3Dインターネットの参加型科学&コラボレーション – ライブ!
ヘルムト・プレンディンガー
3D Internet (「セカンドライフ」や OpenSim) は、共有3Dオンラ
インスペースです。 そこではユーザが – 画像のアバターとして
– 自然に出会い、コミュニケーションを取り、実験をし、コラボ
レーションします。

参加型科学のプラットフォーム: 専門家だけでなく、一般人も簡
単に、科学的発見や発明に貢献することができます。
（=みんなのeサイエンス）

ユーザ

3Dインターネットは、 SC’09 （米国オレゴン州ポートランド）における
「推進分野」になりました。

大規模データとユーザの間のキャップを埋めます。
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教授、こんにちは!
バングラディシュから来た
学生ですが、教授と一緒
に研究がしたいんです!
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Participatory Science & Collaboration in the 3D Internet – Live!
by Helmut Prendinger
Users

The 3D Internet (“Second Life”, OpenSim) is a shared 3D
online space, where users – as graphical “avatars” – can
meet, communicate, experiment, and collaborate naturally.

Platform for Participatory Science: not only experts, but
also general public can easily contribute to scientific
discovery and innovation (=democratization of e-Science)

3D Internet become “Thrust Area” at SC’09 (Portland, OR, USA)

Bridges the gap between large-scale data and users.
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