土交通省国土ڐ画局国土情報整備室が提供しているӺ
区レベル位置参照情報[4]を利用して，住所情報を絶対座標空間の位置情報へ変換する無
料のサービスは，著者が所属している東京大学空間情報科学研究センター[5]で独自開発
したアドレスマッチングサービス[6]としてすでに公開されている．このアドレスマッチ
ングサービスのソフトウェアはオープンソースであり，今後，多くの機関で，独自の住
所情報を対象にしたアドレスマッチングサービスが立ち上げられ，いろいろな場面で位
置情報が有効活用されるきっかけになると予想できる．このアドレスマッチングサービ
スおよびその応用の空間文書管理システムに関しては，後の節で詳しく説明する．
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GPS やジオコーディングとは別の位置情報の生成の枠組みとしては，たとえば，コン
ビニや喫茶店などでもらう領収書を子化して，自分の時空間行動履歴として利用でき
ないかと考えられる．この場合，レジで紙の領収書をもらうのではなく，bluetooth や
ঢ়外線などの無線通信でケータイか PDA にデジタル領収書をもらう．デジタル領収書に
は，場所と時間の情報が入っているので，これはそのまま家ڐ簿ソフトで利用でき，同
時に，時空間行動履歴アーカイブとして有益な環境を実現することになるだろう．少な
くとも，消費者の購買履歴として，企業が持っているログ情報のうち，自分に関するも
のはѡ覧できる，あるいは，コピーする権利があるようにすることは可能ではないだろ
うか．一方，このような枠組みを実現するためには，ハードウェアおよびソフトウェア
のインフラの整備も必要であり，デジタル領収書が紙の領収書と同等のものとして認め
られるようにするための法律改正などさまざまな制度改革が必要になるだろう．
１．５

空間コンテンツの信頼性と主情報でない位置タグ

最初に述べたように，コンテンツはその信頼性が極めて重要である．逆にۗえば，信
頼性がݗいコンテンツなら，多くの人々は喜んでそれ相当のお金を払って購入するだろ
う．現在のコンテンツプロバイダの問題は，そこに保持されている情報に網羅性がなく，
また，ランキングに関しても公平性が保たれていない点である．今後，POI による無料
の空間コンテンツ流通が普及すると，インターネット上の情報空間の一となるので，
この網羅性という点は改善されると考えられる．また，ランキングに関しても，適切な
ランキングを行うコンテンンツロバイダの人気が上がるのは間違いない．そのランキン
グを作るために，コンテンツプロバイダのスタッフがランキングを労働集約的に作って
行くのには限界もあり，人がランキングするのでは，情報の新鮮さを保つことも現実的
ではない．したがって，空間コンテンツを使うユーザからの声をうまく拾い上げる仕組
みが必要であるが，これは，そのコンテンツプロバイダの人気が出ないと人が集まらな
いということであり，卵が先か，ڕが先か，の問題となる．また，今のウェブのランキ
ングは，一般に，口コミのランキングよりも正しい情報が提供できていないという事実
もある．たとえば，夕॒を॒べるのに同じ額を出して，より美味しいものを॒べられる
のなら，少しのお金を払ってでも良いお店を紹介してもらうのは，実は，消費者にとっ
ては，全体としての満ੰ感からすると得をしたことになる．消費者は，一般的な情報で
はなく，リアルタイムの情報を必要としている場合も多い．今，新しいネタは何である
か，目玉は何か，新しいサービスはあるのか，メニューに何があるか，料金はどのくら
いになりそうか，料理人は昔と同じか，今込んでいるか，などの実時間性がݗいコンテ
ンツならお金を払うものである．
このように，これらの空間コンテンツは，決して位置情報が主では無く，コンテンツ
が主であり，位置情報は，便利に検索するための検索キーであり，また，バリューチェ
ーンを実現するものでもある．したがって，名称も空間コンテンツというよりは，空間
情報付きコンテンツと呼ぶべきかもしれない．つまり，「空間コンテンツの流通の普及」
とۗうよりは，「空間タグと空間キーの普及」とۗった方が正しいかもしれない．ここで
空間タグとは，POI を構成する位置情報タグを意味し，この空間タグは，どのようなマ
ルチメディアにも付加することができる．一方，空間キーとは，空間タグを検索するた
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めの検索キーを意味する．GIS では，位置情報は主データであったが，IT 一般では，位
置情報は，時間情報と同じく付属情報であることを忘れてはいけないだろう．しかし，
位置情報は，現実世界の実体にアクセスするための重要な情報であり，現実世界でのわ
れわれの移動を支援してくれる極めて重要な情報である．今までは，この位置情報は，
紙地図の上で，各人の空間認知を使って地図と現実世界との対応関係を導き出して，わ
れわれの活動に役立てて来た．これからは，POI のようなデジタル位置情報により，機
械での判読が可能になるため，人が見るだけではないݗ度な位置検索や空間ӕ析を実現
できるようになると期待される．
１．６

空間コンテンツ流通のビジネスモデルの分་学的とらえ方

空間コンテンツ流通を，ビジネス（B），消費者（C），政府や自治体（G），೪営利組織
（NPO）の４つの範疇での相互のコンテンツフローに分་して，空間ビジネスの形態の組
み合わせを考えると，それぞれの形態の位置付けと違いを比Ԕ的分かりやすく理ӕする
ことができる．
（ただし，ここで೪営利組織を NPO と略しているが，本節では，NPO とい
うۗ葉を正確な定義としてではなく，一般的な意味として用いている．たとえば，ボラ
ンティアベースで社会に貢献する೪営利組織の一般的な概念として NPO というۗ葉を使
うことにする．著者が所属する大学も，本節では，NPO の１つに含ませて議論を進めさ
せていただく．）ウェブは，初期の段階では，大学などを中心とする研究機関という NPO
が中心になって，研究成果や研究データなどを公表したり，共有したりする仕組みとし
て出現した．つまり，最初のウェブは，NPO2NPO の形態の情報交換が中心であった．そ
して，研究情報以外の，生活やࢀ味や遊びに関する情報などの共有や公開を行うように
なり，その有用性が認められ，NPO を中心に一般市民へも情報公開する方向に拡大して
いき，NPO2C に発展した．この段階で，ビジネスを抜きにして，ウェブは一般市民が楽
しめるようなものになった．これがさらに拡大し，消費者を対象にしたビジネスにも利
用できることが認知され，B2C の枠組みの形態へと発展した．このB2C のような使われ
方がなされるようになってから，ウェブの有効性が本格的に認められるようになった．
この B2C の枠組みにより，ウェブ上でのビジネスは実現し，ウェブサーバが世界中に広
まった．現在，公開されているウェブサーバだけでも，その数は４千万台はあるとۗわ
れている[7]．実際には，サーバは億の単位であると考えられ，今後も，その台数は増え
続けるだろう．このウェブサーバは，B2C の段階では，人が情報をѡ覧することを主な
目的に，ウェブクライアントに情報を送るために利用されている．しかし，世界中にこ
れだけたくさんのウェブサーバがあるのだから，企業間のデータ交換にもウェブサーバ
を利用することが得策と考えられるようになり，B2B の枠組みが出現した．この枠組み
では，人が見る HTML 文書データではなく，きちんと構造化されたデータベースの情報を
表現する構造化データを交換する必要があり，それに適する XML が誕生したとۗわれて
いる．XML の使い方は，機械が理ӕできる構造化データの表現だけでなく，人が読む HTML
の構造記述にも XHTML などで利用されている．実際には，両者の中間で，人が読め，か
つ機械も読めるようなデータの構造として利用するのも実用的であると考えられる．こ
の意味からも，XML 文書は半構造化データと呼ばれることもある．
一方，GIS の分野を見てみると，まずは，各省庁間の壁を取り外して，共有できる空

7

間データは共有できるようにするために，G2G のデータ流通の枠組みが重要視されるよ
うになった．GIS の導入により，政府および自治体の効率化を図るための構造改革を推
進するカギになると期待されている．G2G に関しては，ウェブを使わなくても，統合型 GIS
として従来のクライアントとサーバ型の枠組みで実現することも可能である．しかし，
現在のウェブ技術の社会への普及を考えると，ウェブを使う方が全体として効率化が図
られると考えられている．たとえば，すでに多くの安定したツールがあるという意味か
ら，ウェブのプラットフォームにする利点は多い．一方，市民に対しては，政府や自治
体が保有しているデジタル情報を一般公開するという意味で，G2C の枠組みが推進され
ることは市民生活およびビジネス展開においても重要である．たとえば，台帳のような
表の形でデジタル情報を公開する場合に，公的施০の場所に関する情報も POI のような
再利用性のݗい形式で提供することができ，これが直接，空間コンテンツ流通の G2C と
いう形態の実現につながる．たとえば，自治体から提供された POI 集合を，背景となる
地図の上に重ねて情報提供する場合に，もし自治体が背景地図サービスを独力で実現で
きない場合は，G2C というデータフローの途中に，地図プロバイダ（B）が入り，G2B2C
という枠組みとなる．これは，背景地図や空間コンテンツのディストリビューションを
アウトソウシングする方が効率的になる場合もあることを示唆している．このような３
段階の枠組みは，むしろ，ビジネスにおける地図利用では政府や自治体よりもずいぶん
と進んで利用されている．たとえば，インターネット上での店鋪の案内を地図で消費者
に提供する場合は，コンテンツオーナー（B）が各店鋪の位置データを POI という形式で，
地図 ASP（B）に提供し，地図 ASP は，その POI 集合を背景地図と重ねた形で消費者（C）
に提供しているので，B2B2C の枠組みとなっている（図３参照）．この枠組みは，現在の
ウェブでの地図サービスでは主流であり，現在の空間ビジネスモデルの代表的な例であ
る．また，׳可を取れば，国土地理院の地図データを利用した地図 ASP を行うことは可
能である．その地図 ASP は，ビジネス（B）
，他の政府機関（G）
，NPO がそれぞれで行う
ことも可能であり，その上に，政府や自治体等（G）の公的機関が無料公開している空間
コンテンツや，ビジネス（B）で公開している位置情報付きの無料の広告情報や，NPO 自
体が集めた空間コンテンツを，複合的に重ねて消費者に提供することもできる（図４参
照）．このように，B,C,G,NPO,のたった４つの範疇に分けて，その範疇間の空間コンテ
ンツのフローを考えてみるだけでも，現状がどのような状況であり，今後どう予想され
て，何がੰりなくて，何をどこにୈ加すべきであるかが，少し明らかになる．この意味
で，このような分་学的な思考は，役に立つのではないだろうか（図５参照）
．
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図３．現在の主流となる背景地図ASPを使った空間ビジネスの１形態：B2B2C
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図４．政府・自治体，೪営利組織，ビジネス，それぞれから無料の空間コンテンツが
提供され，その上にNPOやビジネスを展開する模式図

9

G

C

B
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空間コンテンツのキャリア：
(Web, Email, BBS) (TEXT, Photo, Voice, HTML, XML, etc)
＜通信プロトコル＞

＜データ形式＞

図５．政府・自治体，ビジネス，೪営利組織，一般市民の
間での空間コンテンツ流通のすべての組み合わせ
個人の空間コンテンツの交換という意味では，実は，消費者同士の交換，"C2C"が重要
であろう．C2C の枠組みはどのような枠組みかというと，もちろん，個人同士でデータ
交換する手段は，email が中心になってくる．また，BBS を使った場合は，C2C という流
れもあるが，その結果，限られた個人だけではなく一般の消費者にも，不特定多数に公
開される結果となる．そして，それはウェブコンテンツとも見なすことができ，サーチ
エンジンでも検索できる対象となりうる．この BBS で集めた空間コンテンツというのは，
リアルタイム性があり，情報が画一的でなく，極めて有用な情報になる可能性がݗい．BBS
を立てること自体がコミュニティを作ることであり，位置情報を使った空間コンテンツ
交換の理ӕ者を増やすという意味からも重要であり，今後，空間コンテンツの便利さを
多くのコミュニティが理ӕし，空間コンテンツ利用の普及が拡大していくであろう．そ
して，ウェブというものは，一方的な情報発信のようにも見えるのだが，BBS とウェブ
というものは，境があるようで，境が無いものであり，BBS は簡単にパブリッシュでき
るウェブサイトと考えることもできる．
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１．７

社会の個人化と個人空間ポータル

社会において個人化は重要である．インターネットや IT は，個人を生かすための道具
とۗえる．人་の歴史を考えると，階層的な社会と組織を作ることは現代社会の実現の
第一歩であった．しかし，IT の出現により，人と人との通信形態や人の活動範囲がݗ度
化し，いろいろな意味で個人が生きる時代になった．これは，コンピュータのダウンサ
イジング化や，個人化（パーソナライゼーション）に直接つながる．そして，企業や政
府のような各組織での構造改革にも直接的につながるものである．たとえば，コンピュ
ータは，以前は大֩模な装置であったが，現在では個人化し，パーソナルコンピュータ
となった．ソフトウェアに関しても，従来は組織のためのソフトウェアであったが，今
は個人化し，パソコンの上で動くソフトウェアとなり，個人でも使用でき，個人の仕事
を支援する表ڐ算やワードプロセッサなどが，個人だけでなく組織においても，情報処
理の主体となりつつある．個人化は，社会のいたるところで進んでいる．逆にۗうと，
今までのシステムは，一のスタッフだけ，たとえば，専๖家だけが使うために০ڐさ
れたものがほとんどであった．ダウンサイジング化の別の例としては，たとえば，デス
クトップパブリッシング（DTP）により，印刷やデザインも専๖家から一般市民の手へと
移って来た．写真に関しても，以前は専๖家が撮影し，専๖家が現像していたが，今で
は，個人が撮影し，個人がパソコンで楽しんだりカラー印刷したりするように移り変っ
て来た．このように，いろいろな広範な活動が個人でできるようになり，個人の能力向
上および活動範囲拡大が実現できているとۗって良いだろう．
このような個人化の流れは，現在の社会全体で明らかに進行している．一方，GIS の
分野では，この個人化の流れはあまり大きく認ࡀできておらず，旧来の専๖家向けのシ
ステムという傾向がまだ強い．ソフトウェアという道具は，個人が使えるものになれば，
それを基本にして多人数（グループ）で使うものに発展させることができる，という発
展手段が共通認ࡀになりつつある．具体的には，パーソナルコンピュータの上で動くソ
フトウェアは，それよりも֩模が大きいコンピュータであるワークステーションやメイ
ンフレームの上でも動く，という拡大過程の模式図の方が枠組みとしては健全と考えら
れるようになった．もちろん，個人化したソフトウェアで，専๖的な処理を含むすべて
のソフトウェアをカバーすることは不可能ではあるが，本来，個人向けソフトウェアで
カバーできる範囲を，専๖家向けソフトウェアや特殊／専๖ソフトウェア（システム）
で行っていた場合が多いので，良い意味で個人化は全体システムのダウンサイジング化
を進め，結果として構造改革につながっている．
個人で使えるソフトウェアは，グループでも使える．個人の特殊な形が，自治体のス
タッフ，民間のスタッフ，コンテンツプロバイダのスタッフ，あるいは，研究者であっ
たりする．グループの特種な形が，自治体，大学，会社であったりする．実際には，自
治体も大学も，企業と同じような合理化を受け入れる必要があり，今後，自治体や大学
も会社と呼ばれる時代が来るかもしれない．グループがもう一階層深くなると，それは，
グループのグループということになり，その１つ上のグループが形成される．つまり，
個人化のツールと，グループ化して情報を共有するツールにより，コミュニティによる
情報共有の枠組みが実現することが，現実的には，健全な方向であると今までの流れか
らも分かるであろう．
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Personal>Group>BigGroup
コンテンツに関しても，位置データはݗ価である．内容が特殊であり，また，測量も
ݗ価であったために，位置データ自体が地図という形となり，測量によりデータ化され，
一般の人々に享受されていたというのが実体だろう．しかし今後は，たとえば，個人が
GPS で位置データを採取し，個人がそこで写真を取り，個人がコメントをテキストで作
り，それらを組み合わせたものをデータベースに upload し管理するようになるだろう（図
６参照）．個人用の DB とは，いろいろな呼び方はできるが，日記的な情報を管理するの
で，個人日記データベースとۗっても良いかもしれない．日記だが，インターネットを
通してどこからでも見られる日記である．また，誰からでも見られる日記にすることも
できる．ウェブプロバイダが，個人日記を簡単に作る仕組みを提供しているサイトも多
い．これは，世界的にも blog[8]という名称で広がりつつある．また，ケータイから，
テキストや写真などを uploadして作れる Web 日記を moblog[9]と呼んでいる．
blog は web
logの略である．普通，weblogというと，webserver のログを連想し，間違えやすい．
ここでの weblogの意味は，個人の生活の記としてのログを Web に載せた，個人日記
ウェブページを意味する．

個人空間コンテンツのupload

個人
（研究者）
+GPS

個人空間コンテンツの
検索／ブラウジング
個人空間ポータルサーバ
図６．個人空間ポータル．個人が簡単に空間情報をネットワーク上で管理できる
ようになる．外で撮影したデジカメ写真を自分のサーバに upload するがごとく，
自分の軌などの個人空間コンテンツを個人空間サーバに upload する
個人情報は，普通は，その個人しか見られないようにするのが基本である．一方，自
分の個人日記のうち，公開できるものは知り合いや家族に公開するという使い方がある
だろう（図７参照）．これは，個人日記ウェブのアクセス管理の制御を行っていることに
なる．また，一般的なウェブと同様に，不特定多数に公開するという制御も可能である．
blog は，一般に不特定多数に，自分の生活内容や不満などを知ってもらって情報交換を
促進したいと考えている．日記の中の情報は，かなり新鮮な情報であり，それを読む人
にとっては有益な情報がたくさんあるだろう．一方，これらの情報は，機械で直接的に
理ӕできる形式になっていないので，地図で検索するのは一般に難しい．しかし，自然
ۗ܃処理で，位置情報抽出や位置情報検索が実現できるかもしれない．また，位置情報

12

タグを個人日記の内容に明示的に入れるように習慣付けると，それで位置情報検索の精
度がずいぶんと上がる．

個人
（研究者）
+GPS

個人空間コンテンツのupload

公開ಊ分

交換 (P2P)

個人空間コンテンツの
検索／ブラウジング

by emailなど

情報

発信
+GPS

個人空間ポータル
サーバ

個人
（研究者）

図７．個人空間ポータルと情報共有．個人が簡単に空間情報を交換／発信できる．
それらが，われわれにとって使いやすいものになる可能性もある．そして，個人の空
間ポータルサイトを皆が持つようになると，それらのうちの公開している分，共有し
て良い分をつないで，グループのデータベースやグループのポータルサイトを作るこ
とができる（図８参照）
．このように，個人空間ポータルを階層的にしていくことにより，
組織の情報共有システムを実現できる．このような，個から全体をボトムアップに積み
上げて行く枠組みでのシステムの展開の仕方は，健全な方向と考えることができる．こ
の最も代表的なものは，やはりウェブであり，ウェブページそれぞれは個人が中心にな
って作ったものであり，それらを集約してウェブサーチエンジンが実現でき，豊かで使
いやすい情報空間の利用環境を実現している．

・
・
・

個人空間ポータル
・
・
・

グループ空間ポータル

個人空間ポータル

図８．グループ空間ポータル．グループ空間ポータル＝Σ個人空間ポータル
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