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  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～

" Learning City" it Leads to the Growing Region
-Internet Learning Community for Learning Citizens, Thinking Citizens, and Active Citizens-

 柵　富雄
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概要
　地域には優れた人材が潜在している。市民が一人でも多く知識交流し、地域人材として顕在化することで、

地域に新しい価値を創造することができないだろうか。つまり、地域版のコミュニティ・オブ・プラクティスを育て、

地域に新たな価値観を創造する内発的な力を生むものである。

　インターネット市民塾は、ＩＴを活用して市民の知識発信と知識交流を活性化させる地域事業として、全国11

の地域に広がっている。自らの経験やノウハウを生かして教え合い学び合う仕組みに多くの市民が参加し、地域

づくりのコミュニティ・オブ・プラクティスが生れている。まさに「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の具体

例と言える。

　参加する市民の具体的な活動を分析し、地域版コミュニティ・オブ・プラクティスを育てるインターネット市民

塾の可能性を考えるとともに、教え合い学び合いによって地域づくりに市民が叡智を出し合う地域＝「ラーニン

グ・シティ」を展望する。
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● 株式会社インテックシステム研究所 社会システム研究室長
　富山インターネット市民塾推進協議会事務局長
　ＮＰＯ法人地域学習プラットフォーム研究会理事長
● 教育、地域活性化などをテーマとした社会システム研究、
   およびＩＴを活用した地域での実践活動を企画・推進

1.1  地域経営と教育
　経済社会の構造的問題、国際化、少子高齢化の中で、地域

は産業の空洞化や、雇用不安など、難しい地域経営に迫られて

いる。経済産業省による２０年後の予測では、東京を除くすべ

ての地域で人口が減少、３５の大都市圏を除く地方の総生産が

縮小すると推計され、地域の厳しい状況は今後も続く。[1]

　コミュニティの崩壊が進み、受益のみを求める傾向が増す一

方、自治体は地域の多様な政策ニーズにすべて応えるだけの

財政力はない。地域の課題解決に参加する市民を顕在化さ

日本においても、協働を前提とした地域経営には、市民のシ

ティズンシップの涵養、社会参加のモチベーションづくりは不

可欠であり、生涯学習政策に力を入れる必要が高まっている

と言える。

1.2  民間企業の取り組みに学ぶ
　民間企業では、社員の意欲・積極性をいかに引き出すかは企

業経営者であれば誰しも重視していることである。変化の激し

い時代にあって、新たなビジネス・ソリューションの開発や経営

のイノベーションが求められる中、トップマネジメントのみで

は限界があることから、社員の自立的（自律的）な提案やイノ

ベーション活動に期待するところが大きい。このため、企業で

は一人ひとりの資質向上を図る社員教育のほかに、ナレッジ

シェアリング等、社員間の力の引き出し合いと共有の工夫を

行っている。

　企業の人材活性化として、これまでのマネジメント手法とは

異なる、コミュニティ・オブ・プラクティスと呼ばれるアプロー

チが注目されている。代表例であるバックマンラボラトリーズ

社の　K’Netixは、世界各地に点在する１３００人の社員の知識

交換を一夜にして行うことができると言われている。[４]  組織

における知識は９０％以上が個人に潜在していることから、そ

の知識交換を活性化させて新しい知識を創造するものであ

る。所属や立場を超えてソリューションを共有し、いかに多様

な価値観を創造していくが、社員の参加率とスピードが企業の

力という考え方である。

　コミュニティ・オブ・プラクティスは、企業組織等の新しい

マネジメント手法として、IRL ( Institute for Reserch on 

Learning)のエティエンヌ・ウェンガーらが１９９１年に発表した
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とされている。９０年代後半以降ナレッジマネジメントが注目を

集めるようになり、改めてビジネス界で注目されているアプ

ローチである。

エティエンヌはコミュニティ・オブ・プラクティスを次のように

定義している。[５]

　　●人々が実践を共にする集まりである

　　●参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもの

　　ではない

　　●共通の関心事である「知識」によって定義され、業務では

　　ない

　　●参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　一般的なプロジェクト型の組織マネジメントでは、参加は指

名された者で構成され、その成果はアウトプットで評価される

のに比べ、コミュニティ・オブ・プラクティスでは、組織を越え

た幅広い参加を可能とし、その入口（インプット）の幅広さが

重視される。多彩な参加者によって、知識交流と問題解決が活

発に行われ、組織全体が知的に活性化している状況を生もう

とするものである。

　コミュニティ・オブ・プラクティスの実践事例としてバックマン

ラボラトリーズ社のK’Netixのほか、徹底的なドキュメント収

集システムをベースとして、ベストプラクティスを広く活用でき

る仕組みとした、ゼロックスのEurekaや、知識の世話役を特

色としたワールドバンクのテーマグループ、組織を超えてイ

ノベーションやブレークスルーを育てる、３Mのテックフォーラ

ムなどがある。

1.3  地域づくりとコミュニティ・オブ・プラクティス
　このような民間企業等の取り組みは、厳しい状況にある地

域経営にも役立つはずである。多様な経験やノウハウを持つ市

民が、共通の関心事についてお互いに教え合い学び合う関係

を持ち、知識交流と問題解決によって地域全体を活性化させ

ることができないだろうか。　

　地域の人と人のつながりを再生し、行政と市民の協働や市民

による自立的な地域課題の解決を、コミュニティ・オブ・プラク

ティスという形で育てることは、地域経営にとって重要なテー

マとなる。

　市民が誰でも教える場を作ることができ、集まった市民と

の知識交流や社会活動を行う、いわば地域版コミュニティ・

オブ・プラクティスを育てているのがインターネット市民塾で

ある。

2.1  開発の経緯
　インターネット市民塾は、ITを活用した生涯学習・社会活動

を活性化するシステムである。[６]   インテックの提案で、１９９４年

に富山県で開催された全国生涯学習フェスティバルで試作シ

ステムが発表された。１９９８年の「教育の情報化」事業に採択さ

れ、産学官による共同研究と社会実験が始まり、以来、市民の

知識発信、知識交流に多くの参加を喚起してきた。インター

ネットを通じていつでも参加できるｅラーニングを取り入れて

いるが、それまでのｅラーニングとは異なる独自の学習支援

システムを構築してきた。具体的には、従来のｅラーニングが

教授型（タテ型）を前提に構築されているのに対し、市民の知

識発信を活性化する道具としてｅラーニングを捉え、市民が

テーマに関心を持つ仲間を集め、お互いに学び合うコミュニ

ティ型（ヨコ型）などの開催方法も提供するものである。知識

取得やスキルアップを目指すフォーマルな学習だけでなく、人と

の相互関係によって学びを深めるもので、SNSというサービス

がまだない１９９８年に、すでに学びを通じたソーシャル・ネット

せ、内発的な力を引き出し、いかにして地域イノベーションを

起こすかが求められている。同時に行政と市民との協働を前

提とした地域経営への転換も迫られている。[２]

　生涯学習は、一人ひとりの豊かな社会生活のための自主的

な取り組みと捉えられる面があるが、社会の要請に応える地

域人材育成を担う面も期待される。欧米では「生涯学習」の捉

え方が日本と大きく異なり、「国力」や「社会の発展」と強く

関連付けられている。「生涯学習」によるヒューマンキャピタ

ルの向上は、雇用や企業の生産性の向上、新たな産業の創出、

ひいてはGDPの向上をもたらす重要な政策と位置づけられて

いる。また、社会の発展への指標＝ソーシャルアウトカムの研究

では「市民の社会的関与」を捉えていることが注目される。[３] 

ワークを目指していた。富山県での取り組みが各地に波及し、

全国11都道府県に利用が広がっている。そして、文部科学省か

ら全国に提供された「生涯学習ICTプラットフォーム」では、

インターネット市民塾がモデルとなっている。

2.2  インターネット市民塾における学習

2.3  具体的な利用画面　
　主な画面を紹介する。

(１)利用者ページ

　　講座の受講などのフォーマルな学びだけでなく、仕事や生

　活を通じて得たさまざまな学びを「学びの日記」（ブログ）

　として記録する。講座の受講仲間だけでなく登録者（塾生）

　や広くネットに公開することや、自身の記録だけに留めて

　「学びの貯金箱」とするなど、利用者自身の意思で選択する。

　(図４)

(２)活動サークルページ

　　テーマを共有する利用者が集って、コミュニティの形成に活

　用することができる。講座の受講をきっかけに作るサークル

　や、地域活動を行っている仲間で学び合うサークルなどに活

　用。活動の記録をもとに新たな講座を開催するなど、柔軟な

　発展を支援する。(図５)

(３)講師用講座ツール

　　市民講師が講座の開催に向けて学習ページ（教室）のデザイン 

　を行い、コンテンツを制作し、講座として開講するための便利

2.4  利用状況
　富山インターネット市民塾を例に利用を分析する。

(１)参加者は３０代～５０代の働き盛りが多く、これまで生涯学習

　への参加が少なかった世代に参加を促進している。（図７）

(２)多様な開催形式

　インターネット市民塾では、市民が学ぼうとするテーマで

ネット上にたくさんの教室が開かれている。その開催形態は

多様で、講義型だけでなくワークショップ型、コミュニティ

学習型、活動発表型などさまざまである。平成２１年度の開

催形態をみると、市民による講座・活動サークル等の全７０グ

ループのうち、コミュニティ型、体験発表型などの（ヨコ型）

は５４％、３８テーマとなっている。（図８）

開催講座の例

　　● 先用後利～富山売薬さんの歩んだ道を訪ねて～（講義型）

　　● 越中北前船のはなし　～近世越中国の産業と人々～

　 （講義型）

　　● ことばのレシピ（ワークショップ型）

　　● 乙女のハートフルコミュニケーション（コミュニティ型）

　　● 神戸と学ぶ防災市民塾（コミュニティ学習型）

　　● 元気に百歳（活動発表型）

　　● 先生が見た世界の国 （々活動発表型）

(３)市民の自発的な知識発信・交流におけるモチベーション

　　講座（教室）を開催した市民講師へのアンケート調査では、

　次のような感想が聞かれる。

　　●自分の持っているものを教えて喜んでいただいたことは、

　　大きな喜びになった。

　　● ネット講座は異世代交流の場。逆にたくさんのことを教え

　　ていただいた。

　　● これまで学んだことを、振り返る機会になった。

　　● 参加者から元気をもらった。

　　● 職場と家庭の往復の生活に加えて、ネット上に新しい場所

　　が持てた。

　　● スクーリングでは、教える立場を超えて学んだ。

　市民講師にこのような状況をもたらす要素として、次のよう

な点を挙げることができる。

①教えるために学ぶ

　講座開催に向けて、自らの知識を整理し、専門家や文献な

　どにより補おうとする学びの意欲を高めている

②参加者から学ぶ

　特にコミュニティ学習型では、幅広い世代の参加者が知識

　を持ち寄り学び合うことにつながっている。

③自身の知の顕在化

　講座の開催は自身の知の棚卸になっている。また、これま

　での経験・潜在的な学びが参加者によって引き出されるこ

　とも少なくない。

④新たな目標への学び

　参加者にさらに応えようとする意欲や、参加者から与えら

　れた自身の気付きが、新たな学びの目標設定につながる

　ことが見られる。

(４)学びから社会参加へと発展

　このような市民講師のモチベーションは、参加する受講者

にも伝わり、受講者の中から新たな市民講師が生まれ、世代

を超えて「知の還流」が生まれている。さらに、学びを契機

としたセルフイノベーションや、新たな社会活動へと発展す

る例が見られる。

（事例１）Ｙさん（フリーアナウンサー、４１歳）

　自分で新しいステージを創りたいと考え教室を開設。人と

2.5  コミュニティ・オブ・プラクティスとし
てのインターネット市民塾
　インターネット市民塾の実践を、エティエンヌの定義している

コミュニティ・オフ・プラクティスに当てはめて分析してみたい。

(１)人々が実践を共にする集まりである

　→講師、受講者という固定的な関係だけでなく、学習コ

ミュニティとしてお互いに学び活動を進めるグループとして

の集まりである。

　インターネットを通じて仕事や身近な生活の場から参加す

ることは、学びと生活・地域の課題とが接近していることで

あり、学びを通じてさまざまなテーマや課題の解決に向けた

活動に結びつきやすい状況を生んでいる。仕事や生活の現

場から参加することが、学びに対する課題意識を高める要素

となって、参加を契機とした新たな活動への取り組みが多数

見られる。

(２)参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもので

　はない。

　→あくまでも自発的な参加が基本であり、自身が所属する

組織からの指示で参加しているものではない。

　インターネット市民塾では大学の講師、企業の専門家、学

校関係者など、産学官の組織に所属しながら、多彩な参加者

による知識交流が見られる。

(３)共通の関心事である「知識」によって定義され、業務ではない

　→テーマに関心を持つもののみが集まり、指示されたミッ

ションを目指すものではない。

　用意された学びの場ではなく、自ら作り活動する学びの場

としてテーマ毎にコミュニティが生れている。それぞれのコ

ミュニティは、参加人数が多いことが評価ではなく、テーマ

に関心を持つ幅広い世代と多様な観点で教え合い学び合う

ことを大切にしている。

(４)参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　→教えることが学習になり、参加者の間で学び合い高め

合っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　講師だけでなく一人ひとりがテーマに関する知識を発信す

る立場に立つことで、知識の引き出し合い、知識のプラスサ

ムが見られる。

　インターネット市民塾では、これらの要素によってコミュニ

ティ・オブ・プラクティスを育て、その中からさまざまな地域課

題への取り組みを見ることができる。たとえば、富山と神戸の

間でお互いに活動を学び合う防災市民塾や、地域に残る手仕事

を学ぶグループが、未来の仕事を考える子どもたちの体験学習

に活動成果を生かしている。また、産学官の連携事業を結成

し、社会にチャレンジする若者や子育て世代の学習支援活動に

も取り組んでいる。
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1.  地域経営とスマーター・ソーシャル・
      ストラクチャー

2.  インターネット市民塾の実践

　　  コミュニティ支援機能
　インターネット市民塾は、市民自身によって学びの場を作り、

仲間を集めてコミュニティ活動を形成することができる点に特

徴がある。

の良好なコミュニケーションのスタイルを、一人ひとりが見つ

ける講座を開講した。　受講者の中から新たな活動サーク

ルの開設が生れた。バトンがつながるように、受講者自身が

新しいステージを作った。このことがＹさんにとって自分の

仕事に新しい目標を持つ契機となった。

（事例２）Ｉさん（パート勤務、５１歳）

　職場での不本意な評価を克服したいと考えていた時、Ｙさ

んの話し方に関する講座を見つけて参加した。インターネッ

トを介して無理なく参加でき、苦手な人ともコミュニケー

ションできることが大切な条件であった。Ｙさんの教室に参加

したことで、異なる世代、異なる状況にある人と良くコミュニ

ケーションし新しい人との交流や新しい活動に前向きになっ

た。このような学習を通じて、今度は他者の役に立てたいと

考え人との交流を支援するサークル活動を始めた。同じ志を

持つ仲間が集まり活動が広がるとともに、コーチングなど新

しい学びへチャレンジしている。

（事例３）Ｎさん（ベンチャー起業家、７３歳男性）

　定年退職を機にインターネット市民塾の講座を受講してパ

ソコンの使い方を学んでいた。

　ちょうとその時に奥様が重病に罹り、回復を願って健康に

関するさまざまな学習を行い実践した。その経験を多くの人

に伝えたいと、市民講師となってインターネット市民塾で教

室を計画した。教室で教えるためにさらに深く学び７０歳を

過ぎて学ぶことの楽しさを知った。インターネット市民塾で

講師をしたことを基にＮさんは新しい事業を企て、７１歳で事

業を興した。

　このほか、平成２１年度の参加者へのアンケート調査では、

　　● 仕事や生活などの新たな取り組み役立てている

　　● 自分の次のステップに向かうきっかけになった

　　● 参加によって人との新しい関係ができ役立った

　　● 市民講師の活動が新たな目標につながった

など、延べ５２件報告されている。
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　これまでの実践から、ITを活用して幅広い世代の市民が、い

つでもどこからでも教え合い学び合いに参加できるインター

ネット市民塾は、コミュニティ・オブ・プラクティスを育てる地域

プラットフォームにあたる。そして地域版コミュニティ・オブ・プ

ラクティスは、地域の内発的な力を高め協働による地域づくり

を担う可能性を十分持つと言える。

　このようなプラットフォームを備え、地域ぐるみで教え合い

学び合い、地域づくりに叡智を出し合い、自立的に成長してい

く地域づくりのコンセプトを「ラーニング・シティ」と称したい。

「ラーニング・シティ」の実現には下記の要件を挙げることが

できる。

　● 一人ひとりの市民が、働きながら、生活の中で、自発的に学 び

　の機会をつくることができ、その参加に地域全体の理解があ

　る。一つの形として全国各地で見られる「生涯学習都市宣　

　言」が挙げられる。

　●仕事や生活と並行して、いつでも学ぶ機会をつくることがで

　きるよう、また、教える機会、知識交流ができるよう、ITを

　活用した学習プラットフォームがある。

　●学びを通じてさまざまな立場の市民によるコミュニティ・オ

　ブ・プラクティスが形成されるよう、 ITを活用した地域プ

　ラットフォームがある。

　●コミュニティ・オブ・プラクティスによって生れる地域課題の

　解決、地域の成長を、地域の産学官の共通的な利益「ソー

　シャルアウトカム」として評価していく評価の仕組みがある。

　●これらの各プラットフォームを ITによって有機的に運営でき

　る「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」が構築され、持

　続的にその運営を担う産学官の協働プラットフォームがある。

　では、これらの要件を積極的に創り出すために、産学官はど

のような役割が期待されるか考えてみたい。

(１)行政（地方自治体）

　地域づくりのアプローチは政策的な事業として推進する

トップダウン型と、市民の自発的な活動から草の根的に広が

るボトムアップ型に分けることができる。ボトムアップ型は、

これまで述べてきたコミュニティ・オブ・プラクティス型と置

き換えて考える。

　ラーニング・シティでは、市民のさまざまな教え合い学び

合いによってボトムアップ型の取り組みが生れ、いくつもの

問題解決の方向が生れることに期待したい。さらに、それら

の実践的な取り組みを地方自治体が取り上げ、政策的ス

キームに取り入れる新たな流れが重要である。この二つの流

れを適切にマネジメントし、スピードアップさせることに行政

（地方自治体）の重要な役割がある。興味深いのは冒頭に

紹介したK’Netixのシステムの開発にあたって、その活用の

目標を定めるべきでないというCEOの考え方である。目標

を定めた瞬間に従来と同じトップダウン型のシステムにな

り、コミュニティ・オブ・プラクティスが生れないからと言う。

[７]

(２)大学

　大学には専門的な知識財が豊富にあり、それらを積極的

に地域づくりに生かすことが求められている。社会人学生の

受け入れというこれまでのスタンスから一歩踏み出し、イン

ターネットを通じて繰り広げられる地域のコミュニティ・オ

ブ・プラクティスに積極的に参加し、これらを提供していくこ

とが望まれる。また、研究開発された教育・学習技術は、市

民の教え合い学び合いの促進に役立てることに期待を持て

る。

　大学に学ぶ学生にとっても、地域のコミュニティ・オブ・プ

ラクティスへの参加は、実社会の実態の中で学び考える絶

好の機会を提供する。同時に学生のボランタリーな参加は、

地域の次世代を育てる「地域の教育力」の涵養でもある。

(３)企業等

　まずは、働き盛りの社員が、社会活動としてコミュニティ・

オブ・プラクティスに参加することに理解が必要である。社

外での教え合い学び合いが、結果として社員の成長をもたら

し、企業人材としても社内にイノベーションをもたらす要素

を持っているからである。また、大学での学び直しにも理解

4.  今後の展望
　今後１０年間で急速に進む高齢社会をにらんで、富山市は「コ

ンパクト・シティ」というまちづくりのコンセプトを打ち出し

た。[８] 車に依存している都市は、５年後１０年後には多数の高

齢者が住みにくい地域になる。生活に必要な機能をコンパクト

に収容する街を目指し、さらにライトレールなどの公共交通機

能を充実させる政策は、まちづくりの先進モデルとして全国か

ら視察が相次いでいる。

　高齢者や働き盛りが住みやすい要件として、生きがいや働き

甲斐を持てることも重要である。高齢者の豊かな経験やノウハ

ウを見つけ合い学び合う関係、それらを生かして高齢者も働け

る新しい地域サービスを興す市民の関係、それを積極的にまち

づくりに生かす市民と行政の関係を育てていく必要がある。高

齢者が住みやすい都市を目指す「コンパクト・シティ」には、こ

のような取り組みが強く期待される背景があり、インフラ整備

と合わせて、これらのソフト面の政策が今後ますます重要に

なってくる。地域ぐるみで学び、考え、成長していく「ラーニン

グ・シティ」こそ、インターネット市民塾の目指す地域づくりで

ある。

図１  企業におけるコミュニティ・オブ・プラクティス
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表１  インターネット市民塾の学習コミュニティ支援機能

参加のきっかけを広げる
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いろいろな学びを支援する
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言葉を送る、声をかける
体験してみる
テーマを発信して仲間を集める
発表する、展示する
ネット教室を開く
活動サークルを開く
講座、活動サークルを持つ
コミュニティ・グループを形成する
ワークショップを開く
ニュースレターを発行する
自分だけの学びの書斎
ほかの人の発信・発表から学ぶ
発表していろいろな声を聞く
教えて学ぶ
人の交流から学ぶ
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　なツールを提供する。日頃から関連する素材を少しずつ集め

　仲間と一緒にコンテンツ（教材）を作るという柔軟な利用も

　可能である。(図６)

図４  利用者個人ページ（学びの日記画面）

図５  活動サークルページ
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図１３　ラーニング・シティにおける地域づくりのアプローチ

と協力が望まれ、そのような社員を積極的に評価する社風

も望まれる。

地域の成長は地元の企業にとっても不可欠であり、ラーニン

グ・シティの基礎となる地域プラットフォームの運営に、人

的・資金的な参加が望まれる。
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  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～

" Learning City" it Leads to the Growing Region
-Internet Learning Community for Learning Citizens, Thinking Citizens, and Active Citizens-

 柵　富雄
SAKU Tomio

特集2

概要
　地域には優れた人材が潜在している。市民が一人でも多く知識交流し、地域人材として顕在化することで、

地域に新しい価値を創造することができないだろうか。つまり、地域版のコミュニティ・オブ・プラクティスを育て、

地域に新たな価値観を創造する内発的な力を生むものである。

　インターネット市民塾は、ＩＴを活用して市民の知識発信と知識交流を活性化させる地域事業として、全国11

の地域に広がっている。自らの経験やノウハウを生かして教え合い学び合う仕組みに多くの市民が参加し、地域

づくりのコミュニティ・オブ・プラクティスが生れている。まさに「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の具体

例と言える。

　参加する市民の具体的な活動を分析し、地域版コミュニティ・オブ・プラクティスを育てるインターネット市民

塾の可能性を考えるとともに、教え合い学び合いによって地域づくりに市民が叡智を出し合う地域＝「ラーニン

グ・シティ」を展望する。
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● 株式会社インテックシステム研究所 社会システム研究室長
　富山インターネット市民塾推進協議会事務局長
　ＮＰＯ法人地域学習プラットフォーム研究会理事長
● 教育、地域活性化などをテーマとした社会システム研究、
   およびＩＴを活用した地域での実践活動を企画・推進

1.1  地域経営と教育
　経済社会の構造的問題、国際化、少子高齢化の中で、地域

は産業の空洞化や、雇用不安など、難しい地域経営に迫られて

いる。経済産業省による２０年後の予測では、東京を除くすべ

ての地域で人口が減少、３５の大都市圏を除く地方の総生産が

縮小すると推計され、地域の厳しい状況は今後も続く。[1]

　コミュニティの崩壊が進み、受益のみを求める傾向が増す一

方、自治体は地域の多様な政策ニーズにすべて応えるだけの

財政力はない。地域の課題解決に参加する市民を顕在化さ

日本においても、協働を前提とした地域経営には、市民のシ

ティズンシップの涵養、社会参加のモチベーションづくりは不

可欠であり、生涯学習政策に力を入れる必要が高まっている

と言える。

1.2  民間企業の取り組みに学ぶ
　民間企業では、社員の意欲・積極性をいかに引き出すかは企

業経営者であれば誰しも重視していることである。変化の激し

い時代にあって、新たなビジネス・ソリューションの開発や経営

のイノベーションが求められる中、トップマネジメントのみで

は限界があることから、社員の自立的（自律的）な提案やイノ

ベーション活動に期待するところが大きい。このため、企業で

は一人ひとりの資質向上を図る社員教育のほかに、ナレッジ

シェアリング等、社員間の力の引き出し合いと共有の工夫を

行っている。

　企業の人材活性化として、これまでのマネジメント手法とは

異なる、コミュニティ・オブ・プラクティスと呼ばれるアプロー

チが注目されている。代表例であるバックマンラボラトリーズ

社の　K’Netixは、世界各地に点在する１３００人の社員の知識

交換を一夜にして行うことができると言われている。[４]  組織

における知識は９０％以上が個人に潜在していることから、そ

の知識交換を活性化させて新しい知識を創造するものであ

る。所属や立場を超えてソリューションを共有し、いかに多様

な価値観を創造していくが、社員の参加率とスピードが企業の

力という考え方である。

　コミュニティ・オブ・プラクティスは、企業組織等の新しい

マネジメント手法として、IRL ( Institute for Reserch on 

Learning)のエティエンヌ・ウェンガーらが１９９１年に発表した

3.  ラーニング・シティを展望する

とされている。９０年代後半以降ナレッジマネジメントが注目を

集めるようになり、改めてビジネス界で注目されているアプ

ローチである。

エティエンヌはコミュニティ・オブ・プラクティスを次のように

定義している。[５]

　　●人々が実践を共にする集まりである

　　●参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもの

　　ではない

　　●共通の関心事である「知識」によって定義され、業務では

　　ない

　　●参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　一般的なプロジェクト型の組織マネジメントでは、参加は指

名された者で構成され、その成果はアウトプットで評価される

のに比べ、コミュニティ・オブ・プラクティスでは、組織を越え

た幅広い参加を可能とし、その入口（インプット）の幅広さが

重視される。多彩な参加者によって、知識交流と問題解決が活

発に行われ、組織全体が知的に活性化している状況を生もう

とするものである。

　コミュニティ・オブ・プラクティスの実践事例としてバックマン

ラボラトリーズ社のK’Netixのほか、徹底的なドキュメント収

集システムをベースとして、ベストプラクティスを広く活用でき

る仕組みとした、ゼロックスのEurekaや、知識の世話役を特

色としたワールドバンクのテーマグループ、組織を超えてイ

ノベーションやブレークスルーを育てる、３Mのテックフォーラ

ムなどがある。

1.3  地域づくりとコミュニティ・オブ・プラクティス
　このような民間企業等の取り組みは、厳しい状況にある地

域経営にも役立つはずである。多様な経験やノウハウを持つ市

民が、共通の関心事についてお互いに教え合い学び合う関係

を持ち、知識交流と問題解決によって地域全体を活性化させ

ることができないだろうか。　

　地域の人と人のつながりを再生し、行政と市民の協働や市民

による自立的な地域課題の解決を、コミュニティ・オブ・プラク

ティスという形で育てることは、地域経営にとって重要なテー

マとなる。

　市民が誰でも教える場を作ることができ、集まった市民と

の知識交流や社会活動を行う、いわば地域版コミュニティ・

オブ・プラクティスを育てているのがインターネット市民塾で

ある。

2.1  開発の経緯
　インターネット市民塾は、ITを活用した生涯学習・社会活動

を活性化するシステムである。[６]   インテックの提案で、１９９４年

に富山県で開催された全国生涯学習フェスティバルで試作シ

ステムが発表された。１９９８年の「教育の情報化」事業に採択さ

れ、産学官による共同研究と社会実験が始まり、以来、市民の

知識発信、知識交流に多くの参加を喚起してきた。インター

ネットを通じていつでも参加できるｅラーニングを取り入れて

いるが、それまでのｅラーニングとは異なる独自の学習支援

システムを構築してきた。具体的には、従来のｅラーニングが

教授型（タテ型）を前提に構築されているのに対し、市民の知

識発信を活性化する道具としてｅラーニングを捉え、市民が

テーマに関心を持つ仲間を集め、お互いに学び合うコミュニ

ティ型（ヨコ型）などの開催方法も提供するものである。知識

取得やスキルアップを目指すフォーマルな学習だけでなく、人と

の相互関係によって学びを深めるもので、SNSというサービス

がまだない１９９８年に、すでに学びを通じたソーシャル・ネット

せ、内発的な力を引き出し、いかにして地域イノベーションを

起こすかが求められている。同時に行政と市民との協働を前

提とした地域経営への転換も迫られている。[２]

　生涯学習は、一人ひとりの豊かな社会生活のための自主的

な取り組みと捉えられる面があるが、社会の要請に応える地

域人材育成を担う面も期待される。欧米では「生涯学習」の捉

え方が日本と大きく異なり、「国力」や「社会の発展」と強く

関連付けられている。「生涯学習」によるヒューマンキャピタ

ルの向上は、雇用や企業の生産性の向上、新たな産業の創出、

ひいてはGDPの向上をもたらす重要な政策と位置づけられて

いる。また、社会の発展への指標＝ソーシャルアウトカムの研究

では「市民の社会的関与」を捉えていることが注目される。[３] 

ワークを目指していた。富山県での取り組みが各地に波及し、

全国11都道府県に利用が広がっている。そして、文部科学省か

ら全国に提供された「生涯学習ICTプラットフォーム」では、

インターネット市民塾がモデルとなっている。

2.2  インターネット市民塾における学習

2.3  具体的な利用画面　
　主な画面を紹介する。

(１)利用者ページ

　　講座の受講などのフォーマルな学びだけでなく、仕事や生

　活を通じて得たさまざまな学びを「学びの日記」（ブログ）

　として記録する。講座の受講仲間だけでなく登録者（塾生）

　や広くネットに公開することや、自身の記録だけに留めて

　「学びの貯金箱」とするなど、利用者自身の意思で選択する。

　(図４)

(２)活動サークルページ

　　テーマを共有する利用者が集って、コミュニティの形成に活

　用することができる。講座の受講をきっかけに作るサークル

　や、地域活動を行っている仲間で学び合うサークルなどに活

　用。活動の記録をもとに新たな講座を開催するなど、柔軟な

　発展を支援する。(図５)

(３)講師用講座ツール

　　市民講師が講座の開催に向けて学習ページ（教室）のデザイン 

　を行い、コンテンツを制作し、講座として開講するための便利

2.4  利用状況
　富山インターネット市民塾を例に利用を分析する。

(１)参加者は３０代～５０代の働き盛りが多く、これまで生涯学習

　への参加が少なかった世代に参加を促進している。（図７）

(２)多様な開催形式

　インターネット市民塾では、市民が学ぼうとするテーマで

ネット上にたくさんの教室が開かれている。その開催形態は

多様で、講義型だけでなくワークショップ型、コミュニティ

学習型、活動発表型などさまざまである。平成２１年度の開

催形態をみると、市民による講座・活動サークル等の全７０グ

ループのうち、コミュニティ型、体験発表型などの（ヨコ型）

は５４％、３８テーマとなっている。（図８）

開催講座の例

　　● 先用後利～富山売薬さんの歩んだ道を訪ねて～（講義型）

　　● 越中北前船のはなし　～近世越中国の産業と人々～

　 （講義型）

　　● ことばのレシピ（ワークショップ型）

　　● 乙女のハートフルコミュニケーション（コミュニティ型）

　　● 神戸と学ぶ防災市民塾（コミュニティ学習型）

　　● 元気に百歳（活動発表型）

　　● 先生が見た世界の国 （々活動発表型）

(３)市民の自発的な知識発信・交流におけるモチベーション

　　講座（教室）を開催した市民講師へのアンケート調査では、

　次のような感想が聞かれる。

　　●自分の持っているものを教えて喜んでいただいたことは、

　　大きな喜びになった。

　　● ネット講座は異世代交流の場。逆にたくさんのことを教え

　　ていただいた。

　　● これまで学んだことを、振り返る機会になった。

　　● 参加者から元気をもらった。

　　● 職場と家庭の往復の生活に加えて、ネット上に新しい場所

　　が持てた。

　　● スクーリングでは、教える立場を超えて学んだ。

　市民講師にこのような状況をもたらす要素として、次のよう

な点を挙げることができる。

①教えるために学ぶ

　講座開催に向けて、自らの知識を整理し、専門家や文献な

　どにより補おうとする学びの意欲を高めている

②参加者から学ぶ

　特にコミュニティ学習型では、幅広い世代の参加者が知識

　を持ち寄り学び合うことにつながっている。

③自身の知の顕在化

　講座の開催は自身の知の棚卸になっている。また、これま

　での経験・潜在的な学びが参加者によって引き出されるこ

　とも少なくない。

④新たな目標への学び

　参加者にさらに応えようとする意欲や、参加者から与えら

　れた自身の気付きが、新たな学びの目標設定につながる

　ことが見られる。

(４)学びから社会参加へと発展

　このような市民講師のモチベーションは、参加する受講者

にも伝わり、受講者の中から新たな市民講師が生まれ、世代

を超えて「知の還流」が生まれている。さらに、学びを契機

としたセルフイノベーションや、新たな社会活動へと発展す

る例が見られる。

（事例１）Ｙさん（フリーアナウンサー、４１歳）

　自分で新しいステージを創りたいと考え教室を開設。人と

2.5  コミュニティ・オブ・プラクティスとし
てのインターネット市民塾
　インターネット市民塾の実践を、エティエンヌの定義している

コミュニティ・オフ・プラクティスに当てはめて分析してみたい。

(１)人々が実践を共にする集まりである

　→講師、受講者という固定的な関係だけでなく、学習コ

ミュニティとしてお互いに学び活動を進めるグループとして

の集まりである。

　インターネットを通じて仕事や身近な生活の場から参加す

ることは、学びと生活・地域の課題とが接近していることで

あり、学びを通じてさまざまなテーマや課題の解決に向けた

活動に結びつきやすい状況を生んでいる。仕事や生活の現

場から参加することが、学びに対する課題意識を高める要素

となって、参加を契機とした新たな活動への取り組みが多数

見られる。

(２)参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもので

　はない。

　→あくまでも自発的な参加が基本であり、自身が所属する

組織からの指示で参加しているものではない。

　インターネット市民塾では大学の講師、企業の専門家、学

校関係者など、産学官の組織に所属しながら、多彩な参加者

による知識交流が見られる。

(３)共通の関心事である「知識」によって定義され、業務ではない

　→テーマに関心を持つもののみが集まり、指示されたミッ

ションを目指すものではない。

　用意された学びの場ではなく、自ら作り活動する学びの場

としてテーマ毎にコミュニティが生れている。それぞれのコ

ミュニティは、参加人数が多いことが評価ではなく、テーマ

に関心を持つ幅広い世代と多様な観点で教え合い学び合う

ことを大切にしている。

(４)参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　→教えることが学習になり、参加者の間で学び合い高め

合っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　講師だけでなく一人ひとりがテーマに関する知識を発信す

る立場に立つことで、知識の引き出し合い、知識のプラスサ

ムが見られる。

　インターネット市民塾では、これらの要素によってコミュニ

ティ・オブ・プラクティスを育て、その中からさまざまな地域課

題への取り組みを見ることができる。たとえば、富山と神戸の

間でお互いに活動を学び合う防災市民塾や、地域に残る手仕事

を学ぶグループが、未来の仕事を考える子どもたちの体験学習

に活動成果を生かしている。また、産学官の連携事業を結成

し、社会にチャレンジする若者や子育て世代の学習支援活動に

も取り組んでいる。
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1.  地域経営とスマーター・ソーシャル・
      ストラクチャー

2.  インターネット市民塾の実践

　　  コミュニティ支援機能
　インターネット市民塾は、市民自身によって学びの場を作り、

仲間を集めてコミュニティ活動を形成することができる点に特

徴がある。

の良好なコミュニケーションのスタイルを、一人ひとりが見つ

ける講座を開講した。　受講者の中から新たな活動サーク

ルの開設が生れた。バトンがつながるように、受講者自身が

新しいステージを作った。このことがＹさんにとって自分の

仕事に新しい目標を持つ契機となった。

（事例２）Ｉさん（パート勤務、５１歳）

　職場での不本意な評価を克服したいと考えていた時、Ｙさ

んの話し方に関する講座を見つけて参加した。インターネッ

トを介して無理なく参加でき、苦手な人ともコミュニケー

ションできることが大切な条件であった。Ｙさんの教室に参加

したことで、異なる世代、異なる状況にある人と良くコミュニ

ケーションし新しい人との交流や新しい活動に前向きになっ

た。このような学習を通じて、今度は他者の役に立てたいと

考え人との交流を支援するサークル活動を始めた。同じ志を

持つ仲間が集まり活動が広がるとともに、コーチングなど新

しい学びへチャレンジしている。

（事例３）Ｎさん（ベンチャー起業家、７３歳男性）

　定年退職を機にインターネット市民塾の講座を受講してパ

ソコンの使い方を学んでいた。

　ちょうとその時に奥様が重病に罹り、回復を願って健康に

関するさまざまな学習を行い実践した。その経験を多くの人

に伝えたいと、市民講師となってインターネット市民塾で教

室を計画した。教室で教えるためにさらに深く学び７０歳を

過ぎて学ぶことの楽しさを知った。インターネット市民塾で

講師をしたことを基にＮさんは新しい事業を企て、７１歳で事

業を興した。

　このほか、平成２１年度の参加者へのアンケート調査では、

　　● 仕事や生活などの新たな取り組み役立てている

　　● 自分の次のステップに向かうきっかけになった

　　● 参加によって人との新しい関係ができ役立った

　　● 市民講師の活動が新たな目標につながった

など、延べ５２件報告されている。
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　これまでの実践から、ITを活用して幅広い世代の市民が、い

つでもどこからでも教え合い学び合いに参加できるインター

ネット市民塾は、コミュニティ・オブ・プラクティスを育てる地域

プラットフォームにあたる。そして地域版コミュニティ・オブ・プ

ラクティスは、地域の内発的な力を高め協働による地域づくり

を担う可能性を十分持つと言える。

　このようなプラットフォームを備え、地域ぐるみで教え合い

学び合い、地域づくりに叡智を出し合い、自立的に成長してい

く地域づくりのコンセプトを「ラーニング・シティ」と称したい。

「ラーニング・シティ」の実現には下記の要件を挙げることが

できる。

　● 一人ひとりの市民が、働きながら、生活の中で、自発的に学 び

　の機会をつくることができ、その参加に地域全体の理解があ

　る。一つの形として全国各地で見られる「生涯学習都市宣　

　言」が挙げられる。

　●仕事や生活と並行して、いつでも学ぶ機会をつくることがで

　きるよう、また、教える機会、知識交流ができるよう、ITを

　活用した学習プラットフォームがある。

　●学びを通じてさまざまな立場の市民によるコミュニティ・オ

　ブ・プラクティスが形成されるよう、 ITを活用した地域プ

　ラットフォームがある。

　●コミュニティ・オブ・プラクティスによって生れる地域課題の

　解決、地域の成長を、地域の産学官の共通的な利益「ソー

　シャルアウトカム」として評価していく評価の仕組みがある。

　●これらの各プラットフォームを ITによって有機的に運営でき

　る「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」が構築され、持

　続的にその運営を担う産学官の協働プラットフォームがある。

　では、これらの要件を積極的に創り出すために、産学官はど

のような役割が期待されるか考えてみたい。

(１)行政（地方自治体）

　地域づくりのアプローチは政策的な事業として推進する

トップダウン型と、市民の自発的な活動から草の根的に広が

るボトムアップ型に分けることができる。ボトムアップ型は、

これまで述べてきたコミュニティ・オブ・プラクティス型と置

き換えて考える。

　ラーニング・シティでは、市民のさまざまな教え合い学び

合いによってボトムアップ型の取り組みが生れ、いくつもの

問題解決の方向が生れることに期待したい。さらに、それら

の実践的な取り組みを地方自治体が取り上げ、政策的ス

キームに取り入れる新たな流れが重要である。この二つの流

れを適切にマネジメントし、スピードアップさせることに行政

（地方自治体）の重要な役割がある。興味深いのは冒頭に

紹介したK’Netixのシステムの開発にあたって、その活用の

目標を定めるべきでないというCEOの考え方である。目標

を定めた瞬間に従来と同じトップダウン型のシステムにな

り、コミュニティ・オブ・プラクティスが生れないからと言う。

[７]

(２)大学

　大学には専門的な知識財が豊富にあり、それらを積極的

に地域づくりに生かすことが求められている。社会人学生の

受け入れというこれまでのスタンスから一歩踏み出し、イン

ターネットを通じて繰り広げられる地域のコミュニティ・オ

ブ・プラクティスに積極的に参加し、これらを提供していくこ

とが望まれる。また、研究開発された教育・学習技術は、市

民の教え合い学び合いの促進に役立てることに期待を持て

る。

　大学に学ぶ学生にとっても、地域のコミュニティ・オブ・プ

ラクティスへの参加は、実社会の実態の中で学び考える絶

好の機会を提供する。同時に学生のボランタリーな参加は、

地域の次世代を育てる「地域の教育力」の涵養でもある。

(３)企業等

　まずは、働き盛りの社員が、社会活動としてコミュニティ・

オブ・プラクティスに参加することに理解が必要である。社

外での教え合い学び合いが、結果として社員の成長をもたら

し、企業人材としても社内にイノベーションをもたらす要素

を持っているからである。また、大学での学び直しにも理解

4.  今後の展望
　今後１０年間で急速に進む高齢社会をにらんで、富山市は「コ

ンパクト・シティ」というまちづくりのコンセプトを打ち出し

た。[８] 車に依存している都市は、５年後１０年後には多数の高

齢者が住みにくい地域になる。生活に必要な機能をコンパクト

に収容する街を目指し、さらにライトレールなどの公共交通機

能を充実させる政策は、まちづくりの先進モデルとして全国か

ら視察が相次いでいる。

　高齢者や働き盛りが住みやすい要件として、生きがいや働き

甲斐を持てることも重要である。高齢者の豊かな経験やノウハ

ウを見つけ合い学び合う関係、それらを生かして高齢者も働け

る新しい地域サービスを興す市民の関係、それを積極的にまち

づくりに生かす市民と行政の関係を育てていく必要がある。高

齢者が住みやすい都市を目指す「コンパクト・シティ」には、こ

のような取り組みが強く期待される背景があり、インフラ整備

と合わせて、これらのソフト面の政策が今後ますます重要に

なってくる。地域ぐるみで学び、考え、成長していく「ラーニン

グ・シティ」こそ、インターネット市民塾の目指す地域づくりで

ある。

図１  企業におけるコミュニティ・オブ・プラクティス
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図２  インターネット市民塾の概要　
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●教材はパッケージ化されることが多い

●参加者の人の関係性によって学習が

　深まる（ソーシャル・キャピタル）

●参加者の知識顕在化

●人のつながりによって学びの輪が広がる
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表１  インターネット市民塾の学習コミュニティ支援機能

参加のきっかけを広げる

多様な活用方法に応える

柔軟な活用スタイルを提供する

いろいろな学びを支援する

 
利用者に学ぶ楽しさ、喜びを提供する

たくさんの学びの発信に触れる
テーマに共感する
言葉を送る、声をかける
体験してみる
テーマを発信して仲間を集める
発表する、展示する
ネット教室を開く
活動サークルを開く
講座、活動サークルを持つ
コミュニティ・グループを形成する
ワークショップを開く
ニュースレターを発行する
自分だけの学びの書斎
ほかの人の発信・発表から学ぶ
発表していろいろな声を聞く
教えて学ぶ
人の交流から学ぶ
気軽に参加できる
自分のテーマが見つかる
同じテーマを持つ人と出会いがある
教えるために自身が学ぶ
学んだことが形になる
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図８  講座開催形態の分類（平成21年度）

図７  利用者の年代分布（平成21年度）
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大学の支援
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起業、自立

学びを通じた人の
つながりによって、人の
つながりと「知の還流」が

生まれる

インターネット市民塾

　なツールを提供する。日頃から関連する素材を少しずつ集め

　仲間と一緒にコンテンツ（教材）を作るという柔軟な利用も

　可能である。(図６)

図４  利用者個人ページ（学びの日記画面）

図５  活動サークルページ

図６  講師用講座ツール画面

図９  セルフイノベーションと社会参加（１）

図１０  セルフイノベーションと社会参加（２）

図１１  学び合いによるテーマの共有 図１２  地域づくりコミュニティへの参加

図１３　ラーニング・シティにおける地域づくりのアプローチ

と協力が望まれ、そのような社員を積極的に評価する社風

も望まれる。

地域の成長は地元の企業にとっても不可欠であり、ラーニン

グ・シティの基礎となる地域プラットフォームの運営に、人

的・資金的な参加が望まれる。

④実社会に活かす

Yさん

Iさん
学習グループ

新しい視点
振り返りと新たな
活動の発見

一つ大きな
目標へと
展開！

新たな学習
グループの
形成 新たな地域活動
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スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み
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  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～

" Learning City" it Leads to the Growing Region
-Internet Learning Community for Learning Citizens, Thinking Citizens, and Active Citizens-

 柵　富雄
SAKU Tomio

特集2

概要
　地域には優れた人材が潜在している。市民が一人でも多く知識交流し、地域人材として顕在化することで、

地域に新しい価値を創造することができないだろうか。つまり、地域版のコミュニティ・オブ・プラクティスを育て、

地域に新たな価値観を創造する内発的な力を生むものである。

　インターネット市民塾は、ＩＴを活用して市民の知識発信と知識交流を活性化させる地域事業として、全国11

の地域に広がっている。自らの経験やノウハウを生かして教え合い学び合う仕組みに多くの市民が参加し、地域

づくりのコミュニティ・オブ・プラクティスが生れている。まさに「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の具体

例と言える。

　参加する市民の具体的な活動を分析し、地域版コミュニティ・オブ・プラクティスを育てるインターネット市民

塾の可能性を考えるとともに、教え合い学び合いによって地域づくりに市民が叡智を出し合う地域＝「ラーニン

グ・シティ」を展望する。
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● 株式会社インテックシステム研究所 社会システム研究室長
　富山インターネット市民塾推進協議会事務局長
　ＮＰＯ法人地域学習プラットフォーム研究会理事長
● 教育、地域活性化などをテーマとした社会システム研究、
   およびＩＴを活用した地域での実践活動を企画・推進

1.1  地域経営と教育
　経済社会の構造的問題、国際化、少子高齢化の中で、地域

は産業の空洞化や、雇用不安など、難しい地域経営に迫られて

いる。経済産業省による２０年後の予測では、東京を除くすべ

ての地域で人口が減少、３５の大都市圏を除く地方の総生産が

縮小すると推計され、地域の厳しい状況は今後も続く。[1]

　コミュニティの崩壊が進み、受益のみを求める傾向が増す一

方、自治体は地域の多様な政策ニーズにすべて応えるだけの

財政力はない。地域の課題解決に参加する市民を顕在化さ

日本においても、協働を前提とした地域経営には、市民のシ

ティズンシップの涵養、社会参加のモチベーションづくりは不

可欠であり、生涯学習政策に力を入れる必要が高まっている

と言える。

1.2  民間企業の取り組みに学ぶ
　民間企業では、社員の意欲・積極性をいかに引き出すかは企

業経営者であれば誰しも重視していることである。変化の激し

い時代にあって、新たなビジネス・ソリューションの開発や経営

のイノベーションが求められる中、トップマネジメントのみで

は限界があることから、社員の自立的（自律的）な提案やイノ

ベーション活動に期待するところが大きい。このため、企業で

は一人ひとりの資質向上を図る社員教育のほかに、ナレッジ

シェアリング等、社員間の力の引き出し合いと共有の工夫を

行っている。

　企業の人材活性化として、これまでのマネジメント手法とは

異なる、コミュニティ・オブ・プラクティスと呼ばれるアプロー

チが注目されている。代表例であるバックマンラボラトリーズ

社の　K’Netixは、世界各地に点在する１３００人の社員の知識

交換を一夜にして行うことができると言われている。[４]  組織

における知識は９０％以上が個人に潜在していることから、そ

の知識交換を活性化させて新しい知識を創造するものであ

る。所属や立場を超えてソリューションを共有し、いかに多様

な価値観を創造していくが、社員の参加率とスピードが企業の

力という考え方である。

　コミュニティ・オブ・プラクティスは、企業組織等の新しい

マネジメント手法として、IRL ( Institute for Reserch on 

Learning)のエティエンヌ・ウェンガーらが１９９１年に発表した

3.  ラーニング・シティを展望する

とされている。９０年代後半以降ナレッジマネジメントが注目を

集めるようになり、改めてビジネス界で注目されているアプ

ローチである。

エティエンヌはコミュニティ・オブ・プラクティスを次のように

定義している。[５]

　　●人々が実践を共にする集まりである

　　●参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもの

　　ではない

　　●共通の関心事である「知識」によって定義され、業務では

　　ない

　　●参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　一般的なプロジェクト型の組織マネジメントでは、参加は指

名された者で構成され、その成果はアウトプットで評価される

のに比べ、コミュニティ・オブ・プラクティスでは、組織を越え

た幅広い参加を可能とし、その入口（インプット）の幅広さが

重視される。多彩な参加者によって、知識交流と問題解決が活

発に行われ、組織全体が知的に活性化している状況を生もう

とするものである。

　コミュニティ・オブ・プラクティスの実践事例としてバックマン

ラボラトリーズ社のK’Netixのほか、徹底的なドキュメント収

集システムをベースとして、ベストプラクティスを広く活用でき

る仕組みとした、ゼロックスのEurekaや、知識の世話役を特

色としたワールドバンクのテーマグループ、組織を超えてイ

ノベーションやブレークスルーを育てる、３Mのテックフォーラ

ムなどがある。

1.3  地域づくりとコミュニティ・オブ・プラクティス
　このような民間企業等の取り組みは、厳しい状況にある地

域経営にも役立つはずである。多様な経験やノウハウを持つ市

民が、共通の関心事についてお互いに教え合い学び合う関係

を持ち、知識交流と問題解決によって地域全体を活性化させ

ることができないだろうか。　

　地域の人と人のつながりを再生し、行政と市民の協働や市民

による自立的な地域課題の解決を、コミュニティ・オブ・プラク

ティスという形で育てることは、地域経営にとって重要なテー

マとなる。

　市民が誰でも教える場を作ることができ、集まった市民と

の知識交流や社会活動を行う、いわば地域版コミュニティ・

オブ・プラクティスを育てているのがインターネット市民塾で

ある。

2.1  開発の経緯
　インターネット市民塾は、ITを活用した生涯学習・社会活動

を活性化するシステムである。[６]   インテックの提案で、１９９４年

に富山県で開催された全国生涯学習フェスティバルで試作シ

ステムが発表された。１９９８年の「教育の情報化」事業に採択さ

れ、産学官による共同研究と社会実験が始まり、以来、市民の

知識発信、知識交流に多くの参加を喚起してきた。インター

ネットを通じていつでも参加できるｅラーニングを取り入れて

いるが、それまでのｅラーニングとは異なる独自の学習支援

システムを構築してきた。具体的には、従来のｅラーニングが

教授型（タテ型）を前提に構築されているのに対し、市民の知

識発信を活性化する道具としてｅラーニングを捉え、市民が

テーマに関心を持つ仲間を集め、お互いに学び合うコミュニ

ティ型（ヨコ型）などの開催方法も提供するものである。知識

取得やスキルアップを目指すフォーマルな学習だけでなく、人と

の相互関係によって学びを深めるもので、SNSというサービス

がまだない１９９８年に、すでに学びを通じたソーシャル・ネット

せ、内発的な力を引き出し、いかにして地域イノベーションを

起こすかが求められている。同時に行政と市民との協働を前

提とした地域経営への転換も迫られている。[２]

　生涯学習は、一人ひとりの豊かな社会生活のための自主的

な取り組みと捉えられる面があるが、社会の要請に応える地

域人材育成を担う面も期待される。欧米では「生涯学習」の捉

え方が日本と大きく異なり、「国力」や「社会の発展」と強く

関連付けられている。「生涯学習」によるヒューマンキャピタ

ルの向上は、雇用や企業の生産性の向上、新たな産業の創出、

ひいてはGDPの向上をもたらす重要な政策と位置づけられて

いる。また、社会の発展への指標＝ソーシャルアウトカムの研究

では「市民の社会的関与」を捉えていることが注目される。[３] 

ワークを目指していた。富山県での取り組みが各地に波及し、

全国11都道府県に利用が広がっている。そして、文部科学省か

ら全国に提供された「生涯学習ICTプラットフォーム」では、

インターネット市民塾がモデルとなっている。

2.2  インターネット市民塾における学習

2.3  具体的な利用画面　
　主な画面を紹介する。

(１)利用者ページ

　　講座の受講などのフォーマルな学びだけでなく、仕事や生

　活を通じて得たさまざまな学びを「学びの日記」（ブログ）

　として記録する。講座の受講仲間だけでなく登録者（塾生）

　や広くネットに公開することや、自身の記録だけに留めて

　「学びの貯金箱」とするなど、利用者自身の意思で選択する。

　(図４)

(２)活動サークルページ

　　テーマを共有する利用者が集って、コミュニティの形成に活

　用することができる。講座の受講をきっかけに作るサークル

　や、地域活動を行っている仲間で学び合うサークルなどに活

　用。活動の記録をもとに新たな講座を開催するなど、柔軟な

　発展を支援する。(図５)

(３)講師用講座ツール

　　市民講師が講座の開催に向けて学習ページ（教室）のデザイン 

　を行い、コンテンツを制作し、講座として開講するための便利

2.4  利用状況
　富山インターネット市民塾を例に利用を分析する。

(１)参加者は３０代～５０代の働き盛りが多く、これまで生涯学習

　への参加が少なかった世代に参加を促進している。（図７）

(２)多様な開催形式

　インターネット市民塾では、市民が学ぼうとするテーマで

ネット上にたくさんの教室が開かれている。その開催形態は

多様で、講義型だけでなくワークショップ型、コミュニティ

学習型、活動発表型などさまざまである。平成２１年度の開

催形態をみると、市民による講座・活動サークル等の全７０グ

ループのうち、コミュニティ型、体験発表型などの（ヨコ型）

は５４％、３８テーマとなっている。（図８）

開催講座の例

　　● 先用後利～富山売薬さんの歩んだ道を訪ねて～（講義型）

　　● 越中北前船のはなし　～近世越中国の産業と人々～

　 （講義型）

　　● ことばのレシピ（ワークショップ型）

　　● 乙女のハートフルコミュニケーション（コミュニティ型）

　　● 神戸と学ぶ防災市民塾（コミュニティ学習型）

　　● 元気に百歳（活動発表型）

　　● 先生が見た世界の国 （々活動発表型）

(３)市民の自発的な知識発信・交流におけるモチベーション

　　講座（教室）を開催した市民講師へのアンケート調査では、

　次のような感想が聞かれる。

　　●自分の持っているものを教えて喜んでいただいたことは、

　　大きな喜びになった。

　　● ネット講座は異世代交流の場。逆にたくさんのことを教え

　　ていただいた。

　　● これまで学んだことを、振り返る機会になった。

　　● 参加者から元気をもらった。

　　● 職場と家庭の往復の生活に加えて、ネット上に新しい場所

　　が持てた。

　　● スクーリングでは、教える立場を超えて学んだ。

　市民講師にこのような状況をもたらす要素として、次のよう

な点を挙げることができる。

①教えるために学ぶ

　講座開催に向けて、自らの知識を整理し、専門家や文献な

　どにより補おうとする学びの意欲を高めている

②参加者から学ぶ

　特にコミュニティ学習型では、幅広い世代の参加者が知識

　を持ち寄り学び合うことにつながっている。

③自身の知の顕在化

　講座の開催は自身の知の棚卸になっている。また、これま

　での経験・潜在的な学びが参加者によって引き出されるこ

　とも少なくない。

④新たな目標への学び

　参加者にさらに応えようとする意欲や、参加者から与えら

　れた自身の気付きが、新たな学びの目標設定につながる

　ことが見られる。

(４)学びから社会参加へと発展

　このような市民講師のモチベーションは、参加する受講者

にも伝わり、受講者の中から新たな市民講師が生まれ、世代

を超えて「知の還流」が生まれている。さらに、学びを契機

としたセルフイノベーションや、新たな社会活動へと発展す

る例が見られる。

（事例１）Ｙさん（フリーアナウンサー、４１歳）

　自分で新しいステージを創りたいと考え教室を開設。人と

2.5  コミュニティ・オブ・プラクティスとし
てのインターネット市民塾
　インターネット市民塾の実践を、エティエンヌの定義している

コミュニティ・オフ・プラクティスに当てはめて分析してみたい。

(１)人々が実践を共にする集まりである

　→講師、受講者という固定的な関係だけでなく、学習コ

ミュニティとしてお互いに学び活動を進めるグループとして

の集まりである。

　インターネットを通じて仕事や身近な生活の場から参加す

ることは、学びと生活・地域の課題とが接近していることで

あり、学びを通じてさまざまなテーマや課題の解決に向けた

活動に結びつきやすい状況を生んでいる。仕事や生活の現

場から参加することが、学びに対する課題意識を高める要素

となって、参加を契機とした新たな活動への取り組みが多数

見られる。

(２)参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもので

　はない。

　→あくまでも自発的な参加が基本であり、自身が所属する

組織からの指示で参加しているものではない。

　インターネット市民塾では大学の講師、企業の専門家、学

校関係者など、産学官の組織に所属しながら、多彩な参加者

による知識交流が見られる。

(３)共通の関心事である「知識」によって定義され、業務ではない

　→テーマに関心を持つもののみが集まり、指示されたミッ

ションを目指すものではない。

　用意された学びの場ではなく、自ら作り活動する学びの場

としてテーマ毎にコミュニティが生れている。それぞれのコ

ミュニティは、参加人数が多いことが評価ではなく、テーマ

に関心を持つ幅広い世代と多様な観点で教え合い学び合う

ことを大切にしている。

(４)参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　→教えることが学習になり、参加者の間で学び合い高め

合っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　講師だけでなく一人ひとりがテーマに関する知識を発信す

る立場に立つことで、知識の引き出し合い、知識のプラスサ

ムが見られる。

　インターネット市民塾では、これらの要素によってコミュニ

ティ・オブ・プラクティスを育て、その中からさまざまな地域課

題への取り組みを見ることができる。たとえば、富山と神戸の

間でお互いに活動を学び合う防災市民塾や、地域に残る手仕事

を学ぶグループが、未来の仕事を考える子どもたちの体験学習

に活動成果を生かしている。また、産学官の連携事業を結成

し、社会にチャレンジする若者や子育て世代の学習支援活動に

も取り組んでいる。
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1.  地域経営とスマーター・ソーシャル・
      ストラクチャー

2.  インターネット市民塾の実践

　　  コミュニティ支援機能
　インターネット市民塾は、市民自身によって学びの場を作り、

仲間を集めてコミュニティ活動を形成することができる点に特

徴がある。

の良好なコミュニケーションのスタイルを、一人ひとりが見つ

ける講座を開講した。　受講者の中から新たな活動サーク

ルの開設が生れた。バトンがつながるように、受講者自身が

新しいステージを作った。このことがＹさんにとって自分の

仕事に新しい目標を持つ契機となった。

（事例２）Ｉさん（パート勤務、５１歳）

　職場での不本意な評価を克服したいと考えていた時、Ｙさ

んの話し方に関する講座を見つけて参加した。インターネッ

トを介して無理なく参加でき、苦手な人ともコミュニケー

ションできることが大切な条件であった。Ｙさんの教室に参加

したことで、異なる世代、異なる状況にある人と良くコミュニ

ケーションし新しい人との交流や新しい活動に前向きになっ

た。このような学習を通じて、今度は他者の役に立てたいと

考え人との交流を支援するサークル活動を始めた。同じ志を

持つ仲間が集まり活動が広がるとともに、コーチングなど新

しい学びへチャレンジしている。

（事例３）Ｎさん（ベンチャー起業家、７３歳男性）

　定年退職を機にインターネット市民塾の講座を受講してパ

ソコンの使い方を学んでいた。

　ちょうとその時に奥様が重病に罹り、回復を願って健康に

関するさまざまな学習を行い実践した。その経験を多くの人

に伝えたいと、市民講師となってインターネット市民塾で教

室を計画した。教室で教えるためにさらに深く学び７０歳を

過ぎて学ぶことの楽しさを知った。インターネット市民塾で

講師をしたことを基にＮさんは新しい事業を企て、７１歳で事

業を興した。

　このほか、平成２１年度の参加者へのアンケート調査では、

　　● 仕事や生活などの新たな取り組み役立てている

　　● 自分の次のステップに向かうきっかけになった

　　● 参加によって人との新しい関係ができ役立った

　　● 市民講師の活動が新たな目標につながった

など、延べ５２件報告されている。
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　これまでの実践から、ITを活用して幅広い世代の市民が、い

つでもどこからでも教え合い学び合いに参加できるインター

ネット市民塾は、コミュニティ・オブ・プラクティスを育てる地域

プラットフォームにあたる。そして地域版コミュニティ・オブ・プ

ラクティスは、地域の内発的な力を高め協働による地域づくり

を担う可能性を十分持つと言える。

　このようなプラットフォームを備え、地域ぐるみで教え合い

学び合い、地域づくりに叡智を出し合い、自立的に成長してい

く地域づくりのコンセプトを「ラーニング・シティ」と称したい。

「ラーニング・シティ」の実現には下記の要件を挙げることが

できる。

　● 一人ひとりの市民が、働きながら、生活の中で、自発的に学 び

　の機会をつくることができ、その参加に地域全体の理解があ

　る。一つの形として全国各地で見られる「生涯学習都市宣　

　言」が挙げられる。

　●仕事や生活と並行して、いつでも学ぶ機会をつくることがで

　きるよう、また、教える機会、知識交流ができるよう、ITを

　活用した学習プラットフォームがある。

　●学びを通じてさまざまな立場の市民によるコミュニティ・オ

　ブ・プラクティスが形成されるよう、 ITを活用した地域プ

　ラットフォームがある。

　●コミュニティ・オブ・プラクティスによって生れる地域課題の

　解決、地域の成長を、地域の産学官の共通的な利益「ソー

　シャルアウトカム」として評価していく評価の仕組みがある。

　●これらの各プラットフォームを ITによって有機的に運営でき

　る「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」が構築され、持

　続的にその運営を担う産学官の協働プラットフォームがある。

　では、これらの要件を積極的に創り出すために、産学官はど

のような役割が期待されるか考えてみたい。

(１)行政（地方自治体）

　地域づくりのアプローチは政策的な事業として推進する

トップダウン型と、市民の自発的な活動から草の根的に広が

るボトムアップ型に分けることができる。ボトムアップ型は、

これまで述べてきたコミュニティ・オブ・プラクティス型と置

き換えて考える。

　ラーニング・シティでは、市民のさまざまな教え合い学び

合いによってボトムアップ型の取り組みが生れ、いくつもの

問題解決の方向が生れることに期待したい。さらに、それら

の実践的な取り組みを地方自治体が取り上げ、政策的ス

キームに取り入れる新たな流れが重要である。この二つの流

れを適切にマネジメントし、スピードアップさせることに行政

（地方自治体）の重要な役割がある。興味深いのは冒頭に

紹介したK’Netixのシステムの開発にあたって、その活用の

目標を定めるべきでないというCEOの考え方である。目標

を定めた瞬間に従来と同じトップダウン型のシステムにな

り、コミュニティ・オブ・プラクティスが生れないからと言う。

[７]

(２)大学

　大学には専門的な知識財が豊富にあり、それらを積極的

に地域づくりに生かすことが求められている。社会人学生の

受け入れというこれまでのスタンスから一歩踏み出し、イン

ターネットを通じて繰り広げられる地域のコミュニティ・オ

ブ・プラクティスに積極的に参加し、これらを提供していくこ

とが望まれる。また、研究開発された教育・学習技術は、市

民の教え合い学び合いの促進に役立てることに期待を持て

る。

　大学に学ぶ学生にとっても、地域のコミュニティ・オブ・プ

ラクティスへの参加は、実社会の実態の中で学び考える絶

好の機会を提供する。同時に学生のボランタリーな参加は、

地域の次世代を育てる「地域の教育力」の涵養でもある。

(３)企業等

　まずは、働き盛りの社員が、社会活動としてコミュニティ・

オブ・プラクティスに参加することに理解が必要である。社

外での教え合い学び合いが、結果として社員の成長をもたら

し、企業人材としても社内にイノベーションをもたらす要素

を持っているからである。また、大学での学び直しにも理解

4.  今後の展望
　今後１０年間で急速に進む高齢社会をにらんで、富山市は「コ

ンパクト・シティ」というまちづくりのコンセプトを打ち出し

た。[８] 車に依存している都市は、５年後１０年後には多数の高

齢者が住みにくい地域になる。生活に必要な機能をコンパクト

に収容する街を目指し、さらにライトレールなどの公共交通機

能を充実させる政策は、まちづくりの先進モデルとして全国か

ら視察が相次いでいる。

　高齢者や働き盛りが住みやすい要件として、生きがいや働き

甲斐を持てることも重要である。高齢者の豊かな経験やノウハ

ウを見つけ合い学び合う関係、それらを生かして高齢者も働け

る新しい地域サービスを興す市民の関係、それを積極的にまち

づくりに生かす市民と行政の関係を育てていく必要がある。高

齢者が住みやすい都市を目指す「コンパクト・シティ」には、こ

のような取り組みが強く期待される背景があり、インフラ整備

と合わせて、これらのソフト面の政策が今後ますます重要に

なってくる。地域ぐるみで学び、考え、成長していく「ラーニン

グ・シティ」こそ、インターネット市民塾の目指す地域づくりで

ある。

図１  企業におけるコミュニティ・オブ・プラクティス
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表１  インターネット市民塾の学習コミュニティ支援機能

参加のきっかけを広げる

多様な活用方法に応える

柔軟な活用スタイルを提供する

いろいろな学びを支援する

 
利用者に学ぶ楽しさ、喜びを提供する

たくさんの学びの発信に触れる
テーマに共感する
言葉を送る、声をかける
体験してみる
テーマを発信して仲間を集める
発表する、展示する
ネット教室を開く
活動サークルを開く
講座、活動サークルを持つ
コミュニティ・グループを形成する
ワークショップを開く
ニュースレターを発行する
自分だけの学びの書斎
ほかの人の発信・発表から学ぶ
発表していろいろな声を聞く
教えて学ぶ
人の交流から学ぶ
気軽に参加できる
自分のテーマが見つかる
同じテーマを持つ人と出会いがある
教えるために自身が学ぶ
学んだことが形になる
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　なツールを提供する。日頃から関連する素材を少しずつ集め

　仲間と一緒にコンテンツ（教材）を作るという柔軟な利用も

　可能である。(図６)

図４  利用者個人ページ（学びの日記画面）

図５  活動サークルページ

図６  講師用講座ツール画面

図９  セルフイノベーションと社会参加（１）

図１０  セルフイノベーションと社会参加（２）

図１１  学び合いによるテーマの共有 図１２  地域づくりコミュニティへの参加

図１３　ラーニング・シティにおける地域づくりのアプローチ

と協力が望まれ、そのような社員を積極的に評価する社風

も望まれる。

地域の成長は地元の企業にとっても不可欠であり、ラーニン

グ・シティの基礎となる地域プラットフォームの運営に、人

的・資金的な参加が望まれる。
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  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～

" Learning City" it Leads to the Growing Region
-Internet Learning Community for Learning Citizens, Thinking Citizens, and Active Citizens-

 柵　富雄
SAKU Tomio

特集2

概要
　地域には優れた人材が潜在している。市民が一人でも多く知識交流し、地域人材として顕在化することで、

地域に新しい価値を創造することができないだろうか。つまり、地域版のコミュニティ・オブ・プラクティスを育て、

地域に新たな価値観を創造する内発的な力を生むものである。

　インターネット市民塾は、ＩＴを活用して市民の知識発信と知識交流を活性化させる地域事業として、全国11

の地域に広がっている。自らの経験やノウハウを生かして教え合い学び合う仕組みに多くの市民が参加し、地域

づくりのコミュニティ・オブ・プラクティスが生れている。まさに「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の具体

例と言える。

　参加する市民の具体的な活動を分析し、地域版コミュニティ・オブ・プラクティスを育てるインターネット市民

塾の可能性を考えるとともに、教え合い学び合いによって地域づくりに市民が叡智を出し合う地域＝「ラーニン

グ・シティ」を展望する。
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SAKU Tomio

柵　富雄

● 株式会社インテックシステム研究所 社会システム研究室長
　富山インターネット市民塾推進協議会事務局長
　ＮＰＯ法人地域学習プラットフォーム研究会理事長
● 教育、地域活性化などをテーマとした社会システム研究、
   およびＩＴを活用した地域での実践活動を企画・推進

1.1  地域経営と教育
　経済社会の構造的問題、国際化、少子高齢化の中で、地域

は産業の空洞化や、雇用不安など、難しい地域経営に迫られて

いる。経済産業省による２０年後の予測では、東京を除くすべ

ての地域で人口が減少、３５の大都市圏を除く地方の総生産が

縮小すると推計され、地域の厳しい状況は今後も続く。[1]

　コミュニティの崩壊が進み、受益のみを求める傾向が増す一

方、自治体は地域の多様な政策ニーズにすべて応えるだけの

財政力はない。地域の課題解決に参加する市民を顕在化さ

日本においても、協働を前提とした地域経営には、市民のシ

ティズンシップの涵養、社会参加のモチベーションづくりは不

可欠であり、生涯学習政策に力を入れる必要が高まっている

と言える。

1.2  民間企業の取り組みに学ぶ
　民間企業では、社員の意欲・積極性をいかに引き出すかは企

業経営者であれば誰しも重視していることである。変化の激し

い時代にあって、新たなビジネス・ソリューションの開発や経営

のイノベーションが求められる中、トップマネジメントのみで

は限界があることから、社員の自立的（自律的）な提案やイノ

ベーション活動に期待するところが大きい。このため、企業で

は一人ひとりの資質向上を図る社員教育のほかに、ナレッジ

シェアリング等、社員間の力の引き出し合いと共有の工夫を

行っている。

　企業の人材活性化として、これまでのマネジメント手法とは

異なる、コミュニティ・オブ・プラクティスと呼ばれるアプロー

チが注目されている。代表例であるバックマンラボラトリーズ

社の　K’Netixは、世界各地に点在する１３００人の社員の知識

交換を一夜にして行うことができると言われている。[４]  組織

における知識は９０％以上が個人に潜在していることから、そ

の知識交換を活性化させて新しい知識を創造するものであ

る。所属や立場を超えてソリューションを共有し、いかに多様

な価値観を創造していくが、社員の参加率とスピードが企業の

力という考え方である。

　コミュニティ・オブ・プラクティスは、企業組織等の新しい

マネジメント手法として、IRL ( Institute for Reserch on 

Learning)のエティエンヌ・ウェンガーらが１９９１年に発表した
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とされている。９０年代後半以降ナレッジマネジメントが注目を

集めるようになり、改めてビジネス界で注目されているアプ

ローチである。

エティエンヌはコミュニティ・オブ・プラクティスを次のように

定義している。[５]

　　●人々が実践を共にする集まりである

　　●参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもの

　　ではない

　　●共通の関心事である「知識」によって定義され、業務では

　　ない

　　●参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　一般的なプロジェクト型の組織マネジメントでは、参加は指

名された者で構成され、その成果はアウトプットで評価される

のに比べ、コミュニティ・オブ・プラクティスでは、組織を越え

た幅広い参加を可能とし、その入口（インプット）の幅広さが

重視される。多彩な参加者によって、知識交流と問題解決が活

発に行われ、組織全体が知的に活性化している状況を生もう

とするものである。

　コミュニティ・オブ・プラクティスの実践事例としてバックマン

ラボラトリーズ社のK’Netixのほか、徹底的なドキュメント収

集システムをベースとして、ベストプラクティスを広く活用でき

る仕組みとした、ゼロックスのEurekaや、知識の世話役を特

色としたワールドバンクのテーマグループ、組織を超えてイ

ノベーションやブレークスルーを育てる、３Mのテックフォーラ

ムなどがある。

1.3  地域づくりとコミュニティ・オブ・プラクティス
　このような民間企業等の取り組みは、厳しい状況にある地

域経営にも役立つはずである。多様な経験やノウハウを持つ市

民が、共通の関心事についてお互いに教え合い学び合う関係

を持ち、知識交流と問題解決によって地域全体を活性化させ

ることができないだろうか。　

　地域の人と人のつながりを再生し、行政と市民の協働や市民

による自立的な地域課題の解決を、コミュニティ・オブ・プラク

ティスという形で育てることは、地域経営にとって重要なテー

マとなる。

　市民が誰でも教える場を作ることができ、集まった市民と

の知識交流や社会活動を行う、いわば地域版コミュニティ・

オブ・プラクティスを育てているのがインターネット市民塾で

ある。

2.1  開発の経緯
　インターネット市民塾は、ITを活用した生涯学習・社会活動

を活性化するシステムである。[６]   インテックの提案で、１９９４年

に富山県で開催された全国生涯学習フェスティバルで試作シ

ステムが発表された。１９９８年の「教育の情報化」事業に採択さ

れ、産学官による共同研究と社会実験が始まり、以来、市民の

知識発信、知識交流に多くの参加を喚起してきた。インター

ネットを通じていつでも参加できるｅラーニングを取り入れて

いるが、それまでのｅラーニングとは異なる独自の学習支援

システムを構築してきた。具体的には、従来のｅラーニングが

教授型（タテ型）を前提に構築されているのに対し、市民の知

識発信を活性化する道具としてｅラーニングを捉え、市民が

テーマに関心を持つ仲間を集め、お互いに学び合うコミュニ

ティ型（ヨコ型）などの開催方法も提供するものである。知識

取得やスキルアップを目指すフォーマルな学習だけでなく、人と

の相互関係によって学びを深めるもので、SNSというサービス

がまだない１９９８年に、すでに学びを通じたソーシャル・ネット

せ、内発的な力を引き出し、いかにして地域イノベーションを

起こすかが求められている。同時に行政と市民との協働を前

提とした地域経営への転換も迫られている。[２]

　生涯学習は、一人ひとりの豊かな社会生活のための自主的

な取り組みと捉えられる面があるが、社会の要請に応える地

域人材育成を担う面も期待される。欧米では「生涯学習」の捉

え方が日本と大きく異なり、「国力」や「社会の発展」と強く

関連付けられている。「生涯学習」によるヒューマンキャピタ

ルの向上は、雇用や企業の生産性の向上、新たな産業の創出、

ひいてはGDPの向上をもたらす重要な政策と位置づけられて

いる。また、社会の発展への指標＝ソーシャルアウトカムの研究

では「市民の社会的関与」を捉えていることが注目される。[３] 

ワークを目指していた。富山県での取り組みが各地に波及し、

全国11都道府県に利用が広がっている。そして、文部科学省か

ら全国に提供された「生涯学習ICTプラットフォーム」では、

インターネット市民塾がモデルとなっている。

2.2  インターネット市民塾における学習

2.3  具体的な利用画面　
　主な画面を紹介する。

(１)利用者ページ

　　講座の受講などのフォーマルな学びだけでなく、仕事や生

　活を通じて得たさまざまな学びを「学びの日記」（ブログ）

　として記録する。講座の受講仲間だけでなく登録者（塾生）

　や広くネットに公開することや、自身の記録だけに留めて

　「学びの貯金箱」とするなど、利用者自身の意思で選択する。

　(図４)

(２)活動サークルページ

　　テーマを共有する利用者が集って、コミュニティの形成に活

　用することができる。講座の受講をきっかけに作るサークル

　や、地域活動を行っている仲間で学び合うサークルなどに活

　用。活動の記録をもとに新たな講座を開催するなど、柔軟な

　発展を支援する。(図５)

(３)講師用講座ツール

　　市民講師が講座の開催に向けて学習ページ（教室）のデザイン 

　を行い、コンテンツを制作し、講座として開講するための便利

2.4  利用状況
　富山インターネット市民塾を例に利用を分析する。

(１)参加者は３０代～５０代の働き盛りが多く、これまで生涯学習

　への参加が少なかった世代に参加を促進している。（図７）

(２)多様な開催形式

　インターネット市民塾では、市民が学ぼうとするテーマで

ネット上にたくさんの教室が開かれている。その開催形態は

多様で、講義型だけでなくワークショップ型、コミュニティ

学習型、活動発表型などさまざまである。平成２１年度の開

催形態をみると、市民による講座・活動サークル等の全７０グ

ループのうち、コミュニティ型、体験発表型などの（ヨコ型）

は５４％、３８テーマとなっている。（図８）

開催講座の例

　　● 先用後利～富山売薬さんの歩んだ道を訪ねて～（講義型）

　　● 越中北前船のはなし　～近世越中国の産業と人々～

　 （講義型）

　　● ことばのレシピ（ワークショップ型）

　　● 乙女のハートフルコミュニケーション（コミュニティ型）

　　● 神戸と学ぶ防災市民塾（コミュニティ学習型）

　　● 元気に百歳（活動発表型）

　　● 先生が見た世界の国 （々活動発表型）

(３)市民の自発的な知識発信・交流におけるモチベーション

　　講座（教室）を開催した市民講師へのアンケート調査では、

　次のような感想が聞かれる。

　　●自分の持っているものを教えて喜んでいただいたことは、

　　大きな喜びになった。

　　● ネット講座は異世代交流の場。逆にたくさんのことを教え

　　ていただいた。

　　● これまで学んだことを、振り返る機会になった。

　　● 参加者から元気をもらった。

　　● 職場と家庭の往復の生活に加えて、ネット上に新しい場所

　　が持てた。

　　● スクーリングでは、教える立場を超えて学んだ。

　市民講師にこのような状況をもたらす要素として、次のよう

な点を挙げることができる。

①教えるために学ぶ

　講座開催に向けて、自らの知識を整理し、専門家や文献な

　どにより補おうとする学びの意欲を高めている

②参加者から学ぶ

　特にコミュニティ学習型では、幅広い世代の参加者が知識

　を持ち寄り学び合うことにつながっている。

③自身の知の顕在化

　講座の開催は自身の知の棚卸になっている。また、これま

　での経験・潜在的な学びが参加者によって引き出されるこ

　とも少なくない。

④新たな目標への学び

　参加者にさらに応えようとする意欲や、参加者から与えら

　れた自身の気付きが、新たな学びの目標設定につながる

　ことが見られる。

(４)学びから社会参加へと発展

　このような市民講師のモチベーションは、参加する受講者

にも伝わり、受講者の中から新たな市民講師が生まれ、世代

を超えて「知の還流」が生まれている。さらに、学びを契機

としたセルフイノベーションや、新たな社会活動へと発展す

る例が見られる。

（事例１）Ｙさん（フリーアナウンサー、４１歳）

　自分で新しいステージを創りたいと考え教室を開設。人と

2.5  コミュニティ・オブ・プラクティスとし
てのインターネット市民塾
　インターネット市民塾の実践を、エティエンヌの定義している

コミュニティ・オフ・プラクティスに当てはめて分析してみたい。

(１)人々が実践を共にする集まりである

　→講師、受講者という固定的な関係だけでなく、学習コ

ミュニティとしてお互いに学び活動を進めるグループとして

の集まりである。

　インターネットを通じて仕事や身近な生活の場から参加す

ることは、学びと生活・地域の課題とが接近していることで

あり、学びを通じてさまざまなテーマや課題の解決に向けた

活動に結びつきやすい状況を生んでいる。仕事や生活の現

場から参加することが、学びに対する課題意識を高める要素

となって、参加を契機とした新たな活動への取り組みが多数

見られる。

(２)参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもので

　はない。

　→あくまでも自発的な参加が基本であり、自身が所属する

組織からの指示で参加しているものではない。

　インターネット市民塾では大学の講師、企業の専門家、学

校関係者など、産学官の組織に所属しながら、多彩な参加者

による知識交流が見られる。

(３)共通の関心事である「知識」によって定義され、業務ではない

　→テーマに関心を持つもののみが集まり、指示されたミッ

ションを目指すものではない。

　用意された学びの場ではなく、自ら作り活動する学びの場

としてテーマ毎にコミュニティが生れている。それぞれのコ

ミュニティは、参加人数が多いことが評価ではなく、テーマ

に関心を持つ幅広い世代と多様な観点で教え合い学び合う

ことを大切にしている。

(４)参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　→教えることが学習になり、参加者の間で学び合い高め

合っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　講師だけでなく一人ひとりがテーマに関する知識を発信す

る立場に立つことで、知識の引き出し合い、知識のプラスサ

ムが見られる。

　インターネット市民塾では、これらの要素によってコミュニ

ティ・オブ・プラクティスを育て、その中からさまざまな地域課

題への取り組みを見ることができる。たとえば、富山と神戸の

間でお互いに活動を学び合う防災市民塾や、地域に残る手仕事

を学ぶグループが、未来の仕事を考える子どもたちの体験学習

に活動成果を生かしている。また、産学官の連携事業を結成

し、社会にチャレンジする若者や子育て世代の学習支援活動に

も取り組んでいる。
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1.  地域経営とスマーター・ソーシャル・
      ストラクチャー

2.  インターネット市民塾の実践

　　  コミュニティ支援機能
　インターネット市民塾は、市民自身によって学びの場を作り、

仲間を集めてコミュニティ活動を形成することができる点に特

徴がある。

の良好なコミュニケーションのスタイルを、一人ひとりが見つ

ける講座を開講した。　受講者の中から新たな活動サーク

ルの開設が生れた。バトンがつながるように、受講者自身が

新しいステージを作った。このことがＹさんにとって自分の

仕事に新しい目標を持つ契機となった。

（事例２）Ｉさん（パート勤務、５１歳）

　職場での不本意な評価を克服したいと考えていた時、Ｙさ

んの話し方に関する講座を見つけて参加した。インターネッ

トを介して無理なく参加でき、苦手な人ともコミュニケー

ションできることが大切な条件であった。Ｙさんの教室に参加

したことで、異なる世代、異なる状況にある人と良くコミュニ

ケーションし新しい人との交流や新しい活動に前向きになっ

た。このような学習を通じて、今度は他者の役に立てたいと

考え人との交流を支援するサークル活動を始めた。同じ志を

持つ仲間が集まり活動が広がるとともに、コーチングなど新

しい学びへチャレンジしている。

（事例３）Ｎさん（ベンチャー起業家、７３歳男性）

　定年退職を機にインターネット市民塾の講座を受講してパ

ソコンの使い方を学んでいた。

　ちょうとその時に奥様が重病に罹り、回復を願って健康に

関するさまざまな学習を行い実践した。その経験を多くの人

に伝えたいと、市民講師となってインターネット市民塾で教

室を計画した。教室で教えるためにさらに深く学び７０歳を

過ぎて学ぶことの楽しさを知った。インターネット市民塾で

講師をしたことを基にＮさんは新しい事業を企て、７１歳で事

業を興した。

　このほか、平成２１年度の参加者へのアンケート調査では、

　　● 仕事や生活などの新たな取り組み役立てている

　　● 自分の次のステップに向かうきっかけになった

　　● 参加によって人との新しい関係ができ役立った

　　● 市民講師の活動が新たな目標につながった

など、延べ５２件報告されている。
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　これまでの実践から、ITを活用して幅広い世代の市民が、い

つでもどこからでも教え合い学び合いに参加できるインター

ネット市民塾は、コミュニティ・オブ・プラクティスを育てる地域

プラットフォームにあたる。そして地域版コミュニティ・オブ・プ

ラクティスは、地域の内発的な力を高め協働による地域づくり

を担う可能性を十分持つと言える。

　このようなプラットフォームを備え、地域ぐるみで教え合い

学び合い、地域づくりに叡智を出し合い、自立的に成長してい

く地域づくりのコンセプトを「ラーニング・シティ」と称したい。

「ラーニング・シティ」の実現には下記の要件を挙げることが

できる。

　● 一人ひとりの市民が、働きながら、生活の中で、自発的に学 び

　の機会をつくることができ、その参加に地域全体の理解があ

　る。一つの形として全国各地で見られる「生涯学習都市宣　

　言」が挙げられる。

　●仕事や生活と並行して、いつでも学ぶ機会をつくることがで

　きるよう、また、教える機会、知識交流ができるよう、ITを

　活用した学習プラットフォームがある。

　●学びを通じてさまざまな立場の市民によるコミュニティ・オ

　ブ・プラクティスが形成されるよう、 ITを活用した地域プ

　ラットフォームがある。

　●コミュニティ・オブ・プラクティスによって生れる地域課題の

　解決、地域の成長を、地域の産学官の共通的な利益「ソー

　シャルアウトカム」として評価していく評価の仕組みがある。

　●これらの各プラットフォームを ITによって有機的に運営でき

　る「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」が構築され、持

　続的にその運営を担う産学官の協働プラットフォームがある。

　では、これらの要件を積極的に創り出すために、産学官はど

のような役割が期待されるか考えてみたい。

(１)行政（地方自治体）

　地域づくりのアプローチは政策的な事業として推進する

トップダウン型と、市民の自発的な活動から草の根的に広が

るボトムアップ型に分けることができる。ボトムアップ型は、

これまで述べてきたコミュニティ・オブ・プラクティス型と置

き換えて考える。

　ラーニング・シティでは、市民のさまざまな教え合い学び

合いによってボトムアップ型の取り組みが生れ、いくつもの

問題解決の方向が生れることに期待したい。さらに、それら

の実践的な取り組みを地方自治体が取り上げ、政策的ス

キームに取り入れる新たな流れが重要である。この二つの流

れを適切にマネジメントし、スピードアップさせることに行政

（地方自治体）の重要な役割がある。興味深いのは冒頭に

紹介したK’Netixのシステムの開発にあたって、その活用の

目標を定めるべきでないというCEOの考え方である。目標

を定めた瞬間に従来と同じトップダウン型のシステムにな

り、コミュニティ・オブ・プラクティスが生れないからと言う。

[７]

(２)大学

　大学には専門的な知識財が豊富にあり、それらを積極的

に地域づくりに生かすことが求められている。社会人学生の

受け入れというこれまでのスタンスから一歩踏み出し、イン

ターネットを通じて繰り広げられる地域のコミュニティ・オ

ブ・プラクティスに積極的に参加し、これらを提供していくこ

とが望まれる。また、研究開発された教育・学習技術は、市

民の教え合い学び合いの促進に役立てることに期待を持て

る。

　大学に学ぶ学生にとっても、地域のコミュニティ・オブ・プ

ラクティスへの参加は、実社会の実態の中で学び考える絶

好の機会を提供する。同時に学生のボランタリーな参加は、

地域の次世代を育てる「地域の教育力」の涵養でもある。

(３)企業等

　まずは、働き盛りの社員が、社会活動としてコミュニティ・

オブ・プラクティスに参加することに理解が必要である。社

外での教え合い学び合いが、結果として社員の成長をもたら

し、企業人材としても社内にイノベーションをもたらす要素

を持っているからである。また、大学での学び直しにも理解

4.  今後の展望
　今後１０年間で急速に進む高齢社会をにらんで、富山市は「コ

ンパクト・シティ」というまちづくりのコンセプトを打ち出し

た。[８] 車に依存している都市は、５年後１０年後には多数の高

齢者が住みにくい地域になる。生活に必要な機能をコンパクト

に収容する街を目指し、さらにライトレールなどの公共交通機

能を充実させる政策は、まちづくりの先進モデルとして全国か

ら視察が相次いでいる。

　高齢者や働き盛りが住みやすい要件として、生きがいや働き

甲斐を持てることも重要である。高齢者の豊かな経験やノウハ

ウを見つけ合い学び合う関係、それらを生かして高齢者も働け

る新しい地域サービスを興す市民の関係、それを積極的にまち

づくりに生かす市民と行政の関係を育てていく必要がある。高

齢者が住みやすい都市を目指す「コンパクト・シティ」には、こ

のような取り組みが強く期待される背景があり、インフラ整備

と合わせて、これらのソフト面の政策が今後ますます重要に

なってくる。地域ぐるみで学び、考え、成長していく「ラーニン

グ・シティ」こそ、インターネット市民塾の目指す地域づくりで

ある。

図１  企業におけるコミュニティ・オブ・プラクティス
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  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～

" Learning City" it Leads to the Growing Region
-Internet Learning Community for Learning Citizens, Thinking Citizens, and Active Citizens-

 柵　富雄
SAKU Tomio

特集2

概要
　地域には優れた人材が潜在している。市民が一人でも多く知識交流し、地域人材として顕在化することで、

地域に新しい価値を創造することができないだろうか。つまり、地域版のコミュニティ・オブ・プラクティスを育て、

地域に新たな価値観を創造する内発的な力を生むものである。

　インターネット市民塾は、ＩＴを活用して市民の知識発信と知識交流を活性化させる地域事業として、全国11

の地域に広がっている。自らの経験やノウハウを生かして教え合い学び合う仕組みに多くの市民が参加し、地域

づくりのコミュニティ・オブ・プラクティスが生れている。まさに「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の具体

例と言える。

　参加する市民の具体的な活動を分析し、地域版コミュニティ・オブ・プラクティスを育てるインターネット市民

塾の可能性を考えるとともに、教え合い学び合いによって地域づくりに市民が叡智を出し合う地域＝「ラーニン

グ・シティ」を展望する。
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● 株式会社インテックシステム研究所 社会システム研究室長
　富山インターネット市民塾推進協議会事務局長
　ＮＰＯ法人地域学習プラットフォーム研究会理事長
● 教育、地域活性化などをテーマとした社会システム研究、
   およびＩＴを活用した地域での実践活動を企画・推進

1.1  地域経営と教育
　経済社会の構造的問題、国際化、少子高齢化の中で、地域

は産業の空洞化や、雇用不安など、難しい地域経営に迫られて

いる。経済産業省による２０年後の予測では、東京を除くすべ

ての地域で人口が減少、３５の大都市圏を除く地方の総生産が

縮小すると推計され、地域の厳しい状況は今後も続く。[1]

　コミュニティの崩壊が進み、受益のみを求める傾向が増す一

方、自治体は地域の多様な政策ニーズにすべて応えるだけの

財政力はない。地域の課題解決に参加する市民を顕在化さ

日本においても、協働を前提とした地域経営には、市民のシ

ティズンシップの涵養、社会参加のモチベーションづくりは不

可欠であり、生涯学習政策に力を入れる必要が高まっている

と言える。

1.2  民間企業の取り組みに学ぶ
　民間企業では、社員の意欲・積極性をいかに引き出すかは企

業経営者であれば誰しも重視していることである。変化の激し

い時代にあって、新たなビジネス・ソリューションの開発や経営

のイノベーションが求められる中、トップマネジメントのみで

は限界があることから、社員の自立的（自律的）な提案やイノ

ベーション活動に期待するところが大きい。このため、企業で

は一人ひとりの資質向上を図る社員教育のほかに、ナレッジ

シェアリング等、社員間の力の引き出し合いと共有の工夫を

行っている。

　企業の人材活性化として、これまでのマネジメント手法とは

異なる、コミュニティ・オブ・プラクティスと呼ばれるアプロー

チが注目されている。代表例であるバックマンラボラトリーズ

社の　K’Netixは、世界各地に点在する１３００人の社員の知識

交換を一夜にして行うことができると言われている。[４]  組織

における知識は９０％以上が個人に潜在していることから、そ

の知識交換を活性化させて新しい知識を創造するものであ

る。所属や立場を超えてソリューションを共有し、いかに多様

な価値観を創造していくが、社員の参加率とスピードが企業の

力という考え方である。

　コミュニティ・オブ・プラクティスは、企業組織等の新しい

マネジメント手法として、IRL ( Institute for Reserch on 

Learning)のエティエンヌ・ウェンガーらが１９９１年に発表した

3.  ラーニング・シティを展望する

とされている。９０年代後半以降ナレッジマネジメントが注目を

集めるようになり、改めてビジネス界で注目されているアプ

ローチである。

エティエンヌはコミュニティ・オブ・プラクティスを次のように

定義している。[５]

　　●人々が実践を共にする集まりである

　　●参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもの

　　ではない

　　●共通の関心事である「知識」によって定義され、業務では

　　ない

　　●参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　一般的なプロジェクト型の組織マネジメントでは、参加は指

名された者で構成され、その成果はアウトプットで評価される

のに比べ、コミュニティ・オブ・プラクティスでは、組織を越え

た幅広い参加を可能とし、その入口（インプット）の幅広さが

重視される。多彩な参加者によって、知識交流と問題解決が活

発に行われ、組織全体が知的に活性化している状況を生もう

とするものである。

　コミュニティ・オブ・プラクティスの実践事例としてバックマン

ラボラトリーズ社のK’Netixのほか、徹底的なドキュメント収

集システムをベースとして、ベストプラクティスを広く活用でき

る仕組みとした、ゼロックスのEurekaや、知識の世話役を特

色としたワールドバンクのテーマグループ、組織を超えてイ

ノベーションやブレークスルーを育てる、３Mのテックフォーラ

ムなどがある。

1.3  地域づくりとコミュニティ・オブ・プラクティス
　このような民間企業等の取り組みは、厳しい状況にある地

域経営にも役立つはずである。多様な経験やノウハウを持つ市

民が、共通の関心事についてお互いに教え合い学び合う関係

を持ち、知識交流と問題解決によって地域全体を活性化させ

ることができないだろうか。　

　地域の人と人のつながりを再生し、行政と市民の協働や市民

による自立的な地域課題の解決を、コミュニティ・オブ・プラク

ティスという形で育てることは、地域経営にとって重要なテー

マとなる。

　市民が誰でも教える場を作ることができ、集まった市民と

の知識交流や社会活動を行う、いわば地域版コミュニティ・

オブ・プラクティスを育てているのがインターネット市民塾で

ある。

2.1  開発の経緯
　インターネット市民塾は、ITを活用した生涯学習・社会活動

を活性化するシステムである。[６]   インテックの提案で、１９９４年

に富山県で開催された全国生涯学習フェスティバルで試作シ

ステムが発表された。１９９８年の「教育の情報化」事業に採択さ

れ、産学官による共同研究と社会実験が始まり、以来、市民の

知識発信、知識交流に多くの参加を喚起してきた。インター

ネットを通じていつでも参加できるｅラーニングを取り入れて

いるが、それまでのｅラーニングとは異なる独自の学習支援

システムを構築してきた。具体的には、従来のｅラーニングが

教授型（タテ型）を前提に構築されているのに対し、市民の知

識発信を活性化する道具としてｅラーニングを捉え、市民が

テーマに関心を持つ仲間を集め、お互いに学び合うコミュニ

ティ型（ヨコ型）などの開催方法も提供するものである。知識

取得やスキルアップを目指すフォーマルな学習だけでなく、人と

の相互関係によって学びを深めるもので、SNSというサービス

がまだない１９９８年に、すでに学びを通じたソーシャル・ネット

せ、内発的な力を引き出し、いかにして地域イノベーションを

起こすかが求められている。同時に行政と市民との協働を前

提とした地域経営への転換も迫られている。[２]

　生涯学習は、一人ひとりの豊かな社会生活のための自主的

な取り組みと捉えられる面があるが、社会の要請に応える地

域人材育成を担う面も期待される。欧米では「生涯学習」の捉

え方が日本と大きく異なり、「国力」や「社会の発展」と強く

関連付けられている。「生涯学習」によるヒューマンキャピタ

ルの向上は、雇用や企業の生産性の向上、新たな産業の創出、

ひいてはGDPの向上をもたらす重要な政策と位置づけられて

いる。また、社会の発展への指標＝ソーシャルアウトカムの研究

では「市民の社会的関与」を捉えていることが注目される。[３] 

ワークを目指していた。富山県での取り組みが各地に波及し、

全国11都道府県に利用が広がっている。そして、文部科学省か

ら全国に提供された「生涯学習ICTプラットフォーム」では、

インターネット市民塾がモデルとなっている。

2.2  インターネット市民塾における学習

2.3  具体的な利用画面　
　主な画面を紹介する。

(１)利用者ページ

　　講座の受講などのフォーマルな学びだけでなく、仕事や生

　活を通じて得たさまざまな学びを「学びの日記」（ブログ）

　として記録する。講座の受講仲間だけでなく登録者（塾生）

　や広くネットに公開することや、自身の記録だけに留めて

　「学びの貯金箱」とするなど、利用者自身の意思で選択する。

　(図４)

(２)活動サークルページ

　　テーマを共有する利用者が集って、コミュニティの形成に活

　用することができる。講座の受講をきっかけに作るサークル

　や、地域活動を行っている仲間で学び合うサークルなどに活

　用。活動の記録をもとに新たな講座を開催するなど、柔軟な

　発展を支援する。(図５)

(３)講師用講座ツール

　　市民講師が講座の開催に向けて学習ページ（教室）のデザイン 

　を行い、コンテンツを制作し、講座として開講するための便利

2.4  利用状況
　富山インターネット市民塾を例に利用を分析する。

(１)参加者は３０代～５０代の働き盛りが多く、これまで生涯学習

　への参加が少なかった世代に参加を促進している。（図７）

(２)多様な開催形式

　インターネット市民塾では、市民が学ぼうとするテーマで

ネット上にたくさんの教室が開かれている。その開催形態は

多様で、講義型だけでなくワークショップ型、コミュニティ

学習型、活動発表型などさまざまである。平成２１年度の開

催形態をみると、市民による講座・活動サークル等の全７０グ

ループのうち、コミュニティ型、体験発表型などの（ヨコ型）

は５４％、３８テーマとなっている。（図８）

開催講座の例

　　● 先用後利～富山売薬さんの歩んだ道を訪ねて～（講義型）

　　● 越中北前船のはなし　～近世越中国の産業と人々～

　 （講義型）

　　● ことばのレシピ（ワークショップ型）

　　● 乙女のハートフルコミュニケーション（コミュニティ型）

　　● 神戸と学ぶ防災市民塾（コミュニティ学習型）

　　● 元気に百歳（活動発表型）

　　● 先生が見た世界の国 （々活動発表型）

(３)市民の自発的な知識発信・交流におけるモチベーション

　　講座（教室）を開催した市民講師へのアンケート調査では、

　次のような感想が聞かれる。

　　●自分の持っているものを教えて喜んでいただいたことは、

　　大きな喜びになった。

　　● ネット講座は異世代交流の場。逆にたくさんのことを教え

　　ていただいた。

　　● これまで学んだことを、振り返る機会になった。

　　● 参加者から元気をもらった。

　　● 職場と家庭の往復の生活に加えて、ネット上に新しい場所

　　が持てた。

　　● スクーリングでは、教える立場を超えて学んだ。

　市民講師にこのような状況をもたらす要素として、次のよう

な点を挙げることができる。

①教えるために学ぶ

　講座開催に向けて、自らの知識を整理し、専門家や文献な

　どにより補おうとする学びの意欲を高めている

②参加者から学ぶ

　特にコミュニティ学習型では、幅広い世代の参加者が知識

　を持ち寄り学び合うことにつながっている。

③自身の知の顕在化

　講座の開催は自身の知の棚卸になっている。また、これま

　での経験・潜在的な学びが参加者によって引き出されるこ

　とも少なくない。

④新たな目標への学び

　参加者にさらに応えようとする意欲や、参加者から与えら

　れた自身の気付きが、新たな学びの目標設定につながる

　ことが見られる。

(４)学びから社会参加へと発展

　このような市民講師のモチベーションは、参加する受講者

にも伝わり、受講者の中から新たな市民講師が生まれ、世代

を超えて「知の還流」が生まれている。さらに、学びを契機

としたセルフイノベーションや、新たな社会活動へと発展す

る例が見られる。

（事例１）Ｙさん（フリーアナウンサー、４１歳）

　自分で新しいステージを創りたいと考え教室を開設。人と

2.5  コミュニティ・オブ・プラクティスとし
てのインターネット市民塾
　インターネット市民塾の実践を、エティエンヌの定義している

コミュニティ・オフ・プラクティスに当てはめて分析してみたい。

(１)人々が実践を共にする集まりである

　→講師、受講者という固定的な関係だけでなく、学習コ

ミュニティとしてお互いに学び活動を進めるグループとして

の集まりである。

　インターネットを通じて仕事や身近な生活の場から参加す

ることは、学びと生活・地域の課題とが接近していることで

あり、学びを通じてさまざまなテーマや課題の解決に向けた

活動に結びつきやすい状況を生んでいる。仕事や生活の現

場から参加することが、学びに対する課題意識を高める要素

となって、参加を契機とした新たな活動への取り組みが多数

見られる。

(２)参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもので

　はない。

　→あくまでも自発的な参加が基本であり、自身が所属する

組織からの指示で参加しているものではない。

　インターネット市民塾では大学の講師、企業の専門家、学

校関係者など、産学官の組織に所属しながら、多彩な参加者

による知識交流が見られる。

(３)共通の関心事である「知識」によって定義され、業務ではない

　→テーマに関心を持つもののみが集まり、指示されたミッ

ションを目指すものではない。

　用意された学びの場ではなく、自ら作り活動する学びの場

としてテーマ毎にコミュニティが生れている。それぞれのコ

ミュニティは、参加人数が多いことが評価ではなく、テーマ

に関心を持つ幅広い世代と多様な観点で教え合い学び合う

ことを大切にしている。

(４)参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　→教えることが学習になり、参加者の間で学び合い高め

合っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　講師だけでなく一人ひとりがテーマに関する知識を発信す

る立場に立つことで、知識の引き出し合い、知識のプラスサ

ムが見られる。

　インターネット市民塾では、これらの要素によってコミュニ

ティ・オブ・プラクティスを育て、その中からさまざまな地域課

題への取り組みを見ることができる。たとえば、富山と神戸の

間でお互いに活動を学び合う防災市民塾や、地域に残る手仕事

を学ぶグループが、未来の仕事を考える子どもたちの体験学習

に活動成果を生かしている。また、産学官の連携事業を結成

し、社会にチャレンジする若者や子育て世代の学習支援活動に

も取り組んでいる。
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1.  地域経営とスマーター・ソーシャル・
      ストラクチャー

2.  インターネット市民塾の実践

　　  コミュニティ支援機能
　インターネット市民塾は、市民自身によって学びの場を作り、

仲間を集めてコミュニティ活動を形成することができる点に特

徴がある。

の良好なコミュニケーションのスタイルを、一人ひとりが見つ

ける講座を開講した。　受講者の中から新たな活動サーク

ルの開設が生れた。バトンがつながるように、受講者自身が

新しいステージを作った。このことがＹさんにとって自分の

仕事に新しい目標を持つ契機となった。

（事例２）Ｉさん（パート勤務、５１歳）

　職場での不本意な評価を克服したいと考えていた時、Ｙさ

んの話し方に関する講座を見つけて参加した。インターネッ

トを介して無理なく参加でき、苦手な人ともコミュニケー

ションできることが大切な条件であった。Ｙさんの教室に参加

したことで、異なる世代、異なる状況にある人と良くコミュニ

ケーションし新しい人との交流や新しい活動に前向きになっ

た。このような学習を通じて、今度は他者の役に立てたいと

考え人との交流を支援するサークル活動を始めた。同じ志を

持つ仲間が集まり活動が広がるとともに、コーチングなど新

しい学びへチャレンジしている。

（事例３）Ｎさん（ベンチャー起業家、７３歳男性）

　定年退職を機にインターネット市民塾の講座を受講してパ

ソコンの使い方を学んでいた。

　ちょうとその時に奥様が重病に罹り、回復を願って健康に

関するさまざまな学習を行い実践した。その経験を多くの人

に伝えたいと、市民講師となってインターネット市民塾で教

室を計画した。教室で教えるためにさらに深く学び７０歳を

過ぎて学ぶことの楽しさを知った。インターネット市民塾で

講師をしたことを基にＮさんは新しい事業を企て、７１歳で事

業を興した。

　このほか、平成２１年度の参加者へのアンケート調査では、

　　● 仕事や生活などの新たな取り組み役立てている

　　● 自分の次のステップに向かうきっかけになった

　　● 参加によって人との新しい関係ができ役立った

　　● 市民講師の活動が新たな目標につながった

など、延べ５２件報告されている。
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　これまでの実践から、ITを活用して幅広い世代の市民が、い

つでもどこからでも教え合い学び合いに参加できるインター

ネット市民塾は、コミュニティ・オブ・プラクティスを育てる地域

プラットフォームにあたる。そして地域版コミュニティ・オブ・プ

ラクティスは、地域の内発的な力を高め協働による地域づくり

を担う可能性を十分持つと言える。

　このようなプラットフォームを備え、地域ぐるみで教え合い

学び合い、地域づくりに叡智を出し合い、自立的に成長してい

く地域づくりのコンセプトを「ラーニング・シティ」と称したい。

「ラーニング・シティ」の実現には下記の要件を挙げることが

できる。

　● 一人ひとりの市民が、働きながら、生活の中で、自発的に学 び

　の機会をつくることができ、その参加に地域全体の理解があ

　る。一つの形として全国各地で見られる「生涯学習都市宣　

　言」が挙げられる。

　●仕事や生活と並行して、いつでも学ぶ機会をつくることがで

　きるよう、また、教える機会、知識交流ができるよう、ITを

　活用した学習プラットフォームがある。

　●学びを通じてさまざまな立場の市民によるコミュニティ・オ

　ブ・プラクティスが形成されるよう、 ITを活用した地域プ

　ラットフォームがある。

　●コミュニティ・オブ・プラクティスによって生れる地域課題の

　解決、地域の成長を、地域の産学官の共通的な利益「ソー

　シャルアウトカム」として評価していく評価の仕組みがある。

　●これらの各プラットフォームを ITによって有機的に運営でき

　る「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」が構築され、持

　続的にその運営を担う産学官の協働プラットフォームがある。

　では、これらの要件を積極的に創り出すために、産学官はど

のような役割が期待されるか考えてみたい。

(１)行政（地方自治体）

　地域づくりのアプローチは政策的な事業として推進する

トップダウン型と、市民の自発的な活動から草の根的に広が

るボトムアップ型に分けることができる。ボトムアップ型は、

これまで述べてきたコミュニティ・オブ・プラクティス型と置

き換えて考える。

　ラーニング・シティでは、市民のさまざまな教え合い学び

合いによってボトムアップ型の取り組みが生れ、いくつもの

問題解決の方向が生れることに期待したい。さらに、それら

の実践的な取り組みを地方自治体が取り上げ、政策的ス

キームに取り入れる新たな流れが重要である。この二つの流

れを適切にマネジメントし、スピードアップさせることに行政

（地方自治体）の重要な役割がある。興味深いのは冒頭に

紹介したK’Netixのシステムの開発にあたって、その活用の

目標を定めるべきでないというCEOの考え方である。目標

を定めた瞬間に従来と同じトップダウン型のシステムにな

り、コミュニティ・オブ・プラクティスが生れないからと言う。

[７]

(２)大学

　大学には専門的な知識財が豊富にあり、それらを積極的

に地域づくりに生かすことが求められている。社会人学生の

受け入れというこれまでのスタンスから一歩踏み出し、イン

ターネットを通じて繰り広げられる地域のコミュニティ・オ

ブ・プラクティスに積極的に参加し、これらを提供していくこ

とが望まれる。また、研究開発された教育・学習技術は、市

民の教え合い学び合いの促進に役立てることに期待を持て

る。

　大学に学ぶ学生にとっても、地域のコミュニティ・オブ・プ

ラクティスへの参加は、実社会の実態の中で学び考える絶

好の機会を提供する。同時に学生のボランタリーな参加は、

地域の次世代を育てる「地域の教育力」の涵養でもある。

(３)企業等

　まずは、働き盛りの社員が、社会活動としてコミュニティ・

オブ・プラクティスに参加することに理解が必要である。社

外での教え合い学び合いが、結果として社員の成長をもたら

し、企業人材としても社内にイノベーションをもたらす要素

を持っているからである。また、大学での学び直しにも理解

4.  今後の展望
　今後１０年間で急速に進む高齢社会をにらんで、富山市は「コ

ンパクト・シティ」というまちづくりのコンセプトを打ち出し

た。[８] 車に依存している都市は、５年後１０年後には多数の高

齢者が住みにくい地域になる。生活に必要な機能をコンパクト

に収容する街を目指し、さらにライトレールなどの公共交通機

能を充実させる政策は、まちづくりの先進モデルとして全国か

ら視察が相次いでいる。

　高齢者や働き盛りが住みやすい要件として、生きがいや働き

甲斐を持てることも重要である。高齢者の豊かな経験やノウハ

ウを見つけ合い学び合う関係、それらを生かして高齢者も働け

る新しい地域サービスを興す市民の関係、それを積極的にまち

づくりに生かす市民と行政の関係を育てていく必要がある。高

齢者が住みやすい都市を目指す「コンパクト・シティ」には、こ

のような取り組みが強く期待される背景があり、インフラ整備

と合わせて、これらのソフト面の政策が今後ますます重要に

なってくる。地域ぐるみで学び、考え、成長していく「ラーニン

グ・シティ」こそ、インターネット市民塾の目指す地域づくりで

ある。

図１  企業におけるコミュニティ・オブ・プラクティス
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表１  インターネット市民塾の学習コミュニティ支援機能

参加のきっかけを広げる

多様な活用方法に応える

柔軟な活用スタイルを提供する

いろいろな学びを支援する

 
利用者に学ぶ楽しさ、喜びを提供する

たくさんの学びの発信に触れる
テーマに共感する
言葉を送る、声をかける
体験してみる
テーマを発信して仲間を集める
発表する、展示する
ネット教室を開く
活動サークルを開く
講座、活動サークルを持つ
コミュニティ・グループを形成する
ワークショップを開く
ニュースレターを発行する
自分だけの学びの書斎
ほかの人の発信・発表から学ぶ
発表していろいろな声を聞く
教えて学ぶ
人の交流から学ぶ
気軽に参加できる
自分のテーマが見つかる
同じテーマを持つ人と出会いがある
教えるために自身が学ぶ
学んだことが形になる
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図８  講座開催形態の分類（平成21年度）

図７  利用者の年代分布（平成21年度）
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　なツールを提供する。日頃から関連する素材を少しずつ集め

　仲間と一緒にコンテンツ（教材）を作るという柔軟な利用も

　可能である。(図６)

図４  利用者個人ページ（学びの日記画面）

図５  活動サークルページ

図６  講師用講座ツール画面

図９  セルフイノベーションと社会参加（１）

図１０  セルフイノベーションと社会参加（２）

図１１  学び合いによるテーマの共有 図１２  地域づくりコミュニティへの参加

図１３　ラーニング・シティにおける地域づくりのアプローチ

と協力が望まれ、そのような社員を積極的に評価する社風

も望まれる。

地域の成長は地元の企業にとっても不可欠であり、ラーニン

グ・シティの基礎となる地域プラットフォームの運営に、人

的・資金的な参加が望まれる。

④実社会に活かす
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  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～

" Learning City" it Leads to the Growing Region
-Internet Learning Community for Learning Citizens, Thinking Citizens, and Active Citizens-

 柵　富雄
SAKU Tomio

特集2

概要
　地域には優れた人材が潜在している。市民が一人でも多く知識交流し、地域人材として顕在化することで、

地域に新しい価値を創造することができないだろうか。つまり、地域版のコミュニティ・オブ・プラクティスを育て、

地域に新たな価値観を創造する内発的な力を生むものである。

　インターネット市民塾は、ＩＴを活用して市民の知識発信と知識交流を活性化させる地域事業として、全国11

の地域に広がっている。自らの経験やノウハウを生かして教え合い学び合う仕組みに多くの市民が参加し、地域

づくりのコミュニティ・オブ・プラクティスが生れている。まさに「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の具体

例と言える。

　参加する市民の具体的な活動を分析し、地域版コミュニティ・オブ・プラクティスを育てるインターネット市民

塾の可能性を考えるとともに、教え合い学び合いによって地域づくりに市民が叡智を出し合う地域＝「ラーニン

グ・シティ」を展望する。
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● 株式会社インテックシステム研究所 社会システム研究室長
　富山インターネット市民塾推進協議会事務局長
　ＮＰＯ法人地域学習プラットフォーム研究会理事長
● 教育、地域活性化などをテーマとした社会システム研究、
   およびＩＴを活用した地域での実践活動を企画・推進

1.1  地域経営と教育
　経済社会の構造的問題、国際化、少子高齢化の中で、地域

は産業の空洞化や、雇用不安など、難しい地域経営に迫られて

いる。経済産業省による２０年後の予測では、東京を除くすべ

ての地域で人口が減少、３５の大都市圏を除く地方の総生産が

縮小すると推計され、地域の厳しい状況は今後も続く。[1]

　コミュニティの崩壊が進み、受益のみを求める傾向が増す一

方、自治体は地域の多様な政策ニーズにすべて応えるだけの

財政力はない。地域の課題解決に参加する市民を顕在化さ

日本においても、協働を前提とした地域経営には、市民のシ

ティズンシップの涵養、社会参加のモチベーションづくりは不

可欠であり、生涯学習政策に力を入れる必要が高まっている

と言える。

1.2  民間企業の取り組みに学ぶ
　民間企業では、社員の意欲・積極性をいかに引き出すかは企

業経営者であれば誰しも重視していることである。変化の激し

い時代にあって、新たなビジネス・ソリューションの開発や経営

のイノベーションが求められる中、トップマネジメントのみで

は限界があることから、社員の自立的（自律的）な提案やイノ

ベーション活動に期待するところが大きい。このため、企業で

は一人ひとりの資質向上を図る社員教育のほかに、ナレッジ

シェアリング等、社員間の力の引き出し合いと共有の工夫を

行っている。

　企業の人材活性化として、これまでのマネジメント手法とは

異なる、コミュニティ・オブ・プラクティスと呼ばれるアプロー

チが注目されている。代表例であるバックマンラボラトリーズ

社の　K’Netixは、世界各地に点在する１３００人の社員の知識

交換を一夜にして行うことができると言われている。[４]  組織

における知識は９０％以上が個人に潜在していることから、そ

の知識交換を活性化させて新しい知識を創造するものであ

る。所属や立場を超えてソリューションを共有し、いかに多様

な価値観を創造していくが、社員の参加率とスピードが企業の

力という考え方である。

　コミュニティ・オブ・プラクティスは、企業組織等の新しい

マネジメント手法として、IRL ( Institute for Reserch on 

Learning)のエティエンヌ・ウェンガーらが１９９１年に発表した

3.  ラーニング・シティを展望する

とされている。９０年代後半以降ナレッジマネジメントが注目を

集めるようになり、改めてビジネス界で注目されているアプ

ローチである。

エティエンヌはコミュニティ・オブ・プラクティスを次のように

定義している。[５]

　　●人々が実践を共にする集まりである

　　●参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもの

　　ではない

　　●共通の関心事である「知識」によって定義され、業務では

　　ない

　　●参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　一般的なプロジェクト型の組織マネジメントでは、参加は指

名された者で構成され、その成果はアウトプットで評価される

のに比べ、コミュニティ・オブ・プラクティスでは、組織を越え

た幅広い参加を可能とし、その入口（インプット）の幅広さが

重視される。多彩な参加者によって、知識交流と問題解決が活

発に行われ、組織全体が知的に活性化している状況を生もう

とするものである。

　コミュニティ・オブ・プラクティスの実践事例としてバックマン

ラボラトリーズ社のK’Netixのほか、徹底的なドキュメント収

集システムをベースとして、ベストプラクティスを広く活用でき

る仕組みとした、ゼロックスのEurekaや、知識の世話役を特

色としたワールドバンクのテーマグループ、組織を超えてイ

ノベーションやブレークスルーを育てる、３Mのテックフォーラ

ムなどがある。

1.3  地域づくりとコミュニティ・オブ・プラクティス
　このような民間企業等の取り組みは、厳しい状況にある地

域経営にも役立つはずである。多様な経験やノウハウを持つ市

民が、共通の関心事についてお互いに教え合い学び合う関係

を持ち、知識交流と問題解決によって地域全体を活性化させ

ることができないだろうか。　

　地域の人と人のつながりを再生し、行政と市民の協働や市民

による自立的な地域課題の解決を、コミュニティ・オブ・プラク

ティスという形で育てることは、地域経営にとって重要なテー

マとなる。

　市民が誰でも教える場を作ることができ、集まった市民と

の知識交流や社会活動を行う、いわば地域版コミュニティ・

オブ・プラクティスを育てているのがインターネット市民塾で

ある。

2.1  開発の経緯
　インターネット市民塾は、ITを活用した生涯学習・社会活動

を活性化するシステムである。[６]   インテックの提案で、１９９４年

に富山県で開催された全国生涯学習フェスティバルで試作シ

ステムが発表された。１９９８年の「教育の情報化」事業に採択さ

れ、産学官による共同研究と社会実験が始まり、以来、市民の

知識発信、知識交流に多くの参加を喚起してきた。インター

ネットを通じていつでも参加できるｅラーニングを取り入れて

いるが、それまでのｅラーニングとは異なる独自の学習支援

システムを構築してきた。具体的には、従来のｅラーニングが

教授型（タテ型）を前提に構築されているのに対し、市民の知

識発信を活性化する道具としてｅラーニングを捉え、市民が

テーマに関心を持つ仲間を集め、お互いに学び合うコミュニ

ティ型（ヨコ型）などの開催方法も提供するものである。知識

取得やスキルアップを目指すフォーマルな学習だけでなく、人と

の相互関係によって学びを深めるもので、SNSというサービス

がまだない１９９８年に、すでに学びを通じたソーシャル・ネット

せ、内発的な力を引き出し、いかにして地域イノベーションを

起こすかが求められている。同時に行政と市民との協働を前

提とした地域経営への転換も迫られている。[２]

　生涯学習は、一人ひとりの豊かな社会生活のための自主的

な取り組みと捉えられる面があるが、社会の要請に応える地

域人材育成を担う面も期待される。欧米では「生涯学習」の捉

え方が日本と大きく異なり、「国力」や「社会の発展」と強く

関連付けられている。「生涯学習」によるヒューマンキャピタ

ルの向上は、雇用や企業の生産性の向上、新たな産業の創出、

ひいてはGDPの向上をもたらす重要な政策と位置づけられて

いる。また、社会の発展への指標＝ソーシャルアウトカムの研究

では「市民の社会的関与」を捉えていることが注目される。[３] 

ワークを目指していた。富山県での取り組みが各地に波及し、

全国11都道府県に利用が広がっている。そして、文部科学省か

ら全国に提供された「生涯学習ICTプラットフォーム」では、

インターネット市民塾がモデルとなっている。

2.2  インターネット市民塾における学習

2.3  具体的な利用画面　
　主な画面を紹介する。

(１)利用者ページ

　　講座の受講などのフォーマルな学びだけでなく、仕事や生

　活を通じて得たさまざまな学びを「学びの日記」（ブログ）

　として記録する。講座の受講仲間だけでなく登録者（塾生）

　や広くネットに公開することや、自身の記録だけに留めて

　「学びの貯金箱」とするなど、利用者自身の意思で選択する。

　(図４)

(２)活動サークルページ

　　テーマを共有する利用者が集って、コミュニティの形成に活

　用することができる。講座の受講をきっかけに作るサークル

　や、地域活動を行っている仲間で学び合うサークルなどに活

　用。活動の記録をもとに新たな講座を開催するなど、柔軟な

　発展を支援する。(図５)

(３)講師用講座ツール

　　市民講師が講座の開催に向けて学習ページ（教室）のデザイン 

　を行い、コンテンツを制作し、講座として開講するための便利

2.4  利用状況
　富山インターネット市民塾を例に利用を分析する。

(１)参加者は３０代～５０代の働き盛りが多く、これまで生涯学習

　への参加が少なかった世代に参加を促進している。（図７）

(２)多様な開催形式

　インターネット市民塾では、市民が学ぼうとするテーマで

ネット上にたくさんの教室が開かれている。その開催形態は

多様で、講義型だけでなくワークショップ型、コミュニティ

学習型、活動発表型などさまざまである。平成２１年度の開

催形態をみると、市民による講座・活動サークル等の全７０グ

ループのうち、コミュニティ型、体験発表型などの（ヨコ型）

は５４％、３８テーマとなっている。（図８）

開催講座の例

　　● 先用後利～富山売薬さんの歩んだ道を訪ねて～（講義型）

　　● 越中北前船のはなし　～近世越中国の産業と人々～

　 （講義型）

　　● ことばのレシピ（ワークショップ型）

　　● 乙女のハートフルコミュニケーション（コミュニティ型）

　　● 神戸と学ぶ防災市民塾（コミュニティ学習型）

　　● 元気に百歳（活動発表型）

　　● 先生が見た世界の国 （々活動発表型）

(３)市民の自発的な知識発信・交流におけるモチベーション

　　講座（教室）を開催した市民講師へのアンケート調査では、

　次のような感想が聞かれる。

　　●自分の持っているものを教えて喜んでいただいたことは、

　　大きな喜びになった。

　　● ネット講座は異世代交流の場。逆にたくさんのことを教え

　　ていただいた。

　　● これまで学んだことを、振り返る機会になった。

　　● 参加者から元気をもらった。

　　● 職場と家庭の往復の生活に加えて、ネット上に新しい場所

　　が持てた。

　　● スクーリングでは、教える立場を超えて学んだ。

　市民講師にこのような状況をもたらす要素として、次のよう

な点を挙げることができる。

①教えるために学ぶ

　講座開催に向けて、自らの知識を整理し、専門家や文献な

　どにより補おうとする学びの意欲を高めている

②参加者から学ぶ

　特にコミュニティ学習型では、幅広い世代の参加者が知識

　を持ち寄り学び合うことにつながっている。

③自身の知の顕在化

　講座の開催は自身の知の棚卸になっている。また、これま

　での経験・潜在的な学びが参加者によって引き出されるこ

　とも少なくない。

④新たな目標への学び

　参加者にさらに応えようとする意欲や、参加者から与えら

　れた自身の気付きが、新たな学びの目標設定につながる

　ことが見られる。

(４)学びから社会参加へと発展

　このような市民講師のモチベーションは、参加する受講者

にも伝わり、受講者の中から新たな市民講師が生まれ、世代

を超えて「知の還流」が生まれている。さらに、学びを契機

としたセルフイノベーションや、新たな社会活動へと発展す

る例が見られる。

（事例１）Ｙさん（フリーアナウンサー、４１歳）

　自分で新しいステージを創りたいと考え教室を開設。人と

2.5  コミュニティ・オブ・プラクティスとし
てのインターネット市民塾
　インターネット市民塾の実践を、エティエンヌの定義している

コミュニティ・オフ・プラクティスに当てはめて分析してみたい。

(１)人々が実践を共にする集まりである

　→講師、受講者という固定的な関係だけでなく、学習コ

ミュニティとしてお互いに学び活動を進めるグループとして

の集まりである。

　インターネットを通じて仕事や身近な生活の場から参加す

ることは、学びと生活・地域の課題とが接近していることで

あり、学びを通じてさまざまなテーマや課題の解決に向けた

活動に結びつきやすい状況を生んでいる。仕事や生活の現

場から参加することが、学びに対する課題意識を高める要素

となって、参加を契機とした新たな活動への取り組みが多数

見られる。

(２)参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもので

　はない。

　→あくまでも自発的な参加が基本であり、自身が所属する

組織からの指示で参加しているものではない。

　インターネット市民塾では大学の講師、企業の専門家、学

校関係者など、産学官の組織に所属しながら、多彩な参加者

による知識交流が見られる。

(３)共通の関心事である「知識」によって定義され、業務ではない

　→テーマに関心を持つもののみが集まり、指示されたミッ

ションを目指すものではない。

　用意された学びの場ではなく、自ら作り活動する学びの場

としてテーマ毎にコミュニティが生れている。それぞれのコ

ミュニティは、参加人数が多いことが評価ではなく、テーマ

に関心を持つ幅広い世代と多様な観点で教え合い学び合う

ことを大切にしている。

(４)参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　→教えることが学習になり、参加者の間で学び合い高め

合っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　講師だけでなく一人ひとりがテーマに関する知識を発信す

る立場に立つことで、知識の引き出し合い、知識のプラスサ

ムが見られる。

　インターネット市民塾では、これらの要素によってコミュニ

ティ・オブ・プラクティスを育て、その中からさまざまな地域課

題への取り組みを見ることができる。たとえば、富山と神戸の

間でお互いに活動を学び合う防災市民塾や、地域に残る手仕事

を学ぶグループが、未来の仕事を考える子どもたちの体験学習

に活動成果を生かしている。また、産学官の連携事業を結成

し、社会にチャレンジする若者や子育て世代の学習支援活動に

も取り組んでいる。
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1.  地域経営とスマーター・ソーシャル・
      ストラクチャー

2.  インターネット市民塾の実践

　　  コミュニティ支援機能
　インターネット市民塾は、市民自身によって学びの場を作り、

仲間を集めてコミュニティ活動を形成することができる点に特

徴がある。

の良好なコミュニケーションのスタイルを、一人ひとりが見つ

ける講座を開講した。　受講者の中から新たな活動サーク

ルの開設が生れた。バトンがつながるように、受講者自身が

新しいステージを作った。このことがＹさんにとって自分の

仕事に新しい目標を持つ契機となった。

（事例２）Ｉさん（パート勤務、５１歳）

　職場での不本意な評価を克服したいと考えていた時、Ｙさ

んの話し方に関する講座を見つけて参加した。インターネッ

トを介して無理なく参加でき、苦手な人ともコミュニケー

ションできることが大切な条件であった。Ｙさんの教室に参加

したことで、異なる世代、異なる状況にある人と良くコミュニ

ケーションし新しい人との交流や新しい活動に前向きになっ

た。このような学習を通じて、今度は他者の役に立てたいと

考え人との交流を支援するサークル活動を始めた。同じ志を

持つ仲間が集まり活動が広がるとともに、コーチングなど新

しい学びへチャレンジしている。

（事例３）Ｎさん（ベンチャー起業家、７３歳男性）

　定年退職を機にインターネット市民塾の講座を受講してパ

ソコンの使い方を学んでいた。

　ちょうとその時に奥様が重病に罹り、回復を願って健康に

関するさまざまな学習を行い実践した。その経験を多くの人

に伝えたいと、市民講師となってインターネット市民塾で教

室を計画した。教室で教えるためにさらに深く学び７０歳を

過ぎて学ぶことの楽しさを知った。インターネット市民塾で

講師をしたことを基にＮさんは新しい事業を企て、７１歳で事

業を興した。

　このほか、平成２１年度の参加者へのアンケート調査では、

　　● 仕事や生活などの新たな取り組み役立てている

　　● 自分の次のステップに向かうきっかけになった

　　● 参加によって人との新しい関係ができ役立った

　　● 市民講師の活動が新たな目標につながった

など、延べ５２件報告されている。
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　これまでの実践から、ITを活用して幅広い世代の市民が、い

つでもどこからでも教え合い学び合いに参加できるインター

ネット市民塾は、コミュニティ・オブ・プラクティスを育てる地域

プラットフォームにあたる。そして地域版コミュニティ・オブ・プ

ラクティスは、地域の内発的な力を高め協働による地域づくり

を担う可能性を十分持つと言える。

　このようなプラットフォームを備え、地域ぐるみで教え合い

学び合い、地域づくりに叡智を出し合い、自立的に成長してい

く地域づくりのコンセプトを「ラーニング・シティ」と称したい。

「ラーニング・シティ」の実現には下記の要件を挙げることが

できる。

　● 一人ひとりの市民が、働きながら、生活の中で、自発的に学 び

　の機会をつくることができ、その参加に地域全体の理解があ

　る。一つの形として全国各地で見られる「生涯学習都市宣　

　言」が挙げられる。

　●仕事や生活と並行して、いつでも学ぶ機会をつくることがで

　きるよう、また、教える機会、知識交流ができるよう、ITを

　活用した学習プラットフォームがある。

　●学びを通じてさまざまな立場の市民によるコミュニティ・オ

　ブ・プラクティスが形成されるよう、 ITを活用した地域プ

　ラットフォームがある。

　●コミュニティ・オブ・プラクティスによって生れる地域課題の

　解決、地域の成長を、地域の産学官の共通的な利益「ソー

　シャルアウトカム」として評価していく評価の仕組みがある。

　●これらの各プラットフォームを ITによって有機的に運営でき

　る「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」が構築され、持

　続的にその運営を担う産学官の協働プラットフォームがある。

　では、これらの要件を積極的に創り出すために、産学官はど

のような役割が期待されるか考えてみたい。

(１)行政（地方自治体）

　地域づくりのアプローチは政策的な事業として推進する

トップダウン型と、市民の自発的な活動から草の根的に広が

るボトムアップ型に分けることができる。ボトムアップ型は、

これまで述べてきたコミュニティ・オブ・プラクティス型と置

き換えて考える。

　ラーニング・シティでは、市民のさまざまな教え合い学び

合いによってボトムアップ型の取り組みが生れ、いくつもの

問題解決の方向が生れることに期待したい。さらに、それら

の実践的な取り組みを地方自治体が取り上げ、政策的ス

キームに取り入れる新たな流れが重要である。この二つの流

れを適切にマネジメントし、スピードアップさせることに行政

（地方自治体）の重要な役割がある。興味深いのは冒頭に

紹介したK’Netixのシステムの開発にあたって、その活用の

目標を定めるべきでないというCEOの考え方である。目標

を定めた瞬間に従来と同じトップダウン型のシステムにな

り、コミュニティ・オブ・プラクティスが生れないからと言う。

[７]

(２)大学

　大学には専門的な知識財が豊富にあり、それらを積極的

に地域づくりに生かすことが求められている。社会人学生の

受け入れというこれまでのスタンスから一歩踏み出し、イン

ターネットを通じて繰り広げられる地域のコミュニティ・オ

ブ・プラクティスに積極的に参加し、これらを提供していくこ

とが望まれる。また、研究開発された教育・学習技術は、市

民の教え合い学び合いの促進に役立てることに期待を持て

る。

　大学に学ぶ学生にとっても、地域のコミュニティ・オブ・プ

ラクティスへの参加は、実社会の実態の中で学び考える絶

好の機会を提供する。同時に学生のボランタリーな参加は、

地域の次世代を育てる「地域の教育力」の涵養でもある。

(３)企業等

　まずは、働き盛りの社員が、社会活動としてコミュニティ・

オブ・プラクティスに参加することに理解が必要である。社

外での教え合い学び合いが、結果として社員の成長をもたら

し、企業人材としても社内にイノベーションをもたらす要素

を持っているからである。また、大学での学び直しにも理解

4.  今後の展望
　今後１０年間で急速に進む高齢社会をにらんで、富山市は「コ

ンパクト・シティ」というまちづくりのコンセプトを打ち出し

た。[８] 車に依存している都市は、５年後１０年後には多数の高

齢者が住みにくい地域になる。生活に必要な機能をコンパクト

に収容する街を目指し、さらにライトレールなどの公共交通機

能を充実させる政策は、まちづくりの先進モデルとして全国か

ら視察が相次いでいる。

　高齢者や働き盛りが住みやすい要件として、生きがいや働き

甲斐を持てることも重要である。高齢者の豊かな経験やノウハ

ウを見つけ合い学び合う関係、それらを生かして高齢者も働け

る新しい地域サービスを興す市民の関係、それを積極的にまち

づくりに生かす市民と行政の関係を育てていく必要がある。高

齢者が住みやすい都市を目指す「コンパクト・シティ」には、こ

のような取り組みが強く期待される背景があり、インフラ整備

と合わせて、これらのソフト面の政策が今後ますます重要に

なってくる。地域ぐるみで学び、考え、成長していく「ラーニン

グ・シティ」こそ、インターネット市民塾の目指す地域づくりで

ある。

図１  企業におけるコミュニティ・オブ・プラクティス
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表１  インターネット市民塾の学習コミュニティ支援機能

参加のきっかけを広げる

多様な活用方法に応える

柔軟な活用スタイルを提供する

いろいろな学びを支援する

 
利用者に学ぶ楽しさ、喜びを提供する

たくさんの学びの発信に触れる
テーマに共感する
言葉を送る、声をかける
体験してみる
テーマを発信して仲間を集める
発表する、展示する
ネット教室を開く
活動サークルを開く
講座、活動サークルを持つ
コミュニティ・グループを形成する
ワークショップを開く
ニュースレターを発行する
自分だけの学びの書斎
ほかの人の発信・発表から学ぶ
発表していろいろな声を聞く
教えて学ぶ
人の交流から学ぶ
気軽に参加できる
自分のテーマが見つかる
同じテーマを持つ人と出会いがある
教えるために自身が学ぶ
学んだことが形になる
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　なツールを提供する。日頃から関連する素材を少しずつ集め

　仲間と一緒にコンテンツ（教材）を作るという柔軟な利用も

　可能である。(図６)

図４  利用者個人ページ（学びの日記画面）

図５  活動サークルページ

図６  講師用講座ツール画面

図９  セルフイノベーションと社会参加（１）

図１０  セルフイノベーションと社会参加（２）

図１１  学び合いによるテーマの共有 図１２  地域づくりコミュニティへの参加

図１３　ラーニング・シティにおける地域づくりのアプローチ

と協力が望まれ、そのような社員を積極的に評価する社風

も望まれる。

地域の成長は地元の企業にとっても不可欠であり、ラーニン

グ・シティの基礎となる地域プラットフォームの運営に、人

的・資金的な参加が望まれる。
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  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～

" Learning City" it Leads to the Growing Region
-Internet Learning Community for Learning Citizens, Thinking Citizens, and Active Citizens-

 柵　富雄
SAKU Tomio

特集2

概要
　地域には優れた人材が潜在している。市民が一人でも多く知識交流し、地域人材として顕在化することで、

地域に新しい価値を創造することができないだろうか。つまり、地域版のコミュニティ・オブ・プラクティスを育て、

地域に新たな価値観を創造する内発的な力を生むものである。

　インターネット市民塾は、ＩＴを活用して市民の知識発信と知識交流を活性化させる地域事業として、全国11

の地域に広がっている。自らの経験やノウハウを生かして教え合い学び合う仕組みに多くの市民が参加し、地域

づくりのコミュニティ・オブ・プラクティスが生れている。まさに「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の具体

例と言える。

　参加する市民の具体的な活動を分析し、地域版コミュニティ・オブ・プラクティスを育てるインターネット市民

塾の可能性を考えるとともに、教え合い学び合いによって地域づくりに市民が叡智を出し合う地域＝「ラーニン

グ・シティ」を展望する。
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柵　富雄

● 株式会社インテックシステム研究所 社会システム研究室長
　富山インターネット市民塾推進協議会事務局長
　ＮＰＯ法人地域学習プラットフォーム研究会理事長
● 教育、地域活性化などをテーマとした社会システム研究、
   およびＩＴを活用した地域での実践活動を企画・推進

1.1  地域経営と教育
　経済社会の構造的問題、国際化、少子高齢化の中で、地域

は産業の空洞化や、雇用不安など、難しい地域経営に迫られて

いる。経済産業省による２０年後の予測では、東京を除くすべ

ての地域で人口が減少、３５の大都市圏を除く地方の総生産が

縮小すると推計され、地域の厳しい状況は今後も続く。[1]

　コミュニティの崩壊が進み、受益のみを求める傾向が増す一

方、自治体は地域の多様な政策ニーズにすべて応えるだけの

財政力はない。地域の課題解決に参加する市民を顕在化さ

日本においても、協働を前提とした地域経営には、市民のシ

ティズンシップの涵養、社会参加のモチベーションづくりは不

可欠であり、生涯学習政策に力を入れる必要が高まっている

と言える。

1.2  民間企業の取り組みに学ぶ
　民間企業では、社員の意欲・積極性をいかに引き出すかは企

業経営者であれば誰しも重視していることである。変化の激し

い時代にあって、新たなビジネス・ソリューションの開発や経営

のイノベーションが求められる中、トップマネジメントのみで

は限界があることから、社員の自立的（自律的）な提案やイノ

ベーション活動に期待するところが大きい。このため、企業で

は一人ひとりの資質向上を図る社員教育のほかに、ナレッジ

シェアリング等、社員間の力の引き出し合いと共有の工夫を

行っている。

　企業の人材活性化として、これまでのマネジメント手法とは

異なる、コミュニティ・オブ・プラクティスと呼ばれるアプロー

チが注目されている。代表例であるバックマンラボラトリーズ

社の　K’Netixは、世界各地に点在する１３００人の社員の知識

交換を一夜にして行うことができると言われている。[４]  組織

における知識は９０％以上が個人に潜在していることから、そ

の知識交換を活性化させて新しい知識を創造するものであ

る。所属や立場を超えてソリューションを共有し、いかに多様

な価値観を創造していくが、社員の参加率とスピードが企業の

力という考え方である。

　コミュニティ・オブ・プラクティスは、企業組織等の新しい

マネジメント手法として、IRL ( Institute for Reserch on 

Learning)のエティエンヌ・ウェンガーらが１９９１年に発表した
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とされている。９０年代後半以降ナレッジマネジメントが注目を

集めるようになり、改めてビジネス界で注目されているアプ

ローチである。

エティエンヌはコミュニティ・オブ・プラクティスを次のように

定義している。[５]

　　●人々が実践を共にする集まりである

　　●参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもの

　　ではない

　　●共通の関心事である「知識」によって定義され、業務では

　　ない

　　●参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　一般的なプロジェクト型の組織マネジメントでは、参加は指

名された者で構成され、その成果はアウトプットで評価される

のに比べ、コミュニティ・オブ・プラクティスでは、組織を越え

た幅広い参加を可能とし、その入口（インプット）の幅広さが

重視される。多彩な参加者によって、知識交流と問題解決が活

発に行われ、組織全体が知的に活性化している状況を生もう

とするものである。

　コミュニティ・オブ・プラクティスの実践事例としてバックマン

ラボラトリーズ社のK’Netixのほか、徹底的なドキュメント収

集システムをベースとして、ベストプラクティスを広く活用でき

る仕組みとした、ゼロックスのEurekaや、知識の世話役を特

色としたワールドバンクのテーマグループ、組織を超えてイ

ノベーションやブレークスルーを育てる、３Mのテックフォーラ

ムなどがある。

1.3  地域づくりとコミュニティ・オブ・プラクティス
　このような民間企業等の取り組みは、厳しい状況にある地

域経営にも役立つはずである。多様な経験やノウハウを持つ市

民が、共通の関心事についてお互いに教え合い学び合う関係

を持ち、知識交流と問題解決によって地域全体を活性化させ

ることができないだろうか。　

　地域の人と人のつながりを再生し、行政と市民の協働や市民

による自立的な地域課題の解決を、コミュニティ・オブ・プラク

ティスという形で育てることは、地域経営にとって重要なテー

マとなる。

　市民が誰でも教える場を作ることができ、集まった市民と

の知識交流や社会活動を行う、いわば地域版コミュニティ・

オブ・プラクティスを育てているのがインターネット市民塾で

ある。

2.1  開発の経緯
　インターネット市民塾は、ITを活用した生涯学習・社会活動

を活性化するシステムである。[６]   インテックの提案で、１９９４年

に富山県で開催された全国生涯学習フェスティバルで試作シ

ステムが発表された。１９９８年の「教育の情報化」事業に採択さ

れ、産学官による共同研究と社会実験が始まり、以来、市民の

知識発信、知識交流に多くの参加を喚起してきた。インター

ネットを通じていつでも参加できるｅラーニングを取り入れて

いるが、それまでのｅラーニングとは異なる独自の学習支援

システムを構築してきた。具体的には、従来のｅラーニングが

教授型（タテ型）を前提に構築されているのに対し、市民の知

識発信を活性化する道具としてｅラーニングを捉え、市民が

テーマに関心を持つ仲間を集め、お互いに学び合うコミュニ

ティ型（ヨコ型）などの開催方法も提供するものである。知識

取得やスキルアップを目指すフォーマルな学習だけでなく、人と

の相互関係によって学びを深めるもので、SNSというサービス

がまだない１９９８年に、すでに学びを通じたソーシャル・ネット

せ、内発的な力を引き出し、いかにして地域イノベーションを

起こすかが求められている。同時に行政と市民との協働を前

提とした地域経営への転換も迫られている。[２]

　生涯学習は、一人ひとりの豊かな社会生活のための自主的

な取り組みと捉えられる面があるが、社会の要請に応える地

域人材育成を担う面も期待される。欧米では「生涯学習」の捉

え方が日本と大きく異なり、「国力」や「社会の発展」と強く

関連付けられている。「生涯学習」によるヒューマンキャピタ

ルの向上は、雇用や企業の生産性の向上、新たな産業の創出、

ひいてはGDPの向上をもたらす重要な政策と位置づけられて

いる。また、社会の発展への指標＝ソーシャルアウトカムの研究

では「市民の社会的関与」を捉えていることが注目される。[３] 

ワークを目指していた。富山県での取り組みが各地に波及し、

全国11都道府県に利用が広がっている。そして、文部科学省か

ら全国に提供された「生涯学習ICTプラットフォーム」では、

インターネット市民塾がモデルとなっている。

2.2  インターネット市民塾における学習

2.3  具体的な利用画面　
　主な画面を紹介する。

(１)利用者ページ

　　講座の受講などのフォーマルな学びだけでなく、仕事や生

　活を通じて得たさまざまな学びを「学びの日記」（ブログ）

　として記録する。講座の受講仲間だけでなく登録者（塾生）

　や広くネットに公開することや、自身の記録だけに留めて

　「学びの貯金箱」とするなど、利用者自身の意思で選択する。

　(図４)

(２)活動サークルページ

　　テーマを共有する利用者が集って、コミュニティの形成に活

　用することができる。講座の受講をきっかけに作るサークル

　や、地域活動を行っている仲間で学び合うサークルなどに活

　用。活動の記録をもとに新たな講座を開催するなど、柔軟な

　発展を支援する。(図５)

(３)講師用講座ツール

　　市民講師が講座の開催に向けて学習ページ（教室）のデザイン 

　を行い、コンテンツを制作し、講座として開講するための便利

2.4  利用状況
　富山インターネット市民塾を例に利用を分析する。

(１)参加者は３０代～５０代の働き盛りが多く、これまで生涯学習

　への参加が少なかった世代に参加を促進している。（図７）

(２)多様な開催形式

　インターネット市民塾では、市民が学ぼうとするテーマで

ネット上にたくさんの教室が開かれている。その開催形態は

多様で、講義型だけでなくワークショップ型、コミュニティ

学習型、活動発表型などさまざまである。平成２１年度の開

催形態をみると、市民による講座・活動サークル等の全７０グ

ループのうち、コミュニティ型、体験発表型などの（ヨコ型）

は５４％、３８テーマとなっている。（図８）

開催講座の例

　　● 先用後利～富山売薬さんの歩んだ道を訪ねて～（講義型）

　　● 越中北前船のはなし　～近世越中国の産業と人々～

　 （講義型）

　　● ことばのレシピ（ワークショップ型）

　　● 乙女のハートフルコミュニケーション（コミュニティ型）

　　● 神戸と学ぶ防災市民塾（コミュニティ学習型）

　　● 元気に百歳（活動発表型）

　　● 先生が見た世界の国 （々活動発表型）

(３)市民の自発的な知識発信・交流におけるモチベーション

　　講座（教室）を開催した市民講師へのアンケート調査では、

　次のような感想が聞かれる。

　　●自分の持っているものを教えて喜んでいただいたことは、

　　大きな喜びになった。

　　● ネット講座は異世代交流の場。逆にたくさんのことを教え

　　ていただいた。

　　● これまで学んだことを、振り返る機会になった。

　　● 参加者から元気をもらった。

　　● 職場と家庭の往復の生活に加えて、ネット上に新しい場所

　　が持てた。

　　● スクーリングでは、教える立場を超えて学んだ。

　市民講師にこのような状況をもたらす要素として、次のよう

な点を挙げることができる。

①教えるために学ぶ

　講座開催に向けて、自らの知識を整理し、専門家や文献な

　どにより補おうとする学びの意欲を高めている

②参加者から学ぶ

　特にコミュニティ学習型では、幅広い世代の参加者が知識

　を持ち寄り学び合うことにつながっている。

③自身の知の顕在化

　講座の開催は自身の知の棚卸になっている。また、これま

　での経験・潜在的な学びが参加者によって引き出されるこ

　とも少なくない。

④新たな目標への学び

　参加者にさらに応えようとする意欲や、参加者から与えら

　れた自身の気付きが、新たな学びの目標設定につながる

　ことが見られる。

(４)学びから社会参加へと発展

　このような市民講師のモチベーションは、参加する受講者

にも伝わり、受講者の中から新たな市民講師が生まれ、世代

を超えて「知の還流」が生まれている。さらに、学びを契機

としたセルフイノベーションや、新たな社会活動へと発展す

る例が見られる。

（事例１）Ｙさん（フリーアナウンサー、４１歳）

　自分で新しいステージを創りたいと考え教室を開設。人と

2.5  コミュニティ・オブ・プラクティスとし
てのインターネット市民塾
　インターネット市民塾の実践を、エティエンヌの定義している

コミュニティ・オフ・プラクティスに当てはめて分析してみたい。

(１)人々が実践を共にする集まりである

　→講師、受講者という固定的な関係だけでなく、学習コ

ミュニティとしてお互いに学び活動を進めるグループとして

の集まりである。

　インターネットを通じて仕事や身近な生活の場から参加す

ることは、学びと生活・地域の課題とが接近していることで

あり、学びを通じてさまざまなテーマや課題の解決に向けた

活動に結びつきやすい状況を生んでいる。仕事や生活の現

場から参加することが、学びに対する課題意識を高める要素

となって、参加を契機とした新たな活動への取り組みが多数

見られる。

(２)参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもので

　はない。

　→あくまでも自発的な参加が基本であり、自身が所属する

組織からの指示で参加しているものではない。

　インターネット市民塾では大学の講師、企業の専門家、学

校関係者など、産学官の組織に所属しながら、多彩な参加者

による知識交流が見られる。

(３)共通の関心事である「知識」によって定義され、業務ではない

　→テーマに関心を持つもののみが集まり、指示されたミッ

ションを目指すものではない。

　用意された学びの場ではなく、自ら作り活動する学びの場

としてテーマ毎にコミュニティが生れている。それぞれのコ

ミュニティは、参加人数が多いことが評価ではなく、テーマ

に関心を持つ幅広い世代と多様な観点で教え合い学び合う

ことを大切にしている。

(４)参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　→教えることが学習になり、参加者の間で学び合い高め

合っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　講師だけでなく一人ひとりがテーマに関する知識を発信す

る立場に立つことで、知識の引き出し合い、知識のプラスサ

ムが見られる。

　インターネット市民塾では、これらの要素によってコミュニ

ティ・オブ・プラクティスを育て、その中からさまざまな地域課

題への取り組みを見ることができる。たとえば、富山と神戸の

間でお互いに活動を学び合う防災市民塾や、地域に残る手仕事

を学ぶグループが、未来の仕事を考える子どもたちの体験学習

に活動成果を生かしている。また、産学官の連携事業を結成

し、社会にチャレンジする若者や子育て世代の学習支援活動に

も取り組んでいる。
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1.  地域経営とスマーター・ソーシャル・
      ストラクチャー

2.  インターネット市民塾の実践

　　  コミュニティ支援機能
　インターネット市民塾は、市民自身によって学びの場を作り、

仲間を集めてコミュニティ活動を形成することができる点に特

徴がある。

の良好なコミュニケーションのスタイルを、一人ひとりが見つ

ける講座を開講した。　受講者の中から新たな活動サーク

ルの開設が生れた。バトンがつながるように、受講者自身が

新しいステージを作った。このことがＹさんにとって自分の

仕事に新しい目標を持つ契機となった。

（事例２）Ｉさん（パート勤務、５１歳）

　職場での不本意な評価を克服したいと考えていた時、Ｙさ

んの話し方に関する講座を見つけて参加した。インターネッ

トを介して無理なく参加でき、苦手な人ともコミュニケー

ションできることが大切な条件であった。Ｙさんの教室に参加

したことで、異なる世代、異なる状況にある人と良くコミュニ

ケーションし新しい人との交流や新しい活動に前向きになっ

た。このような学習を通じて、今度は他者の役に立てたいと

考え人との交流を支援するサークル活動を始めた。同じ志を

持つ仲間が集まり活動が広がるとともに、コーチングなど新

しい学びへチャレンジしている。

（事例３）Ｎさん（ベンチャー起業家、７３歳男性）

　定年退職を機にインターネット市民塾の講座を受講してパ

ソコンの使い方を学んでいた。

　ちょうとその時に奥様が重病に罹り、回復を願って健康に

関するさまざまな学習を行い実践した。その経験を多くの人

に伝えたいと、市民講師となってインターネット市民塾で教

室を計画した。教室で教えるためにさらに深く学び７０歳を

過ぎて学ぶことの楽しさを知った。インターネット市民塾で

講師をしたことを基にＮさんは新しい事業を企て、７１歳で事

業を興した。

　このほか、平成２１年度の参加者へのアンケート調査では、

　　● 仕事や生活などの新たな取り組み役立てている

　　● 自分の次のステップに向かうきっかけになった

　　● 参加によって人との新しい関係ができ役立った

　　● 市民講師の活動が新たな目標につながった

など、延べ５２件報告されている。

第11号

58 59

特
集
2

　これまでの実践から、ITを活用して幅広い世代の市民が、い

つでもどこからでも教え合い学び合いに参加できるインター

ネット市民塾は、コミュニティ・オブ・プラクティスを育てる地域

プラットフォームにあたる。そして地域版コミュニティ・オブ・プ

ラクティスは、地域の内発的な力を高め協働による地域づくり

を担う可能性を十分持つと言える。

　このようなプラットフォームを備え、地域ぐるみで教え合い

学び合い、地域づくりに叡智を出し合い、自立的に成長してい

く地域づくりのコンセプトを「ラーニング・シティ」と称したい。

「ラーニング・シティ」の実現には下記の要件を挙げることが

できる。

　● 一人ひとりの市民が、働きながら、生活の中で、自発的に学 び

　の機会をつくることができ、その参加に地域全体の理解があ

　る。一つの形として全国各地で見られる「生涯学習都市宣　

　言」が挙げられる。

　●仕事や生活と並行して、いつでも学ぶ機会をつくることがで

　きるよう、また、教える機会、知識交流ができるよう、ITを

　活用した学習プラットフォームがある。

　●学びを通じてさまざまな立場の市民によるコミュニティ・オ

　ブ・プラクティスが形成されるよう、 ITを活用した地域プ

　ラットフォームがある。

　●コミュニティ・オブ・プラクティスによって生れる地域課題の

　解決、地域の成長を、地域の産学官の共通的な利益「ソー

　シャルアウトカム」として評価していく評価の仕組みがある。

　●これらの各プラットフォームを ITによって有機的に運営でき

　る「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」が構築され、持

　続的にその運営を担う産学官の協働プラットフォームがある。

　では、これらの要件を積極的に創り出すために、産学官はど

のような役割が期待されるか考えてみたい。

(１)行政（地方自治体）

　地域づくりのアプローチは政策的な事業として推進する

トップダウン型と、市民の自発的な活動から草の根的に広が

るボトムアップ型に分けることができる。ボトムアップ型は、

これまで述べてきたコミュニティ・オブ・プラクティス型と置

き換えて考える。

　ラーニング・シティでは、市民のさまざまな教え合い学び

合いによってボトムアップ型の取り組みが生れ、いくつもの

問題解決の方向が生れることに期待したい。さらに、それら

の実践的な取り組みを地方自治体が取り上げ、政策的ス

キームに取り入れる新たな流れが重要である。この二つの流

れを適切にマネジメントし、スピードアップさせることに行政

（地方自治体）の重要な役割がある。興味深いのは冒頭に

紹介したK’Netixのシステムの開発にあたって、その活用の

目標を定めるべきでないというCEOの考え方である。目標

を定めた瞬間に従来と同じトップダウン型のシステムにな

り、コミュニティ・オブ・プラクティスが生れないからと言う。

[７]

(２)大学

　大学には専門的な知識財が豊富にあり、それらを積極的

に地域づくりに生かすことが求められている。社会人学生の

受け入れというこれまでのスタンスから一歩踏み出し、イン

ターネットを通じて繰り広げられる地域のコミュニティ・オ

ブ・プラクティスに積極的に参加し、これらを提供していくこ

とが望まれる。また、研究開発された教育・学習技術は、市

民の教え合い学び合いの促進に役立てることに期待を持て

る。

　大学に学ぶ学生にとっても、地域のコミュニティ・オブ・プ

ラクティスへの参加は、実社会の実態の中で学び考える絶

好の機会を提供する。同時に学生のボランタリーな参加は、

地域の次世代を育てる「地域の教育力」の涵養でもある。

(３)企業等

　まずは、働き盛りの社員が、社会活動としてコミュニティ・

オブ・プラクティスに参加することに理解が必要である。社

外での教え合い学び合いが、結果として社員の成長をもたら

し、企業人材としても社内にイノベーションをもたらす要素

を持っているからである。また、大学での学び直しにも理解

4.  今後の展望
　今後１０年間で急速に進む高齢社会をにらんで、富山市は「コ

ンパクト・シティ」というまちづくりのコンセプトを打ち出し

た。[８] 車に依存している都市は、５年後１０年後には多数の高

齢者が住みにくい地域になる。生活に必要な機能をコンパクト

に収容する街を目指し、さらにライトレールなどの公共交通機

能を充実させる政策は、まちづくりの先進モデルとして全国か

ら視察が相次いでいる。

　高齢者や働き盛りが住みやすい要件として、生きがいや働き

甲斐を持てることも重要である。高齢者の豊かな経験やノウハ

ウを見つけ合い学び合う関係、それらを生かして高齢者も働け

る新しい地域サービスを興す市民の関係、それを積極的にまち

づくりに生かす市民と行政の関係を育てていく必要がある。高

齢者が住みやすい都市を目指す「コンパクト・シティ」には、こ

のような取り組みが強く期待される背景があり、インフラ整備

と合わせて、これらのソフト面の政策が今後ますます重要に

なってくる。地域ぐるみで学び、考え、成長していく「ラーニン

グ・シティ」こそ、インターネット市民塾の目指す地域づくりで

ある。

図１  企業におけるコミュニティ・オブ・プラクティス
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表１  インターネット市民塾の学習コミュニティ支援機能
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　なツールを提供する。日頃から関連する素材を少しずつ集め

　仲間と一緒にコンテンツ（教材）を作るという柔軟な利用も

　可能である。(図６)
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図１３　ラーニング・シティにおける地域づくりのアプローチ

と協力が望まれ、そのような社員を積極的に評価する社風
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地域の成長は地元の企業にとっても不可欠であり、ラーニン
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  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～

" Learning City" it Leads to the Growing Region
-Internet Learning Community for Learning Citizens, Thinking Citizens, and Active Citizens-

 柵　富雄
SAKU Tomio

特集2

概要
　地域には優れた人材が潜在している。市民が一人でも多く知識交流し、地域人材として顕在化することで、

地域に新しい価値を創造することができないだろうか。つまり、地域版のコミュニティ・オブ・プラクティスを育て、

地域に新たな価値観を創造する内発的な力を生むものである。

　インターネット市民塾は、ＩＴを活用して市民の知識発信と知識交流を活性化させる地域事業として、全国11

の地域に広がっている。自らの経験やノウハウを生かして教え合い学び合う仕組みに多くの市民が参加し、地域

づくりのコミュニティ・オブ・プラクティスが生れている。まさに「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」の具体

例と言える。

　参加する市民の具体的な活動を分析し、地域版コミュニティ・オブ・プラクティスを育てるインターネット市民

塾の可能性を考えるとともに、教え合い学び合いによって地域づくりに市民が叡智を出し合う地域＝「ラーニン

グ・シティ」を展望する。
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● 株式会社インテックシステム研究所 社会システム研究室長
　富山インターネット市民塾推進協議会事務局長
　ＮＰＯ法人地域学習プラットフォーム研究会理事長
● 教育、地域活性化などをテーマとした社会システム研究、
   およびＩＴを活用した地域での実践活動を企画・推進

1.1  地域経営と教育
　経済社会の構造的問題、国際化、少子高齢化の中で、地域

は産業の空洞化や、雇用不安など、難しい地域経営に迫られて

いる。経済産業省による２０年後の予測では、東京を除くすべ

ての地域で人口が減少、３５の大都市圏を除く地方の総生産が

縮小すると推計され、地域の厳しい状況は今後も続く。[1]

　コミュニティの崩壊が進み、受益のみを求める傾向が増す一

方、自治体は地域の多様な政策ニーズにすべて応えるだけの

財政力はない。地域の課題解決に参加する市民を顕在化さ

日本においても、協働を前提とした地域経営には、市民のシ

ティズンシップの涵養、社会参加のモチベーションづくりは不

可欠であり、生涯学習政策に力を入れる必要が高まっている

と言える。

1.2  民間企業の取り組みに学ぶ
　民間企業では、社員の意欲・積極性をいかに引き出すかは企

業経営者であれば誰しも重視していることである。変化の激し

い時代にあって、新たなビジネス・ソリューションの開発や経営

のイノベーションが求められる中、トップマネジメントのみで

は限界があることから、社員の自立的（自律的）な提案やイノ

ベーション活動に期待するところが大きい。このため、企業で

は一人ひとりの資質向上を図る社員教育のほかに、ナレッジ

シェアリング等、社員間の力の引き出し合いと共有の工夫を

行っている。

　企業の人材活性化として、これまでのマネジメント手法とは

異なる、コミュニティ・オブ・プラクティスと呼ばれるアプロー

チが注目されている。代表例であるバックマンラボラトリーズ

社の　K’Netixは、世界各地に点在する１３００人の社員の知識

交換を一夜にして行うことができると言われている。[４]  組織

における知識は９０％以上が個人に潜在していることから、そ

の知識交換を活性化させて新しい知識を創造するものであ

る。所属や立場を超えてソリューションを共有し、いかに多様

な価値観を創造していくが、社員の参加率とスピードが企業の

力という考え方である。

　コミュニティ・オブ・プラクティスは、企業組織等の新しい

マネジメント手法として、IRL ( Institute for Reserch on 

Learning)のエティエンヌ・ウェンガーらが１９９１年に発表した

3.  ラーニング・シティを展望する

とされている。９０年代後半以降ナレッジマネジメントが注目を

集めるようになり、改めてビジネス界で注目されているアプ

ローチである。

エティエンヌはコミュニティ・オブ・プラクティスを次のように

定義している。[５]

　　●人々が実践を共にする集まりである

　　●参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもの

　　ではない

　　●共通の関心事である「知識」によって定義され、業務では

　　ない

　　●参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　一般的なプロジェクト型の組織マネジメントでは、参加は指

名された者で構成され、その成果はアウトプットで評価される

のに比べ、コミュニティ・オブ・プラクティスでは、組織を越え

た幅広い参加を可能とし、その入口（インプット）の幅広さが

重視される。多彩な参加者によって、知識交流と問題解決が活

発に行われ、組織全体が知的に活性化している状況を生もう

とするものである。

　コミュニティ・オブ・プラクティスの実践事例としてバックマン

ラボラトリーズ社のK’Netixのほか、徹底的なドキュメント収

集システムをベースとして、ベストプラクティスを広く活用でき

る仕組みとした、ゼロックスのEurekaや、知識の世話役を特

色としたワールドバンクのテーマグループ、組織を超えてイ

ノベーションやブレークスルーを育てる、３Mのテックフォーラ

ムなどがある。

1.3  地域づくりとコミュニティ・オブ・プラクティス
　このような民間企業等の取り組みは、厳しい状況にある地

域経営にも役立つはずである。多様な経験やノウハウを持つ市

民が、共通の関心事についてお互いに教え合い学び合う関係

を持ち、知識交流と問題解決によって地域全体を活性化させ

ることができないだろうか。　

　地域の人と人のつながりを再生し、行政と市民の協働や市民

による自立的な地域課題の解決を、コミュニティ・オブ・プラク

ティスという形で育てることは、地域経営にとって重要なテー

マとなる。

　市民が誰でも教える場を作ることができ、集まった市民と

の知識交流や社会活動を行う、いわば地域版コミュニティ・

オブ・プラクティスを育てているのがインターネット市民塾で

ある。

2.1  開発の経緯
　インターネット市民塾は、ITを活用した生涯学習・社会活動

を活性化するシステムである。[６]   インテックの提案で、１９９４年

に富山県で開催された全国生涯学習フェスティバルで試作シ

ステムが発表された。１９９８年の「教育の情報化」事業に採択さ

れ、産学官による共同研究と社会実験が始まり、以来、市民の

知識発信、知識交流に多くの参加を喚起してきた。インター

ネットを通じていつでも参加できるｅラーニングを取り入れて

いるが、それまでのｅラーニングとは異なる独自の学習支援

システムを構築してきた。具体的には、従来のｅラーニングが

教授型（タテ型）を前提に構築されているのに対し、市民の知

識発信を活性化する道具としてｅラーニングを捉え、市民が

テーマに関心を持つ仲間を集め、お互いに学び合うコミュニ

ティ型（ヨコ型）などの開催方法も提供するものである。知識

取得やスキルアップを目指すフォーマルな学習だけでなく、人と

の相互関係によって学びを深めるもので、SNSというサービス

がまだない１９９８年に、すでに学びを通じたソーシャル・ネット

せ、内発的な力を引き出し、いかにして地域イノベーションを

起こすかが求められている。同時に行政と市民との協働を前

提とした地域経営への転換も迫られている。[２]

　生涯学習は、一人ひとりの豊かな社会生活のための自主的

な取り組みと捉えられる面があるが、社会の要請に応える地

域人材育成を担う面も期待される。欧米では「生涯学習」の捉

え方が日本と大きく異なり、「国力」や「社会の発展」と強く

関連付けられている。「生涯学習」によるヒューマンキャピタ

ルの向上は、雇用や企業の生産性の向上、新たな産業の創出、

ひいてはGDPの向上をもたらす重要な政策と位置づけられて

いる。また、社会の発展への指標＝ソーシャルアウトカムの研究

では「市民の社会的関与」を捉えていることが注目される。[３] 

ワークを目指していた。富山県での取り組みが各地に波及し、

全国11都道府県に利用が広がっている。そして、文部科学省か

ら全国に提供された「生涯学習ICTプラットフォーム」では、

インターネット市民塾がモデルとなっている。

2.2  インターネット市民塾における学習

2.3  具体的な利用画面　
　主な画面を紹介する。

(１)利用者ページ

　　講座の受講などのフォーマルな学びだけでなく、仕事や生

　活を通じて得たさまざまな学びを「学びの日記」（ブログ）

　として記録する。講座の受講仲間だけでなく登録者（塾生）

　や広くネットに公開することや、自身の記録だけに留めて

　「学びの貯金箱」とするなど、利用者自身の意思で選択する。

　(図４)

(２)活動サークルページ

　　テーマを共有する利用者が集って、コミュニティの形成に活

　用することができる。講座の受講をきっかけに作るサークル

　や、地域活動を行っている仲間で学び合うサークルなどに活

　用。活動の記録をもとに新たな講座を開催するなど、柔軟な

　発展を支援する。(図５)

(３)講師用講座ツール

　　市民講師が講座の開催に向けて学習ページ（教室）のデザイン 

　を行い、コンテンツを制作し、講座として開講するための便利

2.4  利用状況
　富山インターネット市民塾を例に利用を分析する。

(１)参加者は３０代～５０代の働き盛りが多く、これまで生涯学習

　への参加が少なかった世代に参加を促進している。（図７）

(２)多様な開催形式

　インターネット市民塾では、市民が学ぼうとするテーマで

ネット上にたくさんの教室が開かれている。その開催形態は

多様で、講義型だけでなくワークショップ型、コミュニティ

学習型、活動発表型などさまざまである。平成２１年度の開

催形態をみると、市民による講座・活動サークル等の全７０グ

ループのうち、コミュニティ型、体験発表型などの（ヨコ型）

は５４％、３８テーマとなっている。（図８）

開催講座の例

　　● 先用後利～富山売薬さんの歩んだ道を訪ねて～（講義型）

　　● 越中北前船のはなし　～近世越中国の産業と人々～

　 （講義型）

　　● ことばのレシピ（ワークショップ型）

　　● 乙女のハートフルコミュニケーション（コミュニティ型）

　　● 神戸と学ぶ防災市民塾（コミュニティ学習型）

　　● 元気に百歳（活動発表型）

　　● 先生が見た世界の国 （々活動発表型）

(３)市民の自発的な知識発信・交流におけるモチベーション

　　講座（教室）を開催した市民講師へのアンケート調査では、

　次のような感想が聞かれる。

　　●自分の持っているものを教えて喜んでいただいたことは、

　　大きな喜びになった。

　　● ネット講座は異世代交流の場。逆にたくさんのことを教え

　　ていただいた。

　　● これまで学んだことを、振り返る機会になった。

　　● 参加者から元気をもらった。

　　● 職場と家庭の往復の生活に加えて、ネット上に新しい場所

　　が持てた。

　　● スクーリングでは、教える立場を超えて学んだ。

　市民講師にこのような状況をもたらす要素として、次のよう

な点を挙げることができる。

①教えるために学ぶ

　講座開催に向けて、自らの知識を整理し、専門家や文献な

　どにより補おうとする学びの意欲を高めている

②参加者から学ぶ

　特にコミュニティ学習型では、幅広い世代の参加者が知識

　を持ち寄り学び合うことにつながっている。

③自身の知の顕在化

　講座の開催は自身の知の棚卸になっている。また、これま

　での経験・潜在的な学びが参加者によって引き出されるこ

　とも少なくない。

④新たな目標への学び

　参加者にさらに応えようとする意欲や、参加者から与えら

　れた自身の気付きが、新たな学びの目標設定につながる

　ことが見られる。

(４)学びから社会参加へと発展

　このような市民講師のモチベーションは、参加する受講者

にも伝わり、受講者の中から新たな市民講師が生まれ、世代

を超えて「知の還流」が生まれている。さらに、学びを契機

としたセルフイノベーションや、新たな社会活動へと発展す

る例が見られる。

（事例１）Ｙさん（フリーアナウンサー、４１歳）

　自分で新しいステージを創りたいと考え教室を開設。人と

2.5  コミュニティ・オブ・プラクティスとし
てのインターネット市民塾
　インターネット市民塾の実践を、エティエンヌの定義している

コミュニティ・オフ・プラクティスに当てはめて分析してみたい。

(１)人々が実践を共にする集まりである

　→講師、受講者という固定的な関係だけでなく、学習コ

ミュニティとしてお互いに学び活動を進めるグループとして

の集まりである。

　インターネットを通じて仕事や身近な生活の場から参加す

ることは、学びと生活・地域の課題とが接近していることで

あり、学びを通じてさまざまなテーマや課題の解決に向けた

活動に結びつきやすい状況を生んでいる。仕事や生活の現

場から参加することが、学びに対する課題意識を高める要素

となって、参加を契機とした新たな活動への取り組みが多数

見られる。

(２)参加はボランタリーであり、他人からアサインされるもので

　はない。

　→あくまでも自発的な参加が基本であり、自身が所属する

組織からの指示で参加しているものではない。

　インターネット市民塾では大学の講師、企業の専門家、学

校関係者など、産学官の組織に所属しながら、多彩な参加者

による知識交流が見られる。

(３)共通の関心事である「知識」によって定義され、業務ではない

　→テーマに関心を持つもののみが集まり、指示されたミッ

ションを目指すものではない。

　用意された学びの場ではなく、自ら作り活動する学びの場

としてテーマ毎にコミュニティが生れている。それぞれのコ

ミュニティは、参加人数が多いことが評価ではなく、テーマ

に関心を持つ幅広い世代と多様な観点で教え合い学び合う

ことを大切にしている。

(４)参加者は相互学習により知識を深め、必ず成長が伴う

　→教えることが学習になり、参加者の間で学び合い高め

合っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　講師だけでなく一人ひとりがテーマに関する知識を発信す

る立場に立つことで、知識の引き出し合い、知識のプラスサ

ムが見られる。

　インターネット市民塾では、これらの要素によってコミュニ

ティ・オブ・プラクティスを育て、その中からさまざまな地域課

題への取り組みを見ることができる。たとえば、富山と神戸の

間でお互いに活動を学び合う防災市民塾や、地域に残る手仕事

を学ぶグループが、未来の仕事を考える子どもたちの体験学習

に活動成果を生かしている。また、産学官の連携事業を結成

し、社会にチャレンジする若者や子育て世代の学習支援活動に

も取り組んでいる。
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1.  地域経営とスマーター・ソーシャル・
      ストラクチャー

2.  インターネット市民塾の実践

　　  コミュニティ支援機能
　インターネット市民塾は、市民自身によって学びの場を作り、

仲間を集めてコミュニティ活動を形成することができる点に特

徴がある。

の良好なコミュニケーションのスタイルを、一人ひとりが見つ

ける講座を開講した。　受講者の中から新たな活動サーク

ルの開設が生れた。バトンがつながるように、受講者自身が

新しいステージを作った。このことがＹさんにとって自分の

仕事に新しい目標を持つ契機となった。

（事例２）Ｉさん（パート勤務、５１歳）

　職場での不本意な評価を克服したいと考えていた時、Ｙさ

んの話し方に関する講座を見つけて参加した。インターネッ

トを介して無理なく参加でき、苦手な人ともコミュニケー

ションできることが大切な条件であった。Ｙさんの教室に参加

したことで、異なる世代、異なる状況にある人と良くコミュニ

ケーションし新しい人との交流や新しい活動に前向きになっ

た。このような学習を通じて、今度は他者の役に立てたいと

考え人との交流を支援するサークル活動を始めた。同じ志を

持つ仲間が集まり活動が広がるとともに、コーチングなど新

しい学びへチャレンジしている。

（事例３）Ｎさん（ベンチャー起業家、７３歳男性）

　定年退職を機にインターネット市民塾の講座を受講してパ

ソコンの使い方を学んでいた。

　ちょうとその時に奥様が重病に罹り、回復を願って健康に

関するさまざまな学習を行い実践した。その経験を多くの人

に伝えたいと、市民講師となってインターネット市民塾で教

室を計画した。教室で教えるためにさらに深く学び７０歳を

過ぎて学ぶことの楽しさを知った。インターネット市民塾で

講師をしたことを基にＮさんは新しい事業を企て、７１歳で事

業を興した。

　このほか、平成２１年度の参加者へのアンケート調査では、

　　● 仕事や生活などの新たな取り組み役立てている

　　● 自分の次のステップに向かうきっかけになった

　　● 参加によって人との新しい関係ができ役立った

　　● 市民講師の活動が新たな目標につながった

など、延べ５２件報告されている。
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　これまでの実践から、ITを活用して幅広い世代の市民が、い

つでもどこからでも教え合い学び合いに参加できるインター

ネット市民塾は、コミュニティ・オブ・プラクティスを育てる地域

プラットフォームにあたる。そして地域版コミュニティ・オブ・プ

ラクティスは、地域の内発的な力を高め協働による地域づくり

を担う可能性を十分持つと言える。

　このようなプラットフォームを備え、地域ぐるみで教え合い

学び合い、地域づくりに叡智を出し合い、自立的に成長してい

く地域づくりのコンセプトを「ラーニング・シティ」と称したい。

「ラーニング・シティ」の実現には下記の要件を挙げることが

できる。

　● 一人ひとりの市民が、働きながら、生活の中で、自発的に学 び

　の機会をつくることができ、その参加に地域全体の理解があ

　る。一つの形として全国各地で見られる「生涯学習都市宣　

　言」が挙げられる。

　●仕事や生活と並行して、いつでも学ぶ機会をつくることがで

　きるよう、また、教える機会、知識交流ができるよう、ITを

　活用した学習プラットフォームがある。

　●学びを通じてさまざまな立場の市民によるコミュニティ・オ

　ブ・プラクティスが形成されるよう、 ITを活用した地域プ

　ラットフォームがある。

　●コミュニティ・オブ・プラクティスによって生れる地域課題の

　解決、地域の成長を、地域の産学官の共通的な利益「ソー

　シャルアウトカム」として評価していく評価の仕組みがある。

　●これらの各プラットフォームを ITによって有機的に運営でき

　る「スマーター・ソーシャル・ストラクチャー」が構築され、持

　続的にその運営を担う産学官の協働プラットフォームがある。

　では、これらの要件を積極的に創り出すために、産学官はど

のような役割が期待されるか考えてみたい。

(１)行政（地方自治体）

　地域づくりのアプローチは政策的な事業として推進する

トップダウン型と、市民の自発的な活動から草の根的に広が

るボトムアップ型に分けることができる。ボトムアップ型は、

これまで述べてきたコミュニティ・オブ・プラクティス型と置

き換えて考える。

　ラーニング・シティでは、市民のさまざまな教え合い学び

合いによってボトムアップ型の取り組みが生れ、いくつもの

問題解決の方向が生れることに期待したい。さらに、それら

の実践的な取り組みを地方自治体が取り上げ、政策的ス

キームに取り入れる新たな流れが重要である。この二つの流

れを適切にマネジメントし、スピードアップさせることに行政

（地方自治体）の重要な役割がある。興味深いのは冒頭に

紹介したK’Netixのシステムの開発にあたって、その活用の

目標を定めるべきでないというCEOの考え方である。目標

を定めた瞬間に従来と同じトップダウン型のシステムにな

り、コミュニティ・オブ・プラクティスが生れないからと言う。

[７]

(２)大学

　大学には専門的な知識財が豊富にあり、それらを積極的

に地域づくりに生かすことが求められている。社会人学生の

受け入れというこれまでのスタンスから一歩踏み出し、イン

ターネットを通じて繰り広げられる地域のコミュニティ・オ

ブ・プラクティスに積極的に参加し、これらを提供していくこ

とが望まれる。また、研究開発された教育・学習技術は、市

民の教え合い学び合いの促進に役立てることに期待を持て

る。

　大学に学ぶ学生にとっても、地域のコミュニティ・オブ・プ

ラクティスへの参加は、実社会の実態の中で学び考える絶

好の機会を提供する。同時に学生のボランタリーな参加は、

地域の次世代を育てる「地域の教育力」の涵養でもある。

(３)企業等

　まずは、働き盛りの社員が、社会活動としてコミュニティ・

オブ・プラクティスに参加することに理解が必要である。社

外での教え合い学び合いが、結果として社員の成長をもたら

し、企業人材としても社内にイノベーションをもたらす要素

を持っているからである。また、大学での学び直しにも理解

4.  今後の展望
　今後１０年間で急速に進む高齢社会をにらんで、富山市は「コ

ンパクト・シティ」というまちづくりのコンセプトを打ち出し

た。[８] 車に依存している都市は、５年後１０年後には多数の高

齢者が住みにくい地域になる。生活に必要な機能をコンパクト

に収容する街を目指し、さらにライトレールなどの公共交通機

能を充実させる政策は、まちづくりの先進モデルとして全国か

ら視察が相次いでいる。

　高齢者や働き盛りが住みやすい要件として、生きがいや働き

甲斐を持てることも重要である。高齢者の豊かな経験やノウハ

ウを見つけ合い学び合う関係、それらを生かして高齢者も働け

る新しい地域サービスを興す市民の関係、それを積極的にまち

づくりに生かす市民と行政の関係を育てていく必要がある。高

齢者が住みやすい都市を目指す「コンパクト・シティ」には、こ

のような取り組みが強く期待される背景があり、インフラ整備

と合わせて、これらのソフト面の政策が今後ますます重要に

なってくる。地域ぐるみで学び、考え、成長していく「ラーニン

グ・シティ」こそ、インターネット市民塾の目指す地域づくりで

ある。

図１  企業におけるコミュニティ・オブ・プラクティス
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表１  インターネット市民塾の学習コミュニティ支援機能

参加のきっかけを広げる

多様な活用方法に応える

柔軟な活用スタイルを提供する

いろいろな学びを支援する

 
利用者に学ぶ楽しさ、喜びを提供する

たくさんの学びの発信に触れる
テーマに共感する
言葉を送る、声をかける
体験してみる
テーマを発信して仲間を集める
発表する、展示する
ネット教室を開く
活動サークルを開く
講座、活動サークルを持つ
コミュニティ・グループを形成する
ワークショップを開く
ニュースレターを発行する
自分だけの学びの書斎
ほかの人の発信・発表から学ぶ
発表していろいろな声を聞く
教えて学ぶ
人の交流から学ぶ
気軽に参加できる
自分のテーマが見つかる
同じテーマを持つ人と出会いがある
教えるために自身が学ぶ
学んだことが形になる
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図８  講座開催形態の分類（平成21年度）

図７  利用者の年代分布（平成21年度）
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モデル事業、評価
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市民講師へ
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参加

地域課題の
解決策を考える
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起業、自立

学びを通じた人の
つながりによって、人の
つながりと「知の還流」が

生まれる

インターネット市民塾

　なツールを提供する。日頃から関連する素材を少しずつ集め

　仲間と一緒にコンテンツ（教材）を作るという柔軟な利用も

　可能である。(図６)

図４  利用者個人ページ（学びの日記画面）

図５  活動サークルページ

図６  講師用講座ツール画面

図９  セルフイノベーションと社会参加（１）

図１０  セルフイノベーションと社会参加（２）

図１１  学び合いによるテーマの共有 図１２  地域づくりコミュニティへの参加

図１３　ラーニング・シティにおける地域づくりのアプローチ

と協力が望まれ、そのような社員を積極的に評価する社風

も望まれる。

地域の成長は地元の企業にとっても不可欠であり、ラーニン

グ・シティの基礎となる地域プラットフォームの運営に、人

的・資金的な参加が望まれる。

④実社会に活かす

Yさん
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一つ大きな
目標へと
展開！
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への取組み

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み


