
2.5デジタルミュージアムの今彼６１

誰もが情報発信できるインターネットの上では，提供される情報に権威付けを求

めることが，現状では難しい．

以上，三つの“A､，について概観したように，リアルミュージアムとバーチャル

ミュージアムは互いに補い合う関係にあるので，これらが有機的に結び付き合う

ことで強力かつ信頼性のあるメディアとなりうる．しかし現状では，それらが有

機的に結び付いたミユージアムは非備に稀であり，今後に期待される．

2.5.2コミュニティの拠り所としてのデジタルミユージアム

ミュージアムは，展示された資料や情報を介した人と人のIMlの知撤交流の場で

ある．従来のミュージアムはあらかじめ聯門家が用意したものを展示する側面が

強かったが,本章で見てきたように見学者の「参加」の可能性や多様性が広がるに

つれて，ミュージアムは知識の蕃柵・伝遠だけでなく，新しい知識の創造の現場に

生まれ変わりつつある．そうなると，今までのように「専門家」と「見学将ｌとい

うように役割分担を明確にした呼び分けはふさわしくないので，ここではミュージ

アムにcommitする（関係を持つ，参加する）人たちをまとめて「コミュニティ」

と呼びたい．

コミュニティとは，土地，人々，文化の複合体であり，ある地域的環境内での人

IiI1関係の柵造的パターンであるが，ミュージアムはある窄間を占有することで，コ

ミュニティを形成する場を提供するlI4l・そう考えたとき，従来のミュージアム

が形成する場は物理的な地域に規定されていたのに対し，デジタルミュージアム

は空間を越えた場を形成する可能性がある．つまり，実物の資料は実世界に分散

して存在するが，それらの資料に付随する情報やデジタルコンテンツをインター

ネット上で統合することで，それらにcommitするコミュニティも物理的な制約

から開放される．

ミュージアムに関連するＷｂｂサイトの中には，個別のミュージアムサイトの他

に，それらのリンク集や検索サービスを提供しているサイトが多く存在している

ことに気付く[３１．このことは，分散していたミュージアム情報がインターネット

上で統合されはじめていることの一例と言えるだろう．それらのリンク集サイト
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には，学術的な団体などが網羅的に提供しているものもあれば,個人が趣味で日記

風にまとめているものまで様々なものがある．ここで興味深いのは，単にミュー

ジアムリストを作るだけでなく，そこに分類分けや悩報付加（コメントや推薦な

ど）などの「編集」が加えられており，知職のネットワークが生まれてきている

ことである．また，ミュージアム内外の専門家と利用者の間で情報交換ができる

ようにすることで，生涯学習の場を提供しているサイトもある．こういった試み

は，これまでにないミュージアム体系を実現する可能性がある．今後も，デジタ

ルミュージアムがコミュニティの拠り所を提供するメディアとして成長していく

ことを期待している．
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第３章

ネットワークコミュニティの
形成支援／語らい支援

３．１情報社会におけるコミュニティ支援

松原繁夫

インターネットの発達や携帯電話の普及により，日常生活の中にネットワーク

という要素が大きく入り込むようになってきた．それにともない，ネットワーク

を介してつながれた人々の集まりであるネットワークコミュニティが多く形成さ

れている．Ｗｂｂ掲示板やメーリングリストなどでは，様々な論題に関する情報

交換の場が形成されている．映画など趣味の話もあれば，育児といった実益的な

話もある．また，悩報の使われ方も様々で，例えばオークションサイトのｅＢａｙ

(http://www.ebay・com/）などでは，オークションの参加者同士で評価付けを行

い，売り手や買い手に関する信用情報の創出が行われている．コミュニティの目

的や規模は様々 であるが，LinllXの開発者コミュニティなど，社会的に非常に大

きな影騨力をもつものも出現している．このような背景の下に，近年，コミュニ

ティという概念が経済学や社会学を含めて様々 な分野で注目を集めている11,21．

情報処理という面でも，非常に大きな潜在能力をもつコミュニティという集団

が注目されており，分散コンピューティング，通信ネットワーク，エージェント

などの技術を取り込む形でコミュニティウェアという研究分野が形成されている．
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人

エージ

図３．１コミュニティウェアの概念図

コミュニティウェアとは，インターネットやモバイルコンピューテイングシステム

のようなコンピュータネットワークを通して社会的インタラクションを支援する

方法論やメカニズム，ツールを創出する研究分野である131．これはコミュニティ

コンピューティング141,あるいはソーシャルウェア151とも呼ばれる．図3.1に

コミュニティウェアの概念図を示す．この図は，人とエージェント，あるいはエー

ジェント同士が協調する様子を表しており，それにより新しいコミュニケーショ

ン形態を創出することが目的となる．ここで，エージェントとは人の作業の代行

を目的とするコンピュータプログラムであり，自律性を有することが特徴である．

なお，コミュニティウェアは日本発の研究活動という点も注目すべきである．

近年，「情報洪水」という言葉に代表されるように，膨大な情報の中から自分に

必要な情報をいかに見つけるかが問題となっている．このような事態には，従来

型の定型化された処理形態では対処できないことも多い．これに対して，コミュ

ニティという場に参加者各々が有益と思われる悩報を持ち寄り，他者の不得手な部

分をお互いに補い合う形で，信頼できるきめ細かな悩報を作り出すという情報処

理形態への期待は非常に高い．また，サイバーピジネスという側面からもコミュ

ニケーションバリューチェーンとして注目されている161.

ただし，コミュニティからより多くの恩恵を享受しようとすれば，そのコミュ
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ニティの髄を高める必要がある．しかし，その質を高めるための方法論は明らか

でない．コミュニティ活動は多くがインフォーマルな活動であり，コンピュータ

で取り扱える形に表現することが難しい．例えば，誰と付き合えばよいかという

問題に形式的記述を与えることは容易ではない．また，ネットワークを介した分

散環境では，対面環境に比べて通儒時に多くの情報が抜け落ちる．そのため，一

方的な意見陳述に終わることや，言い争いになることも少なくない．無料ポータ

ルサイトの中には，コミュニティ作成支援ツールを提供しているものもある．し

かし，それらはメーリングリストの投定を容易にする程度の表lW的な支援であり，

本簡的な支援とは首いがたい．

一方で，コンピュータを介在させることで距離の克服，あるいは怖報の祷積，

検索の容易さといった点で従来にないコミュニティを形成し，より高い価値を産

むことも可能である．よって，質の高いコミュニティ活動を実現するためのコン

ピュータによる支援を考えることは，大きな挑戦課題である．この課題を解決し

て真に右益な支援とするには，技術者がシステムを作って・方的にユーザに提供

するのではなく，認知心理学や社会心理学などの知見を取り入れる形で学際的に

研究を進める必要がある．

以下，３．２節では支援対象の性質とシステム設計上の検討事項を明らかにし，３．３

節ではコミュニティ支援に関連する研究を概観する．３．４節ではコミュニティ形

成支援について，３．５節では語らいの理解支援について，３．６節では語らいへの参

加支援について述べ，３．７節をむすびとする．

3.2コミュニティ支援に必要なこと

本節ではネットワークコミュニティの性質を明らかにし，支援システムを股計

する上での検討事項を述べる．

3.2.1コミュニティ対チーム

本項ではコミュニティと狭義のグループ（チーム）を対比することで，支援対
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表３．１コミュニティとチームの対比

コミュニティ チーム

規模 数洛から数千人 数稲から数十人

典団の目的 非此有の場合もあり 此行

活動形態 インフォーマルな部分が多い フォーマルな部分が多い

参加の意思決定 向発的 強制的

栂成員 流動的 固定的

役割 流動的 間定的

象としてのコミュニティの性蝋を明らかにする．

人は日常生活の中で様々な集団に属している．集団はその性質から，「一時的な

集団」「コミュニティ」「チーム」に分類できる．一時的な集団とは，例えばある

商品を聯入する目的でたまたまそこに集まった人達を指す．その商品を繰り返し

脳入する内に同じ人達が何庇も集まるといったように，関係に持続性が兄られれ

ぱ，その集団はコミュニティに分類されることになる．また，商品賊入時に他の

買い手によって与えられた商品や売り手の評価情報を利用する吻合など，他者と

の関係性が認識できれば，それもコミュニティに分類されることになる．

チームは，例えば会社組織内の一つの部署などを指す．これは，従来のグルー

プウェア研究が主に支援の対象としてきた集団であり，メンバが間定的で，集団

全体として同的を共有しているという特徴がある．コミュニティウェアはグルー

プウェアの技術と重なる部分も多いが，グループウェアがワークフローとして表

現できるフォーマルな活動に焦点を当ててきたのに対し，コミュニティウェアは

インフォーマルな活動に焦点を当てている点に差がある．表３．１にコミュニティ

とチームの対比をまとめておく．

グループウェア研究は，空1111特性と時間特性の２軸によって棟々な活動支援シ

ステムを分熱している171．この分類法は，コミュニティウェアにも当てはめるこ

とができる．ネットワークコミュニティにおける活動支援は，メンバが地理的に

分散した場所にいるため，空間特性では遠隔地型に分類される．時間特性では同

期型と非同期型の両方が存在する．同期型としてはチャットサービスなどがある．
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非同期型としてはメーリングリストサービスなどがある．

しかし，この分額はコミュニティ活動支援技術を終理するのに十分ではない．

本稿では，コミュニティのライフサイクルに合わせて，コミュニティ形成支援，コ

ミュニティ活動支援，僻横備報に対する1W報統合の支援に分けて考えることとす

る{51．活動支援にはコミュニティの状況の理解支援や語らいの支援が含まれる．

情報統合の支援には情報フィルタリングなどが含まれる．

ここで，本研究で対象とするコミュニティの特徴を以下にあげる．

・集団全体として|弓I的が共有されているとは限らない．また，活動の中で日的

が変化することもある．集団自体に解決すべき課題がなく，参加していると

いう感覚を得ること自体が目的という珊合もある．

・意思決定は自発的に行われる．すなわち,椎威機関といったものは存在しない．

・メンバは流動的である．すなわち，コミュニティに新たに参加する者もいれ

ば，コミュニティを退出する者もいる．よって，集団の中での人の役割は間

定的ではない．

支援システムの設計にあたっては，これらの緋徴を考慮する必要がある．例え

ば，コミュニティにおける語らい支援システムの設計にあたっては，以下の事項

の検討が必要となる．

・結論を早く郷川することが集団の目的とは限らない．よって，あらかじめ定

められた識論の流れにはめ込むことは望ましくない．棟々な方向へ紬が展ＩＭ

可能な形で支援を行う必要がある．

。語らいへの参加は自発的なものであるため，参加や発言を強要することはで

きない．また逆に，スパムメールのようにコミュニティの活動を阻害する行

為を抑止することも困難である．参加者から布益な行動をいかに引き出すか

を検討する必要がある．

・既存参加将への支援だけではなく，新規参入荷がコミュニティ活動の箔の中

に入りやすくなる方策を検討する必要がある．また，メンバの役割が固定的

でないため，コミュニティの中での人の役割の理解を容易にする支援が必要

である．
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哀３．２ネットワークコミュニティと実社会コミュニティの対比

ネットワーク 実社会

文脈の共有 困難 比較的容揚

アウェアネスの欠如 生じやすい あまり４ じない

フィードバック個報の欠如 生じやすい あまり４ じない

悩報過多の問題 生じやすい 生じない吻合も多い

データの暫梢 容易 困難

エージェントの導入 比較的容易 容易でない場合も多い

3.2.2ネットワーク対実空間

コミュニティはその成り立ちから，対面でのコミュニケーションを主とする実

社会でのコミュニティと，ネットワーク上での活動を主とするネットワークコミュ

ニティに分類できる181．前者は地縁に基づく地域コミュニティ，研究上の興味を

同じくする人の集まりである学会など，ネットワーク環境が発達する以前から既

に存在しているものである．後者はサイバーコミュニティとも呼ばれるもので，

メーリングリストやＷｂｂ掲示板のコミュニティなどが含まれる．

コミュニティウェアにおけるコミュニティ活動支援は，何らかの形でコンピュー

タを利用するが，その対象はネットワークコミュニティに限定されるものではな

い．例えば,にl際会議における参加者間での情報交換の支援や{41．本書の２章で

扱われるデジタルミュージアムなどでの展示ガイドシステムなどもその対象に含

まれる．ただし，本意ではネットワークコミュニティに対する支援を中心に縦論

を進める．表３．２にネットワークコミュニティと実社会コミュニティの対比をま

とめておく．

さて，支援システムを設計する上で考慮すべきネットワークコミュニティの特

徴を以下にあげる．

(1)アウェアネスの欠如

アウェアネスとは，他者がどこにいるか，何をしているかといったことを，人

は知ろうと意図せずに認識できることをいう．空間的に同じ場所で活動してい

れば，わざわざ知ろうと努力しなくても，人の動きが見えてしまうことはよく
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ある．しかし，ネットワークを介して離れた環境では，知ろうと努力しなけれ

ば，人の存在や活動状況を認識することは難しい．

(2)フィードバック憎報の欠如

アウェアネスの欠如に関巡するが，ネットワークを介したコミュニケーショ

ン環境では，自分の行動が他者にどのように見えているかを知ることも難しい．

(3)情報過多

Wbb上には膨大な情報が存在する．また，メーリングリストを用いた議論な

どでは，多人数に向けての悩報発僧がiwilliな操作でできるため，さらに情報過多

の状態を引き起こしやすい．よって，必要な怖報に到達することが困難になる．

(4)情報蓄積の容易さ

情報過多の裏の面である．対面環境でのコミュニケーションの内容をコン

ピュータが取り扱える形態に変換するには，何らかの工夫が必要である．それ

に対し，メーリングリストを用いた縦総などでは，会話文がもともと遜子化さ

れているため，備報の蒋穣が容易にできる．

(5)エージェントの利用

ネットワークコミュニティでは情報が遜子化された形態で交換されており，

また，人と人のコミュニケーションの川にエージェントを介在させることが容

易である．よって，備報を適切に加1:淵集することで，対面環境ではできない

付加価値をもたせることが可能である．

上記の特徴の内，はじめの(1)～(3)はネットワークコミュニティの負の側而

であり，後の(4)～(5)は正の側面である．支援システムの設計にあたっては，こ

れらの特徴を十分考慮する必要がある．

３．３コミュニティ支援の関連研究

本節では，コミュニティ支援に関する研究を紹介する．以下，（１）出会いの支

援を中心にコミュニティ形成支援，（２）語らいの支援を中心にコミュニティ活動

支援，（３）蓄稲情報に対する憎報統合の支援に閲する研究を順に紹介する．図
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コミュニティ形成支援

（出会いの支援）
・３次元仮想空間榊築
・仲介エージェント

P

コミュニティ活動支掻

(理解の支援）

･備報視覚化
・ネットワーク分析
・自然言陪処理

コミュニティの発展

』

楕報統合の支援
,流行性判断
･辿想データベース
･協脚フィルタリング

し
図３．２コミュニティの発展段階に応じた文扱技術

3.2は，杵支援で川いられる主な技術をまとめたものである．なお，本節で説明す

るシステムの多くは研究段階のものであり，実用に供されているものはまだ多く

ない．

B,３．１出会いの支援

出会いの支援とは．興味や問題を同じくする人I'リ|身をリIき合わせるAj面での支

援であ為．」JMEも，Ｗ(,1,{ルポ板などに案内を11}すことで，叫味をliilじくする人を

見つけることはIIj､能である．しかし，満処のいく出会いが火現できるかどうかは

保証の限りではない．ネットワーク上での出会いは，先に述べたアウェアネスの

欠如，フィードバック悩報の欠如，情報過多などの問題があるため，その質を向

上させることは群易ではない．

アウェアネスの欠如を解洲するつの方法は，コンピュータ内に仮想的に３次

元空間を作り，そこでアバタ（ユーザの化身）を動かすことである．人はアパ

タとなって空l川内を動くことで，他のアバタ，すなわち仙濁と出会うことがで

きる．これには，|,I11tcrSl)acclI91，「neeWalk〈ｈＩ川p://www・lab7､kuis,kyoto‐

u,ac.』l)/篇(:rvi(･(》H/ｈ,(,(1-勝()ltw机rc/hccw乱1k/in(Icx弓i・llImI)lなどがある．lntelSljac0

はアバタに人の肌写典をMIIi付することで，人と会i;＃していゐ即製を!』･えようとし

ている．また，脳℃ｅＷｉｌｌｋでは，仮想空間内で出会った|{1Ｆとビデオ会議をするこ

とができる．その特徴は、相手との対面角度によって相手の声の大きさが変化す

ることである．話肴に正対していれば大きな声で聞こえ．横の位睡では小さくな

る．これは．会締をしている二人に近づくと，その会柵が少し漏れ聞こえてくる
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といった，実空間で人が立ち話をしているのと同様な印象を与えることをねらっ

たものである．

上述の方法は，空iIil内を移動することで他者と出会うことを可能にしている．

しかし，例えばワインについて教えてくれる人と出会いたいといった特定の目的

をもつ場合は，別の仕組みが必要である．例えば仮想空間内の各々の場所に，こ

こはワイン愛好者の集まる場所といった意味付けをする必要がある．目的をもっ

た出会いの支援には，以下で述べるエージェントによる仲介の方法が適している．

エージェント技術を応用した出会い支援としては，「Ybnta(http://Ibner､www、

mcdia.ｍit､cdll/pcoplc/fbncr/ycnta-bricf､ht1nl)」がある．Ｙｂｎｔａは各個人の代

理人となるエージェントがメールの情報などから人の選好を推測し，エージェン

ト同士が情報を交換し合って，同様な興味をもつ人を探し出す仕組みである．例

えば，同じ研究所に属して類似のテーマで研究をしている者同士でも，部署が異

なるとその存在に気付かないことがある．こういった吻合にYbntaのような仕組

みは布効である．

エージェント技術を応用したものとして他には,｢RcIbrralWeb(http://www､Cs・

Washington,edu/llomes/kautz/rcfbrralwcb/)」がある．RcfbrralWbbは，研究

者を対象とした人脈情報を提供するシステムである．これは各研究者が公開して

いるＷｂｂ上の論文リスト中の共著関係のデータを元に，研究者間のつながりの有

無を判断するものである．ユーザは生成された研究者のネットワークを見ること

で，例えば論文の代読を誰に依頼すればよいか，誰を通して依頼すべきかといっ

た情報を得ることができる．

RefbrralWCbの背景にある考え方は，エージェントは人より精度は劣るが，よ

り多くの接触を試み得るという点である．エージェントは，人が行うほどには人と

人の関係を正確に縄激できないかもしれない．一方で，短時IⅢのうちに人がする

よりずっと多くのエージェントと通信を行える．つまり，非常に多くのエージェ

ントとの通信が個々の関係の推定精度の低さを相殺することで，エージェントに

も人脈情報が扱えるとする考え方である．

YentaやRefbrralWehを使用する上での問題は，プライバシーの問題である．
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使用例として，Ybntaは一つの組織内，RefbrralWebは研究者コミュニティとい

うように，個人の利益と全体の利統が合致するような場面が想定され，プライバ

シーの問題が回避されている．しかし，商取引における売り手と買い手など双方

の目的が異なる場合，個人の避好の公開は必ずしも利益となるとは限らない．プ

ライバシーの問題を考えることは，コミュニティ支援にとって非常に重要な課題

である．

また，Ｙｂｎｔａのような出会い支援に欠けているのは，集団という視点である．

YeI1taで埜本となっているのは１対１の関係であり，人の組合せを直接取り扱っては

いない．コミュニティ形成という視点に立って，繁者等のグループによって開発さ

れたシステムが｢CommunityOrg鋤nizcr(http://www､kecl､ntt・ＣＯ.』p/csl/msrg／

topics/sw/organize唾/index-j､html)」である．これについては，3.4節で取り上

げる．

3.3.2語らいの支援一情報視覚化一

興味を同じくする者が集まってコミュニティが形成されると，そこで会話が生

じる．現在，非同期型ではメーリングリストやＷｅｂ掲示板などが，同期型では

チャットがよく用いられている．しかし，前節で述べたように，アウェアネスの

欠如，悩報過多の問題から，活し合いの状況について理解が困難になる場合も多

い．そこで，この理解を容易にするための支援が必要となる．

この支援を実現する技術の一つは情報視覚化である．情報視覚化とは，画面へ

の怖報表示方法を工夫することで閲覧者の情報の把握を容易にする技術である．

この技術を用いることでアウェアネスの欠如を補うことができる．以下，いくつ

かの研究を，対象とする規模の大きなものから小さなものの順に紹介する．

「Nctscan(ht,tp://netscan.､search､microsoft,coln/)」はネットニュースを対

象として，ニュースグループ川の関係やスレッド間の関係を視覚化する．これは，

サイバー空間を理解する上での社会的手掛かりを与えることを目的としている．

ネットニュースという大量のデータを対象にしている点がその特徴であり，技術

の主眼もデータマイニングに慨かれている．図３．３に示すようにNetscanの視覚
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化では，例えば：つのニュースグループを巡ぶと，それらに関辿する二二1.-スグ

ループが炎ボされる．各ニュースグループは矩形を用いて表示され，姉形の大き

さは記ﾖ職を表し，その色は投稿者と記蛎数の比を表す．投稿者と記事数の比は．

再訪者がいない，あるいは議長制であるといった社会的インタラクションのあり

方を,耐指標となる．

「L()()、（1,MI》://www・皿,C(Ii帥.IuiI,.｡《lu/-kl《Iu･側ｈｉ１ｌ/l()(,1,1/)」もニュースグルー

プの肌覚化ツールであり，公祇のiiM．j亀や↑｣:1111ﾙNi式を利川宥に知弛させゐことをそ

のＨ的としている．凶３．４に示すように，表,｣：では時間を廼軸，個々 の投稿者を

〃軸として，投稿メッセージを時間と投椛荷の交点にプロットする．こうして投

稿パターンを見せることで，コミュニティにおける各投稿者の振る舞いを知批さ
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せる．また，質問／回稗関係にあるメッセージを線で結び，そのパターンを兄せ

ることで，論争的なコミュニティであるかどうか判断する材料を与えることもで

き る

「ＮＳＢ」は，メーリングリストを対象として参加淵11の関係を視覚化するシステ

ムである1121．数耶社会'j::で用いられるネットワーク分析手法の適用がその特徴

である．ネットワーク分析は行為稀lNlの関係総造を定fit化する手法であり，もっ

とも人付き合いのよい人を表す中心性，コミュニケーションの双方向性の程度を

表す'11〔接結合度といった指標を視覚化している．

「BabI)l⑥｜は、組織内での仙川を想定しており，仙汁の叫味の対･象を知為こと
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を支援す為.システム般計のねらいは,すりヵﾗｽの脈に例えると理解しやすい.

すりガラスの扉は人が罪の向うにいることはわかるが，細かい部分は兇えないた

め，それに気を取られ過ぎることもない．同３．５に示すようにＢ;'1)blcでは，既

存のニュースリーダのインタフェースに各人の活動状況を,(すビューが付随して

いる．各スレツドにおいて，ビューは各人を一つの点で表し，１１'心からの距離が

そのスレッドヘの参加の程度を表す．これにより，各人の興味のもち方を知るこ

とができる．

「AIDＥ(http://www、icat.r,(:(》・jp/dcpt2/AIDE/indcx-jl).html)」は，一つ

のコミュニティにおける語らい状況をi＃題空間に表示する．似１３．６に示すように，

参加将の発Ｉｉ,からキーワードが抽川され，関連すみ袖迦が近くなあように話題空

iHlkに炎ﾉjﾐされる．これによ})，llIIim上での窯いた伽域を凡て米川の括迦を兄つ

けるといった発想支援的な利用がIij､能となる．

上述のシステムはすべて，会話や会話のあり方の理解に必要であるが，膨大な

テキスト怖報からだけでは伝わらないものを伝えようとする試みである．それ

ぞれ対製規模が異なるので，ひとまとめには議論できないが，’1洲1という視点

図３．５BabblGのI鋤、イメージ（1131よりＩ

Converslationpane
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から眺めたい，人という視点から眺めたい．研題という視点から眺めたいといっ

た吻合には，１町面を切り換える必腿がある．語らい状況を様々な視点から眺め

られることをねらって我々 が開発した語らい支援システム「C()mllmnityBoard

(lllll)://www,kccl.ntt,CO.』p/csl/nlsrg/topics/sw/c-boar(l/ill(lcx-j､l1tn1l)」につ

いては，３．５節で詳しく説明する．

なお，州報脱党化技術の汁後には，キーワード抽出なと'の１２１然『柵処理の技術

が存ｲ！;している．また，理解の支援は，必ずしも傭報視覚化と結び付けられる必

要はないことを注意しておく．例えば,村越らは，「次に｣，「それから｣，「ところ

で」といった話題転換の語などに和Ｉして，新たな話題の膿M1，締題の転換，話

胆の終ﾙ‘'iなど，議論の一連の流れを抽出する手法を提案していみ1151.

B,３．３情報統合の支援

会話を1'1心としてコミュニティ活IMIが行われると，メッセージなどの情報が蓄

積される．この蓄積備報を処理して参加者に適切なフィードバックを'〕･えること

で．コミュニティ活動をさらに発腔きせることができる．このための支援が「怖

●Ｈｊ９ＣＬ申

↓

…識繍鱗

。極、漁５

ｊ法恥かｎ脚ルー部]軸』１．J坐1ＪⅦ
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報統合の支援」である．前述の語らい支援と菰なる部分もあるが，語らい支援が

船らい状況の理解を主目的とするのに対し，怖報統合の支援は付加価値の創出が

主目的であるといえる．

「PloVer」はメーリングリストシステムであり，過去に議論された紬題を時期

ごとに提示し，それを元に検索を行うことができる1161．Ploverの特徴は，キー

ワードの寿命への着目である．長期間にわたって何同も出現するキーワードは，

そのコミュニティで常倣化している話題を示し，短い期間に集中して商い頻度で

出現したキーワードは，その時点で話題となっていた流行性の高い諦題であると

判断できる．Plovcrはこの判断を用いて提示する括弧を選択している．

「CoMeMo-Community」は,知識の共同創出を支援するシステムである{171．

各参加者は連想表現を用いて，知識をデータベースに祷える．連想表現とは，情

報1111に関連があることのみを示すものである．次にある話題を仮想会話空間に与

えると，各参加者の分身エージェントが連想データベースから関連するNi報を選

んで付け加えていく．こうして，各ユーザは興味ある共通の話題を見つけたり，

実際に議論するのと同様に自己の考えを発展させることができる．

「パブリツクオピニオンチヤネル」は，CoMeMGCommunityと同じくコミュ

ニティ内の知識共有や知職創出を目的として，コミュニティ内で集めた情報を元

に物語を生成し，コミュニティのメンバに向けてテレビのように放送することを

目指している{171．

蕃稲情報を利用する形態での支援としては，他に協調フィルタリングがある．

これは興味を同じくする人々の情報を収集し，それを提供することで，各人の噌好

に合致する情報を選び出す技術である．例えば，音楽や映画のタイトルの推薦に

利用きれつつある．日常生活でも，同じジャンルの青楽が好きな人から自分がま

だ聞いたことのないＣＤタイトルを教えてもらうことがある．これをコンピュー

タネットワークを用いて大規模に行うものである．
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３．４コミュニティ作りの支援

本節では，コミュニティ形成支援システムＣ〔〕mnluIlityOrgfmizcrについて説

明する1181.

3.4.1これまでのツールの問題点

ボランティア活動や音楽活動などのコミュニティを形成しようとする場合の簡

便な方法は，Ｗもb掲示板にメンバ募集の案内を出すことである．その後，メール

での悩報交換などを通してコミュニティが形成されることになる．しかし，この

方法では，どのようなコミュニティが形成されるのかまったく予測できない．参

加希望者がまったくいない，あるいは小規模なコミュニティを作りたいのに参加

希望者が殺到する，といったことが生じる恐れがある．参加条件を変更すれば参

加希望肴数を綱終できるが，参加条件と希望者数の関係を把握することも容易で

はない．

一方で，YenLaのようなエージェント技術を用いた引き合わせサービスが存在

する．しかし，どのようなメンバが望ましいかといったことは会話をしていく内

に明らかになることも多く，あらかじめ詳細な条件を与えることは容易ではない．

そのため．質の高いコミュニティの形成は容易な作業ではない．

コミュニティ形成の難しさは，メンバ募集に応蕊する側にとっても何械である．

コミュニティ形成過程において災付lそのものが見えるわけではないため，どのよ

うなコミュニティが形成されるのか予測できない．よって，そこにとどまるか，

別のコミュニティを探すかといった判断に悩むことになる．

上述の議論をまとめて，コミュニティ形成支援における必要事項を以下にあげる．

。様々な条件設定の結果を推測できる材料を提供すること

人と人のコミュニケーションにおいて，一度起こったことは取り消せない．

よって，実際に様々なメッセージを送ってみて反応を調べることは好ましくな

い．しかし，試行錯誤的なことが一切できなければ，成り行き任せのコミュニ

ティ形成となり，質の高いコミュニティの形成が難しくなる．


