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はじめに

1

近年，日本では人口減少に伴い地方活性化活動が求
められている．地方活性化活動として，地域創生のた
めの市民主導の共創が重要である．共創の場として，時
間や場所にとらわれず意見交換が可能なソーシャルメ
ディア [1] が挙げられるが，大規模な人数により共創
を行う方法論や支援システムはまだ確立されていない．
そのため，様々な人たちが課題解決のために協力し合
い，お互いの技術や知識を集結することができる Web
上の場が求められる．
本研究では，共創の場を支援する集合知プロジェク
ト支援システムについて述べる．本システムは，プロ
ジェクトの作成，共有，および共創をすることが可能
であり，共創を活性化するための支援機構がある．さ
らに，本システムを課題を抱えている地方で使うこと
によって，継続性があり地方の意見に基づいた共創を
起こした．
図 1: トップ画面（プロジェクト一覧）

システムの概要および機能

2
2.1

集合知プロジェクト支援システム みらいらぼ

本システムのプロジェクト画面を図 2 に示す．プロ

みらいらぼは一般的な Web アプリケーションであり，

ジェクト画面の左側がプロジェクトの詳細，右側がプ

誰でも利用することが可能である．本システムは主に

ロジェクトに関するコメント画面である．プロジェク

テーマ画面とプロジェクト画面の 2 つの画面に分かれ

ト画面では，ユーザはプロジェクトの詳細を確認，応

る．本システムのテーマ画面を図 1 に示す．テーマ画

援，参加，およびコメントすることが可能である．応

面では，実行されているプロジェクトの一覧を確認す

援・コメント行うことによってプロジェクトを促進さ

ることや新しいプロジェクトを作成することが可能で

せることが可能である．プロジェクトのオーナーはプ

ある．各プロジェクトはサムネイル型で配置されてお

ロジェクトの編集とプロジェクトの具体化を行うこと

り，それぞれが各テーマの議論画面へのリンクとなっ

が可能である．オーナはプロジェクトページのフォー

ている．ユーザは興味のあるプロジェクトを選択する

ムに沿ってプロジェクトについての入力を行うことに

ことで，各プロジェクトの詳細画面であるプロジェク

よってプロジェクトの具体化を行うことができる．本

ト画面に遷移する．

システムのプロジェクトの入力項目は地域共創活動を
支援・促進するコンタクティビティモデルのテーマを
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具体化する方法を参考にした [2]．具体的にはプロジェ
クトオーナの思い，プロジェクトを始める前の姿，プ
ロジェクトを達成した自分の姿の入力を行う．
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3 社会実験：第１回市民共創知研究会
第１回市民共創知研究会 (SIG-CCI)[3] の共創対話セッ
ションで生まれたいくつかプロジェクトを本システム
を用いて，学会終了後から共創を行った．本システム
で，中高生や高齢者を含む市民と研究者がプロジェク
トの公開や進捗の管理を行った．結果，８つの共創プ
ロジェクトが作成され，44 人の参加者によって本シス
テム上で共創が行なわれている．また，今後は市民共
創知研究会で，共創プロジェクトのコンテストを本シ
ステム上で行うことによって共創をより促進させる．

4 まとめ
本論文では，共創の場を支援する集合知プロジェク
ト支援システム「みらいらぼ」ついて述べた．みらいら

図 2: プロジェクトページ

ぼは Web アプリケーションであり，Web 上でプロジェ
クトの作成，共有，および共創を行う．さらに，Web

2.2

集合知によるプロジェクト支援機構

上だけでなく市民共創知研究会と合わせてみらいらぼ

本システムは各々のプロジェクトを多様な人たちの

を使うことによって，より共創を起こすことが可能で

集合知の力を用いて支援する．支援する方法としてオ

ある．今後，市民共創知研究会を繰り返し地域で行い

ンライン上と学会などのリアルな空間と本システムを

みらいらぼのプロジェクトを増やし，社会的価値が高

合わせた支援を行う．

い共創プロジェクトが実現していきたいと考える．ま

【Àプロジェクトサポート機能】本システム上で参加者
がプロジェクトに対して応援，プロジェクトへの参加，
およびコメントを行うことで，プロジェクトオーナの

た，みらいらぼの検証実験を実行したいと考えている．
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4-354

Copyright 2017 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

