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特集記事

情報システムによる都市と農村のコミュ ケーション

唐 崎卓也*・山本徳司 *

〔キーワード) 情報システム，コミュニケーショ

ン，都市農村交流，農産物直売，動画配信

1 .はじ めに

都市農村交流活動は，全国各地で活発に行われて

いる.農村の持つ自然や文化を生かした交流は，都

市住民にとっては癒しを，農村住民にとっては農村

に対する都市住民の理解の増進，滞在客の受入や地

場産品の販売による収入機会の増大など，双方にメ

リットをもたらしている.

2003年には「都市と農山漁村の共生 ・対流推進会

議(オーライ !ニッポン会議)Jが設立され，関係

各省の連携のもと，行政による都市農村交流活動へ

の支援が本格化 した.そこではキーワードとして

「共生 ・対流」が用いられている共生 ・対流」

とは， i都市と農山漁村の間で，おEいの魅力を享

受できるような互恵的な関係を構築し，w人 ・もの ・

情報』が循環する状況を創出することJ (同会議)

とされる.つまり，都市と農村のいずれか一方向の

人的交流にとどまらず，双方向性と循環を含む交流

を意図している.

「人 ・もの ・情報Jのうち 情報 」は 「人 ・も

のJの交流を促進し，都市と農村あるいは生産者と

消費者の心理的な距離を縮める役割を果たす.ICT 

注 1)技術の進化とも相まって，インターネットや携

帯電話を介した情報システムの活用は，都市と農村

の新たなコミュニケーションを生み出す可能性を

秘めている.

本稿では情報に焦点をあて，農業教育や農産物直

売を対象と した取組みを中心に，情報システムを用

いたコミュニケーションについて考察する.

2. 情報システム

とコミュニケーション

近年， ICT技術の進化が著しい.ICT技術は特定

.~I虫立行政法人農業 ・ 食品産業技術総合研究機僧農村工学研究所

(Takuya Karasaki， TokuリiYamamoto) 

の技術を示すものではないが，象徴的な概念として，

ユビキタス， Web2.0がある.ユビキタスは，遍在

する情報に対し迅速かっ自由にアクセスできる環

境，技術を示すユビキタスネットワークの拡大に

よって，利用者のすそ野が広がりをみせる中，

Web2.0とは，こうした多数の利用者が OSや端末

の制約を受けることなく ，Webをプラットフォーム

として結びつき，さまざまな形態の協働を可能とす

る概念を示す.その特徴は「利用者参加J， iオー

プン志向」にある.ブログやソーシヤル・ネットワー

キング ・サービス (SNS) に代表される利用者発信

型のサービスがこれにあたる.総務省調査によれば，

これらのサービスは 2006年 3月末で，ブログ登録

者が 868万人， SNS登録者は 716万人(総務省 2006)

に上るなど，社会現象ともいえる爆発的な利用者数

の伸びをみせている.

こうした傾向は，情報の意味が 「静的情報」から

「動的情報jへと変化しつつあることを示している.

情報には静的情報と動的情報の二つの側面がある

(金子郁容 1992).静的情報はすでに「あるもの」

とする考え方であり，それに対して，動的情報は相

互作用の中から「生まれるものJとする考え方であ

る.そして，情報に関して重要なことは，情報を隠

すことではなく ，進んで人に提示 し， 相手から提示

された意見に対して自分の考えを提示するという

循環のプロセスをっくり出すこととされる.つまり，

それが動的情報の考え方であり，ネットワークとは

この動的情報が発生するプロセスであるとしてい

る.

こうした情報の捉え方は，都市と農村の交流やコ

ミュニケーションを図るうえで，大きな視座を与え

注1)ICT (Infonnation&Communication Technology) 
は，情報 ・通信に関連する技術一般の総称である.
従来用いられてきた ITとほぼ同様の意味であるが，
コミュニケーションが具体的に表現されている点に
特徴がある.ネットワーク通信による情報 ・知識の
共有が念頭に置かれた表現といえる.
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る.動的情報は，アクセスする者同士で単に情報を

共有するだけでなく，共感と新たな関係性を生む情

報である.動的情報が生まれることは，同時に都市

と農村あるいは消費者と生産者間のネットワーク

を生むことにつながる.

都市と農村のコミュニケーションを促進するた

めには，情報の共有はもちろん，共感へとつながる

動的情報のプラットフォームを用意する必要があ

る. ICT技術の進化は，こうした動的情報を扱う情

報システムの構築を可能にしつつある.

しかし，現状ではこうした情報システムが実用化

されているとは言い難い.農村部には，依然として

テ守ジタル ・ディパイド問題や，コンテンツ化の遅れ

といった障壁がみられる.都市と農村をつなぐ情報

システムの開発は，まだ途上にあるといえるだろう.

3. 農村の情報 コ ン テ ン ツ

農村には，農業，食材，自然資源、，伝承文化など，

魅力あるコンテンツが豊富に存在する.こうした農

村のコンテンツが都市住民にとって十分な魅力を

持ちうることは農家の嫁の事件簿」 注2)にみら

れる農村の日常を描いたブログやザ!鉄腕 !

DASH! 日本テレビ系) Jをは じめとする農業

や農村を情報素材とするテレビ番組が人気を博し

ていることにも表れている.いずれも，農村にある

情報素材にエンタテイメント性をもたせてコンテ

ンツ化していることに共通点がみられる.画像や動

画による映像情報がそれを演出している.

農業 ・農村に関わるコンテンツ配信には，これま

で主に紙面を媒体とするテキストや静止画像が用

いられてきた.これに対し，動画はテキストや静止

画像では伝えにくい，口調や表情といった感情の

デ、イティールまで表現できる.共感を生むコミュニ

ケーションには動画が有効と考えられる.

動画の配信は，インターネット技術の進化，大容

量 ・高速通信の基盤確立，携帯電話の高機能化によ

り，身近な技術となりつつある.筆者らは，農業教

育や農産物直売を対象として，インターネットや携

帯電話を介して動画配信する情報システムの構築

注 2)ブログ「農家の嫁の事件簿」は2004年8月の開設
以来. 2007年 9月末現在までに，アクセス数は 1300万
を超える.ほぽ毎日更新され，一日平均のアクセスは数
万と推定される.
http://kamatsuta. way-ni白y.com/blog/ (2007年 11月確認)

を行っている.以下にそれらを紹介する.

4 動画によるコミュニケーション

(1)小学校での農業教育

動画によるコミュニケーションは，近年総合学習

で取り組まれている農業教育での活用が期待でき

る.たとえば，現地に赴くことが困難な農業現場や

専門機関からの，遠隔の課外授業が可能となる.複

数の遠隔地とのリアルタイム，双方向の通信環境を

確立すれば，システムを介して，生徒は同時に 2地

点.3地点で視覚的な体験を行える.単に知識の伝

達にとどまらず，遠隔地の人々との交流や，これま

で教室では体験しえなかった多様な教材を授業で

提供できる.

筆者らは茨城県石岡市立府中小学校，富山県富山

市立八尾小学校と協力し，携帯電話のテレビ電話機

能を用いた3者間で、の遠隔授業実験を行った.まず，

小学校の教室と 学外の遠隔地にいる講師とテレビ

電話機能を持つ FOMA (株式会社 NTTドコモ ・携

帯電話)で結ぶ.画面をスクリーンに投影すること

で，教室内と講師がリアノレタイムで意思疎通できる

(図1)

2003年に 2回にわたり遠隔授業の実験を行った.

まず，専門研究機関である中央農業総合研究セン

ターと結び，研究者が講師となり，稲の品種や成長

についての授業を行った.続いて，農村工学研究所

の研究者が講師となって，ツルレイシ(ニガウリ)

の成長について授業を行った.

必要な機材は. FOMA2台，プロジェクター，マ

イクなどである.これに FOMAテレビ電話の通話

ロ三回 :専門機関や ];jJ:z:!'"，iT |研究所 |
: 現場からの しニニニιJ
. 遠隔授業 : 講師••••• ~~ 守3 

tY 

§ 
畑
町

-H

ぎ
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生徒

図 l 携帯電話を活用した遠隔授業

料が従量制で課金される.簡易な機器構成でシステ
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ムが構築でき，通信環境には FOMA通信網があれ

ば，このシステムの稼働が可能となる.

(2)農 産物を介した 情報発信

1)農 産物を 介 し た 動画配信の意義

BSEや産地偽装問題を契機として，農産物流通の

現場では生産履歴情報の開示が求められるように

なった.また生産者の顔がわかる野菜Jという

ネーミングに代表されるように，生産者情報を庖頭

POPや農産物のパッケージに付加して配信する農

産物販売は一般化しつつある.すでに，携帯電話で

の読み取りが可能な QRコード、を農産物のパッケー

ジに貼付し，生産者情報をインターネットで閲覧す

るシステムは，多くの生産地で導入されている.中

でも，生産履歴情報開示システムのプラ ットフォー

ムである rSEICA(青果ネットカタログ)Jは，生

産者が無料で使用できることもあり，多くの生産地，

生産者が活用している.

これまで，こうしたコンテンツには，テキストや

静止画像が多く用いられてきた.しかし多くの場合，

生産履歴を主とした定型の無機的な情報を扱うこ

とが多く，生産者が伝えたい情報やメッセージをコ

ンテンツ化するには限界がみられた.生産者側から

発信される情報の多くは，生産者と消費者の理解に

大きな差があり，消費者が情報の意味を理解しうる

有機的な情報に編集するには，より多くのコンテン

|システム構成図 E 

テぜジタノレヒ‘デオ.-
-V 

インターネット

〆

数分間の番組に編集
MP4形式で保存

ツを作らざるをえない.

インターネットや携帯電話を用いた生産履歴開

示システムを管理する複数の担当者に聞き取って

みたところ，いずれも最初のアクセス数は伸びるも

のの，その後のアクセス数は伸びず，システム運用

コストに対して，導入効果を疑問視する声が聞かれ

た.現状では，テキストベースの生産履歴情報(農

薬 ・肥料の銘柄，散布回数，散布日など)は安

全Jを担保するものであるにせよ安心Jや「関

心」を引き出しているとは言えない.これまでの生

産履歴情報の開示は，生産者の人柄や努力の軌跡と

いった，人そのものに関わる情報を伝えるすべを持

ちえなかった.共感するコミュニケーションを実現

するには，こうした農産物が生産されるまでに関わ

る人や地域に関する情報を，受け手が共感できる形

態に編集し，提供することが必要である.

この点で，動画は生産履歴情報を消費者に理解し

やすく岨H寓するだけでなく，編集によって生産者の

メッセージやエンタテイメント性を付加できる.生

産者と消費者，都市と農村聞のコミュニケーション

を生み出すには，適したコンテンツといえる.

2)携 帯 電 話 に よ る 動 画 配 信 実 験

これまで農産物直売所を対象に，携帯電話を用い

た動画配信実験を行った.NTTドコモの FOMAテ

レビ電話配信サービスである rvライブJ (図 2)

テレビ電話

〆、、、
、・，d

ノ アーカイブ
番組表の作成

(ビデオアーカイブ'公開の手順)
①デジタノレヒFデオで現場の撮影

②パソコンソフトでMP4，3GP形式で保存
③NTTドコモVライブセンターにファイノレ転送
④番組構成づくり(NTTドコモ・Vライブサービスの契約が必要)

図 2 Vライブ方式のシステム構成
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図 3 携帯電話の動画再生画面と商品ラベル

および同社のパケッ ト通信サービスによる動画再

生機能 Ijモーション」の二つの方式を用いた

2004年 11月，茨城県つくばみらい市の地域物産

センター(農産物直売所) Iほっとやわら」にて，

Vライブによる配信実験を行った.Vライブは

モーションとは異なり，再生時間に制限がないこと

に特長がある.また，番組プログラムを編成できる

とともに， リアノレタイム配信が可能である.

まず，トマトを出荷する生産者l名の協力を得て，

生産履歴や生産者のメッセージを含む動画コンテ

ンツを，動画ファイルとして作成した(図 3) .最

長 2分に及ぶ 4つの動画を公開した.来庖客は，売

り場のPOPや商品パッケージに貼付されたQRコー

ドを FOMAで読み取ることで，動画ファイルにア

クセスできる.

また 2005年 4月には， 12名の生産者の協力を得

て，同直売所の模擬盾にて iモーション方式による

配信実験を行った.前述の V ライブでは，配信に

NTT ドコモのホスティング、サーバ契約が必要で、あ

り，月々の使用料が課金される.また，携帯電話で

視聴するには， FOMAテレビ電話の通話料が視聴時

間に応じて従量制で課金される.これに対し， 1モー

ション方式は，同じ NTT ドコモのサービスである

が， 一般のインターネットサーバに動画ファイル

(3gp形式)をアップロードすれば，携帯電話での

動画再生が可能と なる.視聴にはファイルサイ ズに

応じたパケッ ト料金が課金される.動画の再生時間

は最大で約 60秒以内と短いが， V ライブと比べて

安価な動画配信が可能である.

これら 2回の配信実験では，来客を対象に携帯電

話の動画配信に対する意識調査を行った(第 l回 50

名，第 2回 167名).その結果，動画視聴後の生産

者に対する親近感については，視聴者の 8割以上が

「親近感を感じたj と評価している.コンテンツに

対する評価では，コマーシャル的な短いメッセージ

の動画ではなく，ス トーリー性をもっ，まとまった

内容を望む傾向がみられた.内容では，生産者から

のメッセージだけでなく ，出荷予定や予定価格のよ

うな購買の参考となる実用的な情報，家庭菜園に役

立つ情報など，多様な情報が求められている.

一方，携帯電話での配信による課題も把握された.

動画視聴にかかる費用は，無料または lアクセス当

たり 10円以下でなければ利用しないといった指摘

や，携帯電話に使い慣れない利用者からは動画再生

の操作の難しさが指摘されるなど，現在の携帯電話

サービスでは解決されていない課題が見受けられ

た.また，携帯電話の特長である情報の双方向性に

欠け，携帯電話で配信することの特長が生かされて

いないといった指摘もみられた.

3)インターネットによる動画配信

東京都調布市にあるクイーンズ伊勢丹仙川底で

直売コーナーを運営 している JAマインズ神代農産



平成 19年度全国農業青年交換大会 ・奨励賞を受賞

するなど，高い評価を得ている.

しか し，課題もみられる.ホームページへのアク

セスは，配信開始後は 1日平均で約 3件みられたも

のの，現在では約 l件に減っている それは更新が

これまでに行われていないことに起因すると考え

られる.一度閲覧した利用者による再アクセスは期

待できず，最近のアクセスは，初めてアクセスする

利用者のみに限られていると推測される.

こうしたホームページへのアクセス確保には情

報更新が最も重要といわれる.動画だけではなく，

文字情報を含めたホームページ内のコンテンツ全

体のあり方を整理し，情報の鮮度を保つ仕組みをつ

くる必要がある.また，技術面では動画ファイル作

成の省力化が求められる.一般に，動画ファイルの

作成には，動画再生時間に対して数十~百倍に及ぶ

動画情報素材の編集が必要といわれている.筆者ら

が行った一連の動画配信試験でも， 一つの動画編集

に要した時間は，再生時間に対して約 100倍を要し

た.こうした動画作成にかかる労力は情報更新を制

約する要因となっている.

4)交歓価値の創出

神代直売会の情報配信の試みは，コミュニケー

ションの基盤となるプラットフォームを用意した

初期段階にあるといえる. しか

し課題を抱えつつも，副次的

な効果をもたらしている.それ

は，前に述べた動的情報による

コミュニケーションと関連して

いる.

まず，動画を含めたコンテン

ツ作成の過程では，生産者， JA， 

普及センター，筆者ら専門機関

との協働を生んだ. 2006年 12

月には， 4者の協働により ，直

売コーナーを利用する消費者と

の交流ワークショップを行った.

このワークショップでは，国場

見学や意見交換の他，携帯電話

による動画再生の実演を行い，

利用方法の普及を図った.

コンテンツ作成にあたっては，

生産者が参加して勉強会を行っ
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物直売会(以下，神代直売会)では，インターネッ

トによる動画配信を行っている.神代直売会では，

筆者らとの協働により， 2005年 12月消費者に向け

て，携帯電話用とパソコンブラウザ用のホームペー

ジをそれぞれ立ち上げた.その中の生産者紹介ペー

ジから動函ファイノレにアクセスできる.携帯電話へ

の配信にはモーション方式を用いた 庖頭で販

売している農産物の商品ラベルには URLが記載さ

れた QRコードが貼付されている.購入者は，これ

を携帯電話で読み取ることで，生産者のページにア

クセスできる.

動画ファイルの作成にあたっては，神代直売会を

指導する JAマインズ神代支庖および東京都中央農

、業改良普及センターの担当者の支援のもと ，生産者

自身または筆者らが生産現場で、撮影を行った.これ

までの調査結果をもとに，動画に必要な要素として

抽出した「生産者紹介し「農薬 ・肥料情報J， I作

業風景J， I生産状況J， I実用的な知識(野菜の選

び方)J ， I栄養価情報J， I調理方法Jの 7類型を

念頭において，生産者ごとに動画を作成した.デジ

タルビデオで撮影された動画を，筆者らが編集した

うえ，レンタルサーバで、公開している(図 4)

30数名の生産者のうち，これまでに 19名が動画

ファイルを作成した.こうした情報配信の取組みは，
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た.生産者と関係者のつながりを深める一つの機会

となった.また，神代直売会は生産者が主体的に参

加して運営されており，そのネットワークがすでに

存在したことも，コンテンツ作成が可能にした要因

といえる.このような情報の活用は，情報を介して

ネットワークが生まれるという動的情報の考え方

に通ずる.

近年，農村地域ではコンテンツを活用した地域づ

くりが行われている.農村を舞台にした映画や，地

域の民話や郷土食などの歴史文化資源を活用し，地

域内の交流や集客を行った事例がみられる.作成さ

れたコンテンツはもちろん重要で3あるが，コンテン

ツを生み出す過程での地域資源の発見 ・学習や，そ

れらを収集 ・蓄積 ・編集 ・発信するプロセス自体に

も価値がある.こうした価値は，コ ンテンツ作成に

関わる地域内の人同士，あるいはコンテンツの受け

手である地域外の人との交流やコミュニケーショ

ンを生み出すという点で交歓価値J (長谷川 ・

水鳥編著 2005) とも表現される.

神代直売会の情報配信の試みからは，情報がもっ

交歓価値を見出すことができる.それは，情報を介

してネットワークが生まれるという動的情報の考

え方とも一致する.情報システムにはそのプラット

フォームとしての役割が求められている.

5.情報システムの課題

情報が都市と農村のコミュニケーションに果た

す役割を「人・ものJの交流の促進にあるとすれば，

情報システムの開発には多くの課題が残されてい

る.今後に向けた主な課題を示す.

(1)エンタ テイ メン卜性のあるコン

テンツ 開 発

コミュニケーションを促進する動的情報には，共

感や関心を呼び起こす要素が必要である.それは，

生産履歴情報に求められる正確さ，信想性よりも，

エンタテイメント性にあると考えられる.それは情

報へのアクセスを誘う吸引力となる.

こうしたエンタテイメント性のあるコンテンツ

開発には，情報編集ノウハウやそれを担う人材が不

可欠である.筆者らの動画配信実験では，デジタル

ビデオと動画編集ノ号ソコンソフ トの使用によって，

動画作成を簡便に行うことができた.しかし，情報

編集のノウハウが乏しかったために，エンタテイメ

ント性の演出が不十分であった.動画編集だけでな

く，動画にアクセスするまでの仕組みを含めた一連

のプロセスをサポートするデ、イレクターの役割を

果たす人材が求められる.

それには，専門的知識を持ったボランティア人材

の育成，地域の NPO法人や定年後の人材を活用し

たコミュニティビジネス，専門技術者への外部委託

を想定したコンテンツ ・ビジネスの成立が期待され

る.

(2) rもの」の交流に向けた取り組み

「もの」の交流につながる情報システムとしては，

農産物のネット販売がみられる.しかし，差別化が

可能な一部の農産物を除けば，J苫舗での現物確認を

必要とする多くの農産物は，ネット産直では売り上

げ不振を招きやすい.これを解決するには，双方向

コミュニケーションによる関係性の構築など，ネッ

ト産直のマーケティング環境に適合したビジネス

モデルの確立が求められる(斎藤・平泉 2003) . 

こうした関係性の構築を考えるうえで， CSA 

(Community Supported Agriculture)が注目される.

CSAは消費者と生産者が連携して，地域内で農産物

を流通させる仕組みである.価値観を共有するコ

ミュニティを前提としていることから，情報を共有

し，共感につながるコミュニケーションが成立しや

すい環境といえる.こうした既存の人的ネットワー

クをベースとすることで，農産物流通を促進する情

報システムが有効に働くと考えられる.

しかし，現状では日本の CSAは有機農産物の流

通に限られ，また地域内での流通であるため，市場

規模はきわめて小さい.したがって，都市と農村問

で「もの」の交流を生むためには， CSAにみられる

価値観を共有しうるネットワークの構築にあわせ

て，それをベースにした情報システムの活用が考え

られる.

6. おわりに

本稿では，農業教育や農産物直売を対象に行った

動画配信の取組みをもとに，情報システムを用いた

都市と農村のコミュニケーションについて考察し

た.コミュニケーションを促進する情報のあり方と

して，動的情報の考え方が有効であることを述べた.

そして，情報の共通基盤となるプラットフォームと

して情報システムの意義がある.
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情報システムが都市と農村のコミュニケーシヨ

ンに寄与するには多くの課題があるが，動的情報の

活用を図ることで，新たなコミュニケーションの可

能性につながると考えられる.
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