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スマーター・ソーシャル・ストラクチャーの
構築を目指して

 川崎　和裕
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1.  はじめに

特集2

概要
　我が国では、光ファイバー網の整備、インターネットの浸透・定着等により、ＩＴ基盤の整備は、かなり進展した

ものとなっている。また、これらの利活用もかなり推進されてきている。

　多くの人 と々の情報交換や多様なコミュニケーションが実現するとともに、それを通して、人々の協働が始まり

つつある。この協働とは単なる結びつきではなく、特定の目的を達成するための「役割分担や行動の仕組み」の

形成である。

　本稿では、人々の結びつきから、行動へとつながっていく仕組み（協働の仕組み）の形成とそれらの実現を促進

していく基盤について検討する。

　このような協働の仕組みは今後、地域課題の解決や地域の発展・成長に重要な要素となっていくものと考え

られ、本特集においては「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」と呼んでいく。
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● コンサルティング事業部長
● 企業や官公庁のシステム化計画策定、業務改善・改革計画
　策定業務に従事

　これまで、我々は個別企業内や個別の組織内における基幹

システムの構築・運用を行ってきた。それらのシステムは、企

業や組織の人々の活動を有機的に結び付け、連携を促進し、企

業や組織の成長を実現する基盤として機能している。勿論、経

済環境等の変化に、企業や組織が対応していくため、システム

も変化をしてきている。

　一方で、我々は企業や組織の枠にとらわれないシステムの構

築・運用も行ってきている。これらのシステムも前述した企業

内や組織内のシステムと同様、地域の多様な人々の活動を有

機的に結び付け、地域に変化を起こし、新しい成長を実現して

いく一つの基盤となるものである。当然、社会経済環境の変化

　最初に、ITを活用した協働の取り組みについて、これまでの

主要な事例について見ていく。

　長野県茅野市では、「公民協働のパートナーシップによるま

2.  これまでの協働に関する実施事例

　まず、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の概念を整

理したい。ここでは、次の様に規定する。

　①IT基盤の下で、ある目的の達成のための多様な人々による

　　協働の仕組みであり、

　②その仕組みは、外部環境や内部要因の変化に柔軟に対応

　　し、変化・成長していくものである。

　同様な考え方による仕組みづくりは既述したように、これま

で多くの企業や組織において取り組まれてきた。今後は地域の

活性化に対しても、このような仕組みづくりの実践が必要にな

ると考える。何故なら、地域の自律的成長こそが、地域活性化

の本質であり、そのためには地域自身で「学び・成長する仕組

み」を保有することが不可欠と考えるからである。

　そして、この仕組みづくりにおいては、前節で見たように IT

基盤を活用することが有効であり、不可欠となる。

　IT化は、かつては事務処理の機械化による省力化、迅速化、

正確化、非属人化（標準化）と捉えられた。その後、IT化は、情

報の機械化により、（情報の）迅速・正確な収集・伝達、（情報

の）蓄積化、非属人化（共有化）がすすめられてきた。

　即ち、事務処理の機械化と情報の機械化の2つの機械化は、

IT化の特質であるとともに、ある目的を達成するための多様な

人々の活動を有機的に結びつけ、その活動成果を可視化・共有

化させ、必要に応じて活動の軌道修正をし、より高い目的へと

活動を強化していくための仕組みづくりにおけるキーファク

ターであるということが出来る。

3. スマーター・ソーシャル・ストラクチャー
     とＩＴ基盤

5.  今後の展開について

ちづくり」という理念で、ITの活用において、行政と大学、

NPO等との協働化の取り組みが行われている。光ファイバー

による地域イントラネットと情報化拠点（茅野市情報プラ

ザ）、地域ポータルサイト（茅野どっとネット）の整備を行い、

市民の情報リテラシーの向上を図るとともに、地域ポータルサ

イトを通して各種情報提供・情報交流を目指したものである。

情報化拠点における研修活動や地域ポータルサイトでの各種

情報の蓄積等の運営活動には、地域に立地する私立大学、市

民活動団体、NPO法人等が協力・協働している。[３]

　多くの地域で、情報化拠点や地域ポータルサイトの整備が進

められているが、公共セクターが主体的に整備・運営している

ことが一般的であるが、茅野市では公設民営的な形態で実現

されており、IT活用のための協働の仕組みづくりと言える。た

だ、この仕組みのままであると、一方向的な情報の流れやサー

ビス提供に終始しがちとなる。地域課題に対する公民協働へ

の取り組みまで行われていくには、普段における双方向での情

報のやり取りや誰でもがそこへ容易に参加できる仕組みが整

備される必要がある。

　一方、当初から地域の課題に対する議論や地域の人材発掘

等、地域課題の解決に向けて積極的に官民の協働の推進を図

るための ITツールの整備も見られる。長野県上田市では、市

内のコミュニティ活動団体、企業と行政機関が情報を共有し、

協働した取り組みを推進していく ITツールの開発・運用が行

われている。[４] システムの概要を見ると、コミュニティ活動

団体の各種活動情報のお知らせ機能や新たなコミュニティ活

動団体のホームページの作成機能、地域課題の提起や解決に

向けての討議機能等、市民やコミュニティ団体の活動を促進し

ていくための情報共有が図られるよう工夫されている。

　２００７年の論文によると、このシステムの運用により、コミュ

ニティ団体のイベントの告知や地域で話題になっている問題

に対する議論が始まってきているとのことである。[４]

　これらの例でも見られるとおり、地域における多様な主体に

よる協働は、地域活性化への取り組みには重要な要件であり、

そのためには相互の情報共有とそれをベースにした討議や合

意、役割分担に基づいた行動が不可欠になる。これらは、往々

にして時間的・距離的制約等のため、初めから実現が不可能視

されていたか、途中で中断してしまうことが多かったが、上記

に掲げた ITを基盤とした仕組みづくりは、これらの制約を容易

に超えていくことができる可能性があると考えられる。[１]、

[２]、[５]　 図１  IT化の特質とスマーター・ソーシャル・ストラクチャー

　現在、IT基盤上で多くの人々が出会い、多様な交流や活動が

促進されるものとなっている。またそれに伴い、多くの情報

（知識、経験、ノウハウ等）が IT基盤上に蓄積され、それまで

一部の人々や個人の占有となっていたものが、多くの人々の共

有物として開放され、活用されるものとなっている。

　このことは、従来では考えられなかった強力な協力関係や活

動体の形成・構築を可能とするものである。

　例えば、広い範囲からの専門家の結び付きによる頭脳集団

の形成、様々な特技を持つ技術者達によるものづくりチームの

結成等々、ある目的を達成するための最適な人々による協働の

仕組みづくりが可能となっているのである。

　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」とそれを生み出

を受け地域や人々は変化し、新しい問題や課題が発生するが、

それらに対応した行動がとれるよう、システムもまた柔軟に変

化を遂げていっている。

　このような地域の多様な人々の有機的な活動と、それらを支

えていくIT化とを一体的に捉え、「スマーター・ソーシャル・ス

トラクチャー（成長する協働の仕組み）」と呼ぶものとする。

　本稿では、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成

とそれらを実現していく基盤について考察するものである。

図２  スマーター・ソーシャル・ストラクチャーのイメージ

す基盤のイメージを示すと、図２のようになる。

　これは、あくまでイメージであるが、地域内外の多様な主体

の情報交流ができる ITを活用した基盤の下で、そこに参画する

人々によってある目的をもった協働の仕組みが構築・運営され

ていくものとなる。

　今後各地域がそれぞれの地域課題を解決し、かつ継続的に

地域の発展を図っていくためには、それぞれの実情に合った独

自の「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」を創出し、構築

を図っていくことが重要であると考える。

　次章では、このような仕組みづくりにおける当社の取り組み

事例を見ていく。

4. 各事例にみるスマーター・ソーシャル・
     ストラクチャー

　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の取り組み事例

として下記の4つを示す。（１）は市民の知識交流と社会参加

を促進する仕組みづくり、（２）は家庭から出る廃食用油の回

収の仕組みづくり、（３）は国産豚肉の安全確保と品質向上の

ための仕組みづくり、（４）は、「スマーター・ソーシャル・ストラ

クチャー」の有力な IT基盤としての新しい無線通信基盤のポ

テンシャルについて、それぞれ述べたものである。以下で、その

概要について紹介するが、詳細については各論文を参照してほ

しい。

(１) 学び・考え・成長する地域「ラーニング・シティ」－インター

　　ネット市民塾の目指す地域づくり－

　　　高齢化、国際化、地域格差拡大の中で、地域経済の変動

　　や雇用の不安定に対処し、自立経営を目指した地域づくり

　　を進めるのは、行政が集める予算と最大公約的な政策で

　　はもはや難しいことは明白である。地域の自助・互助を育

　　て市民やNPO等が「新しい公共」として地域づくりの担い手

　　となっていくよう大きく期待されるようになって来た。

　　　地域の市民人材を顕在化し、地域全体で知識交流を行

　　うことによって、地域に新しい価値を創造していくことが

　　できないだろうか、それを通して地域の内発的な活力を呼

　　び覚ませないかという問題意識のもと、富山の IT企業か

　　らインターネット市民塾が提唱された。これは市民が保有

　　している知識・経験等を、インターネット上で交流させ、身

　　近な地域に目を向け、課題解決に参加する市民を拡大す

　　る取り組みである。さまざまな経験を持つ市民がともに学

　　びともに成長していくコミュニティを形成することに特色

　　がある。地域課題に対する主体的な取り組みや地域独自

　　の新しい文化を生み出して、地域の成長を実現していこう

　　とするもので、即ち、地域版コミュニティ・オブ・プラクティス

　　と言えるものである。

　　　動きやすい小規模のコミュニティ・オブ･プラクティスがそ

　　れぞれ自己成長していくとともに、それらが有機的に結びつ

　　き地域の中で「知の還流」が生れている。市民塾のネッ

　　トワーク基盤の上に、地域課題等に対する市民間の活発な

　　意見交換やさらに独居老人見守り支援、子育て・介護等働

　　き盛り支援等の新たな仕組みづくりが行われるようになっ

　　ている。まさに、「スマーター・ソーシャル・ストクラチャー」

　　であり、地域全体が学びながら自己成長していく「ラーニン

　　グ・シティ（Learning　City）」を実現する仕組みづくり

　　の実践と言える。

　　　インターネット市民塾は、全国11都道府県に広がってお

　　り、各地域においては、それぞれ独自の市民相互の学びと

　　地域参加の形態が出来上がっている。さらにこれらは、全

　　国の市民塾ネットワークとして相互に情報交流が行われる

　　ものとなっている。市民が誰でも、いつでも参加できるｅ

　　ラーニングシステムや、人のつながりを育てるSNSという

　　一般的な手法を取り入れているが、従来の教育システムや

　　地域づくりのアプローチとどのように違い、ICTの活用が

　　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成にどの

　　ように寄与しているか考えたい。　

(２）家庭系廃食用油回収システム等構築実験にみる仕組みづくり

　　　個々の家庭から発生する廃食用油は量が少なく回収先

　　も多くなるため、回収作業は非常にコストのかかるものと

　　なっている。このため、凝固剤で固める等可燃ごみとして

　　処理することが多く行われているが、ときには、台所の排

　　水溝へ廃棄されることもままある。これがオイルボールの

　　原因となり、東京湾の環境に悪影響を及ぼしたのはまだ

　　記憶に新しいことである。

　　　一方、廃食用油は回収・リサイクルにより地域資源となり、

　　特にバイオ燃料化は近年注目を集めるものとなっている。

　　　回収が促進されるためには、家庭からの排出の利便性

　　と回収業者が採算の取れる回収量を確保出来ることの両

　　方を実現できる仕組みの考案・構築が必要になる。

　　　家庭の利便性を考えると、いつでも排出ができることが

　　望ましい。一方、回収業者は、回収に行く前に、回収量が前

　　もって把握できるようにすればよい。このため、センサー

　　を組み込んだ回収ポストを常時設置し、そのポストの蓄油

　　量データが定期的に回収業者に送られる仕組みを構築し

　　た。回収ポストから毎日定時に運用センターに自動的に

　　PHS回線を使って蓄油量データを送る。そのデータは、

　　運用センターから回収業者にFAXで送られる。回収業者

　　は、そのデータを見ながら最も効率的に回収ができる方法

　　を採る。この仕組みを円滑に運用するには、回収ポスト周

　　りの整備や化石燃料の非混入、防火意識の啓発活動も必

　　要になる。即ち、地域住民による協働が必要になる。

　　　さらに、廃食用油の回収は、リサイクルへと発展するこ

　　とにより地域資源の創出や地域環境の保全を実現する仕

　　組みへと成長していくことができる。このようなことによ

　　り、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成につ

　　ながっていくものとなる

(３) 豚肉トレーサビリティの仕組みづくり－実証試験と今後の

　　展望－

　BSE発生を契機とする牛肉トレーサビリティ法の制定

により精肉から生体までの追跡が可能となり、国産牛肉

の安全性は高まった。しかしながら、国産豚肉においては

旧来の商習慣から、生体の生産から精肉の販売までの一

貫した管理が難しい状況にある。このような中で、当社の

お客さまである（社）日本養豚協会様（以下、協会）は、精

肉から生体までの追跡可能性（トレーサビリティ）を長年

にわたって研究してきた。

　本事例は、ITを活用した実証実験として、精肉から生体

（精肉を生産した母豚）までを追跡できるトレーサビリ

ティシステムを構築したものである。その仕組みは、協会

がモデル農場・DNA解析機関と連携の上、次のように実

現する。

　まずモデル農場では、母豚に耳標（耳に挟み込む識別

子）を取り付けると同時にDNA検体を採取して、DNA解

析機関に送付しておく。次に、母豚が将来精肉として出荷

される子豚を分娩したとき、子豚にも耳標を取り付けてお

く。この母豚・子豚に耳標を取り付けるタイミングで、耳

標に埋め込まれたICタグの情報をハンディ端末に実装し

たRFID技術で読み取り、母豚や子豚の情報とともに協会

のデータベースに送信する。一方DNA解析機関では、検

体のDNA情報を解析して協会にデータとして送付する。

最後に協会では、これらの情報を関連付けてデータベース

に蓄積する。この関連付けにより、モデル農場から出荷さ

れた子豚がいかなる流通の過程を経ても、精肉として

DNA検体が採取できる限りはそのDNA情報と協会の

データベースに蓄積されている母豚情報との親子関係の

照合によって、精肉から母豚までの追跡が可能となる。

　本事例は、精肉から母豚（生体を生産した豚）までの追

跡可能性を想定しているが、今後はさまざまな活用が期待

できる。例えば、農場で利用するハンディ端末から給餌や

投薬などの情報を入力できるようにすれば、生産履歴の

トレーサビリティが実現する。また、精肉を購入した消費

者の声を直接農場にフィードバックできるようにすれば、

農場は消費者の声を豚（精肉）の品質向上に役立てるこ

とができる。

　このように今回構築した仕組みは、協会と農場・消費者

を互いに結ぶ「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

として、新しい価値を生む仕組みに成長する可能性を秘め

ている。

(４) オープンワイヤレスが照らす地域の未来

　オープンワイヤレスは、インターネットの水平分業の仕組み

をワイヤレスの技術分野に導入したものである。これらの

中でも地域WiMAXは、市区町村単位での無線通信基盤

として、より地域に密着した地域独自の放送型情報交流を

促進することができる可能性がある。

　従来の放送行政では県域が単位とされ、県域での情報

交流が推進されてきているが、県内のそれぞれの市区町

村の中でのよりマイクロな情報交流については、なかなか

実現し得なかった。地域WiMAXは、市区町村内の各地区

が、それぞれの実情に合った情報交流ができるとともに、

地区間での情報交流にも活用できるものとなる。

　このため、市区町村内の特定の地区を対象とした情報提

供や特定の地区での課題解決に対しての情報交流が行わ

れる可能性があるとともに、住民がより地区を意識した活

動が行われる可能性がある。例えば、地域商店街が、特定

の地区の住民を対象にした情報提供が可能になるなど、地

域活性化に向けた戦略的な取り組みも可能となってくる。

　今回は、そのような取り組みができる可能性について論

述したが、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」を構

築する基盤として、多様な可能性を持つことが期待できる

ものである。

　既にみたように、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

は、ある目的を達成するために形成される人々の協働の仕組み

である。従って、IT基盤上でのコミュニケーションに留まらず、

それが行動へとつながり、目的達成についての一定の成果が測

定されていくものとなる。

　ここでキーとなるのは、地域課題を分析し、その解決のため

の仕組みづくりを考え、進めていく人々であり、さらにその仕

組みに参画して、実際に行動する人々であることは論をまたな

い。この様な人々を醸成し、かつ協働の仕組みづくりを促進し

ていくためには、IT基盤として、どのような機能を持つ必要が

あるか、換言すると、「スマーター･ソーシャル･ストラクチャー」

が生まれるためのIT基盤とはどのようなものかを明確にしてい

くことが必要となる。

　これらは、協働が行われている多くの事例の分析を通して、

その発生や構築･運営を円滑に、効率的に進めていく要因の把

握と ITの活用との関係を検討していくことが必要となる。本稿

で概観した４つの取り組み事例についても、それぞれの論文の

中でこの点に関しての考察も試みられている。IT基盤はあくま

でも、このような人々をサポートしていく、便利で、有効な道具

に過ぎないがしかし、IT基盤の活用により、効率的・効果的に

仕組みづくりが図れることも事実である。

　一方で、IT基盤は全国的に整備が進んでおり、「スマーター・

ソーシャル・ストラクチャー」の構築には、地域資源や地域資産

の格差はあまり無くなってきていると言える。むしろ、その地

域の人々の企画力、実行力が重要であり、ITの活用力があれ

ば、どの地域でも発展の可能性をもつと考えられる。

その意味で、これからは地域の人々が主役になり、地域内ばか

りでなくグローバルに多様な人材や企業、団体等を参加者とし

て組み込んで、地域の活性化を図るための仕組み、即ち、地域

主体で地域独自の「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

の創出が問われ始めているのである。

　はじめは、これらの仕組みは単一の地域課題を解決するため

に創り出されるかもしれない。ただその課題は、外部環境や内

部要因により時間とともに変化していく。また課題解決は、さ

らに高次の課題への取り組みを要求していくかもしれない。こ

のようなことから、仕組み自体も変化を余儀なくされる。

さらにこれらを通して、仕組みを考え・運営する人々の変化や拡

大、それを支援するサポーターの拡大も行われていく。即ち、

課題や目的の変化により仕組み自体も変化・成長を行っていく

ことが必要になる。

　さらに、この仕組みは同様な課題を持つ他の地域へ移植さ

れ、さらにその地域に合わせて独自の形になり、そこでまた地

域の発展とともに、成長していくものともなろう。
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構築を目指して
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1.  はじめに

特集2

概要
　我が国では、光ファイバー網の整備、インターネットの浸透・定着等により、ＩＴ基盤の整備は、かなり進展した

ものとなっている。また、これらの利活用もかなり推進されてきている。

　多くの人 と々の情報交換や多様なコミュニケーションが実現するとともに、それを通して、人々の協働が始まり

つつある。この協働とは単なる結びつきではなく、特定の目的を達成するための「役割分担や行動の仕組み」の

形成である。

　本稿では、人々の結びつきから、行動へとつながっていく仕組み（協働の仕組み）の形成とそれらの実現を促進

していく基盤について検討する。

　このような協働の仕組みは今後、地域課題の解決や地域の発展・成長に重要な要素となっていくものと考え

られ、本特集においては「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」と呼んでいく。

特
集
2

特
集
2

特
集
2

KAWASAKI Kazuhiro

川崎　和裕

● コンサルティング事業部長
● 企業や官公庁のシステム化計画策定、業務改善・改革計画
　策定業務に従事

　これまで、我々は個別企業内や個別の組織内における基幹

システムの構築・運用を行ってきた。それらのシステムは、企

業や組織の人々の活動を有機的に結び付け、連携を促進し、企

業や組織の成長を実現する基盤として機能している。勿論、経

済環境等の変化に、企業や組織が対応していくため、システム

も変化をしてきている。

　一方で、我々は企業や組織の枠にとらわれないシステムの構

築・運用も行ってきている。これらのシステムも前述した企業

内や組織内のシステムと同様、地域の多様な人々の活動を有

機的に結び付け、地域に変化を起こし、新しい成長を実現して

いく一つの基盤となるものである。当然、社会経済環境の変化

　最初に、ITを活用した協働の取り組みについて、これまでの

主要な事例について見ていく。

　長野県茅野市では、「公民協働のパートナーシップによるま

2.  これまでの協働に関する実施事例

　まず、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の概念を整

理したい。ここでは、次の様に規定する。

　①IT基盤の下で、ある目的の達成のための多様な人々による

　　協働の仕組みであり、

　②その仕組みは、外部環境や内部要因の変化に柔軟に対応

　　し、変化・成長していくものである。

　同様な考え方による仕組みづくりは既述したように、これま

で多くの企業や組織において取り組まれてきた。今後は地域の

活性化に対しても、このような仕組みづくりの実践が必要にな

ると考える。何故なら、地域の自律的成長こそが、地域活性化

の本質であり、そのためには地域自身で「学び・成長する仕組

み」を保有することが不可欠と考えるからである。

　そして、この仕組みづくりにおいては、前節で見たように IT

基盤を活用することが有効であり、不可欠となる。

　IT化は、かつては事務処理の機械化による省力化、迅速化、

正確化、非属人化（標準化）と捉えられた。その後、IT化は、情

報の機械化により、（情報の）迅速・正確な収集・伝達、（情報

の）蓄積化、非属人化（共有化）がすすめられてきた。

　即ち、事務処理の機械化と情報の機械化の2つの機械化は、

IT化の特質であるとともに、ある目的を達成するための多様な

人々の活動を有機的に結びつけ、その活動成果を可視化・共有

化させ、必要に応じて活動の軌道修正をし、より高い目的へと

活動を強化していくための仕組みづくりにおけるキーファク

ターであるということが出来る。

3. スマーター・ソーシャル・ストラクチャー
     とＩＴ基盤

5.  今後の展開について

ちづくり」という理念で、ITの活用において、行政と大学、

NPO等との協働化の取り組みが行われている。光ファイバー

による地域イントラネットと情報化拠点（茅野市情報プラ

ザ）、地域ポータルサイト（茅野どっとネット）の整備を行い、

市民の情報リテラシーの向上を図るとともに、地域ポータルサ

イトを通して各種情報提供・情報交流を目指したものである。

情報化拠点における研修活動や地域ポータルサイトでの各種

情報の蓄積等の運営活動には、地域に立地する私立大学、市

民活動団体、NPO法人等が協力・協働している。[３]

　多くの地域で、情報化拠点や地域ポータルサイトの整備が進

められているが、公共セクターが主体的に整備・運営している

ことが一般的であるが、茅野市では公設民営的な形態で実現

されており、IT活用のための協働の仕組みづくりと言える。た

だ、この仕組みのままであると、一方向的な情報の流れやサー

ビス提供に終始しがちとなる。地域課題に対する公民協働へ

の取り組みまで行われていくには、普段における双方向での情

報のやり取りや誰でもがそこへ容易に参加できる仕組みが整

備される必要がある。

　一方、当初から地域の課題に対する議論や地域の人材発掘

等、地域課題の解決に向けて積極的に官民の協働の推進を図

るための ITツールの整備も見られる。長野県上田市では、市

内のコミュニティ活動団体、企業と行政機関が情報を共有し、

協働した取り組みを推進していく ITツールの開発・運用が行

われている。[４] システムの概要を見ると、コミュニティ活動

団体の各種活動情報のお知らせ機能や新たなコミュニティ活

動団体のホームページの作成機能、地域課題の提起や解決に

向けての討議機能等、市民やコミュニティ団体の活動を促進し

ていくための情報共有が図られるよう工夫されている。

　２００７年の論文によると、このシステムの運用により、コミュ

ニティ団体のイベントの告知や地域で話題になっている問題

に対する議論が始まってきているとのことである。[４]

　これらの例でも見られるとおり、地域における多様な主体に

よる協働は、地域活性化への取り組みには重要な要件であり、

そのためには相互の情報共有とそれをベースにした討議や合

意、役割分担に基づいた行動が不可欠になる。これらは、往々

にして時間的・距離的制約等のため、初めから実現が不可能視

されていたか、途中で中断してしまうことが多かったが、上記

に掲げた ITを基盤とした仕組みづくりは、これらの制約を容易

に超えていくことができる可能性があると考えられる。[１]、

[２]、[５]　 図１  IT化の特質とスマーター・ソーシャル・ストラクチャー

　現在、IT基盤上で多くの人々が出会い、多様な交流や活動が

促進されるものとなっている。またそれに伴い、多くの情報

（知識、経験、ノウハウ等）が IT基盤上に蓄積され、それまで

一部の人々や個人の占有となっていたものが、多くの人々の共

有物として開放され、活用されるものとなっている。

　このことは、従来では考えられなかった強力な協力関係や活

動体の形成・構築を可能とするものである。

　例えば、広い範囲からの専門家の結び付きによる頭脳集団

の形成、様々な特技を持つ技術者達によるものづくりチームの

結成等々、ある目的を達成するための最適な人々による協働の

仕組みづくりが可能となっているのである。

　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」とそれを生み出

を受け地域や人々は変化し、新しい問題や課題が発生するが、

それらに対応した行動がとれるよう、システムもまた柔軟に変

化を遂げていっている。

　このような地域の多様な人々の有機的な活動と、それらを支

えていくIT化とを一体的に捉え、「スマーター・ソーシャル・ス

トラクチャー（成長する協働の仕組み）」と呼ぶものとする。

　本稿では、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成

とそれらを実現していく基盤について考察するものである。

図２  スマーター・ソーシャル・ストラクチャーのイメージ

す基盤のイメージを示すと、図２のようになる。

　これは、あくまでイメージであるが、地域内外の多様な主体

の情報交流ができる ITを活用した基盤の下で、そこに参画する

人々によってある目的をもった協働の仕組みが構築・運営され

ていくものとなる。

　今後各地域がそれぞれの地域課題を解決し、かつ継続的に

地域の発展を図っていくためには、それぞれの実情に合った独

自の「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」を創出し、構築

を図っていくことが重要であると考える。

　次章では、このような仕組みづくりにおける当社の取り組み

事例を見ていく。

4. 各事例にみるスマーター・ソーシャル・
     ストラクチャー

　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の取り組み事例

として下記の4つを示す。（１）は市民の知識交流と社会参加

を促進する仕組みづくり、（２）は家庭から出る廃食用油の回

収の仕組みづくり、（３）は国産豚肉の安全確保と品質向上の

ための仕組みづくり、（４）は、「スマーター・ソーシャル・ストラ

クチャー」の有力な IT基盤としての新しい無線通信基盤のポ

テンシャルについて、それぞれ述べたものである。以下で、その

概要について紹介するが、詳細については各論文を参照してほ

しい。

(１) 学び・考え・成長する地域「ラーニング・シティ」－インター

　　ネット市民塾の目指す地域づくり－

　　　高齢化、国際化、地域格差拡大の中で、地域経済の変動

　　や雇用の不安定に対処し、自立経営を目指した地域づくり

　　を進めるのは、行政が集める予算と最大公約的な政策で

　　はもはや難しいことは明白である。地域の自助・互助を育

　　て市民やNPO等が「新しい公共」として地域づくりの担い手

　　となっていくよう大きく期待されるようになって来た。

　　　地域の市民人材を顕在化し、地域全体で知識交流を行

　　うことによって、地域に新しい価値を創造していくことが

　　できないだろうか、それを通して地域の内発的な活力を呼

　　び覚ませないかという問題意識のもと、富山の IT企業か

　　らインターネット市民塾が提唱された。これは市民が保有

　　している知識・経験等を、インターネット上で交流させ、身

　　近な地域に目を向け、課題解決に参加する市民を拡大す

　　る取り組みである。さまざまな経験を持つ市民がともに学

　　びともに成長していくコミュニティを形成することに特色

　　がある。地域課題に対する主体的な取り組みや地域独自

　　の新しい文化を生み出して、地域の成長を実現していこう

　　とするもので、即ち、地域版コミュニティ・オブ・プラクティス

　　と言えるものである。

　　　動きやすい小規模のコミュニティ・オブ･プラクティスがそ

　　れぞれ自己成長していくとともに、それらが有機的に結びつ

　　き地域の中で「知の還流」が生れている。市民塾のネッ

　　トワーク基盤の上に、地域課題等に対する市民間の活発な

　　意見交換やさらに独居老人見守り支援、子育て・介護等働

　　き盛り支援等の新たな仕組みづくりが行われるようになっ

　　ている。まさに、「スマーター・ソーシャル・ストクラチャー」

　　であり、地域全体が学びながら自己成長していく「ラーニン

　　グ・シティ（Learning　City）」を実現する仕組みづくり

　　の実践と言える。

　　　インターネット市民塾は、全国11都道府県に広がってお

　　り、各地域においては、それぞれ独自の市民相互の学びと

　　地域参加の形態が出来上がっている。さらにこれらは、全

　　国の市民塾ネットワークとして相互に情報交流が行われる

　　ものとなっている。市民が誰でも、いつでも参加できるｅ

　　ラーニングシステムや、人のつながりを育てるSNSという

　　一般的な手法を取り入れているが、従来の教育システムや

　　地域づくりのアプローチとどのように違い、ICTの活用が

　　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成にどの

　　ように寄与しているか考えたい。　

(２）家庭系廃食用油回収システム等構築実験にみる仕組みづくり

　　　個々の家庭から発生する廃食用油は量が少なく回収先

　　も多くなるため、回収作業は非常にコストのかかるものと

　　なっている。このため、凝固剤で固める等可燃ごみとして

　　処理することが多く行われているが、ときには、台所の排

　　水溝へ廃棄されることもままある。これがオイルボールの

　　原因となり、東京湾の環境に悪影響を及ぼしたのはまだ

　　記憶に新しいことである。

　　　一方、廃食用油は回収・リサイクルにより地域資源となり、

　　特にバイオ燃料化は近年注目を集めるものとなっている。

　　　回収が促進されるためには、家庭からの排出の利便性

　　と回収業者が採算の取れる回収量を確保出来ることの両

　　方を実現できる仕組みの考案・構築が必要になる。

　　　家庭の利便性を考えると、いつでも排出ができることが

　　望ましい。一方、回収業者は、回収に行く前に、回収量が前

　　もって把握できるようにすればよい。このため、センサー

　　を組み込んだ回収ポストを常時設置し、そのポストの蓄油

　　量データが定期的に回収業者に送られる仕組みを構築し

　　た。回収ポストから毎日定時に運用センターに自動的に

　　PHS回線を使って蓄油量データを送る。そのデータは、

　　運用センターから回収業者にFAXで送られる。回収業者

　　は、そのデータを見ながら最も効率的に回収ができる方法

　　を採る。この仕組みを円滑に運用するには、回収ポスト周

　　りの整備や化石燃料の非混入、防火意識の啓発活動も必

　　要になる。即ち、地域住民による協働が必要になる。

　　　さらに、廃食用油の回収は、リサイクルへと発展するこ

　　とにより地域資源の創出や地域環境の保全を実現する仕

　　組みへと成長していくことができる。このようなことによ

　　り、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成につ

　　ながっていくものとなる

(３) 豚肉トレーサビリティの仕組みづくり－実証試験と今後の

　　展望－

　BSE発生を契機とする牛肉トレーサビリティ法の制定

により精肉から生体までの追跡が可能となり、国産牛肉

の安全性は高まった。しかしながら、国産豚肉においては

旧来の商習慣から、生体の生産から精肉の販売までの一

貫した管理が難しい状況にある。このような中で、当社の

お客さまである（社）日本養豚協会様（以下、協会）は、精

肉から生体までの追跡可能性（トレーサビリティ）を長年

にわたって研究してきた。

　本事例は、ITを活用した実証実験として、精肉から生体

（精肉を生産した母豚）までを追跡できるトレーサビリ

ティシステムを構築したものである。その仕組みは、協会

がモデル農場・DNA解析機関と連携の上、次のように実

現する。

　まずモデル農場では、母豚に耳標（耳に挟み込む識別

子）を取り付けると同時にDNA検体を採取して、DNA解

析機関に送付しておく。次に、母豚が将来精肉として出荷

される子豚を分娩したとき、子豚にも耳標を取り付けてお

く。この母豚・子豚に耳標を取り付けるタイミングで、耳

標に埋め込まれたICタグの情報をハンディ端末に実装し

たRFID技術で読み取り、母豚や子豚の情報とともに協会

のデータベースに送信する。一方DNA解析機関では、検

体のDNA情報を解析して協会にデータとして送付する。

最後に協会では、これらの情報を関連付けてデータベース

に蓄積する。この関連付けにより、モデル農場から出荷さ

れた子豚がいかなる流通の過程を経ても、精肉として

DNA検体が採取できる限りはそのDNA情報と協会の

データベースに蓄積されている母豚情報との親子関係の

照合によって、精肉から母豚までの追跡が可能となる。

　本事例は、精肉から母豚（生体を生産した豚）までの追

跡可能性を想定しているが、今後はさまざまな活用が期待

できる。例えば、農場で利用するハンディ端末から給餌や

投薬などの情報を入力できるようにすれば、生産履歴の

トレーサビリティが実現する。また、精肉を購入した消費

者の声を直接農場にフィードバックできるようにすれば、

農場は消費者の声を豚（精肉）の品質向上に役立てるこ

とができる。

　このように今回構築した仕組みは、協会と農場・消費者

を互いに結ぶ「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

として、新しい価値を生む仕組みに成長する可能性を秘め

ている。

(４) オープンワイヤレスが照らす地域の未来

　オープンワイヤレスは、インターネットの水平分業の仕組み

をワイヤレスの技術分野に導入したものである。これらの

中でも地域WiMAXは、市区町村単位での無線通信基盤

として、より地域に密着した地域独自の放送型情報交流を

促進することができる可能性がある。

　従来の放送行政では県域が単位とされ、県域での情報

交流が推進されてきているが、県内のそれぞれの市区町

村の中でのよりマイクロな情報交流については、なかなか

実現し得なかった。地域WiMAXは、市区町村内の各地区

が、それぞれの実情に合った情報交流ができるとともに、

地区間での情報交流にも活用できるものとなる。

　このため、市区町村内の特定の地区を対象とした情報提

供や特定の地区での課題解決に対しての情報交流が行わ

れる可能性があるとともに、住民がより地区を意識した活

動が行われる可能性がある。例えば、地域商店街が、特定

の地区の住民を対象にした情報提供が可能になるなど、地

域活性化に向けた戦略的な取り組みも可能となってくる。

　今回は、そのような取り組みができる可能性について論

述したが、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」を構

築する基盤として、多様な可能性を持つことが期待できる

ものである。

　既にみたように、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

は、ある目的を達成するために形成される人々の協働の仕組み

である。従って、IT基盤上でのコミュニケーションに留まらず、

それが行動へとつながり、目的達成についての一定の成果が測

定されていくものとなる。

　ここでキーとなるのは、地域課題を分析し、その解決のため

の仕組みづくりを考え、進めていく人々であり、さらにその仕

組みに参画して、実際に行動する人々であることは論をまたな

い。この様な人々を醸成し、かつ協働の仕組みづくりを促進し

ていくためには、IT基盤として、どのような機能を持つ必要が

あるか、換言すると、「スマーター･ソーシャル･ストラクチャー」

が生まれるためのIT基盤とはどのようなものかを明確にしてい

くことが必要となる。

　これらは、協働が行われている多くの事例の分析を通して、

その発生や構築･運営を円滑に、効率的に進めていく要因の把

握と ITの活用との関係を検討していくことが必要となる。本稿

で概観した４つの取り組み事例についても、それぞれの論文の

中でこの点に関しての考察も試みられている。IT基盤はあくま

でも、このような人々をサポートしていく、便利で、有効な道具

に過ぎないがしかし、IT基盤の活用により、効率的・効果的に

仕組みづくりが図れることも事実である。

　一方で、IT基盤は全国的に整備が進んでおり、「スマーター・

ソーシャル・ストラクチャー」の構築には、地域資源や地域資産

の格差はあまり無くなってきていると言える。むしろ、その地

域の人々の企画力、実行力が重要であり、ITの活用力があれ

ば、どの地域でも発展の可能性をもつと考えられる。

その意味で、これからは地域の人々が主役になり、地域内ばか

りでなくグローバルに多様な人材や企業、団体等を参加者とし

て組み込んで、地域の活性化を図るための仕組み、即ち、地域

主体で地域独自の「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

の創出が問われ始めているのである。

　はじめは、これらの仕組みは単一の地域課題を解決するため

に創り出されるかもしれない。ただその課題は、外部環境や内

部要因により時間とともに変化していく。また課題解決は、さ

らに高次の課題への取り組みを要求していくかもしれない。こ

のようなことから、仕組み自体も変化を余儀なくされる。

さらにこれらを通して、仕組みを考え・運営する人々の変化や拡

大、それを支援するサポーターの拡大も行われていく。即ち、

課題や目的の変化により仕組み自体も変化・成長を行っていく

ことが必要になる。

　さらに、この仕組みは同様な課題を持つ他の地域へ移植さ

れ、さらにその地域に合わせて独自の形になり、そこでまた地

域の発展とともに、成長していくものともなろう。
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1.  はじめに

特集2

概要
　我が国では、光ファイバー網の整備、インターネットの浸透・定着等により、ＩＴ基盤の整備は、かなり進展した

ものとなっている。また、これらの利活用もかなり推進されてきている。

　多くの人 と々の情報交換や多様なコミュニケーションが実現するとともに、それを通して、人々の協働が始まり

つつある。この協働とは単なる結びつきではなく、特定の目的を達成するための「役割分担や行動の仕組み」の

形成である。

　本稿では、人々の結びつきから、行動へとつながっていく仕組み（協働の仕組み）の形成とそれらの実現を促進

していく基盤について検討する。

　このような協働の仕組みは今後、地域課題の解決や地域の発展・成長に重要な要素となっていくものと考え

られ、本特集においては「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」と呼んでいく。
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集
2
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集
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集
2

KAWASAKI Kazuhiro

川崎　和裕

● コンサルティング事業部長
● 企業や官公庁のシステム化計画策定、業務改善・改革計画
　策定業務に従事

　これまで、我々は個別企業内や個別の組織内における基幹

システムの構築・運用を行ってきた。それらのシステムは、企

業や組織の人々の活動を有機的に結び付け、連携を促進し、企

業や組織の成長を実現する基盤として機能している。勿論、経

済環境等の変化に、企業や組織が対応していくため、システム

も変化をしてきている。

　一方で、我々は企業や組織の枠にとらわれないシステムの構

築・運用も行ってきている。これらのシステムも前述した企業

内や組織内のシステムと同様、地域の多様な人々の活動を有

機的に結び付け、地域に変化を起こし、新しい成長を実現して

いく一つの基盤となるものである。当然、社会経済環境の変化

　最初に、ITを活用した協働の取り組みについて、これまでの

主要な事例について見ていく。

　長野県茅野市では、「公民協働のパートナーシップによるま

2.  これまでの協働に関する実施事例

　まず、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の概念を整

理したい。ここでは、次の様に規定する。

　①IT基盤の下で、ある目的の達成のための多様な人々による

　　協働の仕組みであり、

　②その仕組みは、外部環境や内部要因の変化に柔軟に対応

　　し、変化・成長していくものである。

　同様な考え方による仕組みづくりは既述したように、これま

で多くの企業や組織において取り組まれてきた。今後は地域の

活性化に対しても、このような仕組みづくりの実践が必要にな

ると考える。何故なら、地域の自律的成長こそが、地域活性化

の本質であり、そのためには地域自身で「学び・成長する仕組

み」を保有することが不可欠と考えるからである。

　そして、この仕組みづくりにおいては、前節で見たように IT

基盤を活用することが有効であり、不可欠となる。

　IT化は、かつては事務処理の機械化による省力化、迅速化、

正確化、非属人化（標準化）と捉えられた。その後、IT化は、情

報の機械化により、（情報の）迅速・正確な収集・伝達、（情報

の）蓄積化、非属人化（共有化）がすすめられてきた。

　即ち、事務処理の機械化と情報の機械化の2つの機械化は、

IT化の特質であるとともに、ある目的を達成するための多様な

人々の活動を有機的に結びつけ、その活動成果を可視化・共有

化させ、必要に応じて活動の軌道修正をし、より高い目的へと

活動を強化していくための仕組みづくりにおけるキーファク

ターであるということが出来る。

3. スマーター・ソーシャル・ストラクチャー
     とＩＴ基盤

5.  今後の展開について

ちづくり」という理念で、ITの活用において、行政と大学、

NPO等との協働化の取り組みが行われている。光ファイバー

による地域イントラネットと情報化拠点（茅野市情報プラ

ザ）、地域ポータルサイト（茅野どっとネット）の整備を行い、

市民の情報リテラシーの向上を図るとともに、地域ポータルサ

イトを通して各種情報提供・情報交流を目指したものである。

情報化拠点における研修活動や地域ポータルサイトでの各種

情報の蓄積等の運営活動には、地域に立地する私立大学、市

民活動団体、NPO法人等が協力・協働している。[３]

　多くの地域で、情報化拠点や地域ポータルサイトの整備が進

められているが、公共セクターが主体的に整備・運営している

ことが一般的であるが、茅野市では公設民営的な形態で実現

されており、IT活用のための協働の仕組みづくりと言える。た

だ、この仕組みのままであると、一方向的な情報の流れやサー

ビス提供に終始しがちとなる。地域課題に対する公民協働へ

の取り組みまで行われていくには、普段における双方向での情

報のやり取りや誰でもがそこへ容易に参加できる仕組みが整

備される必要がある。

　一方、当初から地域の課題に対する議論や地域の人材発掘

等、地域課題の解決に向けて積極的に官民の協働の推進を図

るための ITツールの整備も見られる。長野県上田市では、市

内のコミュニティ活動団体、企業と行政機関が情報を共有し、

協働した取り組みを推進していく ITツールの開発・運用が行

われている。[４] システムの概要を見ると、コミュニティ活動

団体の各種活動情報のお知らせ機能や新たなコミュニティ活

動団体のホームページの作成機能、地域課題の提起や解決に

向けての討議機能等、市民やコミュニティ団体の活動を促進し

ていくための情報共有が図られるよう工夫されている。

　２００７年の論文によると、このシステムの運用により、コミュ

ニティ団体のイベントの告知や地域で話題になっている問題

に対する議論が始まってきているとのことである。[４]

　これらの例でも見られるとおり、地域における多様な主体に

よる協働は、地域活性化への取り組みには重要な要件であり、

そのためには相互の情報共有とそれをベースにした討議や合

意、役割分担に基づいた行動が不可欠になる。これらは、往々

にして時間的・距離的制約等のため、初めから実現が不可能視

されていたか、途中で中断してしまうことが多かったが、上記

に掲げた ITを基盤とした仕組みづくりは、これらの制約を容易

に超えていくことができる可能性があると考えられる。[１]、

[２]、[５]　 図１  IT化の特質とスマーター・ソーシャル・ストラクチャー

　現在、IT基盤上で多くの人々が出会い、多様な交流や活動が

促進されるものとなっている。またそれに伴い、多くの情報

（知識、経験、ノウハウ等）が IT基盤上に蓄積され、それまで

一部の人々や個人の占有となっていたものが、多くの人々の共

有物として開放され、活用されるものとなっている。

　このことは、従来では考えられなかった強力な協力関係や活

動体の形成・構築を可能とするものである。

　例えば、広い範囲からの専門家の結び付きによる頭脳集団

の形成、様々な特技を持つ技術者達によるものづくりチームの

結成等々、ある目的を達成するための最適な人々による協働の

仕組みづくりが可能となっているのである。

　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」とそれを生み出

を受け地域や人々は変化し、新しい問題や課題が発生するが、

それらに対応した行動がとれるよう、システムもまた柔軟に変

化を遂げていっている。

　このような地域の多様な人々の有機的な活動と、それらを支

えていくIT化とを一体的に捉え、「スマーター・ソーシャル・ス

トラクチャー（成長する協働の仕組み）」と呼ぶものとする。

　本稿では、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成

とそれらを実現していく基盤について考察するものである。

図２  スマーター・ソーシャル・ストラクチャーのイメージ

す基盤のイメージを示すと、図２のようになる。

　これは、あくまでイメージであるが、地域内外の多様な主体

の情報交流ができる ITを活用した基盤の下で、そこに参画する

人々によってある目的をもった協働の仕組みが構築・運営され

ていくものとなる。

　今後各地域がそれぞれの地域課題を解決し、かつ継続的に

地域の発展を図っていくためには、それぞれの実情に合った独

自の「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」を創出し、構築

を図っていくことが重要であると考える。

　次章では、このような仕組みづくりにおける当社の取り組み

事例を見ていく。

4. 各事例にみるスマーター・ソーシャル・
     ストラクチャー

　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の取り組み事例

として下記の4つを示す。（１）は市民の知識交流と社会参加

を促進する仕組みづくり、（２）は家庭から出る廃食用油の回

収の仕組みづくり、（３）は国産豚肉の安全確保と品質向上の

ための仕組みづくり、（４）は、「スマーター・ソーシャル・ストラ

クチャー」の有力な IT基盤としての新しい無線通信基盤のポ

テンシャルについて、それぞれ述べたものである。以下で、その

概要について紹介するが、詳細については各論文を参照してほ

しい。

(１) 学び・考え・成長する地域「ラーニング・シティ」－インター

　　ネット市民塾の目指す地域づくり－

　　　高齢化、国際化、地域格差拡大の中で、地域経済の変動

　　や雇用の不安定に対処し、自立経営を目指した地域づくり

　　を進めるのは、行政が集める予算と最大公約的な政策で

　　はもはや難しいことは明白である。地域の自助・互助を育

　　て市民やNPO等が「新しい公共」として地域づくりの担い手

　　となっていくよう大きく期待されるようになって来た。

　　　地域の市民人材を顕在化し、地域全体で知識交流を行

　　うことによって、地域に新しい価値を創造していくことが

　　できないだろうか、それを通して地域の内発的な活力を呼

　　び覚ませないかという問題意識のもと、富山の IT企業か

　　らインターネット市民塾が提唱された。これは市民が保有

　　している知識・経験等を、インターネット上で交流させ、身

　　近な地域に目を向け、課題解決に参加する市民を拡大す

　　る取り組みである。さまざまな経験を持つ市民がともに学

　　びともに成長していくコミュニティを形成することに特色

　　がある。地域課題に対する主体的な取り組みや地域独自

　　の新しい文化を生み出して、地域の成長を実現していこう

　　とするもので、即ち、地域版コミュニティ・オブ・プラクティス

　　と言えるものである。

　　　動きやすい小規模のコミュニティ・オブ･プラクティスがそ

　　れぞれ自己成長していくとともに、それらが有機的に結びつ

　　き地域の中で「知の還流」が生れている。市民塾のネッ

　　トワーク基盤の上に、地域課題等に対する市民間の活発な

　　意見交換やさらに独居老人見守り支援、子育て・介護等働

　　き盛り支援等の新たな仕組みづくりが行われるようになっ

　　ている。まさに、「スマーター・ソーシャル・ストクラチャー」

　　であり、地域全体が学びながら自己成長していく「ラーニン

　　グ・シティ（Learning　City）」を実現する仕組みづくり

　　の実践と言える。

　　　インターネット市民塾は、全国11都道府県に広がってお

　　り、各地域においては、それぞれ独自の市民相互の学びと

　　地域参加の形態が出来上がっている。さらにこれらは、全

　　国の市民塾ネットワークとして相互に情報交流が行われる

　　ものとなっている。市民が誰でも、いつでも参加できるｅ

　　ラーニングシステムや、人のつながりを育てるSNSという

　　一般的な手法を取り入れているが、従来の教育システムや

　　地域づくりのアプローチとどのように違い、ICTの活用が

　　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成にどの

　　ように寄与しているか考えたい。　

(２）家庭系廃食用油回収システム等構築実験にみる仕組みづくり

　　　個々の家庭から発生する廃食用油は量が少なく回収先

　　も多くなるため、回収作業は非常にコストのかかるものと

　　なっている。このため、凝固剤で固める等可燃ごみとして

　　処理することが多く行われているが、ときには、台所の排

　　水溝へ廃棄されることもままある。これがオイルボールの

　　原因となり、東京湾の環境に悪影響を及ぼしたのはまだ

　　記憶に新しいことである。

　　　一方、廃食用油は回収・リサイクルにより地域資源となり、

　　特にバイオ燃料化は近年注目を集めるものとなっている。

　　　回収が促進されるためには、家庭からの排出の利便性

　　と回収業者が採算の取れる回収量を確保出来ることの両

　　方を実現できる仕組みの考案・構築が必要になる。

　　　家庭の利便性を考えると、いつでも排出ができることが

　　望ましい。一方、回収業者は、回収に行く前に、回収量が前

　　もって把握できるようにすればよい。このため、センサー

　　を組み込んだ回収ポストを常時設置し、そのポストの蓄油

　　量データが定期的に回収業者に送られる仕組みを構築し

　　た。回収ポストから毎日定時に運用センターに自動的に

　　PHS回線を使って蓄油量データを送る。そのデータは、

　　運用センターから回収業者にFAXで送られる。回収業者

　　は、そのデータを見ながら最も効率的に回収ができる方法

　　を採る。この仕組みを円滑に運用するには、回収ポスト周

　　りの整備や化石燃料の非混入、防火意識の啓発活動も必

　　要になる。即ち、地域住民による協働が必要になる。

　　　さらに、廃食用油の回収は、リサイクルへと発展するこ

　　とにより地域資源の創出や地域環境の保全を実現する仕

　　組みへと成長していくことができる。このようなことによ

　　り、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成につ

　　ながっていくものとなる

(３) 豚肉トレーサビリティの仕組みづくり－実証試験と今後の

　　展望－

　BSE発生を契機とする牛肉トレーサビリティ法の制定

により精肉から生体までの追跡が可能となり、国産牛肉

の安全性は高まった。しかしながら、国産豚肉においては

旧来の商習慣から、生体の生産から精肉の販売までの一

貫した管理が難しい状況にある。このような中で、当社の

お客さまである（社）日本養豚協会様（以下、協会）は、精

肉から生体までの追跡可能性（トレーサビリティ）を長年

にわたって研究してきた。

　本事例は、ITを活用した実証実験として、精肉から生体

（精肉を生産した母豚）までを追跡できるトレーサビリ

ティシステムを構築したものである。その仕組みは、協会

がモデル農場・DNA解析機関と連携の上、次のように実

現する。

　まずモデル農場では、母豚に耳標（耳に挟み込む識別

子）を取り付けると同時にDNA検体を採取して、DNA解

析機関に送付しておく。次に、母豚が将来精肉として出荷

される子豚を分娩したとき、子豚にも耳標を取り付けてお

く。この母豚・子豚に耳標を取り付けるタイミングで、耳

標に埋め込まれたICタグの情報をハンディ端末に実装し

たRFID技術で読み取り、母豚や子豚の情報とともに協会

のデータベースに送信する。一方DNA解析機関では、検

体のDNA情報を解析して協会にデータとして送付する。

最後に協会では、これらの情報を関連付けてデータベース

に蓄積する。この関連付けにより、モデル農場から出荷さ

れた子豚がいかなる流通の過程を経ても、精肉として

DNA検体が採取できる限りはそのDNA情報と協会の

データベースに蓄積されている母豚情報との親子関係の

照合によって、精肉から母豚までの追跡が可能となる。

　本事例は、精肉から母豚（生体を生産した豚）までの追

跡可能性を想定しているが、今後はさまざまな活用が期待

できる。例えば、農場で利用するハンディ端末から給餌や

投薬などの情報を入力できるようにすれば、生産履歴の

トレーサビリティが実現する。また、精肉を購入した消費

者の声を直接農場にフィードバックできるようにすれば、

農場は消費者の声を豚（精肉）の品質向上に役立てるこ

とができる。

　このように今回構築した仕組みは、協会と農場・消費者

を互いに結ぶ「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

として、新しい価値を生む仕組みに成長する可能性を秘め

ている。

(４) オープンワイヤレスが照らす地域の未来

　オープンワイヤレスは、インターネットの水平分業の仕組み

をワイヤレスの技術分野に導入したものである。これらの

中でも地域WiMAXは、市区町村単位での無線通信基盤

として、より地域に密着した地域独自の放送型情報交流を

促進することができる可能性がある。

　従来の放送行政では県域が単位とされ、県域での情報

交流が推進されてきているが、県内のそれぞれの市区町

村の中でのよりマイクロな情報交流については、なかなか

実現し得なかった。地域WiMAXは、市区町村内の各地区

が、それぞれの実情に合った情報交流ができるとともに、

地区間での情報交流にも活用できるものとなる。

　このため、市区町村内の特定の地区を対象とした情報提

供や特定の地区での課題解決に対しての情報交流が行わ

れる可能性があるとともに、住民がより地区を意識した活

動が行われる可能性がある。例えば、地域商店街が、特定

の地区の住民を対象にした情報提供が可能になるなど、地

域活性化に向けた戦略的な取り組みも可能となってくる。

　今回は、そのような取り組みができる可能性について論

述したが、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」を構

築する基盤として、多様な可能性を持つことが期待できる

ものである。

　既にみたように、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

は、ある目的を達成するために形成される人々の協働の仕組み

である。従って、IT基盤上でのコミュニケーションに留まらず、

それが行動へとつながり、目的達成についての一定の成果が測

定されていくものとなる。

　ここでキーとなるのは、地域課題を分析し、その解決のため

の仕組みづくりを考え、進めていく人々であり、さらにその仕

組みに参画して、実際に行動する人々であることは論をまたな

い。この様な人々を醸成し、かつ協働の仕組みづくりを促進し

ていくためには、IT基盤として、どのような機能を持つ必要が

あるか、換言すると、「スマーター･ソーシャル･ストラクチャー」

が生まれるためのIT基盤とはどのようなものかを明確にしてい

くことが必要となる。

　これらは、協働が行われている多くの事例の分析を通して、

その発生や構築･運営を円滑に、効率的に進めていく要因の把

握と ITの活用との関係を検討していくことが必要となる。本稿

で概観した４つの取り組み事例についても、それぞれの論文の

中でこの点に関しての考察も試みられている。IT基盤はあくま

でも、このような人々をサポートしていく、便利で、有効な道具

に過ぎないがしかし、IT基盤の活用により、効率的・効果的に

仕組みづくりが図れることも事実である。

　一方で、IT基盤は全国的に整備が進んでおり、「スマーター・

ソーシャル・ストラクチャー」の構築には、地域資源や地域資産

の格差はあまり無くなってきていると言える。むしろ、その地

域の人々の企画力、実行力が重要であり、ITの活用力があれ

ば、どの地域でも発展の可能性をもつと考えられる。

その意味で、これからは地域の人々が主役になり、地域内ばか

りでなくグローバルに多様な人材や企業、団体等を参加者とし

て組み込んで、地域の活性化を図るための仕組み、即ち、地域

主体で地域独自の「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

の創出が問われ始めているのである。

　はじめは、これらの仕組みは単一の地域課題を解決するため

に創り出されるかもしれない。ただその課題は、外部環境や内

部要因により時間とともに変化していく。また課題解決は、さ

らに高次の課題への取り組みを要求していくかもしれない。こ

のようなことから、仕組み自体も変化を余儀なくされる。

さらにこれらを通して、仕組みを考え・運営する人々の変化や拡

大、それを支援するサポーターの拡大も行われていく。即ち、

課題や目的の変化により仕組み自体も変化・成長を行っていく

ことが必要になる。

　さらに、この仕組みは同様な課題を持つ他の地域へ移植さ

れ、さらにその地域に合わせて独自の形になり、そこでまた地

域の発展とともに、成長していくものともなろう。
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構築を目指して
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1.  はじめに

特集2

概要
　我が国では、光ファイバー網の整備、インターネットの浸透・定着等により、ＩＴ基盤の整備は、かなり進展した

ものとなっている。また、これらの利活用もかなり推進されてきている。

　多くの人 と々の情報交換や多様なコミュニケーションが実現するとともに、それを通して、人々の協働が始まり

つつある。この協働とは単なる結びつきではなく、特定の目的を達成するための「役割分担や行動の仕組み」の

形成である。

　本稿では、人々の結びつきから、行動へとつながっていく仕組み（協働の仕組み）の形成とそれらの実現を促進

していく基盤について検討する。

　このような協働の仕組みは今後、地域課題の解決や地域の発展・成長に重要な要素となっていくものと考え

られ、本特集においては「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」と呼んでいく。

特
集
2

特
集
2

特
集
2

KAWASAKI Kazuhiro

川崎　和裕

● コンサルティング事業部長
● 企業や官公庁のシステム化計画策定、業務改善・改革計画
　策定業務に従事

　これまで、我々は個別企業内や個別の組織内における基幹

システムの構築・運用を行ってきた。それらのシステムは、企

業や組織の人々の活動を有機的に結び付け、連携を促進し、企

業や組織の成長を実現する基盤として機能している。勿論、経

済環境等の変化に、企業や組織が対応していくため、システム

も変化をしてきている。

　一方で、我々は企業や組織の枠にとらわれないシステムの構

築・運用も行ってきている。これらのシステムも前述した企業

内や組織内のシステムと同様、地域の多様な人々の活動を有

機的に結び付け、地域に変化を起こし、新しい成長を実現して

いく一つの基盤となるものである。当然、社会経済環境の変化

　最初に、ITを活用した協働の取り組みについて、これまでの

主要な事例について見ていく。

　長野県茅野市では、「公民協働のパートナーシップによるま

2.  これまでの協働に関する実施事例

　まず、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の概念を整

理したい。ここでは、次の様に規定する。

　①IT基盤の下で、ある目的の達成のための多様な人々による

　　協働の仕組みであり、

　②その仕組みは、外部環境や内部要因の変化に柔軟に対応

　　し、変化・成長していくものである。

　同様な考え方による仕組みづくりは既述したように、これま

で多くの企業や組織において取り組まれてきた。今後は地域の

活性化に対しても、このような仕組みづくりの実践が必要にな

ると考える。何故なら、地域の自律的成長こそが、地域活性化

の本質であり、そのためには地域自身で「学び・成長する仕組

み」を保有することが不可欠と考えるからである。

　そして、この仕組みづくりにおいては、前節で見たように IT

基盤を活用することが有効であり、不可欠となる。

　IT化は、かつては事務処理の機械化による省力化、迅速化、

正確化、非属人化（標準化）と捉えられた。その後、IT化は、情

報の機械化により、（情報の）迅速・正確な収集・伝達、（情報

の）蓄積化、非属人化（共有化）がすすめられてきた。

　即ち、事務処理の機械化と情報の機械化の2つの機械化は、

IT化の特質であるとともに、ある目的を達成するための多様な

人々の活動を有機的に結びつけ、その活動成果を可視化・共有

化させ、必要に応じて活動の軌道修正をし、より高い目的へと

活動を強化していくための仕組みづくりにおけるキーファク

ターであるということが出来る。

3. スマーター・ソーシャル・ストラクチャー
     とＩＴ基盤

5.  今後の展開について

ちづくり」という理念で、ITの活用において、行政と大学、

NPO等との協働化の取り組みが行われている。光ファイバー

による地域イントラネットと情報化拠点（茅野市情報プラ

ザ）、地域ポータルサイト（茅野どっとネット）の整備を行い、

市民の情報リテラシーの向上を図るとともに、地域ポータルサ

イトを通して各種情報提供・情報交流を目指したものである。

情報化拠点における研修活動や地域ポータルサイトでの各種

情報の蓄積等の運営活動には、地域に立地する私立大学、市

民活動団体、NPO法人等が協力・協働している。[３]

　多くの地域で、情報化拠点や地域ポータルサイトの整備が進

められているが、公共セクターが主体的に整備・運営している

ことが一般的であるが、茅野市では公設民営的な形態で実現

されており、IT活用のための協働の仕組みづくりと言える。た

だ、この仕組みのままであると、一方向的な情報の流れやサー

ビス提供に終始しがちとなる。地域課題に対する公民協働へ

の取り組みまで行われていくには、普段における双方向での情

報のやり取りや誰でもがそこへ容易に参加できる仕組みが整

備される必要がある。

　一方、当初から地域の課題に対する議論や地域の人材発掘

等、地域課題の解決に向けて積極的に官民の協働の推進を図

るための ITツールの整備も見られる。長野県上田市では、市

内のコミュニティ活動団体、企業と行政機関が情報を共有し、

協働した取り組みを推進していく ITツールの開発・運用が行

われている。[４] システムの概要を見ると、コミュニティ活動

団体の各種活動情報のお知らせ機能や新たなコミュニティ活

動団体のホームページの作成機能、地域課題の提起や解決に

向けての討議機能等、市民やコミュニティ団体の活動を促進し

ていくための情報共有が図られるよう工夫されている。

　２００７年の論文によると、このシステムの運用により、コミュ

ニティ団体のイベントの告知や地域で話題になっている問題

に対する議論が始まってきているとのことである。[４]

　これらの例でも見られるとおり、地域における多様な主体に

よる協働は、地域活性化への取り組みには重要な要件であり、

そのためには相互の情報共有とそれをベースにした討議や合

意、役割分担に基づいた行動が不可欠になる。これらは、往々

にして時間的・距離的制約等のため、初めから実現が不可能視

されていたか、途中で中断してしまうことが多かったが、上記

に掲げた ITを基盤とした仕組みづくりは、これらの制約を容易

に超えていくことができる可能性があると考えられる。[１]、

[２]、[５]　 図１  IT化の特質とスマーター・ソーシャル・ストラクチャー

　現在、IT基盤上で多くの人々が出会い、多様な交流や活動が

促進されるものとなっている。またそれに伴い、多くの情報

（知識、経験、ノウハウ等）が IT基盤上に蓄積され、それまで

一部の人々や個人の占有となっていたものが、多くの人々の共

有物として開放され、活用されるものとなっている。

　このことは、従来では考えられなかった強力な協力関係や活

動体の形成・構築を可能とするものである。

　例えば、広い範囲からの専門家の結び付きによる頭脳集団

の形成、様々な特技を持つ技術者達によるものづくりチームの

結成等々、ある目的を達成するための最適な人々による協働の

仕組みづくりが可能となっているのである。

　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」とそれを生み出

を受け地域や人々は変化し、新しい問題や課題が発生するが、

それらに対応した行動がとれるよう、システムもまた柔軟に変

化を遂げていっている。

　このような地域の多様な人々の有機的な活動と、それらを支

えていくIT化とを一体的に捉え、「スマーター・ソーシャル・ス

トラクチャー（成長する協働の仕組み）」と呼ぶものとする。

　本稿では、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成

とそれらを実現していく基盤について考察するものである。

図２  スマーター・ソーシャル・ストラクチャーのイメージ

す基盤のイメージを示すと、図２のようになる。

　これは、あくまでイメージであるが、地域内外の多様な主体

の情報交流ができる ITを活用した基盤の下で、そこに参画する

人々によってある目的をもった協働の仕組みが構築・運営され

ていくものとなる。

　今後各地域がそれぞれの地域課題を解決し、かつ継続的に

地域の発展を図っていくためには、それぞれの実情に合った独

自の「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」を創出し、構築

を図っていくことが重要であると考える。

　次章では、このような仕組みづくりにおける当社の取り組み

事例を見ていく。

4. 各事例にみるスマーター・ソーシャル・
     ストラクチャー

　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の取り組み事例

として下記の4つを示す。（１）は市民の知識交流と社会参加

を促進する仕組みづくり、（２）は家庭から出る廃食用油の回

収の仕組みづくり、（３）は国産豚肉の安全確保と品質向上の

ための仕組みづくり、（４）は、「スマーター・ソーシャル・ストラ

クチャー」の有力な IT基盤としての新しい無線通信基盤のポ

テンシャルについて、それぞれ述べたものである。以下で、その

概要について紹介するが、詳細については各論文を参照してほ

しい。

(１) 学び・考え・成長する地域「ラーニング・シティ」－インター

　　ネット市民塾の目指す地域づくり－

　　　高齢化、国際化、地域格差拡大の中で、地域経済の変動

　　や雇用の不安定に対処し、自立経営を目指した地域づくり

　　を進めるのは、行政が集める予算と最大公約的な政策で

　　はもはや難しいことは明白である。地域の自助・互助を育

　　て市民やNPO等が「新しい公共」として地域づくりの担い手

　　となっていくよう大きく期待されるようになって来た。

　　　地域の市民人材を顕在化し、地域全体で知識交流を行

　　うことによって、地域に新しい価値を創造していくことが

　　できないだろうか、それを通して地域の内発的な活力を呼

　　び覚ませないかという問題意識のもと、富山の IT企業か

　　らインターネット市民塾が提唱された。これは市民が保有

　　している知識・経験等を、インターネット上で交流させ、身

　　近な地域に目を向け、課題解決に参加する市民を拡大す

　　る取り組みである。さまざまな経験を持つ市民がともに学

　　びともに成長していくコミュニティを形成することに特色

　　がある。地域課題に対する主体的な取り組みや地域独自

　　の新しい文化を生み出して、地域の成長を実現していこう

　　とするもので、即ち、地域版コミュニティ・オブ・プラクティス

　　と言えるものである。

　　　動きやすい小規模のコミュニティ・オブ･プラクティスがそ

　　れぞれ自己成長していくとともに、それらが有機的に結びつ

　　き地域の中で「知の還流」が生れている。市民塾のネッ

　　トワーク基盤の上に、地域課題等に対する市民間の活発な

　　意見交換やさらに独居老人見守り支援、子育て・介護等働

　　き盛り支援等の新たな仕組みづくりが行われるようになっ

　　ている。まさに、「スマーター・ソーシャル・ストクラチャー」

　　であり、地域全体が学びながら自己成長していく「ラーニン

　　グ・シティ（Learning　City）」を実現する仕組みづくり

　　の実践と言える。

　　　インターネット市民塾は、全国11都道府県に広がってお

　　り、各地域においては、それぞれ独自の市民相互の学びと

　　地域参加の形態が出来上がっている。さらにこれらは、全

　　国の市民塾ネットワークとして相互に情報交流が行われる

　　ものとなっている。市民が誰でも、いつでも参加できるｅ

　　ラーニングシステムや、人のつながりを育てるSNSという

　　一般的な手法を取り入れているが、従来の教育システムや

　　地域づくりのアプローチとどのように違い、ICTの活用が

　　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成にどの

　　ように寄与しているか考えたい。　

(２）家庭系廃食用油回収システム等構築実験にみる仕組みづくり

　　　個々の家庭から発生する廃食用油は量が少なく回収先

　　も多くなるため、回収作業は非常にコストのかかるものと

　　なっている。このため、凝固剤で固める等可燃ごみとして

　　処理することが多く行われているが、ときには、台所の排

　　水溝へ廃棄されることもままある。これがオイルボールの

　　原因となり、東京湾の環境に悪影響を及ぼしたのはまだ

　　記憶に新しいことである。

　　　一方、廃食用油は回収・リサイクルにより地域資源となり、

　　特にバイオ燃料化は近年注目を集めるものとなっている。

　　　回収が促進されるためには、家庭からの排出の利便性

　　と回収業者が採算の取れる回収量を確保出来ることの両

　　方を実現できる仕組みの考案・構築が必要になる。

　　　家庭の利便性を考えると、いつでも排出ができることが

　　望ましい。一方、回収業者は、回収に行く前に、回収量が前

　　もって把握できるようにすればよい。このため、センサー

　　を組み込んだ回収ポストを常時設置し、そのポストの蓄油

　　量データが定期的に回収業者に送られる仕組みを構築し

　　た。回収ポストから毎日定時に運用センターに自動的に

　　PHS回線を使って蓄油量データを送る。そのデータは、

　　運用センターから回収業者にFAXで送られる。回収業者

　　は、そのデータを見ながら最も効率的に回収ができる方法

　　を採る。この仕組みを円滑に運用するには、回収ポスト周

　　りの整備や化石燃料の非混入、防火意識の啓発活動も必

　　要になる。即ち、地域住民による協働が必要になる。

　　　さらに、廃食用油の回収は、リサイクルへと発展するこ

　　とにより地域資源の創出や地域環境の保全を実現する仕

　　組みへと成長していくことができる。このようなことによ

　　り、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成につ

　　ながっていくものとなる

(３) 豚肉トレーサビリティの仕組みづくり－実証試験と今後の

　　展望－

　BSE発生を契機とする牛肉トレーサビリティ法の制定

により精肉から生体までの追跡が可能となり、国産牛肉

の安全性は高まった。しかしながら、国産豚肉においては

旧来の商習慣から、生体の生産から精肉の販売までの一

貫した管理が難しい状況にある。このような中で、当社の

お客さまである（社）日本養豚協会様（以下、協会）は、精

肉から生体までの追跡可能性（トレーサビリティ）を長年

にわたって研究してきた。

　本事例は、ITを活用した実証実験として、精肉から生体

（精肉を生産した母豚）までを追跡できるトレーサビリ

ティシステムを構築したものである。その仕組みは、協会

がモデル農場・DNA解析機関と連携の上、次のように実

現する。

　まずモデル農場では、母豚に耳標（耳に挟み込む識別

子）を取り付けると同時にDNA検体を採取して、DNA解

析機関に送付しておく。次に、母豚が将来精肉として出荷

される子豚を分娩したとき、子豚にも耳標を取り付けてお

く。この母豚・子豚に耳標を取り付けるタイミングで、耳

標に埋め込まれたICタグの情報をハンディ端末に実装し

たRFID技術で読み取り、母豚や子豚の情報とともに協会

のデータベースに送信する。一方DNA解析機関では、検

体のDNA情報を解析して協会にデータとして送付する。

最後に協会では、これらの情報を関連付けてデータベース

に蓄積する。この関連付けにより、モデル農場から出荷さ

れた子豚がいかなる流通の過程を経ても、精肉として

DNA検体が採取できる限りはそのDNA情報と協会の

データベースに蓄積されている母豚情報との親子関係の

照合によって、精肉から母豚までの追跡が可能となる。

　本事例は、精肉から母豚（生体を生産した豚）までの追

跡可能性を想定しているが、今後はさまざまな活用が期待

できる。例えば、農場で利用するハンディ端末から給餌や

投薬などの情報を入力できるようにすれば、生産履歴の

トレーサビリティが実現する。また、精肉を購入した消費

者の声を直接農場にフィードバックできるようにすれば、

農場は消費者の声を豚（精肉）の品質向上に役立てるこ

とができる。

　このように今回構築した仕組みは、協会と農場・消費者

を互いに結ぶ「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

として、新しい価値を生む仕組みに成長する可能性を秘め

ている。

(４) オープンワイヤレスが照らす地域の未来

　オープンワイヤレスは、インターネットの水平分業の仕組み

をワイヤレスの技術分野に導入したものである。これらの

中でも地域WiMAXは、市区町村単位での無線通信基盤

として、より地域に密着した地域独自の放送型情報交流を

促進することができる可能性がある。

　従来の放送行政では県域が単位とされ、県域での情報

交流が推進されてきているが、県内のそれぞれの市区町

村の中でのよりマイクロな情報交流については、なかなか

実現し得なかった。地域WiMAXは、市区町村内の各地区

が、それぞれの実情に合った情報交流ができるとともに、

地区間での情報交流にも活用できるものとなる。

　このため、市区町村内の特定の地区を対象とした情報提

供や特定の地区での課題解決に対しての情報交流が行わ

れる可能性があるとともに、住民がより地区を意識した活

動が行われる可能性がある。例えば、地域商店街が、特定

の地区の住民を対象にした情報提供が可能になるなど、地

域活性化に向けた戦略的な取り組みも可能となってくる。

　今回は、そのような取り組みができる可能性について論

述したが、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」を構

築する基盤として、多様な可能性を持つことが期待できる

ものである。

　既にみたように、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

は、ある目的を達成するために形成される人々の協働の仕組み

である。従って、IT基盤上でのコミュニケーションに留まらず、

それが行動へとつながり、目的達成についての一定の成果が測

定されていくものとなる。

　ここでキーとなるのは、地域課題を分析し、その解決のため

の仕組みづくりを考え、進めていく人々であり、さらにその仕

組みに参画して、実際に行動する人々であることは論をまたな

い。この様な人々を醸成し、かつ協働の仕組みづくりを促進し

ていくためには、IT基盤として、どのような機能を持つ必要が

あるか、換言すると、「スマーター･ソーシャル･ストラクチャー」

が生まれるためのIT基盤とはどのようなものかを明確にしてい

くことが必要となる。

　これらは、協働が行われている多くの事例の分析を通して、

その発生や構築･運営を円滑に、効率的に進めていく要因の把

握と ITの活用との関係を検討していくことが必要となる。本稿

で概観した４つの取り組み事例についても、それぞれの論文の

中でこの点に関しての考察も試みられている。IT基盤はあくま

でも、このような人々をサポートしていく、便利で、有効な道具

に過ぎないがしかし、IT基盤の活用により、効率的・効果的に

仕組みづくりが図れることも事実である。

　一方で、IT基盤は全国的に整備が進んでおり、「スマーター・

ソーシャル・ストラクチャー」の構築には、地域資源や地域資産

の格差はあまり無くなってきていると言える。むしろ、その地

域の人々の企画力、実行力が重要であり、ITの活用力があれ

ば、どの地域でも発展の可能性をもつと考えられる。

その意味で、これからは地域の人々が主役になり、地域内ばか

りでなくグローバルに多様な人材や企業、団体等を参加者とし

て組み込んで、地域の活性化を図るための仕組み、即ち、地域

主体で地域独自の「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

の創出が問われ始めているのである。

　はじめは、これらの仕組みは単一の地域課題を解決するため

に創り出されるかもしれない。ただその課題は、外部環境や内

部要因により時間とともに変化していく。また課題解決は、さ

らに高次の課題への取り組みを要求していくかもしれない。こ

のようなことから、仕組み自体も変化を余儀なくされる。

さらにこれらを通して、仕組みを考え・運営する人々の変化や拡

大、それを支援するサポーターの拡大も行われていく。即ち、

課題や目的の変化により仕組み自体も変化・成長を行っていく

ことが必要になる。

　さらに、この仕組みは同様な課題を持つ他の地域へ移植さ

れ、さらにその地域に合わせて独自の形になり、そこでまた地

域の発展とともに、成長していくものともなろう。
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1.  はじめに

特集2

概要
　我が国では、光ファイバー網の整備、インターネットの浸透・定着等により、ＩＴ基盤の整備は、かなり進展した

ものとなっている。また、これらの利活用もかなり推進されてきている。

　多くの人 と々の情報交換や多様なコミュニケーションが実現するとともに、それを通して、人々の協働が始まり

つつある。この協働とは単なる結びつきではなく、特定の目的を達成するための「役割分担や行動の仕組み」の

形成である。

　本稿では、人々の結びつきから、行動へとつながっていく仕組み（協働の仕組み）の形成とそれらの実現を促進

していく基盤について検討する。

　このような協働の仕組みは今後、地域課題の解決や地域の発展・成長に重要な要素となっていくものと考え

られ、本特集においては「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」と呼んでいく。

特
集
2

特
集
2

特
集
2

KAWASAKI Kazuhiro

川崎　和裕

● コンサルティング事業部長
● 企業や官公庁のシステム化計画策定、業務改善・改革計画
　策定業務に従事

　これまで、我々は個別企業内や個別の組織内における基幹

システムの構築・運用を行ってきた。それらのシステムは、企

業や組織の人々の活動を有機的に結び付け、連携を促進し、企

業や組織の成長を実現する基盤として機能している。勿論、経

済環境等の変化に、企業や組織が対応していくため、システム

も変化をしてきている。

　一方で、我々は企業や組織の枠にとらわれないシステムの構

築・運用も行ってきている。これらのシステムも前述した企業

内や組織内のシステムと同様、地域の多様な人々の活動を有

機的に結び付け、地域に変化を起こし、新しい成長を実現して

いく一つの基盤となるものである。当然、社会経済環境の変化

　最初に、ITを活用した協働の取り組みについて、これまでの

主要な事例について見ていく。

　長野県茅野市では、「公民協働のパートナーシップによるま

2.  これまでの協働に関する実施事例

　まず、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の概念を整

理したい。ここでは、次の様に規定する。

　①IT基盤の下で、ある目的の達成のための多様な人々による

　　協働の仕組みであり、

　②その仕組みは、外部環境や内部要因の変化に柔軟に対応

　　し、変化・成長していくものである。

　同様な考え方による仕組みづくりは既述したように、これま

で多くの企業や組織において取り組まれてきた。今後は地域の

活性化に対しても、このような仕組みづくりの実践が必要にな

ると考える。何故なら、地域の自律的成長こそが、地域活性化

の本質であり、そのためには地域自身で「学び・成長する仕組

み」を保有することが不可欠と考えるからである。

　そして、この仕組みづくりにおいては、前節で見たように IT

基盤を活用することが有効であり、不可欠となる。

　IT化は、かつては事務処理の機械化による省力化、迅速化、

正確化、非属人化（標準化）と捉えられた。その後、IT化は、情

報の機械化により、（情報の）迅速・正確な収集・伝達、（情報

の）蓄積化、非属人化（共有化）がすすめられてきた。

　即ち、事務処理の機械化と情報の機械化の2つの機械化は、

IT化の特質であるとともに、ある目的を達成するための多様な

人々の活動を有機的に結びつけ、その活動成果を可視化・共有

化させ、必要に応じて活動の軌道修正をし、より高い目的へと

活動を強化していくための仕組みづくりにおけるキーファク

ターであるということが出来る。

3. スマーター・ソーシャル・ストラクチャー
     とＩＴ基盤

5.  今後の展開について

ちづくり」という理念で、ITの活用において、行政と大学、

NPO等との協働化の取り組みが行われている。光ファイバー

による地域イントラネットと情報化拠点（茅野市情報プラ

ザ）、地域ポータルサイト（茅野どっとネット）の整備を行い、

市民の情報リテラシーの向上を図るとともに、地域ポータルサ

イトを通して各種情報提供・情報交流を目指したものである。

情報化拠点における研修活動や地域ポータルサイトでの各種

情報の蓄積等の運営活動には、地域に立地する私立大学、市

民活動団体、NPO法人等が協力・協働している。[３]

　多くの地域で、情報化拠点や地域ポータルサイトの整備が進

められているが、公共セクターが主体的に整備・運営している

ことが一般的であるが、茅野市では公設民営的な形態で実現

されており、IT活用のための協働の仕組みづくりと言える。た

だ、この仕組みのままであると、一方向的な情報の流れやサー

ビス提供に終始しがちとなる。地域課題に対する公民協働へ

の取り組みまで行われていくには、普段における双方向での情

報のやり取りや誰でもがそこへ容易に参加できる仕組みが整

備される必要がある。

　一方、当初から地域の課題に対する議論や地域の人材発掘

等、地域課題の解決に向けて積極的に官民の協働の推進を図

るための ITツールの整備も見られる。長野県上田市では、市

内のコミュニティ活動団体、企業と行政機関が情報を共有し、

協働した取り組みを推進していく ITツールの開発・運用が行

われている。[４] システムの概要を見ると、コミュニティ活動

団体の各種活動情報のお知らせ機能や新たなコミュニティ活

動団体のホームページの作成機能、地域課題の提起や解決に

向けての討議機能等、市民やコミュニティ団体の活動を促進し

ていくための情報共有が図られるよう工夫されている。

　２００７年の論文によると、このシステムの運用により、コミュ

ニティ団体のイベントの告知や地域で話題になっている問題

に対する議論が始まってきているとのことである。[４]

　これらの例でも見られるとおり、地域における多様な主体に

よる協働は、地域活性化への取り組みには重要な要件であり、

そのためには相互の情報共有とそれをベースにした討議や合

意、役割分担に基づいた行動が不可欠になる。これらは、往々

にして時間的・距離的制約等のため、初めから実現が不可能視

されていたか、途中で中断してしまうことが多かったが、上記

に掲げた ITを基盤とした仕組みづくりは、これらの制約を容易

に超えていくことができる可能性があると考えられる。[１]、

[２]、[５]　 図１  IT化の特質とスマーター・ソーシャル・ストラクチャー

　現在、IT基盤上で多くの人々が出会い、多様な交流や活動が

促進されるものとなっている。またそれに伴い、多くの情報

（知識、経験、ノウハウ等）が IT基盤上に蓄積され、それまで

一部の人々や個人の占有となっていたものが、多くの人々の共

有物として開放され、活用されるものとなっている。

　このことは、従来では考えられなかった強力な協力関係や活

動体の形成・構築を可能とするものである。

　例えば、広い範囲からの専門家の結び付きによる頭脳集団

の形成、様々な特技を持つ技術者達によるものづくりチームの

結成等々、ある目的を達成するための最適な人々による協働の

仕組みづくりが可能となっているのである。

　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」とそれを生み出

を受け地域や人々は変化し、新しい問題や課題が発生するが、

それらに対応した行動がとれるよう、システムもまた柔軟に変

化を遂げていっている。

　このような地域の多様な人々の有機的な活動と、それらを支

えていくIT化とを一体的に捉え、「スマーター・ソーシャル・ス

トラクチャー（成長する協働の仕組み）」と呼ぶものとする。

　本稿では、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成

とそれらを実現していく基盤について考察するものである。

図２  スマーター・ソーシャル・ストラクチャーのイメージ

す基盤のイメージを示すと、図２のようになる。

　これは、あくまでイメージであるが、地域内外の多様な主体

の情報交流ができる ITを活用した基盤の下で、そこに参画する

人々によってある目的をもった協働の仕組みが構築・運営され

ていくものとなる。

　今後各地域がそれぞれの地域課題を解決し、かつ継続的に

地域の発展を図っていくためには、それぞれの実情に合った独

自の「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」を創出し、構築

を図っていくことが重要であると考える。

　次章では、このような仕組みづくりにおける当社の取り組み

事例を見ていく。

4. 各事例にみるスマーター・ソーシャル・
     ストラクチャー

　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の取り組み事例

として下記の4つを示す。（１）は市民の知識交流と社会参加

を促進する仕組みづくり、（２）は家庭から出る廃食用油の回

収の仕組みづくり、（３）は国産豚肉の安全確保と品質向上の

ための仕組みづくり、（４）は、「スマーター・ソーシャル・ストラ

クチャー」の有力な IT基盤としての新しい無線通信基盤のポ

テンシャルについて、それぞれ述べたものである。以下で、その

概要について紹介するが、詳細については各論文を参照してほ

しい。

(１) 学び・考え・成長する地域「ラーニング・シティ」－インター

　　ネット市民塾の目指す地域づくり－

　　　高齢化、国際化、地域格差拡大の中で、地域経済の変動

　　や雇用の不安定に対処し、自立経営を目指した地域づくり

　　を進めるのは、行政が集める予算と最大公約的な政策で

　　はもはや難しいことは明白である。地域の自助・互助を育

　　て市民やNPO等が「新しい公共」として地域づくりの担い手

　　となっていくよう大きく期待されるようになって来た。

　　　地域の市民人材を顕在化し、地域全体で知識交流を行

　　うことによって、地域に新しい価値を創造していくことが

　　できないだろうか、それを通して地域の内発的な活力を呼

　　び覚ませないかという問題意識のもと、富山の IT企業か

　　らインターネット市民塾が提唱された。これは市民が保有

　　している知識・経験等を、インターネット上で交流させ、身

　　近な地域に目を向け、課題解決に参加する市民を拡大す

　　る取り組みである。さまざまな経験を持つ市民がともに学

　　びともに成長していくコミュニティを形成することに特色

　　がある。地域課題に対する主体的な取り組みや地域独自

　　の新しい文化を生み出して、地域の成長を実現していこう

　　とするもので、即ち、地域版コミュニティ・オブ・プラクティス

　　と言えるものである。

　　　動きやすい小規模のコミュニティ・オブ･プラクティスがそ

　　れぞれ自己成長していくとともに、それらが有機的に結びつ

　　き地域の中で「知の還流」が生れている。市民塾のネッ

　　トワーク基盤の上に、地域課題等に対する市民間の活発な

　　意見交換やさらに独居老人見守り支援、子育て・介護等働

　　き盛り支援等の新たな仕組みづくりが行われるようになっ

　　ている。まさに、「スマーター・ソーシャル・ストクラチャー」

　　であり、地域全体が学びながら自己成長していく「ラーニン

　　グ・シティ（Learning　City）」を実現する仕組みづくり

　　の実践と言える。

　　　インターネット市民塾は、全国11都道府県に広がってお

　　り、各地域においては、それぞれ独自の市民相互の学びと

　　地域参加の形態が出来上がっている。さらにこれらは、全

　　国の市民塾ネットワークとして相互に情報交流が行われる

　　ものとなっている。市民が誰でも、いつでも参加できるｅ

　　ラーニングシステムや、人のつながりを育てるSNSという

　　一般的な手法を取り入れているが、従来の教育システムや

　　地域づくりのアプローチとどのように違い、ICTの活用が

　　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成にどの

　　ように寄与しているか考えたい。　

(２）家庭系廃食用油回収システム等構築実験にみる仕組みづくり

　　　個々の家庭から発生する廃食用油は量が少なく回収先

　　も多くなるため、回収作業は非常にコストのかかるものと

　　なっている。このため、凝固剤で固める等可燃ごみとして

　　処理することが多く行われているが、ときには、台所の排

　　水溝へ廃棄されることもままある。これがオイルボールの

　　原因となり、東京湾の環境に悪影響を及ぼしたのはまだ

　　記憶に新しいことである。

　　　一方、廃食用油は回収・リサイクルにより地域資源となり、

　　特にバイオ燃料化は近年注目を集めるものとなっている。

　　　回収が促進されるためには、家庭からの排出の利便性

　　と回収業者が採算の取れる回収量を確保出来ることの両

　　方を実現できる仕組みの考案・構築が必要になる。

　　　家庭の利便性を考えると、いつでも排出ができることが

　　望ましい。一方、回収業者は、回収に行く前に、回収量が前

　　もって把握できるようにすればよい。このため、センサー

　　を組み込んだ回収ポストを常時設置し、そのポストの蓄油

　　量データが定期的に回収業者に送られる仕組みを構築し

　　た。回収ポストから毎日定時に運用センターに自動的に

　　PHS回線を使って蓄油量データを送る。そのデータは、

　　運用センターから回収業者にFAXで送られる。回収業者

　　は、そのデータを見ながら最も効率的に回収ができる方法

　　を採る。この仕組みを円滑に運用するには、回収ポスト周

　　りの整備や化石燃料の非混入、防火意識の啓発活動も必

　　要になる。即ち、地域住民による協働が必要になる。

　　　さらに、廃食用油の回収は、リサイクルへと発展するこ

　　とにより地域資源の創出や地域環境の保全を実現する仕

　　組みへと成長していくことができる。このようなことによ

　　り、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成につ

　　ながっていくものとなる

(３) 豚肉トレーサビリティの仕組みづくり－実証試験と今後の

　　展望－

　BSE発生を契機とする牛肉トレーサビリティ法の制定

により精肉から生体までの追跡が可能となり、国産牛肉

の安全性は高まった。しかしながら、国産豚肉においては

旧来の商習慣から、生体の生産から精肉の販売までの一

貫した管理が難しい状況にある。このような中で、当社の

お客さまである（社）日本養豚協会様（以下、協会）は、精

肉から生体までの追跡可能性（トレーサビリティ）を長年

にわたって研究してきた。

　本事例は、ITを活用した実証実験として、精肉から生体

（精肉を生産した母豚）までを追跡できるトレーサビリ

ティシステムを構築したものである。その仕組みは、協会

がモデル農場・DNA解析機関と連携の上、次のように実

現する。

　まずモデル農場では、母豚に耳標（耳に挟み込む識別

子）を取り付けると同時にDNA検体を採取して、DNA解

析機関に送付しておく。次に、母豚が将来精肉として出荷

される子豚を分娩したとき、子豚にも耳標を取り付けてお

く。この母豚・子豚に耳標を取り付けるタイミングで、耳

標に埋め込まれたICタグの情報をハンディ端末に実装し

たRFID技術で読み取り、母豚や子豚の情報とともに協会

のデータベースに送信する。一方DNA解析機関では、検

体のDNA情報を解析して協会にデータとして送付する。

最後に協会では、これらの情報を関連付けてデータベース

に蓄積する。この関連付けにより、モデル農場から出荷さ

れた子豚がいかなる流通の過程を経ても、精肉として

DNA検体が採取できる限りはそのDNA情報と協会の

データベースに蓄積されている母豚情報との親子関係の

照合によって、精肉から母豚までの追跡が可能となる。

　本事例は、精肉から母豚（生体を生産した豚）までの追

跡可能性を想定しているが、今後はさまざまな活用が期待

できる。例えば、農場で利用するハンディ端末から給餌や

投薬などの情報を入力できるようにすれば、生産履歴の

トレーサビリティが実現する。また、精肉を購入した消費

者の声を直接農場にフィードバックできるようにすれば、

農場は消費者の声を豚（精肉）の品質向上に役立てるこ

とができる。

　このように今回構築した仕組みは、協会と農場・消費者

を互いに結ぶ「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

として、新しい価値を生む仕組みに成長する可能性を秘め

ている。

(４) オープンワイヤレスが照らす地域の未来

　オープンワイヤレスは、インターネットの水平分業の仕組み

をワイヤレスの技術分野に導入したものである。これらの

中でも地域WiMAXは、市区町村単位での無線通信基盤

として、より地域に密着した地域独自の放送型情報交流を

促進することができる可能性がある。

　従来の放送行政では県域が単位とされ、県域での情報

交流が推進されてきているが、県内のそれぞれの市区町

村の中でのよりマイクロな情報交流については、なかなか

実現し得なかった。地域WiMAXは、市区町村内の各地区

が、それぞれの実情に合った情報交流ができるとともに、

地区間での情報交流にも活用できるものとなる。

　このため、市区町村内の特定の地区を対象とした情報提

供や特定の地区での課題解決に対しての情報交流が行わ

れる可能性があるとともに、住民がより地区を意識した活

動が行われる可能性がある。例えば、地域商店街が、特定

の地区の住民を対象にした情報提供が可能になるなど、地

域活性化に向けた戦略的な取り組みも可能となってくる。

　今回は、そのような取り組みができる可能性について論

述したが、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」を構

築する基盤として、多様な可能性を持つことが期待できる

ものである。

　既にみたように、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

は、ある目的を達成するために形成される人々の協働の仕組み

である。従って、IT基盤上でのコミュニケーションに留まらず、

それが行動へとつながり、目的達成についての一定の成果が測

定されていくものとなる。

　ここでキーとなるのは、地域課題を分析し、その解決のため

の仕組みづくりを考え、進めていく人々であり、さらにその仕

組みに参画して、実際に行動する人々であることは論をまたな

い。この様な人々を醸成し、かつ協働の仕組みづくりを促進し

ていくためには、IT基盤として、どのような機能を持つ必要が

あるか、換言すると、「スマーター･ソーシャル･ストラクチャー」

が生まれるためのIT基盤とはどのようなものかを明確にしてい

くことが必要となる。

　これらは、協働が行われている多くの事例の分析を通して、

その発生や構築･運営を円滑に、効率的に進めていく要因の把

握と ITの活用との関係を検討していくことが必要となる。本稿

で概観した４つの取り組み事例についても、それぞれの論文の

中でこの点に関しての考察も試みられている。IT基盤はあくま

でも、このような人々をサポートしていく、便利で、有効な道具

に過ぎないがしかし、IT基盤の活用により、効率的・効果的に

仕組みづくりが図れることも事実である。

　一方で、IT基盤は全国的に整備が進んでおり、「スマーター・

ソーシャル・ストラクチャー」の構築には、地域資源や地域資産

の格差はあまり無くなってきていると言える。むしろ、その地

域の人々の企画力、実行力が重要であり、ITの活用力があれ

ば、どの地域でも発展の可能性をもつと考えられる。

その意味で、これからは地域の人々が主役になり、地域内ばか

りでなくグローバルに多様な人材や企業、団体等を参加者とし

て組み込んで、地域の活性化を図るための仕組み、即ち、地域

主体で地域独自の「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

の創出が問われ始めているのである。

　はじめは、これらの仕組みは単一の地域課題を解決するため

に創り出されるかもしれない。ただその課題は、外部環境や内

部要因により時間とともに変化していく。また課題解決は、さ

らに高次の課題への取り組みを要求していくかもしれない。こ

のようなことから、仕組み自体も変化を余儀なくされる。

さらにこれらを通して、仕組みを考え・運営する人々の変化や拡

大、それを支援するサポーターの拡大も行われていく。即ち、

課題や目的の変化により仕組み自体も変化・成長を行っていく

ことが必要になる。

　さらに、この仕組みは同様な課題を持つ他の地域へ移植さ

れ、さらにその地域に合わせて独自の形になり、そこでまた地

域の発展とともに、成長していくものともなろう。
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1.  はじめに

特集2

概要
　我が国では、光ファイバー網の整備、インターネットの浸透・定着等により、ＩＴ基盤の整備は、かなり進展した

ものとなっている。また、これらの利活用もかなり推進されてきている。

　多くの人 と々の情報交換や多様なコミュニケーションが実現するとともに、それを通して、人々の協働が始まり

つつある。この協働とは単なる結びつきではなく、特定の目的を達成するための「役割分担や行動の仕組み」の

形成である。

　本稿では、人々の結びつきから、行動へとつながっていく仕組み（協働の仕組み）の形成とそれらの実現を促進

していく基盤について検討する。

　このような協働の仕組みは今後、地域課題の解決や地域の発展・成長に重要な要素となっていくものと考え

られ、本特集においては「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」と呼んでいく。
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集
2
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集
2

特
集
2

KAWASAKI Kazuhiro

川崎　和裕

● コンサルティング事業部長
● 企業や官公庁のシステム化計画策定、業務改善・改革計画
　策定業務に従事

　これまで、我々は個別企業内や個別の組織内における基幹

システムの構築・運用を行ってきた。それらのシステムは、企

業や組織の人々の活動を有機的に結び付け、連携を促進し、企

業や組織の成長を実現する基盤として機能している。勿論、経

済環境等の変化に、企業や組織が対応していくため、システム

も変化をしてきている。

　一方で、我々は企業や組織の枠にとらわれないシステムの構

築・運用も行ってきている。これらのシステムも前述した企業

内や組織内のシステムと同様、地域の多様な人々の活動を有

機的に結び付け、地域に変化を起こし、新しい成長を実現して

いく一つの基盤となるものである。当然、社会経済環境の変化

　最初に、ITを活用した協働の取り組みについて、これまでの

主要な事例について見ていく。

　長野県茅野市では、「公民協働のパートナーシップによるま

2.  これまでの協働に関する実施事例

　まず、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の概念を整

理したい。ここでは、次の様に規定する。

　①IT基盤の下で、ある目的の達成のための多様な人々による

　　協働の仕組みであり、

　②その仕組みは、外部環境や内部要因の変化に柔軟に対応

　　し、変化・成長していくものである。

　同様な考え方による仕組みづくりは既述したように、これま

で多くの企業や組織において取り組まれてきた。今後は地域の

活性化に対しても、このような仕組みづくりの実践が必要にな

ると考える。何故なら、地域の自律的成長こそが、地域活性化

の本質であり、そのためには地域自身で「学び・成長する仕組

み」を保有することが不可欠と考えるからである。

　そして、この仕組みづくりにおいては、前節で見たように IT

基盤を活用することが有効であり、不可欠となる。

　IT化は、かつては事務処理の機械化による省力化、迅速化、

正確化、非属人化（標準化）と捉えられた。その後、IT化は、情

報の機械化により、（情報の）迅速・正確な収集・伝達、（情報

の）蓄積化、非属人化（共有化）がすすめられてきた。

　即ち、事務処理の機械化と情報の機械化の2つの機械化は、

IT化の特質であるとともに、ある目的を達成するための多様な

人々の活動を有機的に結びつけ、その活動成果を可視化・共有

化させ、必要に応じて活動の軌道修正をし、より高い目的へと

活動を強化していくための仕組みづくりにおけるキーファク

ターであるということが出来る。

3. スマーター・ソーシャル・ストラクチャー
     とＩＴ基盤

5.  今後の展開について

ちづくり」という理念で、ITの活用において、行政と大学、

NPO等との協働化の取り組みが行われている。光ファイバー

による地域イントラネットと情報化拠点（茅野市情報プラ

ザ）、地域ポータルサイト（茅野どっとネット）の整備を行い、

市民の情報リテラシーの向上を図るとともに、地域ポータルサ

イトを通して各種情報提供・情報交流を目指したものである。

情報化拠点における研修活動や地域ポータルサイトでの各種

情報の蓄積等の運営活動には、地域に立地する私立大学、市

民活動団体、NPO法人等が協力・協働している。[３]

　多くの地域で、情報化拠点や地域ポータルサイトの整備が進

められているが、公共セクターが主体的に整備・運営している

ことが一般的であるが、茅野市では公設民営的な形態で実現

されており、IT活用のための協働の仕組みづくりと言える。た

だ、この仕組みのままであると、一方向的な情報の流れやサー

ビス提供に終始しがちとなる。地域課題に対する公民協働へ

の取り組みまで行われていくには、普段における双方向での情

報のやり取りや誰でもがそこへ容易に参加できる仕組みが整

備される必要がある。

　一方、当初から地域の課題に対する議論や地域の人材発掘

等、地域課題の解決に向けて積極的に官民の協働の推進を図

るための ITツールの整備も見られる。長野県上田市では、市

内のコミュニティ活動団体、企業と行政機関が情報を共有し、

協働した取り組みを推進していく ITツールの開発・運用が行

われている。[４] システムの概要を見ると、コミュニティ活動

団体の各種活動情報のお知らせ機能や新たなコミュニティ活

動団体のホームページの作成機能、地域課題の提起や解決に

向けての討議機能等、市民やコミュニティ団体の活動を促進し

ていくための情報共有が図られるよう工夫されている。

　２００７年の論文によると、このシステムの運用により、コミュ

ニティ団体のイベントの告知や地域で話題になっている問題

に対する議論が始まってきているとのことである。[４]

　これらの例でも見られるとおり、地域における多様な主体に

よる協働は、地域活性化への取り組みには重要な要件であり、

そのためには相互の情報共有とそれをベースにした討議や合

意、役割分担に基づいた行動が不可欠になる。これらは、往々

にして時間的・距離的制約等のため、初めから実現が不可能視

されていたか、途中で中断してしまうことが多かったが、上記

に掲げた ITを基盤とした仕組みづくりは、これらの制約を容易

に超えていくことができる可能性があると考えられる。[１]、

[２]、[５]　 図１  IT化の特質とスマーター・ソーシャル・ストラクチャー

　現在、IT基盤上で多くの人々が出会い、多様な交流や活動が

促進されるものとなっている。またそれに伴い、多くの情報

（知識、経験、ノウハウ等）が IT基盤上に蓄積され、それまで

一部の人々や個人の占有となっていたものが、多くの人々の共

有物として開放され、活用されるものとなっている。

　このことは、従来では考えられなかった強力な協力関係や活

動体の形成・構築を可能とするものである。

　例えば、広い範囲からの専門家の結び付きによる頭脳集団

の形成、様々な特技を持つ技術者達によるものづくりチームの

結成等々、ある目的を達成するための最適な人々による協働の

仕組みづくりが可能となっているのである。

　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」とそれを生み出

を受け地域や人々は変化し、新しい問題や課題が発生するが、

それらに対応した行動がとれるよう、システムもまた柔軟に変

化を遂げていっている。

　このような地域の多様な人々の有機的な活動と、それらを支

えていくIT化とを一体的に捉え、「スマーター・ソーシャル・ス

トラクチャー（成長する協働の仕組み）」と呼ぶものとする。

　本稿では、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成

とそれらを実現していく基盤について考察するものである。

図２  スマーター・ソーシャル・ストラクチャーのイメージ

す基盤のイメージを示すと、図２のようになる。

　これは、あくまでイメージであるが、地域内外の多様な主体

の情報交流ができる ITを活用した基盤の下で、そこに参画する

人々によってある目的をもった協働の仕組みが構築・運営され

ていくものとなる。

　今後各地域がそれぞれの地域課題を解決し、かつ継続的に

地域の発展を図っていくためには、それぞれの実情に合った独

自の「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」を創出し、構築

を図っていくことが重要であると考える。

　次章では、このような仕組みづくりにおける当社の取り組み

事例を見ていく。

4. 各事例にみるスマーター・ソーシャル・
     ストラクチャー

　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の取り組み事例

として下記の4つを示す。（１）は市民の知識交流と社会参加

を促進する仕組みづくり、（２）は家庭から出る廃食用油の回

収の仕組みづくり、（３）は国産豚肉の安全確保と品質向上の

ための仕組みづくり、（４）は、「スマーター・ソーシャル・ストラ

クチャー」の有力な IT基盤としての新しい無線通信基盤のポ

テンシャルについて、それぞれ述べたものである。以下で、その

概要について紹介するが、詳細については各論文を参照してほ

しい。

(１) 学び・考え・成長する地域「ラーニング・シティ」－インター

　　ネット市民塾の目指す地域づくり－

　　　高齢化、国際化、地域格差拡大の中で、地域経済の変動

　　や雇用の不安定に対処し、自立経営を目指した地域づくり

　　を進めるのは、行政が集める予算と最大公約的な政策で

　　はもはや難しいことは明白である。地域の自助・互助を育

　　て市民やNPO等が「新しい公共」として地域づくりの担い手

　　となっていくよう大きく期待されるようになって来た。

　　　地域の市民人材を顕在化し、地域全体で知識交流を行

　　うことによって、地域に新しい価値を創造していくことが

　　できないだろうか、それを通して地域の内発的な活力を呼

　　び覚ませないかという問題意識のもと、富山の IT企業か

　　らインターネット市民塾が提唱された。これは市民が保有

　　している知識・経験等を、インターネット上で交流させ、身

　　近な地域に目を向け、課題解決に参加する市民を拡大す

　　る取り組みである。さまざまな経験を持つ市民がともに学

　　びともに成長していくコミュニティを形成することに特色

　　がある。地域課題に対する主体的な取り組みや地域独自

　　の新しい文化を生み出して、地域の成長を実現していこう

　　とするもので、即ち、地域版コミュニティ・オブ・プラクティス

　　と言えるものである。

　　　動きやすい小規模のコミュニティ・オブ･プラクティスがそ

　　れぞれ自己成長していくとともに、それらが有機的に結びつ

　　き地域の中で「知の還流」が生れている。市民塾のネッ

　　トワーク基盤の上に、地域課題等に対する市民間の活発な

　　意見交換やさらに独居老人見守り支援、子育て・介護等働

　　き盛り支援等の新たな仕組みづくりが行われるようになっ

　　ている。まさに、「スマーター・ソーシャル・ストクラチャー」

　　であり、地域全体が学びながら自己成長していく「ラーニン

　　グ・シティ（Learning　City）」を実現する仕組みづくり

　　の実践と言える。

　　　インターネット市民塾は、全国11都道府県に広がってお

　　り、各地域においては、それぞれ独自の市民相互の学びと

　　地域参加の形態が出来上がっている。さらにこれらは、全

　　国の市民塾ネットワークとして相互に情報交流が行われる

　　ものとなっている。市民が誰でも、いつでも参加できるｅ

　　ラーニングシステムや、人のつながりを育てるSNSという

　　一般的な手法を取り入れているが、従来の教育システムや

　　地域づくりのアプローチとどのように違い、ICTの活用が

　　「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成にどの

　　ように寄与しているか考えたい。　

(２）家庭系廃食用油回収システム等構築実験にみる仕組みづくり

　　　個々の家庭から発生する廃食用油は量が少なく回収先

　　も多くなるため、回収作業は非常にコストのかかるものと

　　なっている。このため、凝固剤で固める等可燃ごみとして

　　処理することが多く行われているが、ときには、台所の排

　　水溝へ廃棄されることもままある。これがオイルボールの

　　原因となり、東京湾の環境に悪影響を及ぼしたのはまだ

　　記憶に新しいことである。

　　　一方、廃食用油は回収・リサイクルにより地域資源となり、

　　特にバイオ燃料化は近年注目を集めるものとなっている。

　　　回収が促進されるためには、家庭からの排出の利便性

　　と回収業者が採算の取れる回収量を確保出来ることの両

　　方を実現できる仕組みの考案・構築が必要になる。

　　　家庭の利便性を考えると、いつでも排出ができることが

　　望ましい。一方、回収業者は、回収に行く前に、回収量が前

　　もって把握できるようにすればよい。このため、センサー

　　を組み込んだ回収ポストを常時設置し、そのポストの蓄油

　　量データが定期的に回収業者に送られる仕組みを構築し

　　た。回収ポストから毎日定時に運用センターに自動的に

　　PHS回線を使って蓄油量データを送る。そのデータは、

　　運用センターから回収業者にFAXで送られる。回収業者

　　は、そのデータを見ながら最も効率的に回収ができる方法

　　を採る。この仕組みを円滑に運用するには、回収ポスト周

　　りの整備や化石燃料の非混入、防火意識の啓発活動も必

　　要になる。即ち、地域住民による協働が必要になる。

　　　さらに、廃食用油の回収は、リサイクルへと発展するこ

　　とにより地域資源の創出や地域環境の保全を実現する仕

　　組みへと成長していくことができる。このようなことによ

　　り、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の形成につ

　　ながっていくものとなる

(３) 豚肉トレーサビリティの仕組みづくり－実証試験と今後の

　　展望－

　BSE発生を契機とする牛肉トレーサビリティ法の制定

により精肉から生体までの追跡が可能となり、国産牛肉

の安全性は高まった。しかしながら、国産豚肉においては

旧来の商習慣から、生体の生産から精肉の販売までの一

貫した管理が難しい状況にある。このような中で、当社の

お客さまである（社）日本養豚協会様（以下、協会）は、精

肉から生体までの追跡可能性（トレーサビリティ）を長年

にわたって研究してきた。

　本事例は、ITを活用した実証実験として、精肉から生体

（精肉を生産した母豚）までを追跡できるトレーサビリ

ティシステムを構築したものである。その仕組みは、協会

がモデル農場・DNA解析機関と連携の上、次のように実

現する。

　まずモデル農場では、母豚に耳標（耳に挟み込む識別

子）を取り付けると同時にDNA検体を採取して、DNA解

析機関に送付しておく。次に、母豚が将来精肉として出荷

される子豚を分娩したとき、子豚にも耳標を取り付けてお

く。この母豚・子豚に耳標を取り付けるタイミングで、耳

標に埋め込まれたICタグの情報をハンディ端末に実装し

たRFID技術で読み取り、母豚や子豚の情報とともに協会

のデータベースに送信する。一方DNA解析機関では、検

体のDNA情報を解析して協会にデータとして送付する。

最後に協会では、これらの情報を関連付けてデータベース

に蓄積する。この関連付けにより、モデル農場から出荷さ

れた子豚がいかなる流通の過程を経ても、精肉として

DNA検体が採取できる限りはそのDNA情報と協会の

データベースに蓄積されている母豚情報との親子関係の

照合によって、精肉から母豚までの追跡が可能となる。

　本事例は、精肉から母豚（生体を生産した豚）までの追

跡可能性を想定しているが、今後はさまざまな活用が期待

できる。例えば、農場で利用するハンディ端末から給餌や

投薬などの情報を入力できるようにすれば、生産履歴の

トレーサビリティが実現する。また、精肉を購入した消費

者の声を直接農場にフィードバックできるようにすれば、

農場は消費者の声を豚（精肉）の品質向上に役立てるこ

とができる。

　このように今回構築した仕組みは、協会と農場・消費者

を互いに結ぶ「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

として、新しい価値を生む仕組みに成長する可能性を秘め

ている。

(４) オープンワイヤレスが照らす地域の未来

　オープンワイヤレスは、インターネットの水平分業の仕組み

をワイヤレスの技術分野に導入したものである。これらの

中でも地域WiMAXは、市区町村単位での無線通信基盤

として、より地域に密着した地域独自の放送型情報交流を

促進することができる可能性がある。

　従来の放送行政では県域が単位とされ、県域での情報

交流が推進されてきているが、県内のそれぞれの市区町

村の中でのよりマイクロな情報交流については、なかなか

実現し得なかった。地域WiMAXは、市区町村内の各地区

が、それぞれの実情に合った情報交流ができるとともに、

地区間での情報交流にも活用できるものとなる。

　このため、市区町村内の特定の地区を対象とした情報提

供や特定の地区での課題解決に対しての情報交流が行わ

れる可能性があるとともに、住民がより地区を意識した活

動が行われる可能性がある。例えば、地域商店街が、特定

の地区の住民を対象にした情報提供が可能になるなど、地

域活性化に向けた戦略的な取り組みも可能となってくる。

　今回は、そのような取り組みができる可能性について論

述したが、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」を構

築する基盤として、多様な可能性を持つことが期待できる

ものである。

　既にみたように、「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

は、ある目的を達成するために形成される人々の協働の仕組み

である。従って、IT基盤上でのコミュニケーションに留まらず、

それが行動へとつながり、目的達成についての一定の成果が測

定されていくものとなる。

　ここでキーとなるのは、地域課題を分析し、その解決のため

の仕組みづくりを考え、進めていく人々であり、さらにその仕

組みに参画して、実際に行動する人々であることは論をまたな

い。この様な人々を醸成し、かつ協働の仕組みづくりを促進し

ていくためには、IT基盤として、どのような機能を持つ必要が

あるか、換言すると、「スマーター･ソーシャル･ストラクチャー」

が生まれるためのIT基盤とはどのようなものかを明確にしてい

くことが必要となる。

　これらは、協働が行われている多くの事例の分析を通して、

その発生や構築･運営を円滑に、効率的に進めていく要因の把

握と ITの活用との関係を検討していくことが必要となる。本稿

で概観した４つの取り組み事例についても、それぞれの論文の

中でこの点に関しての考察も試みられている。IT基盤はあくま

でも、このような人々をサポートしていく、便利で、有効な道具

に過ぎないがしかし、IT基盤の活用により、効率的・効果的に

仕組みづくりが図れることも事実である。

　一方で、IT基盤は全国的に整備が進んでおり、「スマーター・

ソーシャル・ストラクチャー」の構築には、地域資源や地域資産

の格差はあまり無くなってきていると言える。むしろ、その地

域の人々の企画力、実行力が重要であり、ITの活用力があれ

ば、どの地域でも発展の可能性をもつと考えられる。

その意味で、これからは地域の人々が主役になり、地域内ばか

りでなくグローバルに多様な人材や企業、団体等を参加者とし

て組み込んで、地域の活性化を図るための仕組み、即ち、地域

主体で地域独自の「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」

の創出が問われ始めているのである。

　はじめは、これらの仕組みは単一の地域課題を解決するため

に創り出されるかもしれない。ただその課題は、外部環境や内

部要因により時間とともに変化していく。また課題解決は、さ

らに高次の課題への取り組みを要求していくかもしれない。こ

のようなことから、仕組み自体も変化を余儀なくされる。

さらにこれらを通して、仕組みを考え・運営する人々の変化や拡

大、それを支援するサポーターの拡大も行われていく。即ち、

課題や目的の変化により仕組み自体も変化・成長を行っていく

ことが必要になる。

　さらに、この仕組みは同様な課題を持つ他の地域へ移植さ

れ、さらにその地域に合わせて独自の形になり、そこでまた地

域の発展とともに、成長していくものともなろう。
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