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コミュニティ支援機能を有する地域活性ポータルサイトの構成法に関する研究
〜コミュニティの考え方と制御法〜
○堀内 俊之１

長谷川 直樹１
藤本 洋２
武内 惇２

金子 正人２

我々は活力ある地域社会の実現を目指し、地域密着型ポータルサイトの構成法を
確立するための研究を進めている。経済は需要と供給で成り立っている。需要者コ
ミュニティと供給者コミュニティの交流の場を設けることにより新たな需要供給
関係成立の促進を図り、地域社会を活性化する。地域密着型ポータルサイトは双方
のコミュニティの具体的な交流の場である。地域密着型ポータルサイトは地域社会
において求められるコミュニティの発生を支援したり、発生させたコミュニティを
維持する仕組みを提供するなど、コミュニティを制御することによりその役割を果
たす。今回はこの

コミュニティ

の考え方と制御法について論じる。

Research on the portal site construction method
with the community support functions
functions
〜The view and the controlling method of a community〜
community〜
Toshiyuki Horiuchi１ Naoki Hasegawa１ Masato Kaneko２
Atsushi Takeuchi２ Hiroshi Fujimoto２
We are inquiring aiming at realization of a regional society with vitality for
establishing the construction of a local adhesion type portal site. Economy is
realized in the relation of demands and supplies. By preparing the place of
exchange of a demand-side-community and a supplier-side-community, new
demand-supply relationship is promoted and a revitalized regional society is
realized. A local adhesion type portal site serves as a place of concrete exchange
of both communities. The view and the controlling method of a community are
discussed this time.
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１．はじめに

２．地域密着型ポータルサイトの役割

我々は活力ある地域社会の実現を目指し、地域

地域密着型ポータルサイトが果たすべき大きな

経済の活性化を図る地域密着型ポータルサイトの

役割は以下の２つである。

提案を行っている。地域社会を活性化させるため

① 新たな需要供給関係成立支援の役割

に最も重要なことは地域経済を活発にすることで

② サービス提供の土台としての役割

あると考える。

一つ目については先述したとおりである。二つ

経済は需要と供給の関係で成り立っている。そ

目は、地域密着型ポータルサイト上での需要供給

こで需要者コミュニティと供給者コミュニティの

関係からなんらかのビジネスが成立したら、その

交流の場を提供し、積極的に需要供給関係の成立

サービス提供のプラットフォームとして機能する

を促進させることで地域経済の活性化を図る。地

役割も担っているということである。
図２に介護支援を例に 2 つの役割を示す。図で

域密着型ポータルサイトがその具体的な交流の場
の役割を担う（図１）
。

は、介護支援サービスを受けたい側の需要者コミ

地域密着型ポータルサイトにおいて需要者コミ

ュニティと介護支援サービスを提供する側の供給

ュニティと供給者コミュニティを発生させ、維持

者コミュニティが地域密着型ポータルサイトを介

させ、双方のコミュニティを引き合わせて新たな

して出会い、需要供給関係が成立し、地域密着型

需要供給関係の成立を促す。この役割を地域密着

ポータルサイトにおいてより的確な介護支援サー

型ポータルサイトが果たすために、ポータルサイ

ビスを提供する様子を示している。

ト、需要者コミュニティ、供給者コミュニティを
地域密着型ポータルサイト

効率良く機能させるための仕組みが必要である。

①需要供給関係成立支援

地域密着型ポータルサイトではこの仕組みを支え
る枠組みとしてコミュニティの概念を取り入れる。

需要者コミュニティ

供給者コミュニティ

地域密着型ポータルサイトにおいてコミュニティ
を制御することによりポータルサイト全体を効率
良く機能させることができると考える。

介護支援

②サービス提供の土台

本稿では地域密着型ポータルサイトの概要を説
介護支援サービス

明し、特にこのコミュニティの基本的な考え方と
制御法について論じる。
地域経済の活性化
地域経済の活性化

地域社会
新たな需要供給関係成立の促進

図２．地域密着型ポータルサイトの役割
需要者コミュニティー
需要者コミュニティー

地域密着型ポータルサイト
地域密着型ポータルサイト

供給者コミュニティー
供給者コミュニティー

経済活動の場
コミュニティー
コミュニティー
AA
受講者
受講者
コミュニ ティー
コミュニティー

コミュニティー
コミュニ ティー
B
B

コミュニ ティーコミュニティー
コミュニティーコミュニ ティー
D
C
D
C
買物
コミュニティー
買物
コミュニティー
コミュニ
E
コミュニティー
ティー
E

需要
・学習、買物がしたい
・提供者との交流がしたい
・こんなものが欲しい

供給
・コンテンツの提供
・メールなどの情報プッシュ
・要望に沿った新コンテンツ提供

学習
学習
コミュニ ティー
コミュニティー
コミュニ
コミュニティー
E ティー
コミュニ ティー
E
コミュニティー
C
C
コミュニティー
コミュニ ティー
D
商店街
D
商店街
コミュニ
ティー
コミュニティー
コミュニ
コミュニティー
ティー
コミュニティー
AA コミュニティー
B
B

３．地域経済活性化の仕組み
３．１ 要求の抽出
我々は需要と供給を共にポータルサイトに対し
ての 要求 であると据える。需要という要求と
供給という要求が満たされた状態が需要供給関係
成立であると考える。地域社会の中には様々な要

図 1．地域経済の活性化

求が内在しているが、内在しているだけであって
満たされていないものも多い。要求は個々に抱え
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ているだけでは満たされず、多くの人に広く求め
られている要求であることが認知されて初めて需
要となり供給者との関係が結ばれる。すなわち、

ティ生成を支援し、需要の発生を促す。
３．３ 地域密着型ポータルサイトによる制御

需要供給関係の成立には要求同士の出会いが必要

地域密着型ポータルサイトがコミュニティを制

であり、地域に潜在している様々な広く求められ

御する。地域密着型ポータルサイトはコンテンツ

ている要求を抽出することで需要供給関係の成立

を提供して様々なコミュニティの生成を支援し、

を支援できる。

地域社会に内在している様々な要求を抽出するこ
とにより需要供給関係成立を促進して地域経済を

３．２ コミュニティによる要求の抽出

活発にする（図３）
。需要供給関係成立の支援とは

人々の中に潜在している広く求められる要求を

具体的には、需要者コミュニティと供給者コミュ

抽出するためにはどうしたらよいのか。個々に所

ニティを適切に引き合わせることである（マッチ

有している要求を顕在化することにより広く求め

ングと呼ぶ）
。

られている要求を見つけることができる。そのた
めには人々の要求を
「吐き出す場」
が必要になる。
そのような場としてコミュニティに注目する。広
く求められている要求をめぐってコミュニティが
生成され、コミュニティが需要を抽出する。ある
いは、広く求められると考えられる要求をめぐる
コミュニティの場をあらかじめ用意し、コミュニ

４．コミュニティの考え方
広辞苑では コミュニティ を「人々が共同体
意識を持って共同生活を営む一定の地域，および
その人々の集団。地域社会。共同体。
」と説明され
ている。コミュニティとは、古来、人間が共同生
活を営むようになってから現れた概念であり、そ

ポータルサイト

<<サー ビス提供の土台 >>

•コンテ
コンテ ンツ提供
•要求閲覧
要求閲覧
コミュ ニティ形成支援
：人々のコミュニティ •コミュ
への参加
•需要者コミュ
需要者コミュ ニテ ィと供
給者コミュ ニティのマッ チ
ング
：要求の流れ

コミュニティの提供
または形成支援

要求の抽出
（ポータルサイトが要求
を吸い上げる）

マッチング

供給者コミュニティ

需要者コミュニティ
需要者コミュニティ

供給者コミュニティ

<<需要供給関係成立支援 >>

地域社会
人々の様々な要求が内在している
図３．地域経済の活性化の方法
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興味等で参加する

れは人と人とのつながりが具体的な形で現れたも

（２）円滑なコミュニケーション

のであると考えられる。このように非常に必然的
に出現したものであり、本来人為的にその形成が

コミュニティではよく使われる言葉、ある程度

促されてできるものではないことがわかるが、現

合意された言葉、特有の言葉によって会話がなさ

在ではコミュニティというものは多種多様に変化

れる。すなわち参加者それぞれがある程度の知識

しいたるところに形成されている。

レベルを満たしていることが前提で会話が交わさ
れ、かつ、それぞれが特定の目的意識を共有して

地域密着型ポータルサイトから見たコミュニテ

いる。そのために論点も絞られ、各自の意識の向

ィの共通的な特徴を以下に示す。

かう先にも大きなズレがなくなり、無駄も減少す

（１）コミュニティによる自主性の引き出し

る。また、コミュニティにおいては砕けた言葉や

実世界にはさまざまなコミュニティが存在して

インフォーマルな情報も行き交うため、円滑なコ

いる。
例えば、
地域社会を構成するコミュニティ、

ミュニケーションができる。

Linux の開発をめぐるコミュニティ、インターネ

これら２つの特徴に注目し、地域の潜在的な需

ット上において特定の関心事をめぐるコミュニテ

要を吸い上げる手段としてコミュニティを活用す
る。地域密着型ポータルサイトにおいて様々な要

ィなど多種多様であるが、人工的にあるいは自然
に発生し、成長する。そこには大きな力が集結し

求をめぐった様々なコミュニティの発生および維

ていて、それによって目的を達成したり問題を解

持を支援する。

決していく。義務があるわけではないにも関わら
ず、コミュニティを取り巻く人々は力を持ち寄り
なんらかを遂げる。コミュニティはそれに属する

５．地域密着型ポータルサイトの概要

人・属した人を啓発し、自主性を引き出す。

ス全体像は、３つの大きなドメインからなってい

地域密着型ポータルサイトを中心にしたサービ

利用
用者
者ド
ドメ
メイ
イン
ン
利

・ポータルサイ ト利用のため会員登録を 行う
（コン テンツ 案内・ニュース・広告メールにて
地域情報を 効率よ く入手する ことができる ）
利用者

②利用者 対 利用者
利用者
利用者 利用者 利用者

お客
お客
コミュニティー
コミュニティー

被介護者
被介護者
コミュニティー
コミュニティー

新コミュニティー
新コミュニティー
の誕生
の誕生
利用者からの要望の
強いものに関して、
新コミュニティー形成支援

③利用者 対 コンテンツ

①利用者コミュニティー 対
提供者コミュニティー

ポー
ータ
タル
ルド
ドメ
メイ
イン
ン
ポ

商店街

利用者

利用者の要望
コミュニティ形成支援
マッチン グ機能
①利用者コミュニティー 対
提供者 コミュニティー
②利用者 対 利用者
③利用者 対 コン テンツ
を 効率よ く繋ぐ仕組み
介護支援
コン テンツ

サービ スの利用

会員登録

情報配信
情報の登録・更新 利用者ごとに合った情報を
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・広告
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メール配信サービ ス
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絞込み利用者のアクセス状況を 基に
アクセス・利用統計
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利用者情報データベース

地域密着型ポータルサイト
提供
供者
者ド
ドメ
メイ
イン
ン
提

技術・知識の提供
店主
店主
コミュニティー
コミュニティー

介護者
介護者
コミュニティー
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・大学
ポータルサイ ト構築支援
・IT関連企業
運用
スポン サー
・地域商店・企業… ・地域のメディア
広告掲載

地域に根付いた提供者コミュニティー群
・福島県内のさまざ まな商店・企業・学校のコミュニティーを 形成

図４．地域密着型ポータルサイト全体概要図
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る。一つは需要者コミュニティと供給者コミュニ

ミュニティを消滅させずに存続させることであ

ティの出会いの場となるポータルサイトドメイン。

る」と考える。

もう一つは、需要者コミュニティと供給者コミュ
ニティの出現元となる地域社会
（利用者ドメイン）
。

６．１ 不均質と均質の定義

もう一つは、ポータルサイトを運営する提供者ド

不均質とはある集団において各自様々な要求を

メインである。提供者ドメインはポータルサイト

持った人々が混在している状態であり、均質とは

を立ち上げる。提供者ドメインは、ポータルサイ

同じ要求を持った人々が集合している状態である。

トを直接的に運営する立場であり、利用者ドメイ

不均質な状態になんらかの作用を与えることで均

ンから現れる一般的な供給者とは区別する。

質化することができると考える。

図４に全体概念図を示す。以下、３つのドメイ
ンについて述べる。

６．２ 均質化制御
ある一つの不均質な集団に、個人の要求を満た

（１）ポータルドメイン

すなんらかの対象を提示することにより、その対

① 地域密着型ポータルサイト（ポータルドメイ

象に同一の要求を持った人々が引きつけられる。

ン）は提供者ドメインからの様々な魅力ある

地域密着型ポータルサイトの重要な役割の一つ

コンテンツを提供する。

は、地域という一つの不均質なコミュニティに、

② 地域密着型ポータルサイトはコミュニティ

広く要求されると思われるなんらかの対象を提示

を制御（発生・維持）する仕組みを備えてい

することで、人々の中に潜んでいる大きな要求を

る。
③ 様々なコミュニティのマッチングを行う。

吸い出し、その地域に潜在しているいくつものコ

④ 提供者ドメインからの有料サービスのシス

と呼ぶ）
（図５）
。ポータルサイトドメインは提供

テムを稼動するプラットフォームとしての

者ドメインが作成したコンテンツを提示し提供す

役割を持つ。

る。この様々なコンテンツを求め、様々なコミュ

（２）利用者ドメイン
① 利用者は地域密着型ポータルサイトに登録
して利用する。
② ポータルサイトが提供するコミュニティに

ミュニティを出現させることである（均質化制御

ニティが地域社会から出現する。
提供者ドメイン
地域密着型ポータルサイト

提供者

提供者

コンテ ンツA
コンテ ンツB
ンツ
ンツ

広く求められると考
えられる魅力的なコ
ンテンツを提示

自由に参加する。
（３）提供者ドメイン
① 広く求められていると思われるサービス（コ

コミュニティA

トロールする役割を持つ。

②コミュ ニテ ィ維持制御

コミュニティB

利用者ドメイン

ンテンツ）を提供する。
② 地域密着型ポータルサイトを直接的にコン

それぞれの
需要供給関係

②コミュ ニテ ィ維持制御

コミュ ニティ階層
非コミュ ニテ ィ階層

均質化
①均質化制御（コミュ ニテ ィ生成制御）

６．コミュニティ制御法
地域社会（不均質なコミュニティ）

我々は、コミュニティを制御するということを
「コミュニティを意図的に発生させ、維持するこ

図 5．コミュニティの需要供給関係成立の支援

とである」と据え、さらに、コミュニティを意図
的に発生させるということを「不均質なコミュニ

６．３ コミュニティ維持制御

ティを均質化することである」と考える。また、
コミュニティを維持することを「均質化されたコ

６．３．１ コミュニティ維持制御の考え方
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均質化制御により地域社会から出現させたコミ

ークを介して接続している人の状態などを気づか

ュニティを消滅させないように継続的に維持する

せることを指しているが、この気づかせる内容の

制御がコミュニティ維持制御である。

範囲を広げて、よりネットワークを介した人への

仮想空間を舞台にした一般的なコミュニティに

精神的な距離を近づけることが狙いである。

おいてはすでに電子掲示板やチャット、ICQ など

そのためには、インタラクションを深めるため

様々なコミュニティ支援ツールが用いられている。

に、
一般的に謳われているアウェアネスに加えて、

我々はこれらを利用すると共に、仮想空間という

場に馴染みやすく、バラバラに存在している参加

限られたコミュニケーション空間ゆえに低レベル

者に輪を意識させられるような情報の アウェア

なコミュニティ環境しか与えられない状況を改善

ネス を提供することが有効であると考えている。

するために、アウェアネスの概念をコミュニティ
維持制御に取り入れる。

以下にその具体例を挙げる（図６）
。
・ 属している者の人と人とのつながり（ＡとＢ

６．３．２ アウェアネスを用いたコミュニティ
維持制御

は頻繁に通信が行われている、など）
。
・ 途中参加した人に対する文脈の提示。
・ その場でのみ使われる言葉などの説明。

アウェアネス（awareness）とは直訳すると「気
づいていること」である。コンピュータ用語とし
ては、仮想空間においてネットワークを介してそ
のネットワークに接続している人の存在や状態に
気づくことであり、一般的に次のような効果があ
る。
l

呼びかけることなくして相手の状態を認知
できるため在席か否かを確認してからコミ
ュニケーションを試みるので無駄がない。

l

無駄を省くことで円滑なコミュニケーショ
ンが期待できる。
我々はこのアウェアネスの概念をコミュニティ

に適用する際により有効なものとするために、ア
ウェアネスの定義を拡張する。
本来アウェアネスとは先述したようにネットワ

７．おわりに
今回は地域密着型ポータルサイトの意義や役割、
それを上手に機能させるための仕組みであるコミ
ュニティの考え方、
そしてその制御法
（生成支援、
維持支援）についての概要を説明した。
今後はコミュニティ制御法の具体的な制御手順
を開発し、地域密着型ポータルサイトが提供する
コンテンツの事例として考えている介護支援シス
テムを適用して検討を進めていきたい。
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