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1. 序論
1.1. 研究背景
21 世紀は，
「情報・知識の時代」と言われている[1]．
「農業の時代」
「工業の時代」
を経て，
「情報・知識の時代」を迎えた今日，ICT（情報通信技術：Information and
Communication Technology）によって，多様な「情報・知識」をいかに利活用す
るかが社会的に重要な意味を持つようになってきている．社会における ICT の利活
用は国レベルで指摘されており[2]，総務省では，2015 年までに全世帯でブロード
バンドサービスを利用できるようにする「光の道」構想の実現に向けた検討を進め
ている[3]．この「光の道」構想では，整備すべき「インフラ」として，電子政府，
教育，医療や各種エンターテイメント等の利活用を通じ，豊かな国民生活を実現す
るための基盤となることを推進している．
IT 革命の本質は，「何事にも受け身であった大衆が社会に参加する手段を歴史上
はじめて獲得したこと」であると言われている[4]．IT 関連のモノやサービスの著し
い低価格化による社会の革命的変化は「チープ革命」と呼ばれ，このチープ革命に
よって情報発信と受信のコストは劇的に低下した[5]．これにより，Web の活用によ
る様々な

メディア

が登場し，それらの大衆による情報メディアは社会での影響

力を高め，従来とは異なった大きな変化をもたらすようになった．
Web2.0 と呼ばれる Web の進化と共に，大衆が Web を使って情報を受発信するこ
とで，Web は社会的な影響力を高め，マスメディア化した[4]．これらの，大衆をコ
ンテンツ消費者側からコンテンツ生産者側へ変えるメディアは，
「マスメディア」に
対して「ソーシャルメディア」と呼ばれている[6]．近年では，ブログや Twitter な
どのソーシャルメディアはプラットフォーム化し，既存のメディアやコミュニケー
ションを大きく変化させている．一方，ソーシャルメディアを使って情報の受発信
が活発に行われることで，Web 上の情報量は膨大となり，
「情報爆発」と呼ばれる
現象が問題視されるようになった[7][8]．情報量は今後益々増加すると考えられてお
り，利用者が必要とする情報を適切に集め，ある特定の分野や目的に合わせて提供
することのできる Web が求められている．
このように，社会（一般市民）における ICT の利活用を考えた時，市民向け情報
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を Web の活用によって効果的に市民へ届けるための仕組みが求められているとい
える．しかし，市民向けコミュニティにおいて効果的に Web を利活用できていない
という現状がある．Web 利活用のためには，①利用者のニーズに適しており，②
Web を使って情報提供することで新たな価値を生成し，③継続的に利用・運営でき，
④収集した情報を適切に管理・蓄積できる仕組みが必要である．しかし，これらの
①〜④を市民向けコミュニティにおいて総合的に実施するのは容易ではない．
本研究では，これらの情報爆発の時代における Web 利活用に向け，「キュレーシ
ョン」および「データベースメディア」の視点を取り入れる．キュレーション
（Curation）とは，本来は博物館や美術館などで働くキュレーター（Curator）の
仕事全般を指す．キュレーターとは，
「a keeper or custodian of a museum or other
collection[9]」であり，作品や資料の整理・管理・研究・展示を行う権威のある仕事
を行う人を指す．情報量が膨大に増えた Web でも同様に，情報の取捨選択・整理・
受信者に応じた解説などのキュレーションが求められており[10][11]，これらを適切
に行うことで社会的価値のある Web を構築できると考える．Web におけるキュレ
ーションでは，Web サイトの目的を考え，コンテンツを収集し，コンテンツを管理
し，目的に適した形で提供し，社会の中での活用方法を考えることであるといえる．
本研究では，これを「Web キュレーション」と呼ぶことにする．
また，その実現に向け，Web においてどのように情報を管理するのか，つまり，
データベースと Web を連携し，Web の中でデータベースをどのように活用するの
かを理解しておく必要がある．本研究では，この Web におけるデータベースの活用
をメディアの視点から考える概念として「データベースメディア」に着目する．デ
ータベースメディアとは，
「データベースをコアにもち，ユーザが参加することでデ
ータベースの価値が高まる Web サイト」のことを指す[12]．つまり，Web の利活用
ヘ向け，情報発信ツールとしてただ単に Web を構築するだけでなく，これらの広い
視点で Web をデータベースが作り出す 1 つの重要なメディアとして捉えることが重
要である．
このように社会における Web メディアの適切な利活用が求められる中，価値ある
情報が十分に利活用されていない分野も多く存在する．その理由として，情報分野
の専門ではない人々にとって，ある特定分野での Web の利活用は簡単ではなく，活
用したくても適切な活用方法が分からないということがいえる．これらの Web 利活
用を必要としている市民向けコミュニティを情報流通の視点で大きく分けた場合，
①情報源から受信者への情報伝達タイプと②情報受信者が発信者にもなる情報相互
利用タイプの 2 つが考えられる．本研究では，タイプ①を市民へ向けた Web 利活用，
タイプ②を市民が主体の Web 利活用と捉え，以下の分野を対象に，効果的な Web
の活用方法を検討する．
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タイプ① 生涯学習

（市民へ向けた Web メディア利活用）

タイプ② 地域活動

（市民が主体の Web メディア利活用）

上記の①と②における Web 利活用では，それぞれの情報流通タイプに適した専用
の情報収集方法，情報の選別，提供方法が必要となる．また，その実現に向け，デ
ータベースでの適切な情報管理が必要となり，データベースに蓄積された情報をど
のように分かりやすく伝えるのかをキュレーションを意識して行うことで情報の価
値を高め，それぞれの活動を支援できると期待する．

1.2. 研究目的
本研究では，Web の社会的な重要性が高まる中，価値ある「情報・知識」の利活
用に向け，キュレーションを意識した Web 設計を行い，実社会における活用方法を
検証することを目的とする．また，Web メディアの利活用において，Web で扱う情
報の適切な管理を担っているデータベースの役割をデータベースメディアの視点か
ら明らかにする．
特に，価値ある市民向け情報の利活用が求められている分野を，情報源から受信
者への情報伝達タイプと情報受信者が発信者にもなる情報相互利用タイプの 2 つに
分ける．その具体的フィールドとして，生涯学習および地域活動を対象に Web キュ
レーションとデータベースメディアの概念を取り入れ，目的を持った Web の設計お
よび運営方法を明らかにする（図 1-1）．生涯学習では，教育活動で使用されている
専門情報の Web メディアを用いた活用方法を検討し，地域活動では，市民や市民団
体が持つ個別の地域情報の Web メディアを用いた活用方法および実社会の組織と
の連携方法を検討する．
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社会

生涯学習

DB
専門情報

教育者

Web

データベースメディア
地域活動

情報伝達タイプ 情報相互利用タイプ

市民向けWebメディア

Web
利活用

市民

地域情報

DB
Web
市民

市民が主体のWebメディア

市民

Webキュレーション

図 1-1 Web キュレーションおよびデータベースメディアに基づく Web の利活用

1.2.1. 生涯学習
本研究では，生涯学習の場である博物館のうち，特に科学館における天文教育を
対象とする．天文教育に携わる学芸員は「広く一般の人々に天文の面白さを伝え，
天文に対する興味・関心を高めたい」と考えており，様々な方法で試行錯誤を繰り
返している．天文教育では，野外で本物の星を見て宇宙を知ることが最も大切であ
り，学芸員は野外における一般市民の学習も支援したいと考えている．ICT を利活
用することで，それを支援できるのが望ましいが，情報技術を専門としていない学
芸員にとって，ICT の利活用による教材提供を実現することは難しい．
そこで，生涯学習向け天文教育を実践している学芸員が，天文に対する市民の興
味・関心を高められるよう Web メディアを利活用する方法を検証する．学芸員の知
識を野外での星座観測に活かせるようにすることを目的に，教材開発および教材管
理システムを構築する．また，天文教材用のデータベースを設計し，適切な管理を
行った上で，学芸員の理想とする形で提供可能な Web を構築する．学芸員の教育方
法に適した Web キュレーションを行い，教材や天文情報への意味づけを行うことで
データベースメディアとしての価値を高め，市民の天文に対する興味・関心を高め
られるよう工夫する．

4

1. 序論

1.2.2. 地域活動
近年，ICT の利活用による地域活性化が重要視されている[2]．地域活動を行って
いる市民は，
「地域の魅力を伝え，地域をより良くしたい」と考えており，より多く
の人に地域の情報を伝えるため，Web による情報発信を活動に取り入れていこうと
している．しかし，地域にはデジタルデバイドの問題も存在し，どのように活動の
中で Web を活用したらよいのか分からないという現状がある．また，地域では実社
会での繋がりや人間関係による影響を大きく受け，各地で様々な地域サイトが開設
されているが，ただ単に技術的なシステムを構築しただけでは地域で利活用されな
い．
そこで，市民が地域情報を Web メディアで発信できるよう支援し，継続性を視野
に入れた運営方法によって効果的に Web メディアを利活用する方法を検証する．地
域のニーズを分析し，地域に適した Web を設計することを目的に，運営体制や実用
性を重視したシステムの構築を行う．また，実証実験および継続的なサイト運営を
通じて社会的な効果を検証する．地域サイトの設計および運営経験から，地域活動
に必要な Web キュレーションとは何かを示し，データベースメディアとして Web
を利活用することによって，これまで人々が個々に持っていた地域情報を価値ある
ものへと変化させるための仕組みを構築する．

1.3. 関連研究
本研究では，生涯学習および地域活動を対象に Web キュレーションおよびデータ
ベースメディアの概念を取り入れ，それぞれの活動での利活用を意識した Web の設
計を行い，実運用によってその効果を検証する．そこで本節では，
「生涯学習向け天
文教育と情報技術」と「地域活動と情報技術」の観点から関連研究を挙げ，本研究
が対象とする分野の現状を明らかにする．

1.3.1. 生涯学習向け天文教育と情報技術
博物館は生涯学習の場として，その分野について幅広い知識を得ることができる．
近年，博物館における ICT の活用は重要視されており，デジタルアーカイブおよび
教育普及活動に向けた実践が行われている[13]．しかし，博物館における教育意識
や目的意識は高くても，実際に ICT の利活用を継続的に実践できている博物館は多
くない．また，博物館外での教育活動として，博物館の機能のサテライト化や Web
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利用なども行われている[14][15]．しかし，博物館における Web 利用は，一方通行
的な情報提供が多く，学習者の興味・関心を高められるような工夫が行われている
ものは少ない．
また，自然との関わりを持つ科学館の学芸員は，展示物を通じて「科学」を伝え
ており，天文分野においては，プラネタリウムという展示物によって，実践的な教
育が実施されている．多くの小・中学校においても，プラネタリウムでの学習投影
の機会が与えられている．しかし，プラネタリウムでの学習投影は，天文事象への
関心を高めたり，天文事象についての知識・理解を深めるのに有効だが，天文学的
な思考や観察・実験の技能を身につけたりするには課題があると指摘されている
[16]．
その他 ，授業に向 けた天文教 材開発や一 時的な実験 は行われて いるものの
[17][18][19][20]，学芸員が理想とする天文教育へ向けたデジタル教材開発や Web
利活用は，十分とは言えない．また，ポッドキャストなどの ICT の利活用による天
文コンテンツの配信が期待されているが[21][22][23]，情報技術を専門としない学芸
員にとって ICT の利活用は簡単ではない．一方，研究者や専門家向けに，天文デー
タベースの活用によるシステム開発が実施されているが[24][25][26]，生涯学習向け
天文教育を対象にした Web におけるデータベース活用は行われていない．

1.3.2. 地域活動と情報技術
地域活動や地域に関連する地域情報の発信に向け，各地で Web が利用されている．
地域の情報を集約する「地域サイト」は，地域ポータルサイトや地域 SNS（Social
Networking Service / Site）などと呼ばれ，地域コミュニティの活性化に向け，様々
な試みが行われている[27][28][29]．しかし，地域サイトの中には，運営に問題を抱
えるサイトやコンテンツが更新されていないサイトも存在し，地域サイトが地域経
済全体を活性化していくためには，地域課題を明確にし，その解決方法を検証する
必要がある．
先行研究では地域サイトの構築やそこに集められた情報の分析などが実施されて
きた[30][31]．一方，地域サイトを運営する上で最も重要な課題の一つは，情報を集
める仕組みであると指摘されており[32]，定期的なサイト更新と運営体制を確立し
[33]，情報収集を継続的に続けていく必要がある．しかし，地域サイトの構築にお
いて，実社会での人間関係を含めた地域情報収集や体制・仕組みづくりの視点に立
った事例はあまり報告されていない．
また，地域サイトは「地域情報の蓄積・活用」といった役割も担っており[34]，
地域アーカイブのプラットフォームとして機能させることができる[35]．しかし，
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地域情報は「多種多様な主体から発信されるもの」であり，それらを適切に収集で
き，目的を持ったサイトとして利用者に分かり易く提供するための仕組みが地域サ
イトには必要である．
CGM（Consumer Generated Media）やソーシャルメディアの普及に伴い，ブロ
グや SNS，Twitter などによって手軽に地域情報を発信することができるようにな
った[36]．しかし，地域に依然として残るデジタルデバイドの問題解決のためには，
地域サイトを提供していくだけでなく，地域のネットワークを繋げ，Face to Face
での仕組みづくりを行い，地域情報化を促進するための活動が必要となる．地域全
体での情報発信力を高め，価値ある地域情報を Web で利活用する仕組みが求められ
ている．

1.4. 研究の視点と意義
本研究では，生涯学習および地域活動における市民向け Web メディアの利活用に
向け，以下の視点で検証する．
①

Web メディア利活用におけるキュレーションの役割（Web キュレーション）
市民へ向け，情報を整理し，Web を用いて提供する一連の流れを，博物館に
おけるキュレーションと同じようなものと捉え，情報の収集・選別・意味づ
けなどのキュレーションを Web に取り入れる

②

Web メディア利活用におけるデータベースの役割（データベースメディア）
Web で扱う情報の管理を担うデータベースの役割に着目し，データベースが
生み出すメディアとして，継続的な Web の活用方法を検討する

本研究は，情報技術と社会の関わりが対象であり，特に実社会における Web の利
活用をその具体的な目的としている．社会は複雑で多様な構造をしており，継続的
な取り組みの中で，その結果を得ることができる．したがって，上記①と②の広い
視点を持ちつつ，社会のニーズを分析し，実用性を重視したシステムの構築を行い，
フィールドにおける実証実験によってその社会的効果を明らかにすることは，理論
や技術的新規性を追求してきた従来の研究と比較して，独創性や有用性が極めて大
きい．また，生涯学習および地域活動に係わる人々の目的に適した Web の利活用は，
各分野において有用なものとなり，活動への貢献が期待される．
ICT の利活用が指摘されているにも関わらず，Web におけるキュレーションの有
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用性についての研究はこれまで行われてこなかった．キュレーションは元来，博物
館や美術館における概念であるが，社会に広く情報を公開できる Web でも同様にキ
ュレーションの概念が必要になる．キュレーションには社会的な視点からの「意味
づけ」が重要となり，そこには社会における複雑な要因が関与することもある．そ
の具体的方法を探るため，本研究では，目的を持った 2 つの社会的フィールドにお
いて実践的に Web キュレーションの役割を検証することに意義がある．
また，データベースに関する研究は，技術的なアプローチが多く，Web を支える
データベースの可能性を社会的な視点から検証することはこれまであまり行われて
こなかった．しかし，Web の利活用を考えた時，Web をデータベースが作り出す 1
つのメディアとして捉え，その仕組みや可能性を探っていくことが重要になってき
ている．最近では，従来，勘や経験に基づいて提供されるとみなされがちだった「サ
ービス」を科学的に分析し，数学や工学などの自然科学と，経営学や人類学などの
社会科学を融合した学問領域として体系化する「サービスサイエンス」という概念
が注目されている[37]．サービスサイエンスの議論は，
「価値づくり」に関する新た
な世界観に基づいて進行しており，能率的なサービスの向上を目指している．新た
な価値を生み出すデータベースメディアもこのサービスサイエンスの一種と捉える
ことができ，人々が持つ情報をどのように集め，データベース化し，どのようにデ
ータベースから取り出して社会で利活用していくのかという視点は，今後益々重要
なものになっていくと考える．

1.5. 論文の構成
本章以降の本論文の構成は以下の通りである．
第 2 章では，Web がどのように進化し，メディアとして実社会にどういった変化
をもたらしているのかを明らかにし，市民向け情報を Web メディアの利活用によっ
て効果的に提供する方法を検討する．Web 技術は急速に進化し，Web を使って誰も
が自由に情報発信できる環境ができつつある．Web はメディアとしての社会的影響
力を高める一方，Web 上の情報量が増えたことにより，本当に必要な「情報・知識」
の利活用が求められるようになった．そこで，本研究では，市民向け Web メディア
の設計に必要な要素として「Web キュレーション」および「データベースメディア」
の概念に着目する．Web におけるキュレーションとはどんなものなのかを明らかに
し，キュレーションの実現に向け，どういった Web メディアが必要なのか，またデ
ータベースメディアとしてそこで扱う情報やコンテンツの価値を高めるためにどん
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な作業が必要となるのかについて整理する．
第 3 章では，情報源から受信者への情報伝達タイプの具体的事例として，生涯学
習向け天文教育を対象に，Web キュレーションおよびデータベースメディアに基づ
くシステム設計と開発を行い，価値ある「情報・知識」の活用方法を検証する．本
研究では，名古屋市科学館との連携によって具体的手法を検証していく．特に，生
涯学習としての天文教育を実践している学芸員が，天文に対する市民の興味・関心
を高められるよう Web メディアを利活用する方法を検証する．学芸員の知識を野外
の星座観測に活かすために，ICT の活用による天文教材を開発し，学芸員が天文教
材を Web メディアの利活用によって効果的に配信できるような天文教材管理シス
テムを開発する．学習者および学芸員による実証実験から得られた結果に基づき，
その有効性と意義について考察する．
第 4 章では，情報受信者が発信者にもなる情報相互利用タイプの具体的事例とし
て，地域活動を対象に，Web キュレーションおよびデータベースメディアに基づく
システム設計と運営体制の構築を行い，価値ある「情報・知識」の活用方法を検証
する．本研究では，名古屋市東区における都市部の地域活動を対象に，具体的手法
を検証していく．特に，市民が地域情報を Web メディアで発信できるよう支援し，
継続性を視野に入れたシステム設計および運営方法によって効果的に Web メディ
アを利活用する方法を検証する．地域サイトの現状についてまとめ，地域サイトの
運営事例から，課題を整理する．地域サイトの継続促進に向け，地域に適した情報
収集および情報管理方法を提案し，市民による地域情報の発信支援を強化した地域
サイトの設計および運営方法を実現する．また，地域イベントにおける Web メディ
アの利活用についても検証を行う．これらの，地域サイト運営経験で得られた結果
に基づき，その有効性と意義について考察する．
第 5 章では，第 2 章で述べる Web メディアの利活用に向けた検討に対し，第 3
章と第 4 章で得られた結果から，Web 利活用におけるキュレーションの役割とデー
タベースの役割について考察を行う．Web キュレーションやデータベースメディア
の概念が，メディアとしての影響力を高める Web を効果的に利活用するのに有効で
あるかを検討する．
最後に，第 6 章において本論文の結論と今後の課題について述べる．
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2. 市民向け Web メディアの利活用へ向けた
検討
2.1. はじめに
ICT によって，多様な「情報・知識」をいかに利活用するかが求められている中，
本研究では，生涯学習と地域活動における効果的な Web メディアの活用方法を検討
する．一般に，インターネットが普及し，Web を利用して誰もが手軽に情報発信で
きるようになったことで，Web 上の情報は氾濫し，必要な情報の取捨選択，整理，
活用が求められるようになった．本研究が対象とする 2 つの分野では，Web 上の膨
大な情報の中に，どのように価値のある情報やコンテンツを提供し，人々に利活用
してもらうのかが重要となる．
本章では，Web がどのように進化し，実社会にどういった変化をもたらしている
のかを明らかにし，市民向け情報を Web の利活用によって効果的に提供する方法を
検討する．市民向け Web メディアの設計に必要となる「Web キュレーション」お
よび「データベースメディア」について述べ，これらの概念を取り入れた生涯学習
および地域活動における Web メディアの利活用について提案を行う．

2.2. Web の進化とメディアとしての変化
インターネットは，1995 年頃から一般家庭に広く普及し，今日では日本のインタ
ーネット人口普及率は 78.0%となっている[2]．この 15 年間で人々のインターネッ
トの利用方法は大きく変化した．コンピュータは元々，データを高速に計算するこ
とが目的であったが，インターネットと接続したことにより，コミュニケーション
を支援するものへと変化した．今ではコンピュータだけでなく，インターネットに
あらゆる機器が接続できるようになり，様々な情報を受発信することで生活が成り
立っているといえる．また，それらの情報を的確に分かりやすく表現できる場であ
る Web は単なる情報発信ツールではなく，Web がパソコンの OS のように一種のプ
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ラットフォーム（基盤）として利用されるようになったことで，メディアとしての
影響力を強め，社会を変化させるようになった．ここでは，情報の受発信方法の変
化に着目しながら Web の進化と社会の変化についてまとめる．

2.2.1. Web の進化
インターネットの普及と共に，Web 技術の進歩は急速に進み，利用形態や情報量
は大きく変化していった．Web の進化については，2005 年頃から「Web2.0」とい
う概念が急速に広まり，インターネット上で発生した Web の環境変化と方向性は，
この言葉によってまとめられてきた[38][39]．Web1.0 は，Web2.0 の登場によって
規定された概念であり，厳密な定義はなく，Web3.0 についても同様である．しかし，
ここでは，Web 利活用を検討するに当たり，Web に対する考え方の変化を体系的に
整理するため，
「Web2.0」を基に，
「Web1.0」
「Web2.0」
「Web3.0」の 3 つに分けて
整理する．

（1） Web1.0
1995 年頃からインターネットが普及し，Web サイトは「ホームページ」と呼ば
れ，壁新聞やチラシに例えられていた[40]．当時の Web サイトは，文字や画像を
HTML でレイアウトし，制作された時点で完結しているサイトが多かった．受け手
への一方的な情報発信を行い，利用者にとってただ単に「読む」だけのメディアで
あった．Yahoo!などのポータルサイトが提供するディレクトリ構造の中から情報を
検索し，閲覧していた．

（2） Web2.0
O’Reilly 氏は，「旧来は情報の送り手と受け手が固定され送り手から受け手への
一方的な流れであった状態が，送り手と受け手が流動化し誰でもがウェブを通して
情報を発信できるように変化した Web」を「Web 2.0」と定義した[38][39]．「Web
サービス」という言葉が登場し，ブログサービス等の普及により，多くのユーザが
参加し，
「使う」ことができるようになった． また，Google によるロボット型検索
によって「キーワード」による検索が主流になった．

（3） Web3.0
計算機科学者の Gruber 氏は，
『Web 3.0』カンファレンスにおいて，
「セマンティ
ック化されたインターネット―利用者の状況を理解して積極的に補助を行なうイン
ターネット―を実現する自然な媒体はモバイル機器だ」と主張し，
「Web3.0」は「セ
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マンティックウェブ＋モバイル」であると指摘している[41]．iPhone や iPad など
のモバイル機器が広まり，Twitter などのソーシャルメディアの普及によって Web
の利用方法が大きく変化した．また Twitter のような人のネットワークを活用し，
「ソーシャルフィルタリング[42]」を行い，有益な情報を絞り込むようになった．

Web2.0

Web1.0

クラウド

デスクトップ

Web3.0

モバイル ＋
セマンティック

図 2-1 インターネット進化の 3 段階
※参考記事[43]

Web1.0 から Web2.0，Web3.0 へと Web の利用形態が変化した．元々，サイト単
位で共有していた情報はブログの普及によって細分化され，RSS（RDF Site
Summary / Really Simple Syndication）[44]やパーマリンク[45]によって，個別の
記 事 を 共 有 す る よ う に な っ た ． 更 に Web の 細 分 化 が 進 み ， Evernote[46] や
Tumblr[47]の様な，ページ内の一部分だけを共有できるサービス，更には単語単位，
時間軸などのメタ情報を付与するサービスまで登場している．このように細分化と
メタ化が進み，
「サイトからページへ．ページからパーツへ．そして，パーツから単
語へ[48]」と進化を続けている．更にメタ情報の付与が進むと，今とは異なった検
索行動や情報共有が可能となる．
一方，
「情報の寿命」について考えてみると，情報発信頻度が高くなると，その情
報単体の寿命は短くなる傾向にある．例えば，Twitter は，情報の伝播力が高く，
重要な情報をリツイート（再投稿）することで，短時間で多くの人に情報は伝達さ
れる[49]．しかし，その情報の寿命は非常に短い．1 週間も経てば，かなり古い情報
へと変化してしまう．このように，パーツ化された情報の寿命は短く，その単体の
価値は低くなる傾向にあるが，それらのパーツが蓄積され，あるテーマでパーツと
パーツが組み合わされた時，新たな価値を生み出すことも考えられる．
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2.2.2. Web がもたらしたメディアの変化
Web は質的量的な進化を続け，「メディア」としての社会に対する影響力を高め
ている．「ホームページ」と呼ばれていた頃の Web は，送り手から受け手へ一方的
に情報を届けるためのものであった．しかし，
「Web2.0」が広まった頃から Web は
プラットフォームとして機能するようになり，Web のメディアとしての利用形態が
大きく変化した．「CGM（Consumer Generated Media）」が登場し，Web はサイ
トの運営者側が提供する情報だけでなく，ユーザ自身が情報を提供することによっ
て活性化するメディアへと変わった[50]．このように，ブログや SNS などの CGM
によって，誰もが自由に情報発信できるようになり，情報の送り手と受け手の関係
は流動化した．そして今では CGM に代わり，
「ソーシャルメディア」と呼ばれるこ
とが多くなった．これらはほぼ同義の意味として使われるが，ソーシャルメディア
の方がより人間同士の関係を重視する．ソーシャルメディアによって繋がる人間関
係のネットワークの中を，情報が流通することによって，その社会的な影響力は非
常に大きくなっている．
このように Web は「ホームページ」という読み物から「CGM」そして「ソーシ
ャルメディア」といったメディアへと変化した．ソーシャルメディアとして利用さ
れるようになった Web では，グローバル規模で様々な階層の人々がリアルタイムで
繋がり，この「ヒューマンネットワーク」で議論される意見や考え方が，ソーシャ
ルの総意として世論に影響を与える力を持つようになった[51]．
一方，Web がメディアとしての影響力を高める中，誰もが Web 上に情報発信で
きるようになったことで玉石混交の情報が社会に溢れ，
「情報過多」や「情報爆発」
と呼ばれる現象が問題視さるようになった[7]．ビジネスに関する様々な技術のコン
ピュータ化，コンテンツのデジタル化，そして，インターネットの発展によって，
情報量が増大した[8]．そして，この情報量は今後も増え続け，その増加の割合も急
激に上昇していくと考えられる．情報量が増える中，優れた検索結果を提供する
Google はこれまで高い評価を受けてきたが，今後情報量が増え続けると，本当に必
要な情報を膨大な検索結果から探すのは難しくなっていく．Google のページランク
による検索結果から表示されたサイトが必ずしも適した情報を提供しているとは限
らない．最近では，
「ソーシャルフィルタリング」という言葉も使われるようになり
[42]，ソーシャルメディアを介すことで， 人 による情報のフィルタリングを行い，
有益な情報を絞るようになってきている．しかし，リアルタイム性が高いソーシャ
ルメディアでは，そこでやり取りされた情報および知識の長期的な利活用が課題と
なる．
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2.3. 市民向け Web メディアの設計に必要な要素
情報爆発の時代と呼ばれる今日，市民向け情報において効果的な Web 利活用を行
うためには，Web の目的を明確にし，そこで扱う情報を絞り，分かりやすく情報を
届けられる仕組みが必要となる．本研究では，この仕組みの構築にあたり，博物館
や美術館で実践されてきたキュレーション，およびデータベースメディアの概念を
取り入れることにする．Web におけるキュレーションとはどんなものなのかを明ら
かにし，キュレーションの実現に向け，どういった Web メディアが必要なのか，ま
たデータベースメディアとしてそこで扱う情報の価値を高めるためにどんな作業が
必要となるのかについて整理する．

2.3.1. 「Web キュレーション」とは
Web の進化によって誰もが手軽に情報発信できる環境が作られ，インターネット
には玉石混交様々な情報およびコンテンツが溢れるようになった．その結果，情報
の取捨選択が難しくなっており，情報の管理や受信者に応じた解説などを行う「キ
ュレーション」の役割が期待されている[10][11]．
一般に，キュレーション（Curation）とは，本来は博物館や美術館などで働くキ
ュレーター（Curator）の仕事全般を指す．キュレーターとは，
「a keeper or custodian
of a museum or other collection[9]」であり，日本語では一般的に「学芸員」と解
釈されることが多いが，作品や資料の整理・管理・研究・企画・展示だけでなく博
物館運営全般に関与する権威ある仕事を行う人を指す[52]．その仕事内容を指すキ
ュレーションは，キュレート（Curate：select, organize, and look after the items in
(a collection or exhibition) [9]）から派生した名詞である．このキュレーターが行う
キュレーションに対し，最近では，
「Data Curation」や「Content Curation」，
「Digital
Curation」など，情報やデジタルコンテンツに対するキュレーションが注目されて
いる[53][54][55]．情報量の増えた Web でも同様にキュレーションを意識する必要
があると考え，本研究では，以下の要素を「Web キュレーション」と呼ぶ（図 2-2）．

①

Web サイトの目的を考え，ターゲットを明確にする

②

必要な情報，コンテンツを収集する

③

情報，コンテンツを整理し，適切に管理する

④

目的に適した編集（意味づけ）を行い，Web を用いて提供する

⑤

社会の中での活用方法を考える
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収集

管理
活用

配信
意味づけ

DB
目的

編集

価値

選択

蓄積

Web

情報提供者

情報享受者
図 2-2 Web キュレーション概念図

Web キュレーションの要素として挙げた上記①の Web サイトの目的，ターゲッ
トを決定するにあたり，
「ミドルメディア」としての Web が必要と考える．ミドル
メディアとは，
「特定の企業や業界，特定の分野，特定の趣味の人たちなど，数千人
から数十万人の規模の特定層に向けて発信される情報」のことを指し[56]，地域や
ジャンル，趣味などに特化された情報コミュニティなどが考えられる．つまり，
「ミ
ドルメディア」として Web を位置付けることで，適切な Web キュレーションを行
い，特定の目的を持った Web として提供できるようになる．
また，上記②と③では，
「コンテンツ管理」の視点が重要となる． 情報

を何ら

かの目的に役立てるとき，それは「コンテンツ」と呼ばれ[57]，Web サイトでは，
個々の情報は特定の目的を持ったコンテンツとして提供される．それらのコンテン
ツを提供する時，必然的にコンテンツを管理しなければならなくなる[58]．コンテ
ンツ管理とはコンテンツの要素となる情報を一元管理し，目的を持ったコンテンツ
として提供できるようにすることとも言える．
そして上記④と⑤では，既存のメディアと同様，
「編集」としての役割が重要とな
る．既存メディアの編集と比較し，Web メディアでは，Web 上の人の流れや動きを
把握し，システム・インタフェース・デザインについて理解しておく必要がある[59]．
編集という作業では，編集者にしかできない独自の価値を作り出すことができる．
したがって，Web における編集では，Web 技術に関する一定の知識を理解しておく
ことで，その効果を更に高めることができる．つまり，Web キュレーションでは，
Web ならではの編集作業について理解しておく必要がある．
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2.3.2. 「データベースメディア」とは
Web で扱う情報の適切な管理には，データベースが必要となる．この Web にお
けるデータベースの活用をメディアの視点から考える概念として「データベースメ
ディア」に着目する．データベースメディアとは「データベースをコアにもち，ユ
ーザが参加することでデータベースの価値が高まる Web サイト」のことを指す[12]．
データベースメディアが単なるデータベースと異なるのは，利用者の参加によって
日々データベースが成長し，その価値が高まっていくという点である（図 2-3）．例
えば，紙媒体や CD-ROM などでは，発行後の変更はできないが，データベースメ
ディアはユーザによって常に情報が更新されることでデータベースの価値を高め，
生成されるコンテンツの価値も高めることができる．Web2.0 を提唱した O’Reilly
氏も，「データこそが Web サービスにおける重要な『パーツ』であり，独自性の高
いデータベースを構築し，運用していくサービスが Web ビジネス界において重要」
と示唆している[39]．
また，データベースメディアにおいても，
「編集」の作業が重要となる．どのよう
にデータベースから情報を取り出し，面白いコンテンツにするのかという編集作業
には，2 種類が考えられる．それは，人間が行う編集作業と機械が行う編集作業で
ある[12]．例えば，サイト運営者が紹介するおすすめ記事（人間の編集）と新着記
事一覧（機械の編集）といったように，これらの 2 種類の編集を適切に組み合わせ，
提供することで，市民の興味・関心を更に高められると考える（図 2-4）．
このように，Web を用いてユーザから集めた情報に新たな価値を与えるために，
データベースメディアの概念を取り入れ，その仕組みを検討していくことが重要だ
と考える．そのため，以下の視点を Web キュレーションに取り入れる．
 どのように独自のデータベースを設計・構築するか
 どのようにユーザからの情報をデータベースに集めるか
 どのようにデータベースで蓄積・管理するか
 どのようにデータベースから価値のあるコンテンツを生成するか

17

4. 地域活動における Web メディアの利活用

多くの
ユーザ

• 多くのユーザを確保
• 多様な情報収集
• 質の高いコンテンツ提供
価値ある
コンテンツ

有用な
データ

図 2-3 データベースメディア概念図

人間の編集

おすすめ記事

DB

編集

意味づけ

新着記事
PHP

機械の編集

（MySQL）

Web
（データベースメディア）

図 2-4 データベースメディアにおける編集作業
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2.4. 生涯学習と地域活動における Web メディアの利活用
本研究では，生涯学習および地域活動における Web メディアの利活用に向け，
Web キュレーションおよびデータベースメディアの概念を取り入れる．各分野にお
ける Web の利活用では，それぞれの活動の目的を明確にし，その活動に貢献できる
ものでなければならない．したがって，各分野での Web 利活用が現在どういった状
況なのかを踏まえた上で，サイトの目的を絞り，利用者に適した活用方法を探る必
要がある．そこで本節では，生涯学習および地域活動における Web キュレーション
の実践にあたり以下の項目を整理し，データベースメディアとしての活用方法につ
いて検討を行う．
①

活動の目的

②

その分野における Web 利活用の現状

③

その分野が必要とする Web サイト

④

利用者（情報提供者・情報享受者）に適した活用方法

2.4.1. 生涯学習向け天文教育
生涯学習向け天文教育に対する Web キュレーションを検討するにあたり，①活動
の目的，②Web 利活用の現状，③必要とする Web，④利用者に適した活用方法，に
ついて整理する．
①

生涯学習向け天文教育に携わる学芸員は「天文の面白さを伝え，天文に関す
る興味・関心を高めたい」と考えており，Web 利活用によって，理想とする
教育が実践できることが望ましい．

②

天文情報を扱う Web は数多く存在するが，専門情報が多く，生涯学習として
の一般初心者向けでは無い．また，様々なデジタル天文教材も提供されてい
るが，教育的観点で見たとき，学芸員が理想とする教育方法に適していない
ものが多い．

③

天文教育では，野外で星を見ることが最も重要であり，星や天文に興味を持
つきっかけとなるよう，野外での観測へ導くための Web が求められる．

④

情報提供を行う学芸員，そして提供された情報を教材として活用する学習者
が，使いやすく，継続的に利用できる仕組みが必要となる．
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上記①〜④の実現に向け，学芸員が持つ様々な天文情報を収集し，星座観測に適
した情報や知識からコンテンツを作成し，星座観測によって天文の面白さを伝える
ための工夫を行い，教育方法に適した形でそれを提供できるようにすることが，生
涯学習向け天文教育にとって必要な Web キュレーションであると考える．
また，学芸員が持つ天文情報や関連する教材等を集めるデータベースを構築し，
管理・蓄積することで，データベースの価値を高めていく．そして，それをデータ
ベースメディアとして機能させ，学芸員の教育方法に合わせた形で，提供すること
により，より効果的な Web キュレーションが実践できるようになる．

2.4.2. 地域活動
地域活動に対する Web キュレーションを検討するにあたり，①活動の目的，②
Web 利活用の現状，③必要とする Web，④利用者に適した活用方法，について整理
する．
①

地域活動を行っている市民は，「地域の魅力を伝え，地域をより良くしたい」
と考えており，Web の利活用によってより多くの人に地域情報を発信できる
ことが望ましい．

②

ソーシャルメディアなどの普及により，Web への情報発信ツールは存在して
いても，地域での利活用は進んでいない．地域にはデジタルデバイドの問題
が存在するため，実社会でのサポートが必要となる．

③

地域情報化を促進し，地域の様々な情報が Web へ提供され，地域の中で利活
用される Web が必要となる．

④

地域には多種多様な情報が存在し，それらの情報をどういった人からどのよ
うな方法で集め，地域内外の人に適した形で提供できるような仕組みが必要
となる．

上記①〜④の実現に向け，多種多様な主体が持つ地域情報を収集し，地域やジャ
ンルなどのカテゴリ別に分類し，地域内外の人に分かりやすく表示する方法を考え，
地域活動を促進できるような形で地域情報を提供することが，地域活動にとって必
要な Web キュレーションであると考える．
また，地域のニーズに適した仕組みや体制を取り入れ，市民や市民団体が持つ個
別の地域情報を収集する環境を作り，データベースに収集・管理・蓄積することで，
データベースの価値を高めていく．そして，それをデータベースメディアとして機
能させ，地域情報の価値を高めて提供することにより，より効果的な Web キュレー
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ションが実践できるようになる．

2.5. まとめ
本章では，Web の進化と共に，Web がどのような社会的影響力を持っているのか
について整理した．その現状を踏まえ，Web 利活用に向けたキュレーションを提案
し，関連する概念を整理した．
Web は，Web1.0，Web2.0，Web3.0 と呼ばれるように，急速な進化を続けている．
Web の進化によって誰もが自由に情報発信できる環境ができつつあり，様々なメデ
ィアとして人々に利用されるようになった．それらのメディアから膨大な情報が
Web へ提供されるようになったことで，本当に必要な「情報・知識」の利活用が求
められている．価値ある情報が Web で十分に利活用できていない分野に対し，Web
キュレーションおよびデータベースメディアの概念を取り入れることで，実社会を
意識した Web を設計できると考える．
次章以降では，生涯学習と地域活動における Web メディアの利活用について実践
例を述べる．具体的フィールドとして，第 3 章では名古屋市科学館における生涯学
習向け天文教育，第 4 章では，名古屋市東区における地域活動を対象に，市民向け
情報を効果的に提供するための Web 設計および実運用を行い，価値ある「情報・知
識」の活用方法を検証していく．
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3. 生涯学習向け天文教育における
Web メディアの利活用
3.1. はじめに
本章では，情報源から受信者への情報伝達タイプの具体的事例として，生涯学習
向け天文教育を対象に，Web キュレーションおよびデータベースメディアの概念を
取り入れたシステム設計と開発を行い，価値ある「情報・知識」の活用方法を検証
する．2.4.1 で述べたように，生涯学習向け天文教育にとって必要な Web キュレー
ションとは，
「学芸員が持つ様々な天文情報を収集し，星座観測に適した情報や知識
からコンテンツを作成し，星座観測によって天文の面白さを伝えるための工夫を行
い，教育活動に適した形でそれを提供できるようにすること」であると考える．独
自の天文データベースを設計し，天文教育に関する情報を集め，データベースメデ
ィアとして価値を高めたデータベースから必要な情報を選択・編集し，教育的価値
のある教材コンテンツを生成する方法を探る．
その実現に向け，本研究では，名古屋市科学館との連携によって具体的手法を検
証していく．名古屋市科学館のプラネタリウムは，年間約 25 万人という日本でトッ
プクラスの見学者数を誇り，リピーターが多いという特徴がある[60]．そのプラネ
タリウムで働く学芸員は，最善の教育方法を模索しており，試行錯誤を繰り返しな
がら，天文入門者に対して様々な天文教育を実践している．そこで，これらの実践
から得られた教育知識やノウハウを，Web メディアの利活用によって，様々な形で
提供することは，天文教育にとって価値がある．
3.2「ICT の活用による天文教材の開発」では，学芸員の知識を野外の星座観測に
活かせるようにする天文教材を開発し，3.3「天文教材管理システムの開発」では，
学芸員が天文教材を Web メディアの利活用によって効果的に配信できるような天
文教材管理システムを開発する．学習者および学芸員による実証実験から得られた
結果に基づき，その有効性と意義について考察する．
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3.2. ICT の活用による天文教材の開発
自然との関わりを持つ科学館の学芸員は，展示物をきっかけに来館者と自然を結
びつけ，その先にある「科学」を伝えようとしている．そのために，学芸員は展示
物に工夫を凝らし，科学館以外での教育活動を行うなど，様々な方法で試行錯誤を
繰り返している．
特に，天文教育においては，野外で本物の星を見て宇宙を知ることが最も大切で
あると考えられている．そのため，プラネタリウムでの仮想体験は重要な位置付け
となる．プラネタリウムで解説を行う天文学芸員は，学習者がプラネタリウムで星
の見つけ方や興味深い話題を聴き，それをふまえて本物の星空を眺めることを一つ
の理想としている．しかし，来館者が帰宅後にプラネタリウムで学んだ知識を思い
出し，野外で活かすことは難しい．
近年では，野外での学習を支援する方法として，携帯電話，携帯ゲーム機，携帯
情報端末などのデジタル天文教材が提供されている．また，ポッドキャストによる
天文コンテンツの配信が期待されているように[21][22]，様々な ICT（情報通信技
術：information and Communication Technology）を活用することでさらに教育効
果の高い教材提供が可能となる[23]．しかし，現状では，情報技術を専門としてい
ない学芸員にとって，ICT を活用した教材提供を行うのは容易ではない．したがっ
て，学芸員が ICT を活用することで，来館者が科学館で学んだことを自宅で復習で
き，実際の星座観測に役立てる仕組みが必要となる．
そこで本研究では，野外での星座観測を支援するための，ICT の活用による天文
教材を開発する．特に，学芸員が日々の活動で実践している教育方法やノウハウを
活かした教材開発を行うことで，学芸員のいない環境でも学芸員の知識を活かした
天文教育を実践できるようにする．
本研究の目的は，ICT を活用することによって，学芸員の知識を野外での星座観
測に活かせるようにすることである．通常，学芸員はプラネタリウムや教育活動の
中で，星座観測の方法を教えているが，学芸員のいない環境で星座観測を実践する
のは難しい．多くの小・中学校においても，プラネタリウムでの学習投影の機会が
与えられている．しかし，プラネタリウムでの学習投影は，天文事象への関心を高
めたり，天文事象についての知識・理解を深めるのに有効だが，天文学的な思考や
観察・実験の技能を身につけたりするのには課題があると指摘されている[16]．そ
の他，授業内での様々な実践的試みは行われているものの[17][18][19]，それらを野
外での学習へと結びつけることは難しい．したがって，学芸員の日々の教育活動を
活かした教材を開発し，ICT を活用して学習者が手軽に利用できるようにすること
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は，天文教育にとって有効的な手法であるといえる．

3.2.1. 学芸員による天文教育
科学館には天文に関する様々な展示物があるが，プラネタリウムほど天文教育に
有効的な展示物はないといっても過言ではない．プラネタリウムは星空の仮想体験
の場として，また，実際の星空に導くための効果的な教育ツールとして古くから活
用されている．プラネタリウムは当初，展示物（巨大天球儀）として天文現象を再
現するものであった[61]．その後，来館者に分かり易く宇宙の姿をイメージできる
よう，多くの投影機や特殊効果投影機が開発され，活用されてきた．技術の急速な
進歩により，プラネタリウムの設備は充実し，その表現力が増した．したがって，
学芸員はこれらの設備をただ使うだけでなく，どのようにして活用し，進化させて
いくかが重要とされている．
また，『プラネタリウム白書 2005』によると，プラネタリウム担当者（学芸員）
の仕事は，①投影，②投影以外の教育普及活動，③調査・研究・収集活動，④機器
保守，⑤広報マネージメント，⑥雑務に大きく分けられる[62]．このように，学芸
員が担わなくてはならない業務は多岐に渡っている．そういった中，時代の変化に
合わせて新しい技術を取り入れ，学芸員は常に試行錯誤を繰り返し，来館者の興味・
関心を高められるよう努力と工夫を重ねている．
先述したように，天文教育では野外で本物の星空を見上げ，自然を体験すること
が重要とされており，プラネタリウムでの仮想体験が，そのきっかけとなることを
学芸員は目指している．そこで，来館者が自宅に帰ってからも，教材を使ってプラ
ネタリウムで学んだことを復習でき，実際の星座観測の場に持ち出して利用できる
ようにすることで，学芸員が理想とする天文教育を実現できるようになる．また，
教育者である学芸員は，ただ単に天文現象を解説するだけではなく，天文の本当の
楽しさや面白さを伝えたいと考えている．

3.2.2. 野外で利用可能なデジタル天文教材
天文情報を扱った Web サイトは数多く存在しており，それらが野外学習を補うも
のになることが望ましい．しかし，そのほとんどが PC での閲覧を前提としており，
野外学習を理想とする学芸員の求めるものではない．一方で，野外に持ち運び可能
なデジタル天文教材も提供されているが，学芸員が教育的な観点で見たとき，これ
らの教材では十分ではない．
野外での星座観測が重要とされる天文教育において，近年では，最新の技術を利
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用した様々なデジタル天文教材が提供されている．これらは，手軽に野外へ持ち運
んで利用することができるため，野外学習を支援できると考えられる．そこで，現
在，携帯電話，携帯ゲーム機，専用端末向けに提供されている主なデジタル天文教
材を表 3-1 に示す．
表 3-1 デジタル天文教材一覧

製品名

端末
携帯電話

提供元

A

星座をさがそ[63]

B

Google Sky Map[64]

C

iStellar[65]

iPhone，iPod touch

D

Starmap[66]

iPhone，iPod touch

ホームスター

PSP

ポータブル[67]

(PlayStation Portable)

F

星空ナビ[68]

ニンテンドーDS

アストロアーツ

G

SkyScout[69]

（専用端末）

Celestron

E

（Vodafone 904SH）
携帯電話
（Android OS 搭載）

アストロアーツ
米 Google
アストロアーツ
Frederic
Descamps
SEGA

これらのデジタル天文教材の主な特徴は 2 つあり，一つは「星の位置を示す」こ
と，もう一つは「星空を忠実に再現する」ことである．以下，
（1）と（2）にその詳
細を記す．

（1） 星の位置を示す
表 3-1 に示したデジタル天文教材は，角度や傾きを認識できるモーションコント
ロールセンサーや GPS（Global Positioning System）などのセンサーを使うことで，
端末を星空に向けてかざすだけで，その方向に見える星空をリアルタイムに表示す
る機能を持っている．例えば，表 3-1-B の「Google Sky Map」では，学習者が探
したい星座を検索し，星がある方向を示してくれる機能を持っている（図 3-1）．携
帯電話の画面には矢印が表示され，どの方角へ向けば良いかを教えてくれる．目標
に近づくと，画面上には丸印が現れ，星座を構成する星全体を囲み，端末の画面上
で確認することができる．また，表 3-1-G「SkyScout」では，スコープを覗くこと
で，その中に映る星の名前や見たい星の位置を文字や音声（英語）で示してくれる
という機能を持つ（図 3-2）．
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図 3-1 「Google Sky Map」画面表示例
引用元：Google Sky Map Web サイト[64]

図 3-2 「SkyScout」端末（左）と利用例（右）
引用元：SkyScout Web サイト[69]

（2） 星空を忠実に再現する
表 3-1 に示したデジタル天文教材は，指定した日時の星空を忠実に再現できる機
能を持っている．(1)に記したようにセンサーが自動的に場所を取得したり，日時や
場所を自分で指定したりすることで，その日の星空を端末上で確認できる．特に，
表 3-1-E の「ホームスターポータブル」では，500 万個もの星粒の，一つ一つが実
際に存在する星と同じ場所に位置し，同じような色と輝きを PSP の画面上に再現す
るという特徴を持っている（図 3-3）．
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図 3-3 「ホームスターポータブル」画面表示例
引用元：ホームスターポータブル Web サイト[67]

3.2.3. 教育的観点から見たデジタル天文教材の課題
3.2.2 で紹介したデジタル天文教材に対し，学芸員が理想とする教育方法を支援す
るものとなるのか，名古屋市科学館のプラネタリウムで解説を行っている学芸員に
対し，聞き取り調査を実施した．学芸員の意見を抜粋し，以下に記す．
 新しいデジタル天文教材は，好きな時間と場所の星空が表示できる．しかし，
それと本物の星空が結びつかず，デジタル天文教材を見るという行動で終わっ
てしまう．
 GPS が搭載されていても，結構不正確な場合が多い．したがって，星のことを
よく知っている人たちが確認して楽しむものである．また，ただ単に星の名前
を教えてもらうだけでは，面白くない．
 教材の中で完結する視覚情報ではなく，見つけるのを助ける視覚情報が，天文
教育での教材である．目で美しい星空を見ながら，横から教えてもらう感覚が
最も適しており，それをサポートできる教材が必要である．
 全般的にデジタル天文教材は，
「本物の星を自分で見つけたときの嬉しさや楽し
さ」をまだ与えきれていない．デジタル天文教材が星を示し，この星が何なの
かということが分かっても，そこには面白さがない．
学芸員の意見にあるように，既存のデジタル天文教材は，星の位置を教えてくれ
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るが，ただ単に教材が教えてくれるだけでは，そこに面白さは生まれてこない．ま
た，忠実に星空が再現されていても，画面を見るという行為だけで終わってしまい，
本物の星空を見る行為とは結びつかない．
教材は，能動的に学ぼうとしている人を助ける仕組みでなければならないため，
学芸員が日常の教育活動で教えているような，
「自分で星を見つける方法」を教えて
くれる教材が必要だといえる．
「自分で見つけた」という喜びが学習者の満足感にな
るため，それを支援する教材やシステムが必要となる．
また，プラネタリウムでは，来館者は投影される星や映像を目で見ながら，学芸
員による解説を聞き，視覚と聴覚を使って学んでいる．このように，本物の星空を
目で見ながら，学芸員による解説を聞くことができるという教材が最も効果的であ
ると考えられる．

3.2.4. 星座観測を支援する教材コンテンツの制作
デジタル天文教材は，学芸員が伝えたい「本物の星を自分で見つける楽しさや嬉
しさ」が十分に伝えられていないことが明らかとなった．そこで，天文初心者が最
も入りやすい星座観測を支援する天文教材を，名古屋市科学館の学芸員との共同研
究によって開発する．名古屋市科学館では，プラネタリウムの番組で用いる映像資
料などは全て学芸員が自作しているという特徴を持っており，毎月テーマを変えて
天文学の旬な話題に触れられるように学芸員自身が工夫している[70]．また，専門
性の高い学芸員が自分自身の言葉で解説（生解説）を行っている．学芸員によって
そのテーマの切り口を変え，旬の話題を取り入れるなど，学芸員の人柄を前面に出
した番組が提供されている．そこで，この特徴を生かし，学芸員の解説を使った教
材コンテンツを制作した．これにより，本物の星空を目で見ながら，学芸員の解説
を聞き，自分で星座を探すことができるようにした．
そこで，図 3-4 のように，アニメーションと学芸員による解説（音声）を用いて，
星座が 20 時に南中する際の見つけ方を教える教材コンテンツを制作した．星座の見
つけ方の解説は，見つけやすい星を基点としたケースが多いが，初心者がいざ星座
を見つけようとしたとき，星空の中で目標となる点を見つけることは難しい．そこ
で，本コンテンツでは，
「体の分度器（ものさし）[71]」を使って測ることのできる
角度を基点として明示することで，学芸員がいない環境でも星座を見つけられるよ
う工夫している（図 3-5）．
下記に，「いて座」の解説例を挙げる．
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【いて座：学芸員の解説（音声）】
皆さん，こんばんは．今日は「いて座」を探してみましょう．おすすめは，8 月
下旬の夜 8 時頃です．ちょうど南にきていまして，地平線から見上げた角度が 30
度．ですから，体のものさしの，この形を使っていただいて，親指から人差し指，
そして，また，親指から人差し指とした辺りに，北斗七星に似た，柄杓みたいな形
が見つかるんです．（以下，省略）

この「体の分度器」を使った方法は，プラネタリウムでも紹介されており，腕を
伸ばし，指と指との間の距離をそれぞれの角度として測ることができる．このよう
に，特別な器具を用いなくても，自分自身の体を使うことによって，誰でも簡単に
星座が見つけられるようになる．

(2)

(1)

角度の測り方

星座の位置の解説
(4)

(3)

星座図の表示

星座の見つけ方に
関するポイント

図 3-4 星座の見つけ方（動画）」画面表示例
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２０度

１５度

図 3-5 「体の分度器」の一例

これらの教材コンテンツを提供するため，
「星座図鑑」という名称の星座情報を扱
う天文教育向け Web サイトを構築した（図 3-6）．この Web サイトでは，各星座の
データや神話などの情報と共に，
「星座の見つけ方」のコンテンツを提供する．動画
コンテンツに関しては，
ポッドキャストによって簡単に iPhone や iPod に取り込み，
野外で利用できるようにした（図 3-7）．

図 3-6 「星座図鑑」Web サイト
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図 3-7 iPod touch での「星座の見つけ方」表示例

3.2.5. 実証実験による評価と考察
学芸員の教育方法を取り入れた天文教材の効果を検証するため，学習者による実
証実験を実施した．特に，今回の実証実験では，
「星座の見つけ方」の教材の効果を
検証することにした．これにより，学芸員の知識を取り入れた教材が野外での星座
観測を支援できるかどうかを明らかにする．そして，学芸員が ICT を活用して教材
提供することの有効性を示す．また，今回の実証実験の結果に対する学芸員の意見
から，全体を考察する．

（1） 学習者による評価
本研究で開発した天文教材は，プラネタリウムで学んだことを自宅で復習し，野
外での星座観測に活かすことを目的としている．そこで，プラネタリウムへ行った
ことのある，天文初心者 15 名（成人）を対象に，実証実験を実施した．尚，しばら
くプラネタリウムへ行っていない場合には，実験前に各自プラネタリウムへ行って
もらうようにした．
実験では，本研究で開発した「星座の見つけ方」コンテンツ（5 星座）を取り込
んだ iPod touch を一人 1 台ずつ貸し出し，自宅で各自，教材を利用しながら星座観
測をしてもらった．今回の実験で使用した 5 つの星座は，
「おおいぬ座」
，
「こいぬ座」
，
「オリオン座」，「ふたご座」，「ぎょしゃ座」である．iPod touch を使って，冬に見
ることのできるこれらの「星座の見つけ方」の解説を聞きながら各自で星座を探し
てもらい，その結果をアンケート評価によって得た．以下，①〜④に結果をまとめ，
項目毎に考察する．
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①

プラネタリウムと野外観測に関する調査
「プラネタリウムで学んだ星座を，実際の星空でも見たいと思いましたか？」と

いう質問に対し，60％が「そう思う」，40％が「少しそう思う」と答えた．また，
「実
際に家に帰ってから星座を探しますか？あるいは探したことがありますか？」とい
う質問に対しては，67％が「はい」と答え，33％が「いいえ」と答えた．そして，
これらの回答者に対し，プラネタリウムでの学習後に，家で星座観測を行う場合の
問題点について聞いてみたところ，図 3-8 のような結果となった．

9%
プラネタリウムで学んだことを忘れてしまう

14%

星座の見つけ方が分からない
50%

星座を見つけられる自信が無い
その他

27%

図 3-8 家で星座観測を行う場合の問題点

また，図 3-8 の「その他」として「星座を見つけようとしても，実際見ようと思
うと星の数が少なくて，星座が分からない」，
「目印の星を見つけられても，そこか
ら星座の形が作れない」という意見が得られた．
この結果から，プラネタリウムで学んだ星座を実際の星空で見たいと思う学習者
は多いが，プラネタリウムで学んだことを忘れてしまったり，学芸員のいない環境
ではその方法がよく分からないということから，プラネタリウムでの学習と野外で
の星座観測を結びつけるのは難しいという現状が明らかとなった．
②

教材を利用した星座観測に関する調査
「星座の見つけ方」コンテンツの解説を聞きながら，星座観測を行い，見つかっ

た星座数（5 星座中何星座見つかったか）を図 3-9 に示す．同時に，自由記述形式
によって教材を使って星座観測を行った感想を聞いた．

33

4. 地域活動における Web メディアの利活用

13%

5星座

7%

33%

4星座
3星座

20%

2星座
27%

1星座

図 3-9 見つかった星座数

感想（抜粋）
：
 説明の通りに，星座を探してみると，
「あ！あれかな」と見つかって，楽しかっ
たです．でも，見つからなかった星座はどうしても分からなくて悔しかったで
す．見つけられても確信が持てずに「？」が残りました．
 初めて，こんなにもたくさんの星座を見つけられて嬉しくなった．
 とてもおもしろかった．この時，空が曇っていて，一等星くらいしか見えなか
ったのだが，それでも発見できたのでなんだかわくわくした．
この結果が示すように，5 星座中，全ての星座を見つけられた人が全体の 33%と
最も多く，天文初心者の星座観測を支援できたことが分かる．残念ながら，1 星座
だけという学習者もおり，
「星座の見つけ方」以外の星座観測に関する知識不足（天
候や観測場所等）が原因となった．
また，「楽しかった」「嬉しくなった」
「おもしろかった」「わくわくした」という
ような意見が多く得られ，ただ単に星を見つけるだけでなく，学芸員が伝えたかっ
たものが学習者に伝わったことが分かる．
③

開発した教材に関する調査
本研究で制作した天文教材に関し，5 段階評価（5：そう思う，4：少しそう思う，

3：どちらでもない，2：あまりそう思わない，1：そう思わない）で得た結果を表 3-2
に示す．
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表 3-2 5 段階評価の結果一覧

質問項目
1
2

結果

プラネタリウムの解説と同様の方法と取り入れた説明は分かり
やすかったか
プラネタリウムの解説と同様の方法を取り入れた説明は，星座観
測の役に立ったか

4.80
4.79※

3

学芸員自身による解説は分かりやすかったか

4.87

4

学芸員自身による解説は星座観測の役に立ったか

4.53

5
6

プラネタリウム→Web→iPod の取り組みで，星座観測をしてみ
ようと思ったか
プラネタリウム→Web→iPod の取り組みで，星座に対する興味
が増したか

4.53
4.47

※無回答者 1 名有

5 段階評価では，どの項目も高い評価結果が得られた．プラネタリウムの解説と
同様の方法を取り入れた教材は，分かりやすく，天文初心者の星座観測に役立つも
のとなった．また，学芸員自身が解説することで，よりその方法の効果を高められ
たのではないかと考えられる．
今回，プラネタリウムで学んだことを自宅で復習し，野外の星座観測を支援する
教材コンテンツを制作したが，この一連の学習の流れを作ることによって，学習者
が星座観測をしてみようと思う動機になり，また星座観測をしてみた結果，星座に
対する興味が増す結果となった．このように，本研究で制作した教材を ICT の活用
により配信することで，学芸員が理想とする野外での星座観測へと結びつけ，能動
的に学ぼうとする学習者を支援することができた．
④

自由記述による学習者の感想
自由記述形式によって得られた学習者の意見を抜粋し，以下に記す．
（肯定的意見）
 暗闇の中でも手元で何度も再生できるのですごく分かりやすい．
 プラネタリウムで聞いたことの要点がまとめられていて分かりやすかった．
 プラネタリウムに行ったかのように，わかりやすく面白かったです．
 観測中に手で測っているのと同じスピードで解説してもらえたので分かりやす
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かった．
 横に学芸員の方がいて説明を受けて見ているようで分かりやすかった．
 目からも耳からも情報が得られる点が良い．
 ポッドキャストはとっても手軽だし，プラネタリウムや星がすごく身近な存在
になったように思える．
（要望などの意見）
 目星はついたが自信が持てなかった．
 その星座のような星は見たけれど合っているか分からない．
 動画の画質やデザインをもう少し見やすくしてほしい．
 今のコンテンツは，星座を見つけて終わりという形になっているので，神話や
歴史なども聞きたかった．
 解説の星座をイラストではなく，実際の星座（写真）を使ってほしい．
 自分の探している星座を iPod で正しいか確認できるといい．
自由記述から，教材に対する学習者の率直な意見が得られた．開発した教材をポ
ッドキャストで配信することによって，手軽に利用できるので，プラネタリウムが
身近に感じられるという意見が多かった．また，iPod を用いてコンテンツを何度も
再生することができ，学習者のペースに合わせて利用可能となるため，教育的に良
いということが分かった．そして，教材に学芸員による解説を使ったことで，プラ
ネタリウムと同じような環境で学習でき，とても分かりやすいという結果が得られ
た．
一方，「自信が持てなかった」「合っているかわからない」といった意見も多く，
それに対する仕組みが必要であることが明らかとなった．

（2） 学芸員の意見
実証実験で得られた評価結果に対し，教育的観点から見た学芸員による意見を以
下に記す．
学芸員の意見（抜粋）：
 天文教育では，教材で完結するのではなく，学習者が星を見つけるのを助ける
のが教材だといえる．したがって，
「自分で見つけることが楽しいというデジタ
ル天文教材」を作っていくことが重要である．今回の結果はそれを実現できて
いる．
 学芸員の仕事は，あくまでも学習者の学ぶ行為をサポートする脇役でなければ
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ならない．主役は学習者である．したがって，GPS や角度センサーがなくても，
自分の角度センサー（体の分度器）で，星を見つけられるよう，サポートする
ことが重要である．
 本人に自信をつけてもらうのが良いので，＋αのコンテンツを用意して，見つ
けた星座を自分で確認できるようにするとさらに良い．
 初級・中級・上級コースなど，これからはコンテンツを色々展開していく仕組
みを考えるといい．
 コンテンツを多言語化にして，より多くの人に利用してもらい，天文の面白さ
を伝えていきたい．

（3） 考察
学芸員の意見からも分かるように，本研究で開発した教材は，学習者の学ぶ行為
を支援するものとなっており，学芸員が理想とする教育の実践につながったといえ
る．つまり，学芸員がプラネタリウムで実践している教育方法を取り入れた教材が
重要であったと考えられる．また，ICT を活用することで，学習者はそれを手軽に
利用できるようになり，学芸員の理想を実現するための，有効な手法となることが
明らかとなった．
学習者が星座観測をして，見つけたい星座がその星で合っているかどうか自信が
持てない場合に，3.2.2 で紹介したようなデジタル天文教材を使うと確認することが
できる．しかし，学芸員の意見にあるように，教育的観点では，自分で確認できる
ようにして，学習者に自信を持ってもらうことが必要である．したがって，自分で
見つけて自分で確認できるような教材を提供してくことで，学習者にとっての楽し
さが増すと考えられる．今後は，それらに対する検討を行っていきたい．
学芸員の教育方法を取り入れた教材を制作するにあたり，課題となるのが，教え
るモデルを学芸員から聞き出してコンテンツにするということである．教え方の基
本パターンがあっても，個々に違った教え方が必要となる．そこで，教材作成のた
めのシステムをモジュール化し，情報技術の専門家ではなくても，手軽に ICT を活
用して教材提供していけるような仕組みが必要となる．
また，天文情報は普遍的なものであるため，様々な言語のコンテンツを用意する
ことで，より多くの人に教材を利用してもらうことができる．そのため，国際化対
応を見据えたコンテンツ生成が行えるよう，システムを改善する必要がある．
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3.3. 天文教材管理システムの開発
プラネタリウムで解説を行う天文学芸員は，野外で本物の星を見ることが天文教
育において最も大切であり，そのためには，プラネタリウムでの仮想体験が重要で
あると考えている．学習者がプラネタリウムで星の見つけ方や興味深い話題を聴き，
それをふまえて大空を眺める．これが，学芸員にとって一つの理想型となっている．
そこで，学芸員は天文入門者に対し，プラネタリウムで様々な天文教育を実践して
いる．多くのプラネタリムでは，天文の楽しさや面白さを伝えるために季節ごとに
テーマを変えて番組を構成し，来館日の夜に観測できる「星座」の見つけ方につい
て解説を行っている．しかし，3.2.5 の結果からも示されたように，来館者が帰宅後
に，プラネタリウムで聞いた星座の見つけ方の解説を思い出して実践するのは難し
い．したがって，学芸員は，野外（学芸員のいない環境）での学習を支援すること
ができる教材提供を行いたいと考えている．3.2 では，野外学習向けの教材開発を
行った．本節では，これらの教材を効果的に配信できるよう，以下の教材提供方法
について検討を行う．
A) 本物の星空を見るために屋外に持ち運ぶことを考慮した教材提供
B) プラネタリウムのテーマ（番組）と連携した教材提供
天文教育においてポッドキャストによる天文コンテンツの配信が期待されている
ように[21][22]，様々な情報技術を活用することによって，更に教育的効果の高い教
材提供が可能になる[23]．しかし，情報技術の専門家ではない学芸員が，最新技術
を使って教材提供を行うのは難しい．また，コンテンツをプラネタリウムの番組と
連動させることで，予習・復習として利用できるようになり，プラネタリウムでの
経験が活用できるようになる．しかし，学芸員が野外で利用可能な端末に対応した
コンテンツを作るのは手間がかかり，日常の業務も忙しいので，時間的にもプラネ
タリウムの番組と連携したコンテンツを提供することは難しい．
本研究では，学芸員が天文教育向け教材を Web メディアの活用によって効果的に
配信可能な天文教材管理システムを構築する．教材コンテンツを手軽に，野外に持
ち運ぶことができるように，携帯電話，携帯情報端末，携帯ゲーム機などの端末へ
の提供およびプラネタリウムと連携した教材コンテンツの提供を実現する． これに
より，自宅に帰ってから野外で星座観測をする学習者に向けて，学芸員は Web の活
用によって効果的に天文教材を提供できるようになる．また，利用者は実践的な学
習も行うことができ，より天文に関する理解を深めることができるようになると期
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待する．

3.3.1. 星座観測のための教材提供
情報技術を専門としていない学芸員にとって，教材を Web で提供することによっ
て，多くの市民に活用してもらえるということは分かっていても，その実現は難し
い．現在，天文教育において 3.2.2 で述べたように様々なデジタル天文教材が提供
されている．しかし，天文教育の観点から見たとき，これらは学芸員の教育方法に
適しておらず，また，学芸員が季節や時期に合わせて情報を提供できるものではな
い．したがって，学芸員自身が手軽に Web メディアを用いて教材提供できる仕組み
が求められている．
天文教育では，野外で本物の星空を見ることが大切とされている．野外で利用で
きるようにするためには，野外の学習環境を考慮し，野外へ持ち運び可能な各端末
に合わせた教材配信が必要となる．また，学芸員の教育活動であるプラネタリウム
の番組と教材を連携させるには，コンテンツを再編しなければならない．このよう
に，様々な端末に対応させ，プラネタリウムの各テーマ（番組）と連携して教材を
提供するには，学芸員にとって多くの時間と手間が必要となる．

（1） 学習環境を考慮した教材配信
星空を題材にした多くの Web サイトでは，PC 上での学習に留まってしまう場合
が多い．しかし，天文教育では，自然体験として本物の星空を見上げることが重要
である．そのためには，教材コンテンツを野外に持ち運べるようにすることが必要
となる．そこで，以下のようなプラットフォームに対応することにより手軽にいつ
でも必要な天文情報を野外に持ち運び，学習することができるようにする（図 3-10）．
（1） PC「室内用」「野外用」
（2） 携帯電話
（3） 携帯情報端末（ポッドキャスト対応機）
（4） 携帯ゲーム機
PC 用の Web では，通常は白い背景を用いたデザインで提供するが，白を基調と
すると，野外での学習時にそれが眩しく，星空が見づらくなるため，黒い背景を用
いた「野外用」デザインで提供し，野外での観測に配慮する．また，手軽にいつで
も必要な天文情報を野外に持ち運び，学習することができるよう，携帯電話の Web
や携帯情報端末のポッドキャストにも対応させる．特に，ポッドキャストは，RSS
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を用いて季節ごとに配信することができ[72]，利用者も動画コンテンツを，携帯情
報端末に手軽に転送できるので，野外での学習に適している．また，近年の携帯用
ゲーム機はインターネット接続が可能であり，教材コンテンツをゲーム機にも対応
することで，ゲーム機を利用する子どもが手軽に利用できるようになる．
しかし，これらのプラットフォームはそれぞれ対応するコンテンツのフォーマッ
トが異なる．例えば，各プラットフォームで動画を閲覧するには，各端末が対応す
る動画形式で提供しなければなない．画面サイズや解像度などの設定も，端末によ
って異なるため，様々な形式の動画が必要となる．学芸員が日常の業務と共に，そ
れぞれの利用機器の特性に合わせた教材開発を行なうことは難しい．そこで，学芸
員が手間のかからない形で星座情報を効率よくマルチプラットフォームに対応させ
る．

PC

室内

A

野外

A

白背景

黒背景

学芸員の知識・素材
携帯電話

携帯情報端末

携帯ゲーム機
図 3-10 学習環境を考慮した教材配信

（2） プラネタリウムとの連携
学芸員の知識や教育方法を取り入れた教材を有効活用するためには，配信方法へ
の工夫が必要である．プラネタリウムで学芸員が紹介した情報を，Web へ提供する
ことにより，来館者は自宅での予習・復習として利用できるようになる（図 3-11）．
例えば，他の Web サイトに掲載している関連情報や，学芸員が教育活動の一環とし
ているブログの情報，また学芸員がプラネタリウムで解説する際に使用しているス
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ライド等との連携が効果的だと考えられる．Web でプラネタリウムに関する情報を
見た利用者が，更にプラネタリウムを訪れて理解を深めたり，プラネタリウムで学
習したことを自宅に帰ってから Web を使って復習できるなど，プラネタリウムと連
携した情報を提供する仕組みは重要である．
しかし，Web メディアの利活用が天文教育において効果的であると分かっていて
も，日常業務に忙しい学芸員はその作業にあまり時間をかけることができない．ま
た，Web を用いた最適な提供方法が分からないといった場合もある．そこで，学芸
員がプラネタリウムにおける教育活動で利用している天文教材を，そのままコンテ
ンツに取り込むなど，学芸員の手間をかけない形での情報提供の仕組みを構築する．

Webの利活用

Outdoor

Planetarium
学芸員の
知識や素材

図 3-11 プラネタリウムとの連携

3.3.2. システムのフレームワーク
星座情報のように季節や時間に対応した情報は，刻々と状況が変化するため，ど
の利用機器から見ても，常に同じ状態でコンテンツが表示されるよう，各プラット
フォームごとにコンテンツを更新しなければならない．しかし，手作業による更新
では手間が掛かるため，効率的なマルチプラットフォームへの対応が必要となる．
そこで，同一コンテンツをそれぞれの利用機器に対応したフォーマットで提供で
きるよう，一つのコンテンツをその内容とデザイン，HTML や RSS などのデータ
形式にそれぞれ分けて管理し，プラットフォーム毎に必要な情報のみを抽出して動
的に Web を構築する．具体的には，データベースを活用して，星座情報のリソース
とデータフォーマットやデザインを個別に管理する．
動的な Web に適した PHP を用いることで，データベースの情報を学習者の要求
に応じて加工し，動的に Web を構築する[73]．そして，ブラウザからの取得要求に
含まれる識別情報を用いて，端末に合った Web サイトが自動的に表示されるように
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する．図 3-12 に LAMP（Linux，Apache，MySQL，PHP）環境[74]および，オ
ープンソースソフトウェアを用いたフレームワーク全体図を示す．

XHTML
GD

Image

ffmpeg

Animation

CSS

Image Animation
XHTML

CSS

Image Animation
入力

JODConverter

Slide

XHTML

CSS

Image Animation

SQL
XHTML

星座情報

Result
DB (MySQL)

CSS

Image Animation

Web Server ( PHP )

図 3-12 オープンソースソフトウェアを活用したフレームワーク

（1） 星座データベース
本システムでは，教材コンテンツを PC，携帯電話，携帯情報端末，携帯ゲーム
機に対応させる．その際，同一のテキスト情報であっても，プラットフォームごと
の形式に合わせて用意しなければならない．しかし，頻繁な更新を必要とする天文
情報を扱う上で，これは効率的ではない．そこで，効率的にマルチプラットフォー
ムに対応させるため，扱う星座情報は，全てデータベースで管理することにした（図
3-13）．これにより，星座情報と各プラットフォームのフォーマットを分離して，管
理することができ，効率的なマルチプラットフォームへの対応を実現した．
学習者が各プラットフォームから Web サイトにアクセスすると，PHP がデータ
ベースへ接続し，学習環境に必要な情報をデータベースから抽出し，適切なフォー
マットで提供される．このように，学芸員の手間をかけることなく，学習者は学習
環境に合った教材を利用できるようになる．
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星座

星座の情報

星の情報

赤経

見つけ方

季節

赤緯

見つけやすさ

20時南中日

等級

神話

南中高度

色

星座線

境界線

明るさ

図 3-13 星座データベースの構造

（2） マルチプラットフォーム向けファイル変換
学芸員が提供する教材は主に，テキスト，画像，動画から構成されている．これ
らの素材を，様々なプラットフォームで利用できるように提供することが重要とな
る．しかし，画像や動画に関しては，プラットフォームによって対応フォーマット
が異なる場合がある．また，対応フォーマットは同一でも，プラットフォームの画
面サイズの差異によって，静止画，動画をリサイズする必要性が生じる．
そこで，学芸員が手軽にフォーマット変換やリサイズを行なえるよう，オンライ
ンで素材をアップロードし，サーバ側でファイルを変換できるようにする．そこで，
オープンソースソフトウェアを活用したフレームワークを用いて，それぞれのプラ
ットフォームに合わせたコンテンツを自動生成できるようにした．図 3-14 は，フ
ォーマット変換の対応例を示している．静止画は，PHP 向けライブラリの GD
（Graphics Library）や画像編集ソフトウェアの ImageMagick を用いて画面の解
像度に適したサイズ変更を可能にした[75][76]．動画は，動画変換アプリケーション
である ffmpeg を用いることで，サーバ側で形式変換され，適切な端末に提供でき
るようになる[77]．また，ドキュメント変換ツールの JODConverter を利用するこ
とで，プレゼンテーションスライドファイルを，Web に掲載できるフォーマットに
変換できるようにした[78]．
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図 3-14 ファイル変換対応例

（3） RSS の活用
星座情報は，季節や時間に応じて状況が変化するため，高頻度で情報を更新して
いくことが重要となる．しかし，学芸員が通常の業務以外の時間に，高頻度で情報
を更新させるのは難しい．そこで，外部の RSS の情報を取り入れ，関連コンテンツ
として表示できるようにした．これにより，関連する最新情報を学芸員の手間なく，
提示することができ，総合的に学習をサポートできるようになる．
また，教材コンテンツは季節ごとに RSS で提供する．これにより，利用者は RSS
を利用して自動的に情報を取得できるようになり，季節に応じて変化する天文情報
を効果的に提供することができる．

3.3.3. 教材管理システムの機能
本システムでは，マルチプラットフォームに対応させるため，データベースを用
いて教材コンテンツの管理を行う．また，サーバ側でマルチプラットフォーム対応
に向けたファイル変換を行う．しかし，サーバの知識がないと，それらを操作する
ことができない．そこで，Web ブラウザからデータを更新できる管理ツールを構築
した．
管理ツールでは，Web 上のフォームから簡単にデータの追加・更新等を行えるよ
う，
「データ検索」
「データ追加」
「データ更新」
「データ削除」の機能を設けた．
（図
3-15）また同様に，画像・動画・スライドなどの素材も Web フォームからアップロ
ードできるようにした．フォームからアップロードされた各素材はデータベースに
よって管理され，適切なディレクトリに保存される．
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図 3-15 データベース登録・修正インタフェース

本システムでは，教材コンテンツを様々なプラットフォームに対応させるため，
サーバ側で動画の形式を変換する．そこで，保存されている素材が簡単に形式変換
できるインタフェースを作成した．例えば，動画の場合は，動画形式の変換画面で
動画の内容が確認できるよう，素材登録フォームから動画をアップロードした際に，
自動的に動画のキャプチャ画像と Flash ビデオが生成されるようにした．また，図
3-16 のように，オープンソースの FLV プレイヤーである FlowPlayer を使用し，動
画のキャプチャ画像の表示，および，動画の再生を可能にした[79]．また，右側に
は形式変換のためのボタンを表示し，このボタンを押すと，その端末に対応した動
画がサーバ側で自動的に生成されるようにした．そして，変換済みの場合には，こ
のボタンの画像が切り替わるようにした．
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図 3-16 動画形式変換ツール

このように，データベースの操作と素材の変換を行うことができるインタフェー
スを構築することにより，情報を専門としない学芸員でも，マルチプラットフォー
ム対応を意識することなく，教材コンテンツの管理を行うことができるようにした．

3.3.4. 学芸員による実践的利用
名古屋市科学館の学芸員は，プラネタリウムや天文クラブなどの取り組みを通じ
て，入門者に対し，様々な天文教育を実践している．これらの実践から得られた教
育ノウハウを，Web をはじめとする ICT を活用し，様々な形で提供することは，非
常に価値がある．3.2.4 で述べた様に，学芸員の知識や教育ノウハウを活かし，野外
での活用を考慮した「星座図鑑」という Web 教材を製作してきた．そこで，この
Web 教材において，本システムを活用し，学芸員による教材提供を支援する．

（1） マルチプラットフォームによるコンテンツ提供
情報分野の専門家ではない学芸員が異なった様々なプラットフォームに向けて教
材を配信することは難しかった．そこで，本システムを活用することで，情報とデ
ザインを分離し，PHP を用いて動的に Web ページを生成した．星座データベース
から必要な情報を取得し，CSS を使って適切なデザインを付加することによって，
野外向けの黒背景による Web ページや携帯電話やモバイル端末用 Web ページの生
成が可能となった．
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図 3-17 は，3.2.4 で開発した名古屋市科学館の学芸員による解説を取り入れた教
材コンテンツ（動画）のマルチプラットフォーム対応表示例である．動画形式をサ
ーバ側で手軽に変換できるようにしたことで，端末を屋外に持ち運び，学習するこ
とを想定した教材生成が可能となった．これにより，学習者は自分が持っている機
器を使って動画を再生でき，学芸員による解説を聞きながら実際の星空を見上げて
学習できるようになった．

図 3-17 動画のマルチプラットフォーム配信例

（2） プラネタリウムとの連携
本システムを用いることで，プラネタリウムのテーマ（番組）と連携した教材提
供を実現した．プラネタリウムのテーマ，プラネタリウムで使用したスライド，学
芸員のブログ記事などの情報と共に，マルチプラットフォーム対応の教材コンテン
ツをポッドキャストとして配信できるようにした（図 3-18）．以下，①〜③にその
具体例を示す．
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HTML( Web サイト )

スライド

データベース

学芸員のブログ
Podcast

図 3-18 プラネタリムと連携したコンテンツ提供例

①

プラネタリウムのテーマ・スライド
プラネタリウムの各月のテーマは，名古屋市科学館の公式 Web サイトに掲載され

ている．そこで，科学館の許可を得た上で，この情報をコンテンツとして利用でき
るようにした．Web ページに掲載された情報は HTML で構成されているが，規定
のフォーマットによって月ごとのテーマが掲載されている．そこで，必要部分のみ
を正規表現を用いて抽出し，ページ内に表示するようにした．
また，学芸員がプラネタリウムで使用したスライドと解説文を Web フォームから
入力することで，自動的に Web ページに反映される仕組みも整えた．これにより，
市民（学習者）は学芸員がプラネタリウムのプログラムで特に伝えたいことを，予
習・復習できるようになった．
②

ブログ
名古屋市科学館の学芸員は，教育活動の一環として，天文情報についてのブログ

を書いている．そこで，そのブログの RSS をコンテンツに組み込むことで，ブログ
記事を「旬な情報」として表示させるようにした．また，その際に，特定のカテゴ
リに関する情報のみ抽出するようした．これにより，プラネタリウムと連携した
Web ページでは，ブログ RSS の「プラネタリウム」カテゴリの情報のみを表示し，
最新のプラネタリウムに関連する情報を提示することが可能となった．
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③

ポッドキャストの活用
星座 DB には，20 時南中日が登録されている．この情報を活用することで，携帯

情報端末へは，季節に合わせた旬な星座情報（動画）をポッドキャストによって配
信することが可能となった．通常，ポッドキャストでは，最新の番組内容が配信さ
れるが[72]，本システムでは 20 時南中日を基準にデータベースから抽出し，ポッド
キャスト対応 XML（RSS2.0）を生成することで，20 時南中する星座の教材コンテ
ンツを毎月配信できるようになった．

星座名 20時南中 説明
おおぐま ５月３日 ５月の宵に…
おとめ ６月７日 おとめ座は…
オリオン ２月５日 宵空のオリ…
：

5月の星座 （おおぐま座）

DBサーバ
（MySQL）
星座
データベース

iPod
専用ソフト
（iTunes）

Webサーバ（PHP）

５月
PC
RSS

おおぐま座
５月３日
５月の宵に、北の空を
70度ほど……

図 3-19 学習日に合わせたポッドキャストの配信

3.3.5. 学芸員による評価と考察
制作したコンテンツ管理システムが，学芸員にとって使いやすいシステムとなっ
ているか，また，学芸員の教育活動をサポートするものとなっているか，名古屋市
科学館の学芸員 5 人を対象に自由記述形式のアンケート調査を実施した．以下にそ
の結果を記す．
マルチプラットフォーム:
 多種のフォーマットに対応した教材の提供は，天文教育を生業とする者にとっ
て結構ハードルが高い．良いコンテンツを広く流布させるためには，提供側の
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ハードルをできるだけ低くする必要がある．その点で，このシステムは簡便で
良い．
 同じフォーマットでデータベースに情報を蓄えておくことは，今後の新しいメ
ディアへの汎用性へとつながる．このことは，より広い利用者を獲得できる可
能性を持つ点で有効である．今後のメンテナンスでどのようなメディアに視野
を広げていくかが課題であると感じる．
 利用者が，PC や携帯や iPod など希望する利用形態を選択できることになった
ことは，利用者にとって良い．さらにそれぞれの最適化したコンテンツを，一
つのデータベースから生成できるのはシステムとしても洗練されている．
 メディアの動向を見極めながら柔軟に対応していけるこのシステムは，星座や
星に関する正しい知識を普及する上で有効であると思う．
学芸員にとってこれまで行うことが難しかったマルチプラットフォーム対応の教
材配信が，本システムにより可能となった．学芸員の持つ専門知識を学芸員自身が
積極的に配信したいにも関わらず，技術的な面などからそれが難しい現状において，
それを簡易な作業で可能とする本システムは，良質なコンテンツの配信といった面
からも，学芸員・利用者双方にとって有益なものであるといえる．
また，学芸員の労力の軽減のみならず，幅広い人に向けた教材の配信，将来を見
据えた教材配信といった観点からも有効であるといえる．複数のプラットフォーム
に向けたコンテンツを一つのソースから生成できるようにしておくことで，新しい
プラットフォームが登場した際にも柔軟に対応でき，教材を配信するための環境を
整えることができた．
プラネタリウムとの連携 :
 プラネタリウムとの連携は必要不可欠である．様々なメディアやツールを利用
して，学習者に最良の体験をしてもらうことが重要である．
 プラネタリウムを見た人が，実際に星を探してみようと思ったときに，屋外で，
携帯電話や iPod などで手軽に確認することができるので有効と思われる．
 星座を探す場合，何をどこから探すかで結構迷ってしまいがちである．そこで
毎月南中の星座コンテンツをポッドキャストで配信すれば，いつも同じ方角を
見上げるだけで順番に星座を探すことができる．はじめての人には，大変わか
りやすいと思われる．
 月や惑星は星座の中を動くため，星座のコンテンツの中では紹介しきれない．
ブログの天文情報は，そんな話題も提供できるので，実際の空で星を探す良い
手助けになると思われる．
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プラネタリウムのプログラムと連携させたコンテンツの提供は，来館者にとって
有効な教材提供手段であると学芸員が考えていることからも，本システムでそれを
可能としたことには意義がある．また，科学館のサイトから，プラネタリウムのテ
ーマに関する情報を取得するなど，外部の情報を適切に取り入れることで，学芸員
の日常の教育活動をコンテンツに組み入れ，労力をかけずに教材の幅を広げること
を可能にした．
さらに，ポッドキャストを活用することで，利用者は自動的に教材コンテンツを
受信することが可能となった．このように，プラネタリウムのプログラムの情報と
共に，それぞれ端末の特性を活かしたコンテンツ配信が可能となったことで，天文
教材の教育的効果を高めることにもつながった．

3.4. まとめ
本章では，生涯学習向け天文教育を対象に，Web キュレーションおよびデータベ
ースメディアの概念を取り入れたシステム設計と開発を行った．学芸員による ICT
を用いた天文教育を支援することを目的に，
「ICT の活用による天文教材の開発」お
よび「天文教材管理システムの開発」を行い，名古屋市科学館による実践的な利用
を通じてその効果を検証した．
「ICT の活用による天文教材の開発」においては，野外での星座観測を支援する
ため，学芸員の教育方法を取り入れた教材を開発した．学芸員が日々の活動で実践
している教育方法やノウハウを活かした教材開発を行うことで，学芸員がいない環
境でも学芸員の知識を活かした天文教育を実践できるよう工夫した．学習者による
実証実験の結果から，既存のデジタル天文教材では伝えられなかった「本物の星を
自分で見つける楽しさや嬉しさ」が伝えられ，学習者の天文に対する興味・関心を
高められることが示された．
「天文教材管理システムの開発」では，野外に持ち運び可能な端末に対応したマ
ルチプラットフォーム配信を実現した．学芸員の専門知識を活かした教材コンテン
ツを PC や携帯電話，携帯情報端末，ゲーム機などに配信できるようになったこと
で，野外での星座観測を支援することが可能となった．ブログ記事のコンテンツへ
の組み込みや，プラネタリウムで使用したスライドの提供など，学芸員自身がコン
テンツを更新できる仕組みを整えたことで，学芸員の日常の教育活動であるプラネ
タリウムと連動したコンテンツ提供が可能となった．学芸員による評価から，本シ
ステムは，学芸員の教育活動を様々な面から支援できることが明らかとなった．
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天文教育における Web キュレーションでは，学芸員の教育方法に適した情報を集
め，学芸員自身が管理できる仕組みを取り入れ，提供する教材の価値を高められる
配信方法が重要であるということが明らかとなった．また，データベースメディア
として，天文データベースを構築し，Web での教材提供に適した形で，データベー
スから情報を抽出し提供することで，学芸員の手間を減らすだけでなく，教材とし
ての付加価値を高めた教材配信を実現することができた．
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4. 地域活動における Web メディアの利活用
4.1. はじめに
本章では，情報受信者が発信者にもなる情報相互利用タイプの具体的事例として，
地域活動を対象に，Web キュレーションおよびデータベースメディアの概念を取り
入れたシステム設計と運営体制の構築を行い，価値ある「情報・知識」の活用方法
を検証する．2.4.2 で述べたように，地域活動にとって必要な Web キュレーション
とは，
「多種多様な主体が持つ地域情報を収集し，地域やジャンルなどのカテゴリ別
に分類し，地域内外の人に分かりやすく表示する方法を考え，地域活動を促進でき
るような形で地域情報を提供すること」であると考える．地域にはデジタルデバイ
ドの問題も存在するため，利用者に適した情報収集プロセスを取り入れ，多種多様
な主体が参加できる環境や運営体制を整備する必要がある．そして，そこから発信
される情報をデータベースで管理・蓄積し，データベースメディアとして，新たな
価値を生成できるよう，地域情報をサイトの目的に合わせて編集する仕組みが必要
となる．
その実現に向け，本研究では，名古屋市東区における都市部の地域活動を対象に，
具体的手法を検証していく．名古屋市東区は，2008 年に区制 100 周年を迎え，伝
統と歴史のある街である[81]．名古屋市東区には，地域活動やボランティア活動を
行う団体が多数存在しており，まちづくり活動が盛んである[82]．これらの団体や
市民からの様々な情報や行政による公的情報を集め，地域で利活用する仕組みづく
りが求められている．
本章では 4.2 で「地域サイトの現状」についてまとめ，4.3 では「民官学による地
域サイトの運営事例」から，地域サイト運営における課題を整理する．4.4「地域サ
イトの継続促進に向けた提案と試作」では，地域に適した情報収集および情報管理
方法を提案し，4.5「地域ネットワークを活かした地域サイトの設計と運営」では，
市民による地域情報発信の支援を強化した地域サイトの設計および運営方法を実践
する．これらの地域サイト運営経験から得られた結果に基づき，その有効性と意義
について考察する．
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4.2. 地域サイトの現状
インターネットの普及によって，ブログや SNS などの消費者自身が簡単に情報発
信できるメディアが広まると，各地で地域ポータルサイトや地域 SNS などが登場し
た．地域ポータルサイトや地域 SNS などは広義では，地域の情報を集約・提供して
いる「地域サイト」と捉えることができる．財団法人地方自治情報センターによる
研究報告書では，地域サイトとは以下の様に定義されている[83]．

地域サイトとは，商業振興・観光振興による地域経済の活性化や住民の活性化等を
目的として設置されたウェブサイトであり，ある一定範囲の地域を対象に，その地
域に関心を持つ住民や企業，観光客等が地域の情報を探す際の入り口として，多種
多様な主体から発信される地域の情報を集約し，包括的に提供することを意図した
ウェブサイトのことを指す．

また，以下のような目的として地域サイトを運営している地域が多く，一定の効
果を挙げていると報告されている[83]．
①

②

地域コミュニティの活性化


地域情報の収集／提供



住民活動の活性化

地域経済の活性化


観光振興



物産／商業振興



地域ブランドの向上等

地域コミュニティ全体で地域産業を支援することも考えられるため，上記の①と
②は相乗効果が期待できる．よって，地域サイトは地域全体を活性化するための役
割を持ったサイトといえる．
一方，地域特性と地域サイトの目的を考えた時，都市部などの比較的大規模な地
域では，主にコミュニティの活性化を目的とし，住みやすいまちづくりのための 1
つのツールとして活用できる．また，山村部などの比較的小規模な地域では，地域
経済の活性化を目的に，地域への関心が高まるようにし，地域情報を集めた地域ア
ーカイブとしての役割も果たすことができる．
日本学術会議地域委員会では，地域に生きる人々が育んできた情報，知識，知恵
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を含む「地域の知」を，地域特有の事情を十分理解しつつ，有効に活用することが
不可欠であると指摘し，それに対して，地域情報を蓄積・活用するための，地域情
報のデータベース化や地域情報を共有するプラットフォームが必要と提言している
[34]．
地域サイトは，地域の情報を簡単にアップロードでき，集められた情報をデータ
ベースに蓄積し，地域で活用することができる．つまり，地域サイトには，地域情
報の蓄積・活用といった役割も含められ，地域サイトを 10 年 20 年と継続させてい
くことは，ユーザから集めた地域情報を長期的にデータベースで蓄積していること
になり，後にその情報を活用できれば，地域活性化へと結び付けることも可能であ
る．したがって，地域サイト継続のための運営や仕組みを地域特性に合わせて整備
していくことが今後の社会にとって重要となる．
財団法人地方情報センターが実施した研究報告書によると，官民協働による地域
サイトの対象者は，全体の 9 割が地域住民であり，企画・編集などの運営において
は，全体の 7 割において民間が企画・編集に関与していると報告されている[83]．
また，地域サイトの情報源は，第 3 次産業就業人口の割合が高い地方公共団体ほど，
「住民・企業・NPO 等からの情報がメインで提供されている」割合が高めとなって
いる．
また，地域サイトを運営する上で最も重要な課題の一つは，情報を集める仕組み
である[32]．情報収集が滞ると，情報の陳腐化が起こり，
「アクセスの伸び悩み→収
益モデルの行き詰まり→運営持続困難」といった展開に進む恐れがある．したがっ
て，地域のニーズを分析し，それに適した情報収集方法を取り入れる必要がある．
地域サイトには，定期的なサイト更新と運営体制の確立が必要であり[33]，地域サ
イトを継続させるためには，情報収集プロセスを細かく分析し，地域特性に合った
運営を行う必要がある．
情報収集の課題を解決するためには，情報提供者が自ら情報発信できる環境を作
ることが重要であり，Web に関する専門知識がなくても，簡単に情報発信できるシ
ステムの導入が求められる．その方法として，CMS（Content Management System）
が地域サイトにおいて広く活用されている．CMS はブラウザを通じて情報を入力・
アップロードすることができ，XHTML や CSS などの知識が無くても，誰でも簡単
にサイトの管理ができるという特徴がある．日本では Web サイト運用・管理ツール
として活用されている CMS であるが，アメリカでは，コンテンツ管理が中心で，
Web サイトの運用・管理はあくまでも副次的なものという理解が浸透している[84]．
つまり，どこにどういうデータ（情報）を管理し，保持しているか，どう活用でき
るかというコンテンツ管理の概念が本来ならば最も重要となる．
したがって，地域サイトで CMS を活用する時に，Web の運用・管理を効率化す
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るだけでなく，そこに集まる情報をどのようにデータベースで管理し，どのように
活用していくことができるのかを長期的な視点で検討していくことが必要となる．

4.3. 民官学による地域サイト運営事例
都市部における地域サイトは，地域コミュニティを活性化し，住みやすいまちづ
くりへの発展を期待できる．名古屋市東区では，地域活動やボランティア活動を行
っている団体が多数存在しており，まちづくり活動が盛んである．これらの団体や
住民からの様々な情報や行政（区役所）による公的な情報を集め，地域で活用する
仕組みづくりが必要とされており，本研究では，名古屋市東区における民官学によ
る地域サイトを分析対象とする．

4.3.1. 都市部における地域サイトの運営事例
名古屋市東区は 2008 年に区制 100 周年を迎えた．筆者らはこれをきっかけに，
行政による協力のもと，市民が主体となって運営を行う地域サイト「ひがし 100 ネ
ット（現：ひがしネット）」を民官学の連携によって構築し，2007 年 4 月から運営
を行っている．この「ひがし 100 ネット」は，元々，東区役所の課長が，独自に
Web オーサリングツールを使用して制作したのが始まりである．名古屋市は「区」
の Web サイトを持っておらず，区役所からの情報は，名古屋市の広報新聞の東区の
ページに掲載するのみであった．これは，紙媒体であるため，掲載するまでのプロ
セスは複雑であり，課長は市民に対してもっと素早く区の情報を発信したいという
思いから，イベント情報や区の花情報を Web サイトに掲載していった．そこに，IT
ボランティアを行っていた市民と大学が加わり，区制 100 周年を記念して，東区の
コミュニティサイト「ひがし 100 ネット」として再出発した．
「ひがし 100 ネット」を構築するにあたり，①システム開発・運営コスト，②サ
イトの信頼性・信憑性，③各機関の立場，④サイトの継続性などの懸案事項を整理
し，その要件を満たす方法としてオープンソース CMS の選定を行った．行政での
導入事例も多く，日本語コミュニティが成熟しているためトラブル時の対策が取り
やすいといった利点から，オープンソース CMS の XOOPS を活用して，地域サイ
トの構築を行った（図 4-1）．
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図 4-1 「ひがし 100 ネット」トップページ

（1） モジュールの活用
XOOPS では，モジュールによって機能を追加することでサイト構築を行う[85]．
サイトの目的に合ったモジュールを複数比較し，要件に最も適しているモジュール
を選定した．
「ひがし 100 ネット」では，主にページ生成モジュール，ニュースモ
ジュール，イベントモジュール，ブログモジュール，フォーラムモジュールを組み
合わせ，機能が不十分な場合には，モジュールのカスタマイズを行った（図 4-2）．
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静的なページ生成
更新頻度が低くデザインが定まっていない

ページ生成
モジュール

住民からの意見を取り入れ記事単位で提供
ユーザからの投稿

ニュース
モジュール

イベント情報の収集
ユーザによるイベント情報の入力

イベント
モジュール

住民からの投稿記事を日付ごとに管理
カテゴリによる分類，コメント機能

ブログ
モジュール

特定のテーマに対する意見交換

フォーラム
モジュール

図 4-2 モジュールの活用例

（2） ユーザ管理機能の活用
地域サイトを構築するにあたり，情報提供者が自ら記事の投稿を行うためには，
ユーザを管理しなければならない．また，モジュールのカスタマイズでは補えない
部分に関しても，ユーザの権限を活用して管理・運営を行う必要がある．そこで，
CMS の 1 つの機能であるユーザ管理機能を活用し，
「ひがし 100 ネット」では，投
稿に関する「ユーザ基本権限」
（表 4-1）とサイトの管理・運営に関する「オプショ
ン管理権限」
（表 4-2）を設けた．
表 4-1 ユーザ基本権限
種類

出来ること

ゲスト

閲覧のみ

参加者

イベントリポート（承認が必要）
，安心・安全情報の投稿，コメント
の投稿

特派員

「参加者」権限＋イベント情報の投稿，特派員のオススメの投稿
表 4-2 オプション管理権限

種類
サイト管理者
デザイナー
ライター

役割
すべて
HTML の追加・更新・削除，トップページのデザイン変更
イベント情報の修正・削除，投稿記事（イベントリポート・特派員の
オススメ）の修正・削除，カテゴリ（イベント情報・特派員のオスス
メ）の作成・削除

区役所
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（3） 特派員制度の導入
地域住民からの記事の書きこみを可能にする場合には，プライバシー面に対する
配慮など，投稿内容に対する管理が必要となる．そこで，
「ひがし 100 ネット」で
は，運営組織の定める講習を受講した区在住者に対して特別な権限を付与し，信頼
関係を担保した上で，市民記者として多くの情報を投稿してもらう特派員制度を設
けた．また，特派員同士の交流促進のために専用の掲示板を設けたり，特派員によ
る自分たちの活動を紹介するグループのコーナーを設けたりするなど，活動をサポ
ートする体制を整えた．
パソコンが苦手な人でも特派員になれるよう，実施する講習会では本サイトの使
い方をまとめたテキストを用意した．また，講習会を技術習得の場としてだけでな
く，特派員同士のつながりや地域の情報交換の場として機能させ，ネット環境を超
えたコミュニティを作ることで，区民に役立つ情報としてサイトにフィードバック
させるようにした．つまり，サイト管理者とユーザという構図ではなく，一人一人
がユーザでもあり，サイトの運営にも携われる仕組みを作り上げることを目的とし，
それによってサイトの活性化を後押しするようにした．

4.3.2. 地域サイト運営に対する調査および考察
都市部における地域サイトの運営事例として 4.3.1 で述べた「ひがし 100 ネット」
の現状を把握するため，地域関係者に対する聞き取り調査を実施することにした．

（1） 調査目的・方法
「ひがし 100 ネット」は，特派員を含めた地域住民や行政による情報発信の場と
して機能しており，サイトに対する区民からの一定の信頼性も確保されている．特
に，名古屋市東区の場合，当時は各区ごとののサイトが無かった為，区役所（東区）
からのタイムリーな情報を発信することができる場として活用されている．
しかし，サイトを運営していく上でいくつかの課題が見えてきた．そこで，
「ひが
し 100 ネット」への情報提供者である東区の文化施設 5 件と商店 3 軒に対し，聞き
取り調査を実施した．また，民官学のサイト運営メンバーからの運営経験に基づく
要望や意見を得た．

（2） 調査結果
表 4-3 は，「ひがし 100 ネット」に対する意見を，情報閲覧者・情報提供者・サ
イト運営者の 3 つの視点でまとめたものである．
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表 4-3 「ひがし 100 ネット」に対する意見

情報閲覧者視点
A. 「載っている情報は多いけれど，整理されておらず，どこに載っているのか分か
りにくい」
B. 「役所のサイトといった印象が強い」

C. 「東区のカラーが出ていない」
情報提供者視点
D.

「投稿方法が複雑で分かりにくい」

E.

「出した情報がどこに表示されたか分かりにくく，他の情報に埋もれてしまう」

F.

「情報は出したいが，どこに出せばいいか分からない」

G. 「パソコン操作が苦手なので，情報を出そうにも投稿方法が分からない」
サイト運営者視点
H. 「表示方法を変えてほしい」

I.

「機能を追加・変更してほしい」

A.は収集した情報がモジュールごとに表示されているため，サイトの構成やカテ
ゴリの分け方が複雑になってしまっているからと考えられる．また，B.は情報提供
者が偏ってしまっていることを示している．地域住民からだけでなく，行政からの
公的な情報も取り入れることで，サイトの信頼性を高めてきたが，サイト運営メン
バーに区役所の関係者が加わっていることもあり，区役所からの情報が全体的に多
くなっている．C.はサイトのテーマが広すぎて，不明確であることが原因といえる．
D.は，使用するモジュールによって，投稿方法が異なっていたり，モジュールが
高機能過ぎて不必要な機能があることによって，操作が複雑になっているのが原因
である．E.は最も深刻な問題であり，情報提供する意欲を損なう可能性があるため，
早急に対応しなければならない．モジュールごとに集められた情報は，A.で述べた
ように，モジュールごとのページに表示されており，折角サイトに情報を提供して
も，その価値が得られないために，情報提供をやめてしまったという問題が明らか
となった．F.は情報提供者が出したい情報に対するカテゴリを上手くサイトが提供
できていないことを示している．G.はデジタルデバイドの問題を如実に表している．
情報提供意欲はあるものの，パソコン操作が苦手なために地域サイトを活用できて
いないユーザがいることが明らかとなった．
また，H.の場合，簡単な表示方法の変更はカスタマイズによって対応可能な場合
が多いが，複雑な表示や I.などのような機能そのものの追加・変更は，モジュール
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を見直したり，プログラム部分に手を加える必要があり，直ぐに対応することがで
きない．XOOPS で収集されたコンテンツの管理は非常に複雑で，サイトを長期的
に継続していくには，集められた情報をどう活用していくかが課題となる．

（3） 考察
聞き取り調査による現状分析から明らかとなった「ひがし 100 ネット」の成功点
と問題点を下記に記す．
成功点
 他の区には見られない，区役所情報を随時発信することのできる環境を作った
 区役所や地域関係者から信頼される IT グループの地位を確立した
課題
 区役所関係者による情報発信が多く，公的な印象が強くなっている
 ユーザの偏りがあり，情報投稿が停滞してしまっている
 カテゴリの分け方が不明確であり，情報が整理されていない
 東区のカラーが出ていない
 投稿方法が分かりにくい
聞き取り調査の結果から，
「ひがし 100」ネットの現状が明らかとなったが，参加
者数の伸び悩みやユーザの偏り，持続的な運営ノウハウの欠如，デジタルデバイド
といったこれらの課題は，4.2 で示した様に，多くの地域サイトにおいても共通す
る課題である．地域サイトを継続促進させるためには，ユーザの多様性を確保し，
継続的な投稿を実現するための情報管理・蓄積・活用方法を確立する必要がある．

4.4. 地域サイトの継続促進に向けた提案と実証実験
4.3 で述べた聞き取り調査の結果，地域サイトの運営において，CMS の機能であ
る「入力・管理・提供」といったシステム要件だけでなく，情報提供者による情報
発信からサイト閲覧者による情報享受までの間で，地域のコンテンツをどう管理し
ていくかが重要となる．そこで，明らかとなった地域サイト運営における課題をも
とに，地域サイトのコンテンツ管理方法および運営方法を情報収集と情報管理の視
点から提案する．
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【情報収集】
①

情報を集め続けるために，地域情報コーディネータが様々な形で情報提供者に
働きかける

②

情報提供者を増やすために，情報収集方法を見直し，地域のニーズに合わせた
方法を取り入れる

【情報管理】
③

集めた情報を地域データベースで正しく管理・蓄積する

④

情報を出すインセンティブを与えられるよう，提出された情報を分かりやすく
表示する

このように情報収集と情報管理方法を見直し，適切にコンテンツを管理すること
で，長期的なサイト運営を目指す．4.4.1 では，①と②の情報収集方法，4.4.2 では，
③と④の情報管理方法について詳細を述べる．

4.4.1. 地域のニーズに合わせた情報収集方法
情報提供者からの情報収集を促進させるためには，地域のニーズに適した情報収
集が必要だと考えた．以下，①と②に具体的な方法を記す．
①

情報を集め続けるために，地域情報コーディネータが様々な形で情報提供者に
働きかける

ネットでのコミュニケーションには，現代社会の人間関係が大きな影響を与えて
いる[87]．ネット上の情報交換が現代社会の活動に結び付くことで，ユーザは Web
サイトを活用するようになる．ネットと社会の活動を結び付けて，人間関係を深め，
Web サイトの信頼性を高めることが，多様なユーザを確保するためには必要である．
そこで，地域という特性を活かした人間関係の構築が，情報発信・情報共有の促進
に大きな影響を与えると考えた．そのために，サイト管理者は地域情報コーディネ
ータとして，地域での人間関係の構築を推進していく必要がある．
また，地域サイトをオープンしても，ユーザに定期的に閲覧してもらい，情報発
信を継続的に行うのは至難の業である．地域サイトの多くが，情報投稿の停滞を課
題に抱えている．この課題の解決方法の一つが，地域サイトの閲覧・情報発信のき
っかけづくりであると考えた．そこで，サイト管理者は地域情報コーディネータと
して，地域情報の提供が促進されるように働きかける．情報提供者に向けてメール
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を配信し，掲載されている情報を一部紹介するなど，サイトの閲覧を促し，情報発
信の促進につなげようと考えた．
②

情報提供者を増やすために，情報収集方法を見直し，地域のニーズに合わせた
方法を取り入れる．

情報提供者を増やすためには情報提供者が情報発信しやすい方法を取り入れる必
要がある．名古屋市東区の施設および商店，計 35 軒に対して，どういったメディア
媒体で情報提供が可能であるかといったアンケート（複数選択可）を行ったところ，
図 4-3 のような結果となった．

無回答

5

対面取材

10

紙媒体

11

電話

19

FAX

23

メール

17

Web投稿

11
0

5

10

15

20

25

図 4-3 情報提供可能な媒体

この結果から，多くの人が Web 投稿以外の方法による情報提供を望んでいること
が分かる．ひがし 100 ネットの現状調査においても，デジタルデバイドの問題が明
らかとなっており，Web 投稿による情報発信は地域サイトにおいて十分な情報収集
方法ではないことが分かった．そこで，Web 投稿以外からの情報提供も可能とする
体制を設け，パソコンに不慣れな情報提供者であっても，情報発信しやすい環境を
作ることが，情報提供者の増加へと繋がる．

4.4.2. 地域データベースを活用した情報管理方法
収集した情報を地域データベースで管理・蓄積することで，適切な情報表示が可
能となる．以下，③と④に具体的な方法を記す．
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③

集めた情報を地域データベースで正しく管理・蓄積する

地域サイトは，地域情報の発信の場のみならず，価値ある地域コンテンツの集積
の場でもある．地域データベースで正しく管理することで，継続的に地域情報を蓄
積し，活用することが可能となり，それらの情報は社会的な資産になると期待する．
オープンソース CMS の多くは，情報をデータベースで管理している．例えば，
XOOPS においては MySQL を使用し，モジュールごとにテーブルで情報を管理し
ている．従って，XOOPS 用のデータベース構成となっているため，サイトで扱っ
ている情報の管理は複雑となり，それらの情報を再利用するのは難しい．また，デ
ータ管理部分に関しての自由な変更が困難であるため，実現したい機能やコンテン
ツ提供が，モジュールにより制限されてしまう場合も少なくない．コンテンツ管理
の持つ本来の概念を考えると，提供したい情報を一定の基準で管理し，適切な形で
提供することが大切であり，使用するモジュールによって目的としていることが制
限されるというのは，矛盾している．
そこで，地域情報に合わせてデータベースを設計する．特に，コンテンツの再利
用にも考慮して汎用的なフィールド項目を設定する．これにより，収集した情報は
項目ごとに管理されているため，後にコンテンツを再利用し，別のサイトでも利用
可能となる．
④

情報を出すインセンティブを与えられるよう，提供された情報を分かり易く表
示する

CMS を用いたサイトの多くは，情報量が多く，それぞれ情報の結びつきが分かり
にくくなってしまう．同様に情報提供者にとっても，どこにどの情報を出せば良い
のか分かりにくくなる．これは，CMS を使った場合，サイトをモジュールなどの機
能ごとに構成するため，複雑な仕組みとなることが原因である．
しかし，地域データベースで地域情報が適切に管理されていれば，共通する項目
ごとに投稿された情報を分類し，表示することができる．例えば地域においては，
様々な情報発信者から提供された地域情報を地域づくり活動拠点となる

場所

で

分類して表示させることで，誰がどの場所に対する情報を提供したのか分かり易く
表示されるため，情報発信意欲が向上すると期待する．
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4.4.3. 実証実験
提案した方法をもとに，名古屋市東区で開催される地域イベントサイトの構築を
行い，運営実験を行った．このサイトは，「ひがし 100 ネット」の特設サイトとし
て位置づけ，特にイベント関係者からの情報提供方法を分析した．アンケート調査
と利用状況分析から，提案した手法の効果および考察を行う．
名古屋の近代化の歩みを伝える歴史的な建築物が集まる名古屋城から徳川園に至
る地域一帯は「文化のみち」と呼ばれており，毎年 11 月 3 日の文化の日には，「歩
こう！文化のみち」という約 1 万人が参加する地域イベントが開催されている．こ
のイベントの開催に向け，文化施設（15 軒）や商店（40 軒），ボランティア団体（4
団体）などの地域関係者からイベント情報に留まらず，通常のお知らせ情報や地域
にまつわる話題など，様々な情報を収集するため，試作したコンテンツ管理システ
ムを用いて，イベントサイトの構築を行った（図 4-4）．Web サイトはイベント開
催一ヶ月前の 10 月からオープンし，約 50 名の関係者から様々な情報を収集し，提
供してきた．

図 4-4 イベントサイト トップページ
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本システムでは，地域情報に適したコンテンツ管理を実現するため，独自のコン
テンツ管理システムを開発し，地域データベースをもとにした地域イベントサイト
を構築した．商用ベースでは 4.4.2 の③や④といった仕組みは実現されているもの
の，ボランティアベースで運営を行っている地域サイトで手軽に利用できるものは
ない．そこで，オープンソースの LAMP（Linux，Apache，MySQL，PHP）環境
を用いることで，低コストで汎用的な仕組みとなるようにした．また，独自でシス
テムを構築することにより，地域サイトのシステム要件が明確になり，既存システ
ムに制限されることなく，地域の要望に適したサイト構築を目指した．
図 4-5 に示すように，汎用的な CMS を活用したサイトのデータベース構成は機
能ごとに設計されている場合が多い（上図）．しかし，本システムでは，4.4.2 の③
で提案したように，施設や商店の基本情報を中心としたデータベースの設計，及び
テーブルのフィールド項目を設けることで，地域情報の蓄積・活用を目指した（下
図）．これにより，施設や商店といった場所と関連させた情報の入力が可能となり，
4.4.2 の④で提案したような，分かりやすい表示を実現できる．また，施設や商店の
基本情報などの変化が少ない固定的な情報と，そこに関連するお知らせやイベント，
口コミ情報などの動的な情報を個別に管理することで，正しい情報管理が可能とな
り，サイトの長期的な運営にも有効となる．例えば，図 4-5 上図のような記事内に
含まれた固定情報（施設・お店の基本情報）を変更するためには，それぞれ該当箇
所を修正する必要があるが，図 4-5 下図のように固定情報を個別に管理していれば，
その部分の変更のみで適切に管理できる．
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口コミ情報
施設

商店

写真
イベント情報
施設

施設

商店

商店

お知らせ情報
施設

商店
DB(XOOPS使用)

施設・商店
基本情報

施設・商店からの
お知らせ

写真

施設・商店の
イベント情報

写真

地域関係者からの
口コミ情報

写真

地域DB

図 4-5 地域情報を蓄積・活用するための DB 設計

また，図 4-6 のように管理者専用ページをシンプルなインタフェースで設計する
ことで，簡単な操作で情報を投稿できるようにした．高機能な CMS を使用した場
合，様々な機能が提供可能となるが，慣れていない人にとっては操作が複雑となり，
難しく感じてしまうため，必要な機能のみに絞ったインタフェースにした．
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図 4-6 管理者専用「記事投稿ページ」例

イベント関係者など，様々な情報発信者から寄せられる情報を，
「文化のみち」の
拠点施設や協賛店の場所ごとに分類して表示させた（図 4-7）．これにより，様々な
情報提供者が場所を通じてつながり，情報共有や連携が促進されると期待した．

図 4-7 施設ページ表示例
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地域イベントサイトの運営にあたり，以下 A〜C の工夫を行った．
A.

オフラインでの人間関係作り
地域情報コーディネータは，サイトへの情報提供者となるイベント主催関係者（施

設・協賛店・団体 56 件）のうち，76.8％（43 件）と対面で挨拶や会話を交わし，
ネット上だけでなく，実社会での人間関係を構築した．特に，サイトの目的や運営
方法などを情報提供者に説明し，理解してもらった上で，互いの信頼関係が持てる
ように心掛けた．また，名古屋市東区には様々な活動を行っている団体があり，そ
れらの団体同士の関係にも配慮する必要がある．
B.

メールによるお知らせ
イベント関係者である情報提供者に対し，地域情報コーディネータから，メール

によるお知らせを定期的に配信した（図 4-8）．メールの本文では，サイトに掲載さ
れた新着記事の紹介や，投稿の呼びかけを行った．

歩こう！文化のみちでご活躍の皆様
お世話になっております。
歩こう！文化のみちのチラシが配布され、サイトのアクセス数も徐々に
増えてきました！
皆さんも、新着情報チェックしてくださいね♪ぞくぞく増えております！
http://higashi100.net/bunka/
☆施設情報 新たにアップしました☆
貞祖院さんです。
同じく、歩こう！文化のみちに参加してくださっている建中寺さんと
とても深い関係にあることをご存知ですか？
本堂の中の、天井は圧巻ですよ！
よく知っている方は、ぜひ記事を投稿してください。
http://higashi100.net/bunka/facilities/index.php?baseid=23#basic

図 4-8 お知らせメールの例（一部抜粋）

C.

情報収集メディア媒体の多様化
情報発信者が Web に情報提供する際のメディア媒体を，Web 投稿だけでなく，

電子メール，FAX，紙による情報提供も可能となるような体制を整えた．
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サイト 情報掲載
サイトにて
掲載情報確認

メールにて
掲載情報確認

Faxにて
掲載情報確認

メールまたはFaxにて
掲載情報確認

サイト 情報仮掲載

地域情報コーディネータ（サイト管理者）によるWebフォーム入力

Webフォーム
入力

メール本文入力
Or

テンプレート入力

Web

メール

Fax用紙記入

チラシなど

Fax

手渡し

図 4-9 情報収集から情報掲載までの流れ

図 4-9 は，多様な情報収集メディア媒体による情報提供から Web サイトへ情報
が掲載されるまでの流れを示している．FAX による情報提供に関しては，専用の
FAX 用紙を配布し，記入後に FAX で送信してもらうようにした（図 4-10）．また，
情報提供者が独自に制作した紙媒体のチラシなどを手渡しで受け取り，地域情報コ
ーディネータが情報入力を補助する仕組みも整えた．
また，この情報収集メディア媒体の多様化は，掲載済みの情報の修正や管理にも
適用されるようにした．

図 4-10 FAX による記事投稿例
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4.4.4. 効果測定
本研究で提案した方法が，地域サイトの運営に有効であったかを検証するため，
イベント関係者に対するアンケート評価を実施した．約半年間，対象地域でのニー
ズや聞き取り調査を行い，実証実験期間中もイベント関係者に対する定性的調査を
行ってきたが，サイト運営に対する一定の評価基準を設けるため，アンケートを実
施した．
（回収率：76.5％，計 26 件）

（1） 運営体制に対する満足度
情報提供者が多様な情報媒体（Web フォーム，FAX，メール，手渡し）を介して
情報を追加・修正・管理できる環境を構築し，運営を行った．この運営体制に対す
る満足度について 5 段階評価（1：不満がある〜5：大変満足）と自由記述による評
価を得た．
運営体制に対する満足度：4.13
自由記述（抜粋）：
 情報の追加が簡単にできるのが良かった．
 様々なメンバーが情報提供していることが良い．
 申請等に時間がかからない点が良かった．反面，載せてはまずいのではないか
という文面が，すんなりと掲載されてしまう恐れがあるようにも思えた．

（2） 人間関係が情報発信に与える影響
運営の特徴 A で記した，オフラインでの人間関係作りが，情報提供に対してどの
程度影響したかを投稿結果から分析した．その結果を表 4-4 に示す．
表 4-4 人間関係と情報提供の関連性

情報提供あり

情報提供なし

Face to Face の関係あり

25

17

Face to Face の関係なし

3

18
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（3） お知らせメールが情報提供促進に与える効果
情報提供を行った関係者に対し，情報を提供したきっかけが何であったのかを聞
いた．その結果を図 4-11 に示す．

4%

4%
情報を出せるサイトができたから

12%
36%

サイト運営者からのお知らせを読んだから
サイト運営者が挨拶に来たから

16%

サイト運営者と顔見知りで，出してあげようと思ったから
他の施設や団体，お店が情報を出していたから
その他
28%

図 4-11 情報を提供したきっかけ

（4） 情報収集メディア媒体の多様化が情報提供に与える効果
サイトに掲載された投稿情報が Web 投稿・電子メール・FAX・手渡し（紙）のう
ち，どのメディア媒体から提供されたのかを図 4-12 に示す．

手渡し

2

Fax

13

メール

21

Web投稿

48
0
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20

30

図 4-12 情報提供を行ったメディア媒体
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（5） 今後の地域サイトに対する期待度
今回と同様の運営体制で，今後同地域の情報発信サイトを構築した場合の，取り
組みに対する期待度に対して 5 段階評価（1：期待しない〜5：大変期待する）と自
由記述による評価を得た．
取り組みに対する期待度：4.57
自由記述（抜粋）：
 文化のみちの恒常的情報発信，受信の場として継続してほしい．
 公的サイトでは不可能な広告的情報，各店舗・施設からのイベント情報にも期
待したい．
 区内限定の色々な情報を収集したり発信したい．

（6） サイトに対する要望や意見
自由記述（抜粋）：
 文化のみち地域の活性化のために不可欠な試みであると認識している．今回の
試みをベースにさらに充実した紹介・交流サイトが構築されることを願ってい
るし，私自身も協力していきたい．
 あったらいいなと思っていた期待通りのサイトができて嬉しいです．情報の発
信・受信ともにまめに活用していきたいです．スペシャルコンテンツの記事は，
詳しい様子が分かって良いです．
 素敵なサイトを作って頂いて文化のみちのイメージアップに繋がります．
 今後も続け，地域情報サイトのプラットフォームにしていきたい．

4.4.5. 考察
(1)において，
サイト運営に対する満足度が 4.13 と高い評価を得ることができた．
これは本研究で実施した，地域のニーズに合わせた情報収集方法や人間関係作りな
どの運営方法が，サイト利用者にとって効果的であったことを示している．特に，
サイト管理者が地域情報コーディネータとして，情報提供が促進されるよう様々な
取り組みを行ったことが高く評価された．
(2)では，特に地域サイトの特性ともいえる人間関係が情報発信に与える影響を示
した．特定のエリアの情報を扱う地域サイトの利点を活かし，サイト管理者が地域
情報コーディネータとして，情報提供者と顔の見える人間関係を作ることによって，
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情報提供に大きな影響を与えることが示された．また，地域で活躍する団体との連
携も，地域サイトには必要である．団体同士が互いにメリットとなる情報の掲載方
法などにも十分に配慮しなければならないことが明らかとなった．
(3)では，情報提供をしたきっかけを示しているが，これまではイベントサイトが
提供されていなかったため，サイトができたという環境構築だけでも十分に効果が
あった．つまり，地域のイベント関係者にとって，情報を Web に提供したいという
根本的な需要があり，更に今回取り入れたような方法を提供したことで情報提供が
促進されたといえる．また，サイト運営者が新着情報や投稿願い等をお知らせとし
て，関係者にメールで送信することも，サイトへ情報提供するきっかけとして十分
効果があったといえる．
(4)では，Web 以外の情報収集媒体がどの程度使用されたかが明らかとなった．
Web からの投稿は，手軽なため，当然多くの情報投稿を得ることができる．しかし，
メールや FAX による情報提供も数多く見られ，地域におけるサイト運営の場合は，
サイト管理者の手間をかけてでも，これらの媒体からの情報提供を可能にすること
が重要だといえる．そのために，地域情報コーディネータとしてその入力を補助し
たり，修正や削除等の投稿情報の管理を行うことも必要である．また，これまで情
報を Web に提供できなかった商店の方に，今回の取り組みがとても喜ばれた．今回
の実証実験を通じて分かったことは，地域ではまだ FAX が多く活用されており，時
にはメールよりも FAX でのやり取りを希望されることもあった．今までは Web へ
情報提供できなかったが，FAX で気軽に情報が載せられるようにしたことが高く評
価された．
(5)が示すように，今回の運営体制は高く評価され，今後の地域サイトにおける取
り組みの期待度も 4.57 と高く評価されている．特に，継続的な運営を求める声が多
く，地域のニーズが反映された仕組みであったといえる．また，今回はイベントサ
イトにおける実証実験を行ったが，地域関係者が高く評価しており，日常的に利用
する地域サイトにおいても同様の運営方法が必要である．
(6)に記載した意見以外にも，様々な肯定的な意見を得ることができた．本研究で
提案した運営方法は，運営実験によって一定の効果が示された．地域サイトの役割
である地域活性化に向け，まずは地域の情報が集まる仕組みを作ることが必要とな
る．本研究はそのための，効果的な情報収集プロセスの構築例を示すことができた．
本研究の取り組みに対する満足度や今後への期待度などの結果が示すように，
4.4.1 および 4.4.2 で提案した方法によって地域に適したサイト構築を実現できた．
その仕組みとして，地域データベースの活用が重要であり，これによって適切な地
域情報の入力やニーズに適した地域情報の表示が可能となった．本研究では，この
仕組みに対する直接的な利用者評価は行っていないものの，有効な方法であったと
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考えられる．また，今回収集した情報は，データベースで管理されているため，今
後，別の地域サイトにおいて再利用し，新たなコンテンツとして地域で活用してい
くことが可能となることからも，地域データベースの活用は重要だといえる．従来
の CMS を活用した地域サイトにおいても，データベースに蓄積されている地域情
報の活用方法を検討していく必要がある．

4.5. 地域ネットワークを活かした地域サイトの設計と運営
地域サイトは，地域情報の性質に適した最善の Web 技術を常に取り入れ，地域内
で継続的に活用するための仕組みを作ることが重要である．Web の進化と共に，地
域サイトにもブログや SNS，Twitter など[85]，様々な仕組みが導入され，変化し
てきた．それぞれ地域サイトには図 4-13 の様な特徴があり，サイトコンセプトに
適した仕組みを取り入れていくことが重要となる．

外部向け

地域
リアルタイム性

Twitter

地域ポータルサイト

パーマネント情報

地域ブログ
ポータル

地域SNS

内部向け

図 4-13 地域サイトの種類と特徴

75

4. 地域活動における Web メディアの利活用

本節では，4.3 で述べた「ひがし 100 ネット」の運営における課題に対し，4.4 で
明らかとなった手法を取り入た「ひがし 100 ネット」の再設計（リニューアル）に
ついて検討を行う．4.5.1 では，多種多様な主体から発信される地域情報を収集し，
提供するといった地域サイトの要件を整理し，4.5.2 で「ひがし 100 ネット」の再
設計を実践する．運営経験から，地域ではただ単にサイトを提供するだけでなく，
地域のネットワークを活かした運営が必要であることが明らかとなったため，市民
や市民団体との連携を強化することにした．その具体的手法を 4.5.3 で述べる．ま
た，地域イベントにおける Web メディアの利活用について，4.5.4 で事例を紹介す
る．

4.5.1. 地域サイトの要件
地域サイトの継続促進へ向け，4.4 で明らかとなったデジタルデバイドの問題解
決や Face to Face の関係づくりのためには，地域サイトを提供していくだけでな
く，地域情報化を促進するための活動が重要であり，地域のネットワークを繋げて
いくための仕組みが必要であると考える．このネットワークには，オンラインだけ
でなく，オフライン（実社会）でのネットワークも含まれる．
名古屋市東区は，市民や市民団体による活動が活発で，その活動を広く情報発信
したいという要望が多く，リニューアル後の「ひがしネット（旧：ひがし 100 ネッ
ト）」ではそれらの人々の情報発信を支援する取り組みを強化することにした．また，
市民や市民団体が自分たちの活動に適した情報発信方法で参加できるようにする．
元々「ひがし 100 ネット」でも，「サークル・グループ広場」という名前で，登録
した市民や市民団体が自由に情報発信できるコーナーを提供してきた（図 4-14）．
しかし，期待した程，活発な情報発信は行われなかった．その理由として，既にサ
イトを持っている団体にとっては「ひがし 100 ネット」への投稿が二度手間になる
こと，そして，サイトを持っていない団体では，団体独自のサイトで自由な情報発
信がしたいという問題が浮かび上がってきた．
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図 4-14 「ひがし 100 ネット」 サークル・グループ広場 活用例

そこで，以下の項目を地域サイトの要件として捉え，地域サイトを設計すること
にした．
①

市民や市民団体が自分たち専用のサイトとして自由に情報発信できる場や環
境を提供し，独自ドメインでサイトを持ちたい場合には，その構築・運営の
サポートを行う

②

市民や市民団体のサイトで提供された情報を RSS の活用によって，新着情報
として表示させることにより，運営者の手間をかけることなく，常に地域に
関する最新情報が見られるようにする

③

データベースを活用し，サイト管理や運営をしやすくすることで地域サイト
の継続性を高める

また，リニューアル後は，サイト名を「ひがしネット」に変更し，地域のネット
ワークを強化する．これにより，名古屋市東区に関係のある情報発信者が自由に情
報提供できるような環境づくりを目指し，地域サイトの充実へと繋げていく．

4.5.2. CMS の活用によるシステム設計
市民や市民団体に活発な情報発信をしてもらうためには，テキストの記事や写真
等を簡単に Web へ掲載でき，日付やカテゴリなど，分かりやすい形で伝えることの
できる仕組みが必要となる．また，地域サイトの継続性も重要であり，サイトの管
理や運営のし易さが重要となる．そこで，システムの汎用性およびセキュリティ対
策の面にも考慮し，独自のシステムではなく，既存のオープンソース CMS を使用
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することにした．
本システムでは，記事管理に適したブログ系 CMS[88]の WordPress を使用する．
WordPress は国内や海外における導入事例も多く，開発コミュニティが成熟してお
り，プラグインも豊富な CMS である[89][90]．また，市民や市民団体がそれぞれ自
由に情報発信できる環境を作るため，マルチユーザ版 WordPress である WordPress
MU[91]を用いて，複数のサイトを立ち上げ，そのサイト内での記事管理やユーザ管
理は，市民や市民団体に任せ，各自の専用サイトとして自由に情報発信できるよう
にした．
また，以前の「ひがし 100 ネット」と同様，「ひがしネット」では，東区で行わ
れる「東区イベント情報」や東区の歴史などが分かる「東区あらかると」，市民や区
役所による「東区便利情報」や警察署・消防署による「東区安心安全情報」などの
情報発信も行う．そこで，これらの情報も，WordPress MU を用いて，それぞれ専
用サイトを立ち上げ，固定ページとブログ情報を活用し，情報の性質に適した形で
情報発信できるようにした．
図 4-15 のように，
「ひがしネット」では，2 つの WordPress MU を使用して複数
のサイトを立ち上げ，それらを連携することによって，より旬な情報を分かりやす
く提供できるようにした．トップページに新着情報を表示するため，WordPress で
自動的に生成される新着記事の RSS を活用した．外部 API（Application Program
Interface）の Yahoo!Pipes[92]を用いて，複数の RSS 情報を①市民，②サークル・
団体，③高校生・大学生，④施設の 4 つの発信主体別に分けて登録し，それを RSS
の新着順に並べ替え（図 4-16），最新の 5 件をトップページに表示するようにした．
特に，更新されて一週間以内の記事には赤字で「new」と表示し，目立たせる工夫
を行った．
この方法により，トップページには，各市民や市民団体等が自由に発信している
情報の更新情報を自動的に取得し，表示することができる．また，トップページに
表示した新着記事の見出しをクリックすると，各サイトの個別記事が表示され，そ
こにコメントを残すこともできる．このように，ひがしネットでは，市民や団体が
個別に提供する地域情報を分かりやすく，幅広い人々に伝えることを目指している．
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ひがしネット

ひがしblogネット

ひがしネット用
WordPress MU

サイトB

サイトA
サイトC

東区イベント情報
サイト
プラグイン

東区あらかると
サイト
東区便利情報
サイト

サイトD

ひがしblogネット用
WordPress MU

PHP
MySQL

RSS

ブログE

カテゴリ毎に
1つのフィード
にまとめる

市民，サークル・団体
高校生・大学生，施設

東区安心安全情報
サイト
オリジナルサイト

（約３０サイト）

外部サービス
によるブログ

図 4-15 リニューアル後の「ひがしネット」サイト構成

図 4-16 Yahoo!Pipes を用いた RSS フィードの編集画面

4.5.3. 市民・市民団体との連携
（1） 参加方法の多様化
4.5.1 に記載した様に，リニューアル後は，市民や市民団体が自由に情報発信でき
る環境を提供する．そこで，WordPress MU による個別サイトだけでなく，既にサ
イト（ブログ）を持っている団体に対しては RSS を登録できるようにし，独自ドメ
インでサイトを持ちたい団体へはサイト制作の支援を行い，地域全体の情報発信力
を高めるための環境構築を行った（表 4-5）．
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表 4-5 「ひがしネット」への参加方法

情報発信者の要望

参加方法

1

「ひがしネット」に情報を載せたい

Web のフォームから投稿

2

既に持っているサイトの情報を紹介してほしい

RSS を登録

3

自分専用の自由な情報発信スペースが欲しい

ひがしネット内に専用サ
イトを構築

4

独自ドメインで専用サイトを持ちたい

サイト構築を支援
（CMS 導入・活用）

（2） サイト構築支援
4.5.1 で述べたように，地域活動団体に所属する市民は，独自の団体サイトを持ち
たいという想いが強く，情報発信スペースを提供するだけでは，十分ではないこと
が明らかとなった．そこで，上記(1)の「参加方法の多様化」のうち，表 4-5 の 4「独
自ドメインで専用サイトを持ちたい」という要望に対し，
「ひがしネット」では，独
自ドメインによるサイト構築の支援を行った．地域活動団体が必要とするサイト運
営に適した仕組みを選定し，レンタルサーバの紹介を始め，システムのインストー
ル，設定方法，記事の投稿方法などを地域活動団体の Web 担当者に教えるなどの取
り組みを行った．図 4-17 は実際にサイト構築の支援を行い，開設された東区活動
団体のサイトである．4.5.2 で述べた様に，RSS の活用によってこれらのサイトと
「ひがしネット」を連携させた．

図 4-17 サイト構築支援を行った地域活動団体の Web サイト
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（3） 講習会の実施
名古屋市地域情報化推進事業の一環として，
「地域の活動を情報発信しよう！ ブ
ログ活用講座」を地元 IT ボランティアグループと協同で企画した．WordPress を
使ったブログ記事やページの作成方法等に関する初心者向けテキストを作成し，3
回の受講で完結する受講コースを 2 つ設けた．その結果，日頃地域ボランティア活
動や各種生涯学習グループの運営，区政協力委員や町内会等の地域活動を行ってい
る人など，合計 20 名が受講した（図 4-18）．受講者の多くは，これまで Web で情
報発信をしたくても，どのようにしてそれを実現したら良いか分からなかった場合
が多く，
「ひがしネット」では，情報発信の場を提供し，講習会を通じてその操作方
法の支援も行った．
講座終了後のアンケートでは，86%の受講者が今後も続けたいと答えており，ど
のような情報を発信したいかという質問に対して，「会の紹介，会員募集」「街の環
境状況」「学区内の祭り」
「花情報，イベント情報」など，幅広い地域情報を発信し
ていきたいと答えている．これは，自由に情報発信できる環境を作ったことが大き
く影響していると考えられる．
また，講習会を実施したものの，情報発信を継続してもらうためには，その後の
サポートが必要となる．そこで，講習会後も補講日を設け，相談できる環境を整備
した．また，IT ボランティアによる定期的なパソコン相談会でのサポートも行うな
ど，受講者との Face to Face での交流も定期的に実施している．

図 4-18 ブログ活用講座の様子
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4.5.4. 地域イベントにおける Web の活用
名古屋市東区地域イベント「歩こう！文化のみち」を対象に，イベント関係者に
よる情報発信をベースにした地域情報の収集方法，および，地域イベント当日にお
ける Web を用いた情報発信方法を 2008 年から現在まで継続的に探ってきた．2008
年以前のイベントでは，イベントサイト自体が作られていなかったため，4.4 に示
した様に，地域イベントに適した地域情報収集方法の調査および検証を行った．そ
の結果をふまえ，
「ひがしネット」では，2009 年，2010 年と継続的に地域イベント
サイトの構築・運営を行っている．

図 4-19 イベントサイト 2009 年（左） 2010 年（右）

また，イベント当日での Web 利活用として，2010 年には，Ustream[93][94]を
用いたライブ中継を実施し，その実現方法の検証を行った．「歩こう！文化のみち」
は，イベント会場となるエリアが広く，遠くのイベント会場の様子が分からない，
スタッフとして関わると自分たちのイベントの様子しか把握できないという問題が
毎年イベント実行委員の中で指摘されていた．そこで，Ustream を用いてライブ中
継することにより，来場者に他の会場の様子を伝え，アーカイブとしてイベントの
様子を残し，イベント終了後でもイベントの様子を把握できるようにした．図 4-20
に示すよう，Ustream で使用できるライブカメラには，Web カメラ，DV カメラ，
CEREVO CAM live[95]，iPhone・iPod touch などがあり，それぞれの特性からイ
ベント内容に合わせてカメラを選択し，通信回線には，WiMAX（ルーター）[96]，
IIJ モバイル[97]，イー・モバイル[98]を用いた．
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Webカメラ

手軽に使える

ズームができない
PCが必要

DVカメラ

ズームができる

IEEE1394端子（i.LINK）が繋
がるPCが必要

CEREVO
CAM live

PCが不要なので
手軽

配信されている映像の確認がで
きない
配信するまでの設定がやや複雑

iPhone

PC・通信機器が不要
なので手軽

３Gは通信速度が少し遅い

図 4-20 Ustream 配信のためのライブカメラ

イベントサイトには，ライブ中継の番組表を掲載し，番組タイトルから Ustream
の公式サイトへリンクし，視聴できるようにした（図 4-21），イベント参加者から
は，
「是非来年も続けてほしい」という意見が得られ，フォーラムの中継においては，
フォーラム参加者から「復習として家でゆっくり見たい」という要望があった．ま
た，ライブ配信を行ったひがしネット運営者からは，「大変だったが，Ustream は
コンサートや講演会などの様子を伝えるのに向いている」という意見を得られた．
一方，
「今回は宣伝不足だった」という意見もあり，ライブ中継時の視聴者を集める
ための仕組みも検討していく必要がある．
この実験が示すように，Web 技術の進化によって，手軽にライブ中継できる環境
が整備されつつある．地域でもライブ中継のニーズはあり，今回も多くの市民に興
味をもってもらうことができた．今回，東区で活動する 1 つの団体に Ustream を紹
介し，設定や配信方法を教え，実際にライブ配信してもらうことができた．このよ
うに，新しいサービスを地域で活動する市民や団体に紹介していくことで，地域活
動を様々な形で発信できるようになる．今後も「ひがしネット」のような活動団体
が，地域で活動する市民や団体にとってベストな発信方法を選択し，適切な使い方
や設定方法を教えていく価値があると考える．
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図 4-21 Web に掲載した番組表およびライブ配信画面表示例

4.5.5. 考察
筆者らは，これまで行政が主体になりがちであった地域情報の配信を市民主体で
実現できる方法を探ってきた．リニューアルにおいて，市民や市民団体とのネット
ワークを強化し，技術的な仕組みおよび体制を整えた．その結果，図 4-22 のよう
な地域ネットワークを構築することができた．また，WordPress MU によるサイト
設計，および RSS の活用により，地域で活動をしている市民・市民団体・高校生・
大学生・施設等の多種多様な主体から発信される地域情報をひがしネットで共有で
き，活気のあるサイトになりつつある（図 4-23）
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市民や市民団体との
ネットワークを強化

ひがしネット

情報発信支援
情報発信
環境

技術的な仕組みと
運営体制の整備

情報発信
支援

Face to Face
Web制作
支援

地域イベント

講習会

主催

リアルなネットワーク
とのつながり
施設

団体

団体

高校生

東区役所
名古屋市東区

イベント
実行委員会

市民

大学生

図 4-22 名古屋市東区におけるひがしネットの役割

図 4-23 「ひがしネット」トップページ
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（1） 運営者による意見から
本研究で実践した，
「ひがしネット」のリニューアルに関して，運営メンバー3 名
から以下の意見を得た．
 地域で活動する市民から活発に情報提供してもらえるようになり，常に地域に
関する最新情報が提供できるようになった．
 WordPress を用いた仕組みおよび運営体制が良かった．
 今回の仕組みは「ひがしネット」に限らず，新しいコミュニティの情報発信に
向いている．
 ひがしネットのモデルは，これから情報発信していきたいと考えている市民に
も分かりやすく，リアルなネットワークを活かした情報発信に向いている．
 WordPress は慣れてしまえば簡単だが，最初の一歩が難しい．
 WordPress の用語が難しいので，マニュアルがあると良い．
 情報発信者が使いこなせるようになるには，定期的なケアが必要．
運営者からの意見が示すように，今回のリニューアルにおける地域サイトの再設
計は，地域コミュニティによる情報発信に適していることが明らかとなった．現在，
東区以外のコミュニティにも今回のモデルを適用したいという意見が出ており，地
域活動を発信する地域サイトとしての汎用的な仕組みになりつつある．
一方，WordPress は元々英語で作られているシステムであり，カタカナ用語が多
く，市民にとってハードルとなっていることが分かった．今後はその改善方法も検
討する必要がある．

（2） ひがしネットの変化から
「ひがしネット」は，元々静的 HTML で制作されたサイトであったが，コミュニ
ティサイト向け CMS である XOOPS を活用することで，Web の専門知識を持たな
い市民でも情報発信ができるようになった．そして今回のリニューアルでは，複数
のブログサイトを制作できる WordPress MU を活用し，情報発信者が各自のペース
や都合に合わせて提供できるよう，コーディネートすることで，地域の幅を持たせ
る多様な情報を共有できる環境構築を実現することができた．
このように，Web 技術の進化によって，地域情報を手軽に情報発信できる環境が
整備されてきている．
「ひがしネット」では，
「情報をひがしネットに投稿してくだ
さい」といった活動から「情報をひがしネットと連携しませんか（お手伝いします）」
といった活動へコンセプトを変えたことで，地域の情報発信力を高め，地域全体の
魅力発信を実現することができた．
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（3） 多様な情報収集・情報発信方法
「ひがしネット」における事例から示されたように，地域では Face to Face のネ
ットワークを作ることが，地域全体の情報発信力を高めていくことへと繋がる．地
域のニーズを分析し，そこに適した Web 技術を導入していくことが必要であり，情
報発信者に適した情報発信方法を提案し，講習会などで支援していくことも重要と
なる．
また，近年，Web3.0 として挙げられている iPhone や iPad などのモバイル機器
による情報の受発信も普及してきており，地域情報においても幅広く活用できると
考えられる[99]．foursquare[100]や Facebook スポット[101]など，位置情報と連携
したサービスが登場してきており，それらと地域サイトを今後どう連携するべきな
のか検討していく必要がある．一方，Twitter の様なリアルタイム性が高く[49]，高
頻度で発信される情報を，どのように蓄積し，地域の中で利活用していくのかも今
後は考えていく必要がある．例えば，地域イベント時に発言された情報をデータベ
ースに蓄積し，去年のイベントの様子として見られることが望ましい．この様に，
地域サイトでは Web の進化と共に，幅広い情報をどう集め，データベースを使って
どのように蓄積し，どのように活用するのかを常に意識していかなければならない．

4.6. まとめ
本章では，地域活動を対象に，Web キュレーションおよびデータベースメディア
の概念を取り入れたシステム設計と運営体制の構築を行った．地域サイトの現状お
よび地域サイトの運営事例から，地域サイト運営における課題を整理し，
「地域サイ
トの継続促進に向けた提案と試作」および「地域ネットワークを活かした地域サイ
トの設計と運営」を行い，名古屋市東区における実践的な運営を通じてその効果を
検証した．
本研究では，名古屋市東区における地域サイト「ひがしネット」を対象に，行政
が主体になりがちであった地域情報の配信を市民主体で実現できる方法を 2007 年
から現在まで継続的に探っており，その中で見えてきた課題に対し，実証実験によ
ってその改善方法を検証してきた．
「地域サイトの継続促進に向けた提案と実証実験」では，地域サイトの継続促進
のための情報管理・運営方法を実証実験によって明らかにすることを目的に，シス
テムと運営体制の構築を行った．特に，情報収集プロセスに注目し，顔の見える人
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間関係や情報収集メディア媒体の多様化などを取り入れるなど，運営体制を整えた．
情報収集媒体を多様化させたサイトの運営体制は満足度が高く，また，サイト運営
者との Face to Face の関係が情報提供を促すことが明らかとなり，これらの運営体
制は地域サイトの継続促進に一定の効果があることが示された．
「地域ネットワークを活かした地域サイトの設計と運営」においては，多種多様
な主体から発信される地域情報を収集することを目的に地域サイトの再設計を行っ
た．市民や市民団体とのネットワークを強化し，情報の収集方法，サイトの設計，
表示方法，運営体制を改定した．これにより，地域活動を行う市民・市民団体・高
校生・大学生・施設等の多種多様な主体から発信される地域情報をひがしネットで
共有でき，活気のあるサイトへと変化した．地域サイトにおいて，地域のニーズに
適した情報発信方法を取り入れていくことの重要性が明らかとなった．
地域活動における Web キュレーションでは，多種多様な主体が持つ地域情報を収
集する方法を考え，情報発信支援を行うことが重要であるということが明らかとな
った．また，地域の情報発信力を高めたことにより，データベースメディアとして，
地域の情報をデータベースに集約・蓄積することで価値を高め，地域全体の魅力発
信を実現することができた．
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5. 考察
5.1. はじめに
本研究は，Web キュレーションおよびデータベースメディアの概念を取り入れた
システム設計と開発を行い，Web における価値ある「情報・知識」の活用方法を検
証してきた．第 3 章と第 4 章では，その具体例として，生涯学習向け天文教育と地
域活動における市民向け Web メディアの利活用について検証を行い，実証実験を通
じてその効果を確認した．
本章では，第 2 章で述べた市民向け Web メディアの利活用へ向けた検討に対し，
第 3 章と第 4 章で得られた結果から，1.4 で述べた「①Web 利活用におけるキュレ
ーションの役割」と「②Web 利活用におけるデータベースの役割」について考察を
行う．

5.2. Web 利活用におけるキュレーションの役割
本研究では，市民向け情報における効果的な Web 利活用へ向け，博物館や美術館
で実践されてきたキュレーションの概念を取り入れ，「Web キュレーション」とし
て以下の項目を 2 つのフィールドで実践した．

①

Web サイトの目的を考え，ターゲットを明確にする

②

必要な情報，コンテンツを収集する

③

情報，コンテンツを整理し，適切に管理する

④

目的に適した編集（意味づけ）を行い，Web を用いて提供する

⑤

社会の中での活用方法を考える

以下に，生涯学習向け天文教育および地域活動における，上記①〜⑤の実践例を
まとめる．
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生涯学習向け天文教育：
①

天文初心者に天文の面白さを伝え，興味・関心を持ってもらう

②

学芸員が日々の教育活動で利用する教材や情報を，Web を用いて学芸員の手間
をかけることなく収集する

③

天文教育向けデータベースを構築し，教材コンテンツや関連する情報を管理す
る

④

野外での学習環境を考慮するなど，学芸員の教育方法に合わせてコンテンツを
編集し，提供する

⑤

学習日に合わせた教材配信など，学習者が利用しやすい工夫を行う

地域活動：
①

地域内外の人に地域の魅力を伝え，地域に関心を持ってもらう

②

地域に関連する多種多様な主体が持つ個別の地域情報を収集できる環境を作る

③

市民が発信した情報をデータベースに集め，継続的に管理する

④

カテゴリや発信主体別に整理し，地域にとって重要な情報を分かりやすく伝え
る
Web の適切な活用方法を提案し，地域活動を促進する

⑤

ここでは，Web キュレーションの実証実験から得られた上記結果を基に，Web 利
活用におけるキュレーションの役割を考察する．

5.2.1. Web メディア利活用による付加価値
市民向け Web メディアの利活用において，キュレーションの概念を取り入れるこ
とで，情報やコンテンツに対する付加価値を生み出すことができた．Web メディア
を使ってただ単に情報を発信するだけでなく，学芸員や市民の想いを伝えられるよ
うな工夫をすることが Web キュレーションにとって重要である．生涯学習向け天文
教育では，学芸員への Web 利活用支援によって市民に天文の「面白さ」を伝えられ
る仕組みができた．また，地域活動では，市民への Web 利活用支援によって，市民
自身が地域情報発信に加わり，地域全体の「魅力発信」へと繋がった．このように，
提供する情報の収集方法や必要な情報の選択をはじめ，5.3 で述べるデータベース
を用いた適切な管理や蓄積，社会での活用方法を考えた提供を総合的に実施し，市
民にとってなぜその情報が必要なのかという明確な意味を与えていくことにより，
情報やコンテンツそのものの価値を高め，市民の興味・関心を高めることができた．
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Web キュレーションではこれらの効果を理解し，適切な Web の活用方法を検討し
ていく必要がある．

5.2.2. 長期・継続的な利用
Web キュレーションを行うことにより，市民向けコミュニティのニーズを汲み取
ることができる．何を目的として Web メディアを利活用するのかを考え，市民へ向
けて提供したい情報の性質に適した収集・管理・配信方法を総合的に実施すること
で，長期・継続的に利用可能な仕組みや体制を構築することができた．
また，従来のメディアに対し，Web メディアはいつでも，そしてリアルタイムに
情報を更新できるという特徴があり，学芸員や市民などの情報提供者がいかにして
Web メディアを使用して，市民向け情報を効果的に提供し続けることができるかが
重要である．今後も Web 技術は日々進化し続けるものであり，情報発信者や発信す
る情報に適した最新の技術を導入していくことも Web キュレーションとして重要
な要素となる．

5.3. Web 利活用におけるデータベースの役割
本研究では，市民向け情報における効果的な Web 利活用に向けて Web キュレー
ションを実施するにあたり，特にデータベースを「日々成長するデータベース」と
捉え，データベースメディアとしてその効果を探ってきた．データベースメディア
では，Web で扱う情報をどのようにデータベースの構造と結び付け，効果的に提供
するかが重要である．以下に，本研究で実現したデータベースの活用例を示す．
生涯学習向け天文教育：
A) 天文教材の収集・配信
Web で扱う情報をデータベースで管理することによって，学芸員は Web 技術
の知識を知らなくても，Web で天文教材を配信できるようになった．
B) マルチプラットフォーム対応
データベースを用いてサイトを動的に生成することで，利用者の端末に合わせ
た情報配信が可能となった．
C) 季節や時刻に合わせた配信
季節や時刻に適して動的にデータベースからコンテンツを選択することで，学
習日に合わせて教材を提供できるようになった．
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地域活動：
D) 地域情報の収集・発信
データベースを用いた CMS の普及によって，市民は Web 技術の知識を知らな
くても，地域情報を手軽に発信できるようになった．
E) 地域情報の管理・蓄積
多種多様な主体から発信される情報を Web の活用によってデータベースに集
約し，管理することで，時系列で地域情報を蓄積していくことができた．
F) RSS フィードの活用による情報連携
データベースに収集された情報から新着情報の RSS フィードを生成すること
で，主体別に地域に関する情報を連携し，サイトに新着情報として掲載できる
ようになった．
上記 A〜F の結果を基に，Web 利活用におけるデータベースの役割を考察する．

5.3.1. 一般市民へ向けた手軽な情報発信
上記 A，D の様に，Web で扱う情報をデータベースで管理することによって，情
報とプログラムが分離され，Web の知識を知らない人々でも手軽に情報発信できる
ようになった．つまり，これまで特定の対象者（市民）に向けてのみ提供されてい
た情報や知識を，Web を使って多くの人々に発信することができるようになった．
また，Web の双方向性を活かし，多くのユーザが参加できるようになったことで，
コミュニティを活性化させるものとなった．ユーザ同士のコミュニケーションが活
性化し，そこでやり取りされた情報を吸収することでデータベースは成長していく．
ユーザが発信する情報をどのようにデータベースに収集するのかを意識しておくこ
とで，更に効果的な Web 利活用へと繋がる．

5.3.2. 情報やコンテンツの価値を高める
Web を使って情報提供者が情報発信を行い，データベースに情報を収集・蓄積す
ることによって，データベースは日々成長し，データベースの価値を高めていくこ
とができる．上記 E の様に時系列で管理・蓄積された情報は，長期的な Web 利活
用において有用なものとなる．価値の高まったデータベースから適切な情報を編集
して提供することによって，上記，B，C，F などの様に，新たな価値を生成するこ
とができた．
データベースが生み出すメディア，つまり，データベースメディアでは，データ
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ベースからどのような情報を取り出して面白いコンテンツを作るのかといった「編
集」が重要な役割を持つ．Web ならではの編集を行うことで，新たな価値を作るこ
とができ，従来とは全く異なる効果を与えることができる．

5.4. まとめ
本章では，第 3 章と第 4 章で得られた結果から，Web 利活用におけるキュレーシ
ョンとデータベースの役割について考察を行った．Web キュレーションやデータベ
ースメディアの概念は，メディアとしての影響力を高める Web を効果的に利活用す
るのに重要な視点であることが示された．
生涯学習や地域活動などの市民向けコミュニティにおいて Web メディアを利活
用するためには，そこに技術を導入するだけではなく，市民がそれを社会でどのよ
うに活用するのかを考え，それに適した仕組みづくりを行うことが不可欠である．
その実現に向けたアプローチとして，本研究では，Web キュレーションやデータベ
ースメディアの概念を取り入れ，実践的なフィールドで検証を行った（図 5-1）．様々
な実証実験を通じてその有用性を示し，本研究の意義やオリジナリティを明確に提
示することができたと考える．

Webキュレーション

Web

地域活動

利活用
Web

Web

天文教育
教育者

データベースメディア

DB
学芸員の想いを 学芸員のニーズ
伝える
を汲み取る

市民の想いを
伝える

市民のニーズ
を汲み取る

学芸員による
天文教材の
配信

教育方法に
適した配信

市民による
地域情報の
発信

地域情報の
蓄積・活用

手軽な
情報発信

価値を高める

DB
市民

付加価値

長期継続

社会におけるWebメディアの利活用

図 5-1 本研究成果のまとめ
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6. 結論
本研究では，Web の社会的な重要性が高まる中，価値ある「情報・知識」の利活
用に向け，Web キュレーションおよびデータベースメディアの概念を取り入れた
Web 設計を行い，実践的フィールドを通じて実社会における活用方法を検証した．
特に，価値ある市民向け情報の利活用が求められている分野を，情報源から受信者
への情報伝達タイプと情報受信者が発信者にもなる情報相互利用タイプの 2 つに分
け，その具体的フィールドとして，生涯学習および地域活動を対象に Web キュレー
ションの概念を取り入れ，Web の設計および運営方法を明らかにした．
タイプ①

生涯学習（市民へ向けた Web メディア利活用）

教育活動で使用されている専門情報の Web メディアを用いた活用方法
タイプ②

地域活動（市民が主体の Web メディア利活用）

市民や市民団体が持つ個別の地域情報の Web メディアを用いた活用方法お
よび実社会の組織との連携方法
Web は質的量的な進化を続け，「メディア」としての社会に対する影響力を高め
るようになった．ソーシャルメディアが普及し，Web を使って誰もが手軽に情報発
信できるようになったことで，Web 上の情報は氾濫し，必要な情報の取捨選択，整
理，活用が求められている．これらの情報爆発の時代において，市民向け情報に対
して効果的に Web 利活用を行うためには，Web の目的を明確にし，そこで扱う情
報を絞り，分かりやすく情報を届けられる仕組みが必要となる．特に，本研究が対
象とする上記①と②の分野では，Web 上の膨大な情報の中に，どう価値のある情報
を提供し，人々に利活用してもらうかが重要である．そこで，本研究では，Web キ
ュレーションとデータベースメディアの概念を取り入れることで，実社会を意識し
た Web 設計を実施した．
生涯学習向け天文教育における Web メディアの利活用では，天文教育を実践して
いる学芸員が，天文に対する市民の興味・関心を高められるよう Web メディアを利
活用する方法を検証した．
天文教育では，野外で星を見て天文や宇宙を知ることが最も大切である．科学館

95

6. 結論

のプラネタリウムで解説を行う学芸員は，来館者が科学館で学んだことを自宅で復
習でき，星座観測を支援する仕組みが必要だと考えている．本研究では，野外にお
ける星座観測を支援するため，学芸員の教育方法を取り入れた教材開発を行った．
学芸員が日々の活動で実践している教育方法やノウハウを活かした教材開発を行う
ことで，既存のデジタル天文教材では伝えられなかった「本物の星を自分で見つけ
る楽しさや嬉しさ」を伝えられるよう工夫した．学習者による実証実験の結果，一
定の効果が示され，天文に対する興味や関心を高めるきっかけになることが明らか
となった．
また，これらの天文教材を Web の利活用によって効果的に提供できるよう，天文
教材用のデータベースを設計し，適切な管理を行った上で，学芸員の理想とする形
で提供することができる教材管理システムを開発した．LAMP 環境およびオープン
ソースソフトウェアの活用によりフレームワークを構築し，データベースの管理や，
サーバ側での素材変換など，学芸員が Web 上で操作できるインタフェースを構築し
た．開発したシステムにより，PC のみならず，携帯電話，携帯情報端末，携帯ゲ
ーム機などの野外で利用可能なプラットフォームに対応した教材提供が可能となっ
た．また，データベースの活用により，プラネタリウムの番組と連動したコンテン
ツ提供を実現した．学芸員による評価により，本システムが学芸員の教育活動を様々
な面から支援するものであることが明らかとなった．
上記研究成果から，天文教育における Web キュレーションでは，学芸員の教育方
法に適した情報を集め，学芸員自身が管理できる仕組みを取り入れ，提供する教材
の価値を高められる配信方法が重要であるということが明らかとなり，データベー
スメディアとして，収集した教材の付加価値を高めた教材配信を実現することの有
用性が示された．
地域活動における Web メディアの利活用では，市民が地域情報を Web メディア
で発信できるよう支援し，継続性を視野に入れた設計および運営方法によって効果
的に Web メディアを利活用する方法を検証した．
地域サイトの現状および名古屋市東区における地域サイトの運営事例から，地域
サイト運営における課題を整理した．聞き取り調査の結果，ユーザの偏りや情報投
稿の停滞が課題となっていることが分かった．そこで，地域サイトの継続促進へ向
けた情報管理・運営方法の実証実験によって明らかにすることを目的に，システム
と運営体制の構築を行った．特に，情報収集プロセスに着目し，顔の見える人間関
係や情報収集メディアの多様化など，運営体制を整えた．実証実験の結果から，情
報収集媒体を多様化させたサイトの運営体制は満足度が高く，運営者との Face to
Face の関係が情報提供を促すことが明らかとなり，これらの運営体制は地域サイト
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の継続促進に一定の効果があることが示された．
また，多種多様な主体から発信される地域情報を収集し，提供するといった地域
サイトの要件を整理し，地域サイトの再設計を行った．運営経験から，地域ではた
だ単にサイトを提供するだけでなく，地域のネットワークを活かした運営が必要で
あることが分かったため，市民や市民団体との連携を強化することにした．システ
ムの汎用性およびセキュリティ対策の面にも配慮し，オープンソース CMS をの活
用によって，市民や市民団体の情報発信環境を構築した．参加方法の多様化やサイ
ト構築支援，講習会などを開催し，市民による情報発信を支援した．また，地域イ
ベントにおいても同様の仕組みを構築し，地域イベントの情報提供および，Ustream
を用いたライブ配信の実験を行った．これらの再設計の結果，地域活動を行う市民・
市民団体・高校生・大学生・施設などの情報発信者からの情報が集まり，地域サイ
トで共有できることで，活気のあるサイトへと変化した．
上記研究成果から，地域活動における Web キュレーションでは，多種多様な主体
が持つ地域情報を収集する方法を考え，情報発信支援を行うことの重要性が明らか
となり，データベースメディアとして，地域の情報を収集・蓄積することで，地域
全体の魅力発信に繋がることが示された．
以上，本研究では，生涯学習および地域活動における Web メディアの利活用に向
けて，Web キュレーションとデータベースメディアの概念を取り入れ，実用性を重
視したシステムの構築を行い，フィールドによる実証実験によってその社会的効果
を明らかにした点が主な成果である．キュレーションの概念を取り入れることで，
情報やコンテンツに対する付加価値を生み出すことができ，総合的に Web 利活用を
検討することで，長期・継続的な仕組みや体制を構築することができた．また，日々
成長するデータベースの役割に着目することで，市民へ向けた手軽な情報発信およ
び情報やコンテンツの価値を高めた配信が可能となった．
市民向けコミュニティにおける Web メディアの利活用では，技術的な解決策だけ
でなく，人や組織などの体制および環境を整備することが重要である．本研究では，
市民が Web メディアをどう利活用できたら良いかを考え，実践的にフィールドへ参
加し，様々な議論を重ねた上で，それに適した仕組みづくりを検討してきた．Web
は人から人へと情報を伝えるメディアであり，市民が Web メディアをどのように使
うのかが最も大事な要素であり，技術はそれを補うものであることが望ましい．
一方，現在両プロジェクトの Web サイトは，研究またはボランティアベースで運
営している．しかし，サイト運営を継続的に実施するためには，サーバなどのサイ
ト運営費は最低限必要となる．今後は，広告費等からサイト運営費を生み出す仕組
みが必要となる．
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Web 技術は日々進化するものであるため，今後も市民向け Web メディアの利活
用における最新技術の適応方法を検証していく．そのためにも，現在のプロジェク
トを継続させ，学芸員や市民の支援を続けると共に，社会に貢献できる成果を残し
ていきたいと考えている．
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付録

付録
本論で用いた情報技術に関する略語一覧

API（Application Program Interface）
CGM（消費者生成メディア：Consumer Generated Media）
CMS（Content Management System）
CSS（スタイルシート：Cascading Style Sheets）
GPS（全地球測位システム：Global Positioning System）
ICT（情報通信技術：Information and Communication Technology）
LAMP（Linux，Apache，MySQL，PHP）
PHP（PHP: Hypertext Preprocessor）
RSS（RDF Site Summary / Really Simple Syndication）
SNS（Social Networking Service / Site）
XHTML（Extensible HyperText Markup Language）
XML（Extensible Markup Language）
XOOPS（ズープス：eXtensible Object Oriented Portal System）
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