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地域住民のニーズに即した情報提供に関する研究 
A Research on Provision of Information to Meet the Needs of Regional Residents 

 
-デジタルサイネージによる情報サービス「Residents Media -Child Rearing-」の提案‐ 

-A proposal of Information Service “Residents Media -Child Rearing-” by Digital Signage- 
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概要：近年、コンピュータや周辺技術の発達により、環境はユビキタス社会へと移行している。高速データ通信

や端末の高機能化に伴い、電光掲示板や大型ディスプレイ等を利用した公共空間における情報提供も増加してい

る一方で、人々は情報の取捨選択を迫られている。公共空間における情報やその提供は、地域性を強く帯びてい

るが、それぞれの地域に関する情報はその特性が薄く、地域生活に密着した有用な情報は数少ない。果たしてど

の程度の通行者がその情報を視認しているのか、これらの訴求効果や判定には課題が残る。生活の必須情報は、

ユビキタスな生活導線上に存在する事が望ましい。本研究は、街頭における情報通信技術を活用したデジタルサ

イネージに着目し、そこに住む人々の生活に根付いた情報発信源メディアとしての役割や有用性について言及し

たものである。現状の課題を抽出し、地域住民の情報ニーズに即したデジタルサイネージによる地域サービス

「Residents Media -Child Rearing-」を提案した。本メディアによる地域構成員のインタラクティビティを検証
し、地域情報活性化とその課題について提起した。	 
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１．はじめに	 

	 本論文は、ユビキタス社会での公共空間におけ

る情報の現状と課題を取り上げ、メディアの置か

れた場所に適した情報、及び公共空間で有用な情

報とは何か指摘した。場に即した地域情報に着目

し、地域情報の現状と課題から地域住民のための

情報の意義について探求した。これらの課題から、

デジタルサイネージの特性を活用した、地域住民

の情報ニーズに即した情報提供メディア及びコ

ンテンツとして「 Residents Media -Child 
Rearing-」を提案した。デジタルサイネージを想
定したデバイスを用いて対象地域で実証実験を

行い、その結果と考察から地域住民メディアの有

用性と今後の展望について論じた。	 

	 

２．公共空間における情報と受信特性	 

	 公共空間で提供するメディアには、携帯電話等

の私的メディアと大型ディスプレイや掲示板等

の公共メディアが存在する。中でも公共メディア

から提供される情報はテレビや新聞等のマスメ

ディアと比較すると、その情報そのものの社会的

影響力は小さい。その一方で、情報を得た場所に

影響力を持ち、場所に特化した情報提供の目的を

達成する利点を持つ。しかし、公共空間に情報メ

ディアが増加すると、情報への認識が遅れる可能

性がある。公共空間での情報提供は場所に特化し

た対象範囲を限定しながらも、情報を伝える過程

で人々の感覚に働きかけるようなメディアの設

計が必要である。一般的な情報メディアにおいて、

人は情報そのものよりも、情報の発信源やメディ

アに影響されやすい。公共空間で情報の発信源や

メディアに影響されず、正確に情報を提供する手

立てとして、情報受信者を明確化することが有効

であると仮説を立てた。その一翼を担う条件とし

て、地域に限定した地域における情報の公共的役

割を取り上げた。	 

	 

３．公共空間での地域情報化の可能性	 

	 公共空間は生活の場であり、生活の場は地域と

して捉えられることができる。本論文では、生活

関わる情報として地域情報を扱った。地域情報は

地域住民のニーズに応える情報であるとともに、

住民自ら生み出す情報であることが必要となる。

それに応えるのが地域メディアの役割である。地

域メディアに関して重要なことは住民自らが情

報生成できる仕組みを構築することである。その

地域情報は地域性に基づき、住民参加を促すコン

テンツであることが指摘される。その住民参加を

促す手法として ICTを活用した地域 SNS等の地
域情報化が挙がる。しかし、情報ニーズの不足や

情報停滞等の課題が残る。情報ニーズや活性化が

無ければ住民参加は見込まれない。そこで、誰も

が情報に自ずと目に付く公共空間で、情報への出

会いを創出するモデルを提案した(図 1)。情報接
触の機会を増やすことで、地域住民が地域情報へ

興味を持つ導線を引き、住民参加を促す狙いがあ

る。地域情報化の公共展開から、留意点とその展

望について考察した。	 
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図 1.	 情報遭遇創出モデル	 
	 

４．地域対応型メディアとしてのデジタルサイネージ	 

	 デジタルサイネージとは、屋外や店頭などに設

置された液晶ディスプレイ等の映像表示装置で

ある。今日のユビキタス社会を実現する一翼を担

い、「時間」・「場所」・「視聴者の属性」の特性を

持ち、その市場を拡大している。これは公共空間

における情報提供機能を持つ地域対応型メディ

アとして相応しい特長を有していると考える。

「時間帯」に適応し、情報ニーズを把握して「視

聴者の属性」を分類できることから、情報受信者

の明確化が可能である。また、「場所」の観点で

地域に限定し、配信地域に基づく情報提供の機能

を担う。更にタッチパネル式のインタラクティブ

性から、住民参加を促す可能性を秘めていると考

えられる。地域対応型デジタルサイネージの先進

事例より、地域性・住民参加・情報統合の観点で

提案に繋がる共通項と改善点について考察した。	 

	 

５．「Residents Media -Child Rearing-」の提案	 
	 「Residents Media」とは地域住民のための地
域対応型情報サイネージである。地域としてさい

たま市、ペルソナ分析により 30代中心の子育て
期の女性を対象として地域サービス “Child 
Rearing”を構築した。本メディアが達成するべき
事項を以下の 5点に分類する。	 
	 
	 1)地域住民のための地域情報のユビキタス化	 
	 2)情報受信者の明確化	 
	 3)同一情報の統合	 
 4)年齢別の情報カテゴリーの腑分け	 
	 5)住民参加性の促進	 
	 

	 本研究の目的は、①ユビキタスネットワークに

より地域住民に有用な地域情報の提供を公共空

間で支援②地域の情報ニーズに応じた地域サー

ビスの活性化③それに伴う行政・自治体等の発信

源の情報活性化である。地域サービスとして、地

域情報の統合・地域住民オンラインコミュニティ

を構築した。このオンラインコミュニティは地域

住民によって創られる電子掲示板型の写真投稿

情報コミュニケーションであり、公共空間におい

て誰もが手続き無しで閲覧することのできる情

報提供の場である。この地域サービスによって地

域情報発信源の情報活性化を図る狙いがある。	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 2.	 基本画面(左)オンラインコミュニティ(右)	 
	 

６．コンテンツプロトタイプによる実験	 

	 実験の目的は、地域情報メディアとしての相応

しいさ、コンテンツが情報ニーズを満たすか、住

民参加性を促し地域構成員を繋ぐサービスの橋

渡しとなるかを検証するものである。評価基準を

設け、全て達成することで実験の目的を達成する

とみなし、この結果から Residents Media の社
会的有用性を判断して本研究の目的を検証する。	 

	 本実験はさいたま市に住む 30代中心の子育て
期の女性 50名を対象に、実証実験を行った。地
域に設置したタッチパネル式デジタルサイネー

ジを想定したデバイス(iPad)を用いた。5段階評
価による結果として、地域住民に有用な地域情報

の提供を公共空間で支援する目的は、社会的に有

用であることを明らかにした。その一方、住民参

加による地域サービスの活性化には、更なる検討

が必要であり、地域サービスに伴う行政・自治体

等の情活性化には未だ及ばない結果となった。	 

表 1.	 実験結果	 
評価項⽬目   アンケート項⽬目   評価  

     
リーチ・  
インタフェース  

公共空間での容易易な情報⼊入⼿手   4.46  

情報対象の明確さ   4.38  

操作性への⼾戸惑いの無さ   2.76  

  

コンテンツ  

必要情報の統合   3.84  

掲載情報の需要   4.32  

情報統合メディアの必要性   4.23  

  

住⺠民参加性  

地域住⺠民情報の需要   4.54  

情報活性化への影響⼒力力   4.66  

情報提供への参加意欲の向上   3.44  

	 

７．おわりに	 

	 本研究によって Residents Media の有用性と
住民参加の課題と可能性が明らかとなった。本地

域サービスに加え、住民参加を促す住民参加率の

新たな指標を設けることで、情報活性に導く可能

性を論じた。今後、地域連携による地域活性化へ

繋ぐメディアとして期待したい。 
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