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近年の ICT（情報通信技術）の発展によって，私たちの生活のあらゆる場面でそれらの恩恵を受
けることができるようになってきています．また，ICT 技術は単なる情報取得，情報処理の手段と
して用いられるだけでなく，XR（クロスリアリティ）などの新たな情報提示や体験を提示すること
にも用いられています．そのような中，従来，教育の現場においては，e-learning や教育管理など様々
な場面で ICTが活用されてきました．
教育における ICT 技術の歴史を振り返ると，初期の段階では単純な遠隔講義実現のための配信シ

ステムや進捗管理システムなど教育現場を補助する用途として使われていました．近年では，文部
科学省公表の「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策」で述べられているように，（1）学びに
おける時間・距離等の制約を取り払うこと，（2）個別に最適で効果的な学びや支援，（3）可視化が困
難であった学びの知見の共有や新たな知見の生成，（4）校務の効率化，が教育現場における ICT 環
境活用の意義として挙げられています．つまり，ICTは，単なる教育の補助的な要素としてではなく，
最大限の教育効果を得るために必要不可欠な要素として認識されています．
また，2020 年初頭から広がった新型コロナウイルス感染症拡大の影響による社会情勢の変化によ

り，教育の現場では大きな変革が求められることとなり，ICT の利活用が今まで以上に活発に実施
されました．例として，従来，対面で実施していた授業やセミナーなどにおいてオンライン化やオ
ンデマンド化などの対応が必須となったことで，オンラインでの実施に適した教育コンテンツの作
成やそれを配信・管理するための基盤構築などは，ICTなくしては実現できなかったものとなります．
本小特集では，このような背景の下，教育現場における ICT の活用事例やそれを支える技術につ

いて解説して頂きます．初めに，教育現場における ICT 利活用の変革，今後の展望について解説頂
きます．続いて，実際の現場における ICT を利用した教育の実例とそこで必要となる各種技術につ
いて解説をして頂きます．
本小特集を通じて，教育と ICT の関わりについて知見を深めて頂くとともに，今後の更なる議論

について一助となることを期待しています．最後に，本小特集の発行にあたり，御執筆頂いた皆様，
編集委員の皆様，査読，校閲に御協力頂いた皆様に感謝申し上げます．

小特集の発行にあたって
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1. はじめに

本記事では Raspberry Pi という小形コンピュータと

Scratch というプログラミング環境を使って，モータ

を 制 御 す る 方 法 を 学 ぶ．(1) セ ッ ト ア ッ プ 編 で は

Raspberry Pi に OS をインストールする方法を学ぶ．

以前，同様の記事を掲載して頂いたが (1)，インストー

ル方法が変わったので改めて説明する．

２.Raspberry Pi と Scratch について

(1) Raspberry Pi

Raspberry Pi はイギリスの Raspberry Pi 財団で開

発され，販売されている小形コンピュータである (2)．

本来教育用に開発されたが，産業用などにも利用されて

いる．15 種類以上のモデルがあるが，この記事では小

形・軽量で，ロボットに搭載しやすい Raspberry Pi 

Zero 2W を用いる．今回は OS のセットアップのため

に以下のものが必要である．

• Raspberry Pi Zero 2W

• USB-AC アダプタ：microB 端子，2.5 A 容量

• micro SD カード ： 8 GByte 以上 SDHC 

クラス 10 または UHS 製品

• 専用ケース

• USB microB の USB ハブ

• HDMI ケーブル：液晶ディスプレイに接続

• mini-HDMI ⇔ HDMI 変換コネクタ

ほかに OS を micro SD カードに用意するパソコン

（Windows OS）と HDMI で Raspberry Pi の出力を表

示する液晶ディスプレイが必要．また，本記事では無線

LAN で Raspberry Pi をインターネットと接続させる．

(2) Scratch

Scratch は MIT メディアラボが開発したプログラミ

ング環境である (3)．初学者でも簡易に視覚的にプログ

ラミングを学ぶことができる．最新のバージョンは 3.0

だが，ここでは計算パワーが非力な Pi Zero 2W でも動

作するバージョン 1（V1）を使う．

３. パソコン上での micro SD カードの準備

(1) SD メモリカードフォーマッターの用意

まず OS を用意するため，パソコンに micro SD カー

ドを挿入しフォーマットする．フォーマットには専用の

ソフトウェアを用いる．フォーマット用ソフトウェアを

下記 URL からダウンロードする（図１）．

https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter/

その Web ページ下部に図 2 のような表示があるので

Windows 版を選ぶ．

図 1　フォーマット用ソフトウェア

図 2　Windows 版のダウンロード

(2) micro SD カードのフォーマット

ダウンロードした zip ファイルを展開し，図 3 のセッ

トアップファイルを取り出す．ファイルをクリックし，
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図 7　フォーマットの完了

ブレターは D），クイックフォーマットする．図 7 のよ

うな表示が現れればフォーマットの完了である．

(3) Raspberry Pi Imager のインストール

Raspberry Pi OS を micro SD カードに準備するた

めに Imager プログラムをパソコンにインストールす

る．Imager は下記 URL から図 8 のようにパソコンに

ダウンロードできる．（原稿執筆時は v1.6.2．）

https://www.raspberrypi.com/software/

図 8　Imager のダウンロード

図 9　Imager のインストール

図 4 のようにフォーマッターをパソコンにインストール

する．図 5 のようにインストールが完了したら「完了」

をクリックしフォーマッターを起動する．図 6 のように

micro SD カードのドライブを選択し（パソコンにより

ドライブレターは変わるので要注意．図 6 の場合ドライ

図 3　セットアップファイル

図 4　フォーマッターのインストール

図 5　フォーマッターの起動

図 6　フォーマットの実行
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図10　OS の選択

図11　OS の micro SD カードへの展開

ダ ウ ン ロ ー ド し た zip フ ァ イ ル を ク リ ッ ク し，

Imager を図 9 のようにインストールする．Imager を

起動し図 10 のように Operating System（OS）とし

て「Raspberry Pi OS (32-bit)」を選択する．（原稿執

筆 時 は 2021-10-31 リ リ ー ス 版．）Storage と し て

フォーマットした「SDHC カード」を選択し，図 11 の

ように「Write」をクリックすると OS が micro SD

カードに展開される．

４.OS のセットアップ

(1) Raspberry Pi のセットアップ

図 12 は Raspberry Pi を真上から撮った写真である．

３.で 準 備 し た micro SD カ ー ド を 図 12 の よ う に

Raspberry Pi の micro SD カードスロットに挿入する．

図 13 のように Raspberry Pi と USB ハブ，USB キー

ボード，USB マウスと接続し，HDMI 変換コネクタ，

HDMI ケーブルを用いて液晶ディスプレイ，電源端子に

USB-AC アダプタを接続する．

(2) OS の起動

AC アダプタ接続後しばらくすると起動し，起動後に

図 14 のような起動画面が現れる．「Next」をクリック

すると図 15 のような設定画面が現れる．Country は

「Japan」，Language は「Japanese」，Timezone は

図12　micro SD カードの挿入

図13　インタフェースの接続

図14　起動画面

図15　国と言語設定

図16　パスワード設定

「Tokyo」を選択し「Next」をクリックする．次に図

16 のようにログインパスワードを設定する．「Next」
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図17　ディスプレイ設定

SSID １
SSID ２
SSID ３
SSID ４
SSID ５
SSID ６

図18　無線 LAN の SSID

図19　無線 LAN のパスワード入力

図 20　ソフトウェアのアップデート

図 21　初期設定完了画面

図 22　インストーラの起動

図 23　Scratch V1のインストール

をクリックすると図 17 のようにディスプレイ設定が現

れる．デスクトップ画面に黒い外枠が表示されたときは

「The taskbar does not fit onto the screen」の横に

チェックを入れる．そうでなければそのまま「Next」

をクリックする．

(3) 無線 LAN の接続とアップデート

無線 LAN を利用している場所では，図 18 のように

無線 LAN の SSID が表示される．接続する無線 LAN

の SSID をクリックする．図 19 のような画面が現れる

ので無線 LAN のパスワードを入力する．次に図 20 の

ようにソフトウェアのアップデート画面が現れる．

「Next」をクリックししばらく待つと，アップデート完

了画面が現れる．「OK」「Next」をクリックすると，図

21 のように初期設定完了画面が現れる．「Restart」を

クリックし再起動する．

(4) Scratch のインストール

再起動後 Scratch V1 をインストールする．左上の

か ら 図 22 の よ う に「 設 定 」 ⇒ 「Recommended 

Software」を選択してインストーラを起動する．図 23

のように Scratch V1 を選択し「Apply」をクリックし

インストールする．インストール終了後， から図 24

のように「プログラミング」⇒「Scratch」を選択する

と，図 25 のような Scratch V1 の起動画面が現れる．
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し， 必 要 な micro SD カ ー ド の 容 量 が 増 加 し，

Software Update の時間も長くなる．したがって今回

は「Raspberry Pi OS(32-bit)」の方を実験のためにイ

ンストールした．

次回以降はロボットの組立て，モータの駆動回路の組

立てと Raspberry Pi 並びにモバイルバッテリーとの接

続に関して説明する．

謝辞　本シリーズは下記のブログを参考にして構成し

ている．記して謝意を表する．

https://www.ma-chanblog.com/2019/09/raspi-

scratch-robot.html

参考URL

(1)  https://www.jstage.jst.go.jp/article/

bplus/14/3/14_176/_pdf

(2) https://www.raspberrypi.org/

(3) https://scratch.mit.edu/
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助手．平12(株)ソニーコンピュータサイ
エンス研究所入社．平13慶大・理工・講師．
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の間移動体通信の研究に従事．博士（工
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図 24　Scratch V1の起動

図 25　Scratch V1の起動画面

5. まとめ

今回セットアップを完了した Raspbian OS は Linux

の Debian という OS が元になっている．「Raspberry 

Pi OS Full (32-bit)」をインストールすると Web ブラ

ウザソフトや Scratch　V1 などがデフォルトでインス

トールされており，すぐに使用することができる．しか

ジュニア会員向けページ



1 はじめに
かつて , 台湾のディジタル担当大臣であるオード

リー・タン氏は，IT（Information Technology，情報
技術）とディジタルの違いについて「IT は機械と機械
をつなぐものであり , ディジタルは人と人をつなぐも
の」であると語った .

それでは，ICT（Information and Communication 
Technology，情報通信技術）とは , またどのような違
いがあるのか．IT に「Communication（コミュニケー
ション）」を加えた ICT は，特にインターネットのコ
ミュニケーションツール（メール，チャット，SNS な
ど）を介することにより「人と機械をつなぐもの，人と
人とを（より密接に，より現実に近く）つなぐもの」と
考えることもできよう．

現在，日本の教育分野でも ICT 活用が進んでいる．
教育での ICT 活用は，ディジタル教科書（教材）の使
用やプログラミング教育だけにとどまらない．ICT の活
用は，遠隔授業・オンライン授業を可能にする一方，国
家プロジェクト「GIGA（Global and Innovation Gateway 
for All）スクール構想」が目指す「特別な支援を必要と
する子供を含め，子供たち一人一人に個別最適化された
教育の実現」（1）に向けても大きな力になる．従来の教
育にはない，高い利便性や学習効果等をもたらす点に，
教育での ICT 活用のメリットがある．また , それらの
メリットには，教える先生の業務の軽減と効率化等にも
役立つ点が含まれる必要がある．更に，教育分野におい
て，ICT の一つであり，先端技術である XR（AR/VR/
MR 等）や AI を有効活用することは，教育効果をより
高めることにつながる．

本稿では，まず，日本の教育分野における ICT 利用
の現状と ICT 活用への今後の課題，また，新時代に求
められる能力と教育について述べる．その上で，今後活
用が期待される先端技術のうち，XR について，教育分

野での活用のメリットと活用例，並びに今後の展望につ
いて解説する．

今後，日本の教育分野において，XR 技術の導入が検
討される際，少しでも参考になれば幸いである．

2 日本の教育分野における ICT利用
の現状と ICT活用への今後の課題

本章では，日本の教育分野の ICT 利用の現状に目を
向けてみる．その際，私たちが直面する現在の社会状況
にも目を向ける．また，特に海外との比較によって，日
本の ICT 利用の現状や特徴がより明らかになってくる．
それらを踏まえた上で，教育分野での ICT 活用の今後
の課題について考える．

2.1　日本の教育分野の ICT利用の現状
図 1 が示すように，コロナ禍前の 2018 年に実施され

た OECD（経済協力開発機構）の国際学習到達度調査
（PISA: Programme for International Student 
Assessment 2018）によると，日本の教育分野の ICT
利用の特徴として分かるのは「（学校の内外で）学習に
おける ICT 利用率の低さ」「ICT 利用は学習より主に
ゲーム」などである．特に，日本は学校の授業（国語，
数学，理科）での ICT 利用時間が短く，OECD 加盟国
中最下位であった（2）.

加えて，現在，私たちが直面する社会状況としては，
新型コロナウイルスの世界的なまん延が挙げられる．私
たちはその感染症対策として，以前とは異なる遠隔授
業・オンライン授業や在宅勤務・テレワーク等の実施が
求められるようになった．それと同時に，日本の義務教
育課程においては，国家プロジェクト「GIGA スクール
構想」が，当初の計画を前倒しして推進された．コロナ
禍でも，子供たちの学びを止めないよう，遠隔授業・オ
ンライン授業などを実施できるようにするためでもあっ
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た．それにより，少なくとも日本の義務教育課程におい
ては，ICT 利用の環境整備が促進されることになった．
感染症の世界的流行が，私たちに現代社会の課題解決を
急がせ，ICT 等のイノベーションの加速の必要性を気づ
かせるきっかけにもなったのである．

また，IMD（国際経営開発研究所）の 2021 年の世界
ディジタル競争力ランキング（3）を見ても , 世界におけ
る日本のディジタル競争力は，64 か国・地域中 28 位

（ランキング 1 位は米国）であり，決して高いとは言え
ない．

これらの理由としては，産官学を含めた日本全体の構
造的問題から，日本の社会的・文化的要因（例えば，書
面・押印・対面を重視，世界でも盛んな日本のゲーム・
エンターテインメント文化など）に至るまで，複合要因
が考えられる．

2.2　教育分野での ICT活用の今後の課題
GIGA スクール構想の推進により，小中学校での一人

1 台の端末利用の環境整備が急速に進んだ．しかし，一
人 1 台の端末を有効活用した教育方法については , 現在
も多くの学校で模索中である．今後の大きなテーマの一
つである．そして，教育分野で ICT 活用を進める際，
一つ注目したいのが，日本の「教育費の負担」の在り方
である．特に，日本の高等教育における伝統的な「教育
費の私的負担」である．

OECD が毎年発表する加盟国の教育に関する国際比
較統計である Education at a Glance 2021（4）を見る
と，2018 年の時点で , 日本の「（フルタイム）学生一人
当りへの教育費の支出額（12,194 米ドル）」は , 初等教
育から高等教育まで全て合わせると，OECD の平均

（11,680 米ドル）よりも高い．この点は，財務省など
が教育費を削減しようとする際，しばしば理由として用
いるポイントでもある．しかし，図 2 のとおり，OECD
が強調している「教育費の対 GDP に占める割合」は，
逆に日本は初等教育から高等教育まで，OECD 平均よ
りも低く， 最下位から 8 番目で下位 25％に入る .

図1　「生徒の学校・学校外でのディジタル機器の利用状況」の国際比較（日本とOECD）（2）

 （出典：文部科学省・国立教育政策研究所）
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また，教育費を誰が負担しているかという点につい
て， 日本の場合，初等教育から中等教育までは，他の
OECD 加盟国と同様，その教育費の 9 割以上は公的資
金によって賄われている．しかし，図 3 のとおり，こ
れが高等教育になると，教育費の公的支出の割合はかな
り低くなり，OECD 加盟国の中で最下位から 2 番目に
位置し，その分「私的支出」によって賄われている．こ
れは，図 4 のとおり，日本の大学は，世界の中でも「私
立」の割合が大きく，その割合は学校数・学生数ともに
約 8 割を占めていることが理由の一つとして挙げられ
る（5）．

これまで，先進国では，高等教育の拡大は基本的に税
金を用いてきた．一方，日本は例外的に，高等教育の拡
大を資金的に支えてきたのは，政府ではなく親だった．
潮木守一氏は，自著（6）の中で，日本には「健気な親た
ち」の存在があったと指摘する．潮木氏は「私立大学の
授業料は，1976 年当時は，まだ年収（40 歳から 59 歳
の勤労者の平均年収）の 7％程度だった．ところが

2000 年には 12％に達している．つまり日本の親は年
収の上昇率以上に高騰する授業料を払い続けてきたこと
になる．しかもその頃，ヨーロッパでは無償制，実質的
な無償制が導入されてきた時期である．これを見ると，
いかに日本の親は健気だったかが理解できよう」と指摘
している．しかし，潮木氏は，日本では「健気な親た
ち」の血のにじむような努力によって，高等教育の拡大
が達成されたが，最近はその「健気な親たち」が消滅し
つつあると警鐘を鳴らしている．このような「健気な親
たち」の負担に支えられる日本の伝統的な高等教育の在
り方は，決して間違いとは言えない．これまで，日本ら
しい教育の発展に大きく貢献してきた．また，海外との
比較においても，日本の順位が高い／低いだけで，一概
に「日本型教育」の良し悪しを判断することもできな
い．しかし，今後，日本の教育分野でも非常に重要とさ
れる ICT の基盤整備には，ハード・ソフトの両面で「多
額の投資」を必要とする．教育での ICT 活用の一層の
推進が求められる中，大学などの高等教育は，引き続き

図2　	教育機関に対する総支出の対GDP比（2018年）（4）	左から順に教育機関に対する総支出の対GDP比が大きい国，日
本は最下位から8番目で下位25％に入る．（出典：OECD）

図3　	高等教育機関に対する公的及び私的支出の割合（4）（濃青色が公的支出，淡灰色が私的支出）　左から順に公的支出の割合
（濃青色）が大きい国，日本は公的支出の割合（濃青色）が最下位から2番目に位置する．（出典：OECD）
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「健気な親たち」に教育費の負担を期待すべきであろう
か．ICT 活用の推進と先端教育投資が求められる私学の
経営状況も非常に厳しい．今後，高等教育で ICT 活用
を推進する際の課題の一つとして，明確な国家政策と公
的サポートの強化が挙げられる．その国の教育の発展を
けん引することは , 高等教育界の役割の一つでもある．

3 新時代に求められる能力と教育
新時代に向けて，求められる能力とそれを育成するた

めの教育が，国内外で検討されている．本章では，それ
らに関して，国内外でどのような検討や指摘があるかを
述べる .

3.1　OECDにおいて
Education2030 は，OECD が 2015 年に立ち上げた

プ ロ ジ ェ ク ト で ,「VUCA: Volatility（ 変 動 性 ），
Uncertainty（ 不 確 実 性 ），Complexity（ 複 雑 性 ），
Ambiguity（曖昧性）」（予測困難で不確実，複雑で曖
昧）な 2030 年の近未来を生き抜くために必要とされる
力 , その力を育成する方法などを検討している．そして，
そのような予測困難な時代を生き抜くために「エージェ
ンシー」（7）という力が注目されている．ここで言う

「エージェンシー」とは「自ら考え，主体的に行動して，
責任をもって社会変革を実現していく力」であり，将来

的な目標を見据える力，批判的思考力，現状に疑問を持
つ力などを意味するとされる．そのため，予測困難な時
代に向けて，自律性を育てる教育の実現，教科の枠を越
えた課題解決型教育である STEAM 教育（Science：科
学，Technology： 技 術，Engineering： 工 学，Arts：
リベラルアーツ・教養，Mathematics：数学，を活用
した文理融合の課題解決型教育）の実施などが求められ
る．

3.2　日本国内において
国内では，令和 3（2021）年 1 月の「中央教育審議

会答申」（8）において，今後の「日本型学校教育」にお
ける ICT の重要性が指摘されている．その理由として，
ICT の活用は，全ての子供たちの可能性を引き出す「個
別最適な学び」と「協働的な学び」を実現させるために
必要不可欠であるため，とある .「個別最適な学び」と
は，「指導の個別化」と「学習の個別化」に整理され，
子供一人一人の特性や理解度等に応じた柔軟な指導，一
人一人に応じた学習活動や学習課題等の提供による，子
供にとって最適化された学習を意味する．また，「協働
的な学び」とは，「個別最適な学び」が「孤立した学び」
に陥らないよう，子供同士や多様な他者と協働しなが
ら，必要な資質・能力を育成する学習を意味する．同答
申では，ICT の活用により，学習履歴（スタディログ）
や生徒指導上のデータ，健康診断情報等を利活用するこ

図4　学校数・学生数の国際比較（大学）（5）（出典：文部科学省）
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とによる教師の負担軽減，更に，ICT の活用による時間
的・空間的制約を超えた，他の学校の子供等との学び合
いの効果などについても示している．

そして，日本では令和 6（2024）年度から，デジタ
ル教科書が小中学校の英語から段階的に導入される予定
である．令和 3（2021）年 6 月の「デジタル教科書の
今後の在り方等に関する検討会議」（9）では，Society　
5.0（10）時代が到来しつつあり，また社会全体のディジ
タルトランスフォーメーション（DX）が急激に進む中，
これからの社会において，ICT を自在に使いこなすため
の情報活用能力は必須のものであると指摘する．実際，
高等学校の学習指導要領（11）に基づき，令和 4（2022）
年 4 月から，高等学校では情報教育（プログラミング
教育を含む）が強化され，大学入学共通テストにおいて
は，令和 7（2025）年度以降，新たな出題教科として

「情報」の追加の検討が発表された（12）．更に，高等学
校の学習指導要領は「生きる力」を育むために「主体
的・対話的で深い学び」である，いわゆる「能動的学習

（アクティブラーニング）」の実現を目標としている．そ
して，そのための具体的な学習方法として，令和 4

（2022）年 4 月から，高等学校では七つの「探究型学
習」の科目（古典探究・地理探究・日本史探究・世界史
探究・理数探究基礎・理数探究・総合的な探究の時間）
が設置された．探究型学習では，生徒自らが課題を設定
し，情報を収集・整理・分析・まとめ，発表を行う．

以上のように，新時代に求められる能力と教育が国内
外で示される中，今後，どのように ICT を有効活用す
るかが，日本の教育の大きなテーマとなる．ICT の活用
例としては，メール，チャット，SNS などのコミュニ
ケーションツールや，AI，XR など様々あるが , その中
でも「XR（AR/VR/MR 等）」について，そのメリット
や活用例を次に解説する．

4 XR（AR/VR/MR等）とは
XR（Cross Reality または Extended Reality）とは，

AR（Augmented Reality， 拡 張 現 実 ）,VR（Virtual 
Reality，仮想現実），MR（Mixed Reality，複合現実）
等の技術の総称である．最初に，それぞれの特徴や技術
面の違いについて説明する．AR は，主体となる現実世
界にディジタル情報を重ね合わせることで，現実世界を
拡張，人間の現実認識を強化する技術である．スマート
フォン・タブレットなどのカメラ機能や AR グラス・
AR コンタクトレンズ等を使って現実世界を眺めると，
ディジタル情報（画像等）が目の前に現れて，現実世界
とディジタル情報（仮想世界）が重なる世界を見ること
ができる．VR は，コンピュータなどによって作られた

仮想世界・映像世界を，あたかも現実世界のように体感
できる技術である．専用のヘッドマウントディスプレイ

（HMD: Head Mounted Display）などを装着すると，
360 度視点による仮想世界への没入感覚を体感できる．
MR は，仮想世界と現実世界を融合させることで，仮想
世界をより現実的に体感できる技術である．MR は，
AR とは逆に，主体は仮想世界となる．MR グラス等を
使って現実世界を眺めると，目の前に現れた 3D ディジ
タル情報（画像等）を手で操作することもできる．

したがって，AR は現実世界が主体，VR と MR は仮
想世界が主体というように，それぞれの違いは，どこの
世界を主体としているかでも説明できる．

5 教育分野でのXR活用の� �
メリットと活用例

本章では，XR（AR/VR/MR 等）について，教育分野
での活用のメリットと具体的な活用例（教育コンテンツ
の例）を解説する .

5.1　教育分野でのXR活用のメリット
現在，XR（AR/VR/MR 等）の分野は，そのハードと

ソフトの両面において，世界の多くの企業等が開発にし
のぎを削り，日進月歩で進化している．例えば，これま
で XR は主に「視覚的な没入感」の体験が中心だった．
しかし， 現在では，AI との組合せで「味覚の操作」も
可能になるなど，視覚を含めた五感（視覚，聴覚，嗅
覚，味覚，触覚）で体験できる XR テクノロジーが幾つ
も商業化されている．また，コンタクトレンズで AR を
見られる技術なども開発されている．そして，XR には

「体験」という価値に加え，臨場感，再現性，双方向性
などの特徴があり，教育分野での XR 活用のメリットと
して，次のような内容が挙げられる．

①　 体験型学習，能動的学習（アクティブラーニン
グ），探求型学習，対話型学習（インタラクティ
ブラーニング）などを実現し，これらは知的好奇
心の刺激，学習モチベーションのアップ，自主
性・主体性の育成につながる．

②　 高い再現性，現実に近いシミュレーション，情報
の 3D 化・可視化により，即時対応力や応用力の
養成，理解が促進される．

③　 教材の小形化，携帯のしやすさ，アプリ化により
時間や場所に依存せず学習できる．

④　 現代社会が求める STEAM 教育や遠隔授業・オ
ンライン授業を実現できる．

これらの XR の特徴とメリットにより，教育分野での
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XR の活用は，従来の学習にはない「高い学習効果」を
もたらすだけでなく，「新たな教育への転換」も期待で
きる．

例えば，大学の授業科目などにおいては，自宅等の遠
隔地からでもオンラインによって，バーチャル空間での
実験・実習もできる．特に，バーチャル世界では，実験
等は幾らでもやり直しができることから，「失敗をしな
い教育」から「失敗して学ぶ教育」への転換も可能とな
る．授業前にバーチャル空間で実験・実習を体験するこ
とにより，反転授業（反転学習）も実現できる．リモー
トやバーチャルによって，医療系学生のための試験

（OSCE，客観的臨床能力試験）対策等も可能となる．
XR が持つ高い再現性，現実に近いシミュレーション機
能等によって，リアルに近い体験に基づく学習が可能に
なり，学習方法の改善と知識の吸収の向上が期待でき
る．なお，フランス，ドイツ，イタリア，オランダ，ト
ルコ，英国，スウェーデンの学校で 740 人の学生を対
象とした海外の研究機関の調査では，3D を活用した学
習によって，テスト結果が平均 17％向上したという報
告（13）もある．

また，インターネットの接続と XR の活用があれば，
心身の問題等があって，通常の学習が困難な子供にも，
新たな形の学習機会の提供が可能になる．

5.2　教育分野でのXRの活用（教育コンテンツ）
5.2.1　XRのプラットホーム

現在，海外の教育分野で活用されている図 5 の
「EON-XR（イオン・エックスアール）」（14）というプ
ラットホームを使用した XR（AR/VR/MR 等）の例に
ついて紹介する．このプラットホームと 3D モデル・
360 度画像を活用した学習では，先生や生徒・学生は，
プログラミングや高度な専門技術を必要とせずに，没入
型の対話型学習（インタラクティブラーニング）が可能
になる．また，既存の 100 万点を超える 3D モデル等
を利用することで，先生や生徒・学生は，高度な技術を
必要とせずに，自ら 3D レッスン等を作成できる．更に，
専用のヘッドセットだけでなく，スマートフォン・タブ
レット・パソコンなど，一般的なデバイスでも利用でき
る．加えて，遠隔授業・オンライン授業としても活用で
き，複数の参加者によるリアルタイムな共同作業や音声
通話も可能である．プラットホームのライブラリにあ
る，各教科・科目に応じた豊富な 3D モデル等を利用す
ることで，デジタル教科書（教材）としても活用でき
る．

このように，各教科・科目に応じた既存の 3D モデ
ル・360 度画像，AI とも組み合わされた様々な XR 機
能を活用することによって，生徒・学生は自ら調べ，注
釈・関連画像・設問等を追加して，自分で作成した 3D
レッスン等を授業で発表，互いに教え合うことができ

図5　「EON-XR」プラットホーム内のライブラリ（14）

　100万点以上のAR/VRの 3Dモデル等にアクセスできる．スマートフォン・タブレット・パソコンなど一般的なデバイ
スでも利用できる．（出典：ソフトアンドニュー株式会社）
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る．これにより，自らが設定した学習課題とその解決に
向けて，主体的に学習に取り組むことができる．これら
は，海外では既に実践されている学習方法である．そし
て，このような方法によって，新時代の教育に求められ
る，主体的な問題発見と解決を目指す能動的学習（アク
ティブラーニング），生徒自らが課題を設定し，情報を
収集・整理・分析・まとめ，発表を行う探求型学習，相
互の対話を通じて自分の考えを深める対話型学習（イン
タラクティブラーニング），文理融合の課題解決型教育
である STEAM 教育などの実現に向けた取組みが可能
となる．

一方，教育分野での XR や AI などの先端技術の活用
は，生徒・学生の側に，高い学習効果をもたらすだけで
なく，教える先生の側に，業務の軽減と効率化等のメ
リットももたらす．XR や AI が，これまで実現できな
かった新たな方法で教育を補助し，「教える」という行
為の多様性をもたらし，時に先生の代わりに経験・知
識・技術等を授ける．XR 等を活用した遠隔授業・オン
ライン授業は，従来型の教育に存在した時間や場所の制
約からの解放にもつながる．世界で使用されている多く
の 3D レッスン等の教材の活用は，これまで必要であっ
た教材準備の手間を省くことにも役立ち，その一方で新
たな教育方法の開拓や確立にもつながる．

5.2.2　3Dレッスン等・アプリケーション例（15）

仮想空間内では，各参加者は自由に選べる「アバタ
（自分の分身）」を使用することによって，リアルタイム
で共同作業やコミュニケーションが可能である．EON-
XR プラットホームには“Spatial Meetings”という機
能があり，この機能を使うと，各参加者はそれぞれがい
る場所から指定された仮想空間（コードで共有）にテレ
ポート（瞬間移動）でき，その仮想空間内でアバタを使
用して，共同作業や会話ができる．各参加者は必ずしも
専用のゴーグルなどを必要とせず，一般的なデバイス

（スマートフォン・タブレット・パソコン等）から参加
でき，リモートでも対話型学習（インタラクティブラー
ニング）を実現できる．

図 6 は , 仮想の科学実験室で，アバタを使用したリ
モートによる共同作業の例である．Spatial Meetings
機能により，仮想空間内でもオンラインで会話をして，
現実世界のように移動したり，必要に応じて現実の映像
を使用したりすることができる．図 7 は，仮想空間内
でアバタを使用した心臓解剖学のリモートによる共同学
習の例である．Spatial Meetings 機能により，テレポー
ト（瞬間移動）した仮想空間内で，オンラインで会話を
しながら，解剖学として心臓内部の詳細を示したり，臓
器の一部を切り離したりして学ぶこともできる．

3D レッスンは，遠隔授業・オンライン授業でも利用
でき，学習の目的や理解のしやすさに応じて，AR と
VR を使い分けることができる．AR によって，現実世
界に等身大の 3D モデルを重ね合わせて，より現実感の
ある学習で理解が促進される．また，VR によって 3D
モデルの分解，組立て操作など，体験学習，反復学習・
トレーニングもできる．3D レッスンには，コメントや
動画像の追加，録画・再生機能などもあり，またクイズ

（設問）の機能により，学習の習熟度の確認もできる．
体験型学習 , 能動的学習（アクティブラーニング），探
求型学習などを実現し，これらは知的好奇心の刺激，学
習モチベーションのアップ，自主性・主体性の育成につ
ながる .

 図 8 は，動物細胞の 3D モデルを用いた，細胞の詳
しい構造や働きなどについての学習の例である．AR に
より，細胞の 3D モデルを現実世界に重ね合わせて細胞
を観察したり，VR により，細胞を分解して仕組みを理
解したりする．生徒・学生が既存の 3D モデルを用いて，
注釈や画像等を追加することで，自分で細胞の 3D レッ
スンを作成することもできる．能動的学習（アクティブ

図7　	アバタを使用した心臓解剖学のリモートによる共同
学習

仮想空間内でも，解剖学として心臓内部を示したり，臓器
の一部を切り離したりできる．（出典：EON Reality,Inc.）

図6　	アバタを使用した仮想のコロナウイルスラボでのリ
モートによる共同作業

仮想空間内でもオンラインによる会話や移動ができる．	
（出典：EON Reality,Inc.）
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ラーニング）によって，学習の理解度をより高めること
ができる．図 9 は，グーテンベルクが発明した活版印
刷技術と機械についての学習の例である．AR によって，
実物大の機械の 3D モデルを現実世界に表示させること
ができ，VR によって機械を分解して部品や構造を詳し
く学ぶことができる．また，歴史上重要な活版印刷の仕
組みや機械の動きを，アニメーション機能によって学ぶ
こともできる．図 10 は，コロッセオ（円形闘技場）な
ど古代ローマの歴史学習の例である．コロッセオの 3D
モデルに加えて，剣闘士や現在のローマの映像なども追
加して，AR と VR でローマの歴史を学ぶ．歴史・文化・
建築等の学習を，AR/VR を使用した没入型体験によっ
て，より理解を深め，記憶の定着を高めることができ
る．図 11 はバーチャルラボでの化学実験の例である．
アニメーション機能によって，実験器具の操作方法や試
薬の色の変化なども学べる．学生は遠隔地にいても，リ
モート操作で理論，概念，技術等を繰り返し学べる．遠
隔授業・オンライン授業としても活用できる．また「失
敗をしない教育」から「失敗して学ぶ教育」への転換，
反転授業（反転学習）が実現できる．図 12 は，AR を

用いた太陽系の学習の例である．AR とアニメーション
機能を用いて，太陽と惑星の位置や軌道を現実世界に重
ね合わせながら学ぶ．教室でも自宅でも，没入型の体験
学習ができる．情報の 3D 化・可視化により，理解が促
進し記憶の定着が高まる．

360 度視点の VR 体験は，自分の意思と視点によって
没入型の学習ができる．360 度カメラを使用して，自
分で撮影した画像をプラットホームにインポート，また
YouTube も利用して，360 度視点の VR 学習が可能に
なる．過去の出来事，世界中の景色，未体験ゾーンな
ど，実際に行ったり見たり，経験できないような場所や
状況を再現し，臨場感のある擬似体験によって学習やト
レーニングもできる．即時対応力や応用力の養成が期待
できる．図 13 は，360 度視点の雲を用いた大気の VR
学習の例である．様々な雲の種類によって，天気の変化
や大気の働きなどを学ぶ．360 度視点の星空観察であ
れば，星座の特定や天体の動きなど天文学についても学
ぶこともできる．図 14 は，数億点のコレクションがあ
る大英博物館の 360 度視点の VR 探索の例である．大

図11　バーチャルラボでの化学実験

リモート操作による , 遠隔授業・オンライン授業としても
活用できる．反復学習 , 反転授業（反転学習）などが可能
となる．（出典：EON Reality,Inc.）

図10　古代ローマ史のAR/VR学習

コロッセオの3Dモデルに加えて，剣闘士や現在のローマ
の映像なども追加して，ローマの歴史を学ぶことができる．	

（出典：EON Reality,Inc.）

図9　	グーテンベルクの活版印刷技術と機械についての
AR/VR学習

歴史上重要な活版印刷の仕組みや機械の動きを実物大モデ
ルで学べる．（出典：EON Reality,Inc.）

図8　動物細胞のAR/VR学習

3Dモデルを用いて，細胞の詳しい構造や働きなどについ
て学べる．（出典：EON Reality,Inc.）
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英博物館への仮想訪問によって，館内にある貴重なアー
トやオブジェクトのコレクションに近づくことができ，
人類の歴史，芸術，文化等を学ぶことができる．図 15
は，360 度の患者視点の擬似体験の例である．手術室
など病院内で患者目線の擬似体験をすることで，医師・

看護師等の医療従事者の育成や医療研究にも役立たせる
ことができる．リハビリテーション，患者のヘルスケア
への応用，学生の新しい医療トレーニング，試験

（OSCE，客観的臨床能力試験）対策など，様々な応用
が可能である．図 16 は , ユネスコ世界遺産であるアテ
ネのアクロポリスにあるパルテノン神殿を中心とした，
ギリシャの 360 度視点の VR 歴史学習の例である．こ
のような 360 度視点の VR 体験により，タイムトラベ
ル（時間旅行）やテレポーテーション（瞬間移動）を計
画して，歴史上の人物に会ったり，世界遺産・建造物を
見たりすることもできる．学校教育では，校外学習方法
としての活用以外に，実技 4 科（保健体育・技術家庭・
美術・音楽），防災訓練・避難訓練，職業体験など，VR
を活用できる分野・対象は多岐にわたる．

図15　病院内での360度の患者視点のVR擬似体験

患者目線を擬似体験することで，医師・看護師等の医療従
事者の育成や医療研究にも役立たせることができる．（出典：
EON Reality,Inc.）

図16　	360度視点のパルテノン神殿を中心としたギリ
シャ史のVR学習

学校教育では校外学習以外に，実技4科（保健体育・技術
家庭・美術・音楽），防災訓練・避難訓練，職業体験等でも
VRを活用できる．（出典　EON Reality,Inc.）

図12　ARを用いた太陽系の学習

太陽と惑星の位置や軌道を現実世界に重ね合わせながら学
ぶ．情報を3D化・可視化して，理解を促進し，記憶の定
着を高めることができる．（出典：EON Reality,Inc.）

図14　360度視点の大英博物館のVR探索

館内にある数億点のコレクションに近づくことができ，人
類の歴史，芸術，文化等を学ぶことができる．（出典：EON 
Reality,Inc.）

図13　360度視点の雲を用いた大気のVR学習

様々な雲の種類によって，天気の変化や大気の働きなどを
学ぶ．360度視点の星空観察であれば，天文学についても
学ぶこともできる．（出典：EON Reality,Inc.）
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6 教育分野でのXRの今後の展望

XR の一つである VR（Virtual Reality）は，日本語
では一般的に「仮想現実」と訳される．しかし，英語の
virtual は，本来「実質上の，事実上の」「現実世界には
存在していないが，仮想世界には存在しているようなも
の」といった意味である．今後，XR 関連の技術が更に
発展すると，バーチャルが英語本来の意味に近づき，リ
アルと類似性，親和性を持つことで，バーチャルとリア
ルが融合，調和した社会（世界）が到来するとも考えら
れる．そして，教育分野においても，XR の活用はこれ
までの時間的，空間的，物理的制約を克服し，バーチャ
ルとリアルの距離が一層近くなった社会（世界）で，新
たな教育・学習が始まる．

米国メタ（Meta）社（旧 Facebook）の最高経営責
任者（CEO）のマーク・ザッカーバーグ氏は「Viva 
Technology（Viva Tech）2021」の中で「私たちは指
をパチンと鳴らせば，ホログラムを出現させることがで
き，この 3D を全て実行できるようになります．あなた
がいる世界は実際に物理的である必要はなく，ディジタ
ルホログラムで簡単に置き換えることができます．将来
のテレビは実際に物理的に存在する必要はありません．
眼鏡が壁に映し出し共有できるアプリで済むかもしれま
せん」（16）と語った．XR 技術とデバイスの進化がもた
らす近未来の姿を示唆している．

来るべき Society 5.0，急速に進む国内社会のディジ
タル化・ICT 活用の一方で，国際社会においては「メタ
バース」が新時代に向けてのキーワードとなり，トレン
ドになりつつある．メタバースは，メタ（Meta，超越
した）とユニバース（Universe，世界）の合成語であ
り，現在，インターネット上の仮想の三次元空間を意味
する．米国 SF 作家ニール・スティーヴンスンの 1992
年の著書「スノウ・クラッシュ」において，「インター
ネット上の仮想世界」として用いられた名称が由来とさ
れている．その仮想空間では，利用者はアバタと呼ばれ
る自分の分身を操作して，空間内を自由に行動しなが
ら，他の参加者たちとコミュニケーションを取ることも
できる．現在，メタバースとは , インターネット上の仮
想の三次元空間を意味するが，XR とメタバースは同義
ではなく，あくまでも XR はメタバースを実現するため
の一手段である．そして，将来的に，メタバースが教育
分野でも有効活用されるようになると，XR は重要な教
育ツールとなる．教育とは，教室で対面によって行うも
のという既成概念や価値観を転換し，いつどこでも誰で
も，自分の分身，アバタを利用して学べる世界が教育メ
タバースであり，それをより現実に近い状態で実現する

教育ツールが XR である．日本政府は 2050 年までに，
人が身体，脳，空間，時間の制約から解放された社会を
実現するという「ムーンショット目標 1」（17）を掲げる．
そのために，誰もが多様な社会活動に参画できるサイバ
ネティックアバタ基盤の構築とサイバネティックアバタ
生活の実現が必要であるとされる．

現在，メタバースについては世界の多くの企業など
が，そのプラットホーム等の開発にしのぎを削ってい
る．そのため，日々変化を続けるメタバースはその明確
な定義が難しい点もあるが，現時点でメタバースの特徴
としては，次のような内容が挙げられる．

・誰もが遠隔地からライブ参加できる
・自分の分身，アバタを使って参加
・臨場感，双方向性のある世界（空間）
・ 現実世界と仮想世界の両方にまたがる（同期する）

世界
・ 個人活動から組織活動まで，様々な社会（経済）活

動ができる
・ 個人から組織まで，多くのコンテンツや体験を提供

できる

将来的には，インターネット接続があればプラット
ホームやデバイスにかかわらず，メタバースに参加でき
るようになるとも考えられる（インターオペラビリティ，
相互接続性・相互運用性）．

現在，米国 Meta 社がメタバースの分野で世界をリー
ドしている．同社が世界に向けて提供を開始したメタ
バースプラットホーム「Horizon Worlds」（18）は，ア
バタを使用したコミュニケーションツールやゲームとし
ての利用だけでなく，世界の有力企業によるマーケティ
ングでの利用など，新たな経済活動としての活用も始
まっている．また，アラブ首長国連邦（UAE）のドバ
イのように，政府が主導して「メタバース戦略」を打ち
出し，世界トップクラスの「メタバース経済都市」や

「メタバース新経済圏」の構想を掲げる動きもある．一
方，日本はどうかというと，多くの日本人にとってメタ
バースだけでなく，XR（AR/VR/MR 等）自体もまだ余
りなじみがないのが現状である．実際，国内における

「VR」の認知率は 90%，利用率は 5% という調査結果
もある．（2021 年 6 月，日本全国の 18〜59 歳の男女
を対象．）（19）．また，2022 年の世界経済フォーラム

（WEF）のためにイプソス（Ipsos）が実施したグロー
バル調査（20）によると，XR に対する期待はほとんどの
高所得国よりも新興国の方がはるかに高く，中国，イン
ド，ペルー，サウジアラビア，コロンビアでは 3 分の 2
以上の人が，XR を利用することに前向きである．とこ
ろが日本，イギリス，ベルギー，カナダ，フランス，ド
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イツでは 3 分の 1 未満となっている．また，「次の 10
年で，XR を使用したメタバースのアプリケーションが，
人々の生活を大きく変えることにどの程度同意するか」
という質問に対し，肯定的な回答をした人の割合が最も
高かったのは，総じて新興国である一方，最も低かった
のは日本，ベルギー，フランス，オランダであった．こ
の結果からも，世界の中で日本は XR やメタバースに対
して，期待や肯定的意識を持つ人の割合が低いことがう
かがえる．

このような現状の中，今後，日本はどのような対応を
取るべきか．日本においても，サイバー空間（仮想空
間）とフィジカル空間（現実空間）が高度に融合した人
間中心の社会である Society 5.0 や，アバタを用いて人
が身体，脳，空間，時間の制約から解放された社会の実
現を目指す，ムーンショット目標 1 などでも示されて
いるように，私たちはやがて仮想空間と現実空間が融合
した近未来の世界（社会）で，アバタを操作できる「当
事者」となる．ディジタルの分野において，これまで日
本は国際競争力を十分に発揮できたと言えないが，近未
来世界（社会）を支える先端技術である XR や，メタ
バースなどによる仮想空間での社会経済活動について
も，国として議論の促進や産官学の連携による対応強化
など，社会全体としての取組みも必要であろう．新興国
や世界の巨大企業などは，XR やメタバースに強い関心
を持って新時代の覇者を目指している．

技術の進歩は早く，XR や AI 等は日進月歩で進化し
ている．今後，XR 関連技術やメタバースなどの更なる
開発と進化，そのプラットホームや使用デバイスの利便
性と汎用性の向上などが望まれる．それによって，教育
分野においても XR はもっと身近な教育ツールになると
考える．XR は既にスマートフォン・タブレット・パソ
コンなどの身近なデバイスでも利用できるが，例えば，
MR 対応デバイスを使用すれば，自宅にいても，目の前
に現れたホログラムのような三次元像の相手（先生や友
人など）と会話をしたり，目の前に表示された情報（教
材など）を手で操作（スクロールやタイピングなど）し
たりすることもできる．このように，XR がより身近な
教育ツールになることで，新しい教育方法の確立，教育
効果の一層の向上などが期待できる．そして更に，XR
は教育に革命を起こす可能性も秘めている．

7 結び
世界との比較において，日本は国としてのディジタル

化の遅れが指摘されている．一方，OECD は日本は平
均的に教育水準が高く，ディジタルトランスフォーメー
ション（DX）を最大限に活用できる「大きな可能性」

を秘めていると指摘している（21）．しかし，世界的にも
教育水準が高いとされる日本だが，従来型の教育への固
執や，教育のディジタル化・ICT 活用といった世界の潮
流に乗り遅れれば，将来的に日本の多くの若者たちが新
たな学習機会を失い，やがて日本の教育の停滞にもつな
がりかねない．

感染症の世界的流行が，私たちに現代社会の課題解決
を急がせ，ICT 等のイノベーションの加速の必要性を気
づかせるきっかけにもなったことを先述した．この大き
な転換期にある現在，ディジタル化・ICT 活用などの現
代社会の課題解決に向けて，国家政策の推進や産官学の
連携によるスピード感のある , 力強い改革に取り組むべ
きだと考える．

本稿では，教育分野での XR（AR/VR/MR 等）の活
用のメリットと活用例，並びに今後の展望について解説
した．今後，日本の教育分野においても，伝統的な良い
日本型教育は大切にしつつも，XR や AI など世界の先
端技術の積極的な有効活用が期待される．その際 , 教育
に関わる当事者たちが新たな領域へと一歩踏み出し，新
技術等を積極的に活用していこうとする意識を持つこと
も必要となってくる．それにより，新たな「日本式」を
確立して，それが世界のロールモデルとなり，いずれ

「日本型教育が世界をリードする」ことを期待したい．
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 1	 まえがき
近年，AD/HD（注意欠如／多動性障害） （1），ASD

（自閉スペクトラム症） （2） ，（3），LD（学習障害） （4）や SLD
（極限性学習症），DCD（発達性協調運動障害） （5） ，（6）

などの発達障害や強い個性を有する子供への特性に
応じた教育・支援が課題となっており，学習面や生
活面において各児童の特性に応じた特別な教育・支
援が必要とされている （7）．我が国においても，この
ような児童が通常学級の中に 6.3％ほど存在すると
言われており （8），発達障害による社会との障壁や
「困り感」が原因で二次障害としてうつなどの心身
症を生じたり，いじめ・不登校につながったりする
など深刻な問題がある．このような児童に対して，
周囲の大人が「気づき」 （7） ，（9） ，（10），理解するこ
と （11），学校・家庭・専門機関が連携し協働して支
援していくこと，特に保護者と教員で「困り感」 （12）

を共有し密に連携を取ることが重要であり，早期の
対処・個別ニーズに合わせた支援が必要とされている．
しかし，百人百様の異なる状態像を持つ子供たち

に対して，個別の特徴に応じた支援は不十分な面が
多い．個々の多様性に応じた支援を行うためには，
最も長い時間を過ごす学校と家庭の行動を日々観察
し，保護者と教員が密に連携し，個人の性質をよく
把握することが重要であるが，多忙な現実社会では
密な連携は難しく，問題が起ってからの対処的な支
援がメインとなる．発達障害児者は，定型発達児者
とは行動や感情が異なる場合が多く，教員が個人の
行動パターンや性質を理解・把握することが重要で
あり，そのためには履歴を引き継ぐことが必要であ
るが，現実には詳細な行動パターンが理解できるよ
うな履歴の作成は教員の多忙さから難しい．個別の
教育支援計画及び指導計画（文部科学省通知） （13）

の作成も教員にとって負担感が大きいのが現状であ
る．2016 年 4月 1日から「障害者差別解消法」が
施行された．この中にある「合理的配慮」を有効に
生かすためには，支援や支援方法が存在すること
と，支援の対象者とのマッチングが必要となるが，
現状，学校と家庭，専門機関の支援者が情報共有の
ため話し合う場や時間が圧倒的に不足しており，適
した支援にたどり着けていない状態の児童生徒が多
い現状がうかがえる．対話の時間を持てたと感じて
いるケースでも，正しく情報共有できているとは限
らない．コミュニケーションしているようで部分的
な理解にとどまっていたり，両者が全く正反対のこ
とを考えていたりすることがある．そのような状態
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Summary 近年，AD/HD（注意欠如／多動性障害），ASD（自閉スペクトラム症），LD（学習障害）などの発達障害
を抱え，特別な教育ニーズを有する子供への特性に応じた教育・支援が課題となっている．しかし，発達

障害は状態像がつかみにくく百人百様の状態像を持ち，各児の特徴に応じた支援には不十分な面が多い．2016 年から「障害
者差別解消法」が施行された．この中の「合理的配慮」とは，障害を持つ人々に対して必要な環境整備などの支援を行うこと
であるが，現状，「困り感」とマッチングがうまくいっていないために，支援も受けていない児童生徒が多い現状がうかがえる．
そこで，個人の特性を把握するために，日々の学校，家庭，地域内での行動履歴・学習情報などを蓄積，ビッグデータから支
援プランを導出し，個人の特性に合わせた支援を提供するシステムを開発した．発達障害児者の個人の行動情報・学習情報な
どを密に収集し，多様な個人特性に応じた多様な教育支援をダイナミックに提案するプラットホームである．本稿では，本シ
ステム及びシステムでマッチングを行う外部連携システムについて紹介する．
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でコミュニケーションを進めても齟齬（そご）や混
乱が生じたり，支援までの時間が長引いたりし，そ
の間に，二次障害，孤独や孤立に陥るケースも多
い．
また，発達障害は得意・不得意なことに偏りがあ

るため，「発達凸凹」と表現されることがあるが，
苦手な面については周囲から怠けているとか不真面
目だと誤解されたり，また，環境が異なると本来で
きることもできず失敗したりすることも多い．他人
からの評価が得られなかったり，失敗が積み重なっ
たりすることで自尊心の低下を招き，失敗の原因を
本人が自覚できないことも多い．ここで，問題が生
じてから対処的に支援を検討が行うのではなく，周
囲が発達障害児者を正しく理解し適時にふさわしい
支援を行うこと，本人のパフォーマンスを発揮でき
るように安定した環境を保つことが大事である．成
功体験を積み重ね，将来，自立できるように自信を
つけていくことが支援に求められる．
教育現場では，保護者，専門家を加えたケース会

議を定期的に行う必要があるが，多忙な現代社会に
おいては，毎日，その日のうちに保護者と教員とが
密に連携をとることは，時間的な拘束が大きいため
になかなか難しい．
更に，継続した支援が必要であり，就学前から小

学校，小学校から中学校，高校と個人の状態や傾向
を支援者が理解するための履歴を引き継いでいくこ
とも重要である．
特に，進級によりクラス担任が変わるとき，進学

や転校により学校が変わるとき，将来的に就職する
際などには，図 1に示すように教員や支援者間で
支援に関する情報を引き継げることが望ましい．
本研究では以上のような現状の課題を踏まえ，学

校と保護者と専門家を密につなぎ協働型支援を実現
させる ICT 個別教育支援システム「ぴこっと」を
開発し，2009 年から福井市，福井県内の小学校・

中学校・高校・特別支援学校 16 校で実証実験を
行ってきた （14） ，（15） ．以降にシステムについて紹介
する．

 2	 システムの概要
２.１　�ICT個別教育支援システム「ぴこっと」について
本システムは，発達障害児者と支援者の支援を行

うために，支援対象児童生徒の保護者，教員，教
育・心理・福祉・医学・工学専門家をステークホル
ダーとし，事例検討会を重ねてニーズを抽出，ユー
スケースを洗い出し，プロトタイプの開発を行い，
現在までにスパイラルモデルで継続的に研究開発を
行ってきた．
初期（2009 年時）のシステムの設計では，ス

テークホルダーと話し合い，以下のような要件を挙
げた．
（a）一番長い時間を過ごす，学校（集団の中で
の様子）と家庭の連携が最も必要であると考えられ
るため，「気づき」をその日のうちに担任と保護者
が密に共有し合える即時性があるもの．
（b）「一人の子をみんなで見ていく」という複眼
的視点が特別支援教育の本来の理念を実現可能とす
るもの．教育相談・学校・家庭の三者が子供に対す
る「気づき」を共有し支援をつなぐ場になり得るも
の．
（c）多忙な社会に住む教員，専門家，保護者が
取れる実現可能な手段であること．
（d）連絡帳や紙ベースと違って他人に見られる
ようなことがなく，プライバシーを守ることができ
るもの．
（e）児童本人の心情からみて，特別な目で見ら
れたり，個別支援を受けたりするのは嫌だという場
合が多いため，そのような場合も本人には秘密裏で
進められること．
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(a)～(e) の課題に対して，保護者と担任のやり取
りにおいてセキュリティが高く，即時性や双方の時
間的な都合も考慮し，また，多忙なクラス担任にお
いても容易に日々の情報伝達を可能とするため，主
にパソコンやスマートフォンの画面上に5段階評価
の行動チェック項目リスト（各個人により行動チェッ
ク項目リストは異なり教員，保護者が行動チェック
項目リストを行動チェック項目バッテリーから5項
目程度選択し，行動チェック項目リストを初期設定
して使用）と，必要があればコメント記述を行える
テキストボックスを配置し，ボタン押下のみで，そ
の日の学校及び家庭の状態を関係者にメール配信を
行い，日々の情報共有ができるものを開発した．
更に利用者のニーズからシステムを用いて関係者

間で情報共有できるフォーラム機能を追加する等，
システムのバージョンアップを行い，2016 年には，
１.で述べた発達障害児者の支援を困難としている
問題である以下の点を解決する機能の設計開発を
行った．
ⅰ）発達障害児者は百人百様の状態像を持ち，時

系列で状態像が変化するため状態像の把握が困難で
あること．
ⅱ）支援者が状態像を把握できたとしても，多様

な支援方法の中からどのような支援を提供するのが
よいのかマッチングが難しいこと．
状態像の把握のために行動チェック項目に ICF

（International Classification ofFunctioning, Dis-

ability and Health，国際生活機能分類） （16）コード
をひも付けて個人の状態像を分類・表現した．統一
性の高い基準を用いることや，それらの記述を時系
列で分析できることなどが重要であると考えたため
である．個人の状態像の評価値を基に，現在の状態
像をサポートするためにはどのような支援が存在す
るのか，状態像と支援サービスとのマッチングの仕
組みを設計した．ここで，支援サービスとして，本
研究を通して（３.に示すような）個別ニーズに応
じた支援機器，教材を多数開発したが，百人百様の
状態像に応じた支援機器とマッチングするには，社
会に存在する外部の多様な支援サービスとのマッチ
ングが必要である．更に，支援機器からも本人の行
動情報を自動収集できるものがあることが望ましい．
そのため，特に個人特性に応じた支援機器や支援
サービスとの連携においては，より多様な IoT，ICT 
支援機器とともに支援をしながら連携し情報を収集
するため，API（Application Programming Inter-
face）を開発することで外部支援機器も容易に連携
できるようにした．また，個人を特定できるような
情報や個人の行動情報を外部に出さない仕組みとし
て ICFコードを用いた個人の行動特性と支援サービ
スのマッチングを行える仕組みを開発した（特許申
請中）．Cookie を用いず，個人情報を外部に出さず
ICF コードへの重み付けのみを用いたマッチング方
式をとる．
図2 に 2016 年にバージョンアップを行ったシス

テムを活用した連携支援体制を示す．ここで，それ
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図２　システムを活用した連携支援体制



以前のバージョンでは教員，保護者という役割を設
定していたが，2016 年のバージョンでは指導者，保
護者，支援者，当事者の四つの役割を設定した．支
援対象者を取り囲むグループが当事者の人数分作成
される．図3に1グループのユースケース図を示す．
自分が当事者の指導者または保護者または支援者と
なっていないグループのデータにはアクセスできな
い．最低数2 名で小グループは構成可能である．（当
事者＋指導者または保護者ロール1 名以上，例とし
て指導者が教員，保護者が父，母，支援者が心理専
門家等．）各ロールは，実際の職種等に関係なく，指
導者ロールは，対象とする当事者の教育支援におい
て指導者，保護者，当事者の日々の行動チェック項
目と期間ごとのチェック項目を選定し設定できる指
導的立場の利用者である．例えば担任が指導者ロー
ルとなる場合が多いが，母親が指導者ロールで設定
するケースや放課後デイサービスの支援者が指導者
ロールとなるケースもある．また指導者ロールも保護
者ロールも支援者ロールも複数人の設定が可能であ
るため，各教科担当が指導者ロールを選んだ場合で
は10 名近くを指導者ロールとして設定したケースも
ある．支援者ロールには心理専門家や福祉専門家が
設定されるケースが多い．

２.２　�行動の目標となるチェックリストを用いた評価
図4 にシステムで担任や保護者，支援者が日々入

力に用いる行動チェック画面を示す．
行動チェック項目は個別の指導計画，教育支援計

画の目標に相当するものとすることで，学校と家庭，
支援者間で同じ方向を向いた支援につながり個別の
指導計画，教育支援計画の活用につながる．また相
互理解が深まり，支援の手掛かりとなると考えられ
る．また，児童（人間）の発達において，ある行動
や性質に至る要因を分析しようと試みるのであれば，

過去に遡って様々な要因を調べることなくしては分
析が困難であるが，日々のチェックという時間的にも
密な定点観測データを蓄積することで，前方視野的
な検証も可能になると考えられる．

２.３　�支援システムで使用する行動項目に ICF�を用
いる意義

２.２で説明した行動チェック項目は現在約1,500 
項目となり必要に応じて追加している．（類似項目が
増えたため類型化を行い代表的なチェック項目100 
項目にまとめたものを用いることもある．）これらの
項目にはシステムのバックグラウンドで ICF コード
をひも付け，支援サービスとマッチングするときなど
の評価に用いる．
ICF とは，2001 年に世界保健機関（WHO）が採

択した生活機能と障害に関する国際的な分類である．
図5 のように，「生活機能」として心身機能（b）や
身体構造（s），活動と参加（d），「背景因子」として
環境因子（e）のように分類される （16）．
更に，それらを表1 に示すように，階層的に分類

していき，アルファベットと数字を組み合わせた約
1,500 個の ICF コードとして記述される．それらの
コードに評価点を与えることにより程度を表現するこ
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 図４　日々のチェックリストの画面

 図３　ユースケース図

図５　ICF の生活機能モデル
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とも可能である．
2007 年には ICF の児童版である ICF-CY が発表

され，2009 年には日本語版が出された （17）．ICF-CY 
は児童期に関する記述がより詳細にでき，学校生活
における分類や，メタ情報として詳細に記述できる
利点があるため，本システムにおいては，ICF-CY で
の記述を採用することとした．更に ICF-CY にない
項目については独自のコードを作成し追加している．
ICF は福祉や教育をはじめとする様々な分野で，

人間の生活機能と障害を分類する上で，世界の共通

言語として期待されている．情報科学の立場からは，
オブジェクト指向的な言語として捉えることもでき
る．各人や支援機器をオブジェクトとして捉えると，
ICF の分類は表1 に示すような心身機能，身体構造，
活動と参加などのプロパティと考えることができる．
図5 の中段の生活機能のまとまりが，人の状態像を
表すものであり，環境因子がその人にとっての障壁
やそれを取り除く支援といった具合に捉えることが
できる．
したがって，個人や環境に対し，状態を表現する

表１　ICF の分類（第1 レベルと第2 レベルの例）
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こともでき，例えば，支援を必要とする児童に関し
て，担任や保護者のみが持つ（暗黙知に近いため記
述が困難な）抽象的な知識に対しても，それを（形
式知に近い）具現化した知識として記述を試みるこ
とも可能である．今後様々な分野で人に関する共通
言語として用いることで，連携できるサービスが広
がると考えられる．

２.４　�ICF-CY�コードにひも付けた行動チェック項目
による状態像の記述

図3 のユースケース図に示すように日々の学校と
家庭の様子について，指導者，保護者，当事者（児
童生徒）は「ぴこっと」システムの画面（図4）から
各チェック項目に星の数（１～5）で評価を行い，必
要に応じてテキストボックスにコメントを入力する．
行動チェック項目リストは担任・保護者・専門家

によって作成されたものが多い．（特定の行動チェッ
ク項目を用いるケースもある．）身に付けてもらいた
いソーシャルスキル，時系列で把握したい学習・行
動面の特徴，その日に保護者が知っておくことで健
全で良好な生活を送れると考えられるような項目が
蓄積されている．対象の児童生徒に必要と考えられ
る項目について，あらかじめ保護者，担任，専門家
が相談し数項目程度選択しておく．（成長に応じて，
チェックリストを入れ替える．）
チェック項目の評価は，日々データベースに随時

追加されていく．このチェックリストの各項目につい
て，ICF-CY の分類と対応（ひも付け）させることに
より，児童の状態を ICF-CY を用いて記述する．行
動チェック項目に関するデータベース①～③につい

て説明する．

①項目のデータベース：
｛チェック項目ID,内容 ,ICF-CY の分類，重み係数｝
＝ ｛205, 授業や活動に集中していた ,b140,0.8｝ ,
　 ｛205,授業や活動に集中していた ,d110,0.5｝ ,…

このようにチェック項目と関連する複数の ICF 
コードがひも付けられており，重み係数（0～1 の
実数値）を与え関連の度合いを設定している．この
ひも付けや重みの初期値は心理，情報の専門家によ
るダブルチェックを経て与えている．
②日々のチェック項目管理データベース：
｛当事者 ID，チェック項目 ID｝
③個別支援チェック項目評価履歴データベース：
｛当事者 ID，チェック項目 ID，評価値，日付｝

ここで，①のチェック項目「授業や活動に集中し
ていた」においてひも付けられている ICF コード
b140 について，先頭の「b」は「心身機能」に分
類され，次の「1」は第 1 分類：第 1 章精神機能，
次の「4」は更に細分化され第 2 分類：個別的精神
機能，次の「0」は第 3 分類：注意機能のコードで
あり，注意の維持、注意の移動、注意の配分，注意
の共有の機能などが含まれる．また，d110 につい
ては，先頭の d は「活動と参加」に分類され，第 1 
章学習と知識の応用，第 2 分類：目的をもった感
覚的経験，第 3 分類：注意して視ること，である．
システムでは指導者ロール（担任や支援者を用い

るケースが多い）と保護者ロール，児童生徒ロール
に行動チェック項目評価機能があり，支援機器や支

図６　ER 図（行動チェック項目評価）と対応する1 日の行動チェック項目評価履歴画面



援サービスからも行動チェック項目の評価値を収集
できる．行動チェック項目評価の ER 図と 1 日の
チェック項目履歴画面を図 6 に示す．
本人の行動チェックに関して，自己理解ができる

までは行動評価値としてチェック項目を用いるよ
り，自己理解を深めるための教材として用いるケー
スが多いためである．児童生徒ロールはWeb シス
テムからログインはできず，Android アプリから
ログインが可能であるが，指導者ロール，保護者
ロールがチェックした行動情報を共有する機能はな
い．児童生徒向けに指導者ロール，保護者ロールか
らメッセージを送る機能が付いており，メッセージ
を見ることができる．保護者，担任の判断により本
人はシステムを用いないで支援者間で用いるケース
も多い．

２.５　成長記録の分析や確認
チェック項目の評価値やコメントをデータベー

スに蓄積・時系列管理することで，学校・家庭・専
門機関の三者が支援対象である児童生徒に対する
「気づき」を共有できるようにした．データベース
を活用することで，専門家が児童生徒の普段の状態
を理解し，保護者が支援を受けることもできる．
また，担任，保護者が 1 か月の履歴や 1 年の履

歴について，図 7 のようなカレンダー形式で振り
返り確認することができる．オレンジ色に表示され
ている日がチェックされた日であり，水色に表示さ
れた日は入力されていない日である．オレンジ色に
表示された日を押下することにより，その日の担
任，保護者，支援者の行動チェック評価値の全てと
コメント文を表示する仕組みとなっている．日々の
行動チェックについては，後で入力することも可能
である．利用者のニーズからあるチェック項目を選
択することにより，それらの評価値を星の色で表示
する可視化機能を開発した．この機能により，調子

が悪かった日の前後の履歴を見直すことなどが容易
にできるようになった．更に，各チェック項目の評
価について，図 8 のようなレーダチャートグラフ
で期間ごとの変化を視覚的に分かりやすく表現し，
支援対象である児童生徒の特徴，獲得できたソー
シャルスキルなど成長の様子を確認できる．また，
データベースは csv 形式でダウンロードできるた
め，教員が独自の視点でデータを分析するのにも役
立つ．

 3	 支援サービスとの連携
ICT 個別教育支援システム「ぴこっと」で蓄積

された日々の行動チェック項目の評価値，ICF で分
類した個人の状態像を基盤として，外部のサービス
である様々な機器や施設を紹介したり，学習アプリ
やソーシャルスキルトレーニングなどといった様々
な支援機器を利用したりするためには，支援に必要
となる情報を共有し連携する必要がある．図 9 に
示すように，API を介して外部支援機器や支援サー
ビスから，個人情報を保護しながら情報を共有する
ことを可能とした．
支援機器や支援サービスもオブジェクトとみな

し，人の行動チェック項目と同様に関連する ICF 
コードをひも付けた．この支援機器やサービスにひ
も付ける ICF コードの設定においても，福祉・情

解説論文　発達障害児者支援のための ICT 個別教育支援システム 203

小特集 教育分野における ICT利活用の実例と展望

図８　 レーダチャートを用いた各チェック項目の変化の可
視化

図７　評価の可視化



報の専門家がダブルチェックしたものを登録した．
このことにより，当事者の行動チェック項目とそ

の評価値の履歴から当事者に勧める支援機器やサー
ビスをマッチングできる．
まず，支援対象者の行動チェック項目にひも付け

られた ICF コードと重み係数にチェック項目評価
値の積和と，支援機器やサービスにひも付けられた
ICF コードの一致度及び重み係数の積和を取ること
により，個人と支援サービスの連携としてマッチン
グの度合いとして行動チェック項目の評価値と支援
機器の一致度を算出する．チェック項目は望ましい
行動の評価点が 5 となるように作成されているた
め，必要な支援機器とのマッチングを行うために評
価値は反転した評価スケールを重みとして用いる．
評価値 4 であれば 2，評価値 2 であれば 4 のよう
に重みは評価値と反転した値をとる．また，個人と
支援サービスの ICF の一致度の抽出方法として
ICF コードには階層があるため，支援サービスA 
に b1131 がひも付けられている場合，個人の行動
チェック項目にひも付けられた ICF コードと一致
するとみなすものとして，b11（上位 3 桁一致）と
b1131（5 桁一致）の両方を対象とする．
一致度が高い順に上位 5 項目を，「ぴこっと」シ

ステムから，図 10 に示すように支援対象者の状態
像に応じた外部支援サービスとして提案する．次の
章において研究グループによって開発された外部支
援機器やサービスについて，以降に紹介する．

 4	 支援機器の開発事例
４.１　認知特性を把握しながら支援を行う機器の開発
トレーニングシステムや学習システムを通じ認知

特性を調べることで，より詳細な個人特性を把握す
ることができる．例えば，表情トレーニングシステ
ムにおいては，表情に関する刺激映像を提示した際
の表情筋活動を筋電図計測で調べることで，表情の
同調に関する特徴を捉えることができ，相手の表情

に対して自然な表情で返す訓練の一助となる．訓練
システムの開発と同調メカニズムの解明についても
進めてきた （18）．トレーニングシステムを用いながら
認知特性を把握し，個人に合ったトレーニング方法
にチューニングしていくことを可能とすることにつ
なげている．
また，「他者の手の運動を観察し，同じように手を

動かす」といった模倣時にミラーニューロンシステ
ムが活発化することにより，μ波の抑制といった現
象が生じることが知られているが，我々は，他者の
運動を観察した際に，手を動かさなくてもイメージ
を促すことで，ただ運動を観察しているときよりも
μ波の抑制が生じることを確認した （19）．このことか
らミラーニューロンシステムが余り活発でない場合
において，声掛け（例えば「頭の中でまねしてみて」
と言うことで）をすることで，学習効果を高めるた
めの訓練システムに取り組んでいる．
また記憶課題などに取り組んでいる際に，課題正

解時に（人の笑顔などといった社会的報酬）が課題
スコアの向上につながることが知られているが （20），
この特性を把握することで，個人特性に応じた課題
の難易度や報酬を調整し，学習効率の向上を目指し
た学習ツールの開発を進めている．

４.２　�苦手な面を克服し得意なことを伸ばすトレーニ
ングシステム

ASD 児者に対する療育現場では，ソーシャルス
キルトレーニング（SST: Social Skill Training）が
活用され （21），ICT を活用することで訓練の機会が
より増える．日々のチェックリストから状態像を把
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図10　外部支援機器の提案

管理者用
保護者・教員・支援者用

管理者用
保護者・教員用児童生徒用 児童生徒用

図９　API を用いた支援機器から行動評価値の収集
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握することで，先のようにシステムが外部支援機器
を紹介し，利用した外部支援機器からのスコアを
データベースに蓄積することを可能としている．
療 育 現 場 で は， 言 語 聴 覚 士（ST: Speech-

Language-Hearing Therapist）により，発話訓練
や表情認知や表出などの訓練が行われているが，
我々はこれらの訓練をコンピュータで支援するため
に様々な機器を開発してきた．
発話の明瞭度を向上させるための発話訓練シス

テム （22） ～ （24）などがあり，図 11 のように我々の開
発したシステムでは，発話の明瞭のみならず，コ
ミュニケーションスキルに欠かせない感情に応じた
豊かな表情，音声感情表現なども合わせて向上でき
るように工夫している．
一般に，ASD 児者の表情認知能力は定型発達児

者より低いことは以前から知られており，不快表情
や作り笑いのような矛盾感情の認知は困難であ
る （25）．他者と円滑なコミュニケーションを図り，
社会で適応するためのコミュニケーション訓練シス
テムが望まれている．ASD の子供向けに苦手とす
る表情認識やアイコンタクトを教示するウェアラブ
ル眼鏡の装置が考案されている （26）が，我々もこの
原理に基づき，両親や友人，支援者などといった身
近な人の表情認知を支援するシステムを開発し
た （27）．図 12 のように，対面する人の表情をスマー
トグラスのカメラで撮影，Android 端末で表情認
識し，スマートグラスに表情種を提示するといった

ものである．

４.３　失敗を減らすためのサポートシステム
よく忘れ物をする児童用に，ランドセルに IC 

リーダを読み取るタブレットを組み込み，教材や文
房具に IC タグを貼り付け，時間割に合わせてラン
ドセルに必要な物がそろっているかをチェックする
システムや，登下校の途中で通学路から外れてしま
う児童生徒のためにタブレットのGPS 情報から確
認するプロトタイプシステムを開発した．

４.４　�就労支援を目指したプログラミング教育システム
論理的思考能力を養う入門者用のプログラミン

グ教材として，図 13 のような発達障害児者の特性
を考慮して SPELL の法則（英国自閉症協会提唱）
を基調とした視覚デザインによるクラウド型プログ
ラミング教材を開発した （28）．プログラミング教材
で与える課題は「迷路脱出」であり，主人公のキャ

図11　言語聴覚訓練システム

(a) 発話訓練

(b) 呼気訓練

図12　スマートグラスを用いた表情認知支援システム



ラクタが迷路内でスタートからゴールに至る道筋を
計画する，といったシンプルなものである．キャラ
クタの進行方向や歩数を考え，また，それらを繰り
返すなど「気づき」を与える工夫をした．ステージ
は全部で 30 種類あり，ステージが進むにつれ迷路
が複雑化し，「制御構造：繰り返し」，「制御構造：
条件分岐」（敵が出現したら戦う，アイテムを拾う）
などうまく組み合わせて解決することが要求され
る．
ここで，教材開発で特に重要となるのが，発達障

害の特性を考慮して設計を行うことである．我々
は，次のような SPELL の法則に基づいて教材やカ
リキュラムを開発し指導方針を立てた．
・Structure：簡単で明瞭な枠組みの設定
⇒視覚化・構造化された教材開発
・Positive：ポジティブに関わる
⇒成功したらほめる
・Empathy：共感（理解）
⇒失敗しても励ます
・Low arousal：刺激が多過ぎると混乱するため低
刺激のもの
⇒見やすく落ち着いて作業のできる画面レイアウト
を用意
・Links：きずな
⇒地域，メンターや学生，仲間とのつながり，協力
課題を通じてコミュニケーションを促す場を提供

ASD は極端にシステム化する傾向にあるとされ
る （29）が，ASD 特性をシステム化という言葉で表

現することで，障害でなく強みとして捉えることが
できる （30）．発達障害者の就労，就労継続は発達障
害者支援の大きな課題であるが，システム化が得意
であることからプログラミングを得意とする方が多
いため，将来の就労に向け，その才能を伸ばすべく
発達障害者プログラマーの育成は重要と考えられ
る．現在，テレワークをはじめとして，IT 職はラ
イフスタイルに合わせて，場所や時間の制約を余り
受けずに，柔軟な働き方を生み出すことができるた
め障害者の雇用に適している．また，ASD 者は，
人の顔の目領域の注視に対して非常に負荷が掛か
る （31）ことが考えられることから，プログラミング
のように人と一緒に開発を行っても画面を注視する
ような作業の多いものはASD 者にとって負担が少
ないと考えられる．
プログラマーの仕事には，設計やコーディングの

みならず，デバッギングなど様々な役割があり，ま
た，IT 職全体においては文書作成，イラスト作成，
データ入力，計算など様々な役割を考えることがで
き，個々人の得意とする分野の見極めや，働く人に
特化した仕事の切り出しが一層重要になると考えら
れる．
上記の教材は，プログラミングに興味を持つ若年

層や障害者のみならず，大学文科系学部の教養の授
業でも要望もあり，プログラミング入門者に幅広く
利用可能である．大学理工系学部や工業高専のよう
な高度なプログラミングの養成など専門家を育成し
ている学校においても，プログラミングの導入部で
ビジュアルデザインに基づきプログラミングをしな
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がら，併記表示されている Java 風ソースコードと
対応させることにより，専門言語を用いたコーディ
ングの学習にも移行可能である．

４.５　�就労支援を目指した生活リズム支援，コミュニ
ケーション教育支援システム

人間が植物に触れて癒されるという効果を生か
し，農業を中心に「農福工連携」（農業・障害福祉・
工業）が盛んになってきている．しかし，農作業に
黙々と取り組むだけではなく，目標を明確化し，仕
事の中から「気づき」や「学び」を得て，成長して
いくことが重要である．
我々は，IoT を活用した作物栽培を通じて，コ

ミュニケーションを促進し，生活リズムを整える支
援システムを開発した （32）．
植物栽培においては，水やりや芽かき，収穫な

ど，タイミングを逃さず適切に作業を行うことが重
要である．図 14 に示すように，プランタにマイコ
ンを設置し，植物の環境を各種センサ（温度，水
分，照度）やイメージセンサで把握し，マイコン画
面に表示されたアバタが音声メッセージを介して，
水やりなどのタイミングや加減といった栽培に関す
る作業や，朝には照度が低いとカーテンを開けてな
どといったアドバイスをするものである．このシス
テムは，利用者の就寝時間など生活リズムや環境，
健康状態などをモニタリングし，コンディションが
整うようにアドバイスすることもできる．

 5	 まとめ
システムの実証実験を行い，教員，保護者，支援

者から本システムの有効性が示された．特に教員，
保護者から利用へのニーズは多いが，社会実装に向
けて今後の発展的課題として教員の業務軽減という
課題が浮かび上がった．効果的な教育を確保しつ
つ，業務削減を行うことが現場からの切実な要望で
ある．そのためには，重複業務を削減することが喫
緊の課題となっている．現在，福井県教職員組合の
協力を得て，（株）日立ソリューションズ東日本の
運用により高いセキュリティ管理を保ちながら
PoC（概念実証）を実施している．現在の課題とし
ては教員と保護者の多忙が大きな問題となっている
ため，児童生徒への効果的な支援を行いながら，教
員と保護者の多忙を解決するために重複業務を一元
化できるような仕組みを開発している．教育体制と
システムが協調的に進み，全ての児童生徒と保護者
が誰一人取り残されない社会につなげたい．
また近年，個人情報の厳密な管理が必要となり，

政令・規則・ガイドライン等の整備が急速に行われ
ている．改正個人情報保護法 （33）が 2022 年 4 月か
ら施行され，情報技術の革新が進む中で個人の権利
利益を保護する内容となっている．要配慮個人情報
に関する政令，規則，また医療情報を扱う際のガイ
ドラインも公表された．例えば 2021 年 1 月に厚
労省から公表された「医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン」 （34) は，クラウドサービス事
業者との責任分界に関する考え方が追記され，認
証・パスワードの対応，サイバー攻撃などによる対
応，外部保存受託授業者の選定基準対応等が改定の
主なポイントである．また総務省の「クラウドサー
ビス事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関
するガイドライン」，経済産業省の「医療情報を受
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図14　コミュニケーション型自立支援システム



託管理する情報処理事業者における安全管理ガイド
ライン」が定める要件を整理・統合したガイドライ
ンを，2020 年に「医療情報を取り扱う情報システ
ム・サービスの提供事業者における安全管理ガイド
ライン」 （35）として総務省と経済産業省から公表さ
れた．技術革新が進む中，対応すべき事項について
明確であることは社会実装に向けて何が必要かを明
らかにする上で大きい．またガイドラインの定期的
なアップデートへの対応も必要である．

 6	 今後の展望
本プロジェクトの目的として，システムを用いて

誰一人取り残さず社会で輝いて生きていけるような
社会にしたいという思いがある．発達障害を持つ児
童生徒が社会に出たときに，へたらずに働けるよう
に，社会に出る時期に間に合うように，密に，効率
的に協働型支援を実現させ，より良い生活を送り，
学ぶ機会を増やしたい．全ての人が必然的に支援を
受けることができる環境整備のためにも ICT を用
いた支援が必要である．IT や AI の発展により将
来人の仕事が奪われることが危惧されているが，ど
んなに優秀で熱意のある教員や保護者でも 24 時間
休みなく見守ることはできない．人と機械の協働に
より，困っている子供たち一人一人にたくさんの人
の手を掛けることができる時代が来ることで，今
困っている少数派で多様な人々も含めた皆のQOL 
が向上し，障害の有無にかかわらず人が人のために
働くことができるような社会となるのではないかと
思う．そのため，多忙な現代社会で実現可能な手段
として，保護者と学校と専門家をつなぐ ICT 個別
教育支援システムがその役割を果たすと考えてい
る．
新型コロナウイルス感染症，Society 5.0，GIGA 

スクール構想，ディジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）など，様々な社会構造の変化が起きてい
る．特にコロナ禍で学校現場で IT 化が進み，現在
一人 1 台のデバイスインフラが整いつつあり，こ
の流れは加速すると考えられる．
そのため，本プロジェクトにおいて最も重きを置

いていることは，社会実装・社会還元しながら分析
することである．技術革新の目まぐるしい IT 分野
においては，ニーズに応えるべく迅速にシステム開
発し，実稼動させながらスパイラルを巻き起こすよ
うに適応させていくこと，特に，少数派の「困り
感」を見逃さないことが必要である．そのため，社
会動向に目を向け，多方面の研究者，特に人文社会

研究者，工学研究者，現場教員が協働し，社会に適
応させた人間中心のシステムを設計・構築すること
を目標とし，児童生徒と家庭の「困り感」やニー
ズ，学校運営体制と現場のニーズを分析する．その
上で，教育的支援と福祉的支援のメカニズムとその
課題を明らかにし，実現可能性，持続可能性のある
支援体制の提案と構築することが重要である．
謝辞　本研究は科研費：18K02896・19K12245・

22K02786・22K12283， 総 務 省 SCOPE：
162305008，平成 29 年度 総務省プログラミング
教育普及推進事業の助成を受けた．ICT 個別教育
支援システムは㈱日立ソリューションズ東日本の管
理運用により PoC を進めている．
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1 はじめに
近年のコロナ禍においては，世界中でオンライン授業

が注目された．対面授業ができないので代わりにオンラ
イン授業を実施したという．

ところで，オンライン授業は対面授業の代わりになる
ものなのか．また，オンライン授業と対面授業は相反す
る授業なのか．オンライン授業と遠隔授業は同じものな
のか．これらの混乱はオンライン授業自体が明確に定義
されていないことが原因である．筆者は，オンライン授
業の類型化を行い，その定義を行った（1）．筆者の考え
るオンライン授業の定義は，授業でインターネットを利
用しているかどうかである．インターネットを利用して
いない授業はオフライン授業である．よって，対面授業
の中でインターネットを利用していれば，それはオンラ
イン授業でもある．また，オンライン授業で同期してい
る授業をオンライン同期型，すなわちリアルタイム授
業，非同期のものをオンライン非同期型，すなわちオン
デマンド授業とした．よって，この定義によれば遠隔授

業とは，昔からある通信教育などのオフライン非同期型
も含むことになり，「オンライン授業イコ－ル遠隔授業」
ではないことになる（図 1）．

また，筆者はそれぞれの型における教育効果のアウト
カムの量の可能性を考察し，最も教育効果の高い理想の
授業は「対面授業の中にオンライン授業を補足的に利用
した授業」とした．すなわち，対面授業とオンライン授
業は相反するものでなく，融合して実施すべきものであ
り，あえてここでは「オンライン対面授業」と呼ぶこと
にする（図 1 のピンクの枠内）．その結論に至った背景
には，筆者自身が教育現場に 40 年以上携わってきたこ
と．そして筆者の勤務校で 20 年以上オンライン授業に
関わり，筆者自身も様々なオンライン授業の実践を行っ
てきたことによる．

本論では，ささやかながら筆者が行ってきたオンライ
ン授業の実践例を過去三つの時期と現在に分けて幾つか
紹介し，オンライン授業がこれからの学校現場でどのよ
うに使われていくべきかという考えを述べたい．

図1　オンライン授業の定義　文献（1）を改変
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2 オンライン授業の黎明期� �
（1990年代）

筆者がオンライン授業の本格的実践を行ったのは，
1998 年である．当時はインターネットが世に急速に広
まった時代である．本校は 1996 年に NTT の協力の下
に 1.5 Mbit/s のインターネット回線が入り，校内 LAN
が構築されていた．実践は，野外と教室をインターネッ
トでつないだ授業で，第 4 学年理科における「流れる
水のはたらき」という単元であり，東京都を流れる多摩
川に教員が出掛けて，テレビ会議をしながら授業を行う
というものだった．使用したのは，PHS で，転送速度
は 33.6 kbit/s というものだった（2）．今では考えられな
いような遅いスピードであるが，当時はこれでも高速回
線であった．次年度は，今度は撮影する場所を多摩川の
上流・中流・下流の 3 か所にし，3 か所同時のテレビ会
議を行った．また，児童自身によって収集した写真など
の情報を，校内 LAN を利用して情報共有させて授業を
展開するという実践であった（3）．テレビ会議を利用し
た小学校での授業実践として，また，校内 LAN を情報
共有という考え方で利用したことも先駆的な実践報告で
あったと思う．しかし，PHS によるテレビ会議は，映
像が不鮮明で音声も遅延が生じており，今の Web 会議
とは比較にならないほどの劣悪な情報環境であったと思
う．しかし，野外とつながったときの児童たちの歓声は
今でも覚えている．

3 PC時代の実践� �
（2000年〜 2009年）

21 世紀の 2000 年代になると，インターネットは更
に学校現場にも浸透し，その利用について急速に気運が
高まってきた．大学では，e-Learning の導入が始まり，
多くの学校でコンピュータ教室が作られるようになっ
た．また，電子黒板などの導入やディジタル教科書も作
られるようになった．校内 LAN が早い時期に構築され
ていた本校は，1999 年には「情報」という教科を作り，
専任教員 2 名を採用し全学年で授業を行った．また，
慶應義塾一貫校理科グループとして科学技術振興機構

（JST）の「教育用 IT 環境を利用した科学技術・理科教
育のためのデジタル教材活用共同研究」のメンバーとし
て，また，筆者は「IT 活用による革新的な科学技術・
理数教育基盤システムの研究開発及び実証実験」のメン
バーとしても数々の実践を重ねることになった．2003
年時点では，校内には約 200 台のノート PC を導入し，
全教室に50インチのプラズマディスプレイを導入した．
当時のオンライン授業は主にディジタル教材を利用した

授業実践と，情報スキル，情報リテラシーの教育が中心
であった．筆者も JST で開発した「理科ねっとわーく」
の Web 教材を授業で活用する実践や，当時世の中に出
たばかりのグーグルアースを授業中に児童に見せながら
行う地学教育の実践なども行った（4）．また，当時開発
されたばかりのバーチャルリアリティを利用した教育実
践の共同研究なども行った（5）．

インターネットにつながった PC を授業中に一人 1 台
提供できたことは授業のスタイルが大きく広がったこと
になる．とは言え，当時は回線スピードもまだ十分でな
く，全員一斉にネットにつながりにくい状況であり，
PC の起動にも時間も掛かった．また電子黒板やディジ
タル教科書も確かに便利ではあるが，誰もが日常的に全
ての授業で活用するという段階ではなかった．

4 タブレット時代の実践� �
（2010年〜）

iPad が発売されたのは，2010 年である．これを機
に，世の中にタブレット端末が急速に広まった．PC 利
用と比べて起動時間はあっという間である．そして何よ
り小形軽量である．更にディジタルカメラも付いてい
る．そして教育に使えそうなアプリも続々と開発されて
いる．学校現場では，これからは PC に代わりタブレッ
ト端末が導入されていくことが予感できた．

早速，本校では 2013 年から Android 端末 50 台を導
入して実践を行った．筆者はスマートフォンのアプリを
利用した実践を報告した（6）．

そして，今まで学校の備品として教室に設置していた
PC やタブレット端末を，一人 1 台，児童個人の文房具
として導入したのが 2018 年である．導入したのは，
iPad（Apple 社 製 ） で あ り， こ の と き に 初 め て，
BYOD（Bring Your Own Device）が実現したことに
なる．更に，2018 年 12 月からクラウド型授業支援シ
ステム「ロイロノート・スクール（以下ロイロノート）」
を導入した．これにより，本校は全ての教科において日
常的に，iPad を使っての授業を行っている．ただ，当
然ながら教科や指導者によってはその利用頻度は異な
る．筆者は現在理科専科であるので，理科の授業の中
で，ほぼ毎時間と言っていいほど iPad を利用した「オ
ンライン対面授業」を行っている．

2020 年 3 月には，コロナ禍で一斉休校になったが，
既に BYOD が実現し，GIGA スクールが実現していた
本校はオンライン遠隔授業を比較的スムーズに行えるこ
とができた（1）．
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5 現在筆者が行っている� �
オンライン授業の一例

ここでは現在筆者が行っている「オンライン対面授
業」の実践例を幾つか紹介する．筆者はオンライン授業
の教育効果を考察する上で重要な三つの要素である，教
師，教材，協同学習者に視点を当てて，その教育効果を
予察的に考察した（図 2）．オンライン遠隔授業と比べ
てオンライン対面授業の優れている点は，それぞれで示
される教材が実物であるということである．実物は映像
などよりはるかに情報量が多い．そして，協同学習者か
らは，同期したフィールドバックが常に受けられるこ
と．教師からは，同じく同期したフィールドバックが得
られるとともに，教師の表情などのノンバーバルコミ
ニュケーションから得られる教育効果が大きい．よっ
て，対面授業の中にオンライン授業を融合させること
で，教材から得られる効果として，教材の保存性，再現

性，共有性が格段に上昇する（1）．よって，ここではそ
れらに視点を絞ったオンライン対面授業の実践例を紹介
する．

5.1　教材の保存性の実践事例「iPadのカメラ活用」
授業では，児童に iPad のカメラを使い，様々なもの

を撮影させている．数年前までは，ディジタルカメラは
共用のものであり，児童に貸し出すものであった．今
は，児童一人一人が持っているものであり，これが実現
できたことは教育的に大変大きな意味がある．児童は便
利な文房具として鉛筆やノートと同じように日常的に利
用している．

・作品の撮影：例えば 2 年生の生活科で，児童に作ら
せた様々なものづくりの作品の写真を撮らせてロイロ
ノートの提出箱に提出させている（図 3）．工作などほ
かの授業の作品なども同様である．児童は自分の作品を
1 年間，あるいは 6 年間のポートフォリオとして保存で
き，またほかの人の作品もお互いに鑑賞することができ
る．更にこれにより展覧会やコンクールなども容易にで
きるようになった．

・ノート，スケッチ，ワークシートなどの撮影：紙媒
体に書かせたものを撮影させてそれを提出させる．例え
ば，ノートやスケッチなどの写真である．教師はそれぞ
れにコメントを記入して評価し，簡単に返却ができる．
オンラインがなかった頃は，ノートやスケッチ自体を提
出させており，その回収，未提出者のチェック，返却に
多くの時間が掛かったが，それが今は実に容易にできる
ことになった．図2　オンライン対面授業における三つのアウトカム

図3　2年生の作品である松ぼっくりクリスマスツリー
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・自然の図鑑作り：「自分だけの○○図鑑」として，
様々な自然を撮影させて図鑑を作成させている．例え
ば，5 年生では春に学校内の花の写真を撮影させて，そ
の名前を同定させて図鑑にしている．花が好きな児童
は，身近な花の写真を自ら撮影し，図鑑のページをどん
どん増やしている．また，3 年生は遠足のときに埼玉県
の荒川で石拾いをさせている．石の名前を同定させて，
石図鑑を作成させる．4 年生では，千葉県館山の海浜学
校で貝拾いをさせているが，自分で拾った貝殻の図鑑を
作らせている．また，5 年生になると顕微鏡の使い方を
指導するが，そのときは，顕微鏡写真にも挑戦させてい
る（図 4）．顕微鏡写真は，iPad で撮影するときは専用
のアダプタなども市販されているが，人差し指と中指を
接眼レンズに当てて，少しずつ調節しながらピントを合
わせると，小学生でも容易に写真撮影をすることができ

る．筆者はこれを「ピース撮影法」と名付けて指導して
いる（図 5）．顕微鏡写真は，昔は高価な一眼レフと特
殊な撮影器具がないと撮影できなかったものであるが，
今は，小学生でも自分の手で撮影できるようになったわ
けである．

また，自然の写真撮影は，様々な動植物，季節の様々
な自然現象，星や月，月食などの天体写真なども積極的
に挑戦させている．筆者が行ったものとして，「月食写
真コンテスト」，「国際宇宙ステーションの撮影に挑戦」，

「冬の自然写真コンテスト」など自由参加のコンテスト
を行った．撮影方法の応用として，露出固定の方法や，
撮影した写真のトリミング，明るさや色調の編集方法な
ども教えると，さっそく活用できる児童も現れ，その児
童を通じて周りの児童にもその技量が広がっていくこと
になる．そして児童の中には，撮影技術が大人でも驚く
ほどに高いものも出てくる．

また，教師自身も自分で撮影した写真で様々な図鑑を
容易に作成でき，それを児童の同定用に一斉に配信して
いる．オンラインがない時代では，児童全員分の図鑑を
購入するか，カラー印刷して配布するしかなく，多くの
費用と労力が掛かったものである．

・実験の動画像撮影：静止画像だけでなく，動画像撮
影は児童にとって魅力的である．筆者は授業で行ってい
る様々な実験を自由に動画像撮影させている．動画像は
その後の授業の考察に利用し，児童も手元で再確認でき
る．また，例えば，4 年生の単元に「空気のあたたまり
かた」がある．ここでは，暖められた空気は軽くなり，
上に行くということを学ばせる．筆者は，いつも演示実
験として，イギリスで購入してきた巨大バルーンという
教材を使い，校庭で実験をする．この実験を行うとき
は，児童は何も言わなくてもほぼ全員が動画像や写真を
撮影する．巨大なバルーンが太陽の熱によって温められ

図4　児童が撮影した顕微鏡写真

図5　	iPad で顕微鏡写真を撮っている児童，左手の中指
と人差し指を使いピントを合わせている（ピース撮
影法）

図6　巨大バルーンの演示実験で動画像を撮影する児童たち
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て，上っていく光景は児童にとって感動的であり，多く
の歓声とともに動画像に収められている（図 6）．

5.2　再現性の実践事例
ロイロノートには，写真などをカードにしてつなげる

機能がある．これを利用すると継続的な記録ができる．
例えば，4 年生ではヘチマを種から実ができてまた種が
できるまでを継続的に観察する．今までの指導法なら
ば，ノートに観察記録をスケッチするか，カードを作
り，それを貼り付けていくなどの指導法が行われてい
た．しかし，これをオンラインでカードとして継続して
保存していけば再現性も高まり，有効な指導が可能と
なった（図 7）．

また，4 年生では，「空気でっぽう」という単元があ
る．この単元では，空気でっぽうは，空気が押し縮めら

れることで飛ぶことを指導する．そこで，児童には
iPad のカメラについているスローモーション機能で撮
影を行わせる（図 8）．そして，撮影した動画像を再生
して再現することで，玉が発射した瞬間に，どのくらい
空気が押し縮められているかを調べて，飛ぶ距離との関
係を考察させることが可能になる．また，発射した瞬間
に，筒の先から湯気が出ていることに気づかせる．これ
は減圧により雲ができる現象と同じである．

5.3　共有性の実践事例「自由研究の発表会など」
児童に自由研究をさせた場合，できる限り発表の場を

設定させたい．しかし，全員にさせると多くの時間を割
かなければならない．そこで行うのは，グループに分か
れての発表会である．グループ発表会は，児童に自分の
自由研究の内容を，パワーポイントなどのプレゼンソフ
トで作成させて，それをファイル共有させて発表させ
た．今までなら，時間が掛かりすぎて不可能だった全員
の発表会が簡単にできるようになったわけである．

また，学期や学年のまとめのテストの前には，各自に
テストの予想問題を作らせて，お互いに共有させ，お互
いの作成した問題を解くことで協同学習が可能になる．

このような共有機能を利用することで，様々な協同学
習を容易に行うことができるようになったわけである．
筆者の学校は，ロイロノートを利用しているが，同じよ
うな機能は，Google Classroom や Microsoft Teams
などでも可能であり，このような協同学習の実践が急速
に広がっているであろう．

図8　空気でっぽうのスローモーション動画像撮影

図7　ヘチマの観察　カードをつなげることで継続的な観察が視覚化できる
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6 これからの学校現場における
オンライン授業

誌面の都合もあり，紹介できた「オンライン対面授
業」の実践例はほんの僅かである．筆者はこのような授
業を日常的に行っており，今やタブレット端末は児童と
教師にとって欠かすことのできない文房具になった．そ
して，従来できなかった様々な授業が可能になった．児
童への教材配信，児童からの提出は便利になり，印刷物
は大きく減少した．高品質な教材を容易に児童に与える
ことが可能となり，その保存性，再現性，共有性も格段
に高まった．

オンライン授業の利便性が高まると，児童にはノート
を取らせなくてもよいし，板書もいらないだろうという
意見が出てくる．また，教師も選ばれた優秀な教師が
Web 会議で行えばよいであろうという意見も出てくる．
筆者はこのような意見には反対である．実際に筆者は授
業では板書をし，児童にノートを取らせている．教師が
対面で児童に向かい，児童と対話をしながら授業を行っ
ている．すなわち，可能な限りのノンバーバルコミュニ
ケーションも取るようにしている．筆者はこのような授
業の教育効果が高いことを長年の経験から感じているか
らである．コロナ禍で，多くの学校が余儀なく遠隔授業
をさせられた．しかし，現在は可能な限り対面授業の実
施が求められるようになった．このことは，対面授業の
教育効果が高いことを世の中が再認識する契機となった
わけでもある．

今後，「オンライン対面授業」は授業形態としては当た
り前になってくるであろう．ただ，注意しなければなら
ないのは，オンライン授業はあくまで便利な教育方法に
すぎないことである．江戸時代の寺子屋の教育が口述筆
記だったが，明治時代に黒板とチョークが導入され，指
導方法が大きく変わったように，オンライン授業は今後
の教育スタイルを間違いなく大幅に変えていくであろう．

しかし，教育は，人が人を教えるものであり，その不
易の部分は変わらない．これからの学校現場では，この
オンライン授業の有効な活用方法を科学的に検証し，効
果的な利用方法を模索していくことが大切である．そし
て，何より大切なのは，教師の役割であると思う．コロ
ナ禍では特に，オンライン授業ができる教師，ICT を使

いこなせる教師があたかも優秀な教師として扱われる風
潮があった．しかし，本当に優秀な教師は，オンライン
授業や ICT をどのように利用すれば，教育効果が高い
かを認識している教師である．それらを得るためには，
教師自身の経験や研修が必要である．また，大学での教
員養成のあり方など様々な課題が満載である．今後ます
ます ICT は進化し，教育の現場に更に便利な道具とし
て子供たちの手元に渡っていく．これからの教師は，そ
れらを手にする子供たちの中に入り，ファシリテーター
としての役割を果たすことができるかどうかがますます
重要になってくると考える．
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1 はじめに
コロナ禍の経験を通じて，我々大学教員のオンライン

教育に関する敷居が下がり，教育手法も身近になった．
一方で，コロナ禍の前を思い返すと，興味がある一部の
教員が授業で活用する程度で，なかなか全学的に広がら
ないとよく言われてきた．しかし，大学の入り口として
求められる，高校段階までの力の補修を目指すリメディ
アル教育や，学士課程教育で共通して身に付けておくこ
とが望ましい力の養成を目指すキャリア教育など，時代
の要請に基づく新たな教育内容の導入場面では，大学と
して検討・実施されてきたことも事実で，そうした事例
を振り返ることは，“ポストコロナ”における組織的・
戦略的なオンライン活用に対する有用な知見を提供して
くれる可能性がある．本稿は，こうした趣旨にのっと
り，日本の ICT 活用教育の組織的な運用事例を振り返
りながら，今後のオンライン教育推進のための一助を
願っての寄稿となる．

日本の高等教育における組織的な ICT 活用のシーズ
的な取組みは，文部科学省の政策の一環で推進された

「特色ある大学教育支援プログラム（特色 GP，2003 年
（平成 15 年度）開始）」や「現代的教育ニーズ取組支援
プログラム（現代 GP，2004 年 ( 平成 16 年度 ) 開始）」
が挙げられる（1）,（2）．特に，現代 GP「テーマ 6」は，全
学的に e ラーニングを推進する大学が選定されており，
その事例の多くが公開されている．このプログラムでは，
対面授業を基軸とした教育課程に適用された内容を中心
に採択されており，その後の ICT 活用教育の試行プロ
ジェクト（シーズ的な取組み）と位置付けられる．e
ラーニングを活用する動機については，高度人材育成に
向けたキャリア教育（青山学院大），基礎教育支援（金
沢工大）といった，新たな社会背景を踏まえた補完型教
育に関わるものや，大学内の教育内容の共有（関西大，
千歳科技大）といったカリキュラムの可視化の原形とな

る取組みがあった．また，キャンパス間の物理的な距離を
埋める取組み（信州大）や大学（機関）連携を意識した
取組み（帝塚山大，長岡技科大）など，現在のオンライン
教育導入の背景につながる事例が見て取れる．いずれの
取組みも，従来できなかったことができるようになった
という点で，大学教育全体に与える影響力は大きい．

一方で，全学的な試行を通じた課題も明らかになっ
た．特に，関係者間で議論になった課題は，システムと
コンテンツの維持という技術的側面に関するものであっ
た．しかし，こうした技術的な課題は，今から振り返る
と徐々に解決されていった．例えば，システムについて
は，研究を兼ねて独自システムの試行を行う大学（千歳
科技大，電通大，帝塚山大ほか）も多かったが，熊本大
を中心にオープンソースである Moodle の積極的な運
用を展開し，こうした流れは他大学を含めて全国的に広
がった．コンテンツに関しては，大学間で共通的に利活
用できる内容と，各大学固有の教育内容を対象とするも
のに分類できた．前者については，初年次向けの数学・
英語・日本語などのリメディアル教材や，情報・語学系
などスキル系の養成が該当し，主に演習を中心に教材が
整備された．（千歳科技大の事例．）こうした教材は，ど
の大学でも共通して利活用可能なことから，現代 GP 終
了後も大学間で継続的に整備し合うことで，その維持管
理も大学間で協働して対応するコミュニティの形成が行
われた．一方，大学固有の授業内容に呼応するオンライ
ン教材は，各担当教員の授業設計に沿って作り込む必要
があるため，大学独自にコンテンツの作成・維持を行う
コストの課題が残っていた．しかし，コンテンツのオー
サリング環境やクラウド環境の普及によって，教員個人
で教材の作成と配信が行えるようになり，現在ではその
課題はおおむね解決された．

一方で，ICT の活用事例と有用性に関する議論は，今
に至るまで継続的になされている．一例を挙げると，授
業に必要な知識の習得などは予習など授業外の活動とし
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て行い，本来の授業時間は知識を活用する発展的な内容
に置き換えるといった，授業の構造化を図る反転授業で
の ICT 活用（山梨大），全学的 Faculty Development

（FD）における教育内容の共有化に向けた授業ポータル
の有効活用（金沢大），学修成果の可視化のための効果
的な「e ポートフォリオ」の活用（九工大）など，多く
の ICT 活用教育に関わる実践と成果が生まれ，ICT 活
用事例の多様な有用性が検証されてきた．こうした大学
の多くは，学内の情報システム上の学びに関連した学習
ログをひも付けることで，Learning Analytics や AI 活
用などの検討が進んでおり，この流れは，教育 Digital 
Transformation（DX）という新たなシーズと融和する
形で，令和の新しい ICT 活用教育におけるトレンドを
作り出そうとしている．また，数理データサイエンス・AI
教育に見られる，大学間で共通に利活用可能な参照基準
に沿った教育内容の整備というニーズに対しても，オン
ライン教材の共有の重要性が改めて認識されている．

e ラーニングのキャンパス内での利用というシーズ指
向の取組みは，徐々に技術の課題を解決しながら，多様
な ICT 活用のニーズ指向の取組みに展開されていった．
これは，現在の教育 DX というシーズが，ポストコロナ
での多様なオンライン教育というニーズに展開されるで
あろうことを類推させる．現代 GP の取組みを振り返る
と，シーズをニーズに展開するには，各大学の日頃から
の ICT に関わる教育努力と継続的な取組みが欠かせな
い．コロナ禍の経験を通じて，大学全体でのオンライン
教育の敷居は大きく下がった．こうした状況で，各大学
が今後教育改革に対するニーズと，先進的な ICT 活用
のシーズをどのように融合していくか，その知恵の出し
方が重要となる．過去の取組みを参考にして，各大学の
教育力向上の一助になれば幸いである．

2 システムオープン化の動向
ブラックボックス的な情報システムよりも，オープ

ンな情報システムを利用する方が望ましい，という考
え方を支持する人は，インターネットが発達した現在，
場合によっては多数派を占めると思われる．オンライ
ン教育のプラットホームとして用いられる Learning 
Management System（LMS）の場合もオープンなシ
ステムが好まれる場合が多い．その理由として，どこ
かのベンダが販売する「プロプライエタリなシステム」，
つまり，中身が公開されておらずユーザがカスタマイ
ズなどをする権利がないシステムを利用し，システム
のライセンス料金等が適切でないと感じたとしても，
それに依存し続けざるを得ない状況に陥ることを避け
ることができ，また，ユーザが状況に応じてシステム

をカスタマイズして使いやすくしたり，機能を追加し
たりすることができる．

オープンなシステム開発としては，オープンソース
での開発，つまり，希望すれば誰でもシステムのソー
スコードを取得でき， 改変を提案できる体制でシステム
開発を行う方法がある．LMS の場合では，Moodle が
オープンソース LMS の代表例である．Moodle Docs

「歴史」（3）によれば，Moodle の創設者でありリードデ
ベロッパーである Martin Dougiamas は，1970 年代後
半のオーストラリアの奥地で育ち，School of the Air
の授業を受け，幼少期から遠隔学習について知ること
になった．大人になって Curtin 大学で WebCT を利用
した経験によって，彼はオンライン教育を行うための
代替方法を探求することになった．その結果が Moodle 
1.0 として 2002 年 8 月に公開された（3）．それから 20
年間，Moodle ユーザのコミュニティは順調に成長し，
世界有数の大きなものとなった．本稿執筆している
2022 年 7 月の Moodle の最新バージョンは，Moodle 
4.0.1 である．文献（4）で把握されている情報による
と，世界 243 の国と地域で利用され，ユーザ数は 3.2
億人に上る．日本国内でも，2017 年度高等教育機関に
おける ICT の利活用に関する調査研究報告によれば，
国立大学の 57%，公立大学の 27%，私立大学の 37%
が Moodle を利用している（5）．

熊本大では，全学 LMS を 2013 年度に Blakcboard
社の WebCT から Moodle へ移行している．オープン
ソース LMS である Moodle を利用するメリットは幾つ
か挙げられるが，その一つは，ほかのシステムとの連
携が比較的容易なことである．熊本大の場合，履修登
録情報等を管理する学務情報システムは別途運用して
いるが，そのシステムと Moodle との連携は，中間的
なサーバ上でデータ形式を変換する独自開発の仕組み
があり，履修登録情報等が Moodle に自動的に反映さ
れるようになっている．また，Moodle から講義動画像
管理システムなど別のツールを利用できるようにする
連 携 は，Moodle が Learning Tools Interoperability

（LTI）（6）というシステム連携の標準規格に対応してい
るため，容易に行うことができる．そのほかにも，カ
スタマイズやプラグイン開発が容易であることを生か
し，熊本大で開発したシラバスシステムなどと Moodle
との連携を実現している．世界的にも日本国内にユー
ザ数が多いことで，Moodle 利用方法についてのドキュ
メントも様々な組織がオンラインで多く提供しており，
利用できる．また，オンライン教育のための様々なツー
ルや商用サービスも，Moodle 用プラグインを公開して
いることが多い．

オープンソースでの開発例のもう一つの例として挙
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げ る こ と が で き る の が，CHiBi-CHiLO™ で あ る．
CHiBi-CHiLO™ は，オープンなオンライン学習のため
に開発された，動画像マイクロコンテンツ管理システ
ムである．NPO 法人 CCC-TIES を中心として，国立情
報学研究所，阪大，熊本大の協力によって開発され，
オープンソースソフトウェアとして GitHub 上で公開さ
れている（7）．CHiBi-CHiLO™ の特徴は，マイクロコン
テンツと呼ばれる再生時間の短いビデオを組み合わせ，
体系的な学習コンテンツとして提供できる点にある．
YouTube® と Vimeo® の 2 種類のビデオ配信サービス，
そして Wowza Streaming Engine® に対応しており，
それらに配置されているビデオの所在地をデータベー
ス化し，教師同士で共有可能であるとともに，複数の
動画像を組み合わせて構成したビデオ教材として提供
することができる．CHiBi-CHiLO™ は LTI に対応した
LMS から呼び出して利用することができ，学内向け
LMS，学外向け LMS など目的の異なる複数の LMS か
らも同時に利用することもできる．そのため，マイク
ロコンテンツのビデオ教材を目的に合わせて組み直し
て利用し，一度作成されたビデオ教材をほかのサイト
やコースで再利用することも容易となる．

3 コンテンツ共有の動向
高等教育機関での e ラーニングの利用や ICT 活用が

進む中で，様々な授業や教材の共有の取組みが行われて
きた．Massive Open Online Course（MOOC）やそ
の日本版といえる JMOOC（8）のように，動画像や演習
を LMS や専用のプラットホームを通じてオンラインで
配信した上で，学習者の学習履歴を管理し，誰もが単位取
得を目指せる環境も珍しくない．一方で高等教育の現場
では，学生の多様化や学士力を備えた学生の育成，ポス
トコロナ時代の学びの実現などの社会的な要請も受け，
大学内の主要な教育活動のオンライン化，授業内容を動
画像等で配信するオンデマンド化，またそれに伴うオー
プン化の必要性もますます高まっている．本章は，大学
e ラーニング協議会（UeLA）が展開している共通基盤
教育（9）に求められる教材の要望や利用の動向を参考事
例とし，我が国における教材やその利用環境のオープン
化の動向について述べる．共通基盤教育は四年制大学・
短期大学といった学種，文系・理系といった学群を区別せ
ず，30 余りの大学が利用しており，適宜，利用校のニー
ズを確認しながら教材やシステムの共有が進められてい
る．こうした事例は，我が国の多くの大学が求める教材
や利用環境のオープン化の一端を表していると言えよう．

特に教材のオープン化の面で求められる声は，入学前
教育や初年次教育といった大学の「入り口」部分のリメ

ディアル教育や，一般教養教育や検定対策といった大学
の「出口」部分のキャリア教育に関する教材の検討であ
る．こうしたリメディアル教育・キャリア教育で大学が
学生へ学びを求める内容は，高校までの主要科目の復習
や学生が書籍などで試験対策的に訓練を進める内容であ
る．こうした内容は学種・学群によって学生に求められ
る習熟度の違いはあるけれども，複数の大学間で学習や
訓練内容を共通化しやすい内容と考えられ，ひいては多
くの大学がオープンな教材の利用を求める部分と考えら
れる．特に参考事例である UeLA の共通基盤教育では，
数学・日本語・英語・情報リテラシーの分野のほか，ど
の教育機関の学生も就職活動などに向けて触れる可能性
が高い SPI 対策，TOEIC 対策のものを求める声が大き
い．また教材形式は，解説よりも演習やテストといった
トレーニング重視のものが求められている．これは，解
説が各機関の教育プログラムのシナリオや進捗，到達レ
ベルに合わせて用意される中で，特に問題数の充実や多
様な問題作成にかかるコストを抑えつつ，モジュール的
な利用やバリエーションの増強を図りたいニーズが高い
ものと考えられる．昨今では，特に数理・データサイエ
ンス・AI 教育や，高校学習指導要領の更新に基づいた
情報分野への教材ニーズも高まっている．こうした教材
整備は本稿を執筆している現在，様々な教育機関で準備
が進められる期間とも言えるが，その中でも他大学への
普及が可能であることを教材の質やモデルカリキュラム
の整備に盛り込むことが，要点として意識されてい
る（10）．このように，今後は大学による教材整備がその
大学だけの固有のものではなく，他大学との相互利用を
前提として進められる流れが加速していくであろう．

もう 1 点，教材の利用環境も，教材のオープン化に
は重要である．LMS 間の教材の利用環境の整合性はこ
れまでの教育の IT 化の中でも主たるテーマとして取り
上 げ ら れ，Sharable Content Object Reference 
Model（SCORM）（11） や Question and Test 
Interoperability（QTI）（12）といった国際的な共通規格
が整備されてきた．教材を共通規格に合わせて整備する
ことで，教材のオープン化に重要な相互利用性が向上す
ることは当然である．その一方で，e ラーニング教育の
先進的な事例を盛り込んだ Computer Adaptive Test

（CAT）などの発展的な機能を，教材とともに活用した
い場合も見受けられる．こうした機能は教材規格の標準
化だけでは対応できず，企業や大学が教材と LMS を
SaaS 型などの形で，他大学が利用できるように提供す
るような事例も見られる．参考事例である UeLA の共
通基盤教育では，協議会内で独自の LMS を運用し，加
盟校が管理者や利用者のアカウントを作成することで，
教材や発展的な機能を利用できるようにしている．この
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独自 LMS は千歳科技大が開発した CIST-Solomon を
ベースに用いており，加盟校は自身のシステム群とは独
立した運用行いながら，入学前・キャリア教育の利用シ
ナリオに合わせた学生の学びの進捗管理や CAT などの
先進的な機能を用いることもできる．

昨今の ICT 活用教育のコンテンツやシステムの共有
とその維持管理へのニーズを考えると，これらの方法は
まだ発展の道半ばとも捉えられる．より学習効果の高い
知見を含めた共有の側面では，コンテンツ単体の共有だ
けではなく，コンテンツと教育方法（利活用の仕組み）
を一体として大学間で相互共有できるような仕組みも必
要であろう．更に，学生個々への個別最適化学習の実現
や教学 IR の推進に重要となる教育データの利活用を進
めていくためには，学習履歴データも含めてシステム間
での共有を図る通信・認証の共通仕様化や仕組みの実装
が必要であろう．IMS Global Learning Consortium に
よる LTI やこれを活用する相互運用性の高い Next 
Generat ion Dig i ta l  Learning Environment

（NGDLE）（13）は，まさに未来型のコンテンツ・システ
ム共有にフォーカスしたものと言える．このような次世
代の教材・利用環境を相互に提供できる未来が，教材の
オープン化で重要視されていくであろう．

4 ICT 活用教育の動向
（授業設計・能力観）

一連の大学改革の流れの中で，大学教員の教育に対す
る意識が変化した．その中でも特に重要な変化は，授業
は設計して行う必要があるということを再認識し，授業
設計について深く理解したことであろう．ICT を授業に
おいて有効に活用するためには，授業設計が重要にな
る．コロナ禍においてオンライン授業になった際に，シ
ラバスを見直し，対面でしかできないこと，オンライン
でもできること，オンラインでしかできないこと—を踏
まえて，多くの教員が授業の構成を変更した．このよう
な対応ができたのも，一連の大学改革での蓄積があった
と考えている．

この予期しないコロナ禍の対応によって，テレビ会議
システムを活用したオンライン授業が普及することに
なった．文部科学省の調査（14）によると，令和 2 年度後
期に履修した授業は「オンラインがほとんど・すべて
だった」（59.6％），「オンラインが多かった」（19.9％）
であった．オンライン授業について良かった点は，「自
分の選んだ場所で授業を受けられた」（79.3％），「自分
のペースで学修できた」（66.1％）などであった．前者
は，オンラインの授業の特徴であり，後者はオンデマン
ド型の授業の特徴である．このことは，対面授業が中心

になっても，並行してオンラインやオンデマンド型での
授業参加を可能とするハイフレックス型の授業を継続す
る意義にもつながる．一方で，悪かった点は，「友人な
どと一緒に授業を受けられず，寂しい」（53.0％），「レ
ポート等の課題が多かった」(49.7％ )，「身体的疲労を
感じた」（44.0％），「質問等，相互のやりとりの機会が
ない・少ない」（43.9％），「対面授業より理解しにくい」

（42.7％）などであった．これらの課題は，授業設計の
改善で解決できる．例えば，オンラインでのグループ
ワークの教育手法，成績評価の改善等が必要である．大
量の課題が学生に課されたのは，教員の不安が招いた結
果であろう．対面授業であれば，把握できたことができ
なくなったことが遠因であろう．更に，単位制の制約か
らくる学修時間の確保も意識し過ぎた可能性がある．

このほか，コロナ禍によって LMS を利用する教員も
増加しているようだ．東大大学経営・政策研究センター
が実施した教員調査（15）によると，コロナ禍前の授業で
の LMS の利用状況は「よく使っていた」（27.8％），「あ
る程度使っていた」（31.8％）であった．コロナ禍では，
調査対象の約 95％が授業にオンラインを利用しており，
オンラインを利用した機能として「よく使う」のは，

「授業教材，資料の授業管理ソフト（LMS）などへの掲
示」（78.2％），「授業ごとの課題，小テスト」（67.3％），

「Web による授業の配信」（61.4％），「授業ソフト，
LMS を使った出席の確認」（53.6％），「メール，LMS 
などを通じた授業後の質問」（50.6％）であった．なお，
これまで使わなかった教員が LMS を活用した事実に注
目し，利用方法の是非については，問わない．一度，
LMS 上に構築された教材や小テストは再利用可能であ
り，対面授業においても活用できるからである．

一方で，学生が学んだという結果だけでなく，実際に
どのような能力を身に付け，何ができるようになったか
が問われるようになっている．一般に，ディプロマポリ
シー（DP）を踏まえたカリキュラムポリシー（CP）に
基づいてカリキュラムが編成される．各科目と DP との
ひも付けについても，多くの大学で，DP に書かれてい
る学修成果の各項目と科目の関連付けが行われており，
各授業で身に付く能力の明確化が進んでいる．これを空
洞化させないためにも授業設計が大切になってくる．特
に，求められる学修成果から授業設計を行う逆向き設計

（16）が重要となると考えている．従来は，教科書の順番
で授業を進めたり，慣れた教育方法で授業を実施するこ
とが多く，ともすれば，最後に到達目標が考えられるこ
とも多い．適切な授業設計が行われていることを前提に
して，初めて ICT を活用して学修成果の可視化を実現
することになる．例えば，卒業時の学修成果の客観的な
提示方法としてディプロマ・サプリメントを学生に提供
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しようとすれば，科目ごとの DP との関連や習得が期待
できるコンピテンシーなどを整理し，履修状況を管理
し，達成状況を可視化することになる．松下（17）は，コ
ロナ禍のオンライン教育の普及は，学修を時間で捉える
ことに疑問を投げ掛け，大学が正課教育及び準正課・課
外活動を通じて学生の能力を育成していることを再認識
させたことを踏まえ，正課教育と正課外を架橋しながら
学生の能力の育成を図る能力ベース教育の視点は，コロ
ナ後の大学教育を展望する上でも有効であることを示唆
している．

5 まとめ
大学における ICT 活用教育は，2000 年前半から文部

科学省の施策と連動し，大学の組織的な取組みが試行さ
れてきた．通学制の授業展開が基本となっている我が国
の大学教育では，e ラーニングを中心に正課と連動した
キャリア教育，補習教育で活用される事例や大学の事情
に応じた「個性の強い」使い方が多かった．一方で，
ICT 活用とは異なる文脈として，単位の実質化・質保証
の議論の中で，授業外学習を含めた学びの重要性が多く
の大学で検討され，その結果，ICT 活用教育が再認識さ
れるようになった．本稿では，学修成果の可視化・学習
履歴の管理（教員・学生双方で）のための ICT 活用教
育について触れた．また，道具立てについても，本稿で
紹介したように Moodle 等の公開性の高いシステムも
実効的に使える環境として広がっている．また，
MOOCS や UeLA が提供する公開性の高い質の良いオ
ンライン教材の利用も可能になってきた．

更に，コロナの経験を通じて，テレワークやリモート
会議など，社会全体でオンラインの効果的な活用に関す
る意識合わせも進んだ．大学教育においても，対面か，
オンラインかといった対立軸ではなく，それぞれのメ
リットを生かして授業改善を図っていく発想が重要とな
る．文科省の現代 GP の取組みを通じても，達成度の明
確な内容や知識定着に関する内容は e ラーニングを通
じた学習で，高い教育効果を生むことが理解できる．学
生に知識を伝える授業部分や，演習等の個別ワークの部
分は積極的にオンデマンド型のオンライン等を活用し，
学生同士や教師と学生の相互作用が必要な内容を中心に
教室でリアルな学びを展開することが肝要となる．いみ
じくも，2022 年度から高校の情報 I（必修）が始まっ
た．情報活用を行いながら必要な知識を収集できそうな
学生が，2025 年から大学に入学してくる．これを見据
えて，我々大学教員も，コロナ禍での取組みや過去の先
人たちの取組みを振り返りつつ，効果的な ICT 活用に
ついて考えてみる良い機会かもしれない．

■ 文献
（1） 文部科学省 , “平成 16 年度「現代的教育ニーズ取組

支援プログラム」選定取組事例紹介 ,” https://www.
m e x t . g o . j p / a _ m e n u / k o u t o u / k a i k a k u /
needs/04110401.htm（参照 2002.8.1）

（2） 文部科学省 , “平成 17 年度「現代的教育ニーズ取組
支援プログラム」選定取組事例紹介 ,” https://www.
m e x t . g o . j p / a _ m e n u / k o u t o u / k a i k a k u /
needs/05110801.htm（参照 2022.8.1）

（3） Moodle community, “Moodle の 歴 史 ,” https://
docs.moodle.org/3x/ja/ 歴史（参照 2002.8.1）

（4） Moodle community, “Moodle Statistics.” https://
stats.moodle.org/（参照 2022.8.1）

（5） 大学 ICT 推進協議会 , “2017 年度高等教育機関にお
ける ICT の利活用に関する調査研究報告 ,” https://
axies.jp/report/ict_survey/2017result/,（ 参 照
2022.8.1）

（6） 1EdTech Consortium Inc, “IMS Global Learning 
Consortium. Learning Tools Interoperability,” 
https://www.imsglobal.org/activity/learning-
tools-interoperability, （参照 2022.8.1）

（7） NPO 法 人 CCC-TIES 事 務 局 , “CHiBi-CHiLO 
Documentation,” https://npocccties.github.io/
chibichilo/,（参照 2022.8.1）

（8） 一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議
会 , “JMOOC,” https://www.jmooc.jp/（ 参 照
2022.8.1）

（9） 大学 e ラーニング協議会 , “共通基盤教育とは ,     
https://uela.jp/system/, （参照 2022.8.1）

（10） 北川源四郎 , “数理・データサイエンス教育強化拠点
コンソーシアムが目指すもの ,”リクルートカレッジ
マネジメント , vol. 223, pp. 12-15, July 2020.

（11） Advanced Distributed Learning Initiative,  
“Sharable Content Object Reference Model 
(SCORM?),” https://adlnet.gov/projects/scorm/

（参照 2022.8.1）
（12） 1EdTech Consortium Inc, “IMS Question & Test 

Interoperability (QTI) Specification,” https://
www.imsglobal.org/question/index.html（ 参 照
2022.8.1）

（13） Brown, M., Dehoney, J. and Millichap, N., “The 
Next Generation Digital Learning Environment: 
A Report on Research,” https://library.educause.
edu/resources/2015/4/the-next-generation-
digital- learning-environment-a-report-on-
research（参照 2022.8.1）

（14） 文部科学省 , “新型コロナウイルス感染症の影響によ
る 学 生 等 の 学 生 生 活 に 関 す る 調 査（ 結 果 ）， ”
https://www.mext.go.jp/content/20210525-mxt_
kouhou01-000004520_1.pdf（参照 2022.8.1）

（15） 大学経営 ･ 政策研究センター（東京大学 大学院教育
学研究科）, “全国大学教員調査 2020『コロナ禍後
の 大 学 教 育 』,” https://ump.p.u-tokyo.ac.jp/
crump/resource/ コロナ禍後の大学教育—全国大学
教員調査 .pdf（参照 2022.8.1）

（16） G. ウィギン，J. マクタイ，西岡加名恵 ( 訳 ), 理解を
もたらすカリキュラム設計−「逆向き設計」の理論と
方法 ,　日本標準，日高市，2012．

（17） 松下佳代， “日本の大学における能力ベース教育の展
開と課題—コロナ後への展望—,” 京都大学高等教育
研究 , vol. 27, pp. 109-116，Dec. 2021.

220 通信ソサイエティマガジン　No.63  冬号 2022



Technology Reviews and Reports 小特集 教育分野における ICT利活用の実例と展望解 説

解説　大学における ICT活用教育の動向 221

山川広人 
�千歳科技大・理工・情報システム・
専任講師．1980北海道生まれ．千歳
科技大情報管理課技師を経て，2012
同大学院光科学研究科博士後期課程
了．博士（理工学）．2019から現職．
教育分野等の IT システムの実開発，
プログラミング教育の研究に従事．
大学 eラーニング協議会コンテンツ・
教材共有部会担当 .

喜多敏博 　
�熊本大・教授システム学研究セン
ター．1967奈良県生まれ．京大大学
院工学研究科博士後期課程研究指導
認定退学．熊本大・工・助手，総合
情報基盤センター准教授，ｅラーニ
ング推進機構教授．工博（名大，
2005）．ｅラーニングシステム，
LMS，電子音楽，人工知能の教育利
用に興味を持つ．

望月雅光 　
�創価大・経営・教授．1968愛媛県生
まれ．1996九工大情報工学研究科博
士後期課程了．博士（情報工学）．
1996九工大・情報科学センター・助
手．2002創価大・経営・講師．准教
授を経て現在に至る．eラーニング，
教育改善，教学マネジメントに興味
を持つ．

小松川　浩 　
�千歳科技大・理工・情報システム・
教授．1967 東京生まれ．1995 慶大
大学院理工学研究科（物理学専攻）
了．理博．知識工学，分散処理，情
報工学全般で社会実装型の研究に従
事．この一環で eラーニングの取組
みに興味．大学 eラーニング協議会
会長．



1 ゼロトラストへのいざない
GIGA スクール構想が前倒しになり，ICT 環境の整備

が進められてきた．一人 1 台端末によって個別最適化
された創造性を育む教育を目指す夢のような政策である
が，徐々に既存の環境とのひずみが見えてくるように
なった．平成 29 年に策定された文部科学省の「教育情
報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（1）は，
従来のパソコン教室からクラウド基盤の一人 1 台活用
といった，いわゆる令和時代のスタンダードな ICT 環
境に対応するために大幅に改訂が進んでいる．令和 4
年 3 月における第 3 回目の改訂では，新しい ICT 環境
の目玉として位置付けられているゼロトラストセキュリ
ティの対策をより具体的に記すこととなった．最近では
ゼロトラスト基盤を採用する学校が増えており，自治体
規模でも導入が進んでいる．更に文部科学省自身もこの
仕組みを採用し，中央省庁として初めてフルクラウド基
盤のシステムをマイクロソフトのクラウドサービスで構
築した．教育現場では一人 1 台端末の整備が終わった
が，今までの ICT 環境が根本から変わっていく，まさ
に過渡期の状況にある．

ゼロトラストという言葉は本マガジンのテレワーク
小特集で登場しており（2），以前よりも多くの人に知ら
れるようになっている．今回は可能な限り技術の詳細は
省き，学校というものを題材に，テクノロジーがどのよ
うに人々の生活を変えていくかを言語化することに終始
したい．技術に関心がある読者にとっては，時に技術そ
のもの以上に重要度が高いものだと感じている．これは
私のような IT 企業の人間が得意としていない領域であ
り，自戒の念も込めて進めていきたい．

現在私は，日本マイクロソフトにおいて全国の教育機
関向けのカスタマーサクセスを担当している．余りなじ
みのない役職だが，IT 企業では広く取り入れられてお
り，年々需要が高まっている領域である．簡単に言うと

買って頂いて終わりではなく，購入後いかに使って頂く
かに注力する仕事だ．この説明をすると ICT の基本的
な使い方研修を行う人のイメージを持たれることが多い
が，使う際に障壁となる技術的な課題を解決することを
主な仕事としているため，当社での役割は技術者であ
る．一方で，新しいものの導入に消極的な組織文化をど
う変えていくかといった，技術が一切関係ない領域も担
当する．もちろん前述の使い方の講義もする，言わば

「何でも屋」である．
そんな技術職として働いている私は，2020 年 3 月ま

で高校倫理の教員をしており，古代ギリシア哲学好きで
ICT とは無縁の世界に生きていた．働いていた頃はまさ
に大学入試制度の変わり目であり，従来の学びを先生の
働き方とともに改革していく必要があった．そこで ICT
の可能性に気づき，全国に先駆けてゼロトラストの仕組
みを先生たちと構築して学校を変えていった．聞こえは
いいが，学校が抱える課題を解決するような理想的な
ICT 環境を求めて奮闘する中で，「Microsoft 365 A5」

（図 1,2）と呼ばれる「全部入り製品」の機能に目を通
して，一つ一つ有効化していったら，たまたまゼロトラ
ストに基づく仕組みになっていたというだけである．新
しい環境では今までとは比べられないほど利便性と安全
性を高めることができ，効率化と質の向上につながっ
た．この後 ICT によって学校現場を変えたいと思い転
職を決意したが，基盤としてのゼロトラストは学校を変
えていく大きな希望であると思っている．

2 ゼロトラストの広がりと理由
詳しい話はほかに譲るとしてここでは概略について

書いていく．ゼロトラストとはセキュリティに関する考
え方であり，信じること（トラスト）をしない（ゼロ）
ことを前提として作られたモデルである．これに対して
従来の境界型セキュリティと呼ばれる対策は，信頼でき
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る領域（トラストゾーン）を作り，出入り口の対策を行
うことで，内的，外的脅威から組織の資産を守っていく
仕組みである．極端な企業を例にすると，顧客情報は社
内に閉じたオンプレミス（自社運用）サーバにあり，社
内のデスクトップ PC からしか閲覧できない．USB を
挿入するとアラートが鳴り，クラウドサービスへのアク
セスもネットワークから制限されている．少し前までは
なじみのあるシステムであったが，なぜ新しいものに転
換する必要があったのだろうか．幾つか理由はあるが代
表的なものを見ていこう．

第 1 の理由はより高度なセキュリティ対策が必要に
なったということである．境界型セキュリティはトラス
トゾーンを突破されないことを前提としているが，近年
の巧妙な手口によるサイバー攻撃では，トラストゾーン
をすり抜ける事例が出ており，不正侵入，情報流出に関
して名だたる企業のセキュリティ事故がニュースになる

のも日常的になってきた．最大の原因となるのは従来の
トラストゾーンの相対的な縮小である．今まではメー
ル・ファイルサーバ，デスクトップ PC 等々，会社内部
の限られた領域だけでシステムが完結していた．近年の
クラウドサービスや持ち運び端末の普及によって，本来
守るべき領域が拡大し，出入り口となり得る点も増える
ことで今までの仕組みでは対応できなくなってしまった

（図 3）．ゼロトラストの仕組みでは ID を軸に，データ，
端末，アプリそれぞれを守っていくことでトラストゾー
ンに依存せずにセキュリティを担保できる．また，境界
型セキュリティの弱点である，突破された後の対策が充
実していることも忘れてはいけない．たとえ侵入された
後でも検知，ブロック，対処の一連の作業を自動で行う
ことに強みがある．更にはクラウドに蓄積された脅威に
関するデータと AI の分析技術の発展によって，今まで
の対策の基本となっていた既知の脅威だけでなく，未知

図1　Microsoft	365	A5サービス概要	Office	365編

図2　Microsoft	365	A5サービス概要	セキュリティ機能編
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の脅威に対策を施すことも可能となった．
ゼロトラストへの転換が進んだ第 2 の理由として，

外部からでも仕事ができる環境が必要になったというこ
とだ．テレワークは働き方改革の一環として少しずつ進

んでいたが，コロナ禍では出社せずに仕事ができる環境
が求められ，整備が急速に進んだ．事前にテレワークが
できる環境を整備している企業もあったが，大人数の外
部からの一斉アクセスといった想定外の事態には対応で
きなかった．ネットワークがパンクし，「遅い・重たい・
つながらない」といった VPN（仮想プライベートネッ
トワーク）渋滞と呼ばれる問題が起きた（図 4）．緊急
事態宣言下においては渋滞を避けるため，部署ごとに働
く時間を決めて働くことを行う企業が少なくはなかっ
た．一方でネットワークに依存しないゼロトラストの仕
組みはテレワークとの相性も良く，コロナ禍では脱 VPN
の対策としてその知名度を上げることになった（図 5）．

いずれの理由もそれ以外に選択肢のない消極的な理
由であり，「うちは会社に出社するから関係ないよ」と
断言している人を説得するのは難しい．もう少し積極的

図3　IT環境の変化

図4　これまでのリモートワーク基盤

図5　これからの，あるべきリモートワーク基盤
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な意味を考えていきたい．マイクロソフトではコロナ以
前から，出社してもしなくても仕事ができる環境になっ
ていた．ただし，テレワークとは呼ばず（誰が見てもテ
レワークである），フレキシブルワークといった，大層
な名前を付けている（図 6）．マイクロソフトの言い分
はこうだ．テレワークはある一部の社員がある局面にお
いて，一部の仕事を切り出して行うものであり，フレキ
シブルワークは全社員がいつでも，どこでも，誰とでも
仕事ができる仕組みである．マイクロソフトはフレキシ
ブルワークによって，効率良く仕事をするだけでなく，
組織や時間，場所を超えてコミュニケーションが起こ
り，創造性のある仕事ができている．そしてそれを支え
ているものがゼロトラストセキュリティというストー
リーだ．理想的な「いかにも」な話ではあるが，実際に
学校と企業で身をもってゼロトラスト環境を体験してい
る私にはしっくりきている．ただし，体感するまでこの
メリットを感じにくいものである．実際に学校で導入時に
説明しても納得してもらえなかったが，変化した後では先
生たちに「前の環境には絶対戻れない」とまで言われた．
今回は諦めずに可能な限り言語化していきたいと思う．そ
の上でまずは学校の現状の問題点について見ていく．

3 学校における ICT環境と課題
境界型セキュリティを採用している学校を見ていく．

大きく分けると学習系と校務系の 2 系統のシステムが
ある．正確には 3 系統であるが，少しややこしくなる
ので今回は 2 系統にさせて頂く．学習系は授業で使用
するものであり，従来のパソコン教室はここに該当す
る．GIGA スクール構想は学習系の端末を子供たちが一
人 1 台使えるようにした政策である．対する校務系は
先生が機密情報を扱うシステムであり，具体的には子供

たちの成績情報を含んだ様々な個人情報を取り扱う．学
習と校務は両者行き来できないようになっている（図
7）．校務系を第 1，学習系と校務系を含んだ学校内と外
とを分ける境界を第 2 のトラストゾーンとした二重構
造になっている．先生たちの間では，学習系と校務系の
分離である第 1 の境界の意識の方が強い傾向にあると
感じている．決して外部に情報が流出することを軽視し
ているわけではなく，絶対に機密情報を見せてはいけな
い子供という存在がすぐそばにいるからである．そんな
中，職員室と教室を絶えず行き来し，子供たちと接して
いる．境界と外的脅威が学校内にあるという極めて不思
議な構造になっている．

GIGA スクール構想で子供たちに一人 1 台の端末が行
き届いた．では，先生たちの端末はどうなっているの
か．例外はあるが，成績処理等で使う校務端末は GIGA
以前に先生に一人 1 台整備されていた．通常は職員室
にあり，持出しができない状況になっている．学習系端
末は GIGA スクール構想のタイミングで先生一人 1 台
整備が行われたが，必ずしも全ての先生に行き届いてい
るわけではなく，特に教員に助言を与え指導する立場の

図7　これまでの学校の ICT環境

図6　テレワークとフレキシブルワークの違いについて
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指導主事や，授業を行う講師の先生といった関係者に
渡っていないことが少なくはない．つまり自治体によっ
て差があるものの，環境が良いとされているのは学習系
と校務系端末を 2 台持っているところである．ここか
らはこの良いと言われている環境の問題点を見ていく．

2 台持ちであることの最大のデメリットは単純に不便
であるということである．セキュリティレベルや用途の
異なる 2 台の端末を各々が管理し，使い分けることは
我々のような ICT にたけている企業であっても難しく，
学校現場ではどちらかが活用されない状況になってい
る．では，授業で使う学習端末と成績処理等の機密情報
が入った校務端末のどちらを使うか．実は授業時間が多
くを占める先生たちが使うのは校務系端末である．学習
系端末を使わないことの最大の理由は，ICT を使わざる
を得ない必須業務が入っていないことであろう．成績処
理や通知表はパソコンなしでは仕事にならないが，授業
は黒板とチョークがあれば成り立つし，今までも成り
立っていた．どちらか一方を選ぶとなると校務系を使う
ことになる．

人の手で業務を分類することが困難であることも，学
習系が使われない理由の一つである．実際に先生の業務
において，個人情報が含まれないものを探す方が難し
く，学習系端末で使用できるように情報を適切に分類す
る前に，使うことを諦める流れの方が自然である．例え
ば，保護者向けに学級便りを作成した場合，連絡事項だ
けであれば個人情報を含まないが，子供が何かの大会で
表彰されたことを報告するものであれば個人情報が含ま
れる．つまり状況や使う人によって，同じ学級便りでも
分類する必要があり，使うことのハードルを上げている．

学習系本来の役割である授業での利用だけに限定し

ても，個人情報が障壁になっている．子供たちの名前と
学習の成果物のセットを個人情報とみなすため，個人を
特定できないようにしている自治体も多い．アカウント
の表示名を数字にし，誰が誰かをあえて判別できなくし
ている．そんな中，先生は表示名と名前がセットになっ
た名簿を印刷し，アカウントと照らし合わせながら授業
で使っている．このような状況では日常活用する方がか
えって負担になるため，活用は進まない．教員のスキル
不足によって授業での ICT 活用が進まないとされてい
るが，使われない裏にはこういったこともあることを是
非知って頂きたい．

この状況下では先生たちのセキュリティに対する不
安は高まるばかりである．セキュリティに対する不安は
二つの点で更に ICT 活用を停滞させる．一つ目は使う
人の心理的なハードルを上げることだ．「安全じゃない
かもしれない」といった考えが学校現場に与える影響は
計り知れない．活用の停滞だけでなく，そんな中でも使
おうと ICT を推進しようとする先生とそのほかの先生
の分断を加速させ，意図しない対立を生み現場を更に疲
弊させている．二つ目は利便性を下げることだ．従来の
セキュリティでは様々な制限を行うことが有効な対策だ
と考えられていたため，ルールで縛り，多くの機能を制
限していた．情報が流出しないよう端末を職員室から持
ち出せないようにしよう．危険なアプリは勝手に入れら
れないようにしよう．端末において，検索アプリだけし
か許可していないケースもいまだに多い．活用停滞だけ
ならまだしも，逆に危険性を高めている場合もある．セ
キュリティを高めようと設定したルールや機能面での制
限によって，幾つもの抜け穴が使われるようになった

（図 8）．

図8　セキュリティと不便さの負のスパイラル
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4 ゼロトラストで守られる学校
学校が境界型セキュリティで分離している理由の一

つは，校務の情報が子供に渡ってしまう情報流出を避け
るためである．そして分離の環境は先生たちに理解され
やすい．基本的には紙と同じだからである．例えば成績
情報が書かれた紙があったとする．安全のため教員は職
員室でしかその紙を取り扱ってはいけない．成績処理期
間中は教員以外を職員室には入れてはいけない．処理後
は管理職しか開けられない金庫に入れ，施錠する．紙で
の重要情報を職員室という特定の領域の中で守ってお
り，「職員室」と「その他」という教員の方々が持って
いる物理的なセキュリティ意識と親和性が高いため広く
浸透し，逆に新しいセキュリティの考え方が浸透しにく
い要因になっている．

ゼロトラストでこの課題をどう解決されるか．成績情
報の書かれた「紙」を例に考えてみる．今回はこの「紙」

を使用できる場所は限定しない．校内・校外問わずいつ
でもどこでも取り扱って構わない．うっかり教室に置き
忘れてしまった場合はどうなるのか．生徒が「紙」を読
もうとしたら，読めないように「黒塗り」になる．先生
が「紙」を回収しに来るとまた読めるようになる．まる
で魔法のような世界だが，現在の技術ならこのようなこ
とが容易にできる．本物の紙は金庫に入れて守るしかな
いが，最新の技術を使った「紙」は，誰に見られている
かを自分で理解し，見てはならない人に対しては情報を
隠すのだ．金庫の外に出しても，自分で自分を守る「紙」
だと言える（図 9,10）．これはマイクロソフトの製品で
言えば Azure Information Protection と呼ばれる機能
であり，ファイルをスキャンし，自動で分類，暗号化
し，適切な権限を持つ人しか開けないようにするもので
ある．情報流出対策のコンプライアンス製品に該当する
ものであり，人が行うこと全てを疑った性悪説を基に作
られているため，今まで防げなかったものへの対策がで

図9　情報漏えい対策の考え方の変化

図10　情報資産の分類
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きる．元々は悪意のある内部ユーザ対策であり，故意の
情報流出を防ぐために作られていた．内部情報を高額で
売ることや，転職のための「お土産」にしようとする悪
意のある内部犯をいかに防ぐかに焦点を合わせている．
学校のように先生が気をつければ防げるだろうといっ
た，性善説を基に作られた仕組みとは対策のレベルが根
本から異なる．

前述したアカウントの表示名を分からなくし，個人を
特定できないように対策しているケースはどのように解
決されるのか．状況に応じて自動で身分確認のレベルを
変えていくことが有効だとされている．ガイドラインに
も書かれているリスクベース認証と呼ばれるこの仕組み
は，膨大なデータと機械学習によって（図 11），本人が
普段しないような怪しい振舞いを検知して対処する．例
えば，学校でログインした 5 分後に，遠く離れた海外
から不正アクセスが起きたときはどうなるのか．この場
合はシステムが本人ではないと判断し，ブロックや本人
確認のための多要素認証を要求する．これは利用者の普

段の振舞い，場所，端末や時間，様々な要素を分析する
ことで，いつもとは違う動きを検知して，たとえ ID と
パスワードが一致していたとしても本人かどうかを確認
する仕組みである．しかも，怪しい振舞いがあったとき
のみ，詳細に確認されるため，利用者の利便性を下げな
い（図 12）．怪しい振舞いを検知する仕組みはマイクロ
ソフトの様々な領域で共通して実装されている機能であ
る．例えば，端末がマルウェア等に感染したときには通
常と違う動きを検知し，ネットワークから分断し，自動
で対処する EDR 機能がある（図 13）．これは普段から
端末の利用状況を取得し分析することで，今まで対処が
できなかった未知の脅威に対しての対策にもなる．

5 ゼロトラストで変容する学校
いずれの対策も高度に自動化されており，利用者側は

セキュリティを意識することなく利用できる．この意識
しないセキュリティによって先生や子供たちは様々な制

図11　Microsoft	Intelligent	Security	Graph

図 13　Microsoft	Defender	for	Endpoint（EDR）図12　IDを保護するための機能
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約から解放され，学校現場は大きく変化する．「アプリ
が使えない」「端末が動かない」「ネットが遅い」といっ
た機能的な制約から生じる声は，機器に制限や負荷を掛
けずに安全性を高めることができるこの仕組みでなくな
る．また，先生が使う端末を学習用・校務用に分け，費
用の面から低品質の端末を導入せざるを得ない金銭的な
制約から生じる問題も解決できる．端末を 1 台にする
ことで，低コストでより性能の高い端末を購入すること
が可能になり，同様に今まで必要だった機能制約を掛け
るための様々なハードやソフトウェアの導入・保守・更
新費用が不要になるので，その分も含めて経済的である
と言える．

何よりも大きいのは先生の働き方に対する制約がな
くなることである．「いつでも・どこでも・どんな端末
でも」仕事ができることの効果は，何も今回のコロナ禍
のような自宅からの遠隔授業のみに限定されない．自分
の生産性が上がる環境を選択できることは学校現場にこ
そ必要なものである．そもそも教員は授業，部活，出張

など 1 か所にとどまらない上，職員室外での仕事が勤
務時間の大半を占めている．そんな中，職員室の校務
PC といった限定的な場所・時間・端末でしか ICT が利
用できない状況では，当然生産性も低くなる．この環境
ではどこかで無理が生じ，情報事故等のミスが起きてし
まう．そのことで更に制約が増え，生産性が低くなると
いう悪循環に陥っている．

私自身が以前勤めていた学校では，この意識しないセ
キュリティによって様々な制約を撤廃し，多様な働き方
を選択できる仕組みを整えていった（図 14，15）．先
生たちの生産性が上がり，ワークライフバランスが良く
なるだけでなく，全体の労働時間も減った．端末ごとに
情報を分類する必要がなくなったことで，子供たちの情
報を円滑に共有できるようになった．授業と校務のデー
タにおける分断がなくなることで，子供たちの学習と評
価が連携でき，子供たちの成長につながるような ICT
活用へと発展していった．プログラミング知識のない先
生たちがローコードツールを活用し，保護者からの欠席

図14　事例：聖徳大学附属取手聖徳女子中学校・高等学校事例

図15　事例：埼玉県鴻巣市教育委員会
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連絡や日程調整，申請業務といったあらゆる業務を自動
化していった．セキュリティの意識という制約がないだ
けで，ICT を様々なことに応用していく先生たちの姿に
は驚くばかりであった．こういった学校の変化を見てい
くと，「何のためのセキュリティ？」といった，そもそ
ものセキュリティの意義を改めて問い直す必要性を感じ
る．「制限することこそセキュリティだ」という従来の
方針から，「人々の力を最大限解放するためのセキュリ
ティ」へと考え方の転換が求められているのではない
か．今まで生じていた安全性か利便性かといった二項対
立を乗り越える技術は十分にある．ゼロトラストには学
校現場を大きく変えていく力があると信じている．

6 終わりに
ゼロトラストの良さは「いつでも，どこでも，誰とで

も」どんな端末やアプリであっても自由に働くことがで
き，従業員の選択肢を潰さないことにある．知らず知ら
ずに生じていた，見えない制約から解放され，ICT の可
能性は今まで以上に広がっていく．ただし，私自身とし
てはあくまでゼロトラストを体験した後に，振り返って
みてようやく分かることが多かった．当時はフレキシブ
ルワークといったことは余り考えてはおらず，子育て世
代の先生たちをテレワークによって救いたいと必死にも
がいていた程度であった．本稿では学校現場が最低限の
スタートラインに立っていないような書き方をしてし
まったかもしれないが，これはあくまで外部から状況を

見たから分かることである．当事者にはそういった意識
はない上，私自身にも今ほどはなかった．今回は教育以
外の業界の人にも何か参考になればという思いで書い
た．教育業界が少し特殊な状況に写ったかもしれない
が，どこの業界でも多かれ少なかれ要素は含んでいると
考えている．これを読んだ人が少しでも何かの参考にな
り，より良い状況で仕事や学びができることを願ってい
る．

■文献
（1） 文部科学省，“「教育情報セキュリティポリシーに関

するガイドライン」公表について ,” March 2022. 
ht tps : / /www.mext .go. jp/a_menu/shotou/
zyouhou/detail/1397369.htm

（2） 市瀬幸雄，高橋静香，大谷佳裕，“テレワーク時代の
セキュリティ――ペリメタモデルからゼロトラスト
モデルへ――，” 信学通誌 , vol. 14, no. 4, pp. 315-
322, March 2021.

栗原太郎 
日本マイクロソフト株式会社文教営業
統括本部カスタマーサクセスマネー
ジャー／元高校教員．活用促進のスペ
シャリストとして学校現場の ICT化に
従事．先生と児童・生徒目線を大切に
しながら，全国の様々な教育委員会と
学校現場に ICTを使った教育改革の実
現を目指した活動をサポート．慶大・
法・政治卒．聖徳大学附属取手聖徳女
子中学校・高等学校教諭（倫理），日本ヒューレット・パッカード
株式会社 ITコンサルタント（製造業）を経て2020から現職．
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	1. はじめに
深海は最後のフロンティアと呼ばれ，深海観測は

現在でも重要な課題である．国立研究開発法人海洋
研究開発機構（JAMSTEC）など日本を代表する海
洋研究機関に余り関わり合いを持たない東京の下町
の中小企業が中心となって，深海探査を実現しよう
という「江戸っ子 1号開発プロジェクト」は 2009
年 11 月に結成された （1）．プロジェクトでは図 1に
示す 3機の観測機を開発し，2013 年 11 月 21 日
から 24 日にかけて，JAMSTEC の調査船「かいよ
う」を母船として，最大水深 8,000 m 地点への潜
航実験を行っている．場所は房総半島から東へ約
200 km，日本海溝付近であり，水深 4,000 m と
8,000 m の地点にそれぞれ投下した．図 2，図 3
に示すようにプロジェクトは目標である深海 8,000 
mの 3D動画像の撮影に世界で初めて成功すること
ができた．
また，江戸っ子 1号プロジェクトでは，それま

でのガラス球を用いた海洋観測機で利用されること
が少なかった非接触給電や非接触データ転送，誘電
体を用いた密閉されたガラス球間の通信などにも取
り組んでいた．

今回，ほかの記事で語られることが少なかった部
分も含めて江戸っ子 1号の開発について紹介する
とともに，研究分野を広げるきっかけの参考事例と
して捉えて頂ければ幸いである．

	2. 	江戸っ子1号プロジェクトの機体
と動作

江戸っ子 1号はプロジェクトのメンバー企業で
ある岡本硝子により開発されたガラス球に機材を設
置する．そして，バキュームモールド工業で開発さ
れた樹脂カバーでガラス球を支持して機体を構成
し，深海 8,000 m の高圧に耐えられる観測機を実
現している．図 4に開発されたガラス球とカバー
を示す．図 5には機体の構成を示す．江戸っ子 1

ⓒ電子情報通信学会2022

深海 8,000 mに挑んだ「江戸っ
子 1 号プロジェクト」に関わって

芝浦工業大学　小池義和　Yoshikazu Koike

	 芝浦工業大学　森野博章　Hiroaki Morino

図 1　江戸っ子１号プロジェクトで開発した機体

図 2　江戸っ子 1 号 3 号機の取得映像

図 3　江戸っ子 1 号 4 号機の取得映像
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号では市販のビデオカメラ（HDR-TD20V，ソニー）
を内蔵した撮影球，LEDライトを内蔵した照明球，
母船と通信するためのトランスポンダ（海洋電子）
を内蔵したトランスポンダ球で構成されている．ま
た，海面浮上後に自身の位置情報を母船に通知する
ため，GPS と衛星通信機器をそれぞれ内蔵した通
信球がロープでつながれ，4球構成となっていた．
図 6の江戸っ子 1号の動作に示すように，以下の
手順で海底観測を行う．
①  探査船または小型船舶から海面に投下される．
② 機体は自重で沈下する．（ワイヤ等はない．）
③  錘（おもり）が海底に到着（着底）すると，

照明球及び撮影球の電源オンとなり，あらか
じめ決められた時間スケジュールで撮影が行
われる．

④  一定時間後に船からの指令を受けて錘を切り

離し，海面に浮上する．
⑤  浮上後は自らの位置を衛星通信経由のメール

で船に通知し，船が機体を回収する．

海中は電波の減衰が大きく一般的な条件では数 
cm程度しか伝搬しないため，無線通信は使用でき
ない．このため船と機体の間の通信には音波を用い
ている．撮影終了後の機体浮上のための錘の切離し
は船からの指令を受け，電蝕装置を起動することで
行われる．電蝕装置の切離し部分はパール技研が開
発したが，電気的な部分は回収を確実にするため，
実績のあるトランスポンダと組み合わせた市販品が

図 4　観測を構成するガラス球とカバー

図 5　江戸っ子１号の構成

2. 自重により海底まで沈降

1. 小型船から
  機体の投入

3. 海底到着後 LED 照明点灯

5. 浮上後、メールによ
  り GPS の測位位置を
  送信

4. 船上からの信号により錘を
  切り離し海上まで浮上

図 6　江戸っ子 1 号の動作
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採用された．切り離された錘は海底に残されるが，
全て鉄塊であるため，やがて分解される．また，機
体には撮影時に生物が集まるよう，餌台が設けられ
ている．

	3. 	江戸っ子１号プロジェクトの概要
2009 年に立ち上げられた江戸っ子 1号プロジェ

クト （2），（3）は，図 7に示すように中小企業の連合体
に JAMSTEC，芝浦工大，東京海洋大が技術支援を
行い，東京東信用金庫が事務局業務を行い進められ
た．プロジェクト発足時は，新聞でも報道されるほ
どの話題であった．町工場を活性化するとともに，
次世代に技術を継承する機会を作りたいと考えてい
た杉野ゴム化学工業所の杉野行雄社長が，大阪の
「まいど 1号」の成功に触発され，海底探査機開発
の発想に至ったのが本プロジェクトの発端である．
発足当初は動力を持って海底を動き回る機体をイ
メージしていたが，海洋にほとんど関わりを持たな
いメンバーにとってはハードルが高かった．リーマ
ンショック（2008 年）の影響も加わり，発足当時
のプロジェクトからメンバーが少なくなることも影
響し，ほとんどプロジェクトは進んでいなかった．
そのような中，プロジェクト発足時から相談を受け
ていた JAMSTEC の土屋利雄氏から，耐圧容器に
ガラス球を用い，潜航・浮上をフリーフォール型の
原理で行う構造が適しているとアドバイスをもら
い，ここから本格的な活動がスタートした．多くの
Web サイトや書籍，文献等で紹介されているよう
に，プロジェクトは図 1 に示す機体を実現し，
8,000 mでの 3D撮影を達成している （4），（5）．
プロジェクトでは，橋本惇氏らが開発したシステ

ムを参考に，低コストで製作・運用可能な深海探査
機の製作を目的に開発が進められた （6），（7）．橋本氏
らが開発したシステムでは，ガラス球内に封入され
るカメラはフィルムを用いたモータドライブ付きの
スチールカメラであった．これに対して，ビデオカ
メラの小形・高機能化に加えて，充電池，センサ技
術の急速な進歩により，江戸っ子１号では微小電気
機械システム（MEMS）技術で実現されたセンサ
類を制御基板上に搭載することが可能となってい
る．
先に述べたように，プロジェクトは 2013 年 11

月に実施された 4,000 m並びに 8,000 m海域での
実海域試験 （8）において，ガラス球内から 3Dハイ

ビジョン映像の取得に成功している．併せてガラス
球の外部に設置することなく，ガラス球の内部に設
置された温度センサ，気圧センサを通して外部の環
境計測の可能性があることが確認された．これによ
りガラス球の加工が不要となり，深海の環境計測の
2 分の 1 以下の低コスト化，簡素化が期待でき
る （9）．

	4. 	ガラス球を用いた観測機の	
重要性

1970 年代に実現され，その後，多くの研究者に
より利用されているガラス球による観測機を，中小
企業と我々のような海洋観測に余り関わり合いがな
い研究者が共同で進める意義について考える．
日本は世界第 6位の排他的経済水域（EEZ）を

持っており，EEZ を守り抜き，更なる国土周辺の
海洋の利用，開発が求められている．そのために
は，沿岸の網羅的な海中，海底の調査が必要であ
る．これを実現するためには，海洋に深く関わって
いる研究所以外の団体・個人が，専用の調査船及び
高額な機器を用いることなく，調査に参加可能な環
境を構築する必要があると考えている．また，海洋
調査機器の更なる高機能化をユーザが実施し，ユー
ザが取得した観測データの収集を容易にできるよう
な環境にすることで，沿岸の網羅的調査の費用，時

企業

杉野ゴム化学工業所
浜野製作所
パール技研
ツクモ電子

バキュームモールド工業
岡本硝子

海洋研究
開発機構

（JAMSTEC）

大学

芝浦工業大学
東京海洋大学

江戸っ子1号
プロジェクト

東京東信用
金庫

図 7　江戸っ子 1 号プロジェクトのメンバー構成

支援：
ソニー有志（カメラ制御設計）
新江ノ島水族館（実験環境提供）

設計開発委託：
アイ ･ ツー・アイ技研

（カメラ・電源制御）



234 通信ソサイエティマガジン　No.63  冬号 2022

間の大幅な削減が期待できる．海洋調査では，
ROV（Remotely  Operated  Vehicle)，AUV
（Autonomous Underwater Vehicle）が利用され
ているが，機器の開発に費用が掛かることと運用も
大型船舶を必要とするため，限られた台数と限られ
た研究機関での運用に限られていた．海底での定点
観測にはガラス球に封入された観測機が地震計測な
どに利用されている．そのほかに 2000 年から開始
され，海中の水温，塩分濃度の地球的規模での海洋
観測網の構築を目的としたARGO計画が進められ
ている．ARGO計画では 日本近海でも ARGOフ
ロートと呼ばれる観測装置が多く投入されている．
ARGOフロートは海面から水深 2,000 mまで，10
日間隔で自動計測する．しかし，撮影などの目的に
合わせて運用が容易で，任意の点での海底観測を簡
便に実現する観測機の開発が必須と考えている．
よってガラス球の開発は重要である．
日本の海洋観測機の開発については，前述の土屋

利雄氏は JAMSTECに黎明期から所属し，1990 年
代に音波による高速画像通信に成功しており，本会
基 礎・ 境 界 ソ サ イ エ テ ィ が 発 行 し て い る
「Fundamentals Review」で自身の JAMSTEC で
の活動を振り返った記事を提供している．土屋氏は
海洋観測技術の発展に多大な貢献をされており，江
戸っ子 1号プロジェクトの成功の立役者でもある．
興味深い解説記事であり，是非，御一読頂きた
い （10）．

	5. 機体の開発について
江戸っ子 1号プロジェクトでは，ガラス球を用

いることが決定した後，1970 年代の観測機のリメ
イクではインパクトが薄いのでは，との意見も出さ
れていた．そこで，芝浦工大デザイン工学部・釜池
光夫教授（当時）が，UFOのような宇宙船に似せ
た斬新的なデザインや，三つのボックスを組み合わ
せた機体構造を提案してくれていた．そのデザイン
に基づいて芝浦工大工学部・青木孝史朗教授の研究
室が最初にミニチュアを作成し，自重による沈降時
の躯体の挙動を調査した．自重による沈降時での姿
勢等の挙動に問題がないデザインが選ばれた後，浜
野製作所で実物大の機体が試作された．実際に
JAMSTECの実験用水槽で沈めて新たなデザインで
挑戦を進めていた．最終的には成功確率を高めるた
めに，図 5に示す縦に三つ並べる形を選択し，観

測機の構成が決定した．
機体のデザインが決定してからもプロジェクト

の進みが早くなったわけではなかった．中小企業が
共同でプロジェクトを進めるときの大きな問題とな
ることは，どちらかというと話題先行で将来の収益
が見積もれない江戸っ子 1号プロジェクトのよう
な開発に，自社の社員を関わらせることは非常に難
しいという経営上の課題であった．そのためプロ
ジェクトには社長か，主要製品に関わらない若手を
参画させることで対応していた．筆者らはプロジェ
クトを通してその状況を認識させられた．1990 年
代に日本の海洋探査技術は世界のトップに近かった
のではと思っている．当時は大企業で海洋関連の技
術が進められていた．しかし，2000 年代に入り多
くの企業が撤退している背景には，国内での市場規
模が限られていることと，輸出管理規制により海外
の展開を難しくしていることが挙げられると考えら
れる．中小企業が大企業に代わって日本の海洋産業
を盛り上げるきっかけになればと思っていたが，プ
ロジェクトに関わった企業の方々も自社業務を削っ
てでも進めるのは大変な決断が必要だったと思う．
2011 年頃からプロジェクトは，東京東信用金庫

の地域連携コーディネータの桂川正巳氏の主導で行
われていた．2013 年 11 月の深海 8,000 mでの撮
影に成功する 1年前の会議では，進みが遅いと桂
川氏，当時，バキュームモールド工業の渡部雄治社
長がメンバーの方々にげきを飛ばしていたのをよく
覚えている．会議は重苦しい中で進んでいて，カメ
ラの向きと照明の向きの決定で議論を進める中で，
機体の構成について議論が及んでいた．そのとき，
青木教授がプロジェクトメンバーからの意見を一手
に受けていた感じであったが，同じ大学の協力者と
して申し訳なく思っていたのを覚えている．

	6. 	江戸っ子1号で試みた新たな	
目標

江戸っ子 1号の機体の本体は 3球構成であり，
これまでのガラス球を用いた観測機とは異なってい
るが，機体全体の構成はこれまでの拡張である．図
8に撮影球にカメラを搭載した様子を示す．撮影球
には前述の 3Dビデオ映像取得のためのハンディカ
ムが搭載されている．江戸っ子 1号プロジェクト
では更に以下の項目に挑戦した．
① 機体回収後の無線通信による撮影データ取得
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② 機体回収後の非接触バッテリー充電
③ 機体動作時のガラス球同士の誘電体無線通信
ガラス球の封入は図4に見られるように粘着テー

プによる方式が用いられることが多い．データ取
得，電源のために海上でガラス球を開封すること
は，塩害等により回路等に腐食等のダメージを与え
ることが予想されるため，できるだけ開封を避ける
ことが望ましい．江戸っ子 1号ではその問題の解
決を試みた．

６.１　機体回収後の無線通信による撮影データ取得
3Dハンディカムで録画された動画像はハンディ

カム内部の SDカードに保存される．動画像をガラ
ス球の外に取り出すためにはガラス球を開封する必
要がある．そこで，無線通信による撮影データの取
得が検討された．ソニーの有志の方の協力を得てい
たことから，TransferJet という近距離無線伝送方
式の採用が提案された．将来的には数Gbit/s の転
送速度も期待される無線伝送方式であったが，対応
する製品が限られていたため採用は見送られること
となった．代替案として，図 9に示すWiFi 通信可
能なメディアサーバを準備し，ハンディカムと接続
することでWiFi による無線伝送を実現し，ガラス
球の開封なしの録画データの取り出しを試みた．ハ
ンディカムはUSB接続までリモコンによる設定が
可能であることから将来的にマイクロコンピュータ
による制御も可能であった．予備実験を繰り返す
中，録画時間 10 分の動画像ファイルサイズが 2 
GByte であり，当時のWiFi のデータ転送速度では
転送完了に 10分程度掛かることが実験的にも明ら
かになった．そのため，録画時間と同じ程度のデー
タ取得時間が掛かるのは実用的でないとの結論とな
り，本番での搭載は見送られることとなった．

６.２　�非接触バッテリー充電
各ガラス球内の機材は全てバッテリー駆動であ

る．トランスポンダ球以外は二次電池を採用した．
同じく充電時にガラス球の開封を避けるため，バッ
テリーの非接触給電が検討された．当初，非接触給
電装置を担当したツクモ電子工業がニッケル水素
（NiMH）電池を用いて磁界結合方式により開発を
進めていた．実験を繰り返す中，NiMHのメモリ
効果によりバッテリーが本来の性能を発揮できず，
録画時間が非常に短くなる事故が発生した．メモリ
効果を防ぐためには完全放電後，満充電を行う必要
があるため，装置の稼動時間が問題となり，最終的
にはリチウムポリマー（LiPo）電池を採用するこ
ととした．そのため，非接触充電装置の方式も磁界
共鳴方式となった．図 9には非接触充電用アンテ
ナの設置の様子も示している．

６.３　ガラス球同士の誘電体無線通信
漆黒の闇である海底の撮影には照明が不可欠で

あるが，カメラと照明を同じ球に格納すると，照明
の光がガラス面で反射しカメラに映りこんで適切な
撮影ができないおそれがある．江戸っ子 1号では
照明は別のガラス球に格納し，撮影球の上部から照
射する構成とした．このため海底では照明球と撮影
球の電源制御が連動して動作する必要がある．
先に述べたように海中は電波の減衰が大きいた

め，ガラス球間の制御信号送受信にそのまま無線通
信を用いることができない．そこで，東京海洋大の
清水悦郎教授によって考案された誘電体無線通信を
採用した．図 10に示すように，無線電波の通信経
路としてゴムを用いる方法で，送受信各々のガラス
球の面にゴムを接触させるだけで電波による通信が

図 8　撮影球の構成とカメラ

図 9　 非接触充電用アンテナと無線データ取得用メ
ディアサーバ
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可能となる．材質は天然ゴムのほかにアクリル，エ
チレンプロピレンなどでも効果が確認されている．
江戸っ子 1号では，ガラス球開封の問題を避け

るために様々な無線技術の適用が試みている．当時
の技術では運用に十分な転送速度の実現が困難で
あったが，現在ではデータの無線伝送は実用に耐え
得る速度に近づいている．ただ，非接触給電は依
然，課題として残っている．
図 11に示す通信球では，衛星通信システムで商

用サービスであるイリジウム（周波数は 1.6 GHz
帯）と，安価であるが学術利用のみが認められてい
るアルゴスシステム（周波数は 400 MHz 帯）の二
つを採用した．通信球は海面の状況によらず，位置
情報を安定して衛星に送信することが求められてい
た．使用した市販の送受信機は，船舶等の上でアン
テナ面を適切に調整して使用することが想定されて
いるが，通信球は波に揺られてアンテナ面が鉛直上
方向から横に大きく傾く可能性がある．事前に陸上
で通信球を回転させてアンテナ面が動くような状況
を作りながら特性を評価したところ，鉛直上からの
傾きが約 30度以内であれば大きな劣化は生じない
ことが明らかになり，間題ないと結論付けた．

	7. 	プロジェクトの管理について
2013 年 11 月に本番に挑むことになった．当初

は 2013 年 9月に実施予定であったが，台風の影響
で中止となり，チャンスはなくなったかに思われた
が，桂川氏の尽力により，再度，深海撮影に挑める
機会を得ることとなった．
本番に臨むにあたり，再三，岡本硝子の上野有穂

氏，ソニーの河上達氏から江戸っ子 1号成功のた
めの運用マニュアルの作成が要請された．筆者が指
導する学生が図 12 に示すようなシートを作成し，
本番に備えたことを覚えている．実際の本番では，
このマニュアルがプロジェクトの危機を救うことに
なった．
江戸っ子 1号投入前に機体は船の甲板に置かれ

ていた．船のエンジンの振動が江戸っ子 1号の機
体に伝わり，撮影球を構成するガラス球が樹脂カ
バー内で移動する現象が発生していた．図 12中に
赤枠で示す江戸っ子 1号の機体を海に投入する直
前に用意したチェック項目「カメラレンズカバー」，
確認方法「目視」に基づいて，最終確認を行ったこ

図 10　ゴムによるガラス球間の無線通信

図 11　通信球の構成

図 12　江戸っ子 1 号管理項目の一例
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とにより，ガラス球の移動に気づいたと学生から報
告を受けている．江戸っ子 1号の機体投入は船体
に設けられたクレーンを用いて行われたが，クレー
ンに取り付ける作業は乗船スタッフが行うことか
ら，そこまでチェックは必要と考えていなかった．
改めて，想定を超えた事態を踏まえて，入念な
チェックを含めたマニュアルの重要性を感じさせら
れた出来事であった．
先の図 2，3で示した映像は普及している動画像

サイトで「江戸っ子 1号」のキーワードで検索可
能である．餌台に設置された餌のおかげで，深海生
物が多く集まっている様子が録画されていた．よく
見ると図 2は生物の集まりが画面の上となってい
る．本来は図 3のように画面の中心に生物が集ま
る予定であったが，3号機では前述の撮影球のガラ
ス球移動を修正した影響が残っていたためである．

	8. まとめ
江戸っ子 1号は，深海 11,000 m まで観測可能

な江戸っ子 1号 365 型に発展しており，現在も開
発が進められている．また，ガラス球を用いた海洋
観測は ISO が制定されるようになり，江戸っ子 1
号プロジェクトのメンバーが深く関わっている．今
後の発展が期待される．
貴重な機会に関わることができ，改めて，江戸っ

子 1号プロジェクトの方々に御礼を申し上げる．
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 1. 自己紹介
「私の研究者歴」に執筆依頼を頂いた．これまで

のこの欄，業績豊かな著名な皆さんに比べて，かな
り狭い分野の研究に一筋の私を知る人は少ないと思
う．しかしそれでも執筆依頼を受けたのであるから，
一応，語る資格はあるということを信じて，こんな
私でもできた，こんな私だからできた，ということ
を，次世代を担う若い皆さんにお話し，それなら自
分も，と思う力の後押しができたらうれしい．

私の研究分野は，40 年以上にわたり電波関連一
筋である．小さいときから宇宙にあこがれ，電波の
不思議に魅せられて，それで…，というお話ができ
れば格好が良い．でも私にはそれがない．

私は，1950 年，南信州の山村に生まれた．今で
もかつての村には一つの信号機もないへき地であ
る．農家の普通の暮らしの中には平穏な日常がある
だけであって，それ以上のものはない．大学に入っ
ても特に何をやりたいという具体的な目標はなかっ
た．大好きな将棋の腕を上げてプロになれたらとか，
漱石や太宰に夢中になって小説家もいいな，と思う
ことはあったが，客観的に見ればそれは妄想の類い
である．そうこうしているうちに，4 年生になり，
卒業研究は亜硝酸ナトリウムの結晶成長のテーマに
ついた．坩堝（るつぼ）の温度調整に手間暇かけ，
結晶が成長する姿を見守るのは意外と面白くて，失

敗を重ねながらも（炉を加熱し過ぎてあわや火事に
という事件も経て）没頭できるものを感じた．卒業
して就職した会社では卒研の経験が生き，半導体課
という部署への配属になった．棋士や小説家への夢
が消えた今，学んだオームの法則で人生勝負するし
かない，とだんだん気づいてきた．それなら，この
分野，量子力学を本格的に学ばなければ駄目だ，そ
うだ，大学院に行こうという気になった．入社 2 年
目の夏，京大の大学院を受け，幸い合格し，翌 3 月
で会社は退職した．当時の京大の大学院入試は全員
受験の面接なしで，他大学出身者にはプレッシャー
が少なく受けやすかった．24 歳のときである．

合格し，いざ，研究室を決めるという段階になり，
希望する物性関係の研究室は満員ということが分
かった．電波の研究室がまだ空いているという説明
を受け，そこに決めた．シュレーディンガーを神様
とする世界から，マクスウェルを神様とする世界へ
の宗旨替えである．あがめる神様は替わったが，技
術を高めたいという目的は同じであり，この宗旨替
えを素直に受け入れることができた．偶然が導いて
くれた電波の道であったが，その後の 40 年以上を
歩み続けてみると，そこには面白いことが一杯あっ
た．

この出来事は，晩年，大学の教員になってから，
学生の悩み相談に生きた．大学では，卒業研究のた
めの研究室選びとか，就職先の会社選びとか，思う
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とおりに行かず進路に悩む学生が多い．そのとき，
や

・ ・ ・ ・

りたいこ
・ ・

とは通せ，や
・ ・ ・ ・

りたいも
・ ・

のにはこだわるな，
と言ってきた．人には向き不向きがあるので，得意
なことが生きる道（＝やりたいこと）を選ぶのがよ
い．ここにはこだわりたい．しかし，その中におい
てどれを選ぶかということ（＝やりたいもの）には
こだわらなくてよい．人は来た道の先に進みたくな
る習性がある．卒研で情報通信の研究をしていると
大手通信会社に行きたくなる．でも，それは他の分
野を知らないだけのことである．花は至る所に咲い
ている．道

・

は
・

違
・

っ
・ ・

ても
・

大
・ ・ ・

丈夫である．
自己紹介の最後に，自分の性格を述べたい．たぶ

ん，ここが，この欄の先輩諸氏と大きく違うのでは
ないかと思っている．私は人見知りが強く引っ込み
思案である．初対面の人と会うのが苦手で，学会発
表はもちろん，担当授業の初回も緊張する．この対
策は，準備を周到にして自分に自信をつけるしかな
い．このようにして乗り切ってきた．一方，変なと
ころで頑固であり執念深い．この性格がこの後の話
にどう出てくるかを見てほしい．電波研究を通じた
私のこだわり人生論である．

 2. 海面反射フェージング
大学院では，京大 MU レーダ（京都大学生存圏

研究所信楽 MU 観測所）の前身である流星レーダ
が研究テーマになった．私は得意な電子回路技術を
生かしてレーダのハードウェア研究に取り組んだ．
要ははんだごてを握ってのもの作りである．これを
研究と言えるかどうかは分からないが，恩師の加藤
進教授（超高層物理学）はじめとする先生方や先輩・
同僚たちの研究に打ち込む姿に接し，学問の現場に

身を置く幸せを感じた．修士課程を終え，国際通信
を担う KDD（現 KDDI）に就職し，研究所勤務となっ
た（1977 年，26 歳）．配属された部署は衛星通信
のアンテナ・伝搬を研究する無線伝送研究室．メン
バーは皆，個性が強く，一日が「おはようございま
す」から始まらない緊張感があった．この雰囲気，
私には合っていると思った．

私は塩川さん（塩川孝泰博士）が取り組む海事衛
星通信用アンテナ・伝搬研究の見習いとなった．
1970 年代後半，衛星を介して船舶と地上を結ぶ衛
星通信（海事衛星通信）が米国マリサットシステム
により試験運用が始まったばかりであった．そのと
き，衛星が水平線近くにあるときには，海面反射波
によるフェージングが予想以上に強くて，定量的な
信号劣化の評価やフェージング対策が重要な課題と
認識されるようになっていた．この海面反射フェージ
ングが私の長い研究者人生の第一歩になった（図 1）．

この現象を理論的に解明してみようと思った．そ
のためにはまず知識を身に付けること．前方散乱理
論のバイブル本であるBeckmann & Spizzichino （1）

を学び，海洋波浪の本も読みあさった．電波の海面
反射を肌で知りたいと思った．それで，新婚当時の
女房と西伊豆旅行によく出掛けた．夕方になると海
岸に行き，夕日の写真を撮り続け，女房からは「何
しに来たの」とあきれられた．でも，海面に映る光
の道を見て，そしてそれが，海面状態によって様々
に変化する様を見て，電波に対する海面反射のイ
メージをつかむことができた（図 2）．

海面反射フェージングはそれまでも地上系無線
回線（陸地と島，あるいは海峡や湾を挟んでなど）
で多くのデータの報告があり，フェージングは穏や
かな海面で問題になるとされていた．衛星回線では，

図 1　海事衛星通信の海面反射フェージング
（低仰角運用において反射波のコヒーレント成分とインコヒーレント成分が直接波成分に干渉し信号強度の変動が起きる）
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むしろ少し波がある方がフェージングは強いようだ
が，地上回線とは何が違うのだろう．海が穏やかな
ときは鏡面反射成分（コヒーレント成分）が，波が
高くなると不規則成分（インコヒーレント成分）が
卓越するが，地上回線ではインコヒーレント成分の
最大電力はコヒーレント成分の最大電力の半分程度
以下とされていた．図 3 は海面の反射係数で正規
化した反射波の電圧次元の強度を，海面の粗さを表
す指標を横軸に示している．同図の破線が地上系で
測定されたインコヒーレント成分の強さである．ゆ
えに，フェージングはコヒーレント成分が強い波の
穏やかなときに問題になった．衛星回線について理
論モデルを立て，インコヒーレント成分を求めてみ
ると，図 3 の赤線まで発達することが分かり，大
きなフェージングの発生の理由を突き止めることが
できた．海面がほぼ無限に広がる衛星回線ならでは
のことであり，この解析結果を IEEE の Trans． 
Antennas & Propagation（以下，TAP）に発表し
た（2）．図3の結果は，コヒーレント成分とインコヒー
レント成分の間に，両者の電力和は一定というエネ
ルギー保存則が成り立っていることを意味してい
る．この性質を使うことにより，海面反射フェージ

ングの簡易推定が可能になって，回線設計に寄与す
る伝搬モデルができた．このモデルは，IEEE の
Trans. Communications（以下，TCOM）に発表
できた（3）．

理論研究と並行して，洋上での衛星電波受信によ
るフェージング観測やフェージング軽減対策の効果
確認のため，2 週にわたる船舶実験を数回行った（図
4）．船の「おきて（船長さんのプライド）」は出航
時刻の厳守．切羽詰まって綱渡りのように進めた実
験準備，船酔いの苦痛に耐えての実験遂行，でも，
海が穏やかなときには皆で釣りも楽しんだ非日常的
な経験は心の深層に刻まれ，今でも時々夢に見る．
このようなスケールの大きいフィールド実験ができ
たのも塩川さんのリーダーシップのお陰であった．

図 3　 海面反射波コヒーレント成分とインコヒーレント成分の
強度の粗面度ファクタ依存性（縦軸は海面の反射係数で
正規化している．粗面度ファクタは平均波高に比例して
大きくなる）

図 4　 洋上実験に傭船した東海大学丸二世号（701t）（右上：
フェージング軽減機能を組み込んだショートバックファ
イアアンテナ，左上：船内の測定機器と塩川さん）

図 2　 太陽光が作る光の道（海面状態によって反射パターンが
変わり，目に見えない電波の反射のイメージを感覚的に
つかむことができる）
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海面反射フェージングの研究を通じて，不思議を
解明することへのわくわく感を味わった．研究の喜
びである．小説家は夢だったが，硬
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められる，これからの人生，これ
で行こうと思った．

 3. 対流圏シンチレーション
1980年代前半，研究室の安川さん（安川交二博士）

等が中心となり，KDD 施設のある山口市と浜田市
（島根県）に Ku バンド（14/11 GHz 帯）衛星回線
の降雨減衰測定系を構築し，大規模実験を行ってい
た．途中から，私もそのグループに参加し，対流圏
シンチレーションの現象を詳しく調べることになっ
た．対流圏シンチレーションは，高度 2 km 以下の
大気の屈折率のひずみによって発生する信号強度の
変動現象（星の瞬きでおなじみ）で，それ自体は大
した問題ではないだろうと思われていた．しかし，
実際に観測を始めてみると，思った以上に信号のレ
ベル変動が強く，無視できない現象であることが分
かってきた．図 5 はその一例である．仰角 6.5 度
の 11 GHz 帯衛星ビーコン波を受けたものである

が，peak-to-peak で 10　dB の変動になっている．
当時の標準モデル（後述の CCIR モデル）での算定
値では半分程度以下であり，原因を究明してもっと
精度が良い推定法を作ろうと思った．山口で 1 年
間観測し，シンチレーション変動の平均的大きさを
季節と時刻の二次元マップにプロットすると，図 6
のように季節変化が極めて大きいことが分かった．
我々が，シンチレーション問題の重要性にいち早く
気づくことができたのは，図 5 を得た測定が 7 月
から始まり，まさに変動が最大に近づく時期，すな
わち，問題が顕在化する時期だったからである．も
し，我々の測定が冬から始まっていれば，と思うと
研究のタイミングも運によると感じる．

種々の気象要素との関係を調べ，この季節変化は，
対流圏の水蒸気による屈折率の大きさと非常に強い
相関があることを見いだした．強度変動の周波数特
性や確率分布は Tatarskii の乱流媒質散乱理論（4）

から導かれているので，水蒸気密度をこの理論に組
み入れ，推定精度の良いモデルを作ることができた

（図 7）．この研究は，観測結果と推定法について 2
本の IEEE TAP 論文にまとめることができた（5），（6）．

前項の海面反射フェージングの研究は塩川さん
から，このシンチレーションの研究については山田
さん（山田松一博士）からアドバイスを受けた．そ
の論文作成時には，いつもお二人に草稿を読んでも
らった．山田さんと私は感性が近く，自分が弱いな
と感じるところ（＝言い訳をするような表現）には
必ず指摘が入り，手抜きが認められなかった．塩川
さんは，ここは大丈夫だろうというところに限って
厳しいコメントが入り，広い視野で見ることの大事

図 7　 対流圏シンチレーション推定モデルの世界のデータに対
する検証

図 6　 対流圏シンチレーションの大きさ（dB 値変動の標準偏差）
の季節依存性

図 5　低仰角衛星回線に見られる対流圏シンチレーション
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さに気づかせてくれた．晩年，大学の教員になって，
誰も私の論文草稿を見てくれる人はいなくなった
が，書くときはいつもお二人の視点を思い起こし，
念には念を入れて推敲するようにしている．部下や
指導学生の論文については逆の立場なので，自分が
その役割を担う番だという意識でコメントに力を入
れた．

 4.  衛星通信の電波伝搬モデルと
国際標準化活動

KDD 研究所では，上記二つのテーマ以外にも，降
雨減衰や電離圏シンチレーション，更には，陸上移動
体衛星通信の伝搬モデルの研究にも取り組んだ（7）〜（9）．
このように対象を広くできたのは，同業の大きな研
究所（NTT 通研，電波研＝当時＝など）と違って
組織が小ぢんまりとしており，同じ電波伝搬でも地
上系対衛星系，固定系対移動系，対流圏対電離圏な
どの研究に垣根がなく，やりたいことがやりたいよ
うにできたからである．私が，息長く伝搬研究を続
けることができたのは，組織にこのような特徴が
あったからだと思う．

1980 年代の中頃から 10 年近く，無線通信の国
際標準化機関である CCIR（現 ITU-R）活動に日本
代表団の一員として参加した．国際標準化活動は相
手との交渉力がものを言うので，対人関係や英語を
苦手とする私には本来向いてない仕事である．幸い，
私が参加した電波伝搬の研究グループ（SG）は，
学者の集まり．他の SG のように各国の利害がぶつ
かり合ってロビー活動を常とするのと違って，論理
が通用する（＝学術論文がものを言う）雰囲気だっ
たので，無事務めを果たすことができた．その活動
の中で，私たちが提案した海面反射フェージング，
対流圏シンチレーション，降雨減衰，陸上移動体衛
星伝搬の各モデル（伝搬劣化の計算法）が CCIR/

ITU-R の勧告手法に採用になり，電波伝搬研究の
成果が世の中に役立つ喜びを味わった．ありがたい
ことに，後に，私はこの業績で IEEE の Fellow を
頂くことができた．

 5. サイクルスリップ物語
1990 年代初めの頃まで，KDD 研究所で衛星通

信の電波伝搬の研究をしていた．いずれも狭帯域信
号が対象なので，電波伝搬と通信方式の研究分野は
SN 比を橋渡しに明確に分離されていた．その衛星
通信の研究が一段落してきたので，新天地である地
上系の移動通信の研究をしたいと思った．（会社も
移動通信のサービス展開を始めようとしていた．）
この分野は，電波伝搬と通信方式が密接に関連し，
私にとっては目新しいものばかりであったが，研究
や技術開発では，国内外で既に高いレベルに達しつ
つあった．

そこで，まず，広帯域信号のマルチパス遅延によ
る影響を知りたいと思い，当時，卒業研究の指導を
していた学生と，図 8 のような，遅延差のある 2
波で発生する符号間干渉誤りを調べるというところ
から始めた．コンピュータシミュレーションのプロ
グラミング段階で，学生から，「復調後のデータサ
ンプリングをどこに入れればよいか」と質問を受け
た．そういう誰でもやっている原理的なことは，過
去の論文を調べればすぐ分かると思い，そう指示し
た．しかし幾ら論文を調べても，「サンプリングは
最適位置で行った」というような表現しか出てこな
い．大部分の論文では，先行波のタイミング，ある
いは先行波と遅延波の中間位置で行っているよう
だった．でも，実際の受信機はそういうことが分か
らないのに，どうしてそこが定まるのだろうと疑問
を持った．

そうして調べているうちに京大の池上文夫先生

図 8　遅延の異なる波が合成された信号のサンプルタイミングは？
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の研究室で，この現象に着目し，再生クロックのタ
イミング位置とフェージングの関係を調べる研究を
行っていることが分かった．そのタイミング位置が
データシンボルを超えて急速に動く現象が見いださ
れ，これを「サイクルスリップ」と名付けていた．
本来，符号間干渉には強いはずの BPSK 変調方式
でも，実測データには，予想以上に誤りの発生が多
かった原因を解明しようとした先駆的な研究であっ
た．私は，当時，まだ現象理解にとどまっていたこ
のサイクルスリップに興味を持ち，ここに踏み込ん
でみようと思った．研究テーマを暗中模索していた

「後入り」にとっては，まさに「曙光が見えた」の
気持ちであった．

レイリーフェージングを含んでより汎用的な仲
上・ライスフェージング環境を対象にして，この理
論解析に取り組んだ．そうは言っても攻略の方法が
見えてこない．そこで行き着いたのが、急

・

が
・ ・

ば回
・ ・

れ
の作戦．図 9 に示す道筋に従って，伝送特性を支
配する伝搬キーパラメータを特定し，これを組み入
れた簡易な構成のチャネルモデル「等価伝送路モデ
ル」を編み出した．この簡易モデルをレベル交差問
題に結び付けて作り上げた理論式はきれいな形とな
り，サイクルスリップ現象が解明できたと舞い上
がった．

考え方やそのモデリング，シミュレーション評価，
モデルによる特性解析を三部作の論文として IEEE 
TCOM に投稿した．ほどなく，三部作にするほど
の重要性はない，という理由でまとめて不採録と
なった．二本に整理して再投稿したが，同様の理由
で不採録になった．IEEE では話は分からんと思い，
英国の IEE（現 IET）にほぼそのまま二部作で投稿

した．査読者の一人から「この論文は IEEE で私が
査読した」という理由で，また不採録になった．世
の中，意外に狭いと思った．最終的に，レイリー
フェージングに絞って一本にまとめ，TCOM に採
録となった（10）．大相撲で言えば負け越し目前の 1
勝である．振られ続けた恋人からようやく OK の返
事がもらえ，天にも昇る気持ちだった．図 10 は投
稿から決着がつくまでのエディタとの一連のやり取
りをファイルに収め，何かのとき（？）に役立つだ
ろうと思って作った冊子（サイクルスリップ物語）
であり，私の執念深さが分かって頂けると思う．な
お，この後，この等価伝送路モデルは周波数選択性
フェージング環境での符号間干渉誤り解析にも有効
な手段となった（11）〜（13）．（文献（13）は本会から
論文賞を頂いた．）
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図 9　サイクルスリップ現象の理論解析に用いた等価伝送路モデルと理論式導出までの道筋

図 10　 サイクルスリップ物語（その後の紆余曲折も含め，分
厚くなっている）
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拒絶を受けると，自分が否定されて人生が終わった
ような気になる．でも，諦めたらそこで終わりであ
る．自信ありと思う論文は，残念な査読結果がきて
も決して諦めないように．手を尽くしていれば，い
つかは必ず日の目を見ると思ってほしい．

 6. 大学における教育研究
企業で研究者として働いていたとき，最後は大学

の先生になりたいという夢を強く抱いていた．一生
を研究者としていたいためである．48 歳のとき電
気通信大学に教授の公募があってその職を得ること
ができた．面接審査を経て採用が決まったときの高
揚感，「初心忘るべからず」を肝に銘じた．

大学の研究は教育研究である．大学の性格にもよ
るが，そこが付属の研究所でない限り，学生教育が
主であり，研究も教育の一環である．研究第一にし
て，教授が研究室の学生を将棋の駒に見立てて指し
進めれば，勝負には強いだろうが（＝思いどおりの
研究はできるであろうが）教育理念からは離れてし
まう．将棋の駒自身が戦況を自ら判断して動き，そ
こを大局的に外部からアドバイスしてゆくのが教育
として理想であろうが，動きに任せ過ぎると勝負に
勝つのは難しくなってくる．このさじ加減が難しく，
ここに研究室の個性が現れてくるのだと思う．

唐沢研究室では，要素技術が豊富な MIMO（送
受信にアレーアンテナを用いる高度無線伝送システ
ム）や多重波伝搬理論を研究の柱にしたが，電波環
境を丸ごと収録して総合的に信号分析を行う「トー
タルレコーディング」，電波信号もベースバンド信

号とみなして全てディジタル信号処理で行うソフト
ウェア無線技術「ベースバンド無線」も特徴ある研
究になった．特に後者の二つはそれぞれに科研費基
盤 A 研究として行うことができ，学生と共に楽し
める教育研究になった．17 年間の教員生活におい
て，140 人の学生（うち，留学生 43 人，博士学位
取得者 17 人）がその時々に研究を支えてくれ，国
際色豊かな研究室を保つことができた．図 11 は教
員生活の楽しい一こまである．

 7. ランダムウォーク
研究者（KDD）→研究マネージャー（ATR，本

稿では割愛）→教育研究者（電通大）の道を歩んで
きた．今は原点に返って一研究者として楽しんでい
る（14），（15）．研究には，それをしたいという意思が
ある限り，いつでも（若くても年寄りでも），どこ
でも（組織にいてもいなくても），どんな状況にお
いても（研究資金があってもなくても，仲間がいて
もいなくても）続けることができるという包容力が
ある．で
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る，
それが長続きの秘けつである．多分，その持続性（研
究サステナビリティ）こそが，私が自慢できる唯一
のことである．「今度の論文が人生で一番良いもの
になった」が続けられるとうれしい．

今はもう一つ力を入れていることがある．これま
でに培ってきた知識やノウハウを，本や技術レポー
トで次代を担う若者たちに伝えたいということ，遺
言づくりである．気の向くままに技術レポートを作
成しては唐沢研究室のホームページから公開してい

図 11　研究室合宿における夜の共同作業（遊びにも不屈の努力が…）
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る（16）．今，その数も私の年齢を超えるところまで
きた．持ち合わせている知識を単に吐き出している
わけではない．私自身，電波の専門家と言われなが
らも，曖昧なまま積み残してきたものが数多くある．
そこで，そういうことを学び直し，なるほどそうい
う仕組みだったか，とわくわくしながらまとめてい
る．時間たっぷりの今だからこそできることである．
出来栄えの良いのもあるし，そうでないのもある．
途中で挫折し，その後気合を入れ直して完成にこぎ
着けたものもある．それゆえ，できたレポートは私
にとってどれも新鮮である．

冒頭にも書いたように，人生，得意とするところ
に力が発揮できるのが幸せである．私はその発揮で
きる幅が極めて狭い不器用な人間である．でも，以
下のランダムウォークの話に例えれば，それを悲観
することはない．

酔っ払いの千鳥足に例えられるランダムウォー
ク．一歩ごとに進む向きがランダムであるとき，N

歩目の位置は，出発点から N の距離辺りにいるこ
とが期待される．二次元空間，すなわち，平面内で
のランダムウォークでは，出発点からの距離を N

で割った正規化距離は，N の大きいところでは 1 を
中心にレイリー分布する．多次元の，すなわち M

次元空間を自由に動けるランダムウォークでは，そ
の正規化距離の分布は，仲上 m 分布（パラメータ
m ＝ M）になる．仲上 m 分布では次元数 M が大き
くなるほど，正規化距離の変動が小さくなる．

（フェージング対策のスペースダイバーシチにはそ
の特徴が生かされている．）図 12 はそのイメージ
である．M＝ 2 では半径 1 の円に対してダイナミッ
クに変動しているが，多次元空間でのランダム
ウォークでは超球面（多次元空間上の原点から等距
離の面）上をへばりつくように動くだけである．こ
の次元数を人間の多才度（器用度）に重ねてみよう．
器用な人は自由に何でもできる．でも，お釈迦様の
手のひらから飛び出せない．一方，自由が制限され
ると動ける距離範囲が広がり，遠いところまで行け
るかもしれない．研
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る．（注：次元数 M が大きい優秀な人は，歩幅
もまた広いであろうから，一般論にはならないが．）

 8. セレンディピティ
私の好きな言葉「セレンディピティ」についての

思いを述べることで，本稿の結びとしたい．KDD
研究所にいた 42 歳のとき博士の学位を得た．その
授与式で，総長（井村裕夫先生）が「セレンディピ

ティ」という言葉を教えてくれた．偶然に訪れる幸
運をつかみ取る能力（Ability）である．「君たちに
は科学を発展させる担い手になってほしいが，それ
には能力がいる．アインシュタインをイメージする
だろうが，そういう人は特別で，普通の人が頑張る
には，セレンディピティ（Serendipity）を身に付け，
それで勝負するのがよい．セレンディピティによっ
てなされた結果も，天才の頭の中でつむぎ出された
結果も，科学の価値に変わりはない．」セレンディ
ピティの語源（Serendip+Ability の造語）や一つ
の例（フレミングがアオカビから抗生物質を見つけ
た由来）について，丁寧に説明してくれた．

それ以来，私は，周囲の人にセレンディピティの
効能を繰り返し説くセ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

レンディピティバカになっ
た．大学の教員になってからは，研究室の学生はも
とより，授業など多くの機会を通じて「社会で活躍
するためには，セレンディピティ＝感じ取る力・結
び付ける力を磨きなさい」と説いてきた．精神論ば
かりではだめで，R．M．ロバーツの本（17）に事例が
満載，感覚を身に付けるヒントが一杯出ている．

電波の分野では，米国ベル研究所のペンジアスと
ウィルソンのケースが有名である．1964 年のこと，
両氏は，電波天文用に開発した大形アンテナの性能
を評価するために，アンテナを天空に向け雑音温度
を測定している中，どの方向に向けてもほんの僅か
の原因不明の雑音（絶対温度 3K のごくごく僅かな
雑音）が残り，気になっていた．あるとき，二人は，
以前に聴いた講演のことを思い出した．1960 年代
当時，宇宙はビッグバンという途方もない大爆発か
ら始まったという荒唐無稽な理論が出てきて，でも，
もしそれが本当なら宇宙の果てにその名残があるは
ず，という話．そのとき，彼らは「もしかしてこれ
かも」と思い，検証を重ね，ついにまさにそれだと
いう確証を得たのである．二人は，ビッグバンの証
拠をつかんだことでノーベル物理学賞をもらった．
幸運の女神がそこに来ていて，それを捕まえたので

図 12　 ランダムウォークにおける正規化距離の変化（超球面
の次元数が高くなると超球面に張りつくような動きに
なる）

（a）二次元 （b）Mが十分大きい多次元



246 通信ソサイエティマガジン　No.63  冬号 2022

ある．僅かな出来事に徹底的にこだわり，幅広い知
識や勘を生かして，自分たちの実験結果をそこに結
び付けて，思わぬところの不思議を解明したのであ
る．この力がセレンディピティである．

私の研究の中にも，これぞセレンディピティと喜
んだものもあったが，その最大なものは，本稿で述
べてきたように，偶然の出会い・悩み・選択を重ね
ながら今日ここまで歩み来た人生そのものにあると
思う．もがいて生き続けていれば思わぬところに流
れ着く，という感慨である．ピンチはチャンス，
幸
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ち受ける心
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・
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れる
（パスツール）．読者の皆さんに訪れる幸運を心から
願ってやまない．
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こんなツール，使っています

私たちの生活が通信と切り離せないものとなって久
しい．調べ物やコミュニケーションにインターネットを
利用する場面のみでなく，スマートフォンを使って現在
地を取得したり，ワイヤレスイヤホンを使用したりな
ど，生活のあらゆる場面で通信を利用している．

現在の通信機能は図 1 のような七つの層から成るモ
デルを基本原理として設計されており，各層がそれぞれ
の機能を果たすことで成立している．例えば図 1 にお
ける第 1 層の物理層は，コンピュータのディジタルデー
タを電気信号や光といった物理的な信号として送信，受
信する機能を担う．機器同士が通信するにはここで使う
通信方式（変換方式や信号の種類）が同じである必要が
あるため，国際的に約束事が決められている．この約束
事のことを「プロトコル」と呼ぶ．Wi-Fi や LTE，5G
といった言葉はよく耳にすると思うが，これらは物理層
及びデータリンク層のプロトコルである．

機能ごとに層分けすると，次のような利点がある．例
えば，動画像を視聴しながら移動している途中で，LTE
から Wi-Fi に切り換わったとしても，同じアプリケー
ションで動画像を視聴し続けることができる．これは，
データリンク層及び物理層のプロトコルの切換をスムー
ズに行うシステムがスマートフォンに備わっており，ア

プリケーション層はその切換を気にしなくてよいように
作られているためである． 

現在広く用いられているプロトコルは研究の成果に
より，速度や信頼性といった面で高度に効率化されてい
るが，非常に複雑でもある．単体でも複雑なプロトコル
を更に切り換えて通信を行うことが当たり前になってき
たために，通信の流れを把握したり通信品質を計算で導
き出したり，といったことが困難になってきた．

そこで，層をまたいで通信全体を総合的，体系的に評
価する手段としてネットワークシミュレーションを紹介
する．シミュレーションとは，コンピュータのソフト
ウェア上でモデルを作成し，現実世界での動きを計算機
の中で模擬することである．この手法を取ることで，前
述の課題にアプローチできる．その上，通信機器を何十
台，何百台と使った場面や衛星通信など，実際に検証す
るとなると莫大なコストが掛かってしまう通信について
も，事前に評価を行うことができる．

QualNet（1） は米国 Keysight 社（旧 SCALABLE 社）
が開発・販売を行っているネットワークシミュレータで
ある．ネットワークシミュレータはオープンソースなど
をはじめ多数存在するが，それらと比較した場合の
QualNet の特徴として以下の点が挙げられる．

1 はじめに

2 QualNet について

ネットワークシミュレータQualNetで
スマートフォンの通信を再現

（株）構造計画研究所 遠矢　楓　Kaede Toya　東屋航紀　Koki Azumaya

図1　OSI 基本参照モデルに基づいた通信プロトコルスタック
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・GUI （Graphics User Interface） での操作が可能
・ アプリケーション層から物理層まで各層の様々なプ

ロトコルを実装している
・並列演算による高速なシミュレーションが可能
・ソースコードが提供されるため改造が可能

QualNet は起動すると図 2 のような画面が表示され，
GUI 上で直感的にシナリオを作成することができる．
図 2 の左側の領域から構成要素を選択し，右側のキャ
ンバス領域に配置していくことで，ネットワークや通信
トラヒックをソフトウェア上に構築できる．また，地形

に関する設定や背景画像の設定なども可能である．より
厳密にフェージングや遮蔽についても考慮に入れる場合
は，電波伝搬解析ソフトの結果を取り込むことも可能で
ある．

今回はこの QualNet を使用して私たちが普段利用し
ているスマートフォンでのデータ通信を模擬し，通信中
のデータの流れや通信品質について評価を行う．

今回は 5G と Wi-Fi を使ったシナリオを作成する．ス
マートフォンを持っている方であれば，例えば屋外から
自宅などの Wi-Fi 圏内に移動した際，特に操作せずと
も LTE や 5G から Wi-Fi に切り替わった，という体験
を日常的にしていると思う．本章ではこの切換を模擬す
るシナリオとして図 3，図 4 及び表 1 に示すシナリオ
を作成する．これはユーザがスマートフォンを持って動
画像を閲覧しながらバスで移動し自宅へ帰る，というシ
チュエーションを想定したものである．

3 シミュレーションシナリオ作成

図3　5G と Wi-Fi を使ったシナリオの完成図

図2　QualNet の起動画面

図4　設定可能なアプリケーション一覧

表 1　5G と Wi-Fi を使ったシナリオ設定一覧

5G 基地局数 Wi-Fi AP 数 サーバ台数 ユーザ端末数 トラヒック 有線接続プロトコル Wi-Fi プロトコル 5G 帯域
2 1 1 1 100 Mbit/s（下り） イーサネット（802.3） 802.11ax（5 GHz） 28 GHz
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3.1　ネットワークの作成
シナリオを作成する際，まずキャンバス上にネット

ワークを構築する．5G コアネットワーク 1 組，5G 基
地局 2 か所，Wi-Fi アクセスポイント（以下，Wi-Fi 
AP と呼称），ユーザ端末と動画像サーバを図 3 のとお
りに配置し，これら端末間をリンクで接続していく．リ
ンクの種類には図 3 中に実線で示す有線リンクと破線
で示す無線リンクがあり，前者は現実世界のイーサネッ
トケーブルでの接続に，後者は Wi-Fi や 5G での接続に
該当する．

ユーザ端末は 5G と Wi-Fi の両方を使用できるように
するため，両方の無線ネットワークにリンクを作る．

（同じ雲アイコンに接続している端末は同じプロトコル
を備えていることを示す．）動画像サーバは，現実世界
よりもかなりシンプルではあるが，5G コアネットワー
クと Wi-Fi AP 両方と直接，有線リンクで接続する．リ
ンクのプロトコルは表 1 に記したとおりに設定した．
ネットワークの構築は以上で完了である．

3.2　トラヒックの設定
次にトラヒックの設定を行う．これは図 1 における

アプリケーション層に当たるものである．QualNet で
はトラヒックを発生させるだけの架空のシンプルなアプ
リ ケ ー シ ョ ン か ら，HTTP（Hypertext Transfer 
Protocol）や VoIP（Voice over Internet Protocol） と
いった実在のアプリケーションまで設定可能である（図
4）．今回は Constant Bit Rate（CBR）という，一定の
レートでデータを送信するアプリケーションを使用し，
図 5 に示すように動画像サーバからユーザ端末に向かっ
て 100 Mbit/s の通信トラヒックが発生するよう設定し
た．

3.3　端末移動の設定
最後に端末移動の設定を行う．QualNet では図 5 の

ように旗のアイコンを配置すると，その間を端末が等速
直線運動をする仕様になっている．今回は曲がり角や速
度が変わる点に旗を配置し，図 6 に示すようにそれら
各地点での時刻を設定した．

以上でシナリオの作成は完了である．今回は扱わな
かったが，ほかにもルーチングやチャネルなどの項目も
設定可能である． 

図 7 に示すように，QualNet は実行方法として GUI
実行とグラフィックを表示しないコマンドライン実行の
両方が可能である．例えばノードの移動を確認しながら
実行したい場合は GUI 実行を行い，スクリプトから呼

び出したい場合はコマンドライン実行を行うなど，目的
に合わせた実行方法が選択可能である．ただし，コマン
ドライン実行の方がグラフィックの描画を行わないため
GUI 実行よりも高速である．

5.1　QualNet のデータ出力
QualNet は 2 種類のデータ出力機能を備えている。

・統計情報ファイル（テキストファイル）
・データベースファイル（SQLite ファイル）

統計情報ファイルにはシミュレーション時間全体で
の通信量や遅延などの合計値や平均値といった統計情報
が出力される．一方でデータベースファイルには，パ
ケットの送受信といったイベントごとの情報や一定時間
ごとの統計情報など，時系列情報が出力される．また，
ソースコードに改造を施すことで，これらに出力されな
いデータをログ出力することも可能である．今回は改造
を行わず，統計情報ファイル及びデータベースファイル
から取得したデータを扱う．

4 シミュレーションの実行

5 シミュレーション結果の解析

図5　端末移動と通信トラヒックの設定

図6　モビリティ設定画面
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5.2　受信状況の確認
シミュレーション実行結果を見ていこう．QualNet

の GUI には、統計情報ファイルに出力されたデータを
グラフ形式で簡便に閲覧する機能が備わっている．この
機能を利用し，まずはアプリケーション層での送受信が
どの程度行われたかを確認する．図 8 から，動画像サー
バの総送信パケット数が 2,925,000 であったのに対し

（上図），ユーザ端末の総受信パケット数は 1,434,810
であった（下図）．このことから，シナリオ内のどこか
でパケット紛失が発生していることが分かる．

次に，どの時刻においてパケット紛失が生じているか
を調査する．データベースファイルを利用し，ユーザ端
末のアプリケーション層における 1 秒ごとの受信パケッ
ト数を算出する．データベースファイルの閲覧には「DB 
Browser for SQLite」（2）というフリーソフトを使用し
た．このソフトウェアを使って SQLite ファイルの内容
の閲覧や，簡単なグラフの作成が可能である．

図 9 はユーザ端末における 1 秒当りの受信パケット
数を表すグラフである．グラフの横軸は時刻を，縦軸は
1 秒当りに端末が受信したパケットの数を示す．今回の
シナリオでは 1 パケットを 1,000 Byte に固定で設定し
てあるため，縦軸の値はデータレート（bit/s）に比例
すると考えてよい．このグラフから読み取れるように，
50〜70 秒辺りと，150〜160 秒辺りにおいてデータ
レートが低下することが分かる．また，動画像サーバか
らユーザ端末までの遅延を調べたところ，おおよそ同じ
タイミングで遅延が大きくなることが分かった（図
10）．これらの時間帯に何が起きているのかを解明しよ
う．

5.3　ハンドオーバについて
 本シナリオ中では，「ハンドオーバ」と呼ばれる機能

が有効になっている．通信品質の低下はこのハンドオー
バによる影響ではないかと推測される．まずはハンド
オーバの仕組みについて解説する．

図7　GUI 実行（左）とコマンドライン実行（右）

図8　GUI で実行結果確認
（上）サーバ（送信側）の送信パケット数

（下）ユーザ端末（受信側）の受信パケット数
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ハンドオーバとは，図 11 のように基地局と端末との
通信環境に応じて自動的に基地局を切り換える技術であ
り，移動通信において重要な要素となっている（3）．この
切換は，例えば 5G の場合は 5G 基地局とユーザ端末の
間の通信品質情報を基に行われる．図 11 を例とすると，
移動などの結果として現在接続している基地局 A より
も基地局 B との通信品質の方が良い，という状況になっ

た場合に基地局 B に接続が切り換わるという仕組みで
ある．

ハンドオーバの目的は途切れることなく通信が行わ
れることだが，基地局間の距離，送信電力や端末の移動
状況により，ハンドオーバの前後ではデータレートの低
下など通信品質の低下が発生してしまう場合もある．

本シナリオ中では，5G 基地局のハンドオーバと，5G
基地局から Wi-Fi AP へのハンドオーバが発生したと考
えられる．ハンドオーバの精密な時刻を求める場合は
データリンク層や物理層の情報を参照する必要がある
が，今回は大まかな時刻を得られればよいのでネット
ワーク層の情報から間接的に推測する．

5.4　ハンドオーバの発生を読み取る
ネットワーク層はパケットに含まれる宛先 IP アドレ

スを基に，パケットを次に送信する相手を決定する，と
いう役割を果たす．QualNet の出力するデータベース
には「ネットワーク層で発生した上下層とのパケット受
渡し」や「次の宛先の決定」といった全てのイベントが
記録される．受信したパケットについて次の宛先を決定
し転送することをフォワーディングと呼ぶ．

ここで，5G 基地局及び Wi-Fi AP をまとめて基地局
端末と呼称する．今回は，動画像サーバからのパケット
をユーザ端末にフォワーディングした基地局端末の遷移
を調べる．基地局端末のノード ID（QualNet 上の端末
一つ一つに与えられる ID）は 5G 基地局①は 8，5G 基
地局②は 9，Wi-Fi AP は 10 である．これを踏まえて
図 12 に示すネットワーク層のデータベース出力結果を
見てみよう．

図 12 は基地局端末からユーザ端末へのフォワーディ
ングイベントのみとなるように表示データを絞ってあ
る．基地局端末のノード ID が 8 から 9 になるタイミン
グは 65.459928529 秒であることが分かった（図 12

図9　受信パケット数の推移

図10　遅延（送信から受信までに掛かった時間：秒）

図11　ハンドオーバとは
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上）．つまり，この時刻付近で 5G 基地局のハンドオー
バが発生したことが分かる．また，151.230002843 秒
にはノード ID が 9 から 10 へ切り換わることが確認で
きた（図 12 下）．これは 5G から Wi-Fi へのハンドオー
バを示唆する結果である．図 12 に示す出力結果を基に
ユーザ端末の接続先基地局の時間遷移を示したグラフを
図 13 に示す．このグラフから，65 秒付近で基地局が
切り替わり，更に 151 秒辺りで Wi-Fi AP に切り換わっ
たことが読み取れる．

65 秒，151 秒時点での端末の位置は図 14 のとおり
である．図 14 の赤い円は，今回設定したデータレート
100  Mbit/s が維持できる範囲を図示したものである．
これは Radio Range という，送信端末と受信端末の間
の距離とスループットの関係を計算できる QualNet の
機能を利用し出力したデータを基に作図したものであ
る．5G 基地局のハンドオーバが発生した 65 秒の時点
では，端末は両方の 5G 基地局から同程度の距離にある
ことが分かる（図 14）．5G 基地局から Wi-Fi AP への
ハンドオーバが発生した 151 秒の時点では，左下の 5G
基地局から十分に離れないまま Wi-Fi AP に接続してし

まったことが分かる．このことから，5G 基地局のハン
ドオーバのタイミングはおおよそ妥当であるが，Wi-Fi 
AP へのハンドオーバが尚早であることが分かる．

以上の結果から，今回模擬したシチュエーションでは
ハンドオーバ発生前後の時刻に通信品質が低下するとい
う結果が得られた．

今回，ネットワークシミュレータ QualNet を使い，
5G と Wi-Fi を含むシナリオの構築から実行や結果，解
析の例を紹介した．結果として端末の移動によりハンド
オーバが発生すること，またその前後でトラヒックの低
下が発生する現象が確認された．このような結果を得ら
れる点がネットワークシミュレーションの大きな強みで
あると言える．単なるハンドオーバのタイミング予想だ
けなら机上計算でも行うことができる．しかし，通信を

6 まとめ

図12　ネットワーク層のデータベース出力結果
動画像サーバからのパケットをユーザ端末にフォワーディ

ングしたイベントのデータ
（上）65 秒付近のデータ　（下）151 秒付近のデータ

Timestamp：イベント発生時刻
NodeId：イベントを実行した端末の ID

8：5G 基地局①，9：5G 基地局②，10：Wi-Fi AP

図13　ユーザ端末の接続先基地局の時間遷移

図14　ハンドオーバ発生時刻での地点
赤で示す範囲は各基地局を中心とした 100 Mbit/s 以上の

スループットが出る範囲．
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流したときに上位層がどのような挙動を示すか，どのく
らいの確率でパケット紛失が発生するのかといった事項
について評価する場合には，こうしたシミュレーション
の恩恵が強く感じられるだろう．

ここで示したシナリオは最もシンプルなシナリオの
うちの一つにすぎない．実際の使用例では，100 台，
1,000 台もの端末について評価を行うこともある上，よ
り精密なパラメータチューニングも可能である．現実の
条件により近づけるためには，より多くのパラメータを
考慮する必要がある．

本稿をきっかけにネットワークシミュレーションに
興味を持って頂けたなら幸いである．
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（1） 構造計画研究所 , “ネットワークシミュレータ 
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晴れの国「岡山」 の魅力

	 1 	はじめに
岡山は兵庫県と広島県の間に位置する瀬戸内海に面

した県です．筆者は岡山市に移り住んで 19 年になりま
すが，実際に暮らして知った岡山の街の魅力について，
歴史や食の観点から紹介します．

	 2 	基本情報
岡山県の位置は図 1 の地図に示すように，大阪府や

兵庫県の西側，広島県の東側に位置しており，新幹線
を使えば大阪からは 45 分，広島からは 35 分程度で来
ることができます．また，香川県とは瀬戸大橋でつな
がっていて，中四国地方の交通の要衝となっています．

岡山県の県庁所在地である岡山市は全国 18 番目の政
令指定都市で，人口は約 72 万人です．岡山市は雨が少
なく，都道府県庁所在地の「降水量 1mm 未満の年間
日数」について，過去 30 年間の平均値が全国で最も多
いそうです（1）．このことから，岡山県は「晴れの国お
かやま」と呼ばれています．実際に住んでみても雨が
少なく温暖な気候です．「晴れの国」で雨が少ないとこ
ろですが，一級河川の旭川と吉井川が流れていること
から水は豊かで，古くから農作物がよく育つ地域とし
て知られています．

	 3 	伝説と歴史
３.１　古代

古代，この地方には吉備国があり，その勢力は現在
の岡山県全域と広島県東部，及び兵庫県西部まで及ん
でいたようです．当時は畿内や出雲国と並ぶ勢力を持っ
ていたと言われており，岡山市とその周辺には巨大な
古墳が残されています．吉備国はその後，備前国，備
中国，備後国，美作国に分割されて，このうちの備前，
備中，美作が現在の岡山県のエリアになっています．

吉備と呼ばれた岡山には鬼退治の伝説が残されてい
ます．古代の吉備には「温羅」という鬼がいて，大和
の王の命を受けた吉備津彦命がこの温羅を退治すると

ⓒ電子情報通信学会2022

図 1　岡山の位置関係
（国土地理院地図 電子国土 web を加工して作成） 図 2　岡山駅前の桃太郎像

晴れの国「岡山」
の魅力
岡山大学 冨里　繁 Shigeru Tomisato
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いう話です．この吉備津彦命による温羅退治の伝説は，
有名な昔話「桃太郎」の原型になったとも言われてお
り，岡山には桃太郎伝説にまつわる遺跡や神社などが
数多く残っています．平成 30 年には，地域の歴史的魅
力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリー
を国が認定する「日本遺産」にも選ばれました（2）．

現在の岡山には，この桃太郎の名前の付くものが多
くあり，岡山駅前から岡山城の近くまで続く大通りは

「桃太郎大通り」と名付けられています．また，桃太郎
をモチーフにした像が岡山駅前や桃太郎大通り沿いな
ど市内各所に数多く設置されています（図 2，3）．岡
山駅前の桃太郎像には，昔話の「桃太郎」に出てくる
桃太郎のお供である犬と猿と雉の像も設置してありま
す．岡山駅前のポストの上にも桃太郎がいて，桃太郎
大通りには鬼の金棒のようなボラード（車止め）が設
置されています．

３.２　戦国時代から江戸時代
岡山市は，戦国時代に宇喜多直家が岡山の城に入り，

大規模に拡張して本拠地としたことから発展しました．
直家が始めた城下町の建設は，その子の秀家の代にも
続けられ，これ以後，岡山市は主に備前国の政治経済
の中心地となりました．宇喜多秀家が関ケ原の戦いで
敗れた後，宇喜多氏に替わって小早川秀秋，更に池田
氏が岡山藩主となり，明治維新までその治世は続きま
した．

現在の岡山城の天守閣は，戦災による焼失後に再建
されたものですが，下の階の形が不等辺五角形となっ
ていて，織田信長の安土城の形に似ていると言われて
います．現在 2022 年 11 月の完成を目指して大規模改
修が行われています（3）．岡山城は外観の黒さから烏城
と呼ばれていますが，改修で更に黒さが濃く鮮やかに
なっているようです（図 4）．また，城内の展示につい
ても，岡山市出身の歴史学者である磯田道史氏が監修
して一新されるそうで期待が高まっています．この城

の前を流れる旭川では，写真のような桃の形をしたボー
トに乗ることができ，桃太郎の気分を味わえるかもし
れません．

この岡山城の近くには，池田綱政の時代（1700 年）
に築かれた日本三名園の一つとして有名な後楽園があ
り，四季折々の景色を楽しむことができます（図 5）．

	 4 	岡山の食べ物
４.１　郷土料理

岡山は瀬戸内海に面していることもあり，新鮮な魚
介類を使った料理が豊富です．このような，郷土料理
として，ままかり寿司と岡山ばら寿司があります（図
6）（4）．

ままかり寿司の「ままかり」とは，隣家からママ（ご

�

図 3　岡山駅郵便ポスト上の桃太郎像（左），「桃太郎大通り」の鬼の金棒のようなボラード（右）

図 4　岡山城



256 通信ソサイエティマガジン　No.63  冬号 2022

晴れの国「岡山」 の魅力

飯）を借りてくるほど美味しいことに由来しており，
正式にはサッパと呼ばれる小魚のことです．これを二
枚におろし，酢魚にしてにぎり寿司にしています．

また，岡山ばら寿司は，海の幸や旬の野菜を盛り付
けた郷土料理です．江戸時代に岡山藩主の池田光政に
より，質素倹約を奨励するため「食膳は一汁一菜とす
る」という倹約令が発布されたときに，反発した庶民
が「御飯の上に乗せても一菜は一菜である」として御
飯の上に魚や野菜を乗せて「ばら寿司」として食べた
のが始まりと言われています．明治になってから現在

のような豪華な料理となり，お祭りやお祝いなど「ハ
レの日」のごちそうとなりました．

更に，かくし寿司という料理もあります．これは，
通常御飯の上に乗せる具をお重の底に隠したもので，
表から見ると質素に見えますが，裏には大変豪華な具
が隠されています．ホテルのレストランでは，豪華に
アレンジされたかくし寿司が提供されています（図 7）．
表側の蓋を開けて見ても錦糸卵しか見えませんが，裏
側の蓋を開けると豪華な具が現れるという仕掛けに
なっています．

４.２　フルーツとフルーツパフェ
温暖で雨が少ない「晴れの国」の岡山では，1 年を

通してフルーツが多く収穫され，特に白桃やマスカッ
ト，ピオーネが全国的に有名です（図 8）．これらの果

図 5　後楽園

図 6　ままかり寿司（上），ばら寿司（下）
（岡山県観光連盟提供）

図 7　かくし寿司　奥が表側，手前が裏側
（ホテルグランヴィア岡山提供）
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物の旬になると店頭に多くの果物が並んでいて，とて
も華やかな景色となります．

また，これらのフルーツを使ったスイーツも多くあ
ります．岡山市では「フルーツパフェの街おかやま」
が 2009 年からスタートし，岡山市内の多くの店（2021
年度は 28 軒）で岡山のフルーツを使ったフルーツパ
フェが提供されています（図 9）（5）．写真は白桃やぶど
うを使ったフルーツパフェですが，店ごとにデザイン
が異なり，また季節ごとにフルーツが変わるため，岡
山市内でフルーツパフェ巡りをすることができます．

	 5 	まとめ
本記事では，岡山市で暮らして知った街の魅力を紹

介しました．紹介した内容以外でも魅力的な特色があ
り，また，岡山市の周辺では倉敷の美観地区やジーン
ズで有名な児島，更に温泉や鍾乳洞などの観光地があ
ります．少し先ですが，2025 年にはソサイエティ大会
が岡山大学で実施される予定です．学会などで岡山に
来られたときには，今回紹介した「晴れの国」岡山の
魅力を楽しんでもらえたらと思います．

■文献
（サイト閲覧日はいずれも 2022 年 4 月 25 日）
（1） 岡山県統計分析課，お知らせ ,  https://www.pref.

okayama.jp/page/detail-99639.html
（2） 日本遺産「桃太郎伝説の生まれたまち ? おかやま」

推進協議会 , https://momotaro-ura.jp/
（3） おかやま城下町物語実行委員会 , https://kin-ujo.jp/
（4） 岡山県観光連盟 , https://www.okayama-kanko.jp/
（5） フルーツパフェの街おかやま実行委員会 , https://

okayama-parfait.com/

冨里　繁 （正員：シニア会員）
昭62阪大・工・通信卒．同年日本電信
電話株式会社入社，平 4NTT 移動通信
網株式会社（現NTTドコモ）．平15岡
山大・通信ネットワーク工・助教授，平
19同大学院自然科学研究科・准教授，
現在に至る．移動通信における変復調，
無線信号処理，MIMOチャネル伝送，
OFDM伝送技術，LED可視光無線通信
の研究に従事．博士（工学）．

図 8　白桃，マスカット，ピオーネ
（岡山県観光連盟提供）

図 9　「フルーツパフェの街おかやま」のフルーツパフェ
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1　はじめに

途上国で生まれ育った私は，私たちが日常生活で
直面する様々な問題を技術革新によって解決するこ
とに強い関心を持っていました．この思いを現実にす
るために，大学ではコンピュータサイエンスとエンジ
ニアリングを専攻しました．2012 年，私は人生の新
たな旅を始めるために来日し，修士課程の学生になり
ました．現在は，（株）国際電気通信基礎技術研究所

（ATR）で研究者として働いています．来日当初，私
費留学生だった私は勉学と学費の確保を両立させる
のに苦労しました．また，当時は日本語を話すことが
できず，日本での新しい環境に慣れるのも大変でし
た．文部科学省の奨学金を得て来日する学生の多く
が就学前に日本語の学習機会を与えられるのに対し，
私の場合は少し事情が違っていました．しかし，奈良
先端科学技術大学院大学（NAIST）に入学した後は，
スタッフや留学生仲間の支援を受けて，状況は改善
されました．この記事では，私の日本での学生として
の経験と研究者としての今の生活を紹介します．

2　来日の決意

日本に来る前，私はナイジェリアで大学を卒業し，
銀行に就職して ATM の導入や監視を担当するシス
テムエンジニアとして働いていました．更に，IT 監
査担当者と協力して，電子詐欺の特定や預金保全の
業務も行っていました．この経験が私にとって，こ
の分野の勉強を更に深めたいと考えるきっかけにな
りました．私は新たな勉学の地として日本を選びま
した．それは，日本は技術がより進んでいる国だと
思ったからです．

来日した当初，ナイジェリアと日本の文化的な違
いに大変戸惑いました．その一方で，両国とも文化
遺産を大切にするという共通点もありました．奈良
に住み始めた私の次の課題は，大学院の修士課程に
入学することでした．まず，私を受け入れてもらえ

る大学院を探す必要がありました．既に文部科学省
の奨学金を受けて博士課程に在学していた妻と一緒
に，候補となる大学院をたくさん調べましたが，電
子決済や仮想通貨の研究ができそうな研究室は見つ
かりませんでした．研究室探しで多くの失敗を経験
した末，NAIST の岡田実教授に連絡し，相談を持ち
掛けました．

先生は私の考えを聞いて下さり，同じ大学のモバ
イルコンピューティング研究室を御紹介下さいまし
た．この研究室には，柴田直樹教授と伊藤実教授が
おられ，私の研究計画を受け入れて頂き研究室へ入
学することを認めて頂きました．私はこの研究室にす
ぐに魅力を感じました．というのも研究室では数多く
の面白い研究が行われていましたし，NAIST が日本
で最も優れた大学の一つであるとの報告書も目にし
ていたからです．また，研究室には多様な学生が在
籍している点や，研究室の卒業生が在学生に良い影
響を与えている点にも魅力を感じました．私にとって
日本で勉強する目的は，より多くの経験を得て，情
報技術の専門知識を深めることでした．NAIST での
環境は正にこの目的を果たすのに最適でした．私は
無事に修士号を取得し，博士課程へと進学しました．

3　学生生活

私は，NAIST のモバイルコンピューティング研究
室に修士課程の私費留学生として入学しました．そこ
には， 日本人だけでなく，中国，フィリピンからの留
学生もいました．これまで，NAIST には様々な国の
留学生がいましたが，ナイジェリアからの留学生は私
が初めてでした．研究室の学生として，私は研究結
果を毎週研究室で発表しなければなりませんでした．
これは，ナイジェリアの大学で経験した研究アプロー
チとは全く異なっていました．しかしながら，既に社
会人としての実務経験があったおかげでうまく対応で
きました．研究室内で私の研究内容や進捗状況につ
いて発表したり，教授と議論したりすることはすばら

（株）国際電気通信基礎技術研究所　OJETUNDE, Babatunde Segun

若者よ、
世界に
出よう！

夢の実現可能性を信じて
日本で研究に情熱を注ぐ
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しい経験でした．それに加えて，国内外で開催される
学会や国際会議などでの研究発表も経験できました．

私は NAIST 内で開催された様々な活動にも参加
しました．NAIST の学長や理事との会議に 2 回参
加する機会があり，そこでキャンパスでの学生生活
や研究環境について様々な改善提案をチームで行い
ました．提案の中にはすぐに採用されたものもあり
ました．例えば，学生と大学スタッフがキャンパス
をきれいにすることによって環境に貢献するキャン
パスクリーニングデーが設けられました．また，
NAIST 国際サッカークラブにも参加しました．そこ
では様々な国の人と出会い，スポーツを通じて友情
を育むことができました．XCP（Cross Cultural 
Project）が主催するボランティアプログラムにも参
加しました．このプログラムでは，私の研究や国（ナ
イジェリアの文化，食べ物，観光スポット）について，
日本の中学生に紹介する機会がありました． 

修士課程の後，財政的なこともあり博士課程に進
むべきかどうか迷いました．進学するには，パートタ
イムで仕事をするか奨学金を見つけるかしかありま
せんでした．幸いにも，教授の勧めで研究アシスタ
ント（RA）になることができました．また，博士課
程の 2 年目には大変ありがたいことに，大塚敏美育
英奨学財団から奨学金を頂くこととなり，生活費を含
む財政的な心配から解放されて，研究に集中するこ
とができるようになりました．学会の準備により多く
の時間を割けるようになるなど余裕が出てきた結果，
研究活動はより生産的かつ効率的になりました．更
に財団からの支援を受けるようになって，緊急医療
警報システム，災害救援管理，地球温暖化対策など
国家レベルの課題解決に向けた研究や，異分野の研
究者との連携などに興味を持つようになりました．

奨学金を受給していた期間は，財団が主催する全
ての活動やイベントに参加しました．2018 年 1 月，
大塚敏美奨学財団の白川郷友好会議に出席しまし

た（図 1）．大塚製薬の徳島板野工場を訪問した際
にはファクトリーオートメーションを身近に体感す
ることができました．また大塚製薬の製品（医薬品，
栄養補助食品）の生産に関する知識と理解が深まり
ました．奨学金授与式に合わせて鳴門市にある大塚
国際美術館を見学する機会にも恵まれました．こち
らの美術館には，世界中から集められたたくさんの
芸術品が展示されおり感激しました．レオナルド・ダ・
ヴィンチなど，長い間楽しみにしていたすばらしい
作品を鑑賞することもできました．大塚奨学金を受
給している様々な国からの仲間と友達になることが
できました．奨学金のおかげでリラックスした気持
ちで日々を過ごすことができ，たくさんの人とスムー
ズな関係を構築することができました．更に，私は，
日本文化の理解を深めるために，岡山城，岡山後楽
園などの歴史的な場所を訪れました．将来はボラン
ティア活動にもっと取り組みたいと思っています．

4　研究生活

高い日本語スキルがない中で，日本で仕事を見つ
けるのは大変でした．何度か就職面接を受けました
が，研究職に就くことは中々できませんでした．当
時はがっかりしましたが，諦めないことにしました．
そんな折，教授からけいはんな学研都市にある国際
電気通信基礎技術研究所（ATR）へ応募してみては，
と勧められました．結果として 2018 年 12 月，幸運
にも博士課程修了（図 2）とともに ATR に入社し，
波動工学研究所の研究員として現在に至ります．こ
の就職機会は，私を目標達成へと一歩近づけるもの
でした．元々私は奈良に住んでいたので，京都府の
南端にある ATR は通勤の面でも便利でした．

ATR では若手の研究者として，上司の支援や指導
を受けながら，楽しくまたこれといった困難もなく
研究生活を送れています．ATR には社内で働く外国
人のためのサポートセクションもあります．研究所

図1　�大塚敏美奨学財団の白川郷友好会議にて�
左はデイスラバ・スカーレヴァ博士（奨学金受給者）
と撮影 図2　NAISTの学位記授与式（博士課程）にて
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のスタッフや他の同僚はとてもフレンドリーで，常
にサポートしてくれるので助かっています．

研究所では私は，インターネットスキャン，耐災
害 ICT，無線アクセス制御技術，無線通信ネットワー
ク上用いる耐量子計算機暗号の最適選択など多岐に
わたる研究プロジェクトに参加しています．これら
のプロジェクトで得られた研究成果は特許出願を行
うとともに，国内外の学会での発表やジャーナル論
文化を行っています（図 3）．研究では，共同研究組
織と定期的に打合せを行います．他組織の研究者と
議論し，彼らのアイデアについて知ることも楽しい
経験です．私は何らかの課題を解決に導くことに情
熱を感じるので，研究者として働くことはとても刺
激的で面白いと感じています．ATR では，目標管理
制度による人事評価を採用しており，各研究員は研
究テーマや参画プロジェクトに応じて自分で目標を
設定し，その達成度を上司と一緒に確認します．各
自が目標設定時に研究内容やプロジェクトでの役割
をより意識することになり，研究の生産性が向上す
ると感じています．

私は ATR の環境を楽しみ，ATR オープンハウス
など ATR 内で開催されるイベントにも積極的に参
加しています．イベントへの参加は，他研究所の研
究者が何を研究しているのかを知る良い機会になっ
ています．

5　まとめ

過去 10 年間の日本滞在を通して，日本の文化や 
環境に対する私の理解は深まりました．保存状態の
良い日本の史跡をたくさん訪れ，日本文化は尊敬と
謙虚さに富んでいると感じました．日本各地の幾つ
かの都市で，様々な時代に起こった歴史的な出来事
についても学びました． 日本に来たことは，今まで
で最良の決断の一つです．なぜなら，日本は私が興
味を持つ技術と革新の分野でより進んでいると思う
からです．日本で生活することは，ホームシックに
なったり，やりたくてもできないことがあるなど，
時に難しいこともありますが，家族と一緒にいるお
かげで乗り越えられています．

日本に留学することで，複数の異なる研究分野を
経験し，私の視野は広がりました．来日当初は私費
留学生として苦労もしましたが，持ち前の忍耐力，
粘り強さ，そして諦めない精神が私を目標達成へと
導いてくれました．また，日本の文化，食，そして
世界の様々な文化についても学ぶことができました．

世界中のすばらしい人々との出会いがありました．
私の日本語スキルはまだ初級レベルですが，友人や
同僚の助けを借りて来日からの 10 年間を過ごすこ
とができました．

研究者としては，様々なプロジェクトに楽しく取
り組んできました．高度な日本語スキルを持たず日
本で研究職に就くことはかなりの困難がありました．
しかし幸運にも今の会社に就職し，同僚や上司，そ
の他スタッフが喜んでサポートしてくれるフレンド
リーな研究環境を得ることができました．これによ
り，外国人，そして日本で働く研究者として生活す
ることが楽になりました．

私は今後も目標や願望を持ち，その達成に向けて，
私の関心を高め，ほかの人々を支援し，人類と社会
のニーズに直接関連した様々な研究分野での経験を
深めていきたいと思っています．私はここで紹介し
た，夢の実現に向けた「私の旅」を助けてくれた全
ての人々の努力と助けに心から感謝しています．彼
らの温かい励ましとサポートのおかげで，私は自分
の目標に近づくことができました．

留学を考えている外国人の皆さんには，目標や志
の達成を応援する温かい心を持った人がたくさんい
る日本を選んでほしいと思います．

OJETUNDE,  
Babatunde Segun 
2005～2009 ナイジェリア・ゼニス銀
行でシステム管理者．2009～2012 ナ
イジェリア・ウエマ銀行でATM導入・
監視責任者．2013～2015 奈良先端科
学技術大学院大学修士課程了．2015～
2018 同博士課程了．博士 ( 工学 )．
2018～国際電気通信基礎技術研究所
(ATR) 波動工学研究所研究員．

図３　�米国ラスベガスで開催された IEEE�CCNC�2020のポ
スター発表にて

若者よ、
世界に
出よう！
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宝石はいまどこにあるか？
和文論文誌B編集委員長 小川猛志

Takeshi Ogawa

巻 末 言

Afterword

これを読んで頂いている皆さん（特に論文に関心は
あるが，執筆を迷われている学生・若手研究者の

皆さん），目をお留め頂きありがとうございます．日本
全体の論文数が伸び悩んでいるようです（1）．和文論文
誌編集委員長として和文論文誌の役割や査読の基準な
どを紹介し，皆さんへのお願いを書かせて頂きます．
　（１）論文誌の役割：論文誌とは，有効で新しい技術的
知見を速やかに社会で共有し，活用できるようにする仕
組みと捉えています．採録の是非は当該論文に近い分野
の複数の専門家の判断を基に決められ，また，採録後相
互に引用されることで評価が高まるという点で，特定の権
威や権力に縛られない自由と公平性を担保しています．海
外への広い発信を考慮すると英文が有利ですが，日本語
を母国語とする方に分かりやすく伝えるなどの観点では，
和文論文が良いと思っています．和文論文誌が充実する
ことで世界（特に日本）は良くなると信じて，論文誌の編
集に取り組んでいます．
　（2）査読の基準：読者の期待に応えるため，一定基準
以上の読む価値がある論文を掲載する必要があります．
このため，投稿頂いた論文は，当該分野が御専門の査読
委員にお願いして査読を行っています．和文論文誌の採
録基準は，① 学術的に新しい（公知，既発表でない）点
があり（新規性），② それらが学術や産業の発展に何らか
の意味で役立つものであり（有効性），③ 内容が信頼でき
るように記述してあり（信頼性），④ 本会の一般的な読者
が理解できるように書かれている（了解性），の四つで
す（2）,（3）．論文の内容は掲載に適すると考えられるもので
あっても，部分的に誤りや記述の不備などがある場合は

「条件付き採録」として , 条件を示して著者に修正をお願
いしています．「条件付き採録」と判定された論文は，一
定期間（通常 60 日間）以内に修正論文が再投稿され，
条件が満たされていれば「採録」，満たされていなければ

「不採録」となります．なお，採否の判断に迷った際の原
則は「石を拾うことをおそれ宝石を逃すことなかれ」です．
多少の不備や不足があっても，社会に役立つ可能性があ
る知見が含まれていれば，修正により採録できないか極
力前向きに検討しています．
　（3）編集委員会の役割：和文論文誌では編集委員会を
8 月と 2 月を除いて毎月開催しており，全ての論文は編
集委員会の場で担当編集委員による報告・説明を基に審
議し，その審議結果を著者に通知することを大原則として
います（3）．なお，査読委員の判定内容や担当編集委員の
見解が共通して同一の判断を下した場合は，迅速性を重
んじて編集委員会の審議を待たずに著者に通知していま

すが，その場合でも幹事が不採録理由や採録条件の内容
が妥当か，また著者に誤解なく伝わるか，などの観点で
確認を行っています．
　投稿頂いた論文の「宝石」の部分を極力読み取り，必
要があればその価値を読者の皆様が十分理解できるよう
に著者に論文を「磨いて」頂き，その完成を見届けて論
文誌への掲載を認めるのが編集委員会の役割だと思って
います．
　なお，編集委員は任期 4 年，幹事は任期 2 年で毎年少
しずつ入れ替わります．それまでの編集の仕方との連続
性を担保しながら，新しい視点を取り入れて自己点検・
改善を続けています．例えば 2022 年度には，ソサイエ
ティにまたがった境界分野について，他ソサイエティとの
共催特集号を企画し，投稿しやすくする試みにもチャレン
ジしています．
　（4）宝石はいまどこにあるか？：世界に共有すべき知見
が論文化されずに埋もれている可能性を危惧しています．
　特に学生・若手研究者の皆さん，宝石は間違いなく，
皆さんの中にあります．今は形になっていなくても，皆さ
んは近い将来，宝石またはその原石を生み出します．皆さ
んは世界をより良くする能力と権利があります．そして皆
さんが生み出す宝石を世界に知らしめ共有する義務があ
ると私は信じています．
　特に初めての投稿の場合，どうしても査読の結果が気
になりますが，不採録は怖くありません！ 恥ずかしいこ
とでもありません．著者が気づかなかった先行研究が見
つかり，新規性や有効性を示せず，不採録と判断される
こともあります．大変残念な結果ではありますが，専門の
方から貴重な情報をもらえた，とも言えます．実のところ，
不採録理由の大部分は「主張が不明確」です．そしてそ
の場合，何が不明確だったのか，具体的に列挙されます．
それらをヒントに修正することで，次の投稿では採録され
る可能性が高くなります．査読システムはうまく活用すれ
ば著者の味方です．査読をおそれ宝石を埋もれさすなか
れ！ 御投稿をお待ちしています．

（1）  科学技術・学術政策研究所 , “科学技術指標 2022,” 
https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2022/
RM318_table.html

（2）  電子情報通信学会 和文論文誌 B，“投稿のしおり，” 
https://www.ieice.org/jpn/shiori/cs_mokuji.html, 参
照 Aug. 22, 2022.

（3）  山里敬也， 佐波孝彦， 塩田茂雄 , 太田　能，“査読の 
虎の巻，”信学通誌， vol. 6, no. 3, pp. 222-230, 
March 2013.
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飯田裕之  磯﨑裕臣  内田大輔  遠藤寛之

太田真衣  金友 大  小南大智  坂野寿和
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村上靖宜  山ヶ城尚志  山口実靖  山本 嶺

和田友孝

Editors Note
本号の小特集では，様々な ICT利活用について触れました
が，ディジタルな世界に長く触れていると，アナログなも
のがふと恋しくなることがあるように思います．それぞれ
一長一短はありますが，将来的には人の創造力によってそ
の垣根がなくなってくると近頃感じています．� （R.Y.）

10年前では考えられなかった，タブレットを使った授業や，
オンライン会議や講義が一般的に広まってきました．その
ため，今後も教育に対して ICTの発展が期待されています．
教育に携わる者としては，ICTをより良く利用して，教育
の活性化を目指していきたいと考えています．� （Y.M.）

学生時代，勉強していることが将来何のために役立つのか，
よく分からなかった気がします．ICT 技術を使った新たな
教育方法により，そのようなことが学びながら明確になっ
ていくとよいなと思いました．今後も教育がどのように進
化していくのか楽しみです．� （D.U.）

本号を読んでARや VRに興味を持って頂いた読書の皆様
が，XRの更なる発展を支えて頂けることを願っています．
� （M.O.）

今回から「⼦どもに教えたい通信のしくみ（ジュニア編）」で，�
Raspberry�Pi を使ったプログラミングの続編が始まります．
Raspberry�Pi と SCRATCHでロボットを動かそうというこ
とで，とっても面白くぜひ挑戦してほしいです．ところが
肝心のRaspberry�Pi が半導体不足で入手が難しいのです．
早く解消をしてほしいです．� （H.T.）
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写真を募集致します
マガジン編集委員会では，「通信がみえる一枚の写真」をテーマに写真（電子ファイル（jpeg）あるいはプリント），タイトル，
説明文（約 300字）を募集致します．詳細は，通信ソサイエティマガジンHP（http://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/ieice/
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現在，非地上系ネットワーク（NTN）の一つとして，成層圏に無人航空機を滞空させるプラットホームを使っ

た成層圏プラットホーム（HAPS）の開発が注目されている．上空 20 km を旋回する HAPS は，非常に高い位

置にある携帯電話基地局としても利用することができる．写真（上）は，現在開発が進められている無人航空

機「Sunglider」が，2020 年米国ニューメキシコ州で飛行高度約 19 km を飛行中のものであり，成層圏の様

子がうかがえる．写真（下）は，地上で待機中の Sunglider であり，翼長 78 m の大きさが分かる．将来の通信

への導入に向け，今後の進展が期待される．

63The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

HAPS

辻　宏之（正員：フェロー）

Photo credit: NASA/Carla Thomas
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