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住民参加型アプローチによる
ユニバーサルデザイン活動支援システムの開発
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障害者や高齢者の利用に配慮したバリアフリー施設の普及によって，最新の施設情報を共有するバ
リアフリーマップシステムの開発ニーズが高まっている．しかしながら，これまで各地で作られたシ
ステムは，掲載内容，情報更新等の点でユーザである住民の情報ニーズを満たしているとはいい難い．
これは，実社会での改善活動と遊離したシステム作りに起因するものと思われる．本論文では，ユニ
バーサルデザイン（UD）概念に立脚し，これまでのバリアフリーマップシステムを “地域の UD 活
動を支援する情報システム” としてとらえ直すことを提案する．システムデザインの基本方針として，
住民参加を可能とするシステム方式，住民参加型システム開発プロセスを採用し，段階的開発と住民
参加型評価を繰り返すことにより，実用レベルのシステムを開発した．そして，岩手県内を対象にし
た 6 カ月間の社会実験を通して，本システムは UD 活動における情報化ニーズを概ね満たしている
ことが確認された．

Development of Universal Design Activities
Support System Based on Public Participation Approach
Akihiro Abe,†1 Toru Kano,†2 Yasunori Ooshida,†3
Naoki Odashima†4,†5 and Hisao Miyai†6,†7
With the dissemination of Barrier-Free (BF) facilities designed for use by the handicapped
and elderly, there has been an increasing need to develop a BF map system for sharing the
latest facility information. However, it is hard to say that the systems previously developed by
various localities satisfy the information needs of their users with respect to issues like updating of information. This paper adopts the standpoint of Universal Design (UD), and proposes
that we think of previous BF map systems instead as “information systems for supporting
UD activities in local communities”. We used a system architecture and development process
based on public participation as the basic concept for system design. A system was developed
to the practical level through repeated step-by-step development and evaluation via public
participation, focusing on UD activities in Iwate Prefecture. Through a 6 month community
experiment, in the same environment where the system will actually operate, we were able to
confirm that this system basically satisfies computerization needs for UD activities.
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インターネット環境で利用可能な地理情報システム
（Web-based Geographical Information Systems，以
下 WebGIS）1) の普及と，高齢者，障害者等が円滑に
利用できる建築物，公共交通機関の促進を図るハート
ビル法，交通バリアフリー（Barrier-Free，以下 BF）
法に基づく BF 施設の増加によって，最新の施設情報
を共有する BF マップシステムの構築が行政を中心に
進められている2) ．しかしながら，これまでに各地で
開発された BF マップシステムは，住民の多様な情報
ニーズに対応していない，最新の情報が掲載されてい
ない等，ユーザにとって有用なシステムとはいい難い．
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これは，実社会での BF 活動と遊離したシステム作り
に起因するものと思われる．

BF マップシステムの代表的な先行研究としては，車
椅子使用者の情報ニーズに即してトイレマップの表現
方法について提案した研究3) ，既存 BF マップの機能
的問題点を解決するためのカード型データベースと地
図を連携させた新たな BF 情報共有方式の提案4) ，歩
行の障害に関する情報と BF 情報の双方を歩道ネット
ワークデータベースとして格納し，歩行者の多様な身
体状況を考慮した経路案内を可能とする GIS の研究5)
等がある．これらは，いずれも BF マップシステムの
実装方法に主眼が置かれており，BF マップの運用に
不可欠な実社会の BF 活動，すなわち人間系を含んだ

図 1 UD 点検活動
Fig. 1 Inspection activity for universal design.

情報システムとしての研究は行われていなかった．
「年齢や性別，
一方で，BF よりも広い概念として，
障害の有無等にかかわらず，できる限り，すべての人
が利用できるように製品，建物，空間をデザインする
こと」を目指すユニバーサルデザイン（Universal De-

sign，以下 UD）の考え方6) が広まりつつある．これ
は，UD という理想に向かって，現状のバリアを改善
してゆく継続的な活動と定義することもできる．した
がって，UD 概念を具現化したプロダクト創出とバリ
ア改善における “継続的なプロセス” が重要となる7) ．
我々は UD 概念に立脚しながら，これまでの BF マッ
プシステムを “地域の UD 活動を支援する情報システ
ム” としてとらえ直すことを提案し，岩手県内の UD
活動を対象とした実証的研究を行う．以下，2 章では，

図 2 ユニバーサルデザインの例
Fig. 2 Example of universal design.

UD 活動の情報化ニーズを分析し，支援システムのシ
ステム要件を明らかにする．3 章では，支援システム

段であった部分を傾斜の緩やかなスロープ歩道にし，

のデザイン方針，アーキテクチャ，利用シナリオにつ

車椅子用手摺，融雪装置，点字誘導用ブロックを併設

いて述べる．4 章では，段階的開発と住民参加型評価

することで UD 化が図られた例である．

を特徴としたシステム開発について概観する．5 章で

UD 活動の情報化ニーズに対応づけながら，開発した
システムを考察する．6 章で関連研究との比較を行い，
最後に 7 章でまとめを述べる．

2. UD 活動の情報化ニーズ
現状のバリアを継続的に改善しながら UD の理念を
実現してゆく UD 活動は，地域の施設や公共サービス
をユーザの視点から点検し，改善を進める「点検活動」

我々は，これら岩手の取組みを対象として，UD 活
動の情報化ニーズについて分析を行った．以下，本論
文では，UD 対応の施設，製品，サービス等に関する
情報を UD 情報と定義する．また，住民参加を論じ
る際の「住民」は，一般住民と，UD 活動を推進する

NPO の総称として用いる．
［ニーズ 1］住民参加に基づく情報収集
行政が収集・提供する UD 情報と住民の口コミによ
る UD 情報の特性比較8) を表 1 に示す．行政が BF

（図 1）と，UD に対する住民の理解を得るための「啓

マップシステムを構築しても，最新性と網羅性には限

蒙・情報発信活動」に大別することができる．岩手県

界があり，住民の情報ニーズを満たせていない．近年

では，県政の中核に UD を位置づけた地域づくりを推

は，ハートビル法，交通 BF 法に基づいて街のいたる

進しており，NPO（Non Profit Organization）によ

ところで施設の改修が行われており，福祉担当職員に

る住民主体の UD 活動が県内各地で活発に行われてい

よる情報収集方法では対応がいっそう困難になってき

る．図 2 は，NPO の改善提案に基づいて，以前は階

ている．一方，GPS カメラ携帯電話等，住民が UD
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表 1 UD 情報の特性比較
Table 1 Comparison of the UD information
characteristics.
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考慮されていなかった．したがって，UD 活動の情報
化においては，
「点検活動」と「啓蒙・情報発信活動」
を一体的にとらえ，UD 活動支援の視点に立ったシス
テムデザインが求められている．

3. UD 活動支援システムのデザイン
3.1 住民参加型アプローチ
前述の情報化ニーズを満たす UD 活動支援システム
を実現するためには，住民参加型のアプローチが不可
欠である．
［方針 1］住民参加を可能とするシステム方式
情報を容易に収集可能なツールが普及しつつあり，信

UD 活動支援システムでは，住民による口コミ的な

頼性は劣るものの最新性と網羅性の点から行政の UD
情報を補完する役割として，住民による情報収集に期
待が寄せられている．

UD 情報と，行政が提供する UD 情報の両方を扱う．
システムをデザインするうえで UD 情報の構造性（表
1）に着目し，前者をフロー型 UD 情報，後者をストッ

［ニーズ 2］地域での情報共有

ク型 UD 情報と呼ぶこととする．フロー型 UD 情報

一般住民は，NPO による UD 活動が県内の様々な

は，ストック型 UD 情報を補完するとともに，ストッ

場所で実施されていることをほとんど知らない．また，

ク型 UD 情報の追加更新に活用する．これにより，情

UD 活動を通じて得られた知見も関係者内にとどまり，
他の団体や一般住民にフィードバックできる仕組みに

報化ニーズの 1 と 2 に対応できる．

なっていない．情報システムを用いて，これら UD 活

ロセスにおいて住民相互，住民行政間のコミュニケー

動の可視化，UD 事例の共有化を進めることにより，

ションをともない，また，地域の地理的な位置に関連

UD 活動の促進につなげたいものの，既存の BF マッ
プシステムではグループウェア的な利用については念
頭に置いていなかった．

づけられることが多いことから，阿部らが開発した位

［ニーズ 3］住民の多様な情報ニーズへの対応

フロー型 UD 情報については，その収集・交換プ

置情報を共有できる電子掲示版 GLI-BBS 11),12) を用
いる．GLI-BBS は，GPS カメラ携帯電話で EXIF 13)
と呼ばれる国際標準フォーマットに準拠した位置情報

UD 対応の施設，製品，サービス等に関する UD 情

付き写真を撮影し，添付メールで電子掲示板に投稿す

報は，成人男性の健常者だけをユーザ層として想定す

ることにより，携帯電話やパソコンからテキスト，地

るのではなく，障害者，高齢者，幼児連れ女性等多様

図，写真で表現された施設の情報を共有することがで

なユーザ属性を考慮したうえで提供しなければ，ユー

きる．

ザである住民の情報ニーズを満たすことはできない．

ストック型 UD 情報については，これまでの BF マッ

すなわち，ユーザ自身によって設備の利用可否を判断

プシステムでも標準的に採用され，地図に関連づけた

可能とする情報提供，障害の有無にかかわらず情報

施設情報の蓄積に適している WebGIS 1) を採用する．

利用を可能とするための情報アクセシビリティについ

［方針 2］住民参加型システム開発プロセス

て確保する必要がある．紙媒体の BF マップでは，限

システムの企画・設計から運用まで，システム開発の

られた紙面の中で障害者が必要とする設備スペックを

一連のプロセスも UD 活動の一部としてとらえ，ユー

表現するために，多いもので 50 種類にも細分化され

ザである住民の参加を得て実施する．障害者の情報

たピクトグラム（絵文字）を用いていた．既存の BF

ニーズは多様であり，段階的なシステムのアクセシビ

マップシステムは，これら紙媒体の BF マップを単純

リティ向上や，提供機能の拡充が必要となる．そのた

に Web 化することにとどまっているものが多く，情

め，開発プロセスモデルは，プロトタイプを早期に運用

報を階層構造で表現可能な Web の利点を活かしてい

し，ユーザの要求を反映しながら段階的に実用システ

ない．また，点検活動で得られた貴重なユーザの視点

ムに近づけていくインクリメンタルモデルと，UD 方

も反映されていない．

法論として日本人間工学会が提案する UD ガイドライ

これまでの情報化の取組みは，紙媒体の BF マップ
を Web 化するといった「啓蒙・情報発信活動」の一
部に限定されており，
「点検活動」についてはほとんど

ン14),15) を基にした開発プロセスを導入する（図 3）．
これにより，情報化ニーズの 3 に対応できる．
開発プロセスのユーザ特性分析（Step1）では，実
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図 3 住民参加型システム開発プロセス
Fig. 3 System development process based on public
participation.

際の UD 点検活動への参加等を通して，UD の観点
から配慮が必要なユーザのグループを抽出する．そ

図 4 システムアーキテクチャ
Fig. 4 System architecture.

して，各グループ個々の大まかなユーザニーズ特性を
明らかにし，段階的開発の戦略を立てる．段階的開発

タに位置情報付きの写真が添付されている場合は，そ

（Step2）では，Step1 で示した戦略に沿って，特定の

の緯度経度をもとに WebGIS の GIS インタフェース

ユーザグループをターゲットにしながらシステムを開

部を呼び出し，地図を検索表示する．携帯電話から利

発する．住民参加型評価（Step3）では，ワークショッ

用する場合は，テキスト中心の簡易な掲示板表示にし，

プ形式を導入し，段階的に開発したシステムの評価を

必要に応じて投稿写真と地図を参照する11),12) ．

行う．ワークショップは，参加体験型のグループ学習
方法であり，近年，住民参加型のまちづくり等で成果
16)

（2）WebGIS
地図検索部は，GIS インタフェース部から地図の

．Step2 と Step3 を繰り返すことに

中心となる緯度経度と表示パラメータが渡され，地図

より，段階的にサポートするユーザグループ層を拡大

データから該当する地図を検索し，表示パラメータに

し，UD 化を図る．

沿って生成した地図画像を検索結果として返す．

をあげている

3.2 システムアーキテクチャ

施設情報管理部は，GIS インタフェース部からの処

UD 活動支援システムのアーキテクチャを図 4 に示
す．ユーザである住民（一般住民，NPO）のシステム

理要求に対応して，施設属性データと施設写真データ

利用環境として，パソコン，GPS カメラ携帯電話，一

（名称，施設ジャンル，住所，電話等），緯度経度，UD

般携帯電話をサポートするものの，位置情報付き写真

設備スペック（駐車場，出入り口，エレベータ，トイ

の投稿については GPS カメラ携帯電話を前提とする．

レ，視覚障害者誘導設備等），利用コメント等から構

GLI-BBS と WebGIS は，Web アプリケーションと

成される．施設写真データには，障害者からのニーズ

して位置づけられる．

が高い UD 施設・設備部分の写真を格納する．

（1）GLI-BBS

を統合管理する．施設属性データは，施設の基本情報

GIS インタフェース部（図 6）は，地図検索部およ

メール解析部は，GPS カメラ携帯電話から電子メー

び施設情報管理部を介して，地図データに関連づけた

ルとして投稿されたテキストと EXIF 形式の位置情報

UD 施設の属性情報と写真を検索・登録する．検索機

付き写真を解析し，緯度経度を付加した投稿テキスト

能としては，地図階層型検索，キーワード検索，特定

データを作成する．

位置からの近傍検索，施設名称検索，住所検索，施設・

掲示板管理部は，掲示板インタフェース部からの要

設備分類を指定したカテゴリ検索を用意している．携

求に基づいて，投稿テキストデータと投稿写真データ

帯電話から検索する場合は，GLI-BBS の掲示板イン

を統合管理する．

タフェース部と同様に簡易な表示にするとともに，小

掲示板インタフェース部（図 5）は，発言のスレッド

画面での操作が適さない地図階層型検索の代わりに

表示や全文検索等通常の掲示板が有するレベルの閲覧・

GPS を用いた現在位置検索を用いる．UD 設備のジャ

投稿・検索機能に加えて，位置を検索キーとして，近

ンルを示すピクトグラムの分類は，直感的に理解しや

傍で投稿されたデータの検索が可能である．投稿デー

すい 10 個程度に抑える．施設属性データと施設写真
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図 5 GLI-BBS の画面例
Fig. 5 Screen of GLI-BBS function.

図 6 WebGIS の画面例
Fig. 6 Screen of WebGIS function.
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データの登録機能は，パソコンからの利用に限定し，

一般的な Perl を用いた．データ管理は，実験段階の

表示した地図データ上からユーザが施設位置を指定す

システムであることから Perl の簡易データベース機

る方式を採用する．

能で十分であると判断し，データベース管理ソフトは

3.3 利用シナリオ
フロー型 UD 情報の収集からストック型 UD 情報
の追加更新までを例に，ユーザから見た UD 活動支援
システム（図 4）の典型的な利用シナリオを示す．

導入しなかった．携帯電話は GPS 応用で先行してい
る Au 製のみを当面のサポート対象とした．
地図検索部および地図データについては，商用の地
図 ASP（Application Service Provider）サーバを導

GLI-BBS への投稿（Step1）：住民が収集した UD

入して開発の効率化を図ったが，将来的には，視認性

事例や UD 点検結果等のフロー型 UD 情報を GPS カ

の高い地図表示法の研究等に必要なことから内部で開

メラ携帯電話から GLI-BBS に投稿する．

発・実装する予定である．GIS インタフェース部から地

GLI-BBS での意見交換（Step2）：携帯電話とパソ

図検索部の呼び出しは，Web サーバ経由で地図 ASP

コンを介した他の住民からの追加発言によって，投稿

サーバの URL とともに地図の中心となる緯度経度，

内容に対する情報の補足や意見の集約が行われる．掲

表示スケール等をパラメータとして渡す方式をとる．

示板は，運営を通じて地域での UD 啓蒙を促進するこ

これは，7 つのタイプに分類される WebGIS 実現法1)

とを意図し，管理者は置くものの投稿内容に対する規

のうち，地図検索のみ外部サーバを利用する方式に準

制をできるだけ設けない公開型の運営を目指す．

拠している．

UD 活動へのフィードバック（Step3）：GLI-BBS
に寄せられた提案等については，行政や住民が実施す
る様々な UD 活動の中で活かす．
ストック型 UD 情報の現地調査（Step4）：GLI-BBS
に投稿された UD 事例のうち，これまで WebGIS に

4.2 開発プロセス
図 3 で示したプロセスに沿って，UD 活動支援シス
テムの開発経過について述べる．
（1）ユーザ特性分析

未登録で，かつ有用なものについては，行政から委託

UD 専門家の助言のもと，開発者の UD 点検活動へ
の参加，住民による既存 BF マップシステム体験操作

された NPO が GLI-BBS の投稿情報を携帯電話で確

を通じてユーザのグループ

認しながら，詳細な現地調査を行う．現地調査では，

1. 特別な配慮を必要としない
2. 視覚に頼れない

行政が定めた点検基準票に UD 設備スペックと利用コ
メントを記入し，携帯電話で写真を収集する．点検基
準票を電子化し，携帯電話や携帯情報端末から入力す
る方式も考えられるが，自由記述項目も多いため紙媒
体の利用が現実的である．また，GLI-BBS に投稿し
た写真データは投稿者の著作権に配慮して再利用はせ
ず，新規に撮影することを原則とする．システムにお
いても，投稿写真データと施設写真データを分けて管
理する．

3. 視力に配慮すべき
4. 聴覚に頼れない
5. 車椅子を使用している
6. 2-5 以外で動作や行動に身体的制限がある
7. IT に不慣れである
8. 日本語を読めない
を抽出した．グループ抽出にあたっては，
「情報提示」
「操作」
「寸法・空間・アプローチ」
「理解・判断」の観

ストック型 UD 情報の WebGIS への登録（Step5）：

点から UD で配慮すべき 17 のユーザグループ群ごと

パソコンから GIS インタフェース部の登録機能を用

の特性を示したユーザ分類表15) を規範とした．ユー

いて，施設属性データと施設写真データを登録する．

ザ特性分析の結果，施設のアクセシビリティ点検をす

施設位置は，表示された地図上からユーザが直接入力

るうえでの 1 つの基準ともなっている「車椅子を使用

する．データ登録のアクセス権限は，行政および行政

している」ユーザグループ 5 を段階的開発の最初の

から委託された NPO にのみ与えられる．

ターゲットとすることとした．

4. システム開発
4.1 開 発 環 境
UD 活動支援システムの開発・評価実験環境につい
て述べる．図 4 の構成のうち，地図検索部と地図デー
タを除いて，RedHat Linux を OS とする実験サーバ
上にシステムを実装した．開発言語は CGI の実装で

（2）段階的開発
システムの段階的開発では，3 つのシステムバージョ
ンがリリースされた．

• 第 1 版：2002 年 8〜10 月開発，11 月評価
• 第 2 版：2002 年 11〜12 月開発，2003 年 1〜3 月
評価

• 第 3 版：2003 年 6〜8 月開発，9 月〜2004 年 2
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表 2 UD マトリクスの一部
Table 2 Example of universal design matrix.

て，ユーザグループ 5 をターゲットとしたシステム機
能開発と評価を実施した8) ．第 3 版では，実運用に近
い環境での社会実験に必要な両インタフェース部への
ユーザ認証機能，携帯電話対応機能の追加，ユーザビ
リティおよびアクセシビリティ改善を行った．
ユーザビリティ，アクセシビリティ改善については，
第 1，2 版の評価の結果から，第 3 版による社会実験
では「視覚に頼れない」ユーザグループ 2，すなわち
全盲および重度弱視者への対応は，情報ニーズをさら
に見きわめたうえで，効果的な提供方法の研究開発が
必要との判断から，現行システムの枠組みでのアクセ
シビリティ改善を見送った．また，
「日本語が読めない」
ユーザグループ 8 についても，今回の社会実験では対
象外とした．
グループ 2 と 8 を除くユーザグループについては，

a) 写真を使って設備形状等の UD 情報を表現
b) 写真では表現できない設備の詳細スペックや使用
感等の情報をテキストで補足
c) Web アクセシビリティガイドラインに準拠
の 3 点で，多様なニーズのかなりの部分に対応可能で
あることが分かった．Web アクセシビリティガイド
ラインとしては，W3C（World Wide Web Consor-

tium）傘下の WAI（Web Accessibility Initiative）や
総務省からガイドラインが示されているが，導入のし
やすさという点で定評のあるユーディットの Web ア
クセシビリティガイドライン17) 必須項目への対応を
最初の目標として位置づけた．なお，これら Web ア
クセシビリティ改善は，パソコンを前提としており，
携帯電話については当面，対象外とすることとした．

果と課題を明らかにするために，住民参加型の社会実
験を 2003 年 9 月から 2004 年 2 月末までの 6 カ月間，
当研究グループが事業主体となって実施した18) ．実験

（3）住民参加型評価
第 1 版の評価では，ワークショップに基づくタスク

フィールドとして岩手県の盛岡，北上，宮古地域を対

分析によって，車椅子使用者を想定して開発したシス

象とし，各地域の NPO9 団体（障害者支援団体，青

テム機能の妥当性を検証した．タスク分析には，シス

年会議所，UD・まちづくりを推進する市民団体），行

テム利用時の基本タスク「情報の入手」
「情報の理解・

政 8 部署（県および市の UD・福祉担当課），企業 5

判断」「操作」と「情報や操作の連続性」を整理する

社（UD に関心を持つ建築，土木，情報系の企業），大

ための UD マトリクス

15)

を用いた．第 1 版であがっ

学 2 校の計 24 団体の協力を得た．NPO と大学は UD

た問題点を改善した第 2 版では，車椅子使用者以外の

活動への参加，行政はストック型 UD 情報に必要な現

ユーザグループを含む 20 名程度に対する非公開の運

地調査への協力，企業はローカルメディアを通じて住

用実験を行いながら，数回のワークショップと聞き取

民への告知といった役割をそれぞれ担った．GPS カ

り調査を実施して UD マトリクスをほぼ完成させた

メラ携帯電話の普及率が低いことに配慮し，希望した

（表 2）．第 3 版の社会実験については，次節で詳しく

NPO メンバに実験端末として計 25 台を貸与した．
GLI-BBS には，公開掲示板 1 つと非公開掲示板 2

述べる．

4.3 社 会 実 験
実運用と同等の環境で，UD 活動支援システムの効

つを設置した．公開掲示板への投稿については内容の
事前検閲は行わないものの，内容について一定の品質
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表 3 システムの利用状況
Table 3 Overview of system utilization.

を確保するために，投稿者名を匿名ではなく実名を示
すことを推奨した．結果として，誹謗中傷等の不適切
な投稿は発生しなかった．非公開掲示板は特定 NPO
からの希望に応じて，プロジェクト専用として設置し，
関係者のみアクセス可能とした．
システムの運用状況について概観する（表 3）．運用
期間中のサイトアクセス数は 9,224 で，うち携帯から

図 7 投稿内容の分類
Fig. 7 Classification of contribution data.

のアクセス数は 1,047 であった．12 月からアクセス数
が増加しているのは，大手検索ポータルへの登録と，
行政ホームページからのリンクが張られたためである．

の発言はなかった．これは，標準の投稿端末として位

GLI-BBS への投稿トピック総数は 335 件で，その内

置づけた GPS カメラ携帯電話がそれほど普及してい

訳は公開掲示板 143 件，非公開掲示板 192 であった．

ないこと，匿名を避け実名の表示を推奨したこと，UD

また掲示板への発言総数は，968 件であった．点検活

および本システムが住民にまだ十分理解されていない

動等，システムを活用したワークショップは 12 回実

こと等が要因であったと思われる．住民の参加を容易

施された．投稿トピック数，発言数ともに，本格的な

にするための 1 つの方策として，GIS インタフェース

降雪の始まる 12 月以降は停滞しており，特にワーク

部と同様の施設位置入力機能を掲示板インタフェース

ショップが 1 度も実施されなかった 1 月の減少が著し

部から呼び出すことにより（図 4），パソコンからも

い．WebGIS には，実験期間中に 18 施設を追加し，

位置情報付き投稿を可能とすることが考えられる．

計 71 施設分のストック型 UD 情報を収録した．

5. 考

察

5.1 住民参加に基づく情報収集
まず，住民参加に基づく情報収集の実用性について

住民から得られた情報の信頼性（表 1）については，
投稿者による記述レベルのばらつきや報告内容の誤
り等が一部指摘されている．これはベストエフォート
型情報活用の課題10) ととらえて今後の対応を検討し
たい．

議論する．社会実験期間中に住民が投稿したフロー型
UD 情報を施設等のジャンルに着目して分類してみる
と，商業施設，公園，交通ターミナル，街路等地域の

5.2 ナレッジマネジメントの視点
本システムを導入したことにより，各地で行われる
UD 活動の概略がタイムリーに共有できるようになっ

施設情報が幅広く収集され，公共施設に偏りがちな行

た．従来，UD 活動を推進する各団体間での情報共有

政の情報収集を当初の狙いどおり補完できていること

は，年度末の活動報告書において把握できる程度に

が分かる（図 7）．

とどまっていたが，本システムの利用によって団体の

社会実験では，2 つの行政で投稿情報が試行的に活

横断的連携が促進されるであろう．また，社会実験段

用され好評であった．Web 対応 BF マップシステムの

階では，サイトへのアクセス数は多いとはいえないも

運用を開始した盛岡市では，掲載情報を拡充する際の

のの（表 3），今後の実運用段階において行政ホーム

参考情報源として，本システムを参照した．また，す

ページや地域ポータルサイトからのリンクを増やし認

でに冊子形式の BF マップを作成し住民に配布済みの

知度を高めることによって，UD 活動成果の住民への

北上市では，最新情報を補完するための手段として，

フィードバックという点でも当初狙った効果が期待で

市のホームページから本システムにリンクを張って活

きると考える．

用した．

GLI-BBS への投稿トピック総数 335 件における発

GLI-BBS への投稿数は実験後半において伸び悩ん
だが，投稿の質的な面では，実験の経過とともに変化

言者は 28 名であったが，いずれも UD 活動に参加し

が見られた．実験当初は，単なる事例の報告にとどまっ

ている NPO メンバであり，それ以外の一般住民から

ていたが，参加者の UD に関する知見が増すに従って，
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あわせて考察を深めてゆく必要がある．

5.3 ユーザ評価
本システムによって収集・共有した情報が，多様な
ユーザニーズに配慮した形で提供がなされているのか
を評価するために，実験終了時にアンケート調査を実
施した．実験参加コアメンバ 41 名を対象として，28
名から回答を得た．回答者は 40 代を中心に 20〜60
代の幅広い年代にまたがっており，うち 5 名が女性で
あった．システム利用時に配慮が必要な点として，軽
度の視覚障害（2 名），聴覚障害（1 名），車椅子利用
（5 名），その他身体的障害（2 名），IT 不慣れ（3 名）
をあげた者は計 13 名であった．回答者の多くはブロー
図 8 SECI モデル
Fig. 8 SECI model.

ドバンド環境で利用しており，利用頻度は週に数回が
最も多かった．

UD ガイドラインにおける評価の視点は，操作性，
次のような UD の新たな知識創出につながる投稿が増

有用性，魅力性の 3 つであるが，研究開発として取

えてきた．

り組んでいるシステムであるためデザインの美しさや

• バリア指摘からバリア改善提案へ
• 北国の冬期間を見据えた UD のあり方
• 点検対象をハードからソフト・サービスへ拡大

楽しさといった魅力性については現時点では十分対応
できていないため評価の対象外とした．操作性として
「情報の入手しやすさ」「情報の理解しやすさ」「操作

• 福祉ピクトグラムの県内共通化に対する提案
Abe 11) らは，GLI-BBS 活用プロセスの規範とし

の容易さ」
「情報や操作の連続性」，有用性として「有

て，ナレッジマネジメントの代表的な理論の 1 つであ

た（図 9，図 10）．5 段階の評価点は「非常に良い」の

る Nonaka の SECI（Socialization-ExternalizationCombination-Internalization）モデル19) に着目して

中の数値は 5 段階評価別の回答数を表している．評価

きた．UD 活動支援システムによる情報・知識共有の

対象は，パソコンから利用する GLI-BBS と WebGIS

用であるか」の計 5 項目を設定して 5 段階評価を行っ

5 が最も高く，
「非常に悪い」の 1 が最も低い．グラフ

循環プロセスを UD のナレッジマネジメントととらえ，

とし，携帯電話からの利用については，携帯電話自体

SECI モデルに基づいて解釈することを試みる（図 8）．
まず，実社会でのワークショップを通して個人が持つ

ユーザビリティを評価できるレベルにないため対象外

暗黙知が関係者で共有化される（Socialization：共同

とした．

が製品としてまだ UD の観点からアクセシビリティ，

化）．共同化で得られた UD に関する知見は，UD 事

評価項目ごとに，回答者の評価点の総和から平均点

例の発見や改善アイデアの創出という形で形式知に変

を求めた．GLI-BBS の「情報の理解しやすさ (3.9)」

換される（Externalization：表出化）．形式知はシス

「操作の容易さ (3.7)」「情報や操作の連続性 (3.8)」，

テムへの投稿によって，他の形式知と連結されて UD

WebGIS の「操作の容易さ (3.9)」
「情報や操作の連続

活動支援システム内に蓄積される（Combination：連

性 (3.7)」については，平均点が 4.0 を若干下回った

結化）．システムから得た新たな形式知を各自の生活

ものの，それ以外の項目については 4.0 以上を得てい

を通して暗黙知にスキル化する（Internalization：内

る．ユーザビリティの点では今後さらに改善の余地が

面化）．これら 4 つのフェーズを地域でスパイラルに

あり，また色弱障害者への配色や UD としての魅力性

繰り返すことによって，UD に関する継続的な知識創

も考慮する必要があるものの，全般的に肯定的な評価

造が可能となる．

が多く，当初対象としたユーザグループの情報ニーズ

上記の考察から SECI モデルは，本システムを継続
的に活用してゆく際の規範となる可能性を秘めている

への対応については，おおむね達成できていると思わ
れる．

だ具体的な報告例がない．本システムの運用を積み重

5.4 視覚障害者向けのアクセシビリティ改善
今回のシステムで対象ユーザグループから除外した

ねながら，UD 活動に代表される地域コミュニティ活

重度視覚障害者向けのアクセシビリティ改善のあり方

動におけるナレッジマネジメントのあり方についても

について，全盲者，重度弱視者，視覚障害介助者の計

ものの，地域コミュニティ活動への適用についてはま
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GIS，以下 PPGIS）研究は，WebGIS の実用化ととも
に 1990 年代後半に始まり，自治体・NPO と大学の共
同研究によって，環境保全，都市景観デザイン，政策
立案等への適用事例が数多く報告されている20)〜22) ．
日本においても地域情報化における住民・行政間のコ
ミュニケーションツールとしての実証実験が 1998 年
以降本格的に始まった23) ．本研究では，GLI-BBS と

WebGIS の併用，携帯電話の活用，住民参加型システ
図 9 GLI-BBS のユーザ評価結果
Fig. 9 Results of the user questionnaire on GLI-BBS
functions.

ム開発プロセスの導入という点で，これまでの PPGIS
研究にはない，新規なアプローチを採っている．
ユーザ参加型システムデザインに関する研究として
は，人間中心設計のあり方を規定した ISO13407 に代
表されるユーザビリティ工学のアプローチ24) が参考
になり，本研究で採用した UD ガイドラインもこの人
間中心設計の流れをくむものである．UD ガイドライ
ンは，ATM や Web のアクセシビリティ改善，家電
製品，建築設計，まちづくり等での適用研究が報告さ
れているものの，情報システム開発への本格的な応用
はまだ行われていない．本研究では，インクリメンタ
ル開発モデルと UD ガイドラインを基にした住民参加

図 10 WebGIS のユーザ評価結果
Fig. 10 Results of the user questionnaire on WebGIS
functions.

型システム開発プロセスを採用したが，アドホックに
プロセスを実施した面も少なくない．様々な情報シス
テム開発への適用を考えるならば，方法論としての体
系化が不可欠である．今後の方法論研究においては，

5 名に対して聞き取り調査を実施した．障害者が外出

ワークショップ運営で用いるファシリテータ技法の要

の際に同伴する介助者が代替利用するという点では，

求分析への応用25) ，アクターネットワーク理論を用い

現行システムでも一定の効果が期待できる．しかし，

た情報システム利害関係者の分析26),27) ，フィールド

全盲者および重度弱視者に対して，地図や写真画像の

に積極的に関与していくアクションリサーチによる人

ALT 属性に「市役所周辺の地図」
「玄関前の点字ブロッ

間活動分析28) 等の先行研究が参考になるであろう．

クの写真」といった最小限の代替テキストを付与して
音声で読み上げるだけでは，視覚障害者が施設を利用

7. お わ り に

するうえで必要とする情報のごく一部しか伝達できて

本研究では，UD 概念に立脚し，これまでの BF マッ

いない．すなわち，UD の「情報の入手」「情報の理

プシステムを “地域の UD 活動を支援する情報システ

解」の点からアクセシビリティが確保されているとは

ム” としてとらえ直すことを提案し，岩手県内の UD

いえない．

活動を対象とした住民参加型アプローチによる実証的

改善の一例として，たとえば，地図の代わりに最寄

研究を行った．システムデザインの基本方針として，

りの交通機関から施設までの点字ブロックの有無とそ

住民参加を可能とするシステム方式，住民参加型シス

のルートを音声で提供するといった方法が考えられる

テム開発プロセスを採用し，段階的開発と住民参加型

が，視覚障害者の情報ニーズは，介助犬の有無，障害

評価を繰り返すことにより，実用レベルのシステムを

の程度等によって個人差が大きいとされ，アクセシビ

開発した．そして，実運用と同等環境での 6 カ月間の

リティの改善については，今後さらに十分な時間をか

社会実験を通して，UD 活動における情報化ニーズを

けた研究開発を要する．

おおむね満たしていることを確認した．

6. 関 連 研 究
社会的な意思決定問題や地域づくりへの住民参加を
可能とするツールとしての GIS（Public Participation

本システムは，Perl から Java と PostgreSQL への
書き換えによるデータ管理の強化，パソコンから GLI-

BBS に位置情報付き投稿を可能とする機能の追加を
順次進め，2004 年度から岩手県内全域を対象とした
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実運用に移行する．その運用の中で住民参加の情報収
集における信頼性の問題，ナレッジマネジメント視点
の導入等について取り組む．また，これと並行して，
地図 ASP サーバから自サーバへの移行，視覚障害者
の情報アクセシビリティ研究を進め，成果を随時，運
用にフィードバックしてゆきたい．
行政と住民・NPO との協働が叫ばれるなか，住民
参加型アプローチによる情報システムの開発は，今後
様々な地域情報システムにおいて求められことが予想
される．開発プロセスでの効果的なワークショップの
運営方法や，ワークショップに基づくユーザニーズ分
析方法について知見を増やし，本研究の成果をシステ
ム開発方法論として体系化する予定である．
謝辞 本研究は，平成 14–15 年度岩手県学術研究
振興財団助成研究ならびに平成 15 年度岩手県長寿社
会振興財団助成事業の一部として行われた．社会実験
システムの運用管理を担当した加藤誠氏，小田島麻衣
子氏，佐々木辰徳氏，実験に参加いただいた岩手福祉

GIS 推進検討会，実験協力団体の関係各位に深謝する．
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