地域コミュニティブランドと呼ばれる，地域活性化のための手法を用いて，地
域活性化を推進しています．

地域コミュニティブランドでは，地域において，地域活性化のためのPF(プラッ
トフォーム）を導入することを提案しています．
以前のＩＣＴの世界では，システムＡ，システムＢ，システムＣというように分野
ごとに一つ一つ，ゼロからシステムを構築していました．
そのため，人・お金などの開発コストがかかる，開発期間が長くなる，バグが
枯れないなど品質が向上しない，ノウハウの共有が困難になる，重複したシ
ステム開発が行われてしまう，システム間の連携が困難になるなどの，問題
を有していました．
これらの問題を解決するために，ＩＣＴではプラットフォームの導入を図りまし
た．たとえば，WINDOWSやＵＮＩＸ（ユニックス）といったＯＳの導入です．
これにより，システム開発者は，システムをゼロから開発するのではなく，アプ
リを開発するだけでシステムを構築することが可能になりました．
すなわち，ＯＳなどのプラットフォーム上でアプリを動作させることでシステムを
簡単に構築できるようになったのです．
この考え方をさらに拡張したものがクラウドです．クラウドでは，ネットワークを
介してプラットフォームの機能を利用します．
このようなプラットフォームの導入，すなわちシステムの標準化が，ＩＣＴ業界の
発展に大きく寄与してきました．
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地域コミュニティブランドでは，更に，地域活性化PFをP2Pネットワーク理論
に基づいて運営することを提案しています．
P2Pネットワークは，自己組織化型，自律分散協調型の最新のネットワーク理
論であり，スカイプ，FinTech（ブロックチェーン），NTTフレッツ光サービス（グ
リッドサービス）などの商用サービスにおいても採用されているネットワーク理
論です．自由度が高く柔軟なボトムアップ型のネットワークを低コストで構築で
きる点に特徴があります．
地域コミュニティブランドでは，このP2Pネットワーク理論を，地域における人
的ネットワークや地域コミュニティの構築，地域資源や地域活動の繋がりに活
用できないかと考えました．
つまり，P2Pネットワーク理論によって繋がった地域資源や地域活動が，地域
活性化PFそのものになると考えたのです．

現在の地域活性化においても，以前のICT業界と同様の課題を抱えていると
考えています．
これまでの地域活性化においては，課題解決型と呼ばれる手法が用いられて
きました．課題解決型では，地域での解決したい課題や活動の問題点を洗い
出します．
それらを体系的に整理することで課題の本質を明らかにします．その後，個々
の課題の解決に向けて，具体的な方策やアイデアを一つ一つ提示していきま
す．
この手法は，ICTにおいてゼロからシステムを開発したように，一つ一つ手作
りで地域の活動を構築していく必要があります．そのため，多大な活動コスト
がかかる，実現するまでの期間が長くなる，活動の品質が向上しない，ノウハ
ウの共有が困難になる，重複した活動が行われてしまう，活動の連携が困難
になるなどの同様の問題を有していました．これらの問題は疲弊している地域
活性化においては大きな負担となってしまいます．
そこで，地域コミュニティブランドでは，ICTにおいてOSやクラウドのようなプ
ラットフォームを導入したように，地域においても地域活性化のためのプラット
フォームの導入を提案しています．
これにより，地域活性化プラットフォーム上で地域の活動や課題解決を低コス
トで効率よく展開することが可能になります．また，活動の品質向上や，ノウハ
ウ共有，活動同士が繋がりやすくなるという効果も得られるようになります．
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クライアントサーバモデルと呼ばれる組織形態はこれまで用いられてきた最
も一般的な方法です．このモデルでは，サーバと呼ばれるPF管理者が，クライ
アントと呼ばれるPF運営者を管理・制御することでPFの運営を遂行します．ク
ライアントは，サーバを介してのみクライアント間でのコミュニケーションが可
能になり，サーバの指示に基づいて行動するトップダウン型の組織運営を行
います．
そのため，クライアントサーバモデルでは，サーバを介したプラットフォーム
のきめ細かな運営が可能である反面，次の問題を有しています．サーバを維
持するためのコストが負担となります．
サーバが退去・ダウンするとプラットフォームの運営が崩壊してしまいます．ク
ライアントの数が増えると，サーバの応答性が悪くなります．クライアントの数
が増えると，サーバの処理能力を向上させる必要があります．
これに対して，P2Pモデルはサーバが存在しません．PF運営者はピアと呼ば
れる動作主体（最小の自律分散主体）として仮想化され，ピア同士が直接コ
ミュニケーションすることでPFを運営します．そのため，柔軟でスケーラビリ
ティの高いボトムアップ型の組織運営を持続的に低コストで可能にします．
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現在，熊本では，メディア企業，IT企業，行政，NPO団体，大学など約５０の
ピアがブローカレスで繋がることにより，地域活性化のためのPFを形成・運営
しています．今回，新たに金融機関として，熊本信用金庫がピアとして地域活
性化PFの運営メンバーとして加わることになりました．
新たに金融機関がピアとして加わることで，新たな繋がり，新たな化学反応・
連鎖反応が起き，熊本の地域活性化がより進展することが期待されます．
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地域コミュニティブランドの提唱者である星合教授は，ネットワーク，コン
ピュータ，オペレーティングシステム，ソフトウエア工学などのICTの専門家で
す．
１９８６年にNTT研究所に入所すると，オールジャパンで国産のオペレーティ
ングシステムの研究開発を推進していたトロンプロジェクトに配属されました．
ここで，約７年間，オペレーティングシステムの研究開発や標準化に従事する
とともに，OSカーネルの仕様設計責任者を務めました．
１９９５年，３３歳のとき，次世代ネットワークの研究のため，米国のベルコ
ミュニケーション研究所に２年間留学しました．ここでの，経験が１９９８年のブ
ローカレス理論の提唱につながりました．発表当時，まったく注目されなかっ
た，ブローカレス理論ですが，２０００年のグヌーテラやナップスターといったＰ
２Ｐファイル交換アプリの登場により，ブローカレス理論が世界初のＰ２Ｐ技術
として，世界的に一躍注目されるようになりました．それ以降，ブローカレス理
論を用いたネットワークシステムの実用化に向けての研究開発を推進しまし
た．
２０１１年以降は，Ｐ２Ｐ技術を用いて，地域における人的ネットワークの形成
や，地域資源をブローカレスで繋げることで，そこから地域活性化やコミュニ
ティビジネスの創発を図ることを目的とした「地域コミュニティブランド」の研究
を進めています．
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