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卒業研究要旨 

 

 

情報銀行とは、個人情報を預かって運用する銀行のようなサービスを提供する事業者のこ

とである。情報銀行の機能は、個人からの委任を受けて、個人情報を含むデータを管理する

とともに、データを利活用したい事業者に提供することで、データを提供した個人は、便益

を受け取ることが出来る。情報銀行は、2019年ごろから本格的に始動した新たなビジネスで

ある。 

情報銀行サービスを利用するには、情報銀行の公式サイトにアクセスするか、専用のアプ

リをダウンロードして会員登録を行うケースが多い。本人認証を完了させ、情報銀行に委託

する個人情報を、それぞれの情報銀行が提示する仕組みにそって登録し、情報銀行にデータ

を委託する。登録する代表的なデータは、生年月日、性別、身長、体重などの基本属性、性

格、ライフスタイル、行動情報等である。それぞれのサービスが収集したいデータによって、

登録するデータは様々なものがある。 

また、日本のあらゆる地域内での現状として、人口減少や高齢化により、地域経済の停滞

が問題として挙げられており、地域内でお金が回すための施策を必要としている。その施策

として情報銀行を、地域でデータを有効活用して活性化に役立てる地域型情報銀行として活

用するために、いくつかサービスが実施され始めている。本研究では、地域型銀行サービス

を取り上げ、研究を行った。 

そこで、まずは既存の地域型情報銀行サービスについて調査をした。次に地域型情報銀行

の課題と現状を知るために、文献調査をした。調査に基づいた解決策を考案し、既存サービ

スを評価するための指標を設定し、評価をした。調査と評価から、地域型情報銀行サービス

で必要である要素と、さらに追加するべき機能を考案した。そして、題材を決定し、説明と

プロトタイプを示しながら、地域型情報銀行サービスの具体的機能の提案を行った。 
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第一章 序論 

 

 

 

 

1.1地域型情報銀行とは 

まず、情報銀行とは、個人情報を預かって運用する銀行のようなサービスを提供する事業

者のことである。情報銀行の機能は、個人からの委任を受けて、PDS（Personal Data Store）

に預けられた個人情報を含むデータを管理するとともに、データを利活用したい事業者に提

供することで、データを提供した個人は、便益を受け取ることが出来る。PDS というのは、個

人情報を蓄積し管理するシステムのことである。 

本研究では、地域型情報銀行について、地域内で活用できるような情報銀行サービスとし

て定義する。 

  図 1-1 情報銀行の説明図 

 出展：情報銀行ナビ 情報銀行とは 

 

 

1.2研究の背景 

データ利活用が促進される現在、新たな情報活用サービスの１つとして情報銀行が挙

げられる。また、日本のあらゆる地域内では、人口減少や高齢化により、地域経済の停

滞が進んでおり、地域内でお金が回すための施策を必要としている。そのための解決す

べきテーマとして、Maas,観光、雇用創出、ヘルスケア等が挙げられている。これらの

テーマに共通することは、パーソナルデータを活用することが、それぞれに最適なサー



 

２ 

 

ビスを提供するのに役立つということである。そこで、情報銀行は地域で活用するのに

向いているサービスであると考えた。既に地域内での情報を活用して活性化するために、

情報銀行サービスの実証実験や実用化が開始されている。しかし、情報銀行サービスは

未だ普及はしておらず、パーソナルデータの漏えいのリスクや、利用者が情報銀行にデ

ータを預けるメリットが明確でないことが現状である。 

 

 

1.3研究の目的 

 本研究の目的は、２つある。 

１つ目は地域型情報銀行サービスの事例と関連文献を調査に基づいて、現状問題を挙げ、

解決策の提案をすることである。 

2 つ目は題材を設定し、地域型情報銀行の備えられるべき具体的機能について検討し、

提案することである。 

 

 

1.4論文の構成 

本論文は全 5章から構成される。 

第 1章では、序論として、情報銀行についての説明と、本研究を行うにあたっての背景

と目的を述べた。 

第 2章では、既存の地域型情報銀行サービスについて調査する。 

第 3章では、関連研究の文献調査を基に、地域型情報銀行の現状課題と解決策を考案す

る。 

第 4章では、題材を設定して情報銀行に備えられるべき具体的機能を提案する。 

第 5章では、結論を述べる。 
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第2章 既存の地域型情報銀行 

サービスの調査 
 

 

 

 

2.1 地域型情報銀行サービスの調査 

本項では、実存する 3 つの地域型情報銀行サービスについて調査した。 

地域型情報銀行サービスの事例はまだ少なく、情報銀行に関する書籍「情報銀行ビジネス参

入ガイド 利活用ビジネスから事業参入まで」(森田,2020)、「MyDataエコノミー パーソナラ

イズと情報銀行」(佐々木・春山・志田,2020)、「情報銀行のすべて」（花谷・前田,2019）、及

びインターネットに掲載されており、サービスの実証が進んでいた 3 つのサービスを選んだ。

さらにインターネットと文献から調査を行った。  

 

2.2.1 MINLY 

提供：中部電力・大日本印刷 

開始：2020 年３月５日サービスアプリ配布開始 

サポート:豊田市つながる社会実証推進協議会 

提携事業者数：79(1月 12日時点) 

ユーザー：豊田市民 

できること：アプリに居住地・興味関心・家族構成・お出かけ曜日等のパーソナルデータ

を登録すると、豊田市関連の施設のイベント情報や、地域の小売店からお得

なお買いもの情報やクーポンが届く。 

 データの提供、施設への QR コードチェックイン、買い物したレシートを読

み込み等から、ポイントと交換することが出来る。貯まったポイントは、引

換券と交換することができ、引換券を使って地域の施設で割引を受けること

が出来る。 

現在の段階：コロナウイルスの影響でほとんどのプロモーション予定が中止になってしま

ったが、2020 年度末までに 1 万ダウンロードを目標としている。地域型情報

銀行サービスとしての基本的な機能は取り入れているものの、利用者を大き

く伸ばすためのキラーコンテンツの追加を検討していく予定である。 
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      図 2-１ MINLY 画面の一部 

         出展：中部電力株式会社「地域情報提供アプリ MINLY」 

 

 

2.2.2 次世代型旅行エージェントサービス oide 

提供：JTB・大日本印刷 

開始：2018 年 12月 実証実験 

サポート：地域の事業者 

ユーザー：大日本印刷が運営する電子書籍サイト「honto」のユーザー 

提携事業者：100社程度 

できること：大日本印刷が運営する電子書籍サイト「honto」のユーザーが、実証実験に参

加し、「honto」に登録されたパーソナルデータと、購読履歴を提供し、京都を観光

した。さらに、嗜好を登録すると、個々のニーズに合った観光サービスやプランの

提案、QRコードアクセスによるスマート手続きを受けることができる。 

また、観光者から集めたデータを活用する地域の事業者のための、データを活用す

るための専用アプリがあることが特徴である。事業者専用のアプリでは、旅行者の

データ観覧、オファー・メッセージ送信、QR コードによる来訪者管理ができる。 

現在の段階：実証実験後のアンケートから、“おすすめ観光情報”を受け取るためのパーソナ

ルデータを提供する許容度は、日常生活時と比べ43.9％高いことが分かった。また、

サービスを利用した人の今後の利用意向は 81.8%と高かった。JTB の黒岩は、「パ

ーソナルデータを提供することをネガティブに感じる人も多いが、きちんとデータ

を活用して、本人が効果を実感できればポジティブな印象に代わるという手ごたえ

を得た」（森田,2020,p.123）と述べる。 
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             図 2-2 oide 画面の一部 

出展：株式会社 JTB・大日本印刷株式会「【観光】情報信託機能を活用した次世代型トラベル

エージェント実証について」） 

 

 

2.2.3神奈川県地域振興プラットフォーム 

 提供：フェリカポケットマーケティング 

 開始：2020 年 3 月構想発表 

 サポート：神奈川県 

 ユーザー：神奈川県民 

 事業者：行政機関・地域の事業者（数は不明） 

 できること： 地域の自治体・企業・店舗・住民を「相互に結ぶ」ことで、地域のコミ

ュニケーションプラットフォームを担い、地域の活性化に貢献する。 

地域の居住者がパーソナルデータを提供し、企業が参照できる基本の情報銀

行の機能に加えて、神奈川県と連携した機能がある。機能の１つとして、神

奈川県では未病の改善を目標としており、県の既存健康管理アプリ「マイ

ME-BYO カルテ」と連携し、蓄積されたヘルスケアデータを提供すると、デ

ータから有益な情報を受けることが出来る。また、県の目標である SDGｓ活

動に関するイベントや、血圧・体組成計測のイベントが地域のイオンで開催

され、参加するとポイントが貯まる。他に、官民データの利活用促進、共生
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社会の実現に向けた取り組みの推進に関する事業を行っていく予定である。

貯めたポイントを全国的に使われている電子マネーである WAON ポイント

と交換できる仕組みもある。 

現在の段階：神奈川県とフェリカポケットマーケティング株式会社とのデータ利活用によ

る社会課題の解決に関する連携協定を結び、サービスの提供が決定された。

現在、未だサービスは開始されていない。 

 

          図 2-3 神奈川県地域振興プラットフォーム 構想画面 

出展：フェリカポケットマーケティング「神奈川県との『データ利活用による社会課題の解決に関す

る連携協定』  のご案内 ～地域をむすぶ地域コミュニケーションプラットフォーム～」 
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第３章 地域型情報銀行サービスの

現状と課題 
 

 

 

 

3.1 地域型情報銀行サービスに関する文献調査 

関連文献について調査し、地域型情報銀行の現状と課題を抜粋し、分類をした。 

 

情報銀行の認知度に関して 

① 「生活者の間で情報銀行の認知度、知名度が低いこと」(森田,2020,p187) 

 

データ提供に関して 

② 「個人ユーザーに積極的にデータを提供してもらえるようなメリットをいかに

提示できるか」(佐々木・春山・志田,2020,p.208) 

③ 「個人の嗜好等に基づいて個人に最適化されたサービスや製品を受ける対価と

して、自らの情報を提供することに否定的な割合が、調査対象の 20か国中最も

高くなっている。」(総務省,2020,p238) 

④ 「地域のパーソナルデータをどう収集するか」(森田,2020,p178) 

 

データ利用に関して 

⑤ 「地域に根付いた小売店や飲食店、旅館などの事業者がパーソナルデータ活用

の経験が少ない点」(森田,2020,p178) 

⑥ 「パーソナルデータを管理する責任が負担となる」(山口・谷原・大島・渡辺・

菊池・庄司・高口,2020,p.Ⅲ-3) 

 

文献調査の結果、これら 6つの現状と課題を抜粋した。 
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3.2 課題と解決策 

 本項では、3.1で挙げた課題の解決策を、文献調査に基づいて考案した。 

 

 

(１)情報銀行の認知度を高める 

関連する文献番号 ①、②、③、④ 

概要 

・まずはユーザーに情報銀行について丁寧に説明し、仕組みを理解してもらう 

   ・地域で協力体制を構築 

 

 中部電力の黒木は、「『情報銀行』とは何かが周知されないと MINLY のダウンロー

ドには当然つながらない。情報銀行の知名度を高めることは、中部電力だけではな

く、情報銀行に関与するすべての企業にとって大きな課題だといえる。」(森

田,2020,p187)と述べる。  

 また、森田は、「パーソナルデータを積極的に提供してもらうには、委託したデー

タが安全に管理され、地域の事業者などに第三者提供されることで便益を受けられ

るという『情報銀行』の仕組みの認知を広めることが最初の課題となる」(森

田,2020,p190)と述べる。 

 地域型情報銀行だけでなく、すべてのカテゴリにおける情報銀行サービスにおけ

る第一の課題として、ユーザーに情報銀行の仕組みを理解してもらう必要があるこ

とが分かった。 

ユーザーに情報銀行の仕組みを理解してもらうためには、情報銀行にはじめて触

れる人でも理解できるように丁寧な説明を行うことが必要であると考えた。また、

地域型情報銀行の認知度向上のためには、地方自治体や地元の有力企業との協力体

制を構築することによって、ユーザーがサービス内容に安心が得られるだけでなく、

データを第三者提供する地域の事業者からの信頼を得やすくなると考えた。 

 

 

(２)プライバシーと安全性への配慮 

関連する文献番号④ 

概要 

・情報銀行認定の取得 

・ユーザーに情報銀行について丁寧に説明し、仕組みを理解してもらう（（１）同様） 

 ・地域で協力体制を構築（（１）同様） 
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 サービスを提供する企業は、IT連盟による情報銀行認定である「通常認定」ある

いは「P 認定」を受けることによって、安全に情報銀行サービスを提供できると認

定されている企業であることを証明できる。安全性を分かりやすく証明すれば、ユ

ーザーもデータを提供してもいいと思えるのではないか。 

 また、（１）で述べたように、ユーザーに情報銀行に仕組みを丁寧に説明して安

全性を理解してもらうことと、地方自治体や有力企業との協力することは、認知度

の向上だけでなく、ユーザーにサービスを利用するにあたっての安心感を与えるこ

とが出来る。 

 

（３）サービスを使用するメリットを明確にする 

関連する文献番号 ② 

概要 

・データ提供の対価に、体験・有用な情報を提供する。 

・ポイントやクーポンの利用方法を明示する 

 

多くの情報銀行サービスでは、データの提供の対価としてポイントやクーポンを

提供している。そこに魅力を感じて情報銀行を利用したいと考えるユーザーも一定

数いるだろう。 

しかし、佐々木らは「多くの実証実験では『ユーザーの多くは金銭やポイントの

提供にはあまり魅力を感じておらず、データ提供のインセンティブとはなりにくい』

という検証結果も出ている」(佐々木・春山・志田,2020,p.46)と述べる。 

そこで、ユーザーがサービスを使用するメリットとして、ポイントやクーポンな

どのお金代わりになるものよりも、サービスを利用しなければ得られない体験や情

報を求めていると考えた。例えば、観光地での特別プランや、集められたデータか

ら災害情報を知ること等が例として挙げられる。また、2.1.2 で調査した、情報銀

行の対価として、旅行に関するプランや特別な体験を提供された「次世代型旅行エ

ージェントサービス oide」の実証実験の満足度が高かったことも、ユーザーは体験

や、目的の情報を求めてサービスを使いたいということが分かる。 

ポイントやクーポンに関しては、2 章で既存サービスを調査した際に、ポイント

やクーポンが得られるのは嬉しいが、それらがどこで、どのように利用できるのか

が分からないという感想を持った。ポイントやクーポンをサービスのメリットとし

て魅力を感じてもらうには、ポイントやクーポンが使えるお店を一覧で表示するこ

とや、ポイントやクーポンの集め方、利用方法を明示することが有効だと考えた。 
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（４）データの活用に慣れない事業者にやさしい対策を設ける 

関連する文献番号 ⑤、⑥ 

概要 

・データ活用容易化のための対策 

 

データを活用する地域の事業者向けにデータ活用法について講習会を開催するこ

とや、データ活用者専用に集めたデータを簡単に活用できるようなプラットフォー

ムを作る。 

 

 

3.3 既存の地域型情報銀行サービスにおける解決策の実施状況 

3.2 で述べた解決案が既存の地域型銀行サービスで実施されているかを評価する。課題と

解決策を踏まえて、以下の（A）～（D）の評価指標を設定し、指標の詳細について述べる。 

 

（１）及び(２) の課題から「協力体制」について重要であると考えられた。 

そこで以下の指標を設定した。 

（A）協力体制 

・（A-1）地域との協力体制が整っているか。 

・（A-2）サービスを認知してもらうための取り組みが見られるか。 

（２）の課題から「安全性」について重要であると考えられた。 

そこで以下の指標を設定した。 

（B）安全性 

・（B-1）情報銀行認定を受けているか。 

・(B-2)ユーザーに情報銀行について分かりやすく説明できているか。 

 

(3)の課題から「サービスを利用するメリット」について重要であると考えられた。 

そこで以下の指標を設定した。 

 （C）サービスを利用するメリット 

・ユーザーがデータを提供しようと思えるようなメリットや報酬があり、分かりや

すく提示しているか。 

 

（４）から「データ活用の取り組みやすさ」について重要であると考えられた。 

そこで以下の指標を設定した。 

 (D)データ活用の取り組みやすさ 
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・データ活用に慣れない人を手助けする機能や対策があるか。 

 

 

3.3.1 MINLY の評価 

（A）「協力体制」 

・（A-1）サービスが利用される豊田市がサポートを行っているため、協力体制は

整っていると言える。さらに市の有力企業とも連携が出来ればいいだろう。 

・（B-2）ユーザーに情報銀行を知ってもらう機会として、2020年 3月にプロモー

ションを予定していたがコロナウイルスの影響で中止になってしまった。 

 ・（A-1及び A-2）地域の事業者との連携については、豊田市の商業施設「T-Face」、

駅前の商業ビル等の店舗に声をかけ、約 50 の事業者を集めてサービスの説明を行

った。現在は、豊田市の事業者であれば参加費用など一切なしで、MINLY の利用者

の中から取り扱い商品やサービスに興味を持ってくれそうな人に情報を届けるこ

とが出来る。地域の事業者がサービスに手軽に参入できる点では協力体制が整って

いると言える。 

 

（B）「安全性」 

・（B-1）P認定を受けている中部電力の提供である。 

・(B-2)地域型情報銀行プロジェクトの責任者を務める中部電力の黒木(2020)は、

「チャットボットでわかりやすくサービスの内容や利用規約を説明し、理解した人

がサービスを利用するという工夫をしている。」と述べる。すべてを理解するために

少々根気がいるため、途中で会員登録をやめてしまう人が一定数出てくるのはやむ

を得ないとしてまで、ユーザーに情報銀行について理解してもらうことを重要視し

ている。 

 

（C）「サービスを利用するメリット」 

    パーソナルデータを提供することによって、自分に合ったお得な情報やクーポン

 が報酬としてもらえる典型的なものである。ポイントの集め方や、クーポンが

 どこで使えるかを示した表がある点はよい。イベントやお買い物情報等、地域の多

 分野から自分に合った情報が得られることは、地域の知らなかった情報を知るきっ

 かけとなる。地域の様々な分野にわたって収集したパーソナルデータの中から、得

 た情報がユーザーにとって効果的であれば、ユーザーにとってサービスを使う

 メリットになるであろう。 
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（D）「データ活用の取り組みやすさ」 

   調査の結果、特にデータ活用への取り組みを容易にするための対策は見られなか

 った。 

 

 

3.3.2 oide の評価 

(A)「協力体制」 

  観光に関するサービスで、観光連盟と JTB支店がサポートしているため、観光の

 ための協力体制は整っている。加えて地域の自治体や企業との連携を強めていけば、

 ユーザーや地域の事業者がサービスに参入する際に、安心感や信頼感を与えること

 ができ、安全性の向上につながる。 

 

(B)「安全性」 

 ・（B-1）提供企業は P認定を取得していない。 

 ・（B-2）ユーザーに情報銀行を理解してもらうためのこだわりは、見られなかった。 

 ・その他の安全性に関する機能として、データを提供する個人は、提供先の選択に加え、

  事業者のデータ観覧と利用の証跡確認をすることが出来る。また、ユーザーがデ

 ータの提携を許可していても、情報銀行が提供するデータを一度フィルタリングし

 てから第三者に提供される。 

 

(C)「サービスを利用するメリット」 

  観光のためのサービスだと目的が明確であるため、観光に関する情報を確実に知

 ることが出来る。 

 ユーザーは、観光の情報を知りたい人のみに限定されるが、ユーザーは確実に求め

 ている観光情報を知ることができる。そのため、データを提供してもらえる可能性

 も高い。情報に加えて、事業者からサービスの利用者ならではの特別な体験を受け

 ることができる点が 1番の魅力である。 

 

（D）「データ活用の取り組みやすさ」 

  データ活用する地域の事業者専用のアプリがあるため、慣れない人でもすぐにデ

 ータ活用に取り組むことができる。  
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3.3.3 神奈川県地域振興プラットフォームの評価 

(A)「協力体制」 

  サービスは、県との協定に基づいて構想されており、他の地域型情報銀行サービ

 スよりもサービスが利用される地域が大きいことが特徴である。県という大きな自

 治体の下で始まったサービスであるため、協力体制の基盤はしっかりしていると言

 える。この先、県の指示に基づいてそれぞれの市や町の自治体、事業者との連携体

 制を整えていくことが重要であろう。 

 

(B)「安全性」 

 ・（B-1） P認定を受けているフェリカポケットマーケティングの提供である。 

 その他では、調査の結果、特に安全性のための特別な取り組みは見られなかった。 

 

(C)「サービスを利用するメリット」 

  地域で設定されている目標に対して、それらの達成に向かうような機能の搭載や、

 イベントを開催し、必要なデータを集めている。 

 例えば、SDGｓ活動の促進という目標に関して開催された、サービスと連携したイベ

 ントに参加することは、ユーザーが SDGｓに関わるきっかけと体験を提供してくれ

 る。 

  また、集めたポイントが、全国で使われている WAONポイントに交換できる点は魅

 力的であるが、ポイントの集め方や利用先が明示されていると良い。 

 

 

(D)「データ活用の取り組みやすさ」 

   調査の結果、神奈川県は官民データの利活用推進を目標に掲げているが、現時点で

 は、データ活用への取り組みを容易にするための機能は見られなかった。 
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3.3.4 評価のまとめ 

 3.3.1 から 3.3.3までの良い評価を、指標ごとに表にまとめた。 

 MINLY oide 神奈川県 

(A) 

協力体制 

・(A-1)市のサポート 

・(A-2)事業者へサービス 

説明会 

・(A-1 及び A-2)地域の 

事業者が手軽に参入可能 

・(A-1)サービスの内容に 

詳しい事業者との連携 

・(A-1)大規模な県のサポー

ト 

(B) 

安全性 

・(B-1)P 認定 

・(B-2)チャットボットと 

図を用いた説明 

・(その他) 

データのフィルタリング 

・(B-1)P 認定 

(C) 

メリット 

・ポイントの集め方と 

クーポンの利用先が分かる 

・得たい情報を確実に得られる 

・特別な体験の提供 

・全国で使えるポイント 

・地域目標達成のきっかけ 

(D) 

情報活用 

 ・データ活用者専用アプリ  

                   表 1 評価まとめ 

 

 3.4 既存サービスの改善点 

3.4.1 MINLY 改善点 

 データ提供に対して、確実にユーザーにとって価値のある情報を提供し、サービスを

利用するメリットを強化することが必要である。 

 また、地域の事業者がデータ活用への取り組みを容易にするための対策が必要である。 

 

  3.4.2 oide 改善点 

 提携事業者は情報銀行認定を取得する。ユーザーがサービスの利用を始める際に、情

報銀行について分かりやすく詳しい説明を設ける。 

 また、データを利用する事業者専用のアプリの機能を詳しく検討し、充実させる必要

がある。 

 

  3.4.3 神奈川県地域振興プラットフォーム 改善点 

 oide 同様にユーザーがサービスの利用を始める際に、情報銀行について分かりやすく

詳しい説明を設ける。神奈川県の目標を、ユーザーにはっきりと示す。 

 また、MINLY 同様に地域の事業者がデータ活用への取り組みを容易にするための対策
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が必要である。 

 

3.5 評価から考案した、新たにサービスに取り入れたい要素 

 サービスを評価した際に、さらに追加と検討をしたい要素を４つ考案した。これらの

機能は調査したどの情報銀行のタイプでも共通して取り入れたい要素である。 

 

① サービスを利用しなければ得られない体験や情報の提供の重視 

 情報銀行サービスの利用にあたって、ユーザーはクーポンやポイントを得ることよ

りも、体験や情報を求めているという研究から、体験や有益な情報を提供できるよう

なサービスの形を考え、次章で提案する。 

 

② 提携している事業者の一覧リスト 

 ユーザーにはそれぞれ、地域でよく利用するお店や、興味のあるお店があるだろう。

そこで、サービスと提携している事業者を表示することによって、ユーザーが目的の

店でサービスを活用できるか確認できるようにする。 
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③ クーポンが使える事業者リストに、魅力を紹介するページを追加 

報酬の種類の１つである、クーポンに興味を持ってもらうために、クーポンを何に

使えるのかを写真を入れた記事を作り、魅力を発信する。クーポンに惹かれてサービ

スを使う人の増加につなげる。 

 

④ データ利活用のための事業者専用アプリのさらなる検討 

 調査した既存サービス「oide」にはデータ利活用のための事業者専用アプリが用意

されている。データ利活用のためのアプリの機能を充実させることで、事業者にとっ

てサービスが格段と使いやすくなるため、次章で考案する。 
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第４章 地域型情報銀行サービス 

の具体的提案 
 

 

 

 

本章では、前章までの考察を踏まえ、題材を設定し、既存サービスの良い要素や、追加機

能を取り入れた地域型情報銀行サービスの具体的機能を考案する、 

 

4.1 題材の目的 

 サービスの題材の目的は、地域内の個人や事業者が抱える問題を、サービスを仲介して

投稿し、人々をマッチングさせ、問題解決・活性化に役立てることと、地域内のデータを

共有し有効活用してもらい地域の活性化に繋げることである。そのために、確実にデータ

や人材を集め、集めたデータを簡単に利用するための機能を搭載する。 

 

図 4-1 提案サービスの流れ図 

 

 

4.2 提案サービスの利用例 

 ここでは、地域の例として浜松市中区を挙げる。この地域の特徴は、交通網やお店等の

施設は、それなりに整っており、学生が多いという特徴がある。 

 サービスのターゲットは、活性化のためにデータ利用や広告をしたい地域の事業者ある
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いは、自分では解決できない問題や生活の手助けを求めている地域の居住者である。 

 これら２つのターゲットそれぞれの、サービスの利用と問題解決の流れを、例を挙げな

がら示す。 

 

 

4.2.1パターン１ 活性化のためにデータを利用や広告をしたい地域の事業者 

・ペルソナ１ 

           図 4-2 ペルソナ１ 

 

 ペルソナで紹介した A さんがサービスを利用して解決出来ることは 2 点ある。問題解決の

流れを図に示しながら説明していく。 

 

①学生に広告を送る 

・問題の詳細 

 魚屋の近くに大学があり、多くの学生が住んでいることから、新規顧客層として学生

を狙っているが、学生に店の存在をアピールするためのいい方法が分からない。 

 

・問題解決の流れ 

Aさんがサービスを利用してどのように課題を解決できるかを下図に示す。 
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              図 4-3 問題１ 解決の流れ 

 

広告を作成し、ユーザーの中から近隣の学生に限定して広告を送る。広告には、学生限

定のクーポン等を添付し、記事を見た学生が、興味を持って来店してくれることを狙い

とする。 

 

②アンケートから顧客の嗜好を知る 

・問題の詳細 

Aさんは魚屋の繁栄のために、様々なサービスを考えてきたが、何が最適なのかがはっき

りせず困っている。 

 

・問題解決の流れ 

 図 4-4 問題 2 解決の流れ 

 

 Ａさんは、アンケートを作成し地域のユーザーに回答してもらうことで、ユーザーが地域

の魚屋さんに何を求めているかなどを知ることができる。また、ユーザーはアンケートに回

答することでポイントを獲得できる。 

  

A さん 

サービスの 
利用 

学生向け 
広告の執筆 

ユーザーから 
学生を選択 

ユーザーから 
学生を選択 

学生 が 
広告を観覧 

来店 

学生限定クーポン 
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4.2.2 パターン 2 自分では解決できない問題や生活の手助けを求めている地域の居住者 

 

ペルソナ 2                    ペルソナ 3 

図 4-5 ペルソナ 2               図 4-6 ペルソナ 3 

 

 問題を抱えているペルソナで紹介した B さんがサービスを利用して解決出来ることを、問

題解決の流れを図に示しながら説明していく。 

 

① 問題を解決してくれる人を探してマッチングする 

・問題の詳細 

 B さんはアパートの洗濯機のホースの水漏れに困っているが、修理してくれる人がいな

い。 

  



 

２１ 

 

 

・問題解決の流れ 

   図 4-7 問題解決の流れ ２ 

 

 B さんは、洗濯機のホースの水漏れの修理を直してくれそうな人にオファーを送り、近

所に住む水道設備の業者である C さんとマッチングし、C さんに修理を依頼することがで

きる。 

 オファーを送る際には、サービスに登録されたデータや利用履歴から見合ったユーザー

を検索できる。 

 

 

4.3 サービスの特徴 

 3章では、既存サービスの評価から、新たに取り入れたい要素を考案した。本項ではそれら

の要素について紹介する。 

 

① サービスを利用しなければ得られない体験や情報の提供の重視 

ユーザーにサービスを利用しなければ得られない体験や情報の提供をするために、ユ

ーザー自ら求めている情報や体験、抱えている問題を投稿し、それらを提供、解決して

くれるような他のユーザーとのマッチングをサービスが手助けするという形を考案し

た。 

 

② 提携している事業者の一覧リスト 

 下図は、提携している事業者の一覧リストのプロトタイプである。このページから、
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サービスと提携している事業者の一覧が分かるだけでなく、ユーザーの興味を引くため

に、事業者の投稿や最新情報が観覧できるようになっている。 

           

           図 4-8 提携事業者一覧画面 プロトタイプ 
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③ クーポンが使える事業者リストに、魅力を紹介するページを追加 

下図は、クーポン利用可能店の詳細ページのプロトタイプである。クーポンの詳細や最

新情報をさらに詳しく表示している。 

         

          図 4-9 クーポン利用可能店詳細ページ プロトタイプ 

 

④ データ利活用のための事業者専用アプリ 

調査した既存サービス「oide」には、データ利活用のための事業者専用アプリが存在する

が、その詳細が不明であったため、ここでデータ活用アプリには何が必要か提案する。 

 

・Google フォームのようなアンケート作成と分析ができる基本機能 

まずは、アンケートを作成し、結果を表示するための以下の基本機能が必要である。 

 

 1．データ利用者がフォームに従って入力をすればアンケートが完成する。 

 2．アンケート結果を分かりやすく表示できる。 
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下図は Google フォームを使って作成した、アンケート作成と結果表示画面の例である。 

 

 図 4-10 アンケート作成画面プロトタイプ  図 4-11アンケート結果表示画面例プロトタイプ  

 

 

  ・分析のための追加機能 

 基本のアンケート作成と結果表示の機能に加えて、データ利用のために、より分析を

簡単に詳しく行うための機能を２つ考案した。 

 

 

   1．サービスの利用者にアンケートの回答を依頼する機能。年齢や属性によって選択も

できる。 

 2．結果から、条件を選択し、さらに分類することができる。 
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下図は、アンケート回答依頼機能と、さらなる分析表示画面のプロトタイプである。 

アンケート回答依頼画面では、ユーザーを条件によって決定し、範囲を決定して依頼を

送ることが出来る。 

アンケート結果表示画面では、質問や回答ごとに条件を設定し、様々な観点からデー

タの観測をすることができる。 

 

 図 4-12 アンケート回答依頼画面 プロトタイプ     図 4-13 詳細分析画面 プロトタイプ 

 

 

4.4その他サービスの特徴 

提案したサービスには、既存サービスとは異なる特徴が 2 つある。その 2 点について説明

する。 

① 事業者だけでなく、一般住民も自分から情報を発信できる 

既存サービスでは、地域の住民であるユーザーが地域の事業者からお得な情報や体

験、クーポンを目当てに、データを登録していた。あるいは、地域の事業者が住民から

必要なデータを得るために、住民にオファーを送っていた。既存サービスの特徴とし

て、事業者が主体となって住民にオファーや報酬を提供していることが挙げられる。

そこで、住民と事業者が求めるデータを共有するだけでなく、住民同士でもデータや

人材を共有し、住民自ら発信ができると、サービス利用の幅が広がると考えた。 

そのために、地域の住民自らが情報や体験を手に入れるために発信できるような機

能を搭載した。例えば、4.2.2で紹介した、住民が抱える問題を解決してくれる人を探

すためのマッチング機能である。他にも、住民が自由に文や写真の投稿からコミュニ
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ティの形成に繋がればいいと考えた。 

 

② ユーザーの評価機能 

 既存サービスにない機能として、登録された基本情報のデータと、ユーザーのサー

ビスの利用傾向の履歴から、ユーザーを評価する機能を考案した。 

4.2.1 で紹介した、特定のユーザーにアンケートを依頼する機能や、4.2.2 のマッチン

グ機能で、精度を向上させることに役立つ。 

 下図は、ユーザーを検索する際に、プロフィールと評価を参考にできる画面のプロ

トタイプである。 

 ユーザーのプロフィールを参照すると、基本情報だけでなく、過去のサービス利用

傾向や、他のユーザーの評価を参照できる。 

 

      図 4-13 ユーザーの評価参照画面 プロトタイプ 

  



 

２７ 

 

 

第５章 結論 

 

 

 

 

5.1 本研究のまとめ 

 本研究では、地域型情報銀行サービスの事例と関連文献の調査に基づいて、現状問題を挙

げ、解決策の考案をした。次に、地域型情報銀行サービスの題材を設定し、備えられるべき

具体的機能について提案をした。研究にあたって、情報銀行に関する複数の書籍、論文、ウ

ェブページを調査し、問題を分析して整理した。調査から、情報銀行サービスは未だ実証段

階であるものがほとんどであり、まずは情報銀行について人々に認知してもらう必要がある

いうことが分かった。 

 

5.2 今後の課題 

 情報銀行についてサービスを利用する人々に認知してもらうためには、サービスを活用す

る地域での情報銀行の啓もう活動を活発に行う必要がある。情報銀行の分かりやすい説明を

促すプロトタイプの作成や、サービスを活用する地域で情報銀行サービスを活用する体制を

整える等の対策を行い、情報銀行サービスを地域に浸透させていくことによって、地域の人々

が所持するデータがうまく流通させ、活性化に繋がると考えた。 

 多くが実証段階である地域型情報銀行サービスでは、実用化とユーザーの増加に伴い、新

たに検討するべき事項が増えるだろう。サービスの普及とともに、地域でサービスを活用す

るための政策と、新たな機能を考案していく必要がある。 

 提案した機能については、サービスの普及に伴い、多くのユーザーからレビューを得るこ

とで、役立つものであるかどうかが分かるだろう。 
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