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１ 知識科学教育研究センター 

 
 日本で初めての独立系大学院大学のモデルケースとして 1992 年にスタートした北陸先端科学

技術大学院大学（JAIST）には３つの研究科があり、それぞれにセンターが付属している。情報

科学研究科には情報科学センター、材料科学研究科には新素材センター、知識科学研究科には知

識科学教育研究センターが設置されている。われわれの所属する知識科学教育研究センターは

1998 年、3 つ目の研究科として創設された知識科学研究科の付属センターとして開所した。 

 知識科学教育研究センターは、高度知識創造社会[13]のパイオニア養成機関である知識科学研

究科をサポートする立場から、最新の情報技術・機器・ソフトウエアをトータルに統合した２１

世紀の高等教育研究機関にふさわしい知識創造支援システムを研究開発することを目的として開

設された。知識創造のための実践教育を側面援助する、社会に開かれた産学官連携をリードする

先導的な知識創造支援センターである。 

 知識科学教育研究センターは知識創造支援

システムの研究開発をおこない、それらの構

築・運用・提供・管理をおこなう。知識創造支

援システム第１版[1]が2001年3月末に搬入さ

れ、それらを利用して企業との共同研究や社会

人教育研究の推進を目指す試みがスタートし

た。さらに、知識創造支援環境の構築そのもの

が本センターの大きな研究課題であり、このシ

ステムを用いた知識社会の諸問題の解決のた

めの方法論の提示、各種の知識創造支援ツールの研

究開発[10]もセンターの個別研究課題である。知識

創造支援環境の構築を通じて、知識科学研究科は知識創造キャンパスとなる予定である。 

 

２ 知識創造支援システム 

 
 知識創造支援システム第１版は、以下のような要素からなっている。 

 
■知識創造アーク（産学連携教育研究サブシステム） 

 知識創造アークとは、社会に開かれた先導的知識創造センターとして、企業との共同研究や社

会人教育研究の場を提供するためのシステムである。 

図１－１ 知識創造ビルディング[2] 



■知識創造エア（研究環境支援サブシステム） 

 知識創造エアとは、我々が日常「エア（空気）」を意識することなく生活するように、「いつで

もどこでも誰でも」知識創造支援システムを利用することができる環境を構築しようとするもの

である。 

■知識創造エンジン（知識創造エンジン・サブシステム） 

 知識創造エンジンは、知識創造支援システムの核となる部分であり、すべてのシステムと結合

してそれらを制御・管理する。知識創造エンジンは、高速のネットワークで結合された各種のサ

ーバ群から構成されている。 

■知識創造スタジオ（知識創造スタジオ支援サブシステム） 

 知識創造スタジオは、バーチャルリアリティルームやロボティックスルームに必要な機器を整

備し、各種実験ができる環境を提供している。 

■知識創造フィールド（フィールドワーク支援サブシステム） 

 知識創造フィールドは、フィールドワークでの取材に必要な機材や持ち歩きできるマルチメデ

ィア編集機器、取材によって得られたマルチメディア情報を知識創造支援システムに取り込むた

めのインタフェースを提供する。 

■知識創造フュージョン（コミュニケーション・サブシステム） 

 知識創造フュージョンは、知識科学研究科の特徴である、文型と理系の融合を促進するための

環境を提供しようとする。ネットワークや内線を利用したテレビ会議システムや、講義風景など

をマルチメディアコンテンツとして蓄えておき、いつでも必要なときに見ることができるＶＯＤ

（ビデオ・オン・デマンド）システムを提供している。 

■知識創造ライブラリ（ライブラリ・サブシステム） 

知識創造ライブラリは、知識創造支援システムが提供するさまざまなマルチメディア情報を蓄

積しておき、知識創造エンジンと組み合わせて効率よく利用できるようにする。 

■知識創造レクチャー（講義室支援サブシステム） 

 知識創造レクチャーは、講義室等の機器を整備し、知識創造エンジンと結合することにより、

より高度な教育・研究環境を提供しようとする。オンラインのビデオカメラを設置し、講義内容

を映像コンテンツとして蓄積したり、配信したりする機能を持っている。 

 

これらのサービスは、以下のサーバ類やサブシステムなどが相互に連携しながら働くことによっ

て提供される。 

 

●マルチメディアデータベース・サーバ 

マルチメディアデータベース・サーバは、知識創造エンジンの核と

なって知識創造に必要なあらゆる情報を蓄積し、提供するサーバ群

である。 （富士通 GP7000Model550 など） 

●フロントエンド・サーバ 

フロントエンド・サーバは、知識創造支援システム全体を制御する。

ユーザは WEB ブラウザなどを使用して手軽に利用できるようにしている。 

（富士通 GP5000Model45 など） 

図 2-1 マルチメディア 
データベース・サーバ 



●モデリング・シミュレーション・サーバ 

本サーバは、仮説などをモデリング検証するためのシミュレーションをお

こなう計算サーバである。 （富士通 GP7000F Model1000 ） 

●可視化サーバ 

可視化サーバは、シミュレーションなどで得られたデータを３次元図形な

どで表示することができる。 （SGI Octane など） 

●VOD 配信システム 

VOD 配信システムは、マルチメディアデータベース・サーバなどに蓄積

された動画情報などを、必要な時にいつでもどこでも見られるようにす

るシステムである。 （日立 MediaHall など） 

●遠隔講義システム 

本学でおこなわれている授業や講演のもようを遠隔地でも見られるようにしたり、遠方の講

師の先生にわざわざ来学していただかなくても授業が受けられるような遠隔講義システムで

ある。 （SONY iLink Unit など） 

●高速ネットワーク網 

知識創造エンジンの各サーバ類を高速に接続したり、マルチメディア情報を高速で配信する

高速ネットワーク網である。 （Extreme Summit7i など） 

●無線 LAN 

モバイル PC や電子掲示板システムなどで使用される無線 LAN で、知識棟全域をカバーしてい

る。 （MELCO AirStation など） 

●位置検出システム 

位置検出システムは、知識科学研究科棟において専用バッジをつけたユーザがどこにいるか

を検出するシステムである。 （ELPAS 社 EIRIS ） 

●学内掲示板（情報端末）システム 

学内掲示板システムは、廊下やエレベータホールなどに大型のタッチパネル付きディスプレ

イを設置し、各種情報を表示させるものである。 （RICOH MediaSite など） 

●バーチャルリアリティ・システム 

本システムは、マルチメディアデータベース・サーバなどに蓄積

された映像などを表示する大型ディスプレイ装置と、触覚などの

感覚を提示するための装置などや、人間の動きなどをキャプチャ

する装置から構成されている。 （日立 VR システム など） 

●モバイルラボ 

モバイルラボは、フィールドワークでの取材などにおいて必要な

機材や、得られたマルチメディア情報を編集・加工・蓄積するための簡易なシステムを提供

するものである。 （SONY VAIO Note など） 

 

 

 

図 2-2 モデリング・ 
シミュレーションサーバ 

図 2-3 バーチャルリアリティ機器



３ ディジタル環境実現事例 

３．１ 無線 LAN 

 無線 LAN システムは知識科学研究科のモバイルコンピュータ環境を提供するとともに、装着型

コンピュータや電子掲示板システムなどを構築するために必要となるシステムである。 

 無線 LAN アクセスポイントには、株式会社メルコ社製の AirStation 

WLA-L11 を採用した。これは知識科学研究棟内の無線 LAN カードを装

着した各携帯端末に対して、11Mbps 無線 LAN データ通信サービスを提

供する。AirStation は接続したまま移動できるローミング機能を搭載

しており、WEP 暗号化および MAC アドレス登録機能により、セキュリ

ティを保持できる。 

 また、11Mbps 無線 LAN AIRCONNECT PC Card TypeII 用カード（WLI-PCM-L11）は、NOTE パソコ

ンで高速無線 LAN 環境を実現する。 知識科学研究棟には、無線ＬＡＮのアクセスポイント

AirStation が約 70 個設置してあり、知識科学研究棟全域（１棟、２棟、３棟、各中間棟及び講

義棟）において、11Mbps のデータ通信が可能で、かつ、ローミング機能により、接続した状態で

徒歩による移動を行っても接続が切れないようになっている。 

 セキュリティ保持のため、無線ＬＡＮを使用する端末については、MAC アドレスの登録を行い、

外部侵入者の使用を防ぐようにしているが、一台一台のアクセスポイントごとに登録するしか方

法がなかった（2001 年 4 月現在）ため、perlの web クライアントモジュールを使用した登録ツー

ルを作成し、登録をおこなっている。 

 またローミング機能を使用するには、すべてのアクセスポイントの IP アドレス空間を同一サブ

ネットとする必要があるため、プライベートアドレスを使用し IP マスカレードでグローバル空間

と接続している。 

３．２ 位置検出システム 

 位置検出システムは ELPAS（Electro-Optical Systems）社（イスラエル）の EIRIS（ELPAS 

InfraRed Identification and Search system:赤外線ロケーションシステム）を採用した。この

システムは、バッジと呼ばれる送信機から通常 4 秒毎に固有の ID を含んだ信号を拡散赤外線方式

で発信し、リーダと呼ばれる受信機で受信してその情

報を制御用 PC で解析し、バッジをつけた人間のいる位

置をモニタリングするものである。本来 EIRIS は病院

などで患者や医者の位置を把握する目的で開発された

ものであるため、赤外線が使用されている。 

 本センターでこのシステムを導入するにあたって、

微弱電波を使用した同様のシステムとの比較検討をお

こなった。その結果、電波方式は検知範囲や確実性な

どにおいて赤外線方式より優れた点もあったが、位置

情報の正確さや動きの検出、無検出状態における位置

推定などといったソフトウエア性能面で EIRIS が優れていた。 

 知識科学研究科棟には約 120 個のリーダが設置されており、利用者の位置情報をかなり正確に

特定することができるようになっている。 

図 3.1-1 Melco AirStation 

図 3.2-1 EIRIS 概念図 



 EIRIS には開発キットが付属しており、アプリケーションを開発することによって知識創造支

援システムの各サブシステムと連携が可能となる。今後はこれらのサブシステムと連携したアプ

リケーションを開発し、例えばバッジ ID をユーザ認証に利用するとか、廊下など各所に設置され

ている電子掲示板（後述）を利用する際に個人を特定して情報を提示する、などのサービスを提

供することが考えられる。 

 

３．３ VOD システム 

 VOD システムは講義や特別講演などを撮影した映像を蓄積・配信するほか、フィールドワーク

などで撮影された映像資料などを蓄積・配信する。 

 VOD システムとして、映像・音声圧縮方式として MPEG-4 を使用した日立製作所の MediaHall

を採用した。本システムでは講義室に常設されたカメラの映像をリアルタイム MPEG-４エンコー

ダ（ソフトウエア）で圧縮し、ストリーマと呼ばれるサーバに転送する。ストリーマからはリア

ルタイムで配信（放送）するとともに、ファイルとして記録する。ファイルとして記録されたも

のは要求があった場合にいつでも配信することができる。撮影するスケジュールなどはマネージ

ャと呼ばれるサーバで制御される。またカメラのコントロールなどはセンターのコントロールル

ームから遠隔操作できるようになっている。 

 撮影された映像はビデオ編集システムで編集するとともに、電子化された講義資料（ワードや

パワーポイントなど）を貼りつけることができるようになっており、さらにそれらを HTML 形式で

保存するようになっている。すなわちクライアント側では Web のブラウザで映像が見られると同

時に、講義で使用している資料なども画面と同期した形で見ることができるのである。 

 さらにこれらの映像データはマルチメディアデータベース・サーバに送られ、他の資料ととも

に情報検索システムに組込まれ、キーワード検索などで探すことができるようになっており、検

索システムから映像を見ることもできるようになっている。 

図 3.3-1 JAIST MediaHall 概念図 



【MPEG-4 について】 

 MPEG-4 はテレビジョン以外の動画像、インターネッ

トや携帯電話などの移動体動画通信、デジタルラジオ

放送の動画など、「情報提供」のための動画の世界を切

り開いていく将来性のあるフォーマットである。国際

標準規格であり、1 社が独占しているフォーマットと

違い、貴重な映像ファイルが将来長期間にわたって使

用できることが期待できる。狭い帯域に対応しており、

同じ帯域での画質が向上している。また MPEG-2 に匹敵

する帯域までカバーすることができ、狭帯域から広帯

域まで対応することができる。1999 年に標準化が一段落し、

これから発展することが期待できる将来性のあるフォーマ

ットである。 

 

 本システムにおいて MPEG-4 を採用した理由は以下の通りである。第一に、使用目的が主に講義

映像や資料映像の集配信であり、映画のような高画質である必要が無いため、ある程度の画質が

得られながら狭帯域に対応する方式であること。第二には、必要に応じて帯域を選択できるため

将来性があること。第三には、映像とともに電子資料を同期配信できるため教育目的には最適で

あること。 

 

３．４ 電子掲示板システム 

 電子掲示板システムは知識科学研究科棟の廊下やエレベータホールなどにタッチパネル付きの

大型ディスプレイを 37 台設置し、各種情報を提供するものである。これらのディスプレイでは単

に情報を垂れ流しするのではなく、タッチパネルでの操作によって必要な情報の検索などができ

るようになっており、「いつでもどこでも誰でも」の知識創造支援環境を構築するためのシステム

である。 

 電子掲示板システムのディスプレイとしては、リコー社製マルチメディアボード MediaSite 

MB1-40 を採用した。MB1-40 は 40 インチのプラズマディスプレイで、解像度は 640 ドットｘ480

ドット（VGA）である。VGA 入力や VIDEO 入力端子をそなえ、これらの信号切り替えや画面の ON/OFF

の制御用 RS-232C インターフェースを持っている。また超音波表面弾性波方式のタッチパネルを

装備しており、指などで触れることによって操作できるようになっている。さらに、プラズマデ

ィスプレイの寿命は比較的短い（カタログ値 10000

時間）ため、無駄な点灯をさけるため人間が前に立

ったときだけ点灯するよう、赤外線による人間感知

センサも装備させている。 

 制御部用PCはWindows98搭載のタワー型マシン

を使用し、この PC の画面を MediaSite で表示する

ようになっている。PC には人間感知センサや画面の

ON/OFFをコントロールする制御ソフトウエアのほか、
図 3.4-1 電子掲示板システム 
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各種サービスを提供するためのアプリケーションソフトウエアを搭載している。制御ソフトウエ

アでは、画面が消灯する際にそれまで利用者によって起動されたアプリケーションなどをすべて

終了させ、点灯時にはアプリケーションのトップ画面を表示させるようにして、次の利用者に対

してきれいな画面を見せるように配慮している。また制御用 PC のネットワーク接続には無線 LAN

を利用し、できるだけ余分なケーブルを見せないよう美観にも配慮している。 

 またこの電子掲示板にはカメラとマイクが接続されており、Microsoft NetMeeting を使ってテ

レビ電話としても使えるようになっている。 

 制御用 PC の OS として Windows98 を採用しているが、システムエラーが頻発し長時間の運用に

耐えられない。このため、将来的には OS として Linux を採用する予定であるが、各種ドライバの

開発に時間がかかるため、とりあえず Windows2000 での運用を目指してソフトウエアの移植作業

を行っている。また、３０台以上の電子掲示板をリモート制御で管理・運用するための集中監視・

制御システムを開発中である。 

 

３．５ Web ベースオペレーション 

 知識科学研究科の特徴の一つとして文理融合の研究科であるということがあげられる。すなわ

ち同じ学科内に文系と理系の教官や学生が存在するということである。このことをコンピュータ

の利用という面から見ると、ワークステーションをフルに使って計算させたり、プログラムを開

発したりする研究室がある一方、PC を文房具がわりにしか使わない研究室もあるということであ

る。そのような状況で、いくら良いシステムがあったとしても使い方が難しければ皆に使っても

らえることは期待できない。そこで、本システムのコンセプトの一つとして、「誰でも簡単に使え

るシステム」を目指している。 

 コンピュータの利用形態で現在もっとも身近なものといえば Web ブラウザによるホームペー

ジ閲覧であろうと思われる。したがって、本システムのすべての機能を Web ブラウザから操作で

きれば、誰にでも抵抗無く使ってもらうことが可能となると考えられる。 

 現在、本システムのうちマルチメディアデータベースの検索や VOD の閲覧は Web ブラウザを

使用している。また、モデリング・シミュレーションサーバのジョブの投入やステータスの閲覧

および結果の表示など、通常リモートログインしておこなっていた操作を Web ブラウザでおこな

えるようなしている。さらに可視化ソフトウエアである AVS の操作や表示も、簡易版ではあるが、

Web ブラウザでできるようにした。今後他のアプリケーションも Web ブラウザで操作すること

ができるよう、人にやさしい利用環境をめざして開発をおこなっていく予定である。 

 

４ 知識創造支援環境上のアプリケーション例（１）－談話の杜－ 

 
「談話の杜」[15]は、特定多数の人員で構成される集団内における知識の共有と創造を促進支

援することを目標として構築したシステムである。このような組織において、ある個人やある

「課」・「研究室」などが現在直面している課題について、その解決の糸口となる知識や情報を別

の部署や研究室の人員が所有していることがしばしばあることが指摘されている。このため、喫

煙所や休憩室などでの雑談的インフォーマルコミュニケーションによる、組織の壁を越えた知識

共有が従来から重視されている。近年では、より効率的に人々をこのようなインフォーマルコミ



ュニケーションの場に導くことを目的としたシステムの研究なども為されつつある。しかしなが

ら、たとえ相互に有益な情報を持った者同士が休憩所等で出会ったとしても、お互いに相手が自

分に有益な情報を持っているかどうかはわからない。会って、偶然に話をはじめ、さらにお互い

にとって有益な情報をもたらす話題に偶然に話が進展して、はじめてこの偶発的対話が有効な知

識共有の場として機能する。これはきわめて非効率的であり、実際には埒も無い単なる雑談のみ

に終わることがほとんどであると思われる。 

 

そこで「談話の杜」では、現在自

分が切実に欲している知識や情報は

何なのかを、そこに偶然居合わせる

人々に積極的に見せるという手段を

とる。具体的には以下のようなシス

テムによってこれを実現する。談話

の杜のシステムは、RFID 装置、大画

面プラズマディスプレイ（PDP)つき

パーソナルコンピュータ（以下、

PDP-PC)、および要求情報ベースで構

成さる。RFID 装置は、そのすぐ近傍

にある PDP-PC に接続され、PDP-PC

と要求情報ベースは LAN を介して接

続されている。システム利用者は、

まず「自分が今、何について知りたいのか、どんな情報を求めているのか」について要求情報ベ

ースに登録する。たとえば、「官能検査結果の分析方法について詳しい方おられませんか？」ある

いは「美味しいラーメン屋さんありませんか？」などである。その上で、利用者は RFID タグと呼

ばれるデバイスを常時携帯する。RFID タグにはユニークな ID データが記録されており、PDP-PC

に接続された RFID 装置のアンテナ近傍（半径 1m 程度）まで接近すると、電波によってこの ID 情

報が自動的に読み取られる。読み取った ID 情報から現在その PDP-PC の前に来ている人が誰であ

るかを判別し、その人が事前に要求情報ベースに登録しておいたデータを PDP 上に表示する。こ

の結果、その場に居合わせた人、通りすがりの人がこの表示情報を読むことにより、その人が今

何に関する知識や情報を求めているかを知ることができる。 

 

そこに居合わせた人は、もしその要求に対して答えられる情報をもっていれば、その場で直接

話をすることも可能であるし、時間がなくてその場はそのまま通り過ぎたとしても、あとから（そ

うしてあげようと思えば）連絡を取って話すこともできる。自分自身が直接答えられる情報を持

っていなかったとしても、他にその件について詳しい人を知っていれば、その人を紹介すること

も可能である。また、その場では特に自分には関係ないと思ったとしても、「そういうことを知り

たいと思っている人がいた」ということは記憶に残る。後日、なんらかの事情で同じ問題に自分

が直面したとき、「そういえばあの時あの人が同じことを考えていた」ことを思い出し、その人を

探し出して情報交換などをすることも可能となるだろう。このように、自分が今知りたいことを

図 4-1 談話の杜 



開示して他者へ見せることにより、同期的・非同期的な知識共有を促進することが可能となると

期待される。 

 

従来から、同じように知識共有を目的として各種のナレッジマネジメントソフト（以下、KM ソ

フト)が開発され、企業などで導入されている。しかし、その運営は現実にはうまくいっていない。

その理由は、「知識を持っている者」がその知識を知識ベースに登録しなければならないという、

「提供者負担」の構造になっていることがあげられる。知識を持っている者自身は、その情報を

提供して得られるメリットがないため、どうしても登録作業を怠ることになる。そこで報奨金な

どのインセンティブによって情報登録の動機付けを行おうとしている。しかし、本当に積極的に

情報登録を促進するほどの額の報奨金が提供されることはなく、このような方法での動機付けは

通常うまく機能しない。また、KM ソフトでは基本的に自分の「武器」としての貴重な知識を、無

条件に構成員全員に対して開示させることになる。これは知識を持つ者に強い抵抗感を感じさせ

る。一方、談話の杜では、全く逆に「知識を持っていない者」が情報登録の負荷を負う、「受益者

負担」の構造になっている。この場合、登録者本人がそもそも強い動機を持っているため、外部

からのインセンティブの提供などを行うまでもなく、情報登録が行われることになる。また、情

報提供者にとっては、情報提供の手間が無いばかりではなく、「誰に対して情報を提供するか」を

自ら選択できる。この結果、無条件な情報開示への抵抗感を払拭できるとともに、自分が提供し

た情報に対する、感謝という形での明快な反応を得ることができる。このことは、情報提供者側

の満足にもつながると思われる。また、たとえば情報を求める者が、自分のウェブページに「～

～について教えてください！」というような情報を掲載すれば、談話の杜と同じことが実現でき

るのではないかという議論がありうる。しかし、現実には情報提供者がそのようなページをわざ

わざ巡回し、日常的に閲覧していることはまず考えられないため、実際にはこの方法は機能しな

いと考えられる。談話の杜では、単なる「通過」や「休憩」といった日常あたりまえに行ってい

る実世界での行為の中にこのような情報を埋め込むことで、「ついでに」情報を見せてしまうこと

により、「わざわざ」情報を見に行かせるという非日常的な手間を解消している。 

 

５ 知識創造支援環境上のアプリケーション（２）－GUMYS－ 

５．１ GUMYS の概要 

 本章では、JAIST 知識科学研究科棟において、

知識創造支援環境のインフラを利用して、構築中

の実験ソフト Gush My Spot(GUMYS)[3,4] につ

いて概説する。 

GUMYS のシステムは、JAIST という環境が持

つ、個人に内在している知、個人の PC に蓄積さ

れているデジタル知、フィールドワーク等で集め

た各種の知について、収集、整理を行い、共有、

伝達を促進し、特定コミュニティ内の知識創造を

支援する。（図 5.1-1 参照）位置検出等の構内イン

フラを活用する出会い支援システムでは、コミ
図 5.1-1 GUMYS 構想図 



ュニケーションに至るきっかけや、グループ内部またはグループ間における出会いを支援し、イ

ンタラクションを促進する。さらに PDA による情報共有支援システムによって、実際のコミュニ

ケーションをサポートし、JAIST 内に在籍する研究者の持つ個人の知識の共有、知識創造に向け

た活動を支援する。野外発想支援システムは知識取得範囲を広げ、外で得た知識についても、

GUMYS のシステム内で利用し、他の知識との融合により新たな知識を発見する手段である。 

 

５．２ 出会い支援のシステム[3] 

 本サブシステムは、利用者の位置情報と、あらかじめ登録されたグループの情報を利用して、

利用者間でのコミュニケーションをサポートする。 

 １．利用者 

ユーザーはそれぞれいくつかのグループに登録し、このシステムを利用する。この場合のグ

ループとは、クラブ活動やワーキンググループといった特定の目的をもつグループや、まった

くの主たる目的を持たないグループも登録の対象とする。 

２．EIRIS の利用 

利用者の位置情報を JAIST 研究棟の地図にマッピングすることにより、視覚的にユーザーに

対象者の現在位置を開示する。位置検出の仕組みを取り込む為に EIRIS を利用している。赤外

線のバッチをつけた利用者の位置情報が変化すると、JAIST 知識科学研究科棟の MAP に反映

され、グループ情報と共に検出可能なシステムとして設計した。 

３．出会い支援の機能 

出会い支援の機能として、同一グループに属する利用者が複数人数集まっているときには、

同じグループに属する別のスペースにいる利用者ともコミュニケーションが取れるシステムを

実装した。これは、同一グループに属するユーザーに対し、予定されたミーティング以外の時

間における出会いを支援し、コミュニケーションを促進する。 

位置情報を取得し、なんらかの会合が行われていることを知らせるだけでなく、研究棟の内

部に配置された PDP を利用して、相互のコミュニケーションが可能である。PDP は、研究棟

の廊下、リフレッシュルームなど、主たる目的を持たないスペースにも配備されている。 

この機能によって、研究室における個人のスペースと、通常インフォーマルなコミュニケー

ションが行われている廊下やリフレッシュルームの両スペースを結ぶことを目指しており、現

在は実験的なシステムを運営中である。 

 
５．３ PDA を利用した情報共有支援システム[4] 

本サブシステムは主に三つのモジュールにより

構成される。（図 5.3-1 参照） 

 
１．PDP に接続されている PC 上で動作するプ

ログラムで常時起動している。主に個人の

PC からのファイルの受信やその閲覧、共有

ホワイトボードの仕組みを提供する。 

２．個人の PC 上で動作するプログラムで PDA
図 5.3-1 PDA を利用した情報共有 
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からの指示を受け、ファイルを PDP に接続されている PC に送る。 

３．PDA 上で動作するプログラムで、PDP に表示される共有ホワイトボードへの入力や個人の

PC にあるファイルを移動させるためにフォルダ構造の閲覧を可能とする。 

 
本システムを使用するにはまず PDP の前でシステムにログインする。最初に PDA 上のプロ

グラムを起動する。起動すると赤外線で PDP 付 PC から IP アドレスを取得し、その IP アドレ

スを利用して PDP 付 PC 上で動作しているプログラムに接続する。同時にその利用者が普段使

用している PC にも接続する。利用者個人の PC の IP アドレスはあらかじめ利用者がプログラ

ムに登録しておく。これら一連の作業を終えると PDA から各プログラムに指示を送ることがで

きるようになる。 

 
５．４ 野外発想支援システム 

 本サブシステムでフィールドワークによって収

集するデータが画像(当面静止画のみ)や手書きメモ

だけではなく音声も使用し、それらを KJ 法[7]のラ

ベルとする発想支援を行うことができる。さらに、

画像による発想支援を助けるために感性に基づく

キーワード(形容詞)から検索する機能を提供する。

本システムは以下の機能を提供する。(図 5.4-1 参

照)  

1． データ管理機能 

 フィールドワークで収集したデータを管理す

るために京大式カード[6]データベースを構築する。XML で記述し、ラベル（1 行見出し）、本文、

日付、静止画像や音声が格納されている場所を項目とする。 

 
2． コンテンツ検索機能 

(a) キーワード検索機能 

 項目ごとにデータが検索できるキーワード検索システムを構築する。 

(b) メディア情報（主に静止画像）検索機能 

 形容詞を印象語として用意し、いくつかの印象語を元に画像を検索できるようにする。このた

め感性語に基づく画像検索エキスパートシステムを構築する。 

画像から受ける印象は人によって異なるので、各個人の索引空間を多次元の意味空間として利

用できるようにする。これにより個人に適応した画像検索ができる。 

3． メディア情報管理・更新機能 

 フィールドワークで得られた大量のメディア情報(画像、音声、手書きメモ等)を蓄積・管理・更

新するためのメディア情報管理システムを構築する。 

 
上記機能の導入と双対尺度法、関連度行列法の利用により、ラベル（一行見出し）、京大式カー

ド、（デジカメでとった静止画像）写真の間の相互検索が可能となる。それにより、入力したキー

図 5.4-1 システムの構成図 



ワードに関連するラベル、京大式カード、写真を探索することが可能となり、フィールドワーク

で得た膨大なメディア情報の関連づけ、整理統合が可能である。また「絵の KJ 法」の表示機能

等の知的発想を触発する機能を付与する予定である。 

 

６ 知識創造支援関連研究 

 
 知識創造支援環境第１版の機器類が搬入され、そのソフトウエア・システムの一部が稼動しだ

した。我々は知識創造支援環境第２版の構築を目指し、第１版環境のフル稼働に挑戦中である。

本稿で紹介した GUMYS 上には電子投票、授業評価システムへの適用等を検討している。 

関連研究として、藤波は既に位置情報検出システムを用いた学内専用携帯電話利用の道案内シ

ステム[11]を開発している。また杉山は創発メディア環境[8]という知識創造支援ツール群を研究

開発している。國藤ら[14]はグループウエア[12]を用いた各種のナレッジマネージメント支援ツー

ルを実用に供している。 

以上のような関連研究を統合した JAIST 知識創造支援環境は、Streitz[5]の提唱するコオペラ

ティブ・ビルディングの本格的実験棟である。我々の研究開発しているツール群は、角らのコミ

ュニティウエア[9]の日常的研究環境への実践的埋め込み例でもある。 

「いつでも、どこでも、誰でも」空気をすうように参画できる知識創造キャンパスの構築に向

けて知識創造支援環境は日夜変身中である。 
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