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双方向型情報システムの特徴に関する一考察
−環境情報への適用可能性を見据えて−
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With the development of information and communication technology, interactive (user participation
type) information systems have been developed and are expanding quickly. These interactive systems
include mailing lists, bulletin board systems (BBS), blogs, and social networking services (SNS). The
characteristics of such systems and a few examples from the administrative fields are reviewed in this
paper. These outputs will be useful when developing interactive communication systems as a tool for
drafting environmental policy.
１．はじめに

任を適切に果たしていない状態が生じる。
このような問題は、行政による情報提供が通常は

近年、地域の諸活動に関して、かつての「行政主

一方的なものとなっていることに起因する面が大き

導」から関係者（住民、NPO、企業等）による「協

いと考えられ、住民からのフィードバックを重視す

(1)

(2)

働」 が求められるようになっているが 、協働を

る双方向型システムを構築することにより、行政側

実現するための重要な要素の一つが関係者間の「情

は住民の意識を踏まえたより適切な情報を提供し得

報の共有」であり、行政における情報公開制度の広

るものと期待できる。

がりも、こうした動きを反映したものといえる。

しかしながら、環境情報に関して具体的にどのよ

環境問題は、地域の関係者が協力して取り組む必

うな目的でどのような双方向型システムを構築すれ

要があるという点で協働が最も求められる分野の一

ば環境保全に貢献できるのかという点については必

つであるが、持続可能な社会の実現を図るための基

ずしも明確にはなっていない。本稿では、双方向の

(3)

盤の一つとして、環境情報 の整備が重要な位置を

情報のやり取りの機能を有するシステムの代表的な

占めることはいうまでもない。

例を取り上げ、その特徴を見ることにより、環境分

このため、国や地方自治体では、ホームページ等

野での適用の可能性を探ることとする。

を通じて様々な大量の環境情報を発信している。し
かしながら、それらが利用者のニーズに沿ったもの

２．双方向型情報システム

となっているのか、また、住民の理解と協力（行政
参加を含む。
）を得る上で適切なものになっているの

本稿では、双方向型情報システムを「各利用者が

かという点で疑問が残る。こうした課題を解消しな

情報の発信と受信の両方ができ、利用者間での情報

ければ、社会で有効に活用されない無駄な情報を発

のやり取りを通じて利用者の間に新たな価値を生み

信し続けることになり、結果的に、行政としての責

出すことを目的としたシステム」と捉えておく。

双方向型情報システムの特徴に関する一考察

最も単純な場合は、個人と個人との間の（１対１

場合は活発な議論にならず、逆に、発言者の数が多

の）電子メールであり、その発展として、複数（多

いと議論が発散しやすいといった問題も生じる。

数）の相手との情報のやり取りを行うための「メー

あるインターネットアンケート調査（1998 年 2 月
実施）(7)によれば、メーリングリストに参加してい

リングリスト」も、この概念に当てはまる。
その他、利用者間で意見交換ができるようにウェ

ないと回答した者が 55.6%であり、参加しているが

ブサイト上に設けられた「電子掲示板・電子会議室」

「めったに発言しない」が 31.1%、参加して「とき

も双方向の情報のやり取りに役立つ。

どき発言する」が 10.7%、「よく発言する」が 2.1%

また、インターネットの新たなコミュニケーショ

であった（不明 0.5%）（図１）。

ンツールとして、最近、
「ブログ」及び「SNS」が注

この結果によれば、メーリングリストに参加する

目されているが、これらに共通する特質は、専門的

者のうち「よく発言する」者は 5%弱に過ぎないと

な知識がなくとも個人が容易に情報発信することが

いうことになる。

できる点にあり、「消費者発信型メディア」（CGM:

なお、同調査によれば、性別・年代別に見てもこ

(4)

Consumer Generated Media）と呼ばれる 。これらも、

の割合には大きな違いは見られないとしている。

読者からの反応を受け付けることができるなど、双

よく発言する,
2.1%

方向の機能を持つものといえる。
このようなシステムのうち、通常の電子メールを

入っていない, 55.6%

除き、メーリングリスト、電子掲示板・電子会議室、

入っているがめった
に発言しない, 31.1%

ときどき発言する,
10.7%

ブログ及び SNS について、以下、それらの特徴及び
図１

実態を整理するとともに、特に行政・環境分野にお

メーリングリストへの参加状況(8)

不明,
0.5%

ける実例を見ることとする。
（２）環境行政分野での実例
メーリングリストは多数存在するが、環境行政分

２.１ メーリングリスト

野のものとしては、例えば、神戸市環境局地球環境

（１）特徴

課環境教育係が運営する「KOBE エコ市民 メーリ

メーリングリストは、
「電子メールを使って、特定

ングリスト」(9)がある。

のテーマについての情報を特定のユーザの間で交換
するシステム」(5)、
「複数の人に同時に電子メールを

このメーリングリストは、「KOBE エコ市民クラ

配信（同報）する仕組み。
（略）用途としては、特定

ブ」の会員への情報の発信や会員間の意見交換・情

の話題に関心を持つグループなどで情報交換をする

報交流を目的としたものであり、
「環境問題・環境学

(6)

場合に利用されることが多い。」 とされるものであ

習・情報発信などに関する疑問、呼びかけ、お知ら

り、このシステムを活用すれば、一定のグループ内

せ、アイデアなど、およびそれに関するレス（返答）」

での効率的な情報のやり取りが可能になる。

が期待されている。

利用者については、
「グループの性格によって、広

「KOBE エコ市民クラブ」は、2000 年 4 月に発足

く参加者を募る公開型と、特定の集団の内部利用に

した「環境にやさしいくらしや環境学習を実践する

限定された閉鎖型に大別される。」

(5)

市民の集まり」であり、
「神戸市在住・在勤・在学の
16 歳以上の方（グループでも可）ならだれでも」登

メーリングリストは、既に広く普及している電子

録できる。

メールを基本とするため、それを利用しようとする

「KOBE エコ市民クラブ」の会員数については、

場合に、新たな技術の修得は特に必要ではなく、コ

「新・神戸市環境基本計画」（2002 年 3 月）におい

スト的にも大きな障害はない。

て、
「2010 年に 1,000 人」という目標が掲げられてい

ただし、基本的には電子メールであるため、複数

るが、2005 年時点では 675 人である(10)。

の参加者による議論の流れをいかに管理するかが課
題となる。また、グループ内で発言者の数が少ない
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（３）藤沢市の電子会議室

２.２ 電子掲示板・電子会議室

地方公共団体電子会議室の数少ない成功例の一つ

（１）特徴

に、神奈川県藤沢市の「市民電子会議室」(13)がある。

電子掲示板（BBS: Bulletin Board System）は、
「参
加者すべてが読み書きできる電子的な掲示板サービ

この電子会議室は、1997 年 2 月に実験を開始し、

スのことを指し、インターネット上に Web サイトの

2001 年 4 月に本格稼動したものである。「市民同士

(5)

形態で提供されている」 ものであり、電子掲示板

及び市民と行政が協働してまちづくりを進めるため

を利用すると、
「情報交換や会話・議論などを行うこ

の基盤づくりとして、市民、企業、大学及び行政が

とができる。
」

(6)

インターネットを活用し、相互に情報交換及び意見

「電子会議室」は、電子掲示板が「会議」の場と

交換等を行い、この市における市民参加と新しいコ

して利用される場合の呼称と考えられるが、インタ

ミュニティづくりを推進することを目的として」設

ーネット上においても、
「電子掲示板」と「電子会議

置された(14)。

室」
（や「電子フォーラム」等）との名称の使い分け

藤沢市の市民電子会議室は、市政に関する事項を

は、必ずしも明確にはなされていない。

テーマとする「市役所エリア」会議室と新しいコミ

電子掲示板・電子会議室は、通常のインターネッ

ュニティづくりを目的とする「市民エリア」会議室

ト環境において閲覧・書き込みができるため、技術

から構成されている。各エリアの特徴等は、表２の

的・経済的にも利用しやすい。また、利用者にとっ

とおりである。

て関心のあるテーマの掲示板・会議室に参加するこ

表２

とができ、議論が活発化する可能性がある。

エリア

（２）地方公共団体における電子会議室の現状

目的、特徴等
• 市民提案システムの一つとして実施。
• テーマは、市民等から提起された市政に
関する事項、市が提起した事項等。
• 参加者は、本名で発言。
• 市に在住、在勤又は在学している者が、
新しいコミュニティづくりの推進を目
的として開設することができる。
• ニックネームの使用が可能。

市役所

地方公共団体が電子会議室を開設している例は多

エリア

いが、必ずしも順調な運営がなされているわけでは
ない。電子会議室を開設している地方公共団体の数
は、平成 16 年 4 月 1 日現在では 900 団体を超えてい

市

たものが、平成 17 年 4 月 1 日現在では 658 団体と減

エリア

民

少しており、その内容についても、
「活発に活用され
ている例はほとんど」なく、多くは「閑古鳥が鳴い

市民電子会議室（市役所エリア）における議論が

て」いる状況にあるとされる(11)。大多数の地方公共

姿勢に反映される仕組みは、図２のとおりである。

団体が抱える問題点の代表的な例を表１に示す。
表１
Ａ
市
Ｂ
市

Ｃ
市

•
•
•
•
•
•
•
•

市民提案制度としての市民電子会議室

電子会議室の問題点の例(12)
問

題

市役所エリアと市民エリアの特徴等(15)

点

参加者が少ない
議論が盛り上がらない
匿名性による攻撃的・無責任な書き込み
市民の情報交換・意見交換の場ではなく議
会・行政に対する一方的な陳情・突き上げ
休止・閉鎖に追い込まれる
行政における位置付けが不明確
合意形成された民意の活用方法が未確立
行政担当者が運営に戸惑い

市 民
インターネット

参加
施策

電子会議室
運営委員会

市民提案システム

市政情報提供システム
行政（市）

図２
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市政反映システム

藤沢市市民電子会議室の仕組み(16)
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電子会議室の企画、運営等を行う中心的な役割を

「会議室数は現在では 137 会議室あり、導入時の

担うために「運営委員会」が設置されている。運営

約 8 倍に増えた。また、発言登録者は 3 倍以上に増

委員会の委員は、公募を通じて市長に選出される。

え、2,456 人となっている。会議室アクセス件数、発

また、運営委員会の補佐的な事務を行うために「世

言件数とも、月による上下はあるものの概ね増加傾

話人」が、電子会議室の司会進行等を行うために「進

向にあり、会議室合計アクセス件数が 829,953 件（1

行役」がそれぞれ置かれている。

日あたり平均 513 件）、合計発言件数が 81,640 件（1

運営委員会、世話人及び進行役の役割等を表３に

日あたり平均 52 件）に達している。
」

整理する。

「発言登録者の男女別内訳は、男性 65％、女性
35％である。年代別内訳は、30 代が 33％と最も多く、

表３

運営委員会、世話人及び進行役の役割等

委員会等
運営委員会

世話人

進行役

役

割

(15)

次に 20 代の 23％、40 代の 17％と続いている。20
代から 40 代で全体の 73％を占めている。職業別内

等

• 電子会議室の企画、運営
• 円滑な運営を行うために必要なルー
ルの制定、改廃
• ルール違反者への対応
• 市役所エリア会議室で議論された事
項について、必要があると認めると
きは、市長に対して当該事項に係る
提言
• 委員１５人以内、公募に応募した者
のうちから、市長が選出し、委嘱
• 任期２年（再任可）
• 参加者に対する支援
• 会議室における発言内容等のチェッ
ク、確認
• 会議室の開設、閉鎖等
• 会議室開設者及び進行役の支援
• ルール違反者への直接的な対応
• 運営委員会に対する支援
• 会議室の司会進行、運営管理
• 個別ルールの設定
• 市役所エリア会議室の進行役は、運
営委員会が選出
• 市民エリア会議室の進行役には、会
議室開設者のほか、会議室開設者が
任命したものが就任

訳は、会社員等の就業者と学生が全体の 60％を占め
ている。居住地割合としては、市外居住者が 34％を
占めている。
」
藤沢市の人口は、概ね 40 万人（国勢調査によれば
2005 年 10 月 1 日現在 396,014 人）であるが、登録者
の 2,456 人は、全人口の約 0.6 %に当たる。
これについては、同報告書においては、
「藤沢市の
全人口に対する割合を 1999 年（平成 11 年）から 2004
年（平成 16 年）で見ると約 0.2%→0.6%の増加傾向
にある。」としている。
なお、登録者数は人口の約 0.6%であるが、「住民
アンケート（約 0.2%）や市民モニター制度（約 0.02%）
よりも多い割合を占めている。」との評価もある(11)。
（４）国土交通省の電子会議室
国土交通省では、
「国土形成計画に関するＰＲ・情
報提供のために」、ウェブサイト「インターネットで
つくる国土計画」(18)を開設しているが、2005 年 12
月 26 日、同サイト上に電子会議室を設け、自由に意
見が書き込めるようにした。
この電子会議室では、特定のテーマ（利用者から
の申請による。）を設定し、利用者が議論したいテー
マについて意見交換できるようになっている。投稿
する場合には、メールアドレスと氏名（又はハンド

運営委員会の任期は 2 年であり、第 1 期（1997-98

ル名）の登録が必要である。

年度）、第２期（1999-2000 年度）、第３期（2001-02

2006 年 8 月 21 日現在、登録者数は 426 人、総投

年度）、第４期（2003-04 年度）を経て、現在、第５

稿数は 2,649 件であり、最も投稿が多いテーマは「少

期運営委員会（2005-06 年度）が設置されている。
市民電子会議室の活動状況（2005 年 3 月 1 日現在）
について、第４期運営委員会の活動報告書

(17)

子化問題」（続いて、「過疎対策」、「地域社会の自立
支援」、「大都市の土地利用」等）とされる(19)。

により

見てみる。
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トラックバック
トラックバック（track back）とは、「相手のブロ

（１）特徴
ブログは、「個人や数人のグループで運営され、

グの記事にリンクをつけたときに、自動的にその旨

日々更新される日記的な Web サイトの総称。内容と

を通知する機能。従来のリンクと異なり、相互リン

しては時事ニュースや専門的トピックスに関して自

クの形成が容易になり、ウェブの構造化に有効にな

らの専門や立場に根ざした分析や意見を表明したり、

る。ブログの代表的機能の一つ。」(4)と説明される。

他のサイトの著者と議論したりする形式が多く、従

ブログの作者が別のブログの記事を参照して記事

来からある単なる日記サイト（著者の行動記録や身

を掲載する場合に、単に元の記事へリンクを張るだ

(5)

辺雑記）とは区別されることが多い。」 とされる。

けでは、元の記事の作者にはどこからリンクされて

当初は、「ウェブ（web）」と「ログ（log）」（記録

いるのか容易に知ることはできない。トラックバッ

する、日記を付ける）を組み合わせた造語である「ウ

クは、元のサイトに「このような記事からリンクを

ェブログ（weblog）」と呼ばれていたが、現在では、

張った」という情報を通知する仕組みであり、リン

それを省略して「ブログ（blog）」と呼ばれることが

ク先の URL やタイトル、内容の要約等が送信される。
従来のリンクは基本的に一方向であったが、トラ

多い。
ブログは、1996 年 2 月、米国の雑誌編集者デイブ・

ックバックにより相互リンクの形成が容易になる。

ワーナー（Dave Winer）が、米国通信品位法に対抗

トラックバックの手順は、表４のとおりである。

するために「24 時間デモクラシー」というオンライ
ンのイベントを開催したことに始まるといわれてい

表４

る(20)。イベントで起こった出来事や自分の考えをウ

トラックバックの手順(21)

1. 相手の記事ページからトラックバック URL を見
つけコピー。

ェブサイトに時系列的に記録していったため、何が
起こっているのか、どういう方向に進んでいるのか

2. 自分の記事入力ページに移動し、トラックバッ
ク入力欄に先ほどコピーした「トラックバック
URL」を挿入。すでに公開中の記事も、再度編
集して、その際にトラックバック URL を指定す
ることができる。

が一目瞭然になり、それまでの内容がほとんど固定
されたウェブサイトとは大きく異なるものとして、
大勢の人に衝撃を与えたとされる。
ブログが普及した主な要因としては、次のような
点が指摘されている(4)。

3. 記事を［送信］して完了。
*サービスによっては、同サービス会員同士のト
ラックバックを簡略にする機能を提供すること
がある。その際は、1 から 3 の手順が、1 クリッ
クで済む。

・テキスト入力で簡単に自分のホームページを作
ることができること
・無料で利用できるサービスが用意されているこ
と
・携帯電話からも更新や閲覧ができること

4. 相手のブログで、記事ページにトラックバック
が挿入されたかどうかを確認する。

・トラックバック、RSS 配信機能等コミュニケー
ションを活性化するツールがあること
こうした特徴を持つブログは、手軽に情報の発信、
読者からのコメントの受け付け等を可能にするシス

②

RSS 配信機能
次に、トラックバックと並ぶブログの特徴的な機

テムとして、その作成者が急速に普及している。

能である RSS 配信機能について述べる。

ブログに備わったツールであるトラックバック及

RSS（Rich Site Summary）とは、
「ウェブコンテン

び RSS 配信機能は、情報の双方向性の点で重要であ

ツの見出しや要約等のメタデータを記述するための

ることから、以下、それぞれの仕組みを簡単に整理

文書フォーマットの総称」(4)である。

しておく。

RSS のフォーマットで記述された文書には、
「Web
サイトの各ページのタイトル、アドレス、見出し、
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（３）経済産業省における試行

要約、更新時刻などを記述することができる。RSS

ブログの普及には目覚しいものがあるが、これま

文書を用いることで、多数の Web サイトの更新情報
を統一的な方法で効率的に把握することができる。」

でのところ、政策形成等の場で活用されている例は

(5)

ほとんどない。

とされる。
ブログを始めニュースやウェブサイトの更新情報

ここでは、
「対話的な政策形成」のためにブログを

の配信用に使用されており、利用者は、（RSS リー

試験的に運用した「e-Life Blog」を取り上げ(26)、そ

ダーにより）最新の情報を自動的に閲覧することが

の成果等を見ることとする(27) (28)。

できる。

この「e-Life Blog」は、経済産業省商務情報政策

RSS 機能は、情報を WWW サーバー側から必要な

局と独立行政法人経済産業研究所によって 2004 年

人に自動的に配信するという「プッシュ（push）型

10 月〜12 月に共同運用された。

(4)

閲覧」を可能にする 。
（なお、これの反対の概念は、

具体的には、商務情報政策局の政策ペーパー「情

利用者がインターネットに接続し、WWW サーバー

報家電産業の収益力強化に向けた道筋」について、

から情報を引き出す｢プル（pull）型閲覧｣である。）

このペーパーの執筆者がそれぞれブログを開設し、
内容の解説や寄せられた意見への回答を通じた議論
を展開するというものである。

（２）ブログの実態

実験に当たっては、
（ⅰ）議論の出口をきちんと設

総務省がブログサービス事業者（33 社）の協力を
得て行った調査

(22)

定する、
（ⅱ）議論のベースをしっかり提示するとい

によると、2005 年 9 月末現在のブ

うことを念頭に企画設計された。

ログ登録者数は 473 万人である。

議論の出口については、産業構造審議会情報経済

半年後の 2006 年 3 月末現在のブログ登録者数は
53 社で 868 万人

(23)

部会への諮問への反映を目的とすることとされた。

とされている。

また、議論のベースとしては、前述の政策ペーパ

調査対象事業者が異なることから増加率を単純に

ーが採用された。

見ることはできないものの、我が国のブログ登録者

運用（3 か月）
の結果、月平均ページビュー30,000、

の数としては、既に数百万人規模になっていること

ユニークユーザ 1,000-1,500 程度というデータが得

が分かる。
ブログ及び SNS の利用者に対するインターネッ

られ、ブログにおける議論の結果は、2005 年 4 月に

(24)

トを利用したアンケート調査（2006 年 3 月実施）

まとめられた産業構造審議会情報経済分科会報告書

によれば、ブログを書く目的（複数回答）として、

「情報経済・産業ビジョン」に反映されたとされる。

「自分の人生や生活の記録を残す」と回答した者が

ただし、書き手によってブログ記事の量が大きく

最も多く（52.1%）、以下、「自分と趣味や嗜好があ

異なったり、レスポンスがブログ経由ではなく個人

う人とのつながりを求める」
（50.0%）、
「自分が必要

メールや口頭によることが多かったりしたという点

とする情報を記録しておく」
（49.3%）、
「自分の考え

も指摘されている。
なお、このブログに関しては、「荒らし」(29)のよ

を整理する」
（43.4%）、
「自分が親しくしている人に
自分の考えや近況などを伝える」
（34.3%）等が続く。

うなコメントや誹謗中傷は全くなかったとされる。

また、同調査によれば、自分のプロフィールの公
開について、
「趣味」や「好きなものや興味のあるこ

［備考］

とがら」を公開している者は比較的多いが（それぞ

経済産業省関係のブログに関しては、同省消費経

れ 59.7%、52.2%）、
「所属している組織」、
「自分の顔

済部長が（個人的に）開設した「谷みどりの消費者

写真」、「氏名」を公開している者は少ない（それぞ

情報」があるが、このブログは、2006 年 2 月 1 日の

れ 8.4%、8.6%、10.3%）。

開設から約 3 週間で閉鎖することになった。

なお、米国においては、45%が氏名を公開してい
るとの調査例

これは、同ブログで電気用品安全法（PSE 法）に

(25)

ついて取り上げたところ、折から PSE 法（に基づき

がある。
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

品の販売が禁止されること）への反対の声が高まっ
トが殺到したこと、また、私的なブログなのに公務

現在、１つのサイトに登録している

時間中に記事を書いていたのではないかという疑問

以前、登録していた（現在はしていない）

が持たれたことによる

2.5%

現在、複数のサイトに登録している

ている中、同ブログに PSE 法に対する批判のコメン

(30)

。

4.1%
2.2%
11.7%

登録したことはないが、内容は知っている

「政策ブログ」を検討する際には、念頭に置いて

27.0%

名前だけ聞いたことがある

おくべき出来事であったと考えられる。

52.6%

まったく知らない

２.４ SNS

SNS の利用経験(31)

図３

（１）特徴
SNS（Social Networking Service）は、
「友人知人等

同調査によれば、SNS を利用する目的は、「同じ

の社会的ネットワークをオンラインで提供すること

趣味の仲間との出会いの場として」が最も多い

を目的とするコミュニティ型のインターネットサー

（63.2%）（図４）。

(4)

ビス」 である。
0.0%

具体的には、
「自分のプロフィールや写真を会員に
公開する機能や、互いにメールアドレスを知られる

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

70.0%

63.2%

同じ趣味の仲間との出会いの場として利用

こと無く別の会員にメッセージを送る機能、新しく

50.0% 60.0%

29.4%

情報収集や調査目的で利用

できた「友人」を登録するアドレス帳、友人に別の
19.1%

ビジネス関連の出会いの場として利用

友人を紹介する機能、会員や友人のみに公開範囲を
制限できる日記帳、趣味や地域などテーマを決めて

広告・宣伝を目的で利用

掲示板などで交流できるコミュニティ機能、予定や
その他

友人の誕生日などを書き込めるカレンダーなどの機
能で構成される。」(5)

図４

4.4%
10.3%

SNS の利用目的(31)

SNS では、既存利用者からの紹介がないと登録で
きない仕組みが採用されているものが多く、また、

また、同調査によれば、最も利用されている SNS

実名の公表も多いことから、会員間の信頼性が確保

サイトは、
「mixi」
（44.1%）であった（以下「livedoor

されやすい。

フレンドパーク」（23.5%）、「GREE」（20.6%）等）。
ここで、この「mixi」の利用状況について簡単に
見てみる(32)〜(35)。

（２）SNS の実態
総務省の調査(22)(23)によれば、SNS 登録者数は、

「mixi（ミクシィ）」は、2004 年 2 月に「日本初

2005 年 9 月末現在 399 万人（SNS サービス事業者

のソーシャルネットワーキングサービス」として運

13 社）、2006 年 3 月末現在 716 万人（同 21 社）であ

営が開始され、約 1 年半後（2005 年 8 月）に利用者

る。ただし、ブログ登録者数に係る調査と同様、２

数が 100 万人に達した。その後も利用者数は増え続

回の調査対象 SNS サービス事業者が異なることに

け、300 万人となったのが 2006 年 3 月（7 か月間で

留意する必要がある。

200 万人増）
、500 万人となったのが 2006 年 7 月（4

2005 年 5 月〜6 月に行われたインターネットによ
るアンケート調査

か月間で 200 万人増）であった。

(31)

によれば、SNS の利用経験者は

2006 年 7 月時点で、利用者のうち女性が 50.5%と

8.8%に過ぎず、半数以上（52.6%）が SNS について

なっている（この時点で同サイトとして初めて女性

「まったく知らない」という結果であった（図３）。

が男性を上回った）。年代別では、10 代 8.5%、20 代
62.0%、30 代 22.9%、40 代 4.6%、50 代以上 2.0%と
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から SNS 化が図られた。
「ごろっとやっちろ」には、

なっており、20 代の利用者の多さが目立つ。

表５のような機能が整備されている。
（３）八代市の SNS
行政における SNS の活用例として熊本県八代市

表５

の「ごろっとやっちろ」(36) (37)がある。これは、
「日

「ごろっとやっちろ」の主な機能(41)

回覧板

「ともだち」同士で連絡を取り合
う回覧板を送信できる

サークル

趣味や目的別のサークルを作るこ
とができる

がんがん

画像をパソコンや携帯電話から送
信してページに掲載できる

ごろっとページ
WIKI

簡単に Web ページを作成して公開
できるツール

カレンダー

日時や内容だけでなく、場所の地
図も登録できる予定表

相談室

Q&A 形式で質問や相談を投げか
けたり、質問に回答できる

掲示板

様々なテーマで議論や情報交換が
できる掲示板を自由に開設できる

リンク

カテゴリー別におすすめサイトを
紹介する。自由に投稿できる

地図

八代市の地図を見ることができ
る。会合の場所を知らせるといっ
た用途にも使える

プロフィール

本名や出身地、年齢、性別、趣味
などの情報を登録できる

日記

自分の日記を書くことができる

本初の行政が提供する SNS」とされるものであり、
その先駆性等が評価され、例えば、
「日経地域情報化
(38)

大賞 2006」 （日本経済新聞社）の「地域活性化セ
ンター賞」、
「九州ウェブサイト大賞 2006」(39)（総務
省九州総合通信局及び社団法人九州テレコム振興セ
ンター）の「最優秀賞」を受賞している。
同サイトの特徴を簡単に把握するため、これらの
受賞理由を紹介する。
まず、日経地域情報化大賞 2006 では、
「地域 SNS
（略）の先駆例。地域内コミュニケーションの促進
を目的に地域ポータルサイトを運営していたが、
2004 年末に SNS に模様替えした。参加者が約 4 倍
の 2200 人に広がり、書き込みは 14 倍になった。シ
ステムはすべて市職員の手作り。」とされている。
次に、九州ウェブサイト大賞 2006 では、「自治体
では全国で初めて、地域内ソーシャルネットワーキ
ングサービス（SNS）を導入したサイト。地域 SNS
に対応したことで、自治体では珍しく、穏やかで活
発、かつ自由な意見交換が行えるサイトに成長。地
域 SNS の先駆けとして、オープンソース化したシス
テムは他の地域 SNS サイトの基盤システムとして
全国へ波及。また、サイト内では、子育て、趣味、

SNS としての特徴は、主に「プロフィール」を利

雑談など様々な情報交換が活発に行われるなど、地

用して「ともだち」を作ることができる点にある(41)。

域コミュニケーションの活性化に大きく貢献してい

会員登録段階では、本名、住所、性別を登録する

ます。」との評価を得ている。

ことになるが、公開用プロフィールを別途登録する

このサイトのより具体的な内容は、以下のとおり
である

ことができる。この場合、プロフィールの属性ごと

(40)

に「すべてのメンバー」に公開するか「ともだち限

。

定」にするか指定できる。

八代市は二つのホームページを運営しており、一
つは行政の情報を提供する通常のホームページであ

「ともだち」は、もともとの知り合いやサイト上

るが、もう一つが、
「市民と市民をつなげる」ために

で知り合った人と相互登録することによって広げて

「いろいろな市民活動をサポートする」ことを目的

行ける。すなわち、それまで「ともだち」でなかっ

として 2003 年 4 月に運営を開始した「ごろっとやっ

た人に対して、その人のプロフィールを読んだり、

ちろ」である。当初から、意見や情報を交換するた

自分の「ともだち」の「ともだち」であることを知

めの掲示板等の機能を提供していたが、活発な利用

ったりして、新たに「ともだち」になるようメール

がなされなかった。このため、地域密着型コミュニ

で誘うことができる機能が備わっている。

ティサイトとしての充実を目指して、2004 年 12 月
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３．Web 2.0

元一

以下、こうした利用者参加という点で成功してい
る例として“Wikipedia”及び“Amazon.com”（のカスタ
マーレビュー）を見る。

双方向的な情報のやり取りを考える場合、インタ
ーネットの新たな流れといわれる「Web 2.0」につい

３.１ “Wikipedia”

て考える必要がある。Web 2.0 の特色が、
「利用者参
加」と「オープン志向」の 2 点にあるからである。

“Wikipedia”（ウィキペディア）は、次のように紹

Web 2.0 とは、
「従来（Web 1.0）とは異なる新しい

介される。
「ウィキペディアは、すべての内容がイン

ウェブの世界の特徴、技術やサービスの開発姿勢の

ターネット上の不特定多数のメンバーの手によって

(4)

総称である」 とされ、従って、ある具体的なサー

共同制作されるフリーの百科事典である。
（略）決ま

ビスや機能を示すものではない。

った著者はおらず（略）誰でも随時、項目の追加や

この用語は、米国の IT 系出版社“O’Reilly Media”

内容の追記・修正を行うことができる。一つの項目

の CEO であるティム・オライリー（Tim O’Reilly）

について多くの人が関わり、新たな項目を追加し、

が、ここ数年来起きている新しいウェブのトレンド

間違いや古い項目を修正しながら、絶えず成長して

を第 2 世代のウェブという意味で「Web 2.0」と表現

いく。」(4)

したものであり、同社は、2004 年 10 月に“Web 2.0

2001 年 1 月 15 日に英語版が発足した後、多くの
言語へ展開し、2004 年 9 月 4 日現在 120 言語前後で

Conference”を開催した。
その後の 1 年間はほとんど注目されなかったが、

執筆が行われている（ただしこのうち継続的な活動

2005 年 10 月に第 2 回目の“Web 2.0 Conference”が開

が行われ 100 項目以上に達しているものは 50 言語程

催されるに当たり、オライリーが「Web 2.0 とは何

度）とされている(6)。

か」という論文を発表し、それから「Web 2.0」の用
語が急速に広がることとなった

英語版には 153 万以上の項目がある。他の言語で

(42)

項目数が多いのは、ドイツ語版（51 万項目以上）、

。

オライリーは、この論文の中で、Web 2.0 の特徴

フランス語版（40 万項目以上）、ポーランド語版（32

を具体例とともに述べているが、最後に、Web 2.0

万項目以上）であり、日本語版はそれらに続く（2006

的な企業が有すべき中核的な特質を以下のようにま

年 12 月 15 日に 30 万項目に達した）(6)。

とめている(43)。
•

“Wikipedia”の内容の正確性については、上述のよ

パッケージソフトではなく、費用効果の高い

うな手順の中で、ときに執筆者同士の見解の相違か

拡張性を有するサービスを提供
•

ら運営スタッフの仲裁が必要になる場合があるもの

多くの人が使えば使うほど内容が豊富にな

の、基本的には、自律的な編集作業が繰り返される
ことにより精度が上がっていくとされる(42)。

るデータベース（独自性があり再構築が困難な
もの）を管理

正確性について、雑誌“Nature”が科学分野の 50 項

•

利用者を共同開発者として信頼

目について“Wikipedia”と“Encyclopedia Britannica”の

•

集団の知性を利用

記述の正確性を専門化がチェックするという調査を

•

顧客のセルフサービスを通じてロングテー

行った。その結果、42 項目について有効な回答があ

ルを獲得
•

り、重大な記述の誤りが見つかったのはそれぞれ 4

単一デバイスのレベルを超えたソフトウェ

か所ずつであったが、その他、両事典とも、多くの

アを提供
•

誤記、脱落や誤解を招く表現があった。その数は、

軽量化したユーザーインターフェース、開発

“Wikipedia”が 162 か所、“Encyclopedia Britannica”が

モデル及びビジネスモデルを採用

123 か所（1 項目当たりで見るとそれぞれ 3.86 か所、

これらの中で特に「利用者を共同開発者として信

2.92 か 所 ） で あ り 、 調 査 側 で は 、 “Wikipedia” と

頼」及び「集団の知性を利用」という特質が「双方

“Encyclopedia Britannica”とでは、科学分野の正確性

向性」にとって重要となる。

としてはほぼ同程度であるとしている(44)。ただし、
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徴である「利用者参加」のシステムとして最も成功

調査方法等が必ずしも明らかでないこともあり、
“Encyclopedia Britannica”側からのもの

(45)

した例の一つとされる(49)。

を始め、こ

の調査に対する疑問、批判等が出されている。

４．おわりに

なお、“Wikipedia”の信頼性については、欧米では
興味深い研究対象として見られており、意図的に書
き込まれた誤りがどのように修正されるかといった
実験等が行われている

本稿では、双方向的な情報のやり取りを可能にす

(46)

るシステムの代表的な例として、メーリングリスト、

。

電子掲示板・電子会議室、ブログ及び SNS の特徴、
実態等を見てきた。

３.２ “Amazon.com”のカスタマーレビュー
1995 年に営業を開始した“Amazon.com”

(47)

メーリングリスト及び電子掲示板・電子会議室は、

は、当

初の書籍に加え、現在では、CD、DVD、家電、生

技術的・経済的な面で導入が比較的容易であるとい

活用品等幅広い商品を扱う世界最大のオンラインシ

えるが、こうしたシステムを使った意見交換等を成

ョッピングサイトである。日本法人は 2000 年 11 月

功させるには、参加者の発言が活発かつ円滑に行わ

にサイトの営業を開始した。

れるように議論の流れを適切に進行管理する必要が
ある。このため、一定のスキルを有する「司会者」

“Amazon”には、自分の過去の購入実績に基づく

の確保が重要な要素となる。

「おすすめ商品」や他人の実績による「この商品を
買った人はこんな商品も買っています」といった「リ

ブログは、手軽に個人の情報発信を可能にすると

コメンデーション」を始めとする特徴ある機能が備

ともに、閲覧者からのコメントを受け付ける機能も

わっているが、商品購入者のコメントを掲載する「カ

付けられるため、双方向の情報のやり取りという点

スタマーレビュー（“Customer Reviews”）」も利用者

で優れたシステムである。ただし、閲覧者からのコ

参加という Web2.0 の特徴を持ったサービスとして

メントの数が膨大になったり、内容に批判的なもの

評価されている。

が多く含まれるようになったりすると、電子掲示板

このカスタマーレビューは、各商品の紹介ページ

における「荒らし」と類似の状態に陥る恐れがある。

にその商品に対する購入者のコメントが掲載される

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）は、

ものである。レビュアーは、
「おすすめ度」を 5 段階

会員が制約され実名が公表されることが多いことか

で評価するとともにコメントを記載する。一方、レ

ら、電子掲示板に比べて秩序が保たれやすい。また、

ビュアーは、利用者側からそのレビューが「参考に

SNS では、個人の情報発信に重点が置かれ、利用者

なったか（はい、いいえ）」の評価を受ける。

各自のページに日記や写真を掲載することができる。

カスタマーレビューは、時系列的に（新しいもの

この点、既に存在する一定のコミュニティのうちど

が上に来るように）掲載されているが、米国版サイ

のコミュニティにどのタイミングで参加するかを考

トでは、
「参考になった」との評価が特に高いレビュ

えなければならない電子掲示板とは異なる。

ーについては、“Spotlight Reviews”として通常の欄よ

これらの双方向的な情報システムは、行政分野に

りも上段に位置付けられて紹介されるという仕組み

おいても一部導入されているが、現在のところ、試

がある。このことによって、レビュアーの差別化を

行段階のものが多く、また、成功例とされるものも

図り、より信頼性の高いレビューが寄せられること

ごく僅かである。しかしながら、住民参加型の政策

が期待される。

決定等を進める上で、双方向的な情報システムは非
常に有効な手段になると考えられる。

顧客の感想は、一種の「口コミ」として商品の販
売拡大に役立つ。こうした口コミを利用した販売戦

環境行政においても、例えば、環境問題に対する

(48)

略は「バイラルマーケティング（viral marketing）」

住民の質問とそれへの行政側の回答を掲載する電子

と呼ばれるが、“Amazon”のカスタマーレビューは、

掲示板、ある開発計画を地域住民の間で議論する電

それを効果的に実現したものであり、Web 2.0 の特

子会議室や SNS、政策立案の担当者がその考え方を
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提示し意見を広く求めるブログといった活用方法が
想定される。筆者としては、今後、本稿で整理した
それぞれのシステム・機能の特徴を踏まえ、より具
体的な提案のための考察を進めることとしたい。
なお、その場合、情報通信分野における新たな潮
流である「Web2.0」の考え方と機能が参考になると
考えられる。これは、
「利用者参加」と「オープン志
向」を特徴とするものであり、民間においては、既
に、大きな成功を収めている例も少なくない。
こうした流れの中、多数の個人の役割・影響力が
大きくなりつつあるが、雑誌“TIME”は、そのような
現象を捉え、2006 年の「今年の人」として「あなた
（You）」を選定した(50)。
これに象徴されるように、情報通信技術の進歩と
ともに、社会における個人の役割・影響力は益々大
きくなっており、民間のみならず行政においてもそ
のような方向性を確実に認識する必要があろう。
本稿は、そうした状況の下、行政において「多数
の個人」の声をいかに適切に反映させるかという課
題を検討する際の有用な知見となるものと考える。
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(2) 人美剛・辻山幸宣編『協働型の制度づくりと政
策形成』ぎょうせい、2000 年。
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