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1.本研究の目的
本研究では，2014 年〜2016 年度の成果を踏まえ，引き続き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および持続的な運用体制を構築する．
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．しかし，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．
そこで，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について
ワークショップを通じて実証的に明らかにする．まず，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．そうしたことから昨年度は，アーカイブする情報の収集とビジュアライズ手法の
調査研究および，市民のためのワークショップ手法を開発した．そして，本年度は，これまで 3 年間の研究
成果から，そうした実践からデジタルアーカイブの地域に及ぼす影響について考察を行い，デジタルアーカ
イブの新しい研究領域として「参加型デジタルアーカイブズ」を検討する．

2.背景と研究方法
環境・エネルギーに関するデータベースや学術成果は，GIS(地理情報システム)や統計ソフトによるものが
多く，市民向けとは言い難い．容易な情報アクセスおよび伝わりやすい情報発信を可能にするプラットフォ
ームの在り方が必要である．
そこで本研究で開発するデジタルアースアーカイブは，市民（高校生）が住む地域(ローカル)課題ととも
に，グローバルにおける地域のつながりを明らかにするコンテンツを掲載することを目指す．本コンテンツ
は誰もが伝えやすい，もしくは発信したい環境情報を容易に伝えられるように，エネルギー輸入・消費量や
穀物生産量，貧困率など主に世界銀行の統計資料や国土数値情報，航空写真などの基礎的なデータをあらか
じめ市民が使いやすいかたちで提供する．デジタルアースアーカイブには，GoogleEarth に代表されるよう
なデジタルアースをプラットフォームとして用いることで，写真や映像など地域スケールの情報も重ねあわ
せることが可能である．
そして、本研究では「身近な地域と日常的な世界をつなげる」をテーマに，ワークショップ形式でデジタ
ルアースアーカイブのコンテンツを開発する．このワークショップは，市民が認識している地域課題または
地域資源をデジタルアース上にマッピングする演習を行う．インターネットによる情報収集および写真・動
画のアップロードにより，市民が伝えたい環境情報をストーリーとして公開する方法を演習ベースで実施す
る．高校生がアーカイブを作成する際に，アーカイブの利用頻度ならびに利用ツールの難易度や利用したい
データの種類について調査を行い，それを作成する高校生の学習効果を定量的に測定する．
そうした実践を踏まえ，デジタルアーカイブにおける市民参加の新しいアプローチとして，福知山成美高
等学校において福知山の資源を活かしたデジタルアースアーカイブズの活動の特徴を述べ，それらの有機的
な制作環境の実態を考察する．

3.ふくちやまモデルによる実施内容
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3.1 本年度のワークショップにおける成果物
高校生はワークショップの一連の流れを通して，地域課題または地域資源をデジタルアース上にマッピン
グする演習を行っている．この演習において，地域情報を収集し，収集した情報をストーリーとして整理し，
情報発信の方法を学ぶ．この一連のモデルは，課題の解決につながる新たな価値観や行動を目指した ESD 教
育（持続可能な開発のための教育）の趣旨に沿っており，ESD に関する教育教材として活用が見込まれる．
本年度の研究では，
「福知山を好きになる」を目標に，福知山成美高等学校 2 年生が福知山の課題を発見し，
解決するための活動を行った．以下が活動を通じて生徒たちが作成した成果物である．
◯商店街スイーツマップ

◯子育て世代が安心の公園マップ
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〇明智光秀のイメージアップのための光秀講座

〇福知山の魅力をまとめた地域アーカイブ

3.2 生徒たちによる成果報告会の取り組み
生徒たちが約 1 年間取り組んだ成果物の報告会を 1 年生対象に行なった．プロトタイプを作成した 2 年生
は，１年生に動画や紙芝居などで工夫し発表した．成果物を配布し，活動についての感想や質問を学年を越
えて聞く姿が見られた．また 9 月に三重大学で開催された日本地理学会のポスター発表に高校生として活動
成果を投稿し，研究者からのフィードバックを踏まえて，活動の優先順位を意識するような姿勢がみられた．

4.地域資源と市民参加型デジタルアーカイブ
従来，高校生が地域の情報収集を行う授業やワークショップは各地で展開されていた．高校生が主体的に
地元の人から話を聞くことによって，インタビュー内容が記憶として地元の高校生たちの中に強く刻み込ま
れる．つまり，地域の情報を伝える活動は，デジタルアーカイブ以前から存在していた．しかし，従来の地
域活動だと，インタビュー内容は基本的に第三者へ共有する手段を持っておらず，高校生の価値観として内
在化していた．
本研究で制作したデジタルアースアーカイブズは，情報についての記憶を外在化する．デジタル地球儀は
インタビュー内容の可視化ツールであり，インターネットでの公開を基本とする．デジタルアースアーカイ
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ブズによって可視化されることで，地元住民も，高校生も地域資源を改めて認識し，再評価できる．こうい
ったことから地域の情報収集とデジタルアーカイブの取り組みにおいて，従来の地域活動に比べて高校生の
自主性を促す効果が認められる．

5.おわりに
本報告では，デジタルアーカイブの近年の動向から広く研究対象を捉え，実践に基づいてデジタルアーカ
イブにおける市民参加手法を整理した．デジタルアーカイブとその応用技術の普及に伴い，市民性の高いデ
ジタルアーカイブが現れている．今回，これまでの実践からデジタルアーカイブの新しいアプローチとして
「参加型デジタルアーカイブズ」を述べた．しかし，デジタルアーカイブの理論体系において，参加型デジ
タルアーカイブズは必ずしも位置付けられていない．今後，デジタルアーカイブと社会との接点として，参
加型デジタルアーカイブズの諸理論とそれらの市民参加手法について評価を確立し，市民参加のデジタルア
ーカイブの可能性を追求していきたい．
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