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1. はじめに
本研究は、市民の環境コミュニケーションを円滑にすべく、市民による情報発信プラットフォーム及び運
用体制を構築するものである。
環境・エネルギーに関するデータベースや学術成果が公開されるようになってきている。環境問題や資源・
エネルギー問題を考えるうえで当事者となる市民もしくは関係者が、このようなデータベースには容易にア
クセスできるようになることは有用である。市民がこれらの情報にアクセスできる環境は整ってきているが、
市民側から持続的に情報発信する体制はまだ普及していない。実際に地域の環境問題や資源・エネルギー問
題を把握しているのは市民であるが、市民側の問題認識やローカルな情報がデータとして共有されるに至っ
ていない。また、上記データベースの公開によって、市民による利用実態や情報提供の仕方に関する考察は
これまで十分になされていない。
そこで、本研究では市民の問題意識を共有し、可視化させるためのプラットフォームを構築する。これま
で環境・エネルギーに関する情報は GIS（地理情報システム）や統計ソフトが用いられてきているが、これ
らは一部の研究者や専門家を除き、市民にとって扱いづらいツールである。本研究では市民が容易に情報ア
クセスおよび情報発信可能なプラットフォームのあり方をワークショップを通じて実証的に明らかにする。
過去に本研究グループの共同研究者によって人文学の分野において、原爆の歴史資料や証言をデジタル・
アースに重ねるプラットフォームを開発する試みが行われた（渡邉ら, 2011）。その際、高校生を対象として
ワークショップ形式で情報発信・共有する場を開催し、市民によるデジタルアースアーカイブを作成するこ
とができた。本アーカイブは現在もなお市民によって更新され、持続的に運用されている。しかし、これら
の研究では、その運用方法などが体系化されていない。
以上を鑑み、本研究では、市民がワークショップをきっかけに環境情報を持続的に発信・共有して、デジ
タルアースアーカイブを構築することを目的とする。そのために必要となる基礎的な運営体制やシステムに
関する知見を集約し、汎用的に実践可能な方法論を構築することを目指す。最終成果として、NPO や市民団
体が運用できることを目指し、ワークショップの手法およびデジタルアースアーカイブのソースコードの公
開を行う予定である。また、本研究の価値として、市民が環境情報を持続的に発信・共有するうえで、母体
となる市民活動を研究対象とする。
昨年度の本研究では、市民が持続的に環境情報を発信・共有可能な運営体制として、単発なワークショッ
プによるデジタルアースアーカイブを構築してきた。その結果、ICT のスキルを持ったスタッフが市民と恊
働することで、市民にとって環境情報を発信・共有しやすいという考察が得られた。
一方、課題として運営側の負担の大きさがある。単発なワークショップもしくは、短期の情報発信であれ
ば、市民の環境情報の発信・アーカイブ構築に ICT 支援スタッフが協働することで可能である。しかし、単
発なワークショップのため、構築したアーカイブの持続的な運営ができていない現状がある。
そうしたことから、本年の研究では構築したアーカイブの持続的な運営を考慮した。市民の持続性に考慮
したデジタルアーカイブの構築を目指し、昨年度の実施結果を「市民の環境情報の持続的な発信・共有を支
援するワークショップ手法」として体系化し、地域に適用することで有効性について検証をおこなった。
2. 方法
本研究でのワークショップの目的は、市民が環境情報の発信・共有を目的にデジタルアーカイブを構築し、
主体的に運営することである。こうした目的を達成するために、昨年のワークショップにおいて企画から制

1

採択課題番号：IDEAS201510
作、運営までの一連の運営側の流れを計 5 回のワークショップに体系化し、京都府北部地域の福知山成美高
等学校にて実証実験をおこなった（表 1）。
表１

デジタルアースアーカイブ制作に向けた 5 回のワークショップの流れ

デジタルアースアーカイブ制作に向けたワークショップ
ワークショップの目的

内容

① 共感

地域の人びとにインタビューをして地域の情報を集める。

② 課題設定

インタビューして集めた情報から、地元の課題を明らかにする

③ アイデア出し

地元の課題に対する解決策を模索する

④ プロトタイプ制作

地元の課題解決に向けて、具体的な行動する

⑤ テスト・検証

これまで作り上げてきた解決手段を地域に発信し、検証する。

第 1 回のワークショップの目的は、地域の課題を明らかにすることである。市民へのインタビューによっ
て地域の抱える課題の抽出を行った。京都府福知山は、頻繁に豪雨災害が発生している。福知山成美高等学
校の生徒がこれまでの水害で大きな被害がみられた場所で市民にインタビューと地域観察を実施した。生徒
たちが自ら市民に聞くことで、地域の課題に対する知見を広げた。
第 2 回のワークショップでは、インタビューによって明らかになった課題から、具体的な取り組むべき課
題（テーマ）を設定した（写 1）。本ワークショップでは、福知山で頻繁に発生する水害に対して防災情報を
わかりやすく届けられていないということが課題としてあげられた。

写１

第２回ワークショップの様子

その取り組むべき課題に対して、第 3 回ワークショップで解決策のアイデア出しを行った。第 2 回のワー
クショップで出した課題に対して、その解決するためのアイデア出しを行い、防災の新たなアイデアを劇や
デジタル地図にまとめて最後に共有を行った。その結果、8 つのアイデアにまとめられた。
そして、第 4 回ワークショップにて、8 つのアイデアから校内防災マップ・防災アーカイブ・逃げ地図の
３つに整理し、そのアイデアをもとにした制作をおこなった。
第 5 回ワークショップでは、第４回で作成した成果物を学校の先生・自治体職員・市民に使ってもらい検
証を行った。そこで新たなアイデアや議論を行ってもらい、今後に向けた検討を市民によって検討してもら
った。
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3. 実践結果
5 回のワークショップを通して、①福知山デジタルアーカイブ、②逃げ地図、③校内防災マップの 3 点の
成果物が福知山成美高校の生徒及び福知山市民によって制作された。
①福知山デジタルアーカイブは、福知山市街地の水害ハザード情報を発信するプラットフォームである（図
１。発信している情報は、浸水の危険区域、2014 年 8 月の福知山水害に関する市民インタビュー情報、病院
や避難所などの防災拠点などである。これらの情報を Cesium というデジタルアース Web アプリケーションに
実装した。デジタルアースへの重ねあわせ手法は昨年度の研究手法通りであるが、昨年は掲載する情報や実
装は運営側で進めた。それに対して、今年度は 5 回のワークショップを通じて、技術的な指導を除いて、掲
載する情報の決定やデジタルアースへの実装を生徒自ら主体的に取り組んだ。このデジタルアースアーカイ
ブの制作には、参加者（生徒）30 名で、5 回（14 時間）のワークショップと 1 回（4 時間）の技術講習会を
実施し、参加者の手によって制作された。

図1

福知山デジタルアーカイブ

②逃げ地図は、株式会社 日建設計を中心とした逃げ地図プロジェクトの手法を用いて、福知山の各防災拠
点までの避難にかかる時間を可視化したものである（写２）。第 1 回のヒアリングにて、発信すべき情報と判
断し、デジタルアースへの掲載を目的に制作された。逃げ地図は、2 時間の技術講習会の実施で制作された。

写２

福知山市街地の逃げ地図

③校内防災マップは、地域の防災について検討する際に、参加者である生徒がまず身近な防災について検
討すべきという意見から、第 3 回のワークショップのアイデア出しで検討され、第 4 回のワークショップで
制作されたものである。第 2 回の課題設定のワークショップ内で、学校内の消火栓や担架などがどこになる
か把握できていない生徒が多い課題が明らかになった。そうしたことから校内防災マップは、校内の防災に
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関わる場所を地図に可視化し、校内に掲示することで、防災意識を高めることを目指した。
4. 考察
一連のワークショップに関して、自由記述のアンケートを実施した。その結果、下記のような解答がみら
れた。
生徒側

・教室の中ではなく、外に出て地域の人と触れ合うことで知らないことを知ることができた。
・地図を使うことにより、新たな課題や思考が生まれた。
学校側
・ICT や地域を活用することにより、学びの可能性を広げた。
・学校だけではできなかったアクティブ・ラーニングを、外部団体と組むことによって実現でき、生徒
たちの学びの幅が広がった。
今回のワークショップの参加対象者は、高校生に限定している。そのため、生徒からの反応としては、一
般的な授業との比較した解答が多くみられた。また、学校側は近年話題にあがっているアクティブ・ラーニ
ングや、ICT 活用などの最新の教育動向に沿った解答が多くみられた。また、
「今回の一連のワークショップ
を今後も授業として導入したいか」というアンケート結果では、27 名中 15 名が「はい」、6 名が「いいえ」、
6 名が「わからない」と答えた。その結果から、一連のワークショップを授業として導入することで、デジ
タルアースアーカイブ制作・運営に対して持続的に実践ができる可能性がある。
表2

ケーススタディの実施結果

昨年の成果では、ワークショップの運営及びデジタルアーカイブの制作に 4 名〜19 名の ICT 支援スタッフ
が必要であった（表 2）。今回のワークショップでは、各ワークショップで 3 名ずつのスタッフで実施をおこ
なっている。また、昨年は 3 回のワークショップのうち、学校での 1 度のみであったが、今回はすべてのワ
ークショップを高等学校にて実施した。そのことから、今回の一連のワークショップ手法は、地域学習教材
として導入することで、ICT 支援スタッフの人的リソースを最小限にしつつ、普遍的な手法にできる可能性
を示した。
5. まとめ
本研究では、市民が持続的に環境情報を発信・共有可能な運営体制として、持続的なワークショップ手法
の検討と開発をおこなった。その結果、今回は学校での実践のみであったが、学校という特殊な状況化にお
いて、生徒にデジタルアーカイブの企画から制作、運営まで主体的な参加させることができた。しかし、デ
ザイン及び技術的スキルがないために、スキル修得のための講習会を別途おこなう必要があり、その点は運
営側の負担となった。また、学校という特殊な状況下での実践であったために、市民の参加が少ないのが現
状である。今後は、学校教育を軸に市民を巻き込む手法の確立を進めていく必要がある。
本研究は今後も継続するものとし、今回収集できたデータの活用方法の具体化ならびに手法の改善に取り
組む予定である。また、より環境・エネルギー情報に特化した市民による情報の収集・共有手法の検討も進
めたいと考えている。
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