
 

東京都立産業技術大学院大学 

紀 要 
 

Bulletin of 

Advanced Institute of Industrial Technology 

 
 

第 14 号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021 年 1 月 
 
 
 

東京都立産業技術大学院大学 

ISSN 1882-4021



東京都立産業技術大学院大学紀要 No.14 （2020） 

 

目  次 
 
 
論 文 

情報セキュリティ定量リスク分析のための 
対策記述オブジェクトモデルの導入 ··································· 奥 原 雅 之 0 1 
 
LSTM based Networking Management for 3C Resources: 
Computing, Communicating and Caching  ·························· Chaofeng ZHANG 

 ································································································· Caijuan Chen 
 ································································································· Wei Peng 0 7 
 
 
解像度の異なるカメラの組み合わせによる全天球カメラ映像の拡張 ····· 小 宮 光 三 
 ································································································· 飛 田 博 章 015 
 
サービスロボット向けの振りの実装と収集・体系化の検討 
人形浄瑠璃を参考にして得られた知見 ······························· 成 田 雅 彦 
 ································································································· 中 川 幸 子 019 
 
人間の意思決定過程における態度変容に関する一考察 
―態度変容を促す特殊詐欺対策の試案― ····························· 武 蔵 恵理子 
 ································································································· 細 田 貴 明 027 
 
情報社会構築学へ向けて ············································ 前 田 充 浩 033 
 
A proposal of the ASEAN common vendor risk index ················· Mitsuhiro Maeda 
 ································································································· Toshiaki Munakata 051 
 
非正規職シングル女性を対象とした就労支援講座 ····················· 三 好 きよみ 063 
 
瀬戸内地域の持続的成長に向けての中小企業投資について 
～インタビューからの共起ネットワーク分析～ ······················· 川 淵 丈 裕 
 ································································································· 浦 﨑 俊 樹 
 ································································································· 李     威 
 ································································································· 都 築 治 彦 
 ································································································· 三 好 祐 輔 071 
 
建築に対する要求特性の把握に関する一考察 
―テレワークの傾向と業務構成要素相互依存性― ······················· 吉 田   敏 077 
 
総 説 

ソフトウェアリポジトリマイニングによる 
ソフトウェア欠陥予測手法の動向 ··································· 追 川 修 一 083 
 
 
 



東京都立産業技術大学院大学紀要 No.14 （2020） 

教育向けソーシャルロボットの現状 ·································· 兼 光 有 沙 
 ································································································· 永 井 美 雪 
 ································································································· 田部井 賢 一 
 ································································································· 大久保 友 幸 91 
 
本邦における認知症の現状と課題：認知症・神経心理学講座の目的 ······ 佐 藤 正 之 
 ································································································· 阿 部 真貴子 
 ································································································· 田部井 賢 一 97 
 
Emergency Warning Services via GNSS Signals ······················ Keiko Shimazu 103 
 
認知症予防としての社会参加と余暇活動 ······························ 田部井 賢 一 121 
 
遠隔によるソフトウェア開発 PBL とよりコンパクトな 
授業動画収録システムの開発 ········································ 中 鉢 欣 秀 125 
 
研究速報 

訪問介護サービスにおけるサービスチャートを用いた 
設計法の提案と評価 ················································ 鈴 木 有 輔 
 ································································································· 侍 留 啓 介 
 ································································································· 佐 藤   格 
 ································································································· 原   怜 史 
 ································································································· 蕪 木 孝 弘 
 ································································································· 橋 本 洋 志 131 
 
外国人技能実習生と日本人社員との効果的なコミュニケーションを 
促進するサービス“DARAKE”の提案 ······························· 安 藤   純 
  ······························································································ 佐々島   宏 
  ······························································································ 髙 橋 祐 子 
  ······························································································ 相 田   翔 
  ······························································································ 江 夏 羽寿稀 
  ······························································································ Du CAM HONG 
  ······························································································ 大久保 友 幸 
  ······························································································ 廣 瀬 雄 大 
  ······························································································ 池 本 浩 幸 139 
 
スタートアップを加速させるための仕組みに関する 
高等専門学校出身者へのインタビュー結果 ···························· 板 倉 宏 昭 
  ······························································································ 藤 田 正 典 151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



東京都立産業技術大学院大学紀要 No.14 （2020） 

「パートナーロボット」の開発研究 
―「ストレスコーピング」に着目したコンセプト構築の試み― ········· 橋 本 智 行 
  ······························································································ 秋 津 翔 吾 
  ······························································································ 川 合 隆 太 
  ······························································································ 付     迪 
  ······························································································ 古 瀬 竜太郎 
  ······························································································ MAO XIN 
  ······························································································ 土 屋 陽 介 
 ································································································· 近 藤 嘉 男 
 ································································································· 内 山   純 161 
 
 
水害被害と移動弱者の問題を解決する新しい移動のデザイン提案 ······· 青 山 正 伸 
  ······························································································ 高 橋   匠 
  ······························································································ 戸 來 園 子 
  ······························································································ ミリグリマハムティ 
  ······························································································ 山 下 顕 治 
  ······························································································ 李     超 
  ······························································································ 村 越 英 樹 
 ································································································· 河 西 大 介 
 ································································································· 海老澤 伸 樹 169 
 
自律移動ロボット開発実装における修了生コミュニティの利活用 ······· 大久保 友 幸 
  ······························································································ 怒 木 弘 隆 
  ······························································································ 小 川 太 輔 
  ······························································································ 兼 光 有 沙 
  ······························································································ 川 合 隆 太 
 ································································································· 日下部 忠 之 
 ································································································· 森 本 寛 之 187 
 
情報系専門職大学院における 
対面・遠隔ハイブリッド型授業システムの開発 ······················· 小 山 裕 司 
 ································································································· 大 﨑 理 乃 
 ································································································· 木 下 修 司 
 ································································································· 柴 田 淳 司 193 
 
直感的インターフェースを用いたヘルスケアデバイスの開発 
─ストレス刺激の意味の置換による価値変化─ ······················· 藤 原 宏 樹 
 ································································································· 加 藤 貴 司 
 ································································································· 五 藤 利 哉 
 ································································································· 鄭   家 林 
 ································································································· Giovanni Innella 
 ································································································· 河 西 大 介 
 ································································································· 池 本 浩 幸 
 ································································································· 國 澤 好 衛 201 
 
 
 



東京都立産業技術大学院大学紀要 No.14 （2020） 

匂いセンサを用いたメロンの追熟過程の監視 ·························· 越 水 重 臣 
 ································································································· 小 黒   諒 
 ································································································· 小 杉 俊 介 
 ································································································· 鈴 木 健 志 219 
 

IT 高度専門職技術者のための新カリキュラムの設計··················· 小 山 裕 司 
 ································································································· 飛 田 博 章 
 ································································································· 柴 田 淳 司 
 ································································································· 大 﨑 理 乃 225 
 
渋滞と事故削減を目指した次世代都市交通構想 
─AI の活用とマルチエージェントシミュレーションによる評価─ ······· 山 成 侑 香 
 ································································································· 宮 尾   勝 
 ································································································· 章     進 
 ································································································· 西 野 貴 志 
 ································································································· 劉   鵬 達 
 ································································································· 林   久 志 233 
 
スマート EV 充電予約システムの 
マルチエージェントシミュレーションによる評価 ······················ 蔡   詩 傑 
 ································································································· 林   久 志 245 
 
ロードマッピング思考によるアイデア発想法 ·························· 廣 瀬 雄 大 
 ································································································· ロバート ファール 
 ································································································· 木 下 裕 介 251 
 
IoT を利用した小規模農場における農業教育支援について ·············· 石 原 賢 一 
 ································································································· 安 井 健 人 
 ································································································· 古 杉 佳 久 
 ································································································· ゲッテゲンス 光一郎 
 ································································································· 堀 田 昌 直 
 ································································································· 佐 野 博 紀 
 ································································································· 村 越 英 樹 261 
 
緑藻培養産業における IoT の活用 ···································· 堀 田 昌 直 
 ································································································· 石 原 賢 一 
 ································································································· 日下部 忠 之 
 ································································································· 小 川 太 輔 
 ································································································· 佐 野 博 紀 
 ································································································· 佐 藤 里 恵 
 ································································································· 安 井 健 人 
 ································································································· 古 杉 佳 久 
 ································································································· ゲッテゲンス 光一郎 
 ································································································· 井 上   元 
 ································································································· 村 越 英 樹 269 
 
 



Bulletin of Advanced Institute of Industrial Technology No.14 （2020） 

 

CONTENTS 
 
 
RReegguullaarr  PPaappeerrss  
Introducing Security Control Object model  
for Quantitative Information Security Risk Analysis ················· Masayuki Okuhara 0 1 
 
LSTM based Networking Management for 3C Resources: 
Computing, Communicating and Caching ··························· Chaofeng ZHANG 
 ································································································· Caijuan Chen  
 ································································································· Wei Peng 0 7 
 
OmniLupe: A focus-and-context view mixing omnidirectional  
and detailed 2D images ············································ Kozo Komiya 
 ································································································· Hiroaki Tobita 015 
 
An Implementation and a collection/systematization  
of the choreography for service robots 
Knowledge obtained with reference to Joruri Puppet ················· Masahiko Narita 
 ································································································· Nakagawa Sachiko 019 
 
A Study on Attitude Change in Human Decision Making Process 
- Proposal of Special Fraud Measures to Promote Attitude Change - ··· Eriko Musashi 
 ································································································· Takaaki Hosoda 027 
 
Towards Studies of Informatized Society Building ··················· Mitsuhiro Maeda 033 
 
A proposal of the ASEAN common vendor risk index ················· Mitsuhiro Maeda 
 ································································································· Toshiaki Munakata 051 
 
Evaluation of a Support Program for Seeking Reemployment  
for Unmarried Female Non-Regular Workers ························ Kiyomi Miyoshi 063 
 
SME Investment for Sustainable Growth in the Setouchi Region ······ Takehiro Kawabuchi 
 ································································································· Toshiki Urasak  
 ································································································· Robert Lee  
 ································································································· Haruhiko Tsuzuki  
 ································································································· Yusuke Miyoshi 071 
 
Characteristics of Product and Processes with Architecture Concept 
-Telework Trends and Possibility Due to the Impact of COVID-19- ···· Satoshi Yoshida 077 
 
RReevviieeww  PPaappeerrss  
Trend of Software Defect Prediction by Mining Software Repository ··· Shuichi Oikawa 83 
 
 
 



Bulletin of Advanced Institute of Industrial Technology No.14 （2020） 

The Current Status of Social robots for education ···················· Alisa Kanemitsu 
 ································································································· Miyuki Nagai  
 ································································································· Ken-ichi Tabei  
 ································································································· Tomoyuki Ohkubo 091 
 
The present situation and problems of dementia in Japan: 
The aims of the department of dementia and neuropsychology ········ Masayuki Satoh 
 ································································································· Makiko Abe  
 ································································································· Ken-ichi Tabei 097 
 
Emergency Warning Services via GNSS Signals ······················ Keiko Shimazu 103 
 
Social participation and leisure activities to prevent dementia ········ Ken-ichi Tabei 121 
 
Software development PBL with tele-communication  
and a compact lecture video recording system ························ Yoshihide Chubachi 125 
 
SShhoorrtt  NNootteess  
Proposal and evaluation of service process design methods  
for home care services. ············································· Yuusuke Suzuki 
 ································································································· Keisuke Shitomi 
 ································································································· Itaru Sato 
 ································································································· Satoshi Hara 
 ································································································· Takahiro Kaburagi 
 ································································································· Hiroshi Hashimoto 131 
 
DARAKE: A Service Design Proposal to Support  
Effective Communication between Technical Intern Trainees  
and Japanese Trainers ············································· Jun ANDO 

 ································································································· Hiroshi SASAJIMA 
 ································································································· Yuko TAKAHASHI 
 ································································································· Sho AIDA 
 ································································································· Hajuki KOHKA 
 ································································································· Cam Hong DU 
 ································································································· Tomoyuki OHKUBO 
 ································································································· Yuta HIROSE 
 ································································································· Hiroyuki IKEMOTO 139 
 
Results of Interviews with Colleagues who Experienced Colleges  
of Technology for Mechanism to Accelerate Startup ··················· Hiroaki Itakura 
 ································································································· Masanori Fujita 151 

 
 
 
 
 
 
 



Bulletin of Advanced Institute of Industrial Technology No.14 （2020） 

 
Design Development of the “Partner Robot” 
― Concept building with a focus on stress coping ― ················· Tomoyuki Hashimoto 
 ································································································· Shogo Akitsu 
 ································································································· Ryuta Kawai 
 ································································································· Fu Di 
 ································································································· Ryutaro Furuse 
 ································································································· Mao Xin 
 ································································································· Yosuke Tsuchiya 
 ································································································· Yoshio Kondo 
 ································································································· Jun Uchiyama 161 
 
a new transportation design that solves the problems  
of flood damage and vulnerable road users ·························· Masanobu Aoyama 
 ································································································· Takumi Takahashi 
 ································································································· Sonoko Herai 
 ································································································· Miriguli Maihemuti 
 ································································································· Kenji Yamashita 
 ································································································· Li Chao 
 ································································································· Hideki Murakoshi 
 ································································································· Daisuke Kasai  
 ································································································· Nobuki Ebisawa 169 

 
 
Utilization of the Alumni Community in the Development and 
Implementation of Autonomous Mobile Robots ······················· Tomoyuki Ohkubo 
 ································································································· Hirotaka Ikarugi 
 ································································································· Tasuke Ogawa 
 ································································································· Alisa Kanemitsu 
 ································································································· Ryuta Kawai 
 ································································································· Tadayuki Kusakabe 
 ································································································· Hiroyuki Morimoto 187 
 
Development of The Hybrid Lecture System  
in IT Professional Graduate School ································· Hiroshi Koyama 
 ································································································· Ayano Ohsaki 
 ································································································· Shuji Kinoshita 
 ································································································· Atsushi Shibata 193 
 
Development of healthcare device using intuitive interface 
-Value change by replacing meaning of stress stimulus- ·············· Hiroki Fujiwara 
 ································································································· Takashi Kato 
 ································································································· Toshiya Goto 
 ································································································· Tei Karin 
 ································································································· Giovanni Innella 
 ································································································· Daisuke Kasai 
 ································································································· Hiroyuki Ikemoto  
 ································································································· Yoshie Kunisawa 201 
 



Bulletin of Advanced Institute of Industrial Technology No.14 （2020） 

Monitoring of muskmelon ripeness using a smell sensor ·············· Shigeomi Koshimizu 
 ································································································· Ryo Oguro 
 ································································································· Shunsuke Kosugi  
 ································································································· Takeshi Suzuki 219 

 
Designing a New Curriculum for IT Professional Graduate School ····· KOYAMA Hiroshi 
 ································································································· TOBITA Hiroaki 
 ································································································· SHIBATA Atsushi 
 ································································································· OHSAKI Ayano 225 
 
Next-Generation Urban Transportation Concept Aimed  
for Reducing Traffic Congestion and Vehicle Accidents ················ Yuka Yamanari 
 ································································································· Masaru Miyao 
 ································································································· Sin Syo 
 ································································································· Takashi Nishino 
 ································································································· Pengda Liu 
 ································································································· Hisashi Hayashi 233 

 

Evaluating smart EV charging reservation systems  
by multi-agent simulation ·········································· Shijie Cai 
 ································································································· Hisashi Hayashi 245 
 
Roadmapping Thinking-oriented Idea Generation Method ············ Yuta Hirose 
 ································································································· Robert Phaal 
 ································································································· Yusuke Kishita 251 

 
Agricultural Education Support for Allotment Garden using IoT ······ Kenichi Ishihara 
 ································································································· Kento Yasui 
 ································································································· Yoshihisa Kosugi 
 ································································································· Koichiro Gottegens 
 ································································································· Masanao Hotta 
 ································································································· Hiroki Sano 
 ································································································· Hideki Murakoshi 261 

 
IoT System for monitoring of Algae Productivity ····················· Masanao Hotta 
 ································································································· Ishihara Kennichi 
 ································································································· Tadayuki Kusakabe 
 ································································································· Daisuke Ogawa 
 ································································································· Hiroki Sano 
 ································································································· Rie Sato 
 ································································································· Kennto Yasui 
 ································································································· Yoshihisa Kosugi 
 ································································································· Gettegens Koichiro 
 ································································································· Gen Inoue 
 ································································································· Hideki Murakoshi 269 

 



情報セキュリティ定量リスク分析のための対策記述オブジェクト

モデルの導入 
奥 原  雅 之* 

Introducing Security Control Object model for Quantitative Information 
Security Risk Analysis 

Masayuki Okuhara* 

Abstract 
For today's organizations and companies facing various information security threats, it is essential to 
correctly understand the information security risks they face to select rational information security 
measures. Quantitative risk analysis is an important tool for this. In the conventional quantitative risk 
analysis, the frequency of occurrence of security risks and the amount of damages are modeled and 
processed as. However, it was difficult to evaluate how the risk would be reduced if these measures 
were implemented with such an existing model. In this paper, Courtney's method, which is a method 
for quantitative security risk evaluation, is extended to deal with vulnerabilities and the strength of 
security measures, and ISO / IEC 27002 based on the countermeasure object model of the JNSA 
Information Security Countermeasure Map WG. We describe the evaluation of control measures and 
the establishment of an information security quantitative risk analysis method that combines these. 
 
Keywords: Information security, Quantitative risk analysis, Security control object model 
 
 

________________________ 
Received on October4, 2020 
* 東京都立産業技術大学院大学，Advanced Institute of Industrial Technology 
 

1 はじめに 
様々な情報セキュリティの脅威に直面する今日の組織や

企業にとって，自身が今まさに直面している情報セキュリティ

のリスクを正しく知ることは，合理的な情報セキュリティ対策を

選択するために不可欠である．そのための重要な手段となる

のが，情報セキュリティリスク評価（情報セキュリティリスクアセ

スメントとも呼ばれる）の手法である． 
情報セキュリティマネジメントのプロセスにおいて，情報セ

キュリティリスク評価は歴史的に重要な位置を占めてきた．例

えば情報セキュリティマネジメントシステム (Information 
Security Management System, ISMS) に関する国際規

格である ISO/IEC 27001 [1] においては，情報セキュリティ

リスク評価を実施することが要求事項として 6.1.2 項に定義さ

れている．わが国においてはこの規格への準拠性を評価す

る制度として ISMS認証制度が整備されており，一般社団法

人情報マネジメントシステム認定センターによれば，この制度

によって ISMS 認証を取得した企業・団体の数は 2020 年 9
月現在で 6254 団体を数える [2]．このことは，わが国の企

業・組織において情報セキュリティリスク評価の実施が標準

的なプロセスとして一般に定着していることを示している． 

情報セキュリティのリスク分析は，情報セキュリティリスク評

価において理論的な中核となる部分である．このうち定量的

リスク分析手法は，取り扱うリスクの大きさを具体的な定量値

として扱うもので，理論的には精密なリスクの評価が可能とな

るが，一方で複雑な現実世界の情報セキュリティリスクを定式

化するために，何らかのモデルを介在させる必要がある． 
定量リスク分析の先駆的事例として，R. H. Courtney Jr.

によるデータ処理システムにおけるリスク分析手法の提言 
[3] がある．これは，正確な定量化が難しいセキュリティ事故

の発生確率や事故による被害金額の算定について，その大

きさを対数スケールで捉えることにより，一般的に使いやす

い形でリスク分析を可能にする手法を示している．  
情報セキュリティのリスク分析を定量的に行うためのモデ

ルおよびツールとしては，CARMM [5] が知られている．こ

のツールでは，情報セキュリティリスクをもたらすセキュリティ

事故の発生頻度，被害金額などをモデルとして処理し，それ

にふさわしいセキュリティ対策を実施することで，情報セキュ

リティリスクを低減することが可能である．しかしながら，それ

らの対策を実施した場合にリスクがどのように低減されるかを

評価することは，このような既存モデルでは困難であった．こ

れは，本質的にはセキュリティ対策自身が非常に複雑な構
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造を持っているためである．多くのリスク分析モデルでは，一

つのセキュリティ対策によって一つの情報セキュリティリスクを

ゼロにできるという簡単なモデルに基づいてる．しかし，現実

には一つのセキュリティ対策が特定のリスクを完全に消去で

きることはほとんどない．さらに，複数のセキュリティ対策に機

能的な相関がある場合がある．これは，複数の対策が同時に

必要とされる依存関係の場合もあれば，あるいは複数の対策

が相互に干渉するために同時には実現できない排他関係の

場合もある． 
従って，対策によるリスク低減まで含めたリスク分析手法を

確立するためには，セキュリティ対策を，先に挙げた相互依

存や排他の関係や，そのセキュリティ対策の有効性を数値で

示すことを含む，十分な精度を持つモデルで表現する必要

がある．2009 年から 2013 年の期間で活動した JNSA 情報

セキュリティ対策マップ WG においては，このような情報セキ

ュリティ対策のモデル化が大きなテーマであった．この WG
の最終成果報告書 [6] では，情報セキュリティ対策のモデ

ル化について独自の提言を行っている． 
本稿では，定量セキュリティリスク評価のための手法である

コートニーの方法を，脆弱性およびセキュリティ対策の強度

を扱うために拡張する方法と，JNSA 情報セキュリティ対策マ

ップ WG の対策オブジェクトモデルによる既存セキュリティガ

イドラインの管理策の評価，およびこれらを組み合わせた情

報セキュリティ定量リスク分析手法の確立について述べる． 
 

2 コートニーの方法の拡張 
2.1 コートニーの方法 

本項ではコートニーの方法として知られる定量リスク分析

の手法について述べる． 
定量リスク分析の目的は，これから起こる可能性があるセ

キュリティ事故などの事象（イベント）のリスクを定量化すること

にある．事象には，システムによる不正侵入のようないわゆる

サイバーセキュリティに関連するものから，地震や洪水などの

自然災害による情報システムへの被害など，対象となる情報

資産に影響を及ぼす一切の出来事を含む． 
最初に，一回の事象あたりの金額ベースの影響を見積も

る．一般に，まだ起こっていない事象の影響金額を正確に見

積もることは困難であるが，本手法においてはその金額の桁

数を抑えればよい．その見積もった影響金額から，表１に従

ってその指標 ｖ を求める．例えば侵入者の攻撃によって情

報が漏洩し，その対処におよそ 10 万ドルの費用がかかるこ

とが見込まれる場合，表 1 からこの事象に対する指標 ｖ は

5 と求めることができる．ここで，その費用が例えば 12 万ドル

であっても，あるいは 8 万ドルであっても，影響金額が 10 倍

のスケールになっているため，指標 ｖ の数値には影響を与

えない．実社会においては 2 万ドルの違いは大きいが，本手

法ではこの程度の差は同じとして扱うことで，精密な被害の

見積もりを行うことなしに分析を進めることができる． 
 

表 1: 指標 ｖ の決定 

影響金額 ($) 指標ｖ 
10 1 

100 2 
1,000 3 

10,000 4 
100,000 5 

1,000,000 6 
10,000,000 7 

出典：[3] Fig.2 より作成 

 
次に，その事象がどれくらいの頻度で発生するかを見積も

る．これも影響金額と同様に，その桁数がわかる精度でよい．

その見積もった発生頻度から，表 2 に従って指標 𝑝𝑝 を求め

る．例えば前述の不正侵入による情報漏えいの事象が，ほ

ぼ 3 年に 1 回程度の頻度で発生すると考えられるならば，表

2 に従い，指標 𝑝𝑝 は 3 となる． 
 

表 2: 指標 𝑝𝑝 の決定 

発生頻度 指標𝑝𝑝 
300 年に 1 回 1 

30 年に 1 回 2 
3 年に 1 回 3 

100 日に 1 回 4 
10 日に 1 回 5 
1 日に 1 回 6 

1 日に 10 回 7 
1 日に 100 回 8 

出典：[3] Fig.2 より作成 

 
こうして求めた指標 𝑣𝑣 と指標 𝑝𝑝 により，表 3 に従って 1

年間あたりのリスクの値を決定する．前述の例においては，

指標 ｖ が 5，指標 𝑝𝑝 が 3 と求められているので，それぞれ

の指標の表上の交点を読み取り，リスク値 $30K を読み取る

ことができる．これは，この事象による被害金額の期待値が 1
年間で 3 万ドルになることを示している． 

 
表 3: リスク値の決定 

ｖ 𝑝𝑝 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 
 
 

$300 
3K 

30K 

 
 
 

$300 
3K 

30K 
300K 

 
 

$300 
3K 

30K 
300K 
3M 

 
$300 
3K 

30K 
300K 
3M 

30M 

$300 
3K 

30K 
300K 
3M 

30M 
300M 

$3K 
30K 

300K 
3M 

30M 
300M 

$30K 
300K 
3M 

30M 
300M 

$300K 
3M 

30M 
300M 

出典：[3] Fig.3 を一部修正 
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2.2 コートニーの方法の理論背景 
古典的な確率論においては，ある事象の期待値 𝐸𝐸 はそ

の事象の発生確率 𝑃𝑃� と，それが発生したときの値 𝑋𝑋 の積

によって表される． 
 

𝐸𝐸 � 𝑃𝑃�𝑋𝑋 �1� 
 
ここで，単位期間における事象の発生確率が 𝑃𝑃 であると

き，単位期間の 𝑛𝑛 倍に相当する期間で発生する事象の期

待値の合計は，それぞれの事象の発生が独立であれば単

純に単位期間での期待値の合計となるため， 
 

𝐸𝐸 ��𝑃𝑃�𝑋𝑋 �
�

 𝑛𝑛𝑃𝑃�𝑋𝑋 �2� 

 
で表現される．ここで，発生頻度 𝑃𝑃 を 𝑃𝑃 � 𝑛𝑛𝑃𝑃� として定

義すれば， 
 

𝐸𝐸 � 𝑃𝑃𝑋𝑋 �3� 
 
と確率の定義と同様な形で期待値を表現することができる． 
コートニーの方法では，発生頻度と被害金額をそれぞれ

10 のべき乗の形で表現している．発生頻度は 3000 年あた

りの発生頻度 𝑃𝑃 に対して， 𝑃𝑃 � 10�  となるように指標 𝑝𝑝 
を決めている．同様に，被害金額 𝑋𝑋 に対して指標 ｖ を 
𝑋𝑋 � 10� となるように決めている．この結果から，3000 年あ

たりの被害の期待値 𝐸𝐸� は， 
 

𝐸𝐸� �  𝑃𝑃𝑋𝑋 � 10� � 10� � 10��� �4� 
 
で表現できる．さらに 1 年あたりの被害の期待値を出すた

め， 𝐸𝐸 � 𝐸𝐸�/3000 を求めれば， 
 

𝐸𝐸 � 𝐸𝐸�
3000 �

10���
3000 � 10�����

3 �5� 

 
となる．表 3 は，この計算をあらかじめ行って作成されたも

のである．なお，表中の数値はすべて 3 の倍数となっている

が，正確には 10/3=3.333…のような数値になるのが正しい． 
 

2.3 コートニーの方法の拡張 
一般に，情報システムなどに脆弱性が存在する場合には，

その情報システムで発生する事象のリスクが大きくなる．例え

ば，インターネットサーバに何らかのセキュリティホールが存

在する場合は，それがない場合に比較して悪意ある攻撃の

成功確率が上がるであろう．ここでは，評価対象にこのような

脆弱性が存在する場合に，コートニーの方法を適用する手

法について考える． 
評価対象となる情報システム等に脆弱性が存在すれば，

攻撃が容易になると考えると，その事象の発生頻度が上がる

と考えることができる．ここで，事象の発生頻度を 10� 倍に

する脆弱性がある場合を考える．指標 𝑤𝑤 はその脆弱性の

大きさ（深刻さと言ってもよい）を表す変数である．この場合，

新たな発生頻度は𝑃𝑃 � 10� � 10� � 10� � 10���  となる

ので，この事象に対する期待値は式 (5) を修正して 
 

𝐸𝐸 � 10�������
3 �6� 

 
とで表現することができる． 
また一方で，ある事象に対してその発生確率を低下させる

セキュリティ対策が取られることもある．このようなセキュリティ

対策が実施されたときのリスクの値を表現することを考える．

脆弱性のときと同様に，事象の発生頻度を 10��  倍にする

ようなセキュリティ対策が存在していた場合，新たな発生頻

度は 𝑃𝑃 � 10�� � 10� � 10�� � 10���  となる．これを式(6)
に代入すると，リスク値は 

 

𝐸𝐸 � 10���������
3 �7� 

 
の形で表現できる． 
ここで，式 (7) において変数となっているのは 10 のべき

乗の係数 𝑝𝑝 � 𝑣𝑣 � 𝑤𝑤 � � の部分だけであるから，もしリスク

の値同士を相対的に比較するだけの用途であれば，これら4
個の変数の線形結合だけを比較すればよいことがわかる． 

 
2.4 コートニーの方法と国際規格の類似性 

前項で見たように，事象のリスクの実数値を必要としない

場面，例えば複数のリスクを相対的に比較して，その対策の

優先順位を決めるような場合は，その指数部分である変数の

線形結合だけを使えばよい．例えば，発生頻度，影響，脆弱

性の 3 個の変数を考慮対象とする場合は，係数 𝑝𝑝 � 𝑣𝑣 � 𝑤𝑤 
の部分だけを取り出して比較することができる． 

表 4 は，この 3 個の係数の合計値を計算した例である．こ

こでは単純のため，𝑝𝑝 を 0 から 2, 𝑣𝑣 を 0 から 4，𝑤𝑤 を 0 か

ら 2 の範囲で限定している． 
 

表 4: リスクの係数の合計 

𝑝𝑝 0 1 2 
𝑤𝑤 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

𝑣𝑣 0 0 1 2 1 2 3 2 3 4 
1 1 2 3 2 3 4 3 4 5 
2 2 3 4 3 4 5 4 5 6 
3 3 4 5 4 5 6 5 6 7 
4 4 5 6 5 6 7 6 7 8 

3情報セキュリティ定量リスク分析のための対策記述オブジェクトモデルの導入



 
この表は，国際規格 ISO/IEC 27005 の Appendix E の

例 1 として取り上げている手法内で記述されている表 E.1 と

ほぼ完全に同じ構造をしている．違いは，𝑝𝑝 および 𝑤𝑤 につ

いて 0 から 2 の指標値の代わりにラベル「L」「M」「H」を使っ

ていることのみである．このことから，この国際規格で例として

取り上げているリスク分析手法は，コートニーの方法と同様の

論理構造を持っているということがわかる． 
 

3 セキュリティ対策のオブジェクトモデル 
3.1 JNSAマップWG の対策モデル 

定量リスク分析においては，事象の発生頻度，発生の被

害，脆弱性の大きさ，そして対策の実施度合いが変数となる．

このうち，最も定量化が難しい変数が対策の実施度合いであ

る． 
セキュリティ対策は情報セキュリティマネジメントの文脈で

は管理策（Controls）とも呼ばれるが，その内容は極めて多

様性に富んでいる．今日において一般的に利用されている

管理策のリストとして ISO/IEC 27002 [7] があり，114 の管

理策が実践のための規範（Code of Practice）として例示さ

れている．これらの管理策については，一部内容が重複する

ものや，互いに依存関係にあるもの，あるいは互いに排他関

係にあるものも含まれる． 
このため，一つのセキュリティリスクを発生させる事象につ

いて，それを低減する対策を指定するような分析手法を確立

しようとすると，この対策の扱い方が課題となる． 
例えばウイルスの侵入というリスクに対応するために，一般

的に選択される対策はウイルス対策ソフトの導入であろう．し

かし，ウイルス対策ソフトが十全にその機能を発揮するため

には，別の対策の実施が必要となる．例えば，定期的なウイ

ルスパターンの更新は同時に実施が必要となる対策の一つ

である．また，利用者に対してウイルス対策ソフトの利用を周

知することもまた別の対策であろう．さらに，ウイルス対策ソフ

トの稼働状況の監視や，実施状況の監査なども関連する対

策として採用される．最初に想定したウイルス侵入のリスクに

対して，多くの対策が相互に依存しており，これらを統合的

に運用しないと当初のリスクの低減を図ることができない． 
対策によるリスクの低減を定量化するためには，まずこの

ような相互に関係する対策の構造を適切に表現するモデル

が必要となる． 
2013 年に公表された JNSA 情報セキュリティ対策マップ

検討 WG の活動報告書では，このための情報セキュリティ対

策の表現モデルについて検討を行っている． 
このモデルでは，「対策オブジェクト」と呼ばれる構造を定

義している．対策オブジェクトとは，「情報セキュリティリスクを

コントロールする識別できる対策の属性や振る舞いをカプセ

ル化したもの」である．ここで，対策の属性を「プロパティ」と

呼び，対策の振る舞いは「メソッド」と呼ぶ．これらの要素を定

義する目的は，複雑なセキュリティ対策の構造を標準化し，

同じ目的を持つ対策群を効率よくグルーピングすることであ

る．例えば一つの対策の「責任者を明確にする」ことや，その

「実施の記録を取る」ことは，多くの対策に共通して定義され

る対策であり，実際にこのような表現は多くの規格やガイドラ

インに登場する．このような共通で現れる要素を「メソッド」とし

て標準モデルに取り込んでしまえば，個々にこれらの要素を

対策ごとに洗い出すよりもはるかに効率的に，かつ網羅的に

対策の全体集合を構築することができる． 
表 5 は，この報告書で提案されている対策オブジェクトの

構造を示したものである． 
 

表 5: 対策オブジェクト 

オブジェクト 「管理策」する． 
プロパティ 静的 上位ルール（方針） 

目的 
（期待する）効果 
要求事項 
機能 
条件 
責任者 
管理者 
利用者 
時間 
場所 

動的 リソース 
責任者名 
実施社名 
（実施の）手順 
手段・技術 
コスト 
対象領域 
対象者 

メソッド 計画 検討する 
コストを算定する 
方針を確立する 
計画する 
文書化する 
有効性の測定方法を決める 

準備 責任者を明確化する 
利用者を明確化する 
実施者を明確化する 
機能を明確化する 
要求事項を明確化する 
導入場所を明確化する 
導入条件を明確化する 
導入する時を明確化する 
リソースを確保する 
導入する 
手順を明確化する 
手順を確立する 
手順を文書化する 
利用者を教育（訓練）する 

実施 実施する 
実施時に注意を払う 
保守（維持）する 
レビューする 
実施を記録する 

レビュー 実施状況を監査する 
有効性を測定する 
見直す 

改善 改善する 
廃止する 

出典：[6] 表 4 を一部修正  
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ここで「実施する」のメソッドはこの対策オブジェクトの本体

と呼ぶべき特別なメソッドである．この表では，一つの対策オ

ブジェクトに 30 種のメソッドを定義している．これは，一つの

実施すべき対策に対して，合計 30 個の派生する対策が付

随していることを示している．この報告書では，当時の

ISO/IEC 27002 のウイルス対策の分野で，この方法による

対策の洗い出し結果と，この国際規格で実際に定義してい

る対策との比較を行い，国際規格に登場する対策は全体の

25/782 であることを導き出している．このことは，一般的なセ

キュリティガイドラインの対策の網羅率は理論値に比べて 3%
程度であり，論理的に網羅しようとすると通常のガイドライン

の数十倍のボリュームが必要であることを示唆している． 
 

3.2 JNSAモデルによる ISO/IEC 27002管理策の検証 
ここでは，前項で紹介した JNSA マップ WG が提言した

セキュリティ対策のモデルを使って，ISO/IEC 27002 の日本

における同等規格である JIS Q 27002 [8]の管理策の分析

を試みる． 
JIS Q 27002 には合計 114 個の管理策が収録されてい

るが，それぞれの管理策は自然言語（JIS の場合は日本語）

の文章で要求事項が記載されており，一つの管理策の中で

複数の要求事項が記載されていることも珍しくない． 
例えば，「8.1.1 資産目録」の管理策は，JIS Q 27002 に

おいては「情報，情報に関連するその他の資産及び情報処

理施設を特定することが望ましい．また，これらの資産の目

録を，作成し，維持することが望ましい」という表現で表され

ている．これは，「情報，情報に関連するその他の資産及び

情報処理施設を特定すること」，「資産の目録を作成するこ

と」，「資産の目録を維持すること」の３個の要求事項から成り

立っていると理解することができる． 
さらに，各管理策に付随して記載されている「実施の手引

き」や「関連情報」の項目に，要求事項が記載されていること

もある．従って，JIS Q 27002 が要求しているセキュリティ管

理策の要求事項の総数は，管理策の 114 個をはるかに上回

るものとなる． 
このような自然言語による管理策の記述のままでは，情報

セキュリティリスク分析を自動化するような目的では非常に扱

うことが難しい．そこで，JNSA のセキュリティモデルの対策

モデルに登場する「メソッド」を使用して，これら JIS Q 27002
の管理策を分解することを試みる．先に例に示した「8.1.1 
資産目録」の管理策であれば，対策オブジェクトそのものは

「情報，情報に関連するその他の資産および情報処理施設

を特定すること」となる．ここで，「資産の目録を作成すること」

はメソッドの「文書化する」に相当する．また，「資産の目録を

維持すること」はメソッドの「保守（維持）する」に相当する．こ

の結果，この管理策は「実施する」「文書化する」「保守（維持）

する」の３個のメソッドを持つオブジェクトとして定義すること

ができる． 
このような考え方で，JIS Q 27002 の 114 の管理策をす

べてオブジェクトとして定義し，そこに登場するメソッドの分布

を調査した．その結果を表 6 に示す． 
 

表 6: メソッドの数の集計 

メソッド 数 
実施する 95 
手順を確立する 36 
要求事項を明確化する 32 
文書化する 25 
実施を記録する 25 
レビューする 23 
方針を確立する 18 
責任者を明確化する 16 
手順を明確化する 16 
利用者を教育（訓練）する 14 
保守（維持）する 9 
計画する 6 
導入場所を明確化する 6 
リソースを確保する 5 
手順を文書化する 5 
実施者を明確化する 4 
機能を明確化する 4 
導入する時を明確化する 3 
有効性を測定する 3 
見直す 3 
実施状況を監査する 2 
利用者を明確化する 1 
改善する 1 
合計 352 

 
結果的に，114 個の管理策から 352 個のメソッドを抽出す

ることができた．これは，JIS 27002 として，約 350 個の要求

事項を内容として保持していると言うこともできる． 
なお，メソッドのうち，「検討する」「コストを算定する」「有効

性の測定方法を決める」「導入条件を明確化する」「導入する」

「実施時に注意を払う」「廃止する」は今回の分析では登場し

なかった．これらの項目には，おそらく JIS Q 27002 の執筆

者が当然のように管理策に含まれていると考えているものも

あれば，ISO/IEC 27001（あるいは JIS Q 27001 [9]）のよう

なセキュリティマネジメントフレームワークによってカバーされ

るべきものもあるであろう． 
メソッドの数を見ると，一番多いのは「実施する」である．こ

れは，管理策オブジェクトそのものであることから，その登場

回数が多いことは当然とみることができる．次に多いのは「手

順を確立する」の 36 個である．ISO/IEC 27000 シリーズは，

情報セキュリティマネジメントシステムの確立の手法としてプ

ロセスアプローチを取っており，各種の活動はプロセスの形

で整備されることを考えれば，管理策に手順（プロセス）を確

立することが要求事項として頻出することはこれも理に叶って

いる．同じ理由で，4 位の「文書化する」（25 個）の個数が多

いことも理解できるだろう． 

5情報セキュリティ定量リスク分析のための対策記述オブジェクトモデルの導入



他に情報セキュリティマネジメントシステムのプロセスとして

理解できるのは，「レビューする」（23 個），「方針を確立する」

（18 個），「責任者を明確にする」（16 個），「利用者を教育

（訓練）する」（14 個）などである．しかし，見方を変えれば，こ

れらの要求事項は情報セキュリティマネジメントシステムのプ

ロセスとしてすでに ISO/IEC 27001 の要求事項として組み

込まれているので，これに従って情報セキュリティマネジメン

トシステムを構築しているのであれば，JIS Q 27002 の管理

策として明示されていようがいまいが，必須のプロセスとして

実施されているべきものである．この点で，これらのメソッドは

JIS Q 27001 と JIS Q 27002 で重複している要求事項であ

り，JIS Q 27002 を JIS Q 27001 を実施するための管理策

集と位置付けるのであれば，本来記述する必要がなかった

項目ということもできる． 
JIS Q 27002 が JIS Q 27001 と独立したガイドラインとし

て運用できるように整備されたという JIS Q 27002 成立の経

緯もあってこのような記述が存在していると理解することもで

きるが，そうであるならばこれらの情報セキュリティマネジメン

トシステム相当のメソッドは各管理策にすべて登場するのが

論理的には正しいということになる． 
 

4 考察 
管理策オブジェクトのメソッドを適切に使用すれば，JIS Q 

27002 のような既存のセキュリティ管理策ガイドラインから，リ

スク分析の自動化ツールでも扱えるように構造化された管理

策のデータモデルを作成することができる．すなわち，ある管

理策の記述を，メソッドに分解して要求事項の集合としてモ

デル化できれば，自然言語で記述された管理策を，構造を

持ったデータとして扱うことができる． 
例えば，「8.1.1 資産目録」の管理策は先に示したように，

「実施する」「文書化する」「保守（維持）する」の３個のメソッド

を持つオブジェクトとして定義することができる．この３個のメ

ソッドは，それぞれが独立しているのではなく，相互に補完し

あう関係にある．つまり，これらのメソッドは，3 個の組み合わ

せで「資産目録」という一つの対策を実現していると言うこと

ができる．情報セキュリティ対策のうち相互依存するものは，

管理策の維持管理や文書化などマネジメントに関するものが

非常に多い．従って，これらの管理策マネジメントの部分をメ

ソッドとして構造的に処理することができれば，情報セキュリ

ティ対策のモデルは非常にシンプルなものになる． 
情報セキュリティ対策をシンプルな構造で記述できれば，

その効果を 10 の指数の形で表現することにより，コートニー

の方法に対策の効果として取り入れることができるであろう．

この具体的方法は今後の課題である． 
 

5 おわりに 
本稿では，定量セキュリティリスク評価のための手法である

コートニーの方法を，脆弱性およびセキュリティ対策の強度

を扱うために拡張する方法と，JNSA情報セキュリティ対策マ

ップ WG の対策オブジェクトモデルによる ISO/IEC 27002
の管理策の評価，およびこれらを組み合わせた情報セキュリ

ティ定量リスク分析手法の確立について述べた． 
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LSTM based Networking Management for 3C Resources:
Computing, Communicating and Caching

Chaofeng ZHANG*, Caijuan Chen**, Wei Peng**
The largescale networking of IoT is already one of the indispensable technologies for people’s lives in the 5G era. Especially

when disasters and security problems appear, the fast networking of IoT and the allocation of network resources will be the
main challenges. In this paper, we develop a 3C resource allocation scheme based on the LSTM learning model: We infer the
shortest path matrix to calculate the minimum network allocation overhead. We use LSTM to predict the state of the network
and allocate resources based on the number of tasks. We prove through mathematical experiments that our algorithm can
improve network resource allocation efficiency while ensuring low computational complexity.

Keywords—Internet of Things, Communication Networks, AI Prediction, LSTM, Resource Allocation.

I. Introduction

Today, the penetration rate of IoT is an essential in
dicator of modernization. When the COVID19 comes
with the medical system’s challenges, medical IoT de
vices’ importance is significantly increased, for exam
ple, the infrared remote body temperature measure
ment, intensive crowd detection sensors, and other epi
demic prevention equipment. Generally, these devices
have specific requirements for computation, commu
nication, and database capabilities [1]. Such IoTs also
play a vital role in the future of humancomputer
interaction. Therefore, a stable and compatible IoT
control framework will also be one of the future
research topics.
The concept of 3C is also mentioned in more and

more IoT studies, namely communicating, computing,
and caching. Communication refers to the communi
cation between devices and between devices and base
stations. With the popularization of 5G technology, the
communication capacity problem caused by spectrum
utilization efficiency has also become one of the es
sential performance indicators of the IoT framework
system. Computing, refers to the computing capacity
of IoT frontend devices. Due to the popularity of
AI, more and more devices need to preprocess the
information obtained, such as person recognition and
action recognition [2]. It requires the equipment to
have enough computing power to complete lightweight
computing tasks. After that, the feature data with a
small amount of data is uploaded to the server [3].
Capacity, refers to the overall access capacity under
the system framework [4]. For example, contentbased
networks usually store popular data packets in a spe
cific node in the community and distribute them when
necessary, thereby reducing cloud services’ bandwidth
consumption. Only by reasonably coordinating the
three indicators of communication [5], computation,
and capacity in the IoT system can the overall service
throughput and equipment utilization be guaranteed.
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However, most previous studies only consider one
single performance indicator [6]. For example, D2D
based communication usually optimizes the target
in throughput, delay response, and arrival rate. In
particular, the AIbased network routing algorithm
predicts the future trend of changes through the
cognitive network’s current status and spectrum re
sources. Then it calculates the optimal solution accord
ingly. The problem of computing resource allocation
faced by distributed computing needs to be further
optimized through heuristic algorithms according to
different equipment and communication conditions
[7]. Simultaneously, an essential part of increasing
the user experience, the issue of capacity, involves
current indexes such as content popularity [8]. For
the various abovementioned indicators, the original
singleobjective system optimization scheme is usually
a tradeoff process [9]. For example, to improve calcu
lation efficiency, excessive bandwidth is occupied with
optimizing the amount of calculation. But the system
also ignores possible network congestion [10]. A large
amount of original data is prestored to improve
computing efficiency, occupying a considerable stor
age space, and increasing energy consumption. Based
on the above problems, when facing the diversified
indicators of 3C, we discover that an overall IoT
control framework should be designed accordingly to
coordinate each device’s resource utilization efficiency
to achieve the overall optimum.
In this paper, we propose a 3C resource integration

solution based on machine learning: We designed the
shortest route algorithm to determine the optimal
delivering cost to each node; We use the deep learning
model to calculate the optimal task path according
to the system’s current state; Through simulation
experiments, we show that the system can solve more
complicated optimization problems to the greatest
extent, thereby improving the IoT framework’s overall
processing efficiency.
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II. Previous Works and Related Study

In previous research, we have optimized one single
goal for IoT device performance. For example, in the
research [11], we studied spectrum utilization in D2D
equipment. In highfrequency D2D communication, we
study how to break the shortdistance and unstable
link blocking. We briefly outline the possible commu
nication waveforms and then optimize them with a
specific channel of 0.11 THz. Then, we propose an
autonomous relay algorithm called ATLR for gigabit
multihop communication. Finally, we discuss how
terahertz transmission can help alleviate interference
problems and provide highquality shortdistance com
munication channels.
In the article [12], our design goal is to develop a

comprehensive solution for a smart green IoT network
through a datadriven mechanism. The goal of the
program is to pursue minimum energy consumption.
Using computational intelligence through the IoT
network, the system can achieve selfregulation of
components, minimize size, and optimize throughput.
As we know, this research is the first time that LoRa
and ZigBee integrated green protocols have been intro
duced to establish an IoT selforganizing network and
solve energy efficiency issues: We propose a unique ini
tialization mechanism that can automatically schedule
node clusters and throughput. Each device executes
a program to manage its energy consumption and
optimize the switch between entering and exiting sleep
mode, which depends on the AIcontrolled service us
age prediction to understand future usage trends. Our
new theory is confirmed through actual deployment
and simulation experiments.
The paper [13] proposes an intelligent resource

management method based on DQL (Deep Q Learning
Network) for wireless network architecture to improve
the quality of service (QoS) under limited communi
cation resources. In the context of network function
virtualization (NFV), this paper aims to improve the
effective use of spectrum resources for IoT devices.
This article is solved in two steps. First of all, we
use the least infrastructure to ensure the highest
communication quality. Then, a DQLbased wireless
resource allocation algorithm is designed to realize
the finetuning of resource allocation. Unlike previous
studies, the system can provide allocation strategies
for a single IoT in a more segmented manner and
ultimately maximize the use of bandwidth resources.
The simulation also shows that the proposed MSIO on
maximum coverage importance is increased by 3.12%.
In contrast, the ARODQ algorithm’s performance is
increased by 4.05% compared with other solutions.
In our latest paper, [14], we propose a holistic IoT

network solution. The solution focuses on solving the
explosive growth of AIbased reasoning tasks in IoT
systems. This problem will cause network congestion.
In this regard, we propose a multihop maximum
weight network to describe network services of DNN
tasks. At the same time, we also develop a maximum
weight algorithm (MWWP) to strategically reduce
network latency based on the current network usage
status. Finally, we establish a distributed AI reason
ing model, and through simulations, we prove the

superiority of the solution in terms of computing and
transmission performance.

III. System Architecture
In this section, we discuss how to implement this

IoT based 3C framework. Then perform simple mod
eling, and give the target that needs to be optimized
according to the specific scenario.

A. Resourcecentric task allocation model
General IoT tasks are mainly divided into two

categories. One is to process and transmit information
obtained from the outside. Another is to actively collect
data based on commands and gather them at a specific
node. In the end, these processed data are either trans
mitted to the upper cloud server/edge server or stored
on a node network for backup. As shown in Fig. 1,
it usually includes the following five categories: task
requirement, input content, communication service,
computation service, and caching service.
However, one of the common problems often occurs

when a certain task is allocated with a specific node
to be complete. Here, we introduce the concept of
”content” when establishing the IoT framework. The
platform is responsible for allocating various resources
from data collection, data transmission, data pro
cessing, and data storage. Here, ’contents’ that are
generated by tasks no need specifying a service node.
The system then allocates the required communication
services, computing services, and storage services ac
cording to these ‘task requirements’. Specific ‘tasks’
do not require all services if no need for computation
service or caching service.

B. Task Processing
According to the above framework, any task can

be ”suggested” by the system to a servicecapable
node. When a task requirement is established, it only
needs to complete the following six steps in sequence.
For example, as shown in Fig. 2, two standard task
requirements are discussed here, abnormal behavior
monitoring A and environmental information collec
tion B. First, task A needs to collect video data from
device 1 and transfer the data to the device 2. The
inference of the neural network preset by device 2, it
is determined whether the video contains abnormal
behavior. Finally, the judgment result is transmitted
to the device 5 for centralized storage. Meanwhile,
task B requires collecting changes in people’s flow
at a specific point in time. The screen captured by
the device is transmitted to the device 3, and the
calculation task of feature extraction is performed. The
compressed data packet passes through the device 5
through the routing algorithm and finally reaches the
device 4, and is transmitted to the cloud using the
device’s upload function 4. Then the cloud completes
the remaining part of the calculation. In this process,
the main problem is how to rationally allocate limited
communication resources, computing resources, and
caching resources when multiple tasks are working
simultaneously.
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II. Previous Works and Related Study

In previous research, we have optimized one single
goal for IoT device performance. For example, in the
research [11], we studied spectrum utilization in D2D
equipment. In highfrequency D2D communication, we
study how to break the shortdistance and unstable
link blocking. We briefly outline the possible commu
nication waveforms and then optimize them with a
specific channel of 0.11 THz. Then, we propose an
autonomous relay algorithm called ATLR for gigabit
multihop communication. Finally, we discuss how
terahertz transmission can help alleviate interference
problems and provide highquality shortdistance com
munication channels.
In the article [12], our design goal is to develop a

comprehensive solution for a smart green IoT network
through a datadriven mechanism. The goal of the
program is to pursue minimum energy consumption.
Using computational intelligence through the IoT
network, the system can achieve selfregulation of
components, minimize size, and optimize throughput.
As we know, this research is the first time that LoRa
and ZigBee integrated green protocols have been intro
duced to establish an IoT selforganizing network and
solve energy efficiency issues: We propose a unique ini
tialization mechanism that can automatically schedule
node clusters and throughput. Each device executes
a program to manage its energy consumption and
optimize the switch between entering and exiting sleep
mode, which depends on the AIcontrolled service us
age prediction to understand future usage trends. Our
new theory is confirmed through actual deployment
and simulation experiments.
The paper [13] proposes an intelligent resource

management method based on DQL (Deep Q Learning
Network) for wireless network architecture to improve
the quality of service (QoS) under limited communi
cation resources. In the context of network function
virtualization (NFV), this paper aims to improve the
effective use of spectrum resources for IoT devices.
This article is solved in two steps. First of all, we
use the least infrastructure to ensure the highest
communication quality. Then, a DQLbased wireless
resource allocation algorithm is designed to realize
the finetuning of resource allocation. Unlike previous
studies, the system can provide allocation strategies
for a single IoT in a more segmented manner and
ultimately maximize the use of bandwidth resources.
The simulation also shows that the proposed MSIO on
maximum coverage importance is increased by 3.12%.
In contrast, the ARODQ algorithm’s performance is
increased by 4.05% compared with other solutions.
In our latest paper, [14], we propose a holistic IoT

network solution. The solution focuses on solving the
explosive growth of AIbased reasoning tasks in IoT
systems. This problem will cause network congestion.
In this regard, we propose a multihop maximum
weight network to describe network services of DNN
tasks. At the same time, we also develop a maximum
weight algorithm (MWWP) to strategically reduce
network latency based on the current network usage
status. Finally, we establish a distributed AI reason
ing model, and through simulations, we prove the

superiority of the solution in terms of computing and
transmission performance.

III. System Architecture
In this section, we discuss how to implement this

IoT based 3C framework. Then perform simple mod
eling, and give the target that needs to be optimized
according to the specific scenario.

A. Resourcecentric task allocation model
General IoT tasks are mainly divided into two

categories. One is to process and transmit information
obtained from the outside. Another is to actively collect
data based on commands and gather them at a specific
node. In the end, these processed data are either trans
mitted to the upper cloud server/edge server or stored
on a node network for backup. As shown in Fig. 1,
it usually includes the following five categories: task
requirement, input content, communication service,
computation service, and caching service.
However, one of the common problems often occurs

when a certain task is allocated with a specific node
to be complete. Here, we introduce the concept of
”content” when establishing the IoT framework. The
platform is responsible for allocating various resources
from data collection, data transmission, data pro
cessing, and data storage. Here, ’contents’ that are
generated by tasks no need specifying a service node.
The system then allocates the required communication
services, computing services, and storage services ac
cording to these ‘task requirements’. Specific ‘tasks’
do not require all services if no need for computation
service or caching service.

B. Task Processing
According to the above framework, any task can

be ”suggested” by the system to a servicecapable
node. When a task requirement is established, it only
needs to complete the following six steps in sequence.
For example, as shown in Fig. 2, two standard task
requirements are discussed here, abnormal behavior
monitoring A and environmental information collec
tion B. First, task A needs to collect video data from
device 1 and transfer the data to the device 2. The
inference of the neural network preset by device 2, it
is determined whether the video contains abnormal
behavior. Finally, the judgment result is transmitted
to the device 5 for centralized storage. Meanwhile,
task B requires collecting changes in people’s flow
at a specific point in time. The screen captured by
the device is transmitted to the device 3, and the
calculation task of feature extraction is performed. The
compressed data packet passes through the device 5
through the routing algorithm and finally reaches the
device 4, and is transmitted to the cloud using the
device’s upload function 4. Then the cloud completes
the remaining part of the calculation. In this process,
the main problem is how to rationally allocate limited
communication resources, computing resources, and
caching resources when multiple tasks are working
simultaneously.
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Fig. 1. Five categories are needed to realize IoT resource management framework: task requirement, input content,
communication service, computation service and caching service.

Task A

Task B

A

B

Fig. 2. An example that how tasks work among IoTs.
The task A is for behavior monitoring and task B is for
information collection.

C. Task Allocation based on Network Slicing
Since the above three resources belong to differ

ent dimensions of resources, we introduce slicing to
divide the resource area. The existing IoT network
resources can be divided into three essential slices.
One slice corresponds to computing resources. One
slice corresponds to communication resources, and one
slice corresponds to storage resources. The system can
open up specific resources for a particular service.
For example, autonomous driving requires realtime
support of calculation examples and data from the
cloud. It has a higher demand for lowlatency services,
so the system can individually set up a particular slice
and allocate resources for the specific lowlatency and
highdatavolume service.
Therefore, the optimization problem of complex re

sources under the original IoT framework can be di
vided into obtaining the optimized resource allocation
in each slice. When the throughput under each slice is
optimal, the total throughput of the system is optimal.
The coupling problem between each slice and the
system’s overall optimization goal can be compared
to the relationship between the efficiency of each slice
and the overall efficiency of a single task. When the
task is optimized at each step, global optimization can
be achieved.

D. Optimization Object
Considering the system framework of IoT, we as

sume that there are currently Φ nodes of IoT devices.
Denoted as Φ = {1, 2, 3, · · · , n}. They are connected

through a wired or wireless channel, denoted as
ϵ = {ϵ1, ϵ2, · · · }. Here, because of the limited space,
we do not consider communication problems such as
interference [15], and assume that D2D communica
tion is a twochannel process. Then, this constitutes
a directed acyclic graph. The set of nodes that meet
the task input is denoted as Φ1, the combination with
computing capability is denoted as Φ2, the node with
storage capability is denoted as Φ3, and the node with
upload capability is denoted as Φ4. Obviously, we have
{Φ1,Φ2,Φ3,Φ4} ∈ Φ. Therefore, the service capability
of any device n can be summarized by a vector, namely

Φn = {ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ4}. (1)

Here, we assume that the average service demand
generation’s average rate is α and obeys normal
distribution. Then, the total task demand rate within
the entire framework reaches δ = |Φ|α0, where |Φ|
refers to the number of device nodes. At a specific
time t, the total amount of storage or upload tasks
completed by the device is recorded as δ′n,t.
For a single task, we assume that the amount of

data size, calculation requirements, storage require
ments, and upload requirements for four services
X = {x1, x2, x3, x4}, the probability is α1, α2, α3, α4.
Then the resource requirements of the task can be
recorded as β = {β1, β2, β3, β4}, and the amount of
data meets a specific normal distribution.
Objectively, to evaluate the system’s actual effi

ciency, the main optimization goal is the average task
completion rate. Therefore, in a period of service time
T = {t1, t2, · · · }, we have an average task throughput
rate τ as

τ =
1

T

T∑
t=1

∑
Φ

δ’n,t (2)

To manage multiple resources under the above
optimization goals, it is hard to calculate the allocation
policy in polynomial time. However, when T → ∞,
any δ’ also converges. Therefore, for the actual total
service volume of any device n, Φ’n, t = ϕ’1, ϕ’2, ϕ’3, ϕ’4,
we have the total service volume of the system as

Φ’t =
∑
n∈Φ

Φ’n,t (3)

where Φ’ = {Φ’1,Φ’2,Φ’3,Φ’4} is the total rate of each
service. Therefore, for the resource allocation of a slice
x ∈ X, our optimization goal becomes
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MAX Φ’ =
T∑

t=1

∑
n∈Φ

Φ’n,t,x (4)

We need to maximize the utilization of idle resources
that the maximum throughput of resources is ap
proached.

IV. Weighted routing algorithm
Whenever a task requires any service, the system

needs to determine the target node. Although the clas
sic Dijkstra can accurately find the shortest path in
a weighted network, its n3 computational complexity
is not suitable for all devices. Therefore, we need
a generalpurpose, precalculated routing table to be
deployed on all the nodes.

A. Matrix multiplication of the shortest path
Then, we analyze the optimal solution of the short

est path. For the shortest path problem of all devices
in the graph G = (Φ, ϵ) with weighted edges, we
throw out the classical conclusion: all subpaths of
the shortest path are the shortest paths. Then, we
rewrite the corresponding weight array ϵ = ϵij , where
i and j represent any connection points. Then, suppose
there is a shortest path L for any two devices, which
contains l edges, and l is a finite value. If i = j, then
the actual weight of L is 0 and does not contain any
edges. If the nodes i and j are different nodes, the path
l can be split into i → k → j, where i → k contains
at most l − 1 edges. k → j must choose the shortest
path. Then, by pushing back to i edge by edge, we can
conclude that all the subpaths, including i → k are
the shortest paths.
Based on the above conclusions, we assume θ(l) =

θ(i, j) represents the sum of all weights on the path.
Then we have the weight based on the last hop,

θ(i, j) = θ(i, k) + ϵk,j . (5)

Meanwhile, based on the shortest path mentioned
above, we can get the recursive solution of the shortest
path of all nodes and express it with a matrix. Next,
we assume that sli,j is the minimum weight from node
i to node j (shortest path l). Then, when l = 0, it means
there is no edge connecting the two nodes; thus, we
can get

sli,j =

{
0 if i = j

∞ if i ̸= j
(6)

For any l ≥ 1, if we know the minimum weight
required for the first step l − 1 that reaching each
node, then we only need to calculate the minimum
weight from the precursor node k to the target node
j. Therefore, we can get a recursive definition

sli,j = min(sl−1
i,j ) = min(sl−1

i,k + ϵk,j) = min(sl−1
i,k + ϵk,j)

(7)
In other words, unless i and j have established

shortest paths, the minimum path weight is equal to
the sum of the weight to middle node k and one hop
weight from k to j.

Then, we conclude the following inference
θ(i, j) = sΦ−1

i,j = sΦi,j = sΦ+1
i,j = · · · (8)

In other words, the shortest path from i to j cannot
be longer than the shortest path traversing all nodes.
Once the shortest path is reached, the edges that it
passes the most cannot exceed Φ− 1.
Therefore, for the initial weight matrix ϵ = ϵi,j = S1,

we can correspondingly calculate the shortest matrix
sequence S1, S2, S3, · · · , SΦ−1 for any hop. For any S,
we have sli,j ∈ Sl. The matrix converges to SΦ−1, which
is the total weight of each sorest path. Regarding
how to calculate the weight sequence of the nexthop
based on the current weight sequence, we implement
it through the proposed algorithm here,

1: for i = 1 → n do
2: for j = 1 → n do
3: S’i,j = ∞
4: end for
5: for k = 1 → n do
6: S’i,j = min(S’i,j , Si,k + wk,j)
7: end for
8: end for
9: Return S’

Here is a nested algorithm when S1 is known, and
then S2 can be obtained. Finally, we can obtain SΦ−1

in turn. To speed up the calculation and facilitate
understanding, we adopted the calculation method
of matrix multiplication. Suppose A represents the
shortest path weight matrix of ϵ× ϵ, and B represents
the matrix of the edge set E, then we define the
shortest path multiplication matrix

C = A ·B (9)
And the elements inside are

cij = min{aik + bkj ; k ∈ Φ} if cij = ∞ (10)
Therefore, we can expand our shortest path matrix

edge by edge for the shortest weight. Among them, we
have

S1 = S0 · ϵ = ϵ

S2 = S1 · ϵ = ϵ2

S3 = S2 · ϵ = ϵ3

· · ·
SΦ−1 = SΦ−2 · ϵ = ϵΦ−1

(11)

Therefore, as long as the initial weight matrix is
determined, all the shortest weight paths can be
calculated within O(ϵ4) calculation complexity. Fig. 3
is an example to explain how the constructed directed
acyclic graph works.
Then, there must be 2[lg(Φ−1)] ≥ Φ− 1 such that

SΦ−1 = S2[lg(Φ−1)] = ϵ[lg(Φ−1)] · ϵ[lg(Φ−1)] (12)
Because the calculation time of each matrix of

lg(Φ− 1) is O(n3), the core calculation interval of this
method is within O(n3lg(n)). Since only the number
of fixed points in the graph is related to computa
tional complexity, generally small and mediumsized
IoT frameworks are sufficient to calculate an exact
minimum path within the expected time.
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MAX Φ’ =
T∑

t=1

∑
n∈Φ

Φ’n,t,x (4)

We need to maximize the utilization of idle resources
that the maximum throughput of resources is ap
proached.

IV. Weighted routing algorithm
Whenever a task requires any service, the system

needs to determine the target node. Although the clas
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l can be split into i → k → j, where i → k contains
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θ(i, j) = θ(i, k) + ϵk,j . (5)
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path of all nodes and express it with a matrix. Next,
we assume that sli,j is the minimum weight from node
i to node j (shortest path l). Then, when l = 0, it means
there is no edge connecting the two nodes; thus, we
can get

sli,j =

{
0 if i = j

∞ if i ̸= j
(6)

For any l ≥ 1, if we know the minimum weight
required for the first step l − 1 that reaching each
node, then we only need to calculate the minimum
weight from the precursor node k to the target node
j. Therefore, we can get a recursive definition

sli,j = min(sl−1
i,j ) = min(sl−1

i,k + ϵk,j) = min(sl−1
i,k + ϵk,j)

(7)
In other words, unless i and j have established

shortest paths, the minimum path weight is equal to
the sum of the weight to middle node k and one hop
weight from k to j.

Then, we conclude the following inference
θ(i, j) = sΦ−1

i,j = sΦi,j = sΦ+1
i,j = · · · (8)

In other words, the shortest path from i to j cannot
be longer than the shortest path traversing all nodes.
Once the shortest path is reached, the edges that it
passes the most cannot exceed Φ− 1.
Therefore, for the initial weight matrix ϵ = ϵi,j = S1,

we can correspondingly calculate the shortest matrix
sequence S1, S2, S3, · · · , SΦ−1 for any hop. For any S,
we have sli,j ∈ Sl. The matrix converges to SΦ−1, which
is the total weight of each sorest path. Regarding
how to calculate the weight sequence of the nexthop
based on the current weight sequence, we implement
it through the proposed algorithm here,

1: for i = 1 → n do
2: for j = 1 → n do
3: S’i,j = ∞
4: end for
5: for k = 1 → n do
6: S’i,j = min(S’i,j , Si,k + wk,j)
7: end for
8: end for
9: Return S’

Here is a nested algorithm when S1 is known, and
then S2 can be obtained. Finally, we can obtain SΦ−1

in turn. To speed up the calculation and facilitate
understanding, we adopted the calculation method
of matrix multiplication. Suppose A represents the
shortest path weight matrix of ϵ× ϵ, and B represents
the matrix of the edge set E, then we define the
shortest path multiplication matrix

C = A ·B (9)
And the elements inside are

cij = min{aik + bkj ; k ∈ Φ} if cij = ∞ (10)
Therefore, we can expand our shortest path matrix

edge by edge for the shortest weight. Among them, we
have

S1 = S0 · ϵ = ϵ

S2 = S1 · ϵ = ϵ2

S3 = S2 · ϵ = ϵ3

· · ·
SΦ−1 = SΦ−2 · ϵ = ϵΦ−1

(11)

Therefore, as long as the initial weight matrix is
determined, all the shortest weight paths can be
calculated within O(ϵ4) calculation complexity. Fig. 3
is an example to explain how the constructed directed
acyclic graph works.
Then, there must be 2[lg(Φ−1)] ≥ Φ− 1 such that

SΦ−1 = S2[lg(Φ−1)] = ϵ[lg(Φ−1)] · ϵ[lg(Φ−1)] (12)
Because the calculation time of each matrix of

lg(Φ− 1) is O(n3), the core calculation interval of this
method is within O(n3lg(n)). Since only the number
of fixed points in the graph is related to computa
tional complexity, generally small and mediumsized
IoT frameworks are sufficient to calculate an exact
minimum path within the expected time.
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Fig. 3. An example that explains how the constructed directed acyclic graph works. Here we use a shortest path matrix
calculation method to calculate the minimum weight cost.

V. Routing algorithm based on AIbased deep
learning model

In the previous section, we learn how to find the
shortest path node for a single task when a task is ini
tiated; that is, the smallest communication overhead.
Therefore, we calculate the optimal node in the entire
task processing process based on a simple greedy al
gorithm. Since a single task’s greedy algorithm cannot
achieve the global optimum, we use the LSTM neural
model to optimize the network traffic state. In the end,
we design an adaptive migration network solution.

A. Greedy Algorithm
From the above optimization goals, we can see that

to achieve the optimal global number of tasks; it
is to reduce the overhead as much as possible so
that other tasks have more available resources. Then,
when considering a single task, it is clear that the
recent overhead is relatively low. Then for any node
i and node j that can be used for processing tasks,
we implement the greedy algorithm of a single node
through Algorithm II:

1: Shortest = ∞;
2: for i = 1 → Φ do
3: for j = 1 → Φ do
4: if i ̸= j & Φj ≥ βi & θ(i, j) ≤ Shortest

then
5: Shortest = θ(i, j)
6: end if
7: end for
8: end for
9: Return S’

In short, Algorithm II traverses all nodes and find
the node that has enough resources; then the weight is
the lowest. However, this algorithm has two apparent
problems. First, the algorithm needs to traverse all
target nodes to check whether the node has enough
resources for competition. Second, it is impossible to
predict the possible network congestion, which may
lead to the imbalance of some local resources but fail
to achieve the global optimum.

B. Learning based Allocation Policy
Therefore, we need an overall resource optimization

solution based on the IoT framework. However, most

of the traditional solutions are based on the global
vision, assuming that all nodes know the optimal so
lution calculated under the global network condition.
The computational complexity is high and limited to
the optimal solution at the current moment. It creates
two problems separately: First, the computational
complexity is high and cannot be applied to all IoT
devices. This is also in contradiction with the logical
relationship of ’services that require computing ca
pacity’; Second, network congestion and queue delays
cause the current optimal solution not always to be
the optimal solution. Queuing and delays, service time,
etc., affect the overall trend of the network. Regarding
the above two problems, we develop LSTM based
neural networks to predict the IoT network’s state and
deploy policy on each node.
The advantage of this solution is that although the

neural network’s pretraining takes much, it can be
performed on the central control end (cloud server with
mighty computing power). Then the neural network
can be deployed on the terminal node. This can
effectively reduce the original terminal computational
complexity from O(Φ4) to a linear increase of O(V Φ),
assuming that V is the number of neurons. Next, we
consider which AI model could be adopted to predict
the network state and calculate the optimal target
node accordingly.

C. LSTMbased Prediction Model
Current, LSTM is a useful model for processing

time series numbers. Typical research areas include
speech recognition, video content, and traffic predic
tion. Mainly, the model is suitable for processing
two types of tasks: classification output and sequence
output. Classification output, such as judging various
actions of the subject through the accelerometer on
the mobile phone; Sequence output, for example, the
input is a question sentence, and the output is the
correct answer.
The output of the network state is a sequence

output. Thus we design the following structural model.
Inspired by CNN, the entire network’s sequence state
can also be seen as a time frame. The current state
will be used as the input on the left of Fig. 4. This
model contains the state of all nodes Φ and the state
of edge ϵ. It is sequentially inputted to the sequence
folding layer, convolution layer, and sequence expan
sion layer. Compared with ordinary LSTM, this design
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Fig. 4. The learning design of LSTM. The input contains the state of all nodes Φ and the state of edge ϵ . This data will then
be sequentially input to the sequence folding layer, convolution layer, and sequence expansion layer. Then the data is restored
to the vector sequence through the flat layer, and it is put into the classic LSTM layer for learning.

f g i o

Fig. 5. A CNN based LSTM learning Model. It contains the
forget gate (f), the input gate (i), candidate cells (g) and the
output gate (o).

considers the change of time on the output result and
considers the mutual influence between nodes. The
data is then restored to the vector sequence through
the flat layer, and it is put into the classic LSTM layer
for learning.
The computing and uploading of one task have

their logical sequence. Therefore, we train models
for different services separately. We also use random
length data to increase robustness. The most recent
data has a more significant influence on the forecast.
Therefore, in the specified truncation direction, we
adopt a strategy of truncating to the beginning. For
sequencetosequence networks, the information from
last timestamp is more important than the initial
stamp. The effect of truncating the beginning is
smaller than the right.
The classic LSTM structure for each output is shown

in Fig. 5 below. It contains the forget gate (f) used to
forget the previous influence, the input gate (i) and
candidate cells (g) used to calculate the influence of
the current input sequence, and the output gate (o)
used to calculate the hidden layer.
Correspondingly,

W = [Wi,Wf ,Wg,Wo]
′

R = [Ri, Rf , Rg, Ro]
′

b = [bi, bf , bg, b3]
′

(13)

The ct used to convey the cell state

ct = ft
⊙

ct−1 + it
⊙

gt (14)

And hidden layer state

ht = ot
⊙

σc(ct) (15)

where
⊙

represents a simple Hadamard product. Like
natural language processing, if the input is a series of
states, we hope the system reads the states’ connection
and analyzes a solution for us. Then, we design the
expression of the network output as a matrix Q, and

each element qij represents the actual score of any
node from i to j.

Q = {q(1,1), q(1,2), · · · , q(i,j), · · · , q(j,j)} (16)

Then, for any q(i,j), we have

q(i,j) =
1

ci,j
if Φj ≥ βi & βi ≤ si,j (17)

In short, when the remaining resource is available,
the reward q to the remaining destination is equal
to the inverse of the occupied bandwidth resources.
If the system can’t find a suitable destination, the
system outputs a negative award, which means unable
to complete the task.
Since the network’s output is suitable for all static

nodes, a preference result can be obtained for batch
distribution tasks. The system then updates the net
work with newly allocated resources and calculates
the preference for the remaining resource. The fol
lowing is a corresponding LSTMbased resource allo
cation strategy update algorithm. After the training
is completed, batch task resources can be allocated
for the nodes according to the system capacity. The
distribution ratio γ here is inversely related to the
number of calculations and allocation efficiency. For
such a tradeoff, finetuning can be made according to
the actual situation of network dynamics.

1: Set = Φ · γ;
2: for i = 1 → fix(1/γ) do
3: PredOutput = Predict(net, State)
4: TempPolicy = Sort(PredOutput, Set)
5: Policy → Policy + TempPolicy
6: TempPolicy = 0
7: end for

After that, the network status is continuously up
dated according to the actual situation time frame T
until the final input result.

VI. Simulations
Next, we verify our ideas through experiments.

First, the experimental environment is an ordinary
desktop computer equipped with NVIDIA 2070 GPU,
i79700K CPU, and 16G memory. When building
the mathematical model, we consider dynamic IoT
framework scenarios. As time changes, the number
of tasks and the number of nodes that can provide
services also change. At the same time, we introduce
a general greedy algorithm for comparison.
Fig. 6 is the convergence curve of the LSTMbased

training model. We set 100 nodes and use various
parameters to test the AI model, such as input, waiting
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Fig. 4. The learning design of LSTM. The input contains the state of all nodes Φ and the state of edge ϵ . This data will then
be sequentially input to the sequence folding layer, convolution layer, and sequence expansion layer. Then the data is restored
to the vector sequence through the flat layer, and it is put into the classic LSTM layer for learning.

f g i o

Fig. 5. A CNN based LSTM learning Model. It contains the
forget gate (f), the input gate (i), candidate cells (g) and the
output gate (o).

considers the change of time on the output result and
considers the mutual influence between nodes. The
data is then restored to the vector sequence through
the flat layer, and it is put into the classic LSTM layer
for learning.
The computing and uploading of one task have

their logical sequence. Therefore, we train models
for different services separately. We also use random
length data to increase robustness. The most recent
data has a more significant influence on the forecast.
Therefore, in the specified truncation direction, we
adopt a strategy of truncating to the beginning. For
sequencetosequence networks, the information from
last timestamp is more important than the initial
stamp. The effect of truncating the beginning is
smaller than the right.
The classic LSTM structure for each output is shown

in Fig. 5 below. It contains the forget gate (f) used to
forget the previous influence, the input gate (i) and
candidate cells (g) used to calculate the influence of
the current input sequence, and the output gate (o)
used to calculate the hidden layer.
Correspondingly,

W = [Wi,Wf ,Wg,Wo]
′

R = [Ri, Rf , Rg, Ro]
′

b = [bi, bf , bg, b3]
′

(13)

The ct used to convey the cell state

ct = ft
⊙

ct−1 + it
⊙

gt (14)

And hidden layer state

ht = ot
⊙

σc(ct) (15)

where
⊙

represents a simple Hadamard product. Like
natural language processing, if the input is a series of
states, we hope the system reads the states’ connection
and analyzes a solution for us. Then, we design the
expression of the network output as a matrix Q, and

each element qij represents the actual score of any
node from i to j.

Q = {q(1,1), q(1,2), · · · , q(i,j), · · · , q(j,j)} (16)

Then, for any q(i,j), we have

q(i,j) =
1

ci,j
if Φj ≥ βi & βi ≤ si,j (17)

In short, when the remaining resource is available,
the reward q to the remaining destination is equal
to the inverse of the occupied bandwidth resources.
If the system can’t find a suitable destination, the
system outputs a negative award, which means unable
to complete the task.
Since the network’s output is suitable for all static

nodes, a preference result can be obtained for batch
distribution tasks. The system then updates the net
work with newly allocated resources and calculates
the preference for the remaining resource. The fol
lowing is a corresponding LSTMbased resource allo
cation strategy update algorithm. After the training
is completed, batch task resources can be allocated
for the nodes according to the system capacity. The
distribution ratio γ here is inversely related to the
number of calculations and allocation efficiency. For
such a tradeoff, finetuning can be made according to
the actual situation of network dynamics.

1: Set = Φ · γ;
2: for i = 1 → fix(1/γ) do
3: PredOutput = Predict(net, State)
4: TempPolicy = Sort(PredOutput, Set)
5: Policy → Policy + TempPolicy
6: TempPolicy = 0
7: end for

After that, the network status is continuously up
dated according to the actual situation time frame T
until the final input result.

VI. Simulations
Next, we verify our ideas through experiments.

First, the experimental environment is an ordinary
desktop computer equipped with NVIDIA 2070 GPU,
i79700K CPU, and 16G memory. When building
the mathematical model, we consider dynamic IoT
framework scenarios. As time changes, the number
of tasks and the number of nodes that can provide
services also change. At the same time, we introduce
a general greedy algorithm for comparison.
Fig. 6 is the convergence curve of the LSTMbased

training model. We set 100 nodes and use various
parameters to test the AI model, such as input, waiting
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Fig. 6. The training convergence curve of the LSTMbased prediction model, which include Loss and RMSE.

Fig. 7. An resource allocation optimization result within time frame T .

queue, processing capacity, scheduled tasks, etc. The
output is the actual score corresponding to each node.
When training the model parameters, we find that
less than 1000 neurons lead to lower accuracy, while
more than 10000 nodes are more consistent with the
computing platform, prone to overfitting. Through
GPU training, it is found that as shown in Figure 8, a
stable fitting state can be entered after 300 iterations.
The RMSE is also kept at a low level. Since this
paper does not discuss the entire system’s steady
state, the numerical data is not normalized. After the
initial verification of the theory this time, a larger
scale and more stable system model training could be
considered.
Fig. 7 is an actual optimization experiment. Among

them, the trough of the curve is the response that the
system can provide fewer service nodes. Correspond
ingly, the peak corresponds to higher system output. It
simulates the comparison of IoT devices’ service capa
bilities caused by turning on and off over time. Among
them, in the orange line, we use the standard greedy
algorithm. Under the same conditions, the purple line
is the result of using the LSTM training model. The

Yaxis represents the actual reward scores (usually
higher means more tasks have been processed, here
refers to the number of successful tasks). Through the
curve, we can find that when the learning experience
is insufficient at the beginning, the greedy algorithm
can effectively use the entire idle system in processing.
However, as time changes, the LSTM neural model
with learning ability can better adapt to dynamic
changes. The other two are the changing curves when
there is more task requirement. Among them, blue
represents the system is saturated, so the fluctuation
of the number of tasks completed is not so obvious.

VII. conclusion
There are always many challenges in how to use

neural networks in the field of network resource
allocation. In this regard, this paper uses the LSTM
neural network to predict and transforms the original
algorithm with high computational complexity into a
relatively accurate and straightforward recommenda
tion algorithm. At first, we discuss how to use the
shortest route matrix to build a routing list. Then,
we design the LSTM neural network to calculate the
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routing allocation strategy and obtain the optimized
final solution. Finally, we experimentally simulate the
entire training process and resource allocation process
of the LSTM and prove that the algorithm we proposed
can be optimized corresponding to network resources
changes.
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final solution. Finally, we experimentally simulate the
entire training process and resource allocation process
of the LSTM and prove that the algorithm we proposed
can be optimized corresponding to network resources
changes.
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OmniLupe: A focus-and-context view mixing omnidirectional and 
detailed 2D images 
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解像度の異なるカメラの組み合わせによる全天球カメラ映像の拡張 
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Abstract 
In this paper, we present OmniLupe, an omnidirectional camera that provides a unique view mixing omnidirectional and detailed 
2D images. Generally, omnidirectional content is generated by enlarging a single 2D image with a fisheye lens. Although the 
enlarged content affords users views from multiple angles, because the resolution decreases when users focus on part of the content, 
retrieving detailed visual information about other objects or texts in the view remains challenging. Therefore, we have combined a 
low-resolution omnidirectional image with a high-resolution 2D image by connecting two devices: an omnidirectional camera and 
a smartphone.  
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1 Introduction 
The development of omnidirectional cameras allows 

users to enjoy omnidirectional video content, which, 
unlike traditional 2D video content, affords views from 
multiple angles. By wearing a head-mounted display 
(HMD), users of such devices can view content more 
intuitively simply by shifting the direction of their 
heads and, in turn, experience a greater sense of 
immersion in the content. Some omnidirectional 
camera systems even enable users to share 
omnidirectional content over the Internet, which 
allows multiple users to view the same content at once. 
Not only have mobile omnidirectional cameras 
recently become increasingly popular, but the products 
of omnidirectional cameras have enjoyed increasing 
use as well. However, despite all of those developments, 
the resolution of omnidirectional contents captured by 
mobile devices remains limited. 

Generally, omnidirectional camera systems provide 
omnidirectional content by enlarging a single 2D 
image with a fisheye lens. Such systems offer many 
opportunities to view omnidirectional content in detail 
while browsing content such can text can be read or 
similar objects (e.g., buildings and animals) compared. 
Although the systems enable users to view content 

from multiple angles, the resolution is low, especially 
for HMD wearers, which makes it challenging to 
retrieve detailed visual information about objects in 
focus. 
 

 
Figure 1. OmniLupe overview: OmniLupe provides a unique 

view mixing omnidirectional and detailed 2D images to 

achieve a focus-and-context view 

 
Of course, a simple solution to capture high-

resolution content is to use a high-resolution camera. 
However, video from such cameras burden networks 
with high loads when people share the content, and 
people do not necessarily want to see all information 
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available in omnidirectional content in the first place. 
Indeed, users generally focus on a few points or limited 
areas in images and shift focus from one to the next, in 
a way similar with omnidirectional images. At the 
same time, it is essential to provide detailed visual 
information depending on the viewer’s focus of 
attention. 

To generate omnidirectional content, we think that 
designing the user interface is pivotal. Some systems 
have introduced unique cameras that contain many 
complementary metal oxide semiconductor (CMOS) 
cameras, which allow the system to provide unique 
views. However, those cameras are mostly prototypes, 
which differ entirely from product cameras. Generally, 
the prototypes are designed for limited cases, so novice 
users cannot fix or manipulate the system such as 
setting up the system or charging the battery in order 
to use the camera casually. 

In response, we developed OmniLupe, an 
omnidirectional camera that affords users a unique 
view blending an omnidirectional and detailed look 
from the same viewpoint (Fig. 1). The system first 
establishes an omnidirectional image that allows users 
to browse the rough image. Next, the system sets a 2D 
image in the omnidirectional image that enables users 
to view detailed information therein. As a result, with 
both rough omnidirectional and detailed 2D images, a 
focus-and-context view is realized. To indicate the 
contrast between the two images, the system places a 
green rectangular wireframe around the 2D image. 

OmniLupe combines two product devices—a mobile 
omnidirectional camera and a smartphone—to create 
a mixed view. First, because a smartphone is a useful 
device providing a simple user interface and used to 
capture 2D images or movies, users are usually 
familiar with manipulating the device and the kinds of 
content that it can capture. Second, because an 
omnidirectional camera for consumers, or “product 
camera,” provides a simple user interface as well, we 
integrated the two devices to realize our system. 

We also prepared two original applications. One is a 
client application that works in an omnidirectional 
camera and smartphone; the other is a web application 
for browsing that enables users to view content on a 
PC, tablet, or HMD via a web browser. All devices used 
in our system communicate over a streaming server. 
The system is simple enough for use not only by 

novices but also for a range of applications, including 
ones in communication and entertainment. 

2 OmniLupe 
In this section, we discuss OmniLupe’s focus on 

interaction and implementation. Each device in the 
system contains a Wi-Fi module and communicates 
with a streaming server that treats communication 
and video-streaming information over a network. 
OmniLupe mixes two different images—
omnidirectional and 2D images—and a green 
rectangular wireframe borders the 2D image. 

 

 
Figure 2. System overview: OmniLupe uses both an 
omnidirectional camera and a smartphone.  

 
2.1 Interaction 

We designed a simple configuration and interaction 
by using two product devices, because one of 
OmniLupe’s targets is novice users. Both devices 
used—an omnidirectional camera and a smartphone—
provide a camera function with a different resolution. 
The resolution of the omnidirectional camera was 
1,920 × 960 pixels whereas that of the smartphone 
camera was 1,920 × 1,080 pixels. Our system provides 
two modes, because smartphones generally have two 
cameras: one on the front, the other on the back. 
Figure 2 provides some simple examples of images 
captured by two cameras on a smartphone. Figure 2 
(top) shows a floor scene by using the back camera, 
such that a user can see both detailed and rough 
information. Figure 2 (bottom) shows a man who uses 
OmniLupe to capture a hallway by using the front-
facing camera so that he can see both the front- and 
back-facing information. 
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two modes, because smartphones generally have two 
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Figure 2 provides some simple examples of images 
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Figure 3. OmniLupe images: Images with OmniLupe (2, 4) are 

more explicit than typical omnidirectional images (1, 3). 

 
2.2 Calibration 

To initiate OmniLupe, a user first sets up the 
system’s hardware—that is, an omnidirectional 
camera and a smartphone. In our current prototype, 
we have connected two devices with a rubber band by 
taking each lens position into consideration. We 
installed an original application in each device to 
communicate with a streaming server, such that the 
application automatically sends the video data to the 
server when the device connects to a network. Next, 
the user launches a web application provided by the 
streaming server and manually calibrates both 
cameras by manipulating the application with a 
joystick and keyboardExample of a view in OmniLupe  

In what follows, we present some examples of our 
approach, with special focus on how OmniLupe works. 
Figure 3 (1) and 3 (3) depict typical omnidirectional 
images, whereas Figure 3 (2) and 3 (4) show those 
images enhanced by our approach. As a comparison of 
Figure 3 (1) and 3 (2) reveals, the building in 
OmniLupe is sharper than it would be otherwise. A 
comparison of Figure 3 (3) and (4) also reveals how text 
in our approach is more legible. The text in OmniLupe 
can be easily read. 

3 Discussion 
In this section, we discuss our approach for 

OmniLupe based on the reactions and comments from 
guest users who experimented with our prototype 
system. 
3.1 User Interface 

We used two product devices to realize OmniLupe 
and connected them with a rubber band. An advantage 
of our setup is that people can manipulate the devices 
easily—for example, charge each device when the 
battery is low. Because most of the original devices 

introduced here are tentative, the design of the product 
devices is more robust than the original devices. 
Smartphones are especially one of the most user-
friendly devices. Beyond that, we can anticipate that 
the technology of both cameras and smartphones has 
continued to develop. Considering all of the above, we 
simply combined an omnidirectional product camera 
with a smartphone. Although our implementation is 
admittedly simple, we could implement a higher-
quality camera and smartphone in it as desired. 

Most guest users readily used our green wireframe 
to surround high-resolution 2D images. In our former 
implementation, we did not use a green wireframe, 
which represents a 2D image so a mixed area between 
the images was distorted. Some users commented that 
the distortion was annoying while browsing an 
omnidirectional scene. Some added that our 
calibration process between the omnidirectional and 
smartphone cameras was difficult. By adding the 
green wireframe, we succeeded in providing a bright 
contrast between the images. From simple 
comparisons with and without a 2D image (Fig. 4), we 
found that our approach was useful for viewing a focal 
area of video content in detail, even to the point of 
seeing a building’s structure and text rather sharply. 
Those elements were unclear, however, when only an 
omnidirectional camera was used. 
3.2 Related Works 

Our approach combining two product cameras is so 
simple that a wide variety of applications are possible. 
As an example, we applied our approach for online 
communication; Figure 8 shows an instance of network 
communication with our unique view. In that case, a 
local participant wore an HMD and used a PC as a 
capture device, while a remote participant held our 
system in hand. Because the smartphone used had two 
cameras—one on the front, another on the back—the 
remote participant used both cameras. The camera on 
the back captured the direction in which the remote 
user moved, while the front-facing camera captured 
the user. The smartphone also displayed the local 
participant’s face captured by the PC, and the local 
participant could see the content created by our system. 

Omnidirectional videos have outstanding potential 
in their application. Teo et al. [1] introduced a mixed-
reality remote collaboration combining 360° video and 
3D recognition, while HindSight [2] reportedly uses a 
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neural network to detect objects from live 360° videos. 
Group meeting applications with omnidirectional 
streaming have also been described. Rui et al. [3], for 
example, reported a capturing system with an 
omnidirectional camera. For omnidirectional 
streaming, web technologies have of course been useful 
as well. Quax et al. [4] introduced a solution that 
enables the delivery of original digital video content 
through well-supported codec and container formats to 
large audiences. Beyond that, Chen et al. [5] designed 
a stitching algorithm for tile-based live 360° video 
streaming. Omnidirectional videos have also been 
useful for learning foreign languages [6]. In 
omnidirectional video content, ways of treating audio 
to provide immersive experiences within 360° content 
are additionally important [7, 8]. 

4 Conclusion 
Herein, we have described OmniLupe, a unique 

focus-and-context system whose views mix 
omnidirectional and detailed 2D images. In the system, 
the omnidirectional image works to recognize the 
entire space, while the 2D image works to present the 
focal area in detail. We also discussed OmniLupe’s 
design and implementation as well as how to use the 
system. After further developing OmniLupe to provide 
more productive interactions, we plan to evaluate our 
system in practical user tests. 
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サービスロボット向けの振りの実装と収集・体系化の検討 
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An Implementation and a collection/systematization of the choreography for 
service robots 
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Abstract 
 Service robots that operate there are required to coexist and have an affinity with people, and 
it is an important requirement to be able to attract people with attractiveness and exchange messages 
with people. Therefore, we are conducting research on the physicality of robots and high-quality 
choreography with reference to Joruri Puppet Theater, one of traditional Japanese folk performing arts. 
In this paper, we will show our service robot OSONO, which was well received at the International 
Robot Exhibition 2019, and its choreography. Also we propose the method to collect Joruri Puppets' 
choreography in wider range and discuss the knowledge for its systematization. 
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4.2.6 多様な振りの獲得方法の展開 

 

 評価と考察 
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5.1 展示会での評価 

2019 10
3 4 OSONO

Table 1 Evaluation result by simulation 

Test case A B C D 

(1) No discomfort in 
the choreography 

2.5 2.5 2.8 2.9 

(2) Big 
choreography 

2.6 2.6 2.8 2.6 

(3) Choreography is 

clear 
2.4 2.4 2.9 2.8 

(4) Choreography 
quality 

2.5 2.5 2.8 2.2 

Average 2.5  2.5  2.8  2.8   

A, B, C, D: see descriptions in 4. 
 

Table 2 Evaluation result by actual robot 

Test Case B C D 

(1) No discomfort 

in the choreography 

2.8 2.9 2.7 

(3) Choreography is 
easy to understand 

2.5 2.5 2.7 

(5) Attractive 2.1 2.1 2.3 
Average 2.5 2.5 2.6 

Test case symbols are the same as in Table 1.  

 
Table 3 Evaluation result for the motions 

(6) Eye blinking effective? 1.8 
(7) Opening/closing the mouth? 2.3 
(8) Fine head nodding effective? 2.2 
(9) Distinguish easily choreography? 2.2 
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人間の意思決定過程における態度変容に関する一考察 

－態度変容を促す特殊詐欺対策の試案－ 
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Abstract 

In recent years, the number of cases of special fraud in Japan has been increasing and has become a 
social issue. Special fraud is the general term for crimes of obtaining money, etc. By the means of 
transfer of money to a deposit account, or any other method, using a telephone or other communication 
means. Many people still have been deceived easily. I examined how people become victims of special 
fraud. Therefore, in this paper, we analyzed the attitude change of victims from actual examples. Then, 
we analyze, our scope is kind of decision making process could prevent special fraud.  
 
Keywords: special fraud, decision making process, attitude change, dual process theory, user interface 

________________________ 
Received on October 4, 2020 
* 東京都立産業技術大学院大学，Advanced Institute of Industrial Technology 
註：本紀要論文は，International Congress on Advanced Applied Informatics (AAI 2020)で採択された論文を一部改変したもの． 

1 はじめに 

近年，日本は 2008 年の 1 億 2,808 万人を境に総人口は

減少している[1]．また，2018 年には総人口に占める高齢者

(65 歳以上)の割合は 28.1%となっている[2]． 
そのような社会情勢の中で，オレオレ詐欺，架空料金請求

詐欺，還付金詐欺といった様々な詐欺の被害者となる高齢

者の割合も高くなっている．特殊詐欺とは，このような様々な

詐欺をまとめた総称で，特に面識のない不特定の対象者に

対して，親族等を装い，電話，またはその他の通信手段を用

いて，預金口座への振込み,キャッシュカードの詐取，または

その他の方法により，現金等をだまし取る犯罪の総称のこと

である． 
2019 年のデータによると，特殊詐欺の被害額は全体で約

302 億円，認知件数は 16,836 件となっていて，そのなかで

高齢者が全体に占める割合は 83.7%となっており，特に，高

齢者が被害に遭う率が高い.特殊詐欺の認知件数に占める

高齢者の割合の経年変化を図 1 に示す[3]． 
特殊詐欺の発生件数は 2017 年以降，被害額については，

2014 年以降減少傾向であるが，未だ特殊詐欺被害は無く

ならず，被害防止の対策が課題となっている．特殊詐欺の認

知件数と被害額の経年変化を図 2，図 3 に示す[3]． 
 

 

 
図 1: 認知件数に占める高齢者の割合の経年変化 

 

 
図 2: 特殊詐欺の認知件数の経年変化 
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特殊詐欺の一つであるオレオレ詐欺の一例としては，犯

人は，被害者に電話をかけ「オレだけど･･･」などと言い，電

話を受けた被害者自らが「○○かい？」などと息子，または

孫などの名前を聞き返し，以降，犯人はその息子，または孫

などになりすます．そして「携帯電話を落としたので，新しい

電話番号を教える」「カゼを引いて，のどの調子が悪い」など

と，家族の元々の連絡先とは異なる連絡先を伝えたり，声の

違いなどを不自然に思われないように，カゼをひいているふ

りをしたりする．その後，日をおいて再度被害者に電話をか

け「○○だけど･･･」と，以前，被害者から聞き出した，息子，

または孫などの名前を名乗ってなりすまし「株に手を出して

大損してしまい，会社の金を使い込んでしまった」「今日中に

●●万円を返さないと，会計監査が入ってクビになってしまう」

などと，今すぐお金が必要だという話を切り出す．被害者は，

実の息子や孫が大変な状態になっていると信じ込んでしま

い，犯人の言うままにお金を振り込んだり，送ったりして，だま

し取られてしまう[4]．シチュエーションは様々であるが，被害

者の身近な人，警察官，または銀行協会職員等になりすま

す点と，緊急を要する案件であることを伝える点は，特殊詐

欺に共通している点である． 
このような特殊詐欺対策として，警察庁，全国銀行協会，

各金融機関は，特設ページを設け，事例や対策を記載して

いる．また，各金融機関，コンビニエンスストアに設置されて

いる ATM(Automatic Teller Machine，以下 ATM と呼ぶ)
には，特殊詐欺に注意を促すポスターを掲示し，ATM の操

作中画面には注意喚起用の画面を表示し，関係機関は協

力して対策を行っている．被害者も，日頃から特殊詐欺の情

報に触れ，気を配っていたにも関わらず，被害に遭ってしま

っており，特殊詐欺の被害者は減少しない． 
なぜ人間は，特殊詐欺の被害に遭ってしまうのか． 
心理学の分野で，外的な要因によって態度が変化するこ

とを態度変容と呼んでいるが，態度変容について説明する

理論のひとつに，二重過程理論をもとにしたモデルがある．

二重過程理論とは，人間には二つの情報処理様式があると

仮定する理論のことで，一般的に直感型の情報処理様式を

システム１，熟慮型の情報処理様式をシステム２と呼ぶ[5]．
二重過程理論のうち 2 つの代表的なモデルである，Petty と

Cacioppo の 精 緻 化 見 込 み モ デ ル (Elaboration 
Likelihood Model,以下 ELM と呼ぶ)及び Chaiken のヒュ

ーリスティック－システマティック・モデル (Heuristic-
Systematic Model,以下 HSM と呼ぶ)では，動機があり，認

知処理能力が十分ある場合は，熟慮型の情報処理を行うと

し，逆にそういった状況に無い場合，直感型の情報処理を行

うと述べている． 
本稿では，この二つのモデルをもとに，特殊詐欺の被害者

の行動について，事例を通して分析を行う．そして，被害者

がなぜそのような行動をとってしまうのかということを考察する．

加えて，如何にすればこの特殊詐欺の被害から脱却できる

かの検討を行う．この検討結果を踏まえて，特に金融機関に

おける窓口や ATM を利用し発生する特殊詐欺被害を対象

に，その防止に向けた ICT を活用した施策の提案を行う． 
 

2 態度変容に関する 2 つのモデル 

態度変容とは，「ある問題（テーマ）に対する受け手の態度

を変えさせること」を意味する，行動心理学や社会心理学で

用いられる用語である．態度変容について説明する理論の

ひとつの二重過程理論から，代表的な 2 つのモデルについ

て説明する[6]． 
2.1 Petty と Cacioppo の精緻化見込みモデル(ELM) 

人間の態度変容を説明するモデルとして代表的なモデル

に，Petty と Cacioppo の精緻化見込みモデルがある[7]．以
下に ELM のフローチャートを図 4 に示す． 

ELM では，システム１にあたる処理を周辺ルート，システ

ム２にあたる処理を中心ルートとしている．中心ルートは，説

得メッセージを精緻に吟味して判断するプロセスである．周

辺ルートは，説得メッセージの与え手の信憑性，または魅力

性など，説得メッセージの内容以外の周辺的情報によって

判断するプロセスである[6]． 
ELM では，人間が中心ルートで処理を行うのは，説得メッ

セージに対して，それを受け入れる動機があるか，または，

そのメッセージを処理するだけの時間的・精神的余裕といっ

た認知処理能力が十分あるときと述べている．一方，メッセ

ージを処理する動機，または認知処理能力に余裕が無い場

合，あるいは，両方とも欠けている場合には，メッセージの受

け手は，周辺ルートで処理を行うと述べている． 
さらに，メッセージを検討する動機があり，認知処理能力

に余裕があるときの処理過程である中心ルートで決めた態度

は，持続しやすいとされている．逆に，周辺ルートで決めた

態度は変化しやすい．また，周辺ルートで決めた態度は，再

考を促す何らかの要因があれば，中心ルートによる情報の

再処理が行われる．  
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図 4: ELM のフローチャート 

（[7]をもとに筆者作成） 
2.2 Chaiken のヒューリスティック－システマティック・モデル

(HSM) 

ELM と同時期に提唱されたのが，Chaiken のヒューリス

ティック－システマティック・モデルである [8]．HSM も ELM
と同様に，説得メッセージの処理を二つの処理に分けて考え

ている．HSM では，システム１にあたる処理はヒューリスティ

ック処理と呼び，システム２にあたる処理をシステマティック処

理と呼んでいる． 
HSM では，人間は正しい態度でいること，正しい結論を

導き出したいと考えていると動機づけられており，説得メッセ

ージが正しいかどうかを判断するモデルである．また，説得メ

ッセージについて，自分にとって関心が高く，認知処理能力

がある場合は，システマティック処理が行われ，どちらか一方

でも欠如している場合には，ヒューリスティック処理が行われ

る．以下に HSM のフローチャートを図 5 に示す． 
ヒューリスティック処理は，システマティック処理に比べて限
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かかってきた．「キャッシュカードを作り替える必要がある．」

「手続きのために今から銀行協会の者を行かせる．」等と言

い，「手続きを早急に行うために暗証番号を教えて欲しい．」

と暗証番号を聞いてきた．また，「銀行協会の職員が伺った

際には，身分証明証の確認を必ず行ってください．」と言っ

てきたので，すっかり安心していた．電話が切れた後，銀行

協会職員を装った男が自宅を訪ねてきた．警察官を名乗っ

た男が電話で説明したとおり，身分証明証（偽造されたもの）

を確認した．銀行協会職員を名乗る者に，「警察の依頼でキ

ャッシュカードを受取りに来ました．手続き終了後，新しいキ

ャッシュカードをお届けします．」と言われたために，すっかり

信じ込んでしまい，暗証番号を教え，キャッシュカードを渡し

たところ，預金 200 万円が引き出されてしまった[10]． 
【事例 3】(60 代 女性) 

息子を装った者から「知人女性を妊娠させてしまい，慰謝

料が必要」と電話がかかってきた．女性は息子からの電話で

あると信じ込み，金融機関の窓口で 400 万円の振り込みを

依頼した．その際，窓口担当者から「送金目的」と「送金先と

の関係」を尋ねられたが，犯人から事前に，『窓口で送金理

由を聞かれたら，「自動車代金の支払いのため」，「送金先口

座は息子の友人」と回答するように』と指示されていたため，

そのとおり窓口担当者に伝えた． 
それを聞いた窓口担当者は，自動車代金の支払いとして

は不自然であると思い，再度，女性に確認したが，犯人から

催促の電話がかかり，女性は焦っており，「とにかく早く振り

込んで欲しい」と完全に信じ込んでいる様子だった．そこで

窓口担当者は上司と相談し，別のカウンターへ案内．さらに

詳しく話を聞くとともに，「特殊詐欺ではないか」と繰り返し説

得するも，送金の意思は変わらなかったが，通報で駆けつけ

た警察官に説得されたことで冷静になり，女性はようやく特

殊詐欺であると気付き，送金を取りやめた[10]． 
【事例 4】(80 代 女性) 

自宅に息子を名乗る電話があった． 
「会社で事件を起こして上司からお金を借りた．代わりに

返済してほしい．」と頼まれた．後刻，上司を名乗る男性から

電話があった．「息子さんから聞いていると思うが，100 万円

を返済してほしい．新型コロナウイルスの騒ぎでこちらもお金

に困っている．すぐに返してほしい．」と言われた．指示通り

に約 100 万円の現金を用意した．自宅で引渡すつもりだっ

たが，再度上司から電話があった． 
「自身は所用で行けなくなった．代わりに別の人が伺うの

で，自宅ではなく別の場所で引き渡してほしい」と言われた．

返済するのであれば上司本人に手渡したいと伝えたが聞き

入れられなかった．不審に思いながらも指定された場所に行

き，若い男性に現金を手渡した．後刻，上司から電話があり，

「約 100 万円は確かに受け取った．本日の夕方に領収書を

届ける」と言われたが，来なかった[11]． 

【事例 5】(50 代 男性) 
携帯電話に若い男性から電話があった．「新型コロナウイ

ルスの件で国から一律に 10 万円を給付することになったが，

より早く手元に届けるために申請代行をする．マイナンバー

カードなら１週間以内に確実に振り込まれる．5 月中旬まで

に 10 万円が入金される．通常マイナンバーカードを作るの

には 1 カ月かかり，そうなると 10 万円をもらえなくなるかもし

れない．マイナンバーカードの取得率が低いので，その手伝

いをする．私もボランティアではないので申請手続きに 2，3
万円の手数料はかかるが家に居ながらにして 10 万円がもら

える」と言われた．相手の名前を尋ねると「立ち上げたばかり

なので正式名称がついていない」と言った．詐欺だと思い電

話を切った[12]． 
 

4 事例を踏まえた態度変容に関する考察 

前項から，特殊詐欺に遭う被害者においては，認知処理

能力が十分にない状況に追いやられ，直感型の情報処理を

行うこととなり，熟慮型の情報処理を行うことができなくなって

いる傾向があることが行動事例から読み取れる．このような行

動をとる背景を，前掲の態度変容に関する 2 つのモデルをも

とに分析・考察を行う． 
事例 1 では，被害者は，「お金を振り込んでほしい」という

説得メッセージを犯人から電話で受け取った．その際，犯人

は「株を買うのに借金をした」「今日中に返金しないと大変な

ことになる」等の情報も被害者に与え，メッセージを処理する

だけの処理能力や時間的余裕を無くさせ，結果，被害者は，

犯人に現金を振りこんでしまっている．これは，時間的余裕

を無くしたことによって認知処理能力を失っている状態であ

る．特殊詐欺の被害者は，周辺ルート，またはヒューリスティ

ック処理によって，態度変容してしまったと考えることができる． 
事例 2 では，警察官を装った犯人は「特殊詐欺の犯人を

逮捕したところ，あなたの口座が犯罪に使われていた．早く

手続きしないと口座が凍結され，預貯金を下ろせなくなって

しまう．」と被害者に伝え，早く手続きをするよう促し，時間的

余裕を無くさせている．結果，周辺ルート，またはヒューリステ

ィック処理によって，態度変容してしまったと考えることができ

る．このことを明らかにすることとして，Chaiken は説得テー

マに対する受け手の自我関与度と与え手の好感度について

実験を行っている．実験の結果，自我関与度が低い場合(ヒ
ューリスティック処理)，説得メッセージの論拠数にはあまり影

響されず，与え手の好感度が高い場合に説得メッセージに

賛成していたことがわかったと述べている．[9]今回の事例で

も，被害者は警察官からのメッセージと信じ込み，結果，犯

人にキャッシュカードを渡してしまい，預金を引き出されてし

まっている．Chaiken の実験結果は，この事例の結果をよく

あらわしていると言えよう． 
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かかってきた．「キャッシュカードを作り替える必要がある．」

「手続きのために今から銀行協会の者を行かせる．」等と言

い，「手続きを早急に行うために暗証番号を教えて欲しい．」
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協会職員を装った男が自宅を訪ねてきた．警察官を名乗っ

た男が電話で説明したとおり，身分証明証（偽造されたもの）

を確認した．銀行協会職員を名乗る者に，「警察の依頼でキ

ャッシュカードを受取りに来ました．手続き終了後，新しいキ

ャッシュカードをお届けします．」と言われたために，すっかり

信じ込んでしまい，暗証番号を教え，キャッシュカードを渡し

たところ，預金 200 万円が引き出されてしまった[10]． 
【事例 3】(60 代 女性) 

息子を装った者から「知人女性を妊娠させてしまい，慰謝

料が必要」と電話がかかってきた．女性は息子からの電話で

あると信じ込み，金融機関の窓口で 400 万円の振り込みを

依頼した．その際，窓口担当者から「送金目的」と「送金先と

の関係」を尋ねられたが，犯人から事前に，『窓口で送金理

由を聞かれたら，「自動車代金の支払いのため」，「送金先口

座は息子の友人」と回答するように』と指示されていたため，

そのとおり窓口担当者に伝えた． 
それを聞いた窓口担当者は，自動車代金の支払いとして

は不自然であると思い，再度，女性に確認したが，犯人から

催促の電話がかかり，女性は焦っており，「とにかく早く振り

込んで欲しい」と完全に信じ込んでいる様子だった．そこで

窓口担当者は上司と相談し，別のカウンターへ案内．さらに

詳しく話を聞くとともに，「特殊詐欺ではないか」と繰り返し説

得するも，送金の意思は変わらなかったが，通報で駆けつけ

た警察官に説得されたことで冷静になり，女性はようやく特

殊詐欺であると気付き，送金を取りやめた[10]． 
【事例 4】(80 代 女性) 

自宅に息子を名乗る電話があった． 
「会社で事件を起こして上司からお金を借りた．代わりに

返済してほしい．」と頼まれた．後刻，上司を名乗る男性から
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を返済してほしい．新型コロナウイルスの騒ぎでこちらもお金

に困っている．すぐに返してほしい．」と言われた．指示通り

に約 100 万円の現金を用意した．自宅で引渡すつもりだっ

たが，再度上司から電話があった． 
「自身は所用で行けなくなった．代わりに別の人が伺うの

で，自宅ではなく別の場所で引き渡してほしい」と言われた．

返済するのであれば上司本人に手渡したいと伝えたが聞き

入れられなかった．不審に思いながらも指定された場所に行

き，若い男性に現金を手渡した．後刻，上司から電話があり，

「約 100 万円は確かに受け取った．本日の夕方に領収書を

届ける」と言われたが，来なかった[11]． 

【事例 5】(50 代 男性) 
携帯電話に若い男性から電話があった．「新型コロナウイ

ルスの件で国から一律に 10 万円を給付することになったが，

より早く手元に届けるために申請代行をする．マイナンバー

カードなら１週間以内に確実に振り込まれる．5 月中旬まで

に 10 万円が入金される．通常マイナンバーカードを作るの

には 1 カ月かかり，そうなると 10 万円をもらえなくなるかもし

れない．マイナンバーカードの取得率が低いので，その手伝

いをする．私もボランティアではないので申請手続きに 2，3
万円の手数料はかかるが家に居ながらにして 10 万円がもら

える」と言われた．相手の名前を尋ねると「立ち上げたばかり

なので正式名称がついていない」と言った．詐欺だと思い電

話を切った[12]． 
 

4 事例を踏まえた態度変容に関する考察 

前項から，特殊詐欺に遭う被害者においては，認知処理

能力が十分にない状況に追いやられ，直感型の情報処理を

行うこととなり，熟慮型の情報処理を行うことができなくなって

いる傾向があることが行動事例から読み取れる．このような行

動をとる背景を，前掲の態度変容に関する 2 つのモデルをも

とに分析・考察を行う． 
事例 1 では，被害者は，「お金を振り込んでほしい」という

説得メッセージを犯人から電話で受け取った．その際，犯人

は「株を買うのに借金をした」「今日中に返金しないと大変な

ことになる」等の情報も被害者に与え，メッセージを処理する

だけの処理能力や時間的余裕を無くさせ，結果，被害者は，

犯人に現金を振りこんでしまっている．これは，時間的余裕

を無くしたことによって認知処理能力を失っている状態であ

る．特殊詐欺の被害者は，周辺ルート，またはヒューリスティ

ック処理によって，態度変容してしまったと考えることができる． 
事例 2 では，警察官を装った犯人は「特殊詐欺の犯人を

逮捕したところ，あなたの口座が犯罪に使われていた．早く

手続きしないと口座が凍結され，預貯金を下ろせなくなって

しまう．」と被害者に伝え，早く手続きをするよう促し，時間的

余裕を無くさせている．結果，周辺ルート，またはヒューリステ

ィック処理によって，態度変容してしまったと考えることができ

る．このことを明らかにすることとして，Chaiken は説得テー

マに対する受け手の自我関与度と与え手の好感度について

実験を行っている．実験の結果，自我関与度が低い場合(ヒ
ューリスティック処理)，説得メッセージの論拠数にはあまり影

響されず，与え手の好感度が高い場合に説得メッセージに

賛成していたことがわかったと述べている．[9]今回の事例で

も，被害者は警察官からのメッセージと信じ込み，結果，犯

人にキャッシュカードを渡してしまい，預金を引き出されてし

まっている．Chaiken の実験結果は，この事例の結果をよく

あらわしていると言えよう． 

事例 3 においても，犯人は息子を装い，「知人女性を妊娠

させてしまい，慰謝料が必要」と伝え，精神的な余裕を無くさ

せ，さらに催促の電話をかけ，時間的余裕を奪うことで認知

処理能力を喪失させている．結果，被害者は周辺ルートやヒ

ューリスティック処理による態度変容を行うことになったと考え

ることできる． 
しかし，窓口の担当者が警察に通報し，駆けつけた警察

官の説得により，冷静になり，送金を取りやめている．このと

き，犯人からの電話によって，被害者は，一度は周辺ルート，

またはヒューリスティック処理により態度変容していた状態で

あった．しかし，「警察官の説得」という要因が被害者に再考

を促し，結果，中心ルートやシステマティック処理で再考を行

い，特殊詐欺に遭うことを防ぐことが出来た事例と言える． 
事例 4 では，新型コロナウイルスの感染が広がるなかで，

人々は不安な状況にあり，精神的余裕が無くなっている状況

である．その状況下で，犯人は息子を装い，「上司にお金を

借りたが，新型コロナウイルスの影響で早く返金しないといけ

ない」と被害者に伝えている．これは，精神的な余裕が無い
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チと合わせて，被害者側に気づきを喚起させることで，中心
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アプローチで被害を防止する必要があるのではないかと考

えた．そこで，周辺ルートやヒューリスティック処理によって処

理してしまったところから，再考を促す施策について，ICT を

活用したソリューションの検討を行った． 
 

施策① 
ATM で取引を行う際に音楽が流れる機能を付加する．こ

の音楽は各自が思い出の曲を設定することができるようにす

る．音楽は記憶とともに感情やその場の雰囲気も呼び起こす

ことができる，と Margulius も述べており[15]，家族との思い

出等様々な思いを想起させ，再考を促す効果を期待する． 
施策② 

ATM で取引を行う際に，これまでの取引履歴と明らかに

異なる取引を行おうとしている利用者を対象に，生体情報の

一つである瞳孔の状態情報を取得し，瞳孔の拡大が起こっ

ている利用者を検知する．このような利用者に対して，窓口

社員が声掛けできるようにすることで，窓口担当者や警察官

の説得で冷静になり，利用者に再考を促す．一般的に瞳孔

が開いている状態は興奮状態であると言われており，この施

策は，ヤン・ヴィレム・デ・へーが言う，以前の信念に反する
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決断を行う場合，決断の過程で瞳孔が拡大する人間の特徴

を活用した対策である[15]． 
施策③ 
特殊詐欺の被害に遭ってしまっている高齢者は，認知処

理能力が十分に無い状態となっており，ATMやインターネッ

トバンキングの画面に表示される，特殊詐欺の注意喚起文

言を見落とす可能性が高い．さらに，高齢者は，若いユーザ

に比べて，自分が探しているものでは無い情報や変更を見

逃す可能性が高い[16]．そこで，高齢者が ATM やインター

ネットバンキングを利用する際には，画面に表示される注意

喚起文言は，ボタン等を押下しないと消えないようにすること

で，注意喚起の表示を必ず見るようにデザインすることで，高

齢者自身に再考を促す施策が考えられる． 
 

6 結論と今後の課題 

本稿では，特殊詐欺の被害者の行動から，なぜ被害者は

被害にあってしまうのか，分析を行った結果，被害者は，犯

人からのメッセージによって，人間の認知的処理能力が失わ

れていることがわかった．そのため，二重過程理論の Petty
と Cacioppo の ELM の周辺ルート，または Chaiken の

HSM のヒューリスティック処理による態度変容を起こしてしま

っていることを明らかにした． 
このことは，従来の研究で行われていない，特殊詐欺被害

者の行動特性から，その被害にある原因を態度変容のあり

方から明らかにするもので，今後の研究の方向性を見出した

新しい発見である． 
さらに，被害者が特殊詐欺の被害から脱却するには，中

心ルート，またはシステマティック処理によって再考を促すこ

とが必要であることを明らかにし，ICT を活用して，中心ルー

トやシステマティック処理による再考を促すための施策につ

いて，いくつかの試案を提示した． 
今後は，試案の有効性を検証するとともに，特殊詐欺のよ

うな社会の課題解決に向けて，人間の行動の分析に基づく

ICT の導入範囲や対象について，検討を行っていきたい．  
 

参考文献 

[1] 総務省統計局,日本の統計 2019,

https://www.stat.go.jp/data/nihon/02.html. (visited on 

2019)

[2] 内 閣 府 , 高 齢 社 会 白 書 ,   

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html.

(visited on 2019)

[3] 警察庁,特殊詐欺認知・検挙状況等について,

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/sousa/sagi.h

tml. (visited on 2019)

[4] 小宮 信夫，「増補版 犯罪に強いまちづくりの理論

と実践」，p.87，イマジン出版株式会社，2015.

[5] 金子充「テーマ書評（89）二重過程理論」『マーケテ

ィングジャーナル』，日本マーケティング学会，第 33

巻 3 号，2014.

[6] 細田貴明，田畑智章「意思決定基準としての満足と

納得に関する研究(2)-態度変容に関する二重過程モ

デルによる納得概念の検討-」，日本経営システム学

会第 63 回全国研究発表大会予稿集，2019，pp.242-

245．
[7] Eagly, A. H., &Chaiken, S., The psychology of attitudes,

Orlando, FL，US: Harcourt Brace Jovanovich College 
Publishers,1983.

[8] Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. “The elaboration 

likelihood model of persuasion,” in L. Berkowitz 

(Ed.),Advances in experimental social psychology vol. 

19,San Diego,1986,pp.123-205.

[9] 今井芳昭，「信頼と説得の心理学－人は他者にどう

影響を与えるか」，p.199，サイエンス社，2006.

[10] 株式会社ゆうちょ銀行,特殊詐欺等の犯罪事例につ

いて,

https://www.jp-bank.japanpost.jp/crime/crm_jirei.html.

(visited on 2019)

[11] 独立行政法人国民生活センター,新型コロナウイル

スに便乗した悪質商法にご注意！,

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-

20200403_1.html. (visited on 2020)

[12] 独立行政法人国民生活センター,給付金・助成金に

関連した相談事

例,http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavir

us.html. (visited on 2020)

[13] SHARP,防犯電話,

https://jp.sharp/phone/products/jdat95/.(visited on 2020)

[14] （株）日立製作所 金融ビジネスユニット,ATM で

の振り込め詐欺被害を抑止する「携帯電話 電波検

知ソリューション」,
https://www.hitachi.co.jp/products/it/finance/casestudies/

channel/1709-joyo-bank.pdf. (visited on 2020)

[15] Susan Weinschenk，「続・インタフェースデザインの

心理学」－ウェブやアプリに新たな視点をもたらす

＋100 の指針，pp.51.69，株式会社オライリー・ジ

ャパン，2016.

[16]Jeff Johnson/Kate Finn,「高齢者のためのユーザイン

タフェースデザイン」－ユニバーサルデザインを目

指して，p.116-118，株式会社 近代科学社，2019.

32 細田貴明



決断を行う場合，決断の過程で瞳孔が拡大する人間の特徴

を活用した対策である[15]． 
施策③ 
特殊詐欺の被害に遭ってしまっている高齢者は，認知処

理能力が十分に無い状態となっており，ATMやインターネッ

トバンキングの画面に表示される，特殊詐欺の注意喚起文

言を見落とす可能性が高い．さらに，高齢者は，若いユーザ

に比べて，自分が探しているものでは無い情報や変更を見

逃す可能性が高い[16]．そこで，高齢者が ATM やインター

ネットバンキングを利用する際には，画面に表示される注意

喚起文言は，ボタン等を押下しないと消えないようにすること

で，注意喚起の表示を必ず見るようにデザインすることで，高

齢者自身に再考を促す施策が考えられる． 
 

6 結論と今後の課題 

本稿では，特殊詐欺の被害者の行動から，なぜ被害者は

被害にあってしまうのか，分析を行った結果，被害者は，犯

人からのメッセージによって，人間の認知的処理能力が失わ

れていることがわかった．そのため，二重過程理論の Petty
と Cacioppo の ELM の周辺ルート，または Chaiken の

HSM のヒューリスティック処理による態度変容を起こしてしま

っていることを明らかにした． 
このことは，従来の研究で行われていない，特殊詐欺被害

者の行動特性から，その被害にある原因を態度変容のあり

方から明らかにするもので，今後の研究の方向性を見出した

新しい発見である． 
さらに，被害者が特殊詐欺の被害から脱却するには，中

心ルート，またはシステマティック処理によって再考を促すこ

とが必要であることを明らかにし，ICT を活用して，中心ルー

トやシステマティック処理による再考を促すための施策につ

いて，いくつかの試案を提示した． 
今後は，試案の有効性を検証するとともに，特殊詐欺のよ

うな社会の課題解決に向けて，人間の行動の分析に基づく

ICT の導入範囲や対象について，検討を行っていきたい．  
 

参考文献 

[1] 総務省統計局,日本の統計 2019,

https://www.stat.go.jp/data/nihon/02.html. (visited on 

2019)

[2] 内 閣 府 , 高 齢 社 会 白 書 ,   

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html.

(visited on 2019)

[3] 警察庁,特殊詐欺認知・検挙状況等について,

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/sousa/sagi.h

tml. (visited on 2019)

[4] 小宮 信夫，「増補版 犯罪に強いまちづくりの理論

と実践」，p.87，イマジン出版株式会社，2015.

[5] 金子充「テーマ書評（89）二重過程理論」『マーケテ

ィングジャーナル』，日本マーケティング学会，第 33

巻 3 号，2014.

[6] 細田貴明，田畑智章「意思決定基準としての満足と

納得に関する研究(2)-態度変容に関する二重過程モ

デルによる納得概念の検討-」，日本経営システム学

会第 63 回全国研究発表大会予稿集，2019，pp.242-

245．
[7] Eagly, A. H., &Chaiken, S., The psychology of attitudes,

Orlando, FL，US: Harcourt Brace Jovanovich College 
Publishers,1983.

[8] Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. “The elaboration 

likelihood model of persuasion,” in L. Berkowitz 

(Ed.),Advances in experimental social psychology vol. 

19,San Diego,1986,pp.123-205.

[9] 今井芳昭，「信頼と説得の心理学－人は他者にどう

影響を与えるか」，p.199，サイエンス社，2006.

[10] 株式会社ゆうちょ銀行,特殊詐欺等の犯罪事例につ

いて,

https://www.jp-bank.japanpost.jp/crime/crm_jirei.html.

(visited on 2019)

[11] 独立行政法人国民生活センター,新型コロナウイル

スに便乗した悪質商法にご注意！,

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-

20200403_1.html. (visited on 2020)

[12] 独立行政法人国民生活センター,給付金・助成金に

関連した相談事

例,http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavir

us.html. (visited on 2020)

[13] SHARP,防犯電話,

https://jp.sharp/phone/products/jdat95/.(visited on 2020)

[14] （株）日立製作所 金融ビジネスユニット,ATM で

の振り込め詐欺被害を抑止する「携帯電話 電波検

知ソリューション」,
https://www.hitachi.co.jp/products/it/finance/casestudies/

channel/1709-joyo-bank.pdf. (visited on 2020)

[15] Susan Weinschenk，「続・インタフェースデザインの

心理学」－ウェブやアプリに新たな視点をもたらす

＋100 の指針，pp.51.69，株式会社オライリー・ジ

ャパン，2016.

[16]Jeff Johnson/Kate Finn,「高齢者のためのユーザイン

タフェースデザイン」－ユニバーサルデザインを目

指して，p.116-118，株式会社 近代科学社，2019.

情報社会構築学へ向けて 
前田充浩* 

Towards Studies of Informatized Society Building  
                            Mitsuhiro Maeda*     

 
Abstract 
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customized for developing states. The author tries to establish ‘Studies of Informatized Society Building’ based on 
Infosocionomics and a Comparative Institutional Analysis. The basic system of this study is to compile five 
strategic framework models. The first is the base model applicable to all states. The second is the model applicable 
to ‘highly industrialized’ developing states. The third is the model applicable to ‘industrializing’ developing states, 
which indicates the optimal alignment of industrialization and informatization. The fourth is the model applicable 
to ‘leap-frog’ developing states, which indicates a process of informatizing the society and an industrial policy of 
establishing digital industries. The fifth is the model of ‘nation building’ developing states, including ‘failed’ states. 
The philosophy of the SDGs is ‘leave no one behind’. Based on this philosophy, all five strategic frameworks should 
be applied simultaneously in order to align the informatized society building among developed states and 
developing states and consequently accomplish the ‘global informatized society’. 

 
Keywords : Informatization, informatized society, infosocionomics,  ‘technium’, digitization, integrated states, 

disruptive technology, X-Road, comparative institutional analysis    
 

 

________________________ 
Received on October 2, 2020 
* 東京都立産業技術大学院大学，Advanced Institute of Industrial Technology 
 

1 問題の所在 
 １ 研究の目的 
  本研究の目的は,発展途上国における情報社会構築のモ
デルを作成するための研究方法を ,情報社会構築学
（Studies of Informatized Society Building）という新たな
枠組みとして取りまとめることである. 
  21 世紀の今日,社会の態様が大きな変容を遂げつつある
ことは多くの人々の共通の認識になっており,その変容の内
容を,産業社会から情報社会への遷移として捉える論者は多
い. 
  20世紀中においては,ダニエル・ベルは,20世紀第４四半
期の世界に見られる変容を,「脱工業社会（post-industrial 
society）」化としてモデルを構築した(注１).アルビン・トフラー
は,「第３の波」と呼んだ（注２）. 
  近年の例では,日本政府は,2017年,ソサエティ 5.0論を発
表した.これによると,人類の社会の形態は,ソサエティ 1.0（狩
猟採集社会）,ソサエティ 2.0（農耕社会）,ソサエティ 3.0（産
業社会）を経て,ソサエティ 4.0（情報社会）に到達し,更に今
日ではソサエティ 5.0（超スマート社会）への変容が進んでい
るとする(注３). 
  今日見られている社会の変容を,このように産業社会から
情報社会への変容であると捉えるモデルは,この他にも枚挙
にいとまがない.筆者はここで,これらのモデルに共通する問

題を取り上げたい. 
  これらのモデルは,産業社会構築が最も高度に進んだ先
進国社会を対象にしたものであるという共通点を持つ.一方
筆者は,21 世紀における情報社会構築とは,成熟した産業社
会構築に成功した先進国社会だけに課せられる課題なので

はなく,先進国,発展途上国の区別なく,地球上全ての地域に
おいて必要とされる課題であると考える.発展途上国におい
ても,各国の事情に応じた内容で,情報社会構築に取り組ま
なければならない強い要請があると考える. 
  このため,今日の私達にとっては,成熟した産業社会を前
提とした情報社会構築のモデルを構築するという課題に加え

て,社会の状態に大きな違いのある発展途上国を対象に,そ
れぞれの状態に応じた情報社会構築のモデルを構築すると

いう課題に取り組むことも重要であると考えられる.現下では,
後者の課題に対応するための取り組みは十分に進められて

いるとは言い難い状況にある.この課題に対して,情報社会構
築学という新しい研究分野を構築することによって対応しよう

とするのが本研究の目的である. 
  まずは,発展途上国という概念を明確にしておく.発展途上
国の概念を明確に整理しているのは,国際開発金融の実務
である. 

OECD （ 経 済 協 力 開 発 機 構 ： Organisation for 
Economic Cooperation and Development）の DAC（開発
援助委員会：Development Assistance Committee）は毎
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年「DAC List of ODA Recipients」（通称,DAC リスト.）を発
表している.OECD 加盟国は毎年,自国が供与した ODA（政
府開発援助：Official Development Assistance）の総額を
OECD に報告しているところ,ODA の定義（注４）による

と,ODA とは,先進国から「発展途上国に対して」供与される,
平和目的の譲許的資金であるとされ,発展途上国の一覧が
記載されているのが DAC リストである.DAC リストに記載され
ていない国または地域に対して供与された資金は,譲許性に
関わらず ,ODA とは見做されない.即ち,発展途上国とは
DAC リストに記載されている国または地域であると定義され

る. 
  情報社会構築学もこの定義を援用する.情報社会構築学
とは,DAC リストに記載されている国または地域において,情
報社会構築を推進するためのモデルを構築する方法論,とな
る. 
 発展途上国という概念をこのように捉えると,以下の問題に
直面することになる.第１は,数が多いことである.最新の 2020
年版 DAC リストによると,発展途上国の合計は１４２か国・地
域であり,これは地球全体の国家・地域の 3 分の２を超えるこ
とになる. 第２は,発展途上国に分類される社会の中での態
様の格差が大きいことである. 
  DAC リストは,基本的に一人当たりGNIを基準として構成
されている.最新の 2020 年版によると,発展途上国とは,一人
当たり GNI（2016 年）が１２，２３５ドル以下の国または地域

である. 
発展途上国は４つのカテゴリーに分類される.第１は,一人

当たり GNI（2016 年）が 1,005 ドル以下で,かつ幾つかの経
済指標が基準値以下の 「後発発展途上国（ Least 
Developed Countries）」であり,47か国・地域である.第２は,
一人当たり GNI（2016 年）が 1,005 ドル以下であるものの,
幾つかの経済指標が基準値以上の「その他低所得国

（Other Low Income Countries）」であり,2か国である.第３
は,一人当たり GNI（2016 年）が 1,006 ドルから 3,955 ドル
の「下位中所得国（Lower Middle Income Countries）」で
あり,37 か国・地域である.第４は,一人当たり GNI（2016 年）
が 3,956 ドルから 12,235 ドルの「上位中所得国（Upper 
Middle Income Countries）」であり,56か国・地域である. 
 DAC リストは,発展途上国の分類にGNI及び幾つかの経
済指標を基準として構築されており,発展途上国の態様につ
いての大まかな見通しを得ることには有効であると考えられ

るため,情報社会構築学は,この DAC リストを基盤とする独自
の発展途上国のカテゴリーに関する分類を行い,それぞれの
カテゴリー毎の情報社会構築のモデルの構築に取り組むこ

ととする. 
  発展途上国のカテゴリー毎に別々の情報社会構築のモ
デルを構築する,という点に,情報社会構築学の最大の特徴
がある.これは,情報社会構築に関するリニア史観と対比的な

ものとなる. 
情報社会構築に関するリニア史観とは,地球上の全ての社

会は,例外なく,先進国の例を倣って,まずは産業社会を構築
し,次いで構築した産業社会を成熟させるというプロセスを経
て,初めて情報社会構築に着手できるとする考え方である.こ
の考え方に立脚すると,情報社会構築のモデルについては,
先進国と発展途上国の峻別は原理的には必要ないことにな

る.成熟した産業社会だけが情報社会構築に取り組むことに
なるため,情報社会構築のモデルは,成熟した産業社会用の
ものが１つあれば足りることになるためである. 
一方で,情報社会構築学のように,現時点で成熟した産業

社会を構築している先進国のみならず,全ての発展途上国も
同時に情報社会構築に取り組むことになると考えると,情報社
会構築に関する多様なモデルが必要になることになる.発展
途上国の中でも経済社会開発が進み,先進国に近い成熟し
た産業社会を構築している発展途上国は,基本的に先進国
用のモデルと同様のモデルを用いて情報社会構築を進める

ことができる可能性がある.一方で,産業社会構築が途上であ
る発展途上国では,産業社会構築と情報社会構築とを同時
に進めるという課題に直面することとなる.更には,産業社会
構築の目途が立っていない発展途上国では,産業社会構築
を省いて情報社会構築を推進するという課題に対応しなくて

はならないこととなる. 
  2017 年 4 月 1 日に設立された東京都立産業技術大学
院大学経営倫理研究所（Epistemic Research Institute of 
Social Ethics：ERISE）では,このような問題意識の下,2017
年以来,発展途上国における情報社会構築のあり方に関す
る統一のテーマを設定し,連携するアジア,アフリカの諸大学,
政府関係機関等との間で,毎年度（10 月～翌年 9 月）,「セミ
ナー・キャラバン」と称して,連続共催セミナーを開催し,アジア,
アフリカの協働研究者との間で,この問題に関する議論,協働
研究を進めてきている. 

2017 年度は,統一テーマを「Developmental Strategies 
coping with the Middle Income Traps」と設定し,キルギス,
カザフスタン,タイ,ベトナム,カンボジア及びインドネシアで合
計 23 回の共催セミナー等を実施した（注５）.２０１８年度は統
一テーマを「Disruptive Social Changes on Blockchain」
と設定し,ベトナム,インドネシア,イスラエル,ボツワナ,エスワテ
ィニ,スーダン,タジキスタン,ウズベキスタン,ラオス及びキルギ
スで合計 44 回の共催セミナー等を実施した（注６）.2019 年
度においては,統一テーマを「An Advanced Methodology 
of Informatized Society Building」に設定し,インドネシア,
ラオス,カンボジア及びベトナムで合計 9回共催セミナー等を
実施した（注７）. 
  これら 3 年間で合計 76 回の共催セミナー等における議
論の結果,参加研究者の間では,現在の経済社会開発の程
度に関わらず,情報社会構築は全ての発展途上国にとって
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年「DAC List of ODA Recipients」（通称,DAC リスト.）を発
表している.OECD 加盟国は毎年,自国が供与した ODA（政
府開発援助：Official Development Assistance）の総額を
OECD に報告しているところ,ODA の定義（注４）による

と,ODA とは,先進国から「発展途上国に対して」供与される,
平和目的の譲許的資金であるとされ,発展途上国の一覧が
記載されているのが DAC リストである.DAC リストに記載され
ていない国または地域に対して供与された資金は,譲許性に
関わらず ,ODA とは見做されない.即ち,発展途上国とは
DAC リストに記載されている国または地域であると定義され

る. 
  情報社会構築学もこの定義を援用する.情報社会構築学
とは,DAC リストに記載されている国または地域において,情
報社会構築を推進するためのモデルを構築する方法論,とな
る. 
 発展途上国という概念をこのように捉えると,以下の問題に
直面することになる.第１は,数が多いことである.最新の 2020
年版 DAC リストによると,発展途上国の合計は１４２か国・地
域であり,これは地球全体の国家・地域の 3 分の２を超えるこ
とになる. 第２は,発展途上国に分類される社会の中での態
様の格差が大きいことである. 
  DAC リストは,基本的に一人当たりGNIを基準として構成
されている.最新の 2020 年版によると,発展途上国とは,一人
当たり GNI（2016 年）が１２，２３５ドル以下の国または地域

である. 
発展途上国は４つのカテゴリーに分類される.第１は,一人

当たり GNI（2016 年）が 1,005 ドル以下で,かつ幾つかの経
済指標が基準値以下の 「後発発展途上国（ Least 
Developed Countries）」であり,47か国・地域である.第２は,
一人当たり GNI（2016 年）が 1,005 ドル以下であるものの,
幾つかの経済指標が基準値以上の「その他低所得国

（Other Low Income Countries）」であり,2か国である.第３
は,一人当たり GNI（2016 年）が 1,006 ドルから 3,955 ドル
の「下位中所得国（Lower Middle Income Countries）」で
あり,37 か国・地域である.第４は,一人当たり GNI（2016 年）
が 3,956 ドルから 12,235 ドルの「上位中所得国（Upper 
Middle Income Countries）」であり,56か国・地域である. 
 DAC リストは,発展途上国の分類にGNI及び幾つかの経
済指標を基準として構築されており,発展途上国の態様につ
いての大まかな見通しを得ることには有効であると考えられ

るため,情報社会構築学は,この DAC リストを基盤とする独自
の発展途上国のカテゴリーに関する分類を行い,それぞれの
カテゴリー毎の情報社会構築のモデルの構築に取り組むこ

ととする. 
  発展途上国のカテゴリー毎に別々の情報社会構築のモ
デルを構築する,という点に,情報社会構築学の最大の特徴
がある.これは,情報社会構築に関するリニア史観と対比的な

ものとなる. 
情報社会構築に関するリニア史観とは,地球上の全ての社

会は,例外なく,先進国の例を倣って,まずは産業社会を構築
し,次いで構築した産業社会を成熟させるというプロセスを経
て,初めて情報社会構築に着手できるとする考え方である.こ
の考え方に立脚すると,情報社会構築のモデルについては,
先進国と発展途上国の峻別は原理的には必要ないことにな

る.成熟した産業社会だけが情報社会構築に取り組むことに
なるため,情報社会構築のモデルは,成熟した産業社会用の
ものが１つあれば足りることになるためである. 
一方で,情報社会構築学のように,現時点で成熟した産業

社会を構築している先進国のみならず,全ての発展途上国も
同時に情報社会構築に取り組むことになると考えると,情報社
会構築に関する多様なモデルが必要になることになる.発展
途上国の中でも経済社会開発が進み,先進国に近い成熟し
た産業社会を構築している発展途上国は,基本的に先進国
用のモデルと同様のモデルを用いて情報社会構築を進める

ことができる可能性がある.一方で,産業社会構築が途上であ
る発展途上国では,産業社会構築と情報社会構築とを同時
に進めるという課題に直面することとなる.更には,産業社会
構築の目途が立っていない発展途上国では,産業社会構築
を省いて情報社会構築を推進するという課題に対応しなくて

はならないこととなる. 
  2017 年 4 月 1 日に設立された東京都立産業技術大学
院大学経営倫理研究所（Epistemic Research Institute of 
Social Ethics：ERISE）では,このような問題意識の下,2017
年以来,発展途上国における情報社会構築のあり方に関す
る統一のテーマを設定し,連携するアジア,アフリカの諸大学,
政府関係機関等との間で,毎年度（10 月～翌年 9 月）,「セミ
ナー・キャラバン」と称して,連続共催セミナーを開催し,アジア,
アフリカの協働研究者との間で,この問題に関する議論,協働
研究を進めてきている. 

2017 年度は,統一テーマを「Developmental Strategies 
coping with the Middle Income Traps」と設定し,キルギス,
カザフスタン,タイ,ベトナム,カンボジア及びインドネシアで合
計 23 回の共催セミナー等を実施した（注５）.２０１８年度は統
一テーマを「Disruptive Social Changes on Blockchain」
と設定し,ベトナム,インドネシア,イスラエル,ボツワナ,エスワテ
ィニ,スーダン,タジキスタン,ウズベキスタン,ラオス及びキルギ
スで合計 44 回の共催セミナー等を実施した（注６）.2019 年
度においては,統一テーマを「An Advanced Methodology 
of Informatized Society Building」に設定し,インドネシア,
ラオス,カンボジア及びベトナムで合計 9回共催セミナー等を
実施した（注７）. 
  これら 3 年間で合計 76 回の共催セミナー等における議
論の結果,参加研究者の間では,現在の経済社会開発の程
度に関わらず,情報社会構築は全ての発展途上国にとって

の重要課題であり,従って一人当たり GDP が低水準である

等の理由により先進国同様のモデルを採用することが現実

的ではない発展途上国においては,それらの発展途上国専
用のモデルを構築することが急務であるということについて,
強力な連帯感が醸成されてきている.3 年間に及ぶ様々な議
論の結果,多くの知見が蓄積され,関係者の間で,これらの知
見 を ベー ス と し て , 情 報 社会 構 築 学 （ Studies of 
Informatized Society Building）という新たな研究分野の
構築に取り組もうとのコンセンサスが生み出されてきていると

ころである. 
 
２ 情報社会構築学の基本的な枠組み 
2.1 基本的な構造 
 情報社会構築学とは,発展途上国を対象にして,それぞれ
の発展途上国の経済社会開発の段階に応じた情報社会構

築に関するモデルを組み立てるための方法論である. 
基本的な構造は,以下のようなものである. 

  第１に,他の多くの研究に倣って,情報社会を産業社会か
らの遷移であると捉え,その遷移に関して,情報社会学近代化
論の考え方を援用して構築した「局面整合性分析（Phase 
Coherent Analysis：PCA）」という独自の分析モデルを用い
る. 
 第２に,PCAに基づいて,情報社会構築に関する一般的な
モデルをベース・モデルとして構築する.これは,発展途上国
の特殊性を勘案していないモデルであり,成熟した産業社会
を基盤として情報社会構築を推進するためのモデルである. 
 第３に,発展途上国を類型化し,各カテゴリーに対応する情
報社会構築のモデルを構築する. 
  情報社会構築学では,発展途上国を以下のようなカテゴリ
ーに類型化する. 
  第１のカテゴリーは,基本的に先進国と同様の成熟した産
業社会構築を成し遂げている発展途上国である.このような
発展途上国を ,高度産業化段階発展途上国（Highly 
Industrialized Developing States : HIDS）と呼ぶ.DAC リ
ストの分類では,概ね上位中所得国の上位が相当する. 
第２のカテゴリーは,現在,産業社会構築を推進中の発展

途上国である.このような発展途上国を,産業化段階発展途上
国(Industrializing Developing States : IDS)と呼ぶ.DAC
リストの分類では,概ね下位中所得国及び上位中所得国の
下位が相当する. 
第３のカテゴリーは,産業化を製造業の振興というプロセス

で進めることが極めて困難であり,そのため産業社会構築も
十分に進展していない発展途上国である.このような発展途
上国を ,非製造業発展途上国 (Leap Frog Developing 
States : LFDS)と呼ぶ.DAC リストの分類では,概ね後発発
展途上国及び下位中所得国の中の一部が相当する. 
第４のカテゴリーは,「失敗国家（Failed States）」に典型

的に見られるように,そもそも十分な国家建設が完了していな
い発展途上国である.このような発展途上国を,国家建設発展
途上国（Nation Building Developing States : NBDS）と
呼ぶ.DAC リストの分類では,概ね後発発展途上国及び下位
中所得国の中の一部が相当する. 
 
2.2 PCA 
 PCA とは,情報社会学近代化論及び比較制度分析に依
拠しつつ,情報社会構築学の理論的基盤として筆者及び各
国の協働研究者が構築を試みている理論モデルである. 
  情報社会学近代化論は,公文俊平が 2000 年に開始した
情報社会学の基幹をなす研究の枠組みである.その内容は,
公文俊平[2001]等を参考に要約するならば,凡そ 16世紀半
ば以降の近代化の動きを,近代化の出現局面である国家化
局面,近代化の突破局面である産業化局面,及び近代化の
成熟局面である情報化局面の３つの局面の重畳関係として

分析していく手法であるということになる. 
  PCA においては,近代化,国家化,産業化,情報化,局面遷
移等の主要な概念は,基本的に情報社会学近代化論のもの
をそのまま用いる.したがって,PCA においても,情報社会構
築とは,基本的に,産業社会局面から情報社会局面への局面
遷移として捉えられる. 
情報社会学近代化論との比較では,以下の点に大きな違

いを持つ. 
  第１は,研究対象を,最初から明確に発展途上国のみに限
定していることである.このため,先に触れたように,情報社会
構築を,情報社会学近代化論が前提としているようなリニアな
捉え方以外にも複数の捉え方をすることになる. 
  第２は,PCA では,情報社会構築を近代化の産業化局面
から情報化局面への局面遷移の中で捉えるモデルの枠組

みは情報社会学近代化論に依拠するものの,局面及び局面
遷移という概念については,情報社会学近代化論の考え方
に加えて比較制度分析の考え方に依拠することにより独自

の捉え方をする.なお,比較制度分析そのものを援用するの
ではなく,あくまで比較制度分析的な考え方を用いるに留まる
ことに注意が必要である（注８）. 
  具体的には,以下のようなモデルとなる. 
局面についてはPCAでは,比較制度分析における制度の概
念を参考に,社会の中の枢要な諸制度が,以下の２つの条件
を満たしつつ安定（均衡）している状態であると捉える. 
第１の条件は,社会の中の枢要な諸制度が,それぞれ当該

局面における主導価値（basic value）との整合性を保つよう
に（coherently）構成されていることである.これを,価値整合
性（value-coherency）と呼ぶ. 
第２の条件は,社会の中の枢要な諸制度が,それぞれ相互

に制度補完性を持って安定（均衡）していることである.これを,
補完性均衡（complementarity equilibrium）と呼ぶ. 
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従って産業化局面とは,産業化局面特有の主導価値が存
在し,社会の中の枢要な制度がその主導価値との価値整合
性を保つように構成されており,かつそれらの諸制度が補完
性均衡を保っており,それらの結果,社会の枠組みが安定して
いる状態であることになる.情報化局面とは,情報化局面特有
の主導価値が存在し,社会の中の枢要な制度がその主導価
値との価値整合性を保つように構成されており,かつそれらの
諸制度が補完性均衡を保っており,それらの結果,社会の枠
組みが安定している状態であることになる.産業化局面から
情報化局面への局面遷移とは,上記のように記述される産業
化局面の安定した状態（均衡）が破壊され,新しい安定した状
態（均衡）としての情報化局面が成立する過程であることにな

る. 
各局面の社会の態様を決定する社会の中の枢要な諸制

度として,PCAでは,以下の 3つを採り上げる. 
第１は,テクノロジー,特に,情報共有と情報の加工／編集

等による新たな智の創出に関するテクノロジーを運用するた

めの社会的な制度である.情報社会学的な言い方をすれば,
智の通有（通智）テクノロジー及び智の創造（創智）テクノロジ

ーと呼べる. 
テクノロジーを発達させ,維持運用するためには,研究者に

よる研究だけではなく,産業化,制度化,社会化等多くの社会
制度がシステムとして構築されていることが必要である.優秀
な研究者が研究するだけではテクノロジーは発展,維持運用
されることはなく,そのために必要な資金を回す必要があり,ま
た様々な分野において産業として確立されることも必要であ

り,更にはそれらを実現するための法制度等も整備されること
が必要である.研究開発分野における個別の技術の発展を
支えるそれら広範な社会的諸制度から成るシステムを指す

概念を ,PCA ではテクニウム（technium）と呼ぶこととす
る.PCA で採り上げる第１の社会制度は,通智テクノロジー及
び創智テクノロジーを発展,維持運用するためのテクニウム
（通智＝創智テクニウム）である. 
第２は,社会のガバナンスに用いられる,法律制度,政治制

度,行政制度等であり,これをガバナンス機構と呼ぶことができ
る. 
第３は,人々のライフ・スタイルを規定する,人々の内的規範

（Social Ethics）である.言うまでもなく,人々の行動は,内的規
範によって方向付けられる.内的規範が変化すれば,人々の
行動はそれに伴い大きく変更され,結果として社会のあり方も
決定的な影響を受ける. 
人々の行動を決定する内的規範については,経済学で用

いられている効用関数の考え方を採用することが効果的で

ある.人々はそれぞれ内面に特有の効用関数を持っており,
個別の行動については,その効用関数に従って高い効用を
もたらす行動を選択する,というものである. 
情報社会学近代化論においては,近代化の各局面におい

ては特有の主導価値が存在し,局面遷移によって社会にお
いて採用される主導価値は変化するとされており,PCA にお

いても基本的にこの考え方を踏襲する.その上で PCA では,
主導価値を,人々の内的規範である効用関数の評価軸として
モデルに内生化する.各局面においては,人々は,それぞれ
の局面における特有の主導価値を内的規範とする評価軸に

則った効用関数を有しており,それに基づいて自らの行動を
決定することになる. 
以上のように,通智＝創智テクニウム,ガバナンス機構及び

内的規範の３つの制度が補完性均衡を持ち,かつそれらが
主導価値に整合性を保ちつつ安定している状態が局面であ

ることになる.このような局面においては,比較制度分析の述
べるように,各プレイヤー間では繰り返しゲームのナッシュ均
衡が成立しており,そのことが局面の安定性をもたらしている
と考えられる. 
  次に,局面遷移である. 
  局面遷移の契機を外生的な変化 ,典型的には破壊的
（disruptive）テクノロジーの登場に求めると,モデルの構築
は容易になる.日本政府のソサエティ 5.0論は,局面遷移の契
機を破壊的テクノロジーの登場に求めているモデルの典型

であると言える.ソサエティ 3.0（産業社会）からソサエティ 4.0
（情報社会）への局面遷移の契機は,インターネットに代表さ
れる情報通信技術の分野における破壊的テクノロジーの登

場であり,ソサエティ 4.0（情報社会）からソサエティ５．０（超ス
マート社会）への局面遷移の契機は,IoT によるサイバー・フ

ィジカル・システム,AI 等の破壊的テクノロジーの登場である
とされる. 
 情報社会構築学は,局面遷移が一定期間毎に必ず起きる
とする情報社会学近代化論に依拠してモデルを構築してい

るため,局面遷移の契機を外生的な要因「だけ」に求めること
はできない.比較制度分析においては,一旦成立したナッシュ
均衡が変化することを内生的に説明することは困難であるた

め,局面遷移に関する内生的な説明には馴染まない.勿論,比
較制度分析においても,制度変化（情報社会構築学における
局面遷移に相当する）を内生的に説明するための様々な取

り組みがなされているところである.例えば,アブナー・グライフ
（Greif, Avner）はグライフ[2005]において ,準パラメータ
（ quasi-parameter ） 及 び 制 度 強 化 (institutional 
reinforcement) ／ 制 度 弱 体 化 （ institutional 
undermining）の概念を提示していることは特筆に値するも
のではあるものの,それを産業社会から情報社会への局面遷
移にそのままの形で導入することは困難である. 
このため PCA では,局面遷移の内生的な契機については

比較制度分析から離れ,情報社会学近代化論において山内
康英等が述べている,市場均衡の補正という考え方（注１１）
を採用する.これは,制度（局面）を主体型システムと非主体型
システムの 2 層で捉えることにより,比較制度分析とは異なる
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従って産業化局面とは,産業化局面特有の主導価値が存
在し,社会の中の枢要な制度がその主導価値との価値整合
性を保つように構成されており,かつそれらの諸制度が補完
性均衡を保っており,それらの結果,社会の枠組みが安定して
いる状態であることになる.情報化局面とは,情報化局面特有
の主導価値が存在し,社会の中の枢要な制度がその主導価
値との価値整合性を保つように構成されており,かつそれらの
諸制度が補完性均衡を保っており,それらの結果,社会の枠
組みが安定している状態であることになる.産業化局面から
情報化局面への局面遷移とは,上記のように記述される産業
化局面の安定した状態（均衡）が破壊され,新しい安定した状
態（均衡）としての情報化局面が成立する過程であることにな

る. 
各局面の社会の態様を決定する社会の中の枢要な諸制

度として,PCAでは,以下の 3つを採り上げる. 
第１は,テクノロジー,特に,情報共有と情報の加工／編集

等による新たな智の創出に関するテクノロジーを運用するた

めの社会的な制度である.情報社会学的な言い方をすれば,
智の通有（通智）テクノロジー及び智の創造（創智）テクノロジ

ーと呼べる. 
テクノロジーを発達させ,維持運用するためには,研究者に

よる研究だけではなく,産業化,制度化,社会化等多くの社会
制度がシステムとして構築されていることが必要である.優秀
な研究者が研究するだけではテクノロジーは発展,維持運用
されることはなく,そのために必要な資金を回す必要があり,ま
た様々な分野において産業として確立されることも必要であ

り,更にはそれらを実現するための法制度等も整備されること
が必要である.研究開発分野における個別の技術の発展を
支えるそれら広範な社会的諸制度から成るシステムを指す

概念を ,PCA ではテクニウム（technium）と呼ぶこととす
る.PCA で採り上げる第１の社会制度は,通智テクノロジー及
び創智テクノロジーを発展,維持運用するためのテクニウム
（通智＝創智テクニウム）である. 
第２は,社会のガバナンスに用いられる,法律制度,政治制

度,行政制度等であり,これをガバナンス機構と呼ぶことができ
る. 
第３は,人々のライフ・スタイルを規定する,人々の内的規範

（Social Ethics）である.言うまでもなく,人々の行動は,内的規
範によって方向付けられる.内的規範が変化すれば,人々の
行動はそれに伴い大きく変更され,結果として社会のあり方も
決定的な影響を受ける. 
人々の行動を決定する内的規範については,経済学で用

いられている効用関数の考え方を採用することが効果的で

ある.人々はそれぞれ内面に特有の効用関数を持っており,
個別の行動については,その効用関数に従って高い効用を
もたらす行動を選択する,というものである. 
情報社会学近代化論においては,近代化の各局面におい

ては特有の主導価値が存在し,局面遷移によって社会にお
いて採用される主導価値は変化するとされており,PCA にお

いても基本的にこの考え方を踏襲する.その上で PCA では,
主導価値を,人々の内的規範である効用関数の評価軸として
モデルに内生化する.各局面においては,人々は,それぞれ
の局面における特有の主導価値を内的規範とする評価軸に

則った効用関数を有しており,それに基づいて自らの行動を
決定することになる. 
以上のように,通智＝創智テクニウム,ガバナンス機構及び

内的規範の３つの制度が補完性均衡を持ち,かつそれらが
主導価値に整合性を保ちつつ安定している状態が局面であ

ることになる.このような局面においては,比較制度分析の述
べるように,各プレイヤー間では繰り返しゲームのナッシュ均
衡が成立しており,そのことが局面の安定性をもたらしている
と考えられる. 
  次に,局面遷移である. 
  局面遷移の契機を外生的な変化 ,典型的には破壊的
（disruptive）テクノロジーの登場に求めると,モデルの構築
は容易になる.日本政府のソサエティ 5.0論は,局面遷移の契
機を破壊的テクノロジーの登場に求めているモデルの典型

であると言える.ソサエティ 3.0（産業社会）からソサエティ 4.0
（情報社会）への局面遷移の契機は,インターネットに代表さ
れる情報通信技術の分野における破壊的テクノロジーの登

場であり,ソサエティ 4.0（情報社会）からソサエティ５．０（超ス
マート社会）への局面遷移の契機は,IoT によるサイバー・フ

ィジカル・システム,AI 等の破壊的テクノロジーの登場である
とされる. 
 情報社会構築学は,局面遷移が一定期間毎に必ず起きる
とする情報社会学近代化論に依拠してモデルを構築してい

るため,局面遷移の契機を外生的な要因「だけ」に求めること
はできない.比較制度分析においては,一旦成立したナッシュ
均衡が変化することを内生的に説明することは困難であるた

め,局面遷移に関する内生的な説明には馴染まない.勿論,比
較制度分析においても,制度変化（情報社会構築学における
局面遷移に相当する）を内生的に説明するための様々な取

り組みがなされているところである.例えば,アブナー・グライフ
（Greif, Avner）はグライフ[2005]において ,準パラメータ
（ quasi-parameter ） 及 び 制 度 強 化 (institutional 
reinforcement) ／ 制 度 弱 体 化 （ institutional 
undermining）の概念を提示していることは特筆に値するも
のではあるものの,それを産業社会から情報社会への局面遷
移にそのままの形で導入することは困難である. 
このため PCA では,局面遷移の内生的な契機については

比較制度分析から離れ,情報社会学近代化論において山内
康英等が述べている,市場均衡の補正という考え方（注１１）
を採用する.これは,制度（局面）を主体型システムと非主体型
システムの 2 層で捉えることにより,比較制度分析とは異なる

方法論で局面遷移が発生する理由を内生的に説明したもの

である. 
局面とは,テクノロジー等が所与の条件で人々がそれぞれ

の効用関数に基づき効用を最大化しようとして行動する結果

成立するナッシュ均衡としても捉えることができる.ナッシュ均
衡が成立しているため,安定的な制度が出現する. 
一方,制度に関して主体型システムと非主体型システムと

いう考え方を導入すると,成立している均衡状態は非主体型
システムであり,それとは別に主体型システムが存在し,その
主体型システムがその均衡状態を評価し補正するという動き

を想定することができ,それが局面遷移のメカニズムを内生的
に説明することになる.均衡状態が主体型システムにとって望
ましくないと評価され,主体型システムがその補正のための行
動を取る場合には,破壊的テクノロジーの登場等の外生的要
因がなくとも,当該制度は変更されていくことになる. 
以上のことから PCA では,局面遷移については,内生的に

生じる場合と破壊的テクノロジーの登場のような外生的な要

因に基づく場合の両方を想定する. 
内生的,外生的のいずれの場合においても,主導価値が変

更され,通智＝創知テクニウムが大きく変化し,ガバナンス機
構が大きく変化し,内的規範が大きく変化し,かつ通智＝創知
テクニウムとガバナンス機構と内的規範の間で新たな補完性

均衡が成立するに至れば局面遷移が達成されたことになる. 
このような考え方に基づくと,ソサエティ 5.0 論については以

下のような評価をすることができる. 
先に見たように,日本政府のソサエティ 5.0 論は,局面遷移

を破壊的テクノロジーの登場という外生的要因によって説明

するモデルの典型である.ソサエティ 3.0 とソサエティ 4.0 とを
比較すると,確かに主導価値の変更,通智＝創知テクニウム,
ガバナンス機構及び内的規範の大きな変更が発生し,かつ
通智＝創知テクニウム,ガバナンス機構及び内的規範の間で
新たな安定的な補完性均衡が成立していると見ることができ

ることから,局面遷移を説明していると見ることができる.一方ソ
サエティ４．０とソサエティ５．０については,通智＝創知テクニ
ウムにおいては相応の変化があることを認めるとしても,その
他の分野では決定的な変化を見出し難く,現状では局面遷
移を説明していることにはならないと考えられる. 
外生的にせよ内生的にせよ,局面遷移が実現する場合に

は,ガバナンス機構の形態は大きく変更されることになる.この
変更において PCA が注目するのが,比較制度分析における
ガバナンス競争の考え方である. 
テクノロジー等が所与の条件下で社会にとって必要なガ

バナンス機能を提供するガバナンス機構の候補は１つでは

ない.複数の候補の間でそれぞれが提供するガバナンス機
能の有効性に関する競争が展開され,その結果,最も有効に
ガバナンス機能を提供できた形態のガバナンス機構が実際

にガバナンス機能を提供する（言い方を代えれば,権力を掌

握する）ことになる.このようなメカニズムがガバナンス競争と
呼ばれる. 
. 
３  情報社会構築学の情報社会構築モデル 
3.1 基本的な考え方 
 以上のような PCA の手法を用いて発展途上国の情報社

会構築の進め方に関するモデルを構築するのが情報社会

構築学である.具体的には,情報社会構築に関するベース・
モデルを構築し,それを発展途上国の類型毎に修正する.ま
ずは,ベース・モデルに関する検討を進める. 
  産業社会局面とは,産業社会段階における主導価値が成
立して社会全体を覆っており,通智＝創智テクノロジーが産
業社会段階のものであり,そのテクノロジーを維持,発展,運用
するためのテクニウム（通智＝創智テクニウム）が成立してお

り,そのテクニウムと補完性均衡を持つガバナンス機構が成
立しており,それらと補完性均衡を持つ内的規範が成立して
いる社会の段階である. 
  情報社会局面とは,産業社会におけるものとは異なる,情
報社会段階における主導価値が成立し,社会全体を覆って
おり,産業社会段階のものとは異なる通智＝創智テクノロジー
が成立し,そのテクノロジーを維持,発展,運用するためのテク
ニウム（通智＝創智テクニウム）が成立しており,そのテクニウ
ムと補完性均衡を持つガバナンス機構が成立しており,また
それらと補完性均衡を持つ内的規範が成立している社会の

段階である. 
  産業社会と情報社会の基本構造,即ち,通智＝創智テクニ
ウム,ガバナンス機構及び内的規範の３つの制度と,それらが
それぞれ一貫性を保つ主導価値は,それぞれ以下のように
整理される. 
  産業社会の主導価値については,公文俊平の主張する通
り,prosperity（経済的繁栄）である.社会の大多数の成員は,
経済的繁栄を至上の価値と見做し,それを追求する人生を送
る.産業社会を構成する 3 つの制度は,それぞれがこの経済
的繁栄という主導価値と整合性を持つ. 
  産業社会を構成する通智＝創知テクニウムについては ,
以下のようにまとめられる. 
産業社会とは,通智＝創知テクニウムに関して,インターネ

ット,SNS 等が登場しない時代であり,その時代において通智
（情報共有）のために用いられていたテクノロジーは,基本的
に,マス（大量）メディアと呼ばれるもの,即ち印刷物と電波を
用いたテレビ及びラジオである.印刷物は,典型的な平均費
用逓減が見られ,印刷部数が大量であればあるほど単価が
安くなる.このため,大資本を擁する大組織の情報発信力が大
きくなる.テレビ及びラジオについては,言うまでもなく,大資本
を擁する大組織の寡占となる.なおこの場合の大組織には政
府を含める.産業社会の情報共有の基本的な構造は,政府を
含めた大組織が発信する情報を,社会の成員が画一的に共
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有する,というものであることになる. 
マスメディア,即ち大量印刷技術とテレビ及びラジオという

テクノロジーは産業社会の産物であり,それ以前の局面にお
いては登場していなかったものである.マスメディアという破壊
的テクノロジーの登場は,それ以前の局面から産業化局面へ
の局面遷移の重要な外生的な契機となった可能性がある. 
  通智についてはこのように新しいテクノロジーが生み出さ
れたのに対して,創智については,それ以前の局面と比較して
破壊的なテクノロジーが活用されているようには見えない.基
本的な手法は,引き続き人間が出席する会議における議論,
即ち人間が言語を用いた議論を行うことにより新たな智を創

造していくというものである. 
  勿論,議論によって効率的に新しい智を生み出すことがで
きる手法については,様々な技術が開発されてきている.例え
ば,野中郁次郎等が明らかにしたように（注１０）,20 世紀後半
の日本企業の生産現場においては,従業員の間に保有され
ている暗黙知を形式知化するための方法論が確立していた

とされる.また,川喜田二郎によって考案された KJ 法,ホワイ
ト・ボードにポストイットを貼り付ける様々な手法等,例は枚挙
にいとまがない. ただし,どのような手法を用いるにしても,人
間が議論によって智を創造する,という基本的な様式に変更
はなく,この意味では古代ギリシア等と比較して,決定的に違う
ことにはならない.人間による議論ではなく,AI が登場するの
は,情報化局面になってからのことである. 
  産業社会のガバナンス機構については,以下のようにまと
めることができる. 
産業社会のガバナンス機構については,村上泰亮が開発

主義国の政府の役割として列挙したもの（注１１）が相当する.
村上は,開発主義のプロトタイプとして,第１に,私有財産制に
基づく市場経済を原則とすること.第２に,政府は,産業政策を
実行すること,第３に,新規有望産業の中には,輸出指向型の
製造業を含めておくこと,第４に,小規模企業の育成を重視す
ること,第５に,分配を平等化して,大衆消費中心の国内需要を
育てること,第６に,農地の平等型配分をはかること,第７に,少
なくとも中等教育までの教育制度を充実すること,及び第８に,
公平で有能な,ネポティズムを超えた近代的官僚制を作るこ
と,を挙げている. 
  情報社会学近代化論では産業化局面とは,製造業の企業
が世界市場において「富のゲーム」（利潤拡大競争）を展開

することを円滑化するために様々な社会制度が整備され,大
きな社会的資源が投入される社会であるとする.製造業の企
業が利潤を拡大するためには,経済活動に関する制度的イン
フラストラクチャーが整備されることが必要であり,また優秀か
つ安価な労働者を調達するために,国内において,初等中等
教育に加えて各種の産業人材育成に関する教育制度が構

築されていることも必要である. 
国民国家というガバナンス機構の形態は,以下の理由によ

り,製造業を振興するというガバナンス機能の供給に関するガ
バナンス競争に勝利したものと見ることができる. 
第１に,経済活動に関する制度的インフラストラクチャーの

多くは,法律によって整備されることになるためである.近代世
界システムにおいては,強制力によって担保された法律は,基
本的には国民国家を主体として運用される.複数の国家を対
象とした合意を履行させることが大変に困難であることは,数
多くの条約の実例が示している通りである. 
情報社会学近代化論では,産業社会においては,産業企

業という主体型システムが「富のゲーム」と呼ばれる利潤拡大

競争を展開し,その結果（均衡状態）として世界市場という非
主体型システムが構築されるとしている.「富のゲーム」の主
体は民間部門の産業企業を想定している.一方,産業企業の
競争力は,それらが所在する国民国家による支援政策（産業
政策）の効果に決定的に依存する.産業企業は民間部門とし
て他の国民国家に所在する産業企業との競争を展開してい

る一方,国民国家は,自国内に所在する産業企業の国際競争
力を高めるための支援について,他の国民国家との競争を展
開している. 
第２に,産業社会において提供されなければならない重要

なガバナンス機能の１つが再配分であるところ,再配分として
正当な「富のゲーム」の結果獲得した富を召し上げられること

になる富裕層に対して再配分の必要性を納得させる理由と

しては,国民国家の nation という概念が,数少ない有効なも
のであるためである.富裕層が,貧者である他人を救うために
私財を奪われるのは,貧者も自分もともに同じ国民国家にお
ける国民,例えば「同じ日本人」,「同じフランス人」であるため
だ,という論拠である. 
上記の２つの機能は,主権国家ではなく,国民国家でなくて

は果たすことができない.法律を中心とする制度的インフラス
トラクチャーの構築及び再配分機能は,機能としては,主権を
有する政治体であれば可能ではあるものの,それが制度とし
て安定するためには,「同じ日本人」,「同じフランス人」という
同胞意識が存在することが決定的に重要であるためである.
そのような,民族の概念を根拠に構築された同胞意識によっ
て成立している主権国家の形態が国民国家である. 
産業社会における内的規範は,経済学において通常の効

用関数の評価軸とされている,経済的利益である.人々は行
動を選択する場合,より大きな経済的利益が得られるものを
選択する. 
  これに対して情報社会は,以下のように整理される. 
  情報社会の主導価値は ,情報社会学近代化論に依る
と,pleasure または共愉（conviviality）（注１２）である.論者
によって内容に差はあるものの,概ね,わくわくすること,愉しさ,
等を中心とする概念となる.情報社会とは,３つの制度が,社会
の成員の愉しさを増大するという価値に整合的に整備される

社会であることになる. 
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有する,というものであることになる. 
マスメディア,即ち大量印刷技術とテレビ及びラジオという

テクノロジーは産業社会の産物であり,それ以前の局面にお
いては登場していなかったものである.マスメディアという破壊
的テクノロジーの登場は,それ以前の局面から産業化局面へ
の局面遷移の重要な外生的な契機となった可能性がある. 
  通智についてはこのように新しいテクノロジーが生み出さ
れたのに対して,創智については,それ以前の局面と比較して
破壊的なテクノロジーが活用されているようには見えない.基
本的な手法は,引き続き人間が出席する会議における議論,
即ち人間が言語を用いた議論を行うことにより新たな智を創

造していくというものである. 
  勿論,議論によって効率的に新しい智を生み出すことがで
きる手法については,様々な技術が開発されてきている.例え
ば,野中郁次郎等が明らかにしたように（注１０）,20 世紀後半
の日本企業の生産現場においては,従業員の間に保有され
ている暗黙知を形式知化するための方法論が確立していた

とされる.また,川喜田二郎によって考案された KJ 法,ホワイ
ト・ボードにポストイットを貼り付ける様々な手法等,例は枚挙
にいとまがない. ただし,どのような手法を用いるにしても,人
間が議論によって智を創造する,という基本的な様式に変更
はなく,この意味では古代ギリシア等と比較して,決定的に違う
ことにはならない.人間による議論ではなく,AI が登場するの
は,情報化局面になってからのことである. 
  産業社会のガバナンス機構については,以下のようにまと
めることができる. 
産業社会のガバナンス機構については,村上泰亮が開発

主義国の政府の役割として列挙したもの（注１１）が相当する.
村上は,開発主義のプロトタイプとして,第１に,私有財産制に
基づく市場経済を原則とすること.第２に,政府は,産業政策を
実行すること,第３に,新規有望産業の中には,輸出指向型の
製造業を含めておくこと,第４に,小規模企業の育成を重視す
ること,第５に,分配を平等化して,大衆消費中心の国内需要を
育てること,第６に,農地の平等型配分をはかること,第７に,少
なくとも中等教育までの教育制度を充実すること,及び第８に,
公平で有能な,ネポティズムを超えた近代的官僚制を作るこ
と,を挙げている. 
  情報社会学近代化論では産業化局面とは,製造業の企業
が世界市場において「富のゲーム」（利潤拡大競争）を展開

することを円滑化するために様々な社会制度が整備され,大
きな社会的資源が投入される社会であるとする.製造業の企
業が利潤を拡大するためには,経済活動に関する制度的イン
フラストラクチャーが整備されることが必要であり,また優秀か
つ安価な労働者を調達するために,国内において,初等中等
教育に加えて各種の産業人材育成に関する教育制度が構

築されていることも必要である. 
国民国家というガバナンス機構の形態は,以下の理由によ

り,製造業を振興するというガバナンス機能の供給に関するガ
バナンス競争に勝利したものと見ることができる. 
第１に,経済活動に関する制度的インフラストラクチャーの

多くは,法律によって整備されることになるためである.近代世
界システムにおいては,強制力によって担保された法律は,基
本的には国民国家を主体として運用される.複数の国家を対
象とした合意を履行させることが大変に困難であることは,数
多くの条約の実例が示している通りである. 
情報社会学近代化論では,産業社会においては,産業企

業という主体型システムが「富のゲーム」と呼ばれる利潤拡大

競争を展開し,その結果（均衡状態）として世界市場という非
主体型システムが構築されるとしている.「富のゲーム」の主
体は民間部門の産業企業を想定している.一方,産業企業の
競争力は,それらが所在する国民国家による支援政策（産業
政策）の効果に決定的に依存する.産業企業は民間部門とし
て他の国民国家に所在する産業企業との競争を展開してい

る一方,国民国家は,自国内に所在する産業企業の国際競争
力を高めるための支援について,他の国民国家との競争を展
開している. 
第２に,産業社会において提供されなければならない重要

なガバナンス機能の１つが再配分であるところ,再配分として
正当な「富のゲーム」の結果獲得した富を召し上げられること

になる富裕層に対して再配分の必要性を納得させる理由と

しては,国民国家の nation という概念が,数少ない有効なも
のであるためである.富裕層が,貧者である他人を救うために
私財を奪われるのは,貧者も自分もともに同じ国民国家にお
ける国民,例えば「同じ日本人」,「同じフランス人」であるため
だ,という論拠である. 
上記の２つの機能は,主権国家ではなく,国民国家でなくて

は果たすことができない.法律を中心とする制度的インフラス
トラクチャーの構築及び再配分機能は,機能としては,主権を
有する政治体であれば可能ではあるものの,それが制度とし
て安定するためには,「同じ日本人」,「同じフランス人」という
同胞意識が存在することが決定的に重要であるためである.
そのような,民族の概念を根拠に構築された同胞意識によっ
て成立している主権国家の形態が国民国家である. 
産業社会における内的規範は,経済学において通常の効

用関数の評価軸とされている,経済的利益である.人々は行
動を選択する場合,より大きな経済的利益が得られるものを
選択する. 
  これに対して情報社会は,以下のように整理される. 
  情報社会の主導価値は ,情報社会学近代化論に依る
と,pleasure または共愉（conviviality）（注１２）である.論者
によって内容に差はあるものの,概ね,わくわくすること,愉しさ,
等を中心とする概念となる.情報社会とは,３つの制度が,社会
の成員の愉しさを増大するという価値に整合的に整備される

社会であることになる. 

  共愉は,情報社会では,人々の内的規範,即ち効用関数の
効用の評価基準として重要な意味を持つことになる.産業社
会では人々は,より経済的利益が大きくなると予想される行動
を選択するのに対して,情報社会では人々は,より大きな愉し
さがもたらされると予想される行動を選択することになる. 
  次に,通智＝創知テクニウムである. 
  通智については,破壊的テクノロジーであるインターネット
及び各種のSNS等が登場した.これらのテクノロジーは,地理
的,社会的な制約を超克し,無数のまとまりにおける無数の形
態の分散型情報共有を可能にした.社会の成員は,同時に,
数多くのまとまりに所属し,多くの異なる形態の分散型情報共
有を行うことが,人類史上初めて可能になった. 
情報社会においても,マスメディアの役割は相当強力に残っ
ている.情報社会においても,マスメディアによる情報共有形
態の構造は変わらず,大組織によって提供される情報の画一
的な共有である. 
したがって情報社会では,通智については,人類史上初め

て登場したインターネット・SNS 等による分散型情報共有と,
産業社会から継続しているマスメディアによる画一的情報共

有とが混在するものと見ることができる. 
創智については,現時点では,少なくとも２つの破壊的テク

ノロジーが登場している.第１は,インターネット・SNS等である.
これにより,地理的物理的な制約を超えて,低コストでの遠隔
会議が可能になった.人間による議論,という手法自体は古代
ギリシア等以来変わることがない手法であるとしても,地理的
物理的制約がこれだけ根本的に超克されることは人類史上

初であり,その影響は甚大である. 
ただし,インターネット・SNS 等により地理的物理的な制約

が超克されたことが実際に創智について革新的な効率性を

もたらしているのかどうかについては,目下のところ,議論があ
り,情報社会学を始め多くの研究が進められているところであ
る.公文俊平は,これらの技術は,社会の成員全てを新しい創
智過程に導くものではなく,産業社会における産業化の進展
が,社会の成員を,一部の富者と多くの貧民に階級分離したよ
うに,情報社会では一部の智民と多くの痴民の階級分離が進
行しているとする（注１３）. 
第２の破壊的テクノロジーは,AI である.これにより,人類は

人類史上初めて創智に関して,人間による議論という手法と
は全く別の手法を手にする可能性が大きく開けた. 
最後に,ガバナンス機構である. 

今日の世界では,既に幾つかの形態のガバナンス機構の間
でのガバナンス競争が展開されつつあるものと見ることがで

きる. 
 
3.2 情報社会におけるガバナンス競争 
  産業社会においては,ガバナンス機構の形態としては,国
民の概念に基づく主権国家である国民国家が最も合理的で

あった.情報社会におけるガバナンス競争の候補としては,以
下のものが考えられる. 
第１は,産業社会における中核的なガバナンス機構の形態

であった国民国家である. 
第２は,統合国家（Integrated States）である.情報社会学

近代化論は,これが 20 世紀後半以降に中核的な役割を担う
ことになると予想する. 
公文俊平は前述公文俊平[2011]で,20 世紀半ば以降の

統合国家化の過程を以下のように記述している.20 世紀半

ばに開始される統合国家化の出現局面は,ヨーロッパ統合が
中心となる時代とされる.21 世紀半ばに開始される統合国家

化の突破局面は,アジア統合が中心となる時代とされる.22世
紀半ばに開始される統合国家化の成熟局面は,グローバル
統合が推進される時代とされる.情報社会学近代化論では,
統合国家の概念として,概ね１０から数十か国を対象とするも
のであり,かつ EU の実例が示しているように,政治的な統合
が相当程度進んだものを想定している. 
  第３は,国家の統合の範囲が更に拡大し,世界全体を覆う
ようになった国家の連合体である.今日見られる例としては,国
際連合,各種の国際機関等がそれに当たる. 
  第４は,個人がそれぞれ所属する国民国家の桎梏を離れ
て国際的に連携するものである.典型的には,マルクス=レー
ニン主義が主張した,労働者階級の国際的連携である. 
マルクス＝レーニン主義の言う労働者階級の国際的連携

については,今後のガバナンス機構の有力な候補となること
は考えられない.しかしながら,同種の動きはその後も出て来
ている.例えば 20 世紀末から 21 世紀初頭にかけて,日本で
は,従来は政府が担当していたガバナンス機能を,インターネ
ットで連結した智民の連携が担当するようになるとする提案

が多く出され,そのうちの幾つかにおいては実際の組織構築
も進められた.こうした新しい動きは,外形上は,インターネット
によってエンパワーされた（マルクス＝レーニン主義で言うと

ころの）インターナショナルであり,インター²ということになる. 
これらに加えて第５の候補として,情報社会構築学では,デ

ジタル統合国家プラットフォーム（ Integrated States 
Platform empowered by Digitization：ISPeD）と呼ぶもの
を考える.これは,既存の ASEAN（10 か国）,南部アフリカ開
発共同体（16 か国）等の地域機構の枠組みを基盤として,加
盟国間の政治的統合は一定の水準以下に抑えつつ,域内の
電子政府のプラットフォーム構築を推進したものである. 
インターネット,SNS,AI 等の通智＝創智テクノロジーの現

状を勘案すると,情報社会におけるガバナンス機構は,ある種
の電子政府の形態を採るものと考えられる.それらの電子政
府を繋ぐプラットフォームについては,今日幾つかの例が出て
来ている. 
その中で特に注目すべきものは,エストニアが開発した X-

Road である.X-Road の利点は,多くの国民国家で採用する
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ことにより,コストを大きく抑えることができることである（ある種
の,平均費用逓減.）.技術及びコストの観点からは,電子政府
のプラットフォームを各国毎に独自に構築することは合理的

ではなく,今日の国民国家の枠を超えて,複数の国民国家が
同時に同様のものを採用することが合理的である.電子政府
のプラットフォームとして,技術的に X-Road が最も優れたも

のであるとは言えないとしても,世界で初めて同時に複数の
国民国家で安価に実用に供される可能性を示したという意

味で,X-Roadの意義は大きいと考える. 
即ち,X-Road「のような」電子政府のプラットフォームを地

域機構全域で構築し,既存の地域機構の機能を増大する一
方,政治的統合の程度はゆるやかなものに留めるものがデジ
タル統合国家プラットフォームである. 
 情報社会において求められるガバナンス機能については,
以下のように整理することができる. 
 第１は,ガバナンス機構がガバナンスを開始する前提条件と
しての,社会全体を覆う個人認証システムの構築である（個人
認証）. 
第２は,社会の成員に対する各種の行政サービスの提供で

ある（行政サービス）.教育,医療,安全等,政府が国民に提供
することが求められる一般的な行政サービスであり,これは情
報社会においても,産業社会,更にはそれ以前の形態の社会
と同様,引き続きガバナンス機構によって提供されることが求
められる. 
  第３は,社会の成員間のお互いの履歴・評価に関する情
報共有システム（信用格付け）の構築である.社会の成員は,
それぞれの社会の態様に応じて他者との関係を持つ.その関
係は,安全保障上の関係であることもあれば,経済上の各種
の取引の関係であることもある.情報社会では更に,複数の人
間によるチームによってより大きな共愉を生み出すための関

係が重要になる.これらに共通する問題は,初対面,見ず知ら
ずの相手に対する評価の手法である. 
  比較制度分析の研究,例えば先述のグライフ[2005]では,
社会の成員に対する信用格付けサービスの提供とガバナン

ス機構の形態に関する詳細な分析を行っている.これらの分
析の対象は産業社会の時期に留まるものではなく,マグリブ
貿易商の代理人契約,ヨーロッパにおける商人ギルド,ジェノ
ヴァのポデスタ制等中世の分析にも及んでいる. 
  情報社会においては,情報社会特有の信用格付けシステ
ムに関する需要が高くなるものと考えられる. 
  第４は,富（智）の再配分等市場の失敗を克服する機能で
あり,これをインクルーシブ機能,と呼ぶ（インクルーシブ機能）. 
  産業社会と同様に,情報社会においても経済的な格差が
大きく拡大すると見られ,市場の失敗を補正する必要性は強
いと考えられる.また先述の公文俊平[2011]の内容を繰り返
すと,情報社会における最大の社会的資源は智であるところ,
智そのもの,または創智手段の保有について,社会の成員の

間に大きな格差が生まれつつあり,産業社会において資本家
と労働者の階級分離が発生したように,智民と痴民の階級分
離が発生する可能性があるとしている. 
即ち情報社会においては,経済的な価値（富）及び智の両

面において,市場メカニズムにおいては大きな格差が発生す
る可能性がある.社会が安定するためには,市場均衡の結果
を社会の成員が許容できる範囲の状態に補正することが必

要であり,この補正を行うのがガバナンス機構である. 
補正の内容は,再配分に限らない.後に述べる開発ファイ

ナンス（development finance）の供給も,重要なインクルー
シブ機能となる. 
情報社会における少なくとも上記の４つのガバナンス機能

を効率的に果たすことが,情報社会におけるガバナンス機構
に求められる要件となる. 
  それでは,ガバナンス競争を展開する上記のガバナンス機
構がこれらの４つの機能にどのように対応することができるの

かについての検討を行う. 
  個人認証については,産業社会までは,国勢調査に代表さ
れるように,人間を配してのヒアリング,手書きの文書の手作業
による集計等の手法が採られてきた.このような手法（行政＝
文書システム）を用いる場合には,対象は,政府の行政機構の
所掌の及ぶ範囲,即ち当該国民国家の範囲に限定せざるを
得ない.一方,これから新規に行う場合には,様々なデジタル
技術を最大限に活用することにより,圧倒的な合理化が可能
になる. 
  デジタル技術を用いて個人認証を行う場合には,平均費
用逓減,即ち,対象となる人数が大きくなればなるほど一人当
たりのコストが逓減するという現象が発生する.デジタル技術
を活用しながら,その対象を,今日の国民国家の範囲に抑え
ることの合理性は,テクノロジー上は見当たらない.国民国家
の人口は,概ね数百万人から数千万人であるところ,テクノロ
ジー上は,それよりも遥かに大きな人数を取り扱うことが可能
であり,また合理的でもある. 
  情報社会における主要なガバナンス機構の形態として情
報社会学近代化論が主張するのは統合国家であり,情報社
会構築学ではデジタル統合国家プラットフォームであるとこ

ろ,両者はともに,現在の地域機構を対象としている.個人認証
にデジタル技術を用いた場合の平均費用逓減を勘案すると,
地域機構の範囲は,テクノロジー上はまさに手頃な大きさとい
うことになる.国民国家の範囲に限定した個人認証システムと
地域機構全体を対象にした個人認証システムとをガバナン

ス競争の観点で見ると,コストの面で,後者の圧勝となる可能
性がある. 
  教育,医療,安全保障等の行政サービスは,従来は,国民国
家政府が供給することが当然であると考えられてきたもので

ある.一方,デジタル技術を活用する場合には,再び平均費用
逓減の効果により,国民国家の範囲を超えるより大きな範囲
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ことにより,コストを大きく抑えることができることである（ある種
の,平均費用逓減.）.技術及びコストの観点からは,電子政府
のプラットフォームを各国毎に独自に構築することは合理的

ではなく,今日の国民国家の枠を超えて,複数の国民国家が
同時に同様のものを採用することが合理的である.電子政府
のプラットフォームとして,技術的に X-Road が最も優れたも

のであるとは言えないとしても,世界で初めて同時に複数の
国民国家で安価に実用に供される可能性を示したという意

味で,X-Roadの意義は大きいと考える. 
即ち,X-Road「のような」電子政府のプラットフォームを地

域機構全域で構築し,既存の地域機構の機能を増大する一
方,政治的統合の程度はゆるやかなものに留めるものがデジ
タル統合国家プラットフォームである. 
 情報社会において求められるガバナンス機能については,
以下のように整理することができる. 
 第１は,ガバナンス機構がガバナンスを開始する前提条件と
しての,社会全体を覆う個人認証システムの構築である（個人
認証）. 
第２は,社会の成員に対する各種の行政サービスの提供で

ある（行政サービス）.教育,医療,安全等,政府が国民に提供
することが求められる一般的な行政サービスであり,これは情
報社会においても,産業社会,更にはそれ以前の形態の社会
と同様,引き続きガバナンス機構によって提供されることが求
められる. 
  第３は,社会の成員間のお互いの履歴・評価に関する情
報共有システム（信用格付け）の構築である.社会の成員は,
それぞれの社会の態様に応じて他者との関係を持つ.その関
係は,安全保障上の関係であることもあれば,経済上の各種
の取引の関係であることもある.情報社会では更に,複数の人
間によるチームによってより大きな共愉を生み出すための関

係が重要になる.これらに共通する問題は,初対面,見ず知ら
ずの相手に対する評価の手法である. 
  比較制度分析の研究,例えば先述のグライフ[2005]では,
社会の成員に対する信用格付けサービスの提供とガバナン

ス機構の形態に関する詳細な分析を行っている.これらの分
析の対象は産業社会の時期に留まるものではなく,マグリブ
貿易商の代理人契約,ヨーロッパにおける商人ギルド,ジェノ
ヴァのポデスタ制等中世の分析にも及んでいる. 
  情報社会においては,情報社会特有の信用格付けシステ
ムに関する需要が高くなるものと考えられる. 
  第４は,富（智）の再配分等市場の失敗を克服する機能で
あり,これをインクルーシブ機能,と呼ぶ（インクルーシブ機能）. 
  産業社会と同様に,情報社会においても経済的な格差が
大きく拡大すると見られ,市場の失敗を補正する必要性は強
いと考えられる.また先述の公文俊平[2011]の内容を繰り返
すと,情報社会における最大の社会的資源は智であるところ,
智そのもの,または創智手段の保有について,社会の成員の

間に大きな格差が生まれつつあり,産業社会において資本家
と労働者の階級分離が発生したように,智民と痴民の階級分
離が発生する可能性があるとしている. 
即ち情報社会においては,経済的な価値（富）及び智の両

面において,市場メカニズムにおいては大きな格差が発生す
る可能性がある.社会が安定するためには,市場均衡の結果
を社会の成員が許容できる範囲の状態に補正することが必

要であり,この補正を行うのがガバナンス機構である. 
補正の内容は,再配分に限らない.後に述べる開発ファイ

ナンス（development finance）の供給も,重要なインクルー
シブ機能となる. 
情報社会における少なくとも上記の４つのガバナンス機能

を効率的に果たすことが,情報社会におけるガバナンス機構
に求められる要件となる. 
  それでは,ガバナンス競争を展開する上記のガバナンス機
構がこれらの４つの機能にどのように対応することができるの

かについての検討を行う. 
  個人認証については,産業社会までは,国勢調査に代表さ
れるように,人間を配してのヒアリング,手書きの文書の手作業
による集計等の手法が採られてきた.このような手法（行政＝
文書システム）を用いる場合には,対象は,政府の行政機構の
所掌の及ぶ範囲,即ち当該国民国家の範囲に限定せざるを
得ない.一方,これから新規に行う場合には,様々なデジタル
技術を最大限に活用することにより,圧倒的な合理化が可能
になる. 
  デジタル技術を用いて個人認証を行う場合には,平均費
用逓減,即ち,対象となる人数が大きくなればなるほど一人当
たりのコストが逓減するという現象が発生する.デジタル技術
を活用しながら,その対象を,今日の国民国家の範囲に抑え
ることの合理性は,テクノロジー上は見当たらない.国民国家
の人口は,概ね数百万人から数千万人であるところ,テクノロ
ジー上は,それよりも遥かに大きな人数を取り扱うことが可能
であり,また合理的でもある. 
  情報社会における主要なガバナンス機構の形態として情
報社会学近代化論が主張するのは統合国家であり,情報社
会構築学ではデジタル統合国家プラットフォームであるとこ

ろ,両者はともに,現在の地域機構を対象としている.個人認証
にデジタル技術を用いた場合の平均費用逓減を勘案すると,
地域機構の範囲は,テクノロジー上はまさに手頃な大きさとい
うことになる.国民国家の範囲に限定した個人認証システムと
地域機構全体を対象にした個人認証システムとをガバナン

ス競争の観点で見ると,コストの面で,後者の圧勝となる可能
性がある. 
  教育,医療,安全保障等の行政サービスは,従来は,国民国
家政府が供給することが当然であると考えられてきたもので

ある.一方,デジタル技術を活用する場合には,再び平均費用
逓減の効果により,国民国家の範囲を超えるより大きな範囲

で実施することが可能になり,かつコストが大きく抑えられるこ
とになる. 
医療については,電子カルテの運用等に基づく医療の電

子化により,国民国家の範囲を超える医療サービスの提供が
既に可能になっている. 
実例としては,エストニアとフィンランドの間の医療情報互

換システムがある.2018 年にエストニアとフィンランドは医療

情報のデータ接続を実施した.これにより,フィンランド市民は
エストニア国内の薬局で薬品の処方を得ることができる.更に
フィンランドは,他の EU 諸国との間での同様の医療情報互

換システムの構築の準備を進めている. 
  一方教育（ここでは義務教育である初等中等教育.高等教
育は除く.）については問題は複雑であり,平均費用逓減のコ
ストの面から直ちに地域機構に基づくガバナンス機構に軍配

を上げる訳にはいかない. 
  今日成立している国民国家の多くにおいては,初等中等
教育の制度を構築した時期は,国家化に関する国民国家建
設の時期と符合する.国民国家建設においては,日本人,フラ
ンス人,のような「国民」という概念を社会の成員に浸透させる
ことが最重要の課題の１つであった.明治政府による日本とい
う概念,日本人というアイデンティティの構築と浸透のための
義務教育制度構築の努力については広く知られているとこ

ろである. 
  即ち,多くの国々において初等中等教育が国民国家によ
る義務教育として行われたのは,初等中等教育において,算
数,理科等の初等中等教育としてのカリキュラムの教育と,国
民という概念の浸透という２つの機能に同時に対応しようとし

たためであると考えられる.国民という概念を浸透させるという
機能を実施する主体は,絶対に国民国家でなくては不可能
である. 
  産業化においても,先に見たように,中心的な活動を担うの
は,民間企業である産業企業ではあるものの,実際にはこの競
争は,自国の産業企業の国際競争力を高めるための国民国
家間の開発主義競争でもある .産業企業と国民国家政府
は,PPP（官民協調）と呼ばれる特別の関係を構築し,共に手
を携えて,世界市場において他の国民国家の PPP との競争
を展開しているのである.この競争の中で,初等中等教育は,
自国企業で活躍する優れた労働者を供給するという意味に

おいて,国民国家による産業企業の支援（産業政策）の重要
な役割を果たしてきた. 
  このように,産業社会における初等中等教育というガバナ
ンス機能を国民国家が独占的に供給して来たことには,相応
の理由があったものと見ることができる. 
  したがって,情報社会において初等中等教育というガバナ
ンス機能を供給す るガバナンス機構を決定する要因は,情
報社会における国民アイデンティティの動向であることになる. 
  情報社会においては,国民アイデンティティは無用の長物

になり,人々は直ちに地球全体への帰属をアイデンティティと
するようになる,と考えることは危険である.国民アイデンティテ
ィには様々な複雑な効果があり,それらを無視して世界全体
の連結にアイデンティティを求める方法論が危険であること

は,20世紀における大きな努力にも関わらず,「万国の労働者
よ,連帯せよ.」の政治的スローガンの達成状況が示していると
ころである. 
  従って,情報社会における国民アイデンティティのあり方に
ついては慎重な検討が必要であり,何らかの地理的,民族的,
歴史的紐帯に基盤を置くアイデンティティが存続する可能性

が高い.一方で,そのような地理的,民族的,歴史的紐帯に基
盤を置くアイデンティティのあり方が,「国民」アイデンティティ
に限定されるかどうかについては議論の余地がある. 
  日本の例を採ると,地理的,民族的,歴史的紐帯に基盤を
置くアイデンティティは,江戸時代には藩という単位で構成さ
れていた.それを,日本,という概念で置き換えることが,明治政
府の行った国家化の重要な機能であった.即ち,近代化にお
いて人々が地理的,民族的,歴史的紐帯に基盤を置くアイデ
ンティティを保持することは一般的に見られる傾向であるとし

ても,その範囲の設定については相当程度の自由度がある
可能性がある. 
  情報社会構築学では,新たな範囲として,地域機構の範囲
を提唱し,検討を進めている. 
目下,研究を進めているのは ASEAN であり,ASEAN 加

盟 10 か国の個別の国民国家に関するアイデンティティに加
えて ,ASEAN そのものに対するアイデンティティ ,即ち
ASEANity（ASEAN 性）の構築を進めてはどうかという提案

である.これについては,ASEAN の中核的な会合で提言を

行ったところである（注１５）. 
ASEAN の中の数か国を含め,世界の多くの発展途上国

においては,そもそも国民国家に関するアイデンティティ
は,20世紀の独立,国家建設の過程で人為的に創出されたも
のである側面は否定できない.特に,かつて欧米諸国の植民
地であった地域が,地理的に植民地の枠組みを踏襲したまま
で独立して国民国家を構築しようとする場合には,相当なアイ
デンティティの創出が必要となった.20 世紀は,世界各地でこ
のような国民国家に関するアイデンティティ創出の努力が行

われた時代であった. 情報社会構築学の提唱する地域機構
の範囲を基盤にするアイデンティティ（地域機構アイデンティ

ティ）の創出は,このような国民国家に関するアイデンティティ
創出の努力の延長線上にあるものである. 
  地域機構アイデンティティの創出においては,個人認証に
関するデジタル統合国家プラットフォームの仕組みが大きな

効果を発揮することが期待される.上記 ASEAN の会合で発

表し,ASEAN Vision２０４０に掲載された筆者が提案してい
る具体的な方法は,クロス市民権（cross citizenship）,という
ものである. 
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  市民権の取得をデジタル政府のプラットフォーム上で可
能にすることで,物理的に領土の中にはいない ,世界中の
人々に市民権を付与するシステムは,既にエストニアが実施
している（e-Estonia）.このシステムを援用することで,例えば
ASEAN 域内では,人々は,自国の市民権に加えて ,他の
ASEAN 諸国の市民権をも得ることが物理的には可能にな

る.例えば,タイ国民が,タイ国民としての市民権に加えて,マレ
イシアの市民権,インドネシアの市民権等をも重畳的に取得
していく,というものである. 
  地域機構内の他の国民国家の市民権を重畳的に獲得す
ることは,ある国民が他の国民国家へ行った場合に,行った先
の国民国家の行政サービスを受けられ,また「外国」企業投
資規制等の外国人に対する規制を回避できる等,多くの利点
がある.結果として,地域機構内の大半の市民が,地域機構内
の他の大半の国民国家の市民権を獲得するに至れば,EU
のような過程を経ることなく,市民権に関する限りにおいては
実質的な政治統合が実現されることとなる. 
  以上のことから,情報社会における行政サービスに関する
ガバナンス競争の趨勢は,特にテクノロジーの態様を重視す
る観点からは,国民国家よりも地域機構を基盤に置く形態（統
合国家またはデジタル統合国家プラットフォーム）に有利に

進行すると考えることも不可能ではない. 
  次いで,インクルーシブ機能である.情報社会構築学の枠
組みでは,インクルーシブ機能の中では,富の再配分と,開発
ファイナンスの供給に着目している. 
  産業社会の市場均衡においては人々の間の富の偏在が
大きな問題となり,その補正はガバナンス機構にとって極めて
重要な課題となった.20 世紀後半を揺るがした東西冷戦（チ

ャーチルの「鉄のカーテン」演説の 1946 年からマルタ会談

の 1989年までの 43年間）は,富の遍在の補正方法を巡る資
本主義体制と社会主義体制の間のガバナンス競争であった

と見ることもできる.体制を問わず,大半の国民国家政府は 20
世紀を通じて富の再配分を大規模に展開し,大きな成果を収
めた. 
  情報社会においても,この課題に対するガバナンス競争が
展開されることとなる. 
  有力な候補は,産業社会同様,国民国家である.国民国家
は,産業社会において実施してきた手法と同様の手法を用い
て引き続き有効に富の遍在の補正というガバナンス機能を果

たしていくものと見られる 
  地域機構がこの機能を有効に果たすためには,相当程度
の政治統合が必要となる.この機能に関しては,情報社会構
築学が提案するデジタル統合国家プラットフォームの有効性

は明らかなものとはなっていない. 
  地域機構をベースとして政治統合が高度に進んだ状態が
統合国家であり,今日目にすることのできる実例は EU であ

る.EUにおいては富の遍在の補正を国民国家の範囲を超え

て実施しようとする様々な政策が展開され,それに対する反
発も各所で生まれ,ギリシア,イタリア等の経済危機,BREXIT
等の政治的動きが出て来ているところである. 
それらの動きは,国民国家の範囲を超えて富の遍在の補

正を行うことの困難さを示している.1950年のシューマン宣言
から 40 年間以上に亘る取り組みを続けて 1992 年に成立し
た EU においてすらこれらの大きな困難が続出しているとい

う事実は,情報社会におけるガバナンス競争の趨勢に重要な
示唆をもたらす. 
  それでは,地域機構を更に拡大した地球大の国際的連携
は,有力な候補になるのだろうか.今日見られつつある富の偏
在は,経済のグローバリゼーションに伴い,グローバルに発生
していることを勘案すると,その可能性の検討が必要となる. 
  国際的連携について,国際連合等に代表される何らかの
国際機関を期待することは,今日のそれらの現状を勘案する
ならば現実的ではないことは明らかである.国際機関は,基本
的には国民国家の国際的「連携」であり,国民国家の国益か
ら独立した運営は実質的には実現していない. 
  その中で注目されるのは,富の再配分について 20世紀半
ばから半世紀以上に亘って実績を積んでいる OECD-DAC
における ODA（政府開発援助：Official Development 
Assistance）の取り組みである. 

OECD加盟国は,発展途上国に対して,ODA として定義さ
れる平和目的の譲許的資金を,先に見た DAC リスト掲載の

国または地域に対してできるだけ多く供与することが要請さ

れている.OECD加盟国は何れも一人当たりGDPが一定額
以上であること等の先進国の基準を満たす国々である.即ち
ODA とは,国民国家単位で見た場合の国際社会における富
裕層である先進国が,貧困層である発展途上国に対して行う
富の再配分機能としての側面を持つと見ることもできる.開発
援助の実務家の中では,1970年代に ODA増額の国際的コ
ンセンサスとして GDP の０．７％という目標が定められたこと

を根拠として,各国におけるODAの一層の増大を働きかける
声が強い. 
一方で,この方法の有効性については,以下の問題がある. 

  まずは,金額の問題である. 
  再配分のために必要な金額について正確に算定すること
は困難であるものの,日本政府の例を参考に考えると,少なく
とも GDP の数％程度であると考えることができる.ODA の対
GDP比の０．７％目標は,一部の北欧諸国等では実現されて
いるものの,日本,米国を含む主要国ではそれを大幅に下回
る０．２％程度となっている.開発援助実務者の努力にも関わ
らず,各国が今後 ODAを急激に拡大する可能性は殆どない
と言える. 
  金額の問題に加えて,原理上の問題をも指摘することがで
きる. 
  国民国家内における再配分も ODA も,共に資金の支出
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  市民権の取得をデジタル政府のプラットフォーム上で可
能にすることで,物理的に領土の中にはいない ,世界中の
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していく,というものである. 
  地域機構内の他の国民国家の市民権を重畳的に獲得す
ることは,ある国民が他の国民国家へ行った場合に,行った先
の国民国家の行政サービスを受けられ,また「外国」企業投
資規制等の外国人に対する規制を回避できる等,多くの利点
がある.結果として,地域機構内の大半の市民が,地域機構内
の他の大半の国民国家の市民権を獲得するに至れば,EU
のような過程を経ることなく,市民権に関する限りにおいては
実質的な政治統合が実現されることとなる. 
  以上のことから,情報社会における行政サービスに関する
ガバナンス競争の趨勢は,特にテクノロジーの態様を重視す
る観点からは,国民国家よりも地域機構を基盤に置く形態（統
合国家またはデジタル統合国家プラットフォーム）に有利に

進行すると考えることも不可能ではない. 
  次いで,インクルーシブ機能である.情報社会構築学の枠
組みでは,インクルーシブ機能の中では,富の再配分と,開発
ファイナンスの供給に着目している. 
  産業社会の市場均衡においては人々の間の富の偏在が
大きな問題となり,その補正はガバナンス機構にとって極めて
重要な課題となった.20 世紀後半を揺るがした東西冷戦（チ

ャーチルの「鉄のカーテン」演説の 1946 年からマルタ会談

の 1989年までの 43年間）は,富の遍在の補正方法を巡る資
本主義体制と社会主義体制の間のガバナンス競争であった

と見ることもできる.体制を問わず,大半の国民国家政府は 20
世紀を通じて富の再配分を大規模に展開し,大きな成果を収
めた. 
  情報社会においても,この課題に対するガバナンス競争が
展開されることとなる. 
  有力な候補は,産業社会同様,国民国家である.国民国家
は,産業社会において実施してきた手法と同様の手法を用い
て引き続き有効に富の遍在の補正というガバナンス機能を果

たしていくものと見られる 
  地域機構がこの機能を有効に果たすためには,相当程度
の政治統合が必要となる.この機能に関しては,情報社会構
築学が提案するデジタル統合国家プラットフォームの有効性

は明らかなものとはなっていない. 
  地域機構をベースとして政治統合が高度に進んだ状態が
統合国家であり,今日目にすることのできる実例は EU であ

る.EUにおいては富の遍在の補正を国民国家の範囲を超え

て実施しようとする様々な政策が展開され,それに対する反
発も各所で生まれ,ギリシア,イタリア等の経済危機,BREXIT
等の政治的動きが出て来ているところである. 
それらの動きは,国民国家の範囲を超えて富の遍在の補

正を行うことの困難さを示している.1950年のシューマン宣言
から 40 年間以上に亘る取り組みを続けて 1992 年に成立し
た EU においてすらこれらの大きな困難が続出しているとい

う事実は,情報社会におけるガバナンス競争の趨勢に重要な
示唆をもたらす. 
  それでは,地域機構を更に拡大した地球大の国際的連携
は,有力な候補になるのだろうか.今日見られつつある富の偏
在は,経済のグローバリゼーションに伴い,グローバルに発生
していることを勘案すると,その可能性の検討が必要となる. 
  国際的連携について,国際連合等に代表される何らかの
国際機関を期待することは,今日のそれらの現状を勘案する
ならば現実的ではないことは明らかである.国際機関は,基本
的には国民国家の国際的「連携」であり,国民国家の国益か
ら独立した運営は実質的には実現していない. 
  その中で注目されるのは,富の再配分について 20世紀半
ばから半世紀以上に亘って実績を積んでいる OECD-DAC
における ODA（政府開発援助：Official Development 
Assistance）の取り組みである. 

OECD加盟国は,発展途上国に対して,ODA として定義さ
れる平和目的の譲許的資金を,先に見た DAC リスト掲載の

国または地域に対してできるだけ多く供与することが要請さ

れている.OECD加盟国は何れも一人当たりGDPが一定額
以上であること等の先進国の基準を満たす国々である.即ち
ODA とは,国民国家単位で見た場合の国際社会における富
裕層である先進国が,貧困層である発展途上国に対して行う
富の再配分機能としての側面を持つと見ることもできる.開発
援助の実務家の中では,1970年代に ODA増額の国際的コ
ンセンサスとして GDP の０．７％という目標が定められたこと

を根拠として,各国におけるODAの一層の増大を働きかける
声が強い. 
一方で,この方法の有効性については,以下の問題がある. 

  まずは,金額の問題である. 
  再配分のために必要な金額について正確に算定すること
は困難であるものの,日本政府の例を参考に考えると,少なく
とも GDP の数％程度であると考えることができる.ODA の対
GDP比の０．７％目標は,一部の北欧諸国等では実現されて
いるものの,日本,米国を含む主要国ではそれを大幅に下回
る０．２％程度となっている.開発援助実務者の努力にも関わ
らず,各国が今後 ODAを急激に拡大する可能性は殆どない
と言える. 
  金額の問題に加えて,原理上の問題をも指摘することがで
きる. 
  国民国家内における再配分も ODA も,共に資金の支出

者は国民国家政府である.違いは,国民国家内における再配
分は国民アイデンティティを根拠にするものであり,ODA は,
グローバルな国際的連携というアイデンティティを根拠にす

ることである. 
  一方実際には,ODA の実務においても,グローバルな国
際的連携というアイデンティティよりも国民アイデンティティが

強調されている.そのことを示すのが,日本政府が 2015 年 2
月に閣議決定した開発協力大綱である.これは,日本政府の
財政から ODA を支出することの正当性を日本政府として日

本国民に対して述べたものである. 
  その内容は,外交及び経済上の日本の国益の観点から
ODA を支出することを正当化するものとなっている.外交上
の国益とは,ODA の支出によって国際社会の安定に努め,か
つ国際社会における日本のステイタスを向上させることは日

本の国益に合致するということである .経済上の国益と
は,ODAの支出によって発展途上国の経済社会開発を推進
することは,日本企業への裨益を生むということである.開発援
助関係者が「地球益」と呼ぶ,日本の国益とは関係のない国
際社会の利益についての記述もあるものの,補助的な位置付
けに留まっている. 
  これらのことから当面は,再配分の根拠としては国民アイデ
ンティティを超えるものの登場を期待することは現実的では

ないことになる.国民アイデンティティに基づいて再配分を実
施する主体は国民国家であることから,21世紀の情報社会に
おいても,引き続き有力なガバナンス機構としての国民国家
の役割は存続するものであると考えることができる. 
  一方,開発ファイナンスの供給については事態が異なる.
情報社会においては,開発ファイナンスを国民国家の範囲に
限定することなく供給することが物理的には可能になってき

ており,供給対象の範囲として,地域機構の枠組みは有力な
候補となる. 
  開発ファイナンスとは,市場均衡における供給量が社会的
に適正な（socially optimal）な量を大幅に下回るという市場
の失敗が発生する分野に対するファイナンスである.典型的
にはインフラストラクチャー・ファイナンス及び中小企業ファイ

ナンスである.道路,電気,水道等のインフラストラクチャーは,
莫大な投資資金が必要になる一方,その投資資金を回収す
るために料金を高く設定すると消費量が大きく下がり,またそ
もそも政治的に高い料金を設定できない等の理由により,十
分な収益を得ることが困難である.即ち,儲からないため,民間
企業による投資は少なくなる.一方でインフラストラクチャーは
社会にとって絶対に必要なものであるため,誰かが投資をし
なければならない.中小企業ファイナンスも同様で,中小企業
ファイナンスは,情報の非対称性（金融機関が中小企業の実
態を把握するためには莫大なコストがかかる）及びビジネス

規模が少額であることから市場の失敗が発生し,民間の金融
機関は儲からないため,十分な量のファイナンスを供給するこ

とは困難である.一方で中小企業の振興は社会にとって重要
な課題であるため,中小企業の振興のために誰かがファイナ
ンスを供給しなければならない. 
  これらの分野に対するファイナンスが開発ファイナンスと
呼ばれる特殊なファイナンスである.市場の失敗を克服する
ため,市場均衡によって決定される金利よりも大幅に安い金
利が設定され,譲許的（concessional）ファイナンスとなる. 
  ガバナンス機構にはこのような開発ファイナンスの供給が
求められ,その供給に関するガバナンス競争が展開されるこ
とになる. 産業社会においては,インフラストラクチャー・ファイ
ナンスについては,巨額で,かつ長期のファイナンスが必要に
なることから,事実上国民国家が独占的に供給していた.国民
国家はインフラストラクチャー・ファイナンスを供給するための

政府系金融機関を設立し,利子補給制度等を構築して政府
財政資金を投入した.日本の財政投融資のように,そもそも政
府財政の制度の中にインフラストラクチャー・ファイナンスを

担う制度を構築した例もある. 
  20 世紀後半以降では,インフラストラクチャー建設に関し
て,多くの発展途上国は,自国政府だけでファイナンスを行う
ことは困難であるため,世界銀行等 MDBs（多国籍開発金融
機関：Multilateral Development Banks）または先進国の
ODA に相当の割合を依存している.発展途上国時代の日本
も,東海道新幹線,東名高速道路の建設等においては,世界
銀行からの融資を受けた. 

20 世紀後半に多くの MDBｓが発展途上国に対して供給
したファイナンスの総額は膨大であり,発展途上国の経済社
会開発に果たした役割は大きい.一方で,情報社会構築学の
整理によると,産業社会においては基本的にインフラストラク
チャー・ファイナンスの供給者は国民国家であったとし

て,MDBｓ,即ちある種の国際的連携が主要な供給者であっ
たとはしない.その理由は,MDBｓのファイナンスのほぼ全額
がソブリン（sovereign）・ファイナンスであったためである. 
  ソブリン・ファイナンスとは,借り手である発展途上国政府に
直接か,または発展途上国政府の政府保証を取って実施さ
れるファイナンスのことである.債務者は発展途上国の財務省
であり,返済は発展途上国の政府財政によって行われ,債務
が返済されない場合には,発展途上国政府のデフォルトにな
る.従って,資金の出元はMDBｓであるとしても,形式的には発
展途上国政府がファイナンスしていることになる.このため情
報社会構築学では,MDBｓからの融資の場合を含めて,国民
国家によるファイナンスとして捉える. 
  産業社会においては中小企業ファイナンスにおいても,国
民国家は極めて重要な役割を果たした.大半の国民国家は,
中小企業ファイナンスを専門に実施する政府系金融機関を

設立し,インフラストラクチャー・ファイナンスの場合と同様,市
場の失敗を補正するための利子補給制度等を構築して政府

財政資金を投入した. 
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  これに加えて,幾つかの類型の民間金融機関も重要な役
割を果たした.日本では,通常の銀行形態で中小企業ファイ
ナンスを専門に実施する地方銀行,及びコミュニティ・ファイ
ナンスの原理で運営される日本独自の中小企業専門金融機

関である信用金庫等がその任に当たった. 
  以上のことから,産業社会における開発ファイナンスの供
給については,インフラストラクチャー・ファイナンスについて
はほぼ国民国家の独占,中小企業ファイナンスについては国
民国家及び幾つかの類型の民間金融機関が担当したとまと

められる. 
両者に共通する特徴は,いずれもファイナンスの対象が国

民国家の範囲内に限定されていたことである.開発ファイナン
スの供給者は国民国家毎に構築された政府系金融機関で

あり,そのファイナンス先は,国内のインフラストラクチャー・プ
ロジェクト及び国内の中小企業であった. 
  開発ファイナンスが国民国家の範囲で完結していた最大
の理由は,開発ファイナンスの仕組みにある.開発ファイナン
スは,市場の失敗に対応する特別のファイナンスであるため,
市場で調達したファイナンスの金利は貸し出すファイナンス

の金利を上回るという逆鞘が発生するため,金融機関は,原資
を市場からのみ調達することはできない.この逆鞘を埋める必
要があり,通常は,国民国家の政府財政が用いられることにな
る.金融実務においては,このように政府財政の補助を受けた
ファイナンスのことを , 「公的支持を受けた（ officially 
supported）」譲許的ファイナンス,と呼ぶ. 
  20 世紀半ばにおいては,逆鞘を埋める手法は,事実上公
的支持しか存在していなかった.その証左は,1961 年に設立

された OECD の最大の役割は,加盟国の公的支持を受けた
輸出信用の規制であったことであり,OECD において実質的

には最も重要な ECG（officially supported Export Credit 
and Credit Guarantee）委員会がその任に当たった.この経
緯については,拙著（注１６）で詳しく分析したところである. 
  即ち富の再配分の場合と同様に,市場の失敗の補正の機
能を担うことができるのは,国民アイデンティティによって公的
支持の支出が正当化される国民国家しか存在しなかったと

いうことになる. 
  一方 20 世紀後半以降,開発ファイナンスの仕組みに関す
る多くの新しい技術の開発が続いており,21 世紀の今日では,
必ずしも国民国家の範囲で完結させることなく,国際的な協
調の下に推進することが技術的には可能になりつつある. 
  情報社会における発展途上国のインフラストラクチャー・
ファイナンスの重要な供給者としての地位を占める可能性が

ある主体としては,国民国家及び国民国家毎に設立された開
発銀行以外に以下の２つがある. 
  第１は,既に 20 世紀後半以降重要な役割を果たしてきた
MDBｓである. 

20 世紀後半以降,数多くの MDBｓが設立され,主として先

進国による拠出金等を元にして公的支持を行い,発展途上
国におけるインフラストラクチャー・ファイナンスが供給されて

きた.世界銀行及び世界銀行グループのように世界全体を対
象として設立されているものもある一方,大半は地域毎に設
立されている.その地域の範囲は ,アジア開発銀行（Asian 
Development Bank：ADB） ,アフリカ開発銀行（African 
Development Bank ： AfDB ） ,米州開発銀行（ Inter-
American Development Bank：IADB）等のように,地域機
構を超える広域のものが多い.これらは,地域機構を基盤に置
くガバナンス機構の特殊なものと見ることができる. 
  20世紀後半から 21世紀初頭にかけては,これらの MDB
ｓによるファイナンスは,先に見たように,ほぼ全額ソブリン・ファ
イナンスであったため,実質的には国民国家によるファイナン
スと見ることができた.これに対して,今日ではプロジェクト・フ
ァイナンスの手法が整備されつつある.これは,債務の返済の
原資を,当該プロジェクトから得られる収益に限定するもので
ある.プロジェクトが実施される国民国家の財務省に対しては
ノン・リコースとなり,国家の債務にはならない. 
  この方式によれば,MDBｓは,発展途上国の政府に対する
貸付ではなく,プロジェクトに対する直接の貸し付けを行うこと
になる.即ち,MDBｓがインフラストラクチャー・ファイナンスの
直接の供給者となる.この方式が,量的に産業社会におけるソ
ブリン・ファイナンスに比べて遜色のないものになるかどうか

がガバナンス競争の趨勢を決定することとなる. 
  第２の候補は,各国毎に設立されている開発銀行の,地域
機構内における国際的連携である. 
  先に見たように,産業社会においては,開発銀行は国民国
家毎に設立され,国民国家の範囲内においてファイナンスを
実施していた.一方今日では,開発ファイナンスにおける新た
な可能性を開く技術が生まれている.そのような技術の代表
が PPP（官民協調：Public Private Partnership）ファイナ
ンスである. 
  PPP ファイナンスは,経済産業省の 2005 年の定義（注１
７）によると,「市場の失敗が発生する分野に対するファイナン
ス を , 政府が市場強化措置 （ market enhancement 
measures）を採るという前提で,民間部門が供給すること.」と
される.インフラストラクチャー・プロジェクトに対する PPP ファ
イナンスはその後大きく発展し,特にアフリカにおいて多くの
実例が見られるようになってきている. 
  PPP ファイナンスを,従来の方式である公的支持方式と比
較すると,以下のようになる. 
  市場の失敗が発生する分野に対するファイナンスであるこ
とは共通である.公的支持方式では,政府自身がプロジェクト
の全額をファイナンスする.市場の失敗ゆえに当該プロジェク
トは赤字になるものの,その赤字分を含めてプロジェクト全額
のファイナンスを供給するのである. 
  これに対してPPPファイナンスでは,政府が供給するのは,

44 前田充浩



  これに加えて,幾つかの類型の民間金融機関も重要な役
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給については,インフラストラクチャー・ファイナンスについて
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緯については,拙著（注１６）で詳しく分析したところである. 
  即ち富の再配分の場合と同様に,市場の失敗の補正の機
能を担うことができるのは,国民アイデンティティによって公的
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直接の供給者となる.この方式が,量的に産業社会におけるソ
ブリン・ファイナンスに比べて遜色のないものになるかどうか

がガバナンス競争の趨勢を決定することとなる. 
  第２の候補は,各国毎に設立されている開発銀行の,地域
機構内における国際的連携である. 
  先に見たように,産業社会においては,開発銀行は国民国
家毎に設立され,国民国家の範囲内においてファイナンスを
実施していた.一方今日では,開発ファイナンスにおける新た
な可能性を開く技術が生まれている.そのような技術の代表
が PPP（官民協調：Public Private Partnership）ファイナ
ンスである. 
  PPP ファイナンスは,経済産業省の 2005 年の定義（注１
７）によると,「市場の失敗が発生する分野に対するファイナン
ス を , 政府が市場強化措置 （ market enhancement 
measures）を採るという前提で,民間部門が供給すること.」と
される.インフラストラクチャー・プロジェクトに対する PPP ファ
イナンスはその後大きく発展し,特にアフリカにおいて多くの
実例が見られるようになってきている. 
  PPP ファイナンスを,従来の方式である公的支持方式と比
較すると,以下のようになる. 
  市場の失敗が発生する分野に対するファイナンスであるこ
とは共通である.公的支持方式では,政府自身がプロジェクト
の全額をファイナンスする.市場の失敗ゆえに当該プロジェク
トは赤字になるものの,その赤字分を含めてプロジェクト全額
のファイナンスを供給するのである. 
  これに対してPPPファイナンスでは,政府が供給するのは,

赤字分の補填（市場強化措置）だけである.政府が赤字分を
補填 した結果 , 当該プ ロジ ェ ク ト は採算性があ る

（commercial viability）ものとなるため,プロジェクトに対す
るファイナンスは民間金融機関が供給する.政府から赤字分
の補填を受けていることを除けば当該プロジェクトに対するフ

ァイナンスは通常の商業ファイナンスということになり,その結
果,国際協調融資の途が大きく開けることになる. 
  この場合の国際協調融資の担い手として有力な候補が,
地域機構内の開発銀行の連携である.プロジェクトに政府に
よる市場強化措置が施され,ファイナンス条件としては商業フ
ァイナンスに近いものとなっている場合には,他国の開発銀
行との国際協調融資は,技術的には十分に可能なものであり,
かつその供給に関して国民アイデンティティに訴える必要は

ないことになる. 
  21 世紀においては,南部アフリカ開発共同体（SADC：
Southern African Development Community）という地域
機構内の開発銀行が,SADC-ｄｆｒｃ（Development Finance 
Resource Center）の場を活用しつつ PPPファイナンスの国
際協調融資を進めていることについては,拙稿（注１８）で見
た通りである. 
技術的には,国際協調融資の供給者の範囲は自由に設定

することができる.一方 SADC-ｄｆｒｃ関係者との協議（注１９）
で明らかになったのは,実務的には以下の理由により,国際協
調融資の供給者の範囲を地域機構の範囲に設定することが

極めて有効であると考えられる. 
第１に,SADC-dfrc のように,多くの地域機構においては,

域内の開発銀行の連携のための組織が作られていることで

ある.仮に開発銀行の連携の組織が存在しない場合におい
ても,少なくとも財務省の連携の場は必ず存在しているため,
その場を活用することができる. 
第２に,地域機構は経済連携,場合によっては市場統合を

重要な目標に設定していることが多く,地域機構内における
インフラストラクチャーの構築は地域機構全体にとっての利

益と合致すると見做されることが多いためである. 
更に,今後は地域機構における多くの統合の動きにより,地

域機構内において人々の間に,ある種の「地域機構益」のよう
な概念が創出されていくことが考えられる.そのような概念は,
ある開発銀行が地域機構内の他の国民国家のプロジェクト

に対する市場強化措置を講じることを正当化することになる

ことを期待することも不可能ではない. 
  以上,インクルーシブ機能に関する情報社会のガバナンス
競争についてまとめると,以下のようになる.富の再配分につ
いては,産業社会同様,引き続き国民国家が圧倒的な役割を
果たすと考えられる.開発ファイナンスの供給については,産
業社会同様,引き続き国民国家（及び国民国家毎に設立さ
れた開発銀行）が重要な役割を占めることになる一方で,地
域機構の範囲またはそれを超える範囲を対象にした新たな

ガバナンス機構の役割が大きくなる可能性があると言える. 
 
４ ベース・モデルのローカル化（今後の展望） 
  以上,発展途上国における情報社会構築という課題に対
応するために筆者及び各国の研究者が協働で進めている

情報社会構築学に関する基本的な枠組みを整理するととも

に,ベース・モデルに関する基本的な考え方をまとめた. 
  情報社会構築学は,実際に発展途上国政府／社会が自
国における情報社会構築において参照できる政策フレーム

ワークを提供することにその存在意義がある.そのためには,
ベース・モデルを発展途上国のカテゴリー毎にローカル化

（localizing）したモデルを構築していかなくてはならない.一
方,この作業については現在端緒に着いたばかりである. 
  このためこの章では,現下,この作業について各国の研究
者と行っている議論を紹介するに留め,具体的な作業は今後
の課題としたい. 
  今一度情報社会について整理すると,以下のようになる. 
  産業社会とは,主導価値（内的規範の効用関数の基準）が
経済的繁栄であり,通智＝創知テクニウムについては,通智テ
クノロジーがマスメディア,創智テクノロジーが人間の生物学
的脳を基盤にしており,ガバナンス機構が基本的に国民国家
に依拠し,このような状態で通智＝創知テクニウム,ガバナンス
機構及び内的規範が補完性均衡を成立させていた状態で

あった.この均衡が崩壊して新たに成立する社会が情報社会
である. 
 情報社会とは,以下のような社会である可能性が高い.主
導価値（内的規範の効用関数の基準）は conviviality 等と
呼ばれるある種の愉しさである.通智テクノロジーは,産業社
会時代同様のマスメディアに加えて,各種の SNS 等が高度

に発達する.創智テクノロジーは,産業社会同様の人間の生
物学的脳に加え,AI が高度に発達する.ガバナンス機構につ
いては,産業社会同様の国民国家が引き続き重要な役割を
果たす一方,地域機構を範囲とするガバナンス機構の役割が
高まることが考えられる.そのようなガバナンス機構としては,
政治統合を強めた EU 型の統合国家に加え,情報社会構築
学独自の概念であるデジタル統合国家プラットフォームとい

うものが発達する可能性がある. 
  このような認識に立って構築される情報社会構築のベー
ス・モデルの骨格は,以下のようになる. 
  第１は,通智テクノロジーについて,各種の SNS 等のテクノ
ロジー上の発達に対応する社会のルールを構築することで

ある. 
 第２は,創智テクノロジーについて,AI と人間の生物学的
脳の協働関係の仕組みを構築することである.例えば汎用
AI開発に関する指針等も重要な課題となるだろう. 
 第３は,情報社会において重要なガバナンス機能を供給
するガバナンス機構の形態を確定させ,その発展を推進する
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ことである.情報社会構築学では,デジタル統合国家プラット
フォームという形態が重要な役割を担うようになるのではない

かと考え,その発展方法を探っている. 
  このようなベース・モデルを発展途上国のカテゴリー毎に
ローカル化したモデルを構築することが情報社会構築学の

存在意義である. 
  現下,各国の大学及び政府関係機関等との協働研究にお
いては,以下のような問題が提起されている. 
  高度産業化段階発展途上国（HIDS）においては,概ねベ
ース・モデルに基づく取り組みが有効であると考えられる. 
  産業化段階発展途上国（IDS）においては,情報社会構築
と産業化の推進の２つの政策的取り組みが必要となるため,
複雑なモデルを構築する必要がある. 
  このカテゴリーにおける取り組みとして現下集中的に研究
を行っているのが,インドネシアである.インドネシアは,一人当
たり GDP が約 4,000 ドル,製造業に牽引される経済成長が
進んでいる典型的な産業化段階発展途上国である.政府は
総力を挙げて産業化を推進している.このような社会におい
ては,第１に,そもそも当該社会における情報社会構築の意義
を明らかにする必要があり,また第２に,現在社会的なコストの
大半が向けられている産業化の取り組みと情報社会構築と

の関係を明らかにすることが必要となる. 
  筆者は,前者の題を「ダルマプルサダ問題」,後者の問題を
「バンドン問題」と呼んで,現地の大学及び政府関係機関等と
の協働研究を進めている. 
  前者の問題が最初に提起されたのは,2018 年 3 月 8 日,
ダルマプルサダ大学（ジャカルタ） ,において開催された
「Advances in Technology for Welfare Society」セミナー
においてのことである.この場で筆者がダルマプルサダ大学
客員教授就任記念講演として行った講演に対して,ダルマプ
ルサダ大学教員から出されたコメントは,以下のものであった. 
情報社会構築を産業化との関係でどのように捉えれば良

いのか.Industrie4.0論のように,情報化を単にデジタル技術
の発達として捉え,それらを製造業の枠の中で説明するモデ
ルであれば理解が容易である.即ち,産業社会とはデジタル
技術を用いない製造業を推進する社会で,情報社会とは最
先端のデジタル技術を活用して製造業を推進する社会とい

うことで,両者とも製造業が中心の社会であり,違いは技術の
差だけということになる.一方で情報社会構築学は,情報社会
を,製造業を中心とする産業社会とは全く別の社会として捉え
る.それならば,現下,社会の全ての資源を産業社会構築に投
入しているインドネシアにおいて情報社会構築をすることの

意義を明確にする必要がある. 
  後者の問題が提起されたのは,2017 年春にインドネシア

のバンドン工科大学との共催で開催した 2度の共催セミナー
である.第 1 回は,「West Java Development Seminar : 
Role of SMEｓ in Development of Bandung and West 

Java Region」（バンドン工科大学,バンドン,2017 年 3 月 6
日）,第 2 回は,「One Day Seminar : Integrated SMEｓ’
Development Proposal and Financial Support System 
for West Java Region」（バンドン工科大学,バンドン,2017
年 5月 12日）である. 
  両セミナーにおいて筆者は,インドネシアの西ジャワ州に
おける「州単位の」情報社会構築の必要性についての特別

講演を行った.西ジャワ州は人口約 4,700 万人.通常の国民
国家に相当する規模である. 
これらのセミナーにおいて西ジャワ州政府の官僚から提起

されたのが,以下の問題である.西ジャワ州においては,目下,
産業化の推進のために懸命の努力を重ねているところであり,
多くの分野では必要性に十分対応できていない.特に,インフ
ラストラクチャーの建設と産業人材育成の面で苦戦している.
バンドン州政府は,予算と人員が圧倒的に不足している.この
ような状況下,西ジャワ州が産業化と情報社会構築の二兎を
追わなければならないとすれば,両者の関係が補完的か,独
立であるのかが大きな問題になる.特に産業人材育成の面で
この問題は深刻である.目下西ジャワ州としては,産業化,即ち
製造業に特化した産業人材育成を進めているところ,そのよう
にして育成された産業人材は情報社会構築においても有効

な産業人材となるのか,それとも製造業に特化した産業人材
育成は製造業においてしか有効ではなく,情報社会構築に
対応するためにはゼロからそのための産業人材育成をしな

ければならないのか. 
  このように,産業化段階発展途上国における情報社会構
築モデルの構築においては,産業化と情報社会構築との関
係についての整理することが当面の研究の重要課題となる. 
  非製造業発展途上国（LFDS）においては,主導産業とし
ての製造業の蓄積を欠いたままで情報社会構築を進めるこ

とになるため,情報社会構築に加えて,デジタル技術を活用し
た主導産業を構築するという課題にも取り組むことが必要と

なる.即ち,デジタル技術を情報社会構築及び主導産業構築
の２つの目的に使うというモデルになる. 
  筆者はこの問題を,「ビシュケク問題」と呼んでいる. 
  筆者は 2017 年 9 月にキルギスを訪問し,H.E. Rosa 
Otonbaeva 前大統領との会談で,キルギスの経済社会開発
に関して,キルギス大統領府投資委員会との協働研究を推進
することで合意した.この合意に基づき,2019年 9月にキルギ
スを再訪し,キルギス大統領府主催キルギス産業円卓会議で
特別講演を行うとともに ,キルギス大統領府投資委員
会 ,Kyrgyz Software and Services Developers 
Association等とキルギス発展戦略に関する協議を行った. 
  これらの協議において先方から提示されたのが,デジタル
技術を活用して情報社会構築を進めるのと同時に,製造業を
飛ばしてデジタル技術を活用した主導産業を振興するという

モデルである. 

46 前田充浩



ことである.情報社会構築学では,デジタル統合国家プラット
フォームという形態が重要な役割を担うようになるのではない

かと考え,その発展方法を探っている. 
  このようなベース・モデルを発展途上国のカテゴリー毎に
ローカル化したモデルを構築することが情報社会構築学の

存在意義である. 
  現下,各国の大学及び政府関係機関等との協働研究にお
いては,以下のような問題が提起されている. 
  高度産業化段階発展途上国（HIDS）においては,概ねベ
ース・モデルに基づく取り組みが有効であると考えられる. 
  産業化段階発展途上国（IDS）においては,情報社会構築
と産業化の推進の２つの政策的取り組みが必要となるため,
複雑なモデルを構築する必要がある. 
  このカテゴリーにおける取り組みとして現下集中的に研究
を行っているのが,インドネシアである.インドネシアは,一人当
たり GDP が約 4,000 ドル,製造業に牽引される経済成長が
進んでいる典型的な産業化段階発展途上国である.政府は
総力を挙げて産業化を推進している.このような社会におい
ては,第１に,そもそも当該社会における情報社会構築の意義
を明らかにする必要があり,また第２に,現在社会的なコストの
大半が向けられている産業化の取り組みと情報社会構築と

の関係を明らかにすることが必要となる. 
  筆者は,前者の題を「ダルマプルサダ問題」,後者の問題を
「バンドン問題」と呼んで,現地の大学及び政府関係機関等と
の協働研究を進めている. 
  前者の問題が最初に提起されたのは,2018 年 3 月 8 日,
ダルマプルサダ大学（ジャカルタ） ,において開催された
「Advances in Technology for Welfare Society」セミナー
においてのことである.この場で筆者がダルマプルサダ大学
客員教授就任記念講演として行った講演に対して,ダルマプ
ルサダ大学教員から出されたコメントは,以下のものであった. 
情報社会構築を産業化との関係でどのように捉えれば良

いのか.Industrie4.0論のように,情報化を単にデジタル技術
の発達として捉え,それらを製造業の枠の中で説明するモデ
ルであれば理解が容易である.即ち,産業社会とはデジタル
技術を用いない製造業を推進する社会で,情報社会とは最
先端のデジタル技術を活用して製造業を推進する社会とい

うことで,両者とも製造業が中心の社会であり,違いは技術の
差だけということになる.一方で情報社会構築学は,情報社会
を,製造業を中心とする産業社会とは全く別の社会として捉え
る.それならば,現下,社会の全ての資源を産業社会構築に投
入しているインドネシアにおいて情報社会構築をすることの

意義を明確にする必要がある. 
  後者の問題が提起されたのは,2017 年春にインドネシア

のバンドン工科大学との共催で開催した 2度の共催セミナー
である.第 1 回は,「West Java Development Seminar : 
Role of SMEｓ in Development of Bandung and West 

Java Region」（バンドン工科大学,バンドン,2017 年 3 月 6
日）,第 2 回は,「One Day Seminar : Integrated SMEｓ’
Development Proposal and Financial Support System 
for West Java Region」（バンドン工科大学,バンドン,2017
年 5月 12日）である. 
  両セミナーにおいて筆者は,インドネシアの西ジャワ州に
おける「州単位の」情報社会構築の必要性についての特別

講演を行った.西ジャワ州は人口約 4,700 万人.通常の国民
国家に相当する規模である. 
これらのセミナーにおいて西ジャワ州政府の官僚から提起

されたのが,以下の問題である.西ジャワ州においては,目下,
産業化の推進のために懸命の努力を重ねているところであり,
多くの分野では必要性に十分対応できていない.特に,インフ
ラストラクチャーの建設と産業人材育成の面で苦戦している.
バンドン州政府は,予算と人員が圧倒的に不足している.この
ような状況下,西ジャワ州が産業化と情報社会構築の二兎を
追わなければならないとすれば,両者の関係が補完的か,独
立であるのかが大きな問題になる.特に産業人材育成の面で
この問題は深刻である.目下西ジャワ州としては,産業化,即ち
製造業に特化した産業人材育成を進めているところ,そのよう
にして育成された産業人材は情報社会構築においても有効

な産業人材となるのか,それとも製造業に特化した産業人材
育成は製造業においてしか有効ではなく,情報社会構築に
対応するためにはゼロからそのための産業人材育成をしな

ければならないのか. 
  このように,産業化段階発展途上国における情報社会構
築モデルの構築においては,産業化と情報社会構築との関
係についての整理することが当面の研究の重要課題となる. 
  非製造業発展途上国（LFDS）においては,主導産業とし
ての製造業の蓄積を欠いたままで情報社会構築を進めるこ

とになるため,情報社会構築に加えて,デジタル技術を活用し
た主導産業を構築するという課題にも取り組むことが必要と

なる.即ち,デジタル技術を情報社会構築及び主導産業構築
の２つの目的に使うというモデルになる. 
  筆者はこの問題を,「ビシュケク問題」と呼んでいる. 
  筆者は 2017 年 9 月にキルギスを訪問し,H.E. Rosa 
Otonbaeva 前大統領との会談で,キルギスの経済社会開発
に関して,キルギス大統領府投資委員会との協働研究を推進
することで合意した.この合意に基づき,2019年 9月にキルギ
スを再訪し,キルギス大統領府主催キルギス産業円卓会議で
特別講演を行うとともに ,キルギス大統領府投資委員
会 ,Kyrgyz Software and Services Developers 
Association等とキルギス発展戦略に関する協議を行った. 
  これらの協議において先方から提示されたのが,デジタル
技術を活用して情報社会構築を進めるのと同時に,製造業を
飛ばしてデジタル技術を活用した主導産業を振興するという

モデルである. 

  デジタル技術を活用した主導産業のあり方に関しては,筆
者は現在キルギス大統領府投資委員会との間で,キルギスに
おけるデジタル技術を活用した主導産業振興に関する PPP
のあり方についての協働研究を行っている.先述村上泰亮
[1992]のように,平均費用逓減局面が広範に見られる製造業
においては,日本及び東アジア諸国が 20 世紀後半に実施し
たような,行政指導を伴う PPP が有効であった.この経験を元
に,デジタル技術を活用した主導産業振興における PPP の

あり方を検討しようというものである. 
  国家建設発展途上国（NBDS）においては,国家のガバナ
ンス機構を最先端のデジタル技術を活用して構築するという,
電子政府構築が重要な課題となる.筆者はこの課題を「ハル
ツーム問題」と呼び,現在スーダン科学技術大学等関係者と
の協働研究を推進している. 
  先に見た X-Road 等の活用等により,これから新たに国家
建設を行う場合には,過去の例と比べて格段に低コストでガ
バナンス機構を構築することができる.これに加えて筆者は,
電子政府構築において,国民に対してはもとより国際社会に
対しても開かれた情報共有システムを組み込むことにより,為
政者の資質に依存しない制度的なグッド・ガバナンスの仕組

みをビルト・インできるのではないかと考えている. 
  最先端のデジタル技術を活用した電子政府構築は,ある
程度国家建設が進んだ国においても有効性が発揮される可

能性がある. 
  例えばカンボジアにおいては,カンボジア工科大学との間
で,基本的な国家建設は進展しているという前提で,付加的な
ガバナンス機能を最先端のデジタル技術を活用した電子政

府の仕組みで構築するための協働研究を推進している.この
場合,既に国家建設の基本的な枠組みは出来上がっている
ため,非電子政府の枠組みと電子政府のシステムとの接合性,
所謂制度補完性（institutional complementarity）が問題
になる.仮に電子政府のシステムが低コストで便利なものであ
るとしても,既に非電子政府の形態で運用されている部門が
強力である場合には,接合性に問題が生じる.膨大な公務員
を雇用し,非電子政府における手作業のために賃金を支払っ
ている場合には,低コストの電子政府のシステムの導入は膨
大な失業を生み,政治的な問題が発生する.この接合の問題
を,筆者は「プノンペン問題」と呼んでいる. 
 
  以上,情報社会構築学の構想の概要と,それに基づく研究
が実際に多くの発展途上国における情報社会構築のために

貢献するようになるために必要な諸問題を列挙した. 
  引き続き,各国の研究者との協働でこれらの研究を推進し
てまいりたい. 
 
 
 

[注] 
注１：Bell, Daniel[1973].邦訳は,ダニエル・ベル［１９７５］. 
注２：アルビン・トフラー［１９８０］.邦訳は,アルビン・トフラー［１
９８０］. 
注３：経済産業省[2017]. 
注４：OECD－DAC統計作業部会が 1969年に決定. 
注５：2017 年度に『Developmental Strategies coping 
with the Middle Income Traps』の統一テーマで実施した
海外での共催セミナー等は,以下の通り.①キルギス国立工
科大学（ビシュケク，2017 年 9 月 26 日）,②カラバルタ技術
経済カレッジ（カラバルタ，2017 年 9 月 26 日）,③キルギス
教育科学省（Chontoev Dogdurbek Toktosartovich 専門

教育局長）（ビシュケク，2017年 9 月 27日）,④オトンバエヴ
ァ（H.E. Rosa Otonbaeva）前大統領との会談（ビシュケク，
2017年 9月 27日）,⑤キルギス国際ビジネス委員会（ビシュ
ケク，2017 年 9 月 28 日）,⑥EBRD（European Bank for 
Reconstruction and Development）キルギス事務所（ビシ
ュケク，2017 年 9 月 28 日）,⑦キルギス大統領府投資委員
会（ビシュケク，2017年 9月 30日）, 
⑧UNDP カザフスタン事務所（アスタナ（現ヌルスルタン），

2017年 10月 2日）, 
⑨カザフスタン商工会議所（アスタナ（現ヌルスルタン），

2017年 10月 2日）,⑩カザフスタン教育科学省高等教育局
（Gulzat Kobenova カザフスタン教育科学省高等教育局長）
（アスタナ（現ヌルスルタン），2017 年 10 月 2 日）,⑪国立ア
ルマトイ電力・電子技術テクニカル・カレッジ（アルマトイ，

2017 年 10 月 3 日）,⑫アルマトイ電力通信技術大学（アル
マトイ，2017 年 10 月 3 日）,⑬タマサート大学経営学部（バ
ンコク,2017 年 11 月 27 日）,⑭タイ中小企業庁（OSMEP）
（Suwanchai Lohawatanakul長官）（バンコク,2017年 11
月 2７日）,⑮泰日工業大学（バンコク,2017 年 11 月 28 日）,
⑯ハノイ経営工科大学（HUBT）経営研究所（INBUS）（ハ
ノイ,2017 年 11 月 30 日）,⑰ベトナム国家経済研究所（ハノ
イ,2017年 11月 30日）,⑱カンボジア工業手工芸品省（プノ
ンペン,2017 年 12月 10日）,⑲カンボジア工科大学（プノン
ペン,2017年 12 月 11日）,⑳カンボジア首相府 Son Koun 
Thor 大臣及びカンボジア産業界代表とのワークショップ（プ
ノンペン ,2017 年 12 月 12 日） ,㉑カンボジア ICT 

Federation（プノンペン,2017年 12月 12日）,㉒バンドン工
科大学（バンドン,2018年 3月 5日）,㉓ダルマプルサダ大学
（ジャカルタ,2018年 3月 9日）. 
注６ ： 2018 年度に 『 Disruptive Social Changes on 
Blockchain』の統一テーマで実施した海外での共催セミナ
ー等は,以下の通り.①ベトナム中小企業基金（ハノイ,2018
年10月9日）,②ハノイ経営工科大学（HUBT）（ハノイ,2018
年 10 月 10 日）,③Dong A 大学グローバル・セミナー

「Disruptive Social Changes on a Blockchain」（ダナ

47情報社会構築学へ向けて



ン,2018 年 10 月 11 日）,④ERIA（Economic Research 
Institute for ASEAN and East Asia）特別セミナー（ジャ
カルタ,2018 年 12 月 3 日）,⑤ダルマプルサダ大学（ジャカ
ルタ,2018 年 12 月 5 日）,⑥テクニオン工科大学 （ハイファ
（イスラエル）,2018 年 12 月 13 日）,⑦ボツワナ中小企業庁
LEA（Local Enterprise Authority）（ハボロネ,2019 年 2
月 28日）,⑧SADC-dfrc（南部アフリカ開発共同体開発銀行
協会）（ハボロネ,2019年 3月 1日）,⑨ エス ワテ ィ ニ

NIDCS（国立産業振興公社）（ムババネ,2019年 3月 4日）,
⑩エスワティニ経済計画発展省（ムババネ,2019 年 3 月 4
日）,⑪エスワティニ経済産業省（ムババネ,2019年 3月 4日）,
⑫エスワティニ大学（ムババネ,2019 年 3 月 4 日）,⑬エスワ
ティニ教育訓練省（ムババネ,2019 年 3 月 4 日）,⑭エスワテ
ィニ Centre for Financial Inclusion（ムババネ,2019年 3
月5日）,⑮エスワティニ王立Science and Technology Park
（ムババネ,2019 年 3 月 5 日）,⑯ハルツーム大学（ハルツー
ム,2019 年 3 月 9 日）,⑰スーダン科学技術大学（ハルツー
ム,2019 年 3 月 12 日）,⑱Ribat 大学（ハルツーム,2019 年
3月 12日）,⑲Ton Duc Thang大学（ホーチミン,2019年 3
月 21 日）,⑳Dong A 大学（ダナン,2019 年 3 月 26 日）,㉑
ハノイ経営工科大学（ハノイ,2019 年 3月 29 日）,㉒タジキス
タン工科大学（Tajik Technical University）（ドゥシャン
ベ,2019年 5月 24日）,㉓FIFTYFIVEGROUP及びJICA
タジキスタン事務所とのタジキスタン起業家向け共催セミナ

ー（ドゥシャンベ,2019 年 5月 24日）,㉔EBRD タジキスタン
事務所（ドゥシャンベ,2019 年 5 月 27 日）,㉕マイクロ・ファイ
ナンス Humo（ドゥシャンベ,2019 年 5 月 27 日）,㉖タジキス
タン国家投資資産管理委員会（State Committee on 
Investme1nt and State Property Management）（ドゥシ
ャンベ,2019年 5月 28日）,㉗EBRDタシケント事務所（タシ
ケント,2019 年 6 月 3 日） ,㉘タシケント情報技術大学
（Tashkent University of Information Technology）（タシ
ケント,2019年 6月 4日）,㉙ラオス商工省主催ラオス ICT／
ブロックチェイン・セミナー（ビエンチャン,2019年6月13日）,
㉚キルギス大統領府主催キルギス産業円卓会議特別講演

（イシククル（キルギス）,2019 年 9 月 20 日）,㉛Karakol 投
資委員会（Investment Council of Karakol）（カラコル（キ
ルギス）,2019年 9月 22日）,㉜イシククル開発基金（Yssyk-
Kol Development Fund）（カラコル（キルギス）,2019 年 9
月 23日）,㉜JICA 共催セミナー（ビシュケク,2019年 9 月 2
４日）,㉝キルギス国立工科大学（Kyrgyz State Technical 
University）（ビシュケク,2019 年 9 月 24 日）,㉞Business 
Association JIA事務局（ビシュケク,2019年 9月 2５日）,㉟
キルギス投資庁（Investment Promotion and Protection 
Agency of the Kyrgyz Republic）（ビシュケク,2019年 9月
25 日） ,㊱キルギス銀行協会（The Union of Banks of 
Kyrgyzstan）（ビシュケク,2019 年 9 月 25 日）,㊲Business 

Association JIA オシュ（Osh）事務所（オシュ（キルギ
ス）,2019 年 9 月 26 日）,㊳オシュ州政府産業振興局長（オ
シュ（キルギス）,2019年 9月 26日）,㊴キルギス教育科学省
（The Ministry of Education and Science of Kyrgyz 
Republic）（Taalaibek Cholponkulov 初等職業教育庁長

官）（ビシュケク,2019 年 9 月 27 日）,㊵EBRD（European 
Bank for Reconstruction and Development ） Neil 
McCainキルギス事務所（ビシュケク,2019年 9月 27日）,㊶
Kyrgyz Software and Services Developers Association
（ビシュケク,2019年 9月 30日）,㊷International Business 
Council事務局（ビシュケク,2019年 9月 30日） 
㊸ADB キルギス事務所（ビシュケク,2019 年 10月 1日）,㊹
Association of Micro Finance Institutions Kyrgyzstan
事務局（ビシュケク,2019年 10月 1日）. 
注７：2019 年度において,『An Advanced Methodology of 
Informatized Society Building』」の統一テーマで海外に
おいて開催した共催セミナー等は,以下の通り.なお,2017 年
度及び 2018 年度と比べて開催回数が少ないのは,新型コロ
ナの関係で,2020 年 3 月に予定されていたイスラエル（テク
ニオン工科大学）での共催セミナー以降全てのセミナーがキ

ャンセルされたため.①ダルマプルサダ大学（ジャカルタ,２０１
９年１２月２日） ,②ラオス首相府経済研究所（National 
Institute for Economic Research）（ビエンチャン,２０１９年
１２月９日）,③カンボジア工科大学（Institute of Technology, 
Cambodia：ITC）（プノンペン,2020 年 1 月 14 日）,④キリロ
ム工科大学（Kirirom Institute of Technology ：KIT）（キ
リロム,2020 年 1 月 15～16 日）,⑤カンボジア首相府 H.E. 
Son Koun Thor 首相府大臣（Minister Attached to the 
Prime Minister）との協議（プノンペン,2020年 1月 17日）,
⑥タシケント情報工科大学（Tashkent University of 
Information Technology ） （ タシケント （ ウズベキスタ

ン）,2020年2月25日）,⑦VJCC（Vietnam-Japan Human 
Resources Cooperation Center ） ハノ イ事務所 （ハノ

イ ,2020 年 3 月 5 日） ,⑧ハノイ経営工科大学（Hanoi 
University of Business and Technology）INBUS（The 
Institute of Business Studies and Development）（ハノ
イ,2020年 3月 6日）,⑨Dong A大学（ダナン,2020年 3月
11日）. 
注８：なお,以下の比較制度分析に関する説明においては ,
仮想制度研究所（Virtual Center for Advanced Studies 
in In Institution : VCASI）の webにおける「解説：アブナ
ー ・ グ ラ イ フ 『 比 較 歴 史 制 度 分 析 』 」

（www.vcasi.org/page/517）を参考にした. 
注９：山内康英等[2009].  
注１０：野中郁次郎＋竹内弘高[1996]. 
注１１：村上泰亮[1992]ｐｐ９８－９９. 
注１２：conviviality はイヴァン・イリイチ（Illich, Ivan）の造
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ン,2018 年 10 月 11 日）,④ERIA（Economic Research 
Institute for ASEAN and East Asia）特別セミナー（ジャ
カルタ,2018 年 12 月 3 日）,⑤ダルマプルサダ大学（ジャカ
ルタ,2018 年 12 月 5 日）,⑥テクニオン工科大学 （ハイファ
（イスラエル）,2018 年 12 月 13 日）,⑦ボツワナ中小企業庁
LEA（Local Enterprise Authority）（ハボロネ,2019 年 2
月 28日）,⑧SADC-dfrc（南部アフリカ開発共同体開発銀行
協会）（ハボロネ,2019年 3月 1日）,⑨ エス ワテ ィ ニ

NIDCS（国立産業振興公社）（ムババネ,2019年 3月 4日）,
⑩エスワティニ経済計画発展省（ムババネ,2019 年 3 月 4
日）,⑪エスワティニ経済産業省（ムババネ,2019年 3月 4日）,
⑫エスワティニ大学（ムババネ,2019 年 3 月 4 日）,⑬エスワ
ティニ教育訓練省（ムババネ,2019 年 3 月 4 日）,⑭エスワテ
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ハノイ経営工科大学（ハノイ,2019 年 3月 29 日）,㉒タジキス
タン工科大学（Tajik Technical University）（ドゥシャン
ベ,2019年 5月 24日）,㉓FIFTYFIVEGROUP及びJICA
タジキスタン事務所とのタジキスタン起業家向け共催セミナ
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資委員会（Investment Council of Karakol）（カラコル（キ
ルギス）,2019年 9月 22日）,㉜イシククル開発基金（Yssyk-
Kol Development Fund）（カラコル（キルギス）,2019 年 9
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Cambodia：ITC）（プノンペン,2020 年 1 月 14 日）,④キリロ
ム工科大学（Kirirom Institute of Technology ：KIT）（キ
リロム,2020 年 1 月 15～16 日）,⑤カンボジア首相府 H.E. 
Son Koun Thor 首相府大臣（Minister Attached to the 
Prime Minister）との協議（プノンペン,2020年 1月 17日）,
⑥タシケント情報工科大学（Tashkent University of 
Information Technology ） （ タシケント （ ウズベキスタ

ン）,2020年2月25日）,⑦VJCC（Vietnam-Japan Human 
Resources Cooperation Center ） ハノ イ事務所 （ハノ

イ ,2020 年 3 月 5 日） ,⑧ハノイ経営工科大学（Hanoi 
University of Business and Technology）INBUS（The 
Institute of Business Studies and Development）（ハノ
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注８：なお,以下の比較制度分析に関する説明においては ,
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ー ・ グ ラ イ フ 『 比 較 歴 史 制 度 分 析 』 」

（www.vcasi.org/page/517）を参考にした. 
注９：山内康英等[2009].  
注１０：野中郁次郎＋竹内弘高[1996]. 
注１１：村上泰亮[1992]ｐｐ９８－９９. 
注１２：conviviality はイヴァン・イリイチ（Illich, Ivan）の造

語である. 
注１３：公文俊平[２０１１]. 
注１４：前田充浩[2019]. 
注１５：ERIA Workshop on ASEAN Vision 2040（ジャカ
ルタ,2018 年 8 月 9-11 日）.この成果は ERIA[2018]に取り
まとめられた. 
注１６：前田充浩[2010]. 
注１７：経済産業省[2005]. 
注１８：前田充浩[2019]. 
注１９：筆者は,ハボロネの SADC-ｄｆｒｃ（Southern African 
Development Community：南部アフリカ開発共同体―
Development Finance Resource Center：開発銀行協会）
において,H.E. Stuart Kufeni総裁以下幹部とのワークショ
ップを,2016年 11月 2日及び 2019 年 3 月 1日の 2度に
亘って実施した. 
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A proposal of the ASEAN common vendor risk index 
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Abstract 
The ASEAN common vendor risk index helps Japanese companies to logically select a suitable local 
company in developing countries of ASEAN as a business partner. Vendor risk management is still 
under development and has not been standardized in developed and developing countries, either. We 
made the proposal in terms of researching vendor risk management practices in developed countries, 
optimizing Creditability index for SMEs (CIS project lead by AIIT with 9 universities in ASEAN 
countries) and having face to face interviews with local people in Cambodia.  
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1 Overview 
The 2018 JETRO (Japan External Trade 

Organization) survey to Japanese companies told that 
identifying the best business partners in overseas is 
the biggest challenge for them (61.7%=1,532 answers) 

Assumed that vendor risk management (evaluate 
overseas companies to select as business partners) has 
not been established in developing countries of AESAN. 

Even if in Japan, vendor risk management has not 
been standardized yet. 

We picked up ASEAN as a sample of developing 
countries in order to look into the current practice of 
vendor risk management. 

As the research for vendor risk management in 
Cambodia, Administrator: Mr.SY VANNA in 
CJBI(Cambodia-Japan Association for Business & 
Investment) told that CJBI provides Japanese 
companies with introduction services of local 
companies. However, the evaluation criteria and 
standards might not be clear enough. We explain 
findings, proposals, and challenges through our 
investigation in the document.  

 (1)参考文献 2018 年度日本企業の海外事業展開に関するアン

ケート調査（ジェトロ海外ビジネス調査）結果概要 

 
 
 
Japan-Cambodia Relations (Basic Data)  

1.1 Diplomatic relations: 
Established in 1953. (The Legation of Japan was 

established in 1954) 
1.2 Number of Residents: 
Number of Japanese Nationals residing in 

Cambodia: 2,270 (Oct. 2014) 
Number of Cambodian Nationals residing in Japan: 

6,111 (Dec. 2015) 
1.3 Trade with Japan: 
Exports: 177.6 billion yen (2018) 
Imports: 46.6 billion yen (2018) 
1.4 Agreement with Japan: 
Agreement between Japan and the Kingdom of 

Cambodia for the Liberalization, Promotion and 
Protection of Investment (June 2007) 

Agreement between Japan and the Kingdom of 
Cambodia for Air Services (June 2016) 

1.5 Japan's Economic Cooperation: 
Grants: 201.5 billion yen (Total of 1992-2017) 
Technical Cooperation: 86.3 billion yen (Total of 

1992-2017) 
Yen Loan: 140.3 billion yen (Total of 1992-2017) 
(2)参考文献 Ministry of Foreign Affairs of Japan Homepage  

https://www.mofa.go.jp/mofaj/外務省 ホームページ  
 
 
Business potentiality in Cambodia 
(Table 1) 
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22001144 22001155 22001166 

GDP Nominal 
GDP(Billion 
USD） 

167 182 202 

Real GDP 
growth rate (%) 

7.1 7.2 7.0 

GDP per capita
（USD） 

1,095 1,168 1,278 

A number of Japanese 
companies expanding 
their business to 
Cambodia 

182 224 270 

(3)参照文献 SMBC Cambodia business guide 

 2018 年 3 月カンボジア・ラオス ビジネスガイド 三井住

友銀行グローバル・アドバイザリー部 

1.5 Findings 
A number of Japanese companies expanding their 

business to Cambodia are increasing. 
However, according to Yoshifumi Onishi JICA Chief 

Advisor (Cambodia Japan Cooperation Center-CJCC), 
the salary rate in Cambodia is raising to the same level 
of Thailand so that Japanese companies ‘business 
expansion is getting slow.  

OOuurr  PPrroojjeecctt  tthheemmee::  
PPrrooppoossee  aa  vveennddoorr  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  sscchheemmee  iinn  oorrddeerr  

ffoorr  JJaappaanneessee  ccoommppaanniieess  ttoo  llooggiiccaallllyy  sseelleecctt  aa  ssuuiittaabbllee  
llooccaall  ccoommppaannyy  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  ooff  AASSEEAANN  aass  aa  
bbuussiinneessss  ppaarrttnneerr..  

2 Risk category of vendor risk management 
(Table2)

(4)参考文献 
https://www.fsa.go.jp/manual/manualj/manual_yoki

n/18.pdf 金融庁オペレーショナル・リスク管理態勢の確認検査用
チェックリスト  

Vendor management risk is a part of Operational 
risk management. 

2.1 Credit risk vs Vendor management risk 

It seems that vendor management risk is sometimes 
misunderstood as vendors’ financial condition ranking 
evaluating their credit risk. Credit risk is categorized 
as financial risk. On the other hand, Vendor 
management risk is categorized as Operational risk so 
that vendor management risk isn’t directly linked with 
credit risk. Of course, financial viability is a part of 
vendor management risk to evaluate, but not all.   
For example, even if its financial condition looks good, 
its operational process to control assigned tasks is 
inadequate; its vendor management risk increases, 
which mean that it may be difficult to make a contract 
with. 

 
3. CIS (Creditability Index for SMEs) Project 

overview 
CIS is great and important information to establish 

the ASEAN common vender risk index. The CIS is 
explained as follows, 

3.1 Project background 
Advanced Institute of Industrial Technology (AIIT), 

as the advocate of Asia Professional Education 
Network (APEN) and as the Proposer of APEN JAIF 
Project, promoted “Creditability Index for SMEs” –CIS 
project under “Comprehensive Industrial Human 
Resource Development (Ci-HRD) project in June 2015. 

3.2 Objectives 
SMEs are the backbone of the ASEAN economy as 

well as that of Japan and the cornerstones of the 
ASEAN’s promise to achieve a balanced economic 
integration in 2015. They play a critical role in creating 
more jobs for the people including women and youth 
and further improving broad-based standard of living 
and quality of life. 
- Enhance competitiveness of SMEs in the ASEAN 
region  

 - Develop CIS Base Model and Local Models, 
effective tools to connect SMEs by knowing partners’ 
real figure, knowing strengths and weaknesses of each 
SME 

3.3 Outcomes 
- Developed CIS Base Model (for Conventional and 

Start-up SMEs) by AIIT 
  For conventional SMEs; 6 appraisal axes 
  For Start-ups (Less than 5 year experiences); 3 

appraisal axes 
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the salary rate in Cambodia is raising to the same level 
of Thailand so that Japanese companies ‘business 
expansion is getting slow.  

OOuurr  PPrroojjeecctt  tthheemmee::  
PPrrooppoossee  aa  vveennddoorr  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  sscchheemmee  iinn  oorrddeerr  

ffoorr  JJaappaanneessee  ccoommppaanniieess  ttoo  llooggiiccaallllyy  sseelleecctt  aa  ssuuiittaabbllee  
llooccaall  ccoommppaannyy  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  ooff  AASSEEAANN  aass  aa  
bbuussiinneessss  ppaarrttnneerr..  

2 Risk category of vendor risk management 
(Table2)

(4)参考文献 
https://www.fsa.go.jp/manual/manualj/manual_yoki

n/18.pdf 金融庁オペレーショナル・リスク管理態勢の確認検査用
チェックリスト  

Vendor management risk is a part of Operational 
risk management. 

2.1 Credit risk vs Vendor management risk 

It seems that vendor management risk is sometimes 
misunderstood as vendors’ financial condition ranking 
evaluating their credit risk. Credit risk is categorized 
as financial risk. On the other hand, Vendor 
management risk is categorized as Operational risk so 
that vendor management risk isn’t directly linked with 
credit risk. Of course, financial viability is a part of 
vendor management risk to evaluate, but not all.   
For example, even if its financial condition looks good, 
its operational process to control assigned tasks is 
inadequate; its vendor management risk increases, 
which mean that it may be difficult to make a contract 
with. 

 
3. CIS (Creditability Index for SMEs) Project 

overview 
CIS is great and important information to establish 

the ASEAN common vender risk index. The CIS is 
explained as follows, 

3.1 Project background 
Advanced Institute of Industrial Technology (AIIT), 

as the advocate of Asia Professional Education 
Network (APEN) and as the Proposer of APEN JAIF 
Project, promoted “Creditability Index for SMEs” –CIS 
project under “Comprehensive Industrial Human 
Resource Development (Ci-HRD) project in June 2015. 

3.2 Objectives 
SMEs are the backbone of the ASEAN economy as 

well as that of Japan and the cornerstones of the 
ASEAN’s promise to achieve a balanced economic 
integration in 2015. They play a critical role in creating 
more jobs for the people including women and youth 
and further improving broad-based standard of living 
and quality of life. 
- Enhance competitiveness of SMEs in the ASEAN 
region  

 - Develop CIS Base Model and Local Models, 
effective tools to connect SMEs by knowing partners’ 
real figure, knowing strengths and weaknesses of each 
SME 

3.3 Outcomes 
- Developed CIS Base Model (for Conventional and 

Start-up SMEs) by AIIT 
  For conventional SMEs; 6 appraisal axes 
  For Start-ups (Less than 5 year experiences); 3 

appraisal axes 
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- Developed CIS Local Model by Member 
Universities 

- Conducted trial evaluation of SMEs in 6 countries 
3.4 Major Milestones 

- Cooperation Agreement with member universities  
- Completion of CIS Base Model: April. 2016 
Completion of CIS Local Model: End of 2016 (7 of 9 

members) 
Conducted trial evaluation of SMEs in the country 

(6 of 9 members) 
CIS Dissemination Seminar: Jan 2017 (4 of 9 

members) 
Member universities (Table 3) 

 
(5) 参考文献 

 https://aiit.ac.jp/education/global/apen.html   AIIT 

APENプログラム説明 （CIS project） 

 
4. CIS Base Model 
4.1 Development of CIS Base Model 

AIIT has developed CIS Base Model as follows: 
4.11. Outline 
1) Evaluation Index for long existing SMEs 
- AIIT has long experiences of SME cooperation and 
evaluation (Tokyo Venture Business Award) 
- Developed based on CIS Prototype 
- Comprehensive evaluation index consisting 6 
evaluation axes not only financial viewpoints for 
evaluation of SMEs having long history 
- Translated into easier English 
2) Evaluation Index for Start-up SMEs 
- Index that evaluate SMEs having less than 5-year 
business operation 
- Developed  
- Evaluation items consisting 3 evaluation axes 
considering the immature stage of the SMEs 

 

4.2 CIS Base Model  
4.21. Evaluation Index for long existing SMEs 
It is very important to evaluate the real potential of 
SMEs that the SME shall be evaluated from the 
various facets of the its activities, not only for the 
financial aspect. 
CIS Base Model has the following 6 evaluation axes; 
1) Management Strength  ( = The Sociality, 
Management Strategy and Establishment of an 
Implementation Plan and the Management) 
2) Technical Capabilities  ( = Excellence in Technology 
and Service ) 
3) Sales Capabilities  ( = Marketing and Sales 
Framework ) 
4) Human Resource Capability  ( = Securing and 
Nurturing Human Resources )  
5) Organization Strength ( = Supply Framework) 
6) Financial Strength  ( = Soundness and Certainty of 
Finance) 
Source :(6) CIS base model 

 
5. Importance of vendor selection judgment 
Currently, most of companies outsource several 

tasks to vendors as their business partners. Therefore, 
the performance of vendors significantly influences 
their own business result. It is obvious that vendor risk 
management is a key to success for their own 
sustainable business growth. 

A standard of vendor risk management sets forth the 
minimum requirements how companies manage 
vendor companies to ensure alignment with regulatory 
requirements and to minimize risk. 

 
6. The status of vendor risk management in 

developed countries 
Determine the common risk assessment factors 
for vendor selection from developed countries 
perspective 

6.1 Vendor selection process in Japan 
A standard of vendor selection criteria and processes 

does not exist in Japan. Companies judge and select 
their business partners on their own standards. It is 
common that a company decides their own selection 
criteria of vendors, evaluates targeted vendors each 
criteria and makes a final selection decision based on 
their overall evaluation result. 
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6.2 Vendor selection common criteria in developed 
countries 

Vendor risk management for selection is 
confidentially determined by company base. It is 
merely disclosed to public. In order to identify the 
common risk factors and criteria of vendor selection in 
developed countries, fortunately, the following 4 
companies (1 US, 1 Europe, and 2 Japan) and 
Creditability index for SMEs (CIS provided by AIIT) 
could be sampled to review their vender risk 
assessment factors for selection.(Table 4) 

 
  
Common vendor risk assessment factors in 

developed countries (Table5)

 
6.3 Proposal 
Vendor risk assessment and selection criteria are 

usually company confidential so that it is very 
challenge to obtain such information. Fortunately, 
analyzing 4 companies’ information and “CIS” lead to 
the result in focusing on 8 risk types and 32 risk 
assessment items as the common risk factors in 
developed countries.  

 
7. The status of vendor risk management in 

developing countries 
(Table 6) 

RRiisskk  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  oovveerrsseeaass  bbuussiinneessss  iinn  ddeevveellooppiinngg  
ccoouunnttrriieess  （（HHiigghh→→LLooww）） 

SSccooppee  ooff  vveennddoorr  
rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt 

1 Labor cost increase ◎ 

2 Exchange fluctuation 
 

3 Hiring, personnel management of local 
talented people 

◎ 

4 Complexity of a legal system and 
Uncertainty of a regulation 

◎ 

5 Change of an economic situation 
 

6 Unstable political situation, natural 
disaster 

◎ 

7 Intellectual property infringement, 
Increase of imitation product 

◎ 

8 Logistical and industrial infrastructure 
issues  

◎ 

9 Competitiveness in a market ◎ 

(7)参考文献 Mitsubishi UFJ Research & 
Consulting ”Research for competitiveness 
enhancement of small businesses in terms of 
expanding business into overseas”  高橋文行：中

小製造企業のアジア発展途上国進出におけるリスクマネジ

メント P95 

7.1 Findings 
There are unique risks as above in developing 

countries, which are not recognized as “High risk” in 
developed countries. Vendor management risk in 
developing countries is higher than in developed 
countries due to their uncertain and unstable 
environments. However, it seems that vendor risk 
management has not been executed enough in their 
immature business environment. 

 
8. Vendor risk management in Cambodia 

We visited Cambodia to have interviews with 
local people and Japanese working in Cambodia 
regarding Vendor risk management in Cambodia.  

8.1 Interview result 1 
Interview place: CJCC (Cambodia-Japan 

Cooperation Center) & CJBI (Cambodia Japan 
Association for Business & Investment) 

Interview date: July 31, 2019 
Interviewee:  Yoshifumi Onishi JICA Chief Advisor 
             Yasuhiko Yuge JICA Expert Biz 

Networking Coordinator 
             Yuko Nakai Japan desk staff 
             SY VANNA Administrator 
8.11 Characteristics of risks in Cambodia 
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⚫ Regulations are under development, not 
matured enough. 
⚫ Education level is still low. (Especially in 

rural areas) 
⚫ Business quality level is lower than 

developed countries. 
⚫ Not punctual. 
⚫ Productivity is lower than developed 

countries. 
⚫ Project usually gets delayed. 
⚫ Cambodia president relationship with 

political parties which a company supports. 
⚫ Poor customer service mind-set. 
⚫ Poor complaint handling. 
⚫ Poor reputational risk perspective. 
⚫ Vulnerable infrastructure such as electricity. 
⚫ Capacity of electronic generators to cover 

blackout is not enough. 
⚫ A special disease in Cambodia. (dengue fever 

and so on) 
⚫ Financial statements are not supposed to be 

inspected by external auditors. 
⚫ There is a case that the current business 

process in Japanese companies needs to be 
negatively changed to fit into a capability of 
companies in Cambodia. 

 
8.12 Characteristics of culture in Cambodia 

⚫ A bribe to the public institutions is a 
problem. 
⚫ Cambodian moral is high. 
⚫ Cambodian minimum wages rise and are 

approximately equal to Thailand. Therefore, the 
business expansion speed of Japanese companies 
is declining. 
⚫ When failed, Cambodians are nervous. Do 

not direct communications to blame for it, a 
diplomatic communication should work better. 
⚫ The process of charging prepaid cards and 

the online bus reservations are not fully 
automated, human intervention is required to 
complete the processes. Therefore, an error is 
easy to occur. 
⚫ Cambodian does not apologize when making 

mistakes. 

⚫ Creditworthiness in security (land) more 
than financial statements. 

 
(8) 参考文献 
http://www.cjcc.edu.kh/site/index.php/en/ 
Cambodian-Japan Cooperation Center (CJCC) homepage 

 (9)参考文献 
https://www.cjbi.asia/eng/ Cambodia-Japan Business 

and Investment (CJBI) 

 
8.2 Interview result 2 
Interview date: July 30,2019 
Company name： nulo Lab Co,Ltd 
Industry: IT 
Interviewee: Naomi Nakano Senior Advisor  
8.21 Questions 
1: Do you have a business assignment contract with 

local vendors? 
Answer: Yes, for purchasing working goods and 

Interior decoration in the office.   
2：How do you select vendors as a business partner 

for particular assignments? 
Does the internal standard exist?  Answer:：No  
If not, how do you select vendors? 
Answer: Staff recommendation, human relationship, 

price.   
3：How do you evaluate your vendor’s performance?  
Does your vendors’ performance meet your 

expectation?  Answer：No 
What is a problem? 
Answer: Their quality level is about a half of Japan 

standard. Their productivity is also lower than Japan 
standard. 

 4：How do you manage your vendors? 
Do you regulate a vendor management rule?  

Answer: No  
Without rules, how do you manage vendors? 
Answer: In case service quality and maintenance 

capability are priority, Japanese companies should be 
chosen.   

What is the most difficulty of vendor management? 
Answer: Anti-social groups are not considered. 

Public organization such as police, government offices 
are risky. For example, bribery seeked, a requirement 
changed by a person in charge. 

 5：What do you think the most important matter to 
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focus on vendor selection? 
Answer: Information security is weak because there 

is no regulation like personal information protection 
law and very few cybercrimes.   

 6：What do you think the most important matter to 
control on vendor management?  

Answer: People relationship has strong influence to 
select and manage vendors.  

  7：Do you use a vendor risk assessment standard 
for selection if it is available? 

Answer ： Not sure because company’s culture in 
Cambodia is immature and logical assessment is less 
likely to work effectively. 
(10)参考文献  https://nulo.co.jp/en/service_en/ Nulo 
Lab Co,Ltd 

 
9. A proposal of vendor risk management 
approach for developing countries in ASEAN   

Determine the common risk assessment 
factors for vendor selection from developing 
countries perspective 
How much vendor risk management situation in 

Cambodia is relevant to risk associated with overseas 
business in developing countries? (Table 7) 
RRiisskk  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
oovveerrsseeaass  bbuussiinneessss  iinn  
ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess
（（HHiigghh→→LLooww）） 

RReelleevvaanntt  iinntteerrvviieeww  ccoommmmeennttss  iinn  CCaammbbooddiiaa 

1 Labor cost 
increase 

⚫Cambodian minimum wages rise and are 
approximately equal to Thailand. Therefore, the 
business expansion speed of the Japanese 
company declines. 

2 Exchange 
fluctuation 

NA 

3 Hiring, 
personnel 
management of 
local talented 
people 

⚫Education level is still low. (Especially in rural 
areas) 
⚫Not punctual. 
⚫Poor customer service mind-set. 
⚫Poor complaint handling. 
⚫When failed, a Cambodian is nervous. Does not 
direct communication to blame for it, a 
diplomatic communication should work better? 
⚫Cambodian don’t apology when make mistakes. 

4 Complexity of a 
legal system 
and Uncertainty 
of a regulation 

⚫Regulations are under development, not 
matured enough. 
⚫Financial statements are not supposed to be 
inspected by external auditors. 
⚫Anti-social groups are not considered. Public 
organization such as police, government offices 
are risky. For example, bribery seeked, a 
requirement changed by a person in charge. 
⚫Information security is weak because there is 
no regulation like personal information 
protection law and very few cybercrimes.   

5 Change of an 
economic 
situation 

NA 

6 Unstable 
political 
situation, 
natural disaster 

⚫Cambodia president relationship with political 
parties which a company supports. 
⚫A special disease in Cambodia. (dengue fever 
and so on) 
⚫A bribe to the public institutions is a problem. 

7 Intellectual 
property 
infringement, 
Increase of 
imitation 
product 

⚫Poor reputational risk perspective. 

8 Logistical and 
industrial 
infrastructure 
issues  

⚫Vulnerable infrastructure such as electricity. 
⚫Capacity of electronic generators to cover 
blackout is not enough. 
⚫There is a case that the current business 
process in Japanese companies needs to be 
negatively changed to fit into a capability of 
companies in Cambodia. 

9 Competitiveness 
in a market 

⚫Business quality level is lower than developed 
countries. 
⚫Productivity is lower than developed countries. 
⚫Project usually gets delayed. 
⚫The process of charging prepaid cards and the 
online bus reservations are not fully automated, 
human intervention is required to complete the 
processes. Therefore, an error is easy to occur. 
⚫Their quality level is about a half of Japan 
standard. Their productivity is also lower than 
Japan standard. 

10 Vendor selection 
criteria 

⚫Staff recommendation, human relationship, 
and price. 
⚫People relationship has strong influence to 
select and manage vendors. 

9.1 Findings 
The above information tells that vendor 

management risk in Cambodia covers majority of 
vendor management risk in developing countries so 
that we believe vendor management risk situation in 
Cambodia most likely represents developing countries 
of ASEAN and can be leveraged to establish “ASEAN 
common vendor risk index”.   

 
9.2 How the common risk assessment factors for 
vendor selection from developed countries perspective 
needs to be adjusted to establish “ASEAN common 
vendor risk index”. 

Common vendor risk assessment factors in 
developed countries (Table 8) 
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Proposal of “ASEAN Common Vendor Risk Index” (Table 9) 

 
9.3 Proposal 
Following 6 of 32 risk assessment items are unique 

to developing countries compared to developed 
countries. (* in red) 

ASEAN Vendor Risk Index unique assessment items 
Risk type: 1. Organization/Compliance 
2.Anti society group relationship → Political party 

support 
3.Internal audit status →  Audit for Financial 

statements 
Risk type: 2. Financial strength 
7. Relationship with competitors/ Reputational risk 

→ Personal relationship 
Risk type: 4. Business continuity 
Newly added: 13. Sustainable infrastructure 
Risk type: 6. Legal/Contract 
Newly added: 21. Labor cost control 
Risk type: 7. Human resource capability 

25.Employee situation → Employee qualification 
 
The analysis of above samples results in focusing on 

8 risk types and 32 risk assessment items. 
Furthermore, our proposal recommends that 3 kinds of 
risk level rate (High, Medium, and Low) will be applied 
to each risk type and risk assessment item. Then these 
risk rates will be aggregated to judge the overall risk 
level rate of targeted vendors. The detail of risk 
assessment approach on this ASEAN common vendor 
risk index is described in the next chapter. 

 
10.   ASEAN Common Vendor Risk Index 

approach for selection of business partners 
10.1 3 steps for vendor risk assessment 

SStteepp11::  Ask a person in charge of a vendor about the 
32 questions on the ASEAN common vendor risk index 
questionnaire and evaluate the risk rate of the risk 
assessment items as “High”, “Medium “or” Low” based 
on their answers. 

SStteepp22::  Evaluate the risk rate of the 8 risk types in 
terms of applying the risk rate result of the 32 risk 
assessment items into the risk matrix each risk type. 

SStteepp33::  Finally, determine the overall risk rate of a 
vendor in terms of aggregating the risk rates of the 8 
risk types on the overall risk matrix. 
          10.2 How to optimize the risk assessment result 

A vendor with the risk rate “Medium “or “Low” 
would be recommended as a business partner. 
Although a vendor with the risk rate “High” would not 
be basically recommended to make a contract with, 
there might be a case that they are only one company 
dealing with specific business needs in the market so 
there is no other options. In this case, focusing on risk 
types with unacceptable risk rate, the risk mitigation 
actions for the particular risk types will be taken with 
the vendor, which would make it possible to make a 
contract with them as a future business partner 
because their major risks will be under control. A risk 
rate is evaluated differently due to a type of business 
assignment, even if the same company is on the table. 

 
10. 11.ASEAN Common Vendor Risk Index 

Questionnaire  
Proposal- Sample answered questionnaire (Table 10) 

Risk type  Risk 
assessme
nt items  

Risk 
assessment 
description  

Risk level rating 
High Medium Low 
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1.Organiza
tion/Compli
ance 

Registrat
ion 
status 

Confirm the 
articles of 
incorporation 
and the 
registration   

No official 
registration at 
all 

Partially 
registered 

Everything 
registered 
properly 

1.Ornaizati
on/Complia
nce 

Political 
party 
support 

The president 
‘s relationship 
with a political 
party which a 
company 
support 

The president 
has a negative 
relationship 
with a political 
party  

The president 
has no 
relationship 
with a political 
party  

The 
president 
has a 
positive 
relationship 
with a 
political 
party  

1.Organiza
tion/Compli
ance 

Audit for 
Financial 
statemen
ts 

Confirm 
whether FSs 
are inspected 
by auditors 

FSs are not 
inspected at 
all. 

FSs are 
inspected by 
internal 
auditors 

FSs are 
inspected by 
external 
auditors 

1.Organiza
tion/Compli
ance 

Framewo
rk for 
roles, 
responsi
bilities, 
authoriti
es  

Records are 
kept and 
documents are 
securely 
managed and 
stored  

No records are 
kept 

Records 
regarding 
important 
decisions are 
kept randomly 

Records 
regarding 
important 
decisions 
are securely 
kept 

2.Financial
strength 

Financial 
viability  

Check financial 
condition, asset 
& livability  

More than 3 
consecutive 
years in red 

The latest year 
FS shows 
negative, but 
surplus in the 
past record.  

Surplus in 3 
consecutive 
years. Its 
balance 
sheet looks 
stable 

2.Financial
strength 

Governa
nce and 
stability 

Confirm a 
possibility of 
future growth 
and business 
sustainability 
 

Less than 5 
years from the 
establishment 
Less than 5 
employees 

5 – 10 years on 
business 
5 -10 number 
of employees 

More than 
10 years on 
business 
More than 
10 number 
of 
employees 

2.Financial
strength 

Personal 
relations
hip 

Whether have 
a personal 
relationship 
with vendors  

No at all Have a 
relationship 
with their staff 
level 

Have a 
relationship 
with their 
managemen
t 

2.Financial
strength 

Profitabil
ity, 
growth 
potential 

Financial 
accounts (or 
statements) 
are reliable 

No 
presentation of 
“corporate tax 
report” bearing 
a receipt 
confirmation 
stamp from the 
tax office 

Confirm 
presentation of 
“corporate tax 
report” bearing 
a receipt 
confirmation 
stamp from the 
tax office 

Confirm 
presentatio
n of 
“corporate 
tax report” 
with its 
detailed 
statements 

3.Customer 
services 

Business 
performa
nce 
capabilit
y 

Confirm their 
service level  

Performance 
capability is 
less than the 
country’s 
average 

Performance 
capability is 
almost equal to 
the country's 
average 

Performanc
e capability 
is more 
than the 
country's 
average 

3.Customer 
services 

Problem 
solving, 
process 
improve
ment 

Confirm 
insourced 
processes and a 
progress status 
is reported 
without hiding 
anything.  

Their processes 
and status are 
not clearly 
reported. Their 
remediation 
process for 
client’s needs 
and issues are 
not clearly 
defined. 

Their processes 
and status are 
reported, and 
issues are also 
communicated 
honestly. Their 
remediation 
process does 
not work 
enough 

Their 
processes 
and status 
are 
reported, 
and issues 
are also 
communicat
ed honestly. 
Also, their 
remediation 
process 
works well 

3.Customer 
services 

Incident 
handling 

Confirm 
incident 
handling 
procedure and 
manual are 
available. 
Incident details 
are recoded.  

Incident 
handling 
procedure and 
manual are 
unavailable. 
Incidents are 
not handled 
properly 

Incident 
handling 
procedure and 
manual are 
available. 
However, 
incidents are 
handled 
inconsistently. 

Incident 
handling 
procedure 
and manual 
are 
available. 
Incidents 
are handled 
consistently. 

3.Customer 
services 

Superiori
ty in 
technolog
y and 
service 

Confirm 
competitive or 
superior about 
delivery times 

Do not have 
any proper 
system to 
check actual 
delivery time 
and delivery 
setting 
standard 

Have any 
proper system 
to check actual 
delivery time 
and delivery 
setting 
standard 

Have any 
proper 
system to 
check actual 
delivery 
time and 
delivery 
setting 
standard 
based on 
the required 
delivery 
time by the 
customers  

4.Business 
continuity 

Sustaina
ble 
infrastru
cture 

Confirm 
vulnerability of 
infrastructure 
such as 
electricity 

Frequent 
blackout, no 
back-up  

Blackout from 
time to time 
but back-up 
works 

Infrastructu
re is stable, 
strong 
enough 
electronic 
generators 
are 
available 

4.Business 
continuity 

Reassign
ment 
situation 

Confirm a part 
of the assigned 
tasks needs to 
be reassigned 
to another 
company. 

Major tasks 
need to be 
reassigned. 
The reassigned 
company is 
uncontrollable. 

Sub tasks only 
need to 
reassign. The 
reassigned 
company is 
controllable. 

Reassignme
nt is not 
required. 

4.Business 
continuity 

Continge
ncy plan 
& 
execution 

Confirm an 
adequate 
Business 
Continuity 
Plan is 
prepared for 
emergency  

BCP is 
unavailable 

BCP is under 
progress or the 
BCP drill has 
not been 
conducted yet. 

BCP is well 
prepared 
and the drill 
has been 
conducted. 

4.Business 
continuity 

Remote 
work 
capabilit
y 

Confirm 
whether 
remote work 
capability 
exists when 
natural 
disaster 
happens  

Remote work 
capability is 
unavailable 
such as 
telecommunica
tion work from 
home 

Remote work 
capability is 
available such 
as limited 
telecommunica
tion work from 
home  

Remote 
work 
capability is 
available 
such as 
telecommun
ication work 
from home 
for all 
employees 

5.Informati
on security 

Informat
ion 
security 
manage
ment 

Confirm 
information 
security 
structure is 
established  

A rule of 
personal 
information 
security does 
not exist. 
 

A rule of 
personal 
information 
security exists. 
But it isn’t 
implemented. 
 

A rule of 
personal 
information 
security 
exists and is 
followed 
thoroughly. 

5.Informati
on security 

Non-
disclosur
e 
contract 
status 

Confirm non-
disclosure 
contracts are 
made with all 
employees 

Not at all Some 
employees only 
made non-
disclosure 
contracts. 

All 
employees 
made non-
disclosure 
contracts. 

5.Informati
on security 

Visitor 
manage
ment 

Confirm the 
internal 
procedure is 
established 
about visitors  

A rule of visitor 
control doesn’t 
exist 

A rule of visitor 
control exists. 
But it isn’t 
implemented 

A rule of 
visitor 
control 
exists and is 
followed 
thoroughly 

5.Informati
on security 

System 
access 
control 

Confirm how to 
control and 
monitor 
employees’ 
system access. 

Access control 
standard does 
not exist. No 
password 
control rules. 
Access log is 
not recorded.  

Access control 
standard 
exists.  
Password 
control rules 
are available. 
Access log is 
not recorded.  

Access 
control 
standard 
exists.  
Password 
control 
rules are 
available. 
Access log is 
recorded. 
Anti-virus 
software is 
installed 
into PCs.  

6. 
Legal/Cont
ract 

Labor 
cost 
control 

Confirm the 
competitivenes
s of labor cost 
in the market 

The labor cost 
is too low and 
most likely 
increase in 
next 6 months  

The labor cost 
may increase 
within next 2 
years 

The labor 
cost is 
under 
control 
within the 
expected 
range 

6. 
Legal/Cont
ract 

Preservi
ng 
intellectu
al 
property, 
and 
compens
ate for 
damage 
situation 

Confirm there 
are articles 
such as the 
compensation 
for damages 
responsibility  

No articles of 
compensation 
for damages 
responsibility 

Articles of 
compensation 
for damages 
responsibility 
not fully 
described 

Articles of 
compensatio
n for 
damages 
responsibilit
y is fully 
described on 
a contract 

 6. 
Legal/Cont
ract 

Total cost 
competiti
veness 

Confirm the 
cost 
assumption 
and 
management 
process is 
reasonable. 

The 
outsourcing 
cost is more 
expensive than 
competitors.   

The 
outsourcing 
cost is the 
market 
average. The 
cost 
management 
process is 
insufficient.  

The 
outsourcing 
cost is 
cheaper 
than 
competitors. 
The cost 
managemen
t process is 
under 
control.  

6. 
Legal/Cont
ract 

Relations
hip with 
partners 

Confirm that 
relationships 
with domestic 
manufacturing, 
and sales bases 
are well 
organized 

Relationships 
with domestic 
manufacturing, 
and sales bases 
are not well 
organized from 
subjective and 
objective 
measures 

Relationships 
with domestic 
manufacturing, 
and sales bases 
seems 
organized from 
verbal 
explanation 
and their 
reputation  

Relationshi
ps with 
domestic 
manufacturi
ng, 
distribution 
and sales 
bases are 
well 
organized  

7.Human 
resource 
capability 

Employe
e 
qualificat
ion 

Confirm a 
person in 
charge and 
verify his/her 
background 
and 
experiences. . 

A person in 
charge has no 
experience of 
the 
assignment. 

A person in 
charge has 
experience the 
assignment 
more than 6 
months. 

A person in 
charge has 
more than 
1-year 
experience  

7.Human 
resource 
capability 

Training Confirm all 
employees are 
fully trained 
periodically. 

Employees are 
not trained at 
all.  

Employees are 
partially 
trained. 
Manuals exist. 

Employees 
are fully 
trained. All 
manuals 
are 
available. 

7.Human 
resource 
capability 

Personal 
system 

Confirm a fair 
and equitable 
personnel 
evaluation 
system has 
been 
established 

A personnel 
evaluation 
system has not 
been 
established yet 

A fair and 
equitable 
personnel 
evaluation 
system has 
been partially 
established  

A fair and 
equitable 
personnel 
evaluation 
system has 
been 
established 

7.Human 
resource 
capability 

Securing 
human 
resources 

Confirm there 
are human 
resources with 
a high level of 
knowledge  

There are no 
human 
resources with 
a high level of 
knowledge, etc, 
being handled  

There are a few 
human 
resources with 
a high level of 
knowledge 
regarding the 
products and 
goods, services   

There are 
enough 
human 
resources 
with a high 
level of 
knowledge 
regarding 
the 
products 
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1.Organiza
tion/Compli
ance 

Registrat
ion 
status 

Confirm the 
articles of 
incorporation 
and the 
registration   

No official 
registration at 
all 

Partially 
registered 

Everything 
registered 
properly 

1.Ornaizati
on/Complia
nce 

Political 
party 
support 

The president 
‘s relationship 
with a political 
party which a 
company 
support 

The president 
has a negative 
relationship 
with a political 
party  

The president 
has no 
relationship 
with a political 
party  

The 
president 
has a 
positive 
relationship 
with a 
political 
party  

1.Organiza
tion/Compli
ance 

Audit for 
Financial 
statemen
ts 

Confirm 
whether FSs 
are inspected 
by auditors 

FSs are not 
inspected at 
all. 

FSs are 
inspected by 
internal 
auditors 

FSs are 
inspected by 
external 
auditors 

1.Organiza
tion/Compli
ance 

Framewo
rk for 
roles, 
responsi
bilities, 
authoriti
es  

Records are 
kept and 
documents are 
securely 
managed and 
stored  

No records are 
kept 

Records 
regarding 
important 
decisions are 
kept randomly 

Records 
regarding 
important 
decisions 
are securely 
kept 

2.Financial
strength 

Financial 
viability  

Check financial 
condition, asset 
& livability  

More than 3 
consecutive 
years in red 

The latest year 
FS shows 
negative, but 
surplus in the 
past record.  

Surplus in 3 
consecutive 
years. Its 
balance 
sheet looks 
stable 

2.Financial
strength 

Governa
nce and 
stability 

Confirm a 
possibility of 
future growth 
and business 
sustainability 
 

Less than 5 
years from the 
establishment 
Less than 5 
employees 

5 – 10 years on 
business 
5 -10 number 
of employees 

More than 
10 years on 
business 
More than 
10 number 
of 
employees 

2.Financial
strength 

Personal 
relations
hip 

Whether have 
a personal 
relationship 
with vendors  

No at all Have a 
relationship 
with their staff 
level 

Have a 
relationship 
with their 
managemen
t 

2.Financial
strength 

Profitabil
ity, 
growth 
potential 

Financial 
accounts (or 
statements) 
are reliable 

No 
presentation of 
“corporate tax 
report” bearing 
a receipt 
confirmation 
stamp from the 
tax office 

Confirm 
presentation of 
“corporate tax 
report” bearing 
a receipt 
confirmation 
stamp from the 
tax office 

Confirm 
presentatio
n of 
“corporate 
tax report” 
with its 
detailed 
statements 

3.Customer 
services 

Business 
performa
nce 
capabilit
y 

Confirm their 
service level  

Performance 
capability is 
less than the 
country’s 
average 

Performance 
capability is 
almost equal to 
the country's 
average 

Performanc
e capability 
is more 
than the 
country's 
average 

3.Customer 
services 

Problem 
solving, 
process 
improve
ment 

Confirm 
insourced 
processes and a 
progress status 
is reported 
without hiding 
anything.  

Their processes 
and status are 
not clearly 
reported. Their 
remediation 
process for 
client’s needs 
and issues are 
not clearly 
defined. 

Their processes 
and status are 
reported, and 
issues are also 
communicated 
honestly. Their 
remediation 
process does 
not work 
enough 

Their 
processes 
and status 
are 
reported, 
and issues 
are also 
communicat
ed honestly. 
Also, their 
remediation 
process 
works well 

3.Customer 
services 

Incident 
handling 

Confirm 
incident 
handling 
procedure and 
manual are 
available. 
Incident details 
are recoded.  

Incident 
handling 
procedure and 
manual are 
unavailable. 
Incidents are 
not handled 
properly 

Incident 
handling 
procedure and 
manual are 
available. 
However, 
incidents are 
handled 
inconsistently. 

Incident 
handling 
procedure 
and manual 
are 
available. 
Incidents 
are handled 
consistently. 

3.Customer 
services 

Superiori
ty in 
technolog
y and 
service 

Confirm 
competitive or 
superior about 
delivery times 

Do not have 
any proper 
system to 
check actual 
delivery time 
and delivery 
setting 
standard 

Have any 
proper system 
to check actual 
delivery time 
and delivery 
setting 
standard 

Have any 
proper 
system to 
check actual 
delivery 
time and 
delivery 
setting 
standard 
based on 
the required 
delivery 
time by the 
customers  

4.Business 
continuity 

Sustaina
ble 
infrastru
cture 

Confirm 
vulnerability of 
infrastructure 
such as 
electricity 

Frequent 
blackout, no 
back-up  

Blackout from 
time to time 
but back-up 
works 

Infrastructu
re is stable, 
strong 
enough 
electronic 
generators 
are 
available 

4.Business 
continuity 

Reassign
ment 
situation 

Confirm a part 
of the assigned 
tasks needs to 
be reassigned 
to another 
company. 

Major tasks 
need to be 
reassigned. 
The reassigned 
company is 
uncontrollable. 

Sub tasks only 
need to 
reassign. The 
reassigned 
company is 
controllable. 

Reassignme
nt is not 
required. 

4.Business 
continuity 

Continge
ncy plan 
& 
execution 

Confirm an 
adequate 
Business 
Continuity 
Plan is 
prepared for 
emergency  

BCP is 
unavailable 

BCP is under 
progress or the 
BCP drill has 
not been 
conducted yet. 

BCP is well 
prepared 
and the drill 
has been 
conducted. 

4.Business 
continuity 

Remote 
work 
capabilit
y 

Confirm 
whether 
remote work 
capability 
exists when 
natural 
disaster 
happens  

Remote work 
capability is 
unavailable 
such as 
telecommunica
tion work from 
home 

Remote work 
capability is 
available such 
as limited 
telecommunica
tion work from 
home  

Remote 
work 
capability is 
available 
such as 
telecommun
ication work 
from home 
for all 
employees 

5.Informati
on security 

Informat
ion 
security 
manage
ment 

Confirm 
information 
security 
structure is 
established  

A rule of 
personal 
information 
security does 
not exist. 
 

A rule of 
personal 
information 
security exists. 
But it isn’t 
implemented. 
 

A rule of 
personal 
information 
security 
exists and is 
followed 
thoroughly. 

5.Informati
on security 

Non-
disclosur
e 
contract 
status 

Confirm non-
disclosure 
contracts are 
made with all 
employees 

Not at all Some 
employees only 
made non-
disclosure 
contracts. 

All 
employees 
made non-
disclosure 
contracts. 

5.Informati
on security 

Visitor 
manage
ment 

Confirm the 
internal 
procedure is 
established 
about visitors  

A rule of visitor 
control doesn’t 
exist 

A rule of visitor 
control exists. 
But it isn’t 
implemented 

A rule of 
visitor 
control 
exists and is 
followed 
thoroughly 

5.Informati
on security 

System 
access 
control 

Confirm how to 
control and 
monitor 
employees’ 
system access. 

Access control 
standard does 
not exist. No 
password 
control rules. 
Access log is 
not recorded.  

Access control 
standard 
exists.  
Password 
control rules 
are available. 
Access log is 
not recorded.  

Access 
control 
standard 
exists.  
Password 
control 
rules are 
available. 
Access log is 
recorded. 
Anti-virus 
software is 
installed 
into PCs.  

6. 
Legal/Cont
ract 

Labor 
cost 
control 

Confirm the 
competitivenes
s of labor cost 
in the market 

The labor cost 
is too low and 
most likely 
increase in 
next 6 months  

The labor cost 
may increase 
within next 2 
years 

The labor 
cost is 
under 
control 
within the 
expected 
range 

6. 
Legal/Cont
ract 

Preservi
ng 
intellectu
al 
property, 
and 
compens
ate for 
damage 
situation 

Confirm there 
are articles 
such as the 
compensation 
for damages 
responsibility  

No articles of 
compensation 
for damages 
responsibility 

Articles of 
compensation 
for damages 
responsibility 
not fully 
described 

Articles of 
compensatio
n for 
damages 
responsibilit
y is fully 
described on 
a contract 

 6. 
Legal/Cont
ract 

Total cost 
competiti
veness 

Confirm the 
cost 
assumption 
and 
management 
process is 
reasonable. 

The 
outsourcing 
cost is more 
expensive than 
competitors.   

The 
outsourcing 
cost is the 
market 
average. The 
cost 
management 
process is 
insufficient.  

The 
outsourcing 
cost is 
cheaper 
than 
competitors. 
The cost 
managemen
t process is 
under 
control.  

6. 
Legal/Cont
ract 

Relations
hip with 
partners 

Confirm that 
relationships 
with domestic 
manufacturing, 
and sales bases 
are well 
organized 

Relationships 
with domestic 
manufacturing, 
and sales bases 
are not well 
organized from 
subjective and 
objective 
measures 

Relationships 
with domestic 
manufacturing, 
and sales bases 
seems 
organized from 
verbal 
explanation 
and their 
reputation  

Relationshi
ps with 
domestic 
manufacturi
ng, 
distribution 
and sales 
bases are 
well 
organized  

7.Human 
resource 
capability 

Employe
e 
qualificat
ion 

Confirm a 
person in 
charge and 
verify his/her 
background 
and 
experiences. . 

A person in 
charge has no 
experience of 
the 
assignment. 

A person in 
charge has 
experience the 
assignment 
more than 6 
months. 

A person in 
charge has 
more than 
1-year 
experience  

7.Human 
resource 
capability 

Training Confirm all 
employees are 
fully trained 
periodically. 

Employees are 
not trained at 
all.  

Employees are 
partially 
trained. 
Manuals exist. 

Employees 
are fully 
trained. All 
manuals 
are 
available. 

7.Human 
resource 
capability 

Personal 
system 

Confirm a fair 
and equitable 
personnel 
evaluation 
system has 
been 
established 

A personnel 
evaluation 
system has not 
been 
established yet 

A fair and 
equitable 
personnel 
evaluation 
system has 
been partially 
established  

A fair and 
equitable 
personnel 
evaluation 
system has 
been 
established 

7.Human 
resource 
capability 

Securing 
human 
resources 

Confirm there 
are human 
resources with 
a high level of 
knowledge  

There are no 
human 
resources with 
a high level of 
knowledge, etc, 
being handled  

There are a few 
human 
resources with 
a high level of 
knowledge 
regarding the 
products and 
goods, services   

There are 
enough 
human 
resources 
with a high 
level of 
knowledge 
regarding 
the 
products 
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and goods, 
services  

8.Sales 
capabilities 

Sales 
framewo
rk 

Confirm a sales 
strategy has 
been 
established 
and is in place 

A sales 
strategy has 
not been 
established  

A sales 
strategy has 
been 
established but 
has not been 
executed 
enough 

A sales 
strategy has 
been 
established 
and is in 
place 

8.Sales 
capabilities 

Marketin
g 
strategy 

Confirm 
different 
methods are 
utilized to 
provide 
products, and 
services  

Only single 
method is 
utilized to 
provide 
products, and 
services  

Limited 
number of 
methods are 
utilized to 
provide 
products and 
services  

Different 
methods are 
utilized to 
provide 
products, 
and services  

8.Sales 
capabilities 

Has 
experien
ce doing 
business 
overseas 

Confirm they 
have any 
proper 
documents 
related to 
contracts, and 
financial 
closings for the 
company’s 
overseas 
business 

They don’t 
have any 
proper 
documents 
related to 
contracts, and 
financial 
closings for the 
company’s 
overseas 
business 

They have 
limited kinds of 
documents 
related to 
contracts, and 
financial 
closings for the 
company’s 
overseas 
business 

They have 
any proper 
documents 
related to 
contracts, 
and 
financial 
closings for 
the 
company’s 
overseas 
business 

8.Sales 
capabilities 

High 
market 
share 

Confirm their 
products or 
services get 
higher market 
share in these 
five years 

Their products 
or services 
have not got 
higher market 
share in these 
five years 

Their products 
or services 
have got higher 
market share 
once in these 
five years 

Their 
products or 
services get 
higher 
market 
share in 
these five 
years 

  
12.  ASEAN Common Vendor Risk Index –risk 
assessment Matrix each risk type 
    Risk Assessment Type：1.Organization/Compliance (Table 11)   

Risk assessment items  Organization/Compliance risk rate 
1. Registration status (Rate: Low) 
2. Political party support (Rate: 
Low) 

High Medium High High 
Medium Medium Medium High 
Low Low Low Medium 

 Low Medium High 
3. Audit for Financial statements (Rate: 
High) 
4. Framework for roles, responsibilities, 
authority, etc. (Rate: Medium) 

Overall organization/compliance risk rate: (Medium) 
Risk Assessment Type： 2.Financial strength (Table 12)    

Risk assessment 
items 

 Financial strength risk rate 

5. Financial viability 
(Rate:  Medium)  
6. Governance and 
stability (Rate: Low ) 

High Medium High High 
Medium Medium Medium High 
Low Low Low Medium 

 Low Medium High 
7. Personal relationship (Rate: Medium) 
8. Profitability, growth potential (Rate: Low) 

Overall Financial strength risk rate: (Medium) 

Risk Assessment Type： 3.Customer service (Table 13)   
Risk assessment items  Customer service risk rate 
9. Business performance 
capability (Rate: 
Medium) 
10.Problem solving, 
process improvement 
(Rate: Medium)  

High Medium High High 
Medium Medium Medium High 
Low Low Low Medium 

 Low Medium High 
11.Incident handling (Rate: Low ) 
12.Superiority in technology and service (Rate: 
Medium)  

Overall customer service risk rate: (Medium) 
Risk Assessment Type： 4. Business continuity (Table 14) 

Risk assessment items  Business continuity risk rate 
13.Sustainable 
infrastructure (Rate: 
Medium) 
14.Re-assignment 
situation (Rate: Low ) 

High Medium High High 
Medium Medium Medium High 
Low Low Low Medium 

 Low Medium High 
15.Contingency plan & execution (Rate: Medium) 
16.Remote work capability (Rate: Medium) 

Overall business continuity risk rate: (Medium) 
Risk Assessment Type： 5.Information security  (Table15) 

Risk assessment items  Information security risk rate 
17.Information security 
management (Rate: 
Medium) 
18.Non-disclosure 
contract status (Rate: 
High) 

High Medium High High 

Medium Medium Medium High 
Low Low Low Medium 

 Low Medium High 

19.Visitor management (Rate: Medium) 
20.System access control (Rate: Medium) 

Overall information security risk rate: (High) 
Risk Assessment Type： 6.Legal/Contract (Table 16)  

Risk assessment items  Legal/Contract risk rate 
21.Labor cost control 
(Rate:  High) 
22.Preserving 
intellectual property, 
and compensation for 
damage situation 
(Rate: Medium) 

High Medium High High 
Medium Medium Medium High 
Low Low Low Medium 

 Low Medium High 
23. Total cost competitiveness (Rate: Low) 
24. Relationship with partners (Rate: Low) 

Overall Legal/contract risk rate: (Medium) 
Risk Assessment Type: 7. Human resource capability (Table 17) 

Risk assessment 
items 

 Human resource capability risk rate 

25.Employee 
qualification (Rate: 
High ) 
26.Training (Rate: 
Medium) 

High Medium High High 
Medium Medium Medium High 
Low Low Low Medium 

 Low Medium High 
27.Personal system (Rate: Medium) 
28.Securing human resources (Rate: Medium) 

Overall human resource capability risk rate: (High) 
Risk Assessment Type： 8.Sales capabilities(Table 18) 

Risk assessment items  Human resource capability risk rate 
29.Sales framework 
(Rate: Low) 
30.Marketing strategy 
(Rate: High) 

High Medium High High 
Medium Medium Medium High 
Low Low Low Medium 

 Low Medium High 
31.Has experience doing business overseas (Rate: 
Medium) 
32.High market share (Rate: Medium) 

Overall sales capabilities risk rate: (Medium) 

  
13. ASEAN Common Vendor Risk 

Index – overall vendor risk assessment 
matrix (Table 19)  

Risk assessment items  Overall vendor risk rate 
1. Organization/Compliance (Rate: 
Medium) 
2. Financial strength (Rate: Medium ) 
3. Customer service (Rate: Medium ) 
4. Business continuity (Rate: Medium) 

 Medium High High 
Medium Medium Medium High 
Low Low Low Medium 

If multiple risk assessment items have a different risk 
level rate each other, more suitable rate will be chosen 
by a person to determine the represented risk rate on 
the vertical axis and the horizontal axis both. 
The represented risk rate on the vertical and the 
horizontal axis are applied to the risk decision matrix 
to determine the overall risk rate of the targeted 
vendor.  

Low Medium High 
5. Information security (Rate: High) 
6. Legal/Contract (Rate:  Medium) 
7. Human resource capability (Rate:  
High) 
8. Sales capabilities (Rate: Medium) 
Risk mitigation actions for High 
risk items will be required to make 
a contract with the vendor 

OOvveerraallll  vveennddoorr  rriisskk  rraattee::  ((HHiigghh))  
  
13.1 How we manage the assessed risks to achieve 

our business expansion plan in ASEAN developing 
countries. 

This sample case indicates that the overall risk rate 
is “High”, which means the vendor is not recommended. 
However, if the risk level of “Information security” and 
“Human resource capability” can be reduced, the 
overall risk rate would be lowered to “Medium” which 
means to make it possible to make a contract with the 
vendor as a business partner. 

  
14. Conclusion – Proposal & Limitation 

Our project theme is to propose a vendor risk 
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management scheme in order for Japanese companies 
to logically select a suitable local company in 
developing countries of ASEAN as a business partner. 
Vendor risk management is categorized as a part of 
operational risk management in Enterprise Risk 
Management Structure. However, vendor risk 
management is still under development and has not 
been standardized in developed and developing 
countries, either. Firstly, we researched vendor risk 
management practices to assess vendor candidates for 
selection in developed countries. These practices are 
almost confidential and unique each company. 
Fortunately, we got the vendor risk assessment 
practice information from the U.S, Europe, Japanese 
companies, and Creditability index for SMEs (CIS 
project lead by AIIT with 9 universities in ASEAN 
countries) as samples. We extracted the common 
essence from them and identified 8 risk types and 32 
risk assessment items for vendor risk management in 
developed countries. Secondly, we visited PhnomPenh 
Cambodia to look into the vendor risk management 
practice in developing countries. We had interviews 
with representatives from CJCC (Cambodia-Japan 
Cooperation Center) & CJBI (Cambodia Japan 
Association for Business & Investment) and nulo Lab 
Co,Ltd (Local subsidiary of Japanese company) and 
was successful for information gathering in regard to 
their vendor risk management practice, unique risks 
and culture of Cambodia. we adjusted the vendor risk 
management practice of developed countries to involve 
Cambodia practice and finalized the ASEAN common 
vendor risk index, assumed Cambodia practice 
represents developing countries in ASEAN.  

  
Common vendor risk assessment factors in 

developed countries (Table 20) 

 
 
 
 
Proposal of ASEAN common vendor risk index-risk 

type and risk assessment items (Table 21)

 
14.1 Proposal 
Following 6 of 32 risk assessment items are unique 

to developing countries compared to developed 
countries. (* in red) 

ASEAN Vendor Risk Index unique assessment items 
Risk type: 1. Organization/Compliance 
2.Anti society group relationship → Political party 

support 
3.Internal audit status →  Audit for Financial 

statements 
Risk type: 2. Financial strength 
7. Relationship with competitors/ Reputational risk 

→ Personal relationship 
Risk type: 4. Business continuity 
Newly added: 13. Sustainable infrastructure 
Risk type: 6. Legal/Contract 

Adjust 

ment 
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Newly added: 21. Labor cost control 
Risk type: 7. Human resource capability 
25.Employee situation → Employee qualification  
Thirdly, we created the ASEAN common vendor risk 

assessment questionnaire to evaluate candidate 
vendors each 32 risk assessment items under 8 risk 
types to select better vendors based on the Cambodia 
business practice representing ASEAN developing 
countries. 

Finally, we understand the limitation is that more 
local research in ASEAN other countries will help to 
tune up the proposal to more fit into ASEAN business 
practice. Also, more samples from developed countries 
could conduct a deep dive into the commonization of 
vendor risk management factors. However, due to 
limited time and cost, this proposal of ASEAN common 
vendor risk index is established based on the 
assumption that Cambodia practice represents other 
developing countries in ASEAN 
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非正規職シングル女性を対象とした就労支援講座 
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Abstract 
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the program. Next, we report on the results of a questionnaire-based analysis of how participants 
changed as a result of attending the program. Using the self-efficacy scale, a comparative analysis of 
before and after the program revealed a tendency for increased self-confidence in all of the following 
areas: "state of readiness to improve the current situation," "own way of working and family life," 
"future outlook and goal setting," and "actions for career choice. " 
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1 はじめに 
労働政策における規制緩和により，1990 年代後半から，

2000 年代にかけて非正規雇用が増加した．1985 年には，
16.4%であった非正規雇用率が，1990 年 20.2%，1995 年
20.9%，2000年 26.0%，2005年 32.6%，2010年 34.4%と
上昇してきた．以降 3分の 1を超える水準で推移している[1]．
2020年 1月から 3月期の調査結果では，5661万人の雇用
労働者のうち，38.0%が非正規雇用であり，女性においては，
2639 万人の雇用労働者のうち，56.0%が非正規雇用である 
[1]． 
女性労働者の過半数を超える非正規雇用の中でも，特に

シングル女性の非正規雇用問題がある．ここでいうシングル

とは，結婚していない状態である「独身」，「未婚」，「無配偶」

等をいう．横浜市男女共同参画推進協会を中心とした非正

規職シングル女性のニーズ調査結果[2]によると，次のような
ことが明らかになっている．シングル女性は，非正規雇用の

中でもフルタイムでの契約や嘱託，派遣社員の比率が高く，

年収は，150 万円未満 約 3 割，150 万円以上 250 万円未
満 約 4 割，250 万円以上 約 3 割である．7 割が年収 250
万円未満であり，等価可処分所得の中央値の半分である貧

困線[3]の 122万円に近い層も 3割である．非正規職につい
ている理由は，「正社員として働ける会社がなかったから」と

いう，いわゆる不本意非正規が 6割超であった．仕事に対す
る悩みや不安の上位には，「収入が少ない」が 8 割超，「雇

用継続(解雇・雇止め)の不安」が約 6 割である．利用したい

サポートとの上位には，「仕事に必要なスキルアップの場」

「職業訓練・資格取得支援」が約 4 割と直接仕事に関する項
目があがっているとともに，「同じ立場の人たちとの交流の場」

「話を聞いてもらえる場」「非正規シングル女性の交流サイト」

もそれぞれ約 3割あり，自身が置かれた状況などについて共
有・共感できる場や関係を求めていることがわかる． 
全国ではハローワークを中心として，様々な就労支援を行

っている．東京仕事センターでは，女性再就職支援として，

希望に合わせたセミナーや仕事の基礎を学ぶサポートプロ

グラムを開催している．一方で，事務系の仕事に人気があり，

応募が集中するため，相対的に希望条件を満たす求人が少

なく，応募機会が得られないことが課題となっている[4]．就
労に必要と思われる知識やスキルを学んでも，実際にそれら

を活かした仕事に就けるかどうかは確実でないということであ

る．以上のような問題を踏まえて，横浜市男女共同参画推進

協会では，平成 28 年度地域における女性活躍推進モデル
事業として内閣府からの委託を受け，非正規職シングルのた

めの支援プログラム「仕事とくらしのセーフティ講座」を開発，

実施するとともに，web サイトの運営を行っている[5]．福岡
県男女共同参画推進課においても，特に，行政の支援が少
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なく，支援の情報が届きにくい，非正規職シングル女性を対

象として講座を開設している[6]． 
就業についての研究では，大学生を対象とした調査分析

が多数ある．就職先を決定できる，就業できるという自己効

力感が高い者ほど就業不安を軽減し，就職意欲を高めるこ

とが示されている[7]．女子大生を対象とした就業と自己効力
感の関連については，様々な調査分析が行われてきており，

強い進路選択に対する自己効力が積極的な就職活動を導

いている[8]，進路が決定した 4 年生は，未決定の 4 年生，
および就職活動開始前の 3年生と比較して自己効力感が高
い[9] ，自ら就職先の情報を収集し，自分を肯定的に評価し，
自分を高めたいという動機を持っている者ほど就職できる

[10]，自己効力が高い人ほど，就職活動の行動時期が早く，
行動が積極的である[11]などが示されている． 
一方，シングル女性を対象とした就業支援に関する調査

分析は限られている．保健・福祉・保育分野への再就職・転

職を目指す女性を対象とした就労支援プログラムにおける講

座受講前後の自効力感尺度の調査分析では，特にキャリア

プランニング講座が自己効力感を高めるのにより効果的であ

ることが示されている[12]．非正規職シングル女性を対象とし
たプログラムでは，講座受講前後の自効力感尺度の調査分

析により，自分らしい生き方・家庭との両立，職業選択のため

の行動について，有意差が示されている[13] ． 
本論文では，先に述べた，福岡県男女共同参画推進課が

非正規職シングル女性を対象として開設した「女性の仕事と

暮らし応援講座」の概要を紹介し，参加者が，本講座によっ

てどのような変化があったか，自己効力感アンケートによる調

査分析を行った結果について報告する． 
 

2 「女性の仕事と暮らし応援講座」の概要 
本論文で対象とする「女性の仕事と暮らし応援講座」は，

福岡県男女共同参画推進課が，非正規職のシングル女性

調査の結果の全国的動向を踏まえ，非正規職のシングル女

性を対象として新規開設したプログラムである[6]．以下に対
象者，目的，内容等について述べる． 

 
2.1 対象者，目的 
原則として，非正規職のシングル女性を対象としており，

非正規職で働く女性の不安を軽減するとともに，仕事に役立

つ知識を得ることで，正規雇用の転換や仕事に対する意欲

の向上を促すことを目的としている． また，受講者が気軽な
雰囲気で参加できるように，講座名を「キッカフェ」とし，休日

にお気に入りのカフェで，気の合う仲間とおしゃべりするよう

な感覚で参加できるように雰囲気づくりをしている． 

 
2.2 講座の内容と日程 
本講座は，福岡市と北九州市の 2か所でそれぞれ 4回講

座として行われた．場所は，福岡市天神駅，小倉駅近くとい

う便利なところであり，会場は一般的な会議室のようなところ

ではなく，コミュニティスペースとして適した場所であった．第

1 回から第 4 回までを連続して参加するのが原則であるが，
単体での参加も可能とした．2 会場で日程を変えて同内容を
実施し，受講者が都合に応じてどちらの会場でも受講するこ

とが可能である． 
第 1 回から 4 回の日程，および講座のタイトルと概要を以

下に示す．講座は，1 回あたり 2 時間程度であり，グループ
ワークやディスカッションで，自分自身を振り返り，見つめ直

す時間を多く設けている．また，毎回の講座終了後に気軽な

雰囲気で話せるように，茶話会風の交流会を設け，受講者

同士のネットワークづくりを促した． 
第 1回 2019年 11月実施 
タイトル：「「キャリアとワタシ」～立ち止まって考えよう～」 
・勇気をもらえる事例レポート，強みを発見できる自己分析 
第 2回 2019年 12月実施 
タイトル：「労働市場のトレンド」 
・求められる仕事とワタシの強み，セルフメンタルケアのアド

バイス，ミニヨガレッスン 
第 3回 2020年 1月実施 
タイトル：「お仕事リテラシーを身に付けよう」 
・仕事に役立つコミュニケーションスキル，職場の人間関

係・トラブル対処法 
第 4回 2020年 2月実施 
タイトル：「これだけは知っておきたいお金＆制度」 
・今更相談できないお金のこと，自分を守る支援制度や権

利 
 

3 講座の効果測定 
講座受講の効果を測定するために参加者に対して，自己

効力感アンケートを実施した． 
 

3.1 実施時期 
2019年 11月～2020年 2月 
 

3.2 方法 
自己効力感アンケートは，受講初回の前，各講座後の計

5 回実施した．実施ポイントを図１に示す．回答は，無記名で，
受講番号を記載するように求めた．調査結果は，個人が特

定されないよう統計的な処理を行う旨を紙面，及び口頭で説
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ではなく，コミュニティスペースとして適した場所であった．第

1 回から第 4 回までを連続して参加するのが原則であるが，
単体での参加も可能とした．2 会場で日程を変えて同内容を
実施し，受講者が都合に応じてどちらの会場でも受講するこ

とが可能である． 
第 1 回から 4 回の日程，および講座のタイトルと概要を以

下に示す．講座は，1 回あたり 2 時間程度であり，グループ
ワークやディスカッションで，自分自身を振り返り，見つめ直

す時間を多く設けている．また，毎回の講座終了後に気軽な

雰囲気で話せるように，茶話会風の交流会を設け，受講者

同士のネットワークづくりを促した． 
第 1回 2019年 11月実施 
タイトル：「「キャリアとワタシ」～立ち止まって考えよう～」 
・勇気をもらえる事例レポート，強みを発見できる自己分析 
第 2回 2019年 12月実施 
タイトル：「労働市場のトレンド」 
・求められる仕事とワタシの強み，セルフメンタルケアのアド

バイス，ミニヨガレッスン 
第 3回 2020年 1月実施 
タイトル：「お仕事リテラシーを身に付けよう」 
・仕事に役立つコミュニケーションスキル，職場の人間関

係・トラブル対処法 
第 4回 2020年 2月実施 
タイトル：「これだけは知っておきたいお金＆制度」 
・今更相談できないお金のこと，自分を守る支援制度や権

利 
 

3 講座の効果測定 
講座受講の効果を測定するために参加者に対して，自己

効力感アンケートを実施した． 
 

3.1 実施時期 
2019年 11月～2020年 2月 
 

3.2 方法 
自己効力感アンケートは，受講初回の前，各講座後の計

5 回実施した．実施ポイントを図１に示す．回答は，無記名で，
受講番号を記載するように求めた．調査結果は，個人が特

定されないよう統計的な処理を行う旨を紙面，及び口頭で説

 

 

明した． なお，第 4 回終了後には，別途，受講後アンケート
を実施している． 
 

△：受講前自己効力感アンケート 〇：受講後自己効力感アンケート □:受講後アンケート 

図 1 : 講座の日程とアンケートの実施ポイント 

 
3.3 調査内容 
調査内容は以下の通りである． 

Ⅰ 現状を改善するにあたっての心の準備状態 

現状を改善するにあたっての心の準備状態を「心の準備

ができている」(100%)から，「心の準備ができていない」(0％)
までのビジュアルアナログスケール(図 2)によって回答を求め
た． 

 
図 2 : ビジュアルアナログスケール 

Ⅱ 自己効力感尺度 

女性の再就職・転職自己効力感尺度[14]を利用した．横
浜市男女共同参画推進協会が，女性の就労促進学び直し

プログラムの効果測定のために，受講生の状態を客観的に

把握するとともに，就労への自信を測定するための尺度とし

て，学生の進路選択に対する自己効力に関する研究[15]を
基にして開発したものである．本講座の目的である「悩みや

将来に対する不安の軽減，就労意欲の向上，正規職員を目

指す女性の行動の後押し」に対する効果測定が可能と考え

採用した． 
尺度の構成は，「自分らしい働き方・家庭との両立(9 項目)」

「将来展望・目標設定(7 項目)」「職業選択のための行動(6
項目)」の全 22 項目 3 因子であった．「全く自信がない」「あ
まり自信がない」「少しは自信がある」「とても自信がある」の 4
段階で回答を求めた．分析では，1 から 4 で得点化し，平均
値を計算したものを用いる． 
Ⅲ 思うことや感じること，心配なこと 

思うことや感じること，心配なことなどについて，自由記述

を求めた．別途実施した，受講後アンケートの受講の理由，

受講後の感想等とともに，参考データとして取り扱う． 
 

3.4 結果 
受講者の総数は31名であった．開催回ごとの受講者数の

内訳は，第 1 回 23 名，第 2 回 15 名，第 3 回 17 名，第 4
回 18名であり，のべ 73名であった．また，受講回数は，1回
のみ 12 名，2 回受講 4 名，3回受講 7 名，全 4 回受講 8
名であった． 

3.4.1 受講前の状況 
受講前アンケートに回答した 27 名の得点(表２)をみると，

最も低いのは，「⑮5年先の目標を設定し，それにしたがって
計画を立てることができる．」であり，2.11，次は，「⑯自分の
将来設計にあった職業を探すことができる．」で，2.12であっ
た．最も高いのは，「⑧収入を得ることで自分の裁量で自由

に買い物や外出などができる．」であり，3.26，次は，「③家
庭の事情(家族の急変や子どもの病気)で急用が生じたとき，
職場に事情を話し対処することができる．」と「⑦仕事をする

ことを家族に理解してもらえるよう話し合うことができる．」で，

2.96 であった．よって，受講前の時点では，5 年程度先につ
いて計画し仕事を探すことには自信がないが，今現在の問

題については，自分で対処できる自信がある傾向がみられる． 
3.4.2 講座受講前後の比較 
受講者の受講前後の変化について検討するために，受講

前アンケートに回答した 27名を分析対象として，受講前と最
後に受講した回の受講後アンケートの得点を比較した(表１)．
なお，分析対象者の受講回数は，1 回のみ 11 名，2 回受講 
2名，3回受講 6名，全 4回受講 8名であった． 
まず，「現状を改善するにあたっての心の準備状態」につ

いては，50.53％から，72.50%に上がった．自己効力感全項
目の平均値は，2.53 から，2.88 に上がり，統計的に有意で

あった．各尺度の得点の平均値は，「自分らしい働き方・家

庭との両立」「将来展望・目標設定」「職業選択のための行

動」，それぞれ，2.70 から，2.98，2.37 から 2.74，2.48 から
2.92 と上がり，いずれも統計的に有意であった．よって，自

己効力感全般について，講座受講によって，高まったことが

わかる． 
次に，質問項目ごとに詳しく検討するために，各項目の得

点を比較した(表２)．その結果，「①家庭生活(家事・介護・子
育てなど) や個人生活と仕事の両立をすることで生活を充実
させることができる．「②家事・介護・子育てと仕事の両立を

することができる．「④家庭の事情と仕事の締切を考えあわ

せて仕事を進めたり，人に助けを求めたりすることができる．」

「⑤仕事をするにあたり気持ちの整理をすることができる．」

「⑥ライフコースに応じて柔軟に働き方を変えていくことがで

きる．」「⑬自分の才能を最も活かせると思う職業の分野を決

めることができる．」「⑮5 年先の目標を設定し，それにしたが
って計画を立てることができる．」「⑯自分の将来設計にあっ

た職業を探すことができる．」「⑲キャリアアップするために必

要な資格や知識について調べることができる．」「㉑自分が

従事したい職業（職種）の仕事内容を知ることができる．」「㉒

将来どのような生活をしたいか，明確にイメージすることがで

きる．」の 14項目で，統計的に有意に得点が上がった． 
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3.4.3 第 1回目受講前と各講座後の比較 
各講座の受講者の講座ごとの受講後の変化について検

討するために，第 1 回目の受講前アンケートに回答した 23
名を分析対象として，各回の受講者について，受講前と受講

後の得点を比較した(表３)．まず，「現状を改善するにあたっ
ての心の準備状態」については，全ての回において受講後

に上がった．受講前にはいずれも約 50％程度であったが，
第 1 回，第 3 回，第 4 回の受講者は受講後に約 70%に上
がった．第 2 回の受講者は受講後に約 60%に上がった．次
に，自己効力感についても，全ての回の受講者において受

講前よりも得点が上がった．統計的な分析結果からは，第 1
回目，及び第 4 回の受講者は，受講前に比較して受講後，
「自分らしい働き方・家庭との両立」「将来展望・目標設定」

「職業選択のための行動」のすべてにおいて，有意に得点が

上がった． 
3.4.4 全講座受講者の変化の推移 
講座全体による変化を検討するために，第 1 回から第 4

回までの全講座の受講者 8 名を対象として，講座受講後の
得点の推移を確認した(表４,図２,図３)．「現状を改善するに
あたっての心の準備状態」は，受講前 41.67％が，第一回目
後 55.00％，第 2 回目後 56.67%，第 3 回目後 65.00%と，
受講ごとに上がっており，第 4 回受講後には，66.67％に上
がった．自己効力感の平均得点についても受講ごとに上が

っており，受講前の 2.31が，第 1回目後 2.60，第 2回目後
2.60，第 3回目後 2.77，第 4回目後には 2.86 と，受講が進
むごとに上がっていった．自己効力感の尺度別にみると，

「自分らしい働き方・家庭との両立」，「将来展望・目標設定」

は，2 回目後，1 回目後より得点が下がったが，全 4 回受講
後には，いずれも受講前よりも得点が上がっていた．「職業

選択のための行動」は，第 3回目後は変化がなかったが，受
講が進むごとに得点が上がっていく傾向がみられた．具体的

には，受講前と第4回後の得点は，「自分らしい働き方・家庭
との両立」「将来展望・目標設定」「職業選択のための行動」，

それぞれ，2.46から 3.01，2.29から 2.68，2.10から 2.83 と
上がった． 
3.4.5 自由記述：受講の理由，受講後の感想等 
受講の理由について，“将来についての漠然と不安があ

った” という記述が多くみられた．受講後は，“知らなかった
知識をたくさん得ることができた”，“自己分析で知りたいこと

を知ることができた”，“今の仕事の中で活かすこともあり大変

役に立った”といったように，知識獲得についての記述がみ

られた．また，“いろいろな考え方を知ることができた”，“同じ

悩みを共有できて気持ちが楽になった”といったように，受講

者同士や講師との交流についての記述がみられた．さらに，

“今後について考えるきっかけになった”といった将来展望や，

“将来の人生プランを自分なりに立てて行動しようと思う”，

“お金の管理を見直そうと思う”といった今後の具体的な行動

についての記述がみられた． 
 

3.5 考察 
受講前に実施した自己効力感アンケートの結果からは，

自分の収入で買い物や外出する自信，及び働くことに対して

家族へ理解を求めたり，家庭の事情について職場へ理解を

求めたりすることへの自信は高い傾向がみられた．一方，目

標設定や将来設定に対する自信については，低い傾向が

みられた．また，自由記述の受講の理由にも“将来について

の漠然と不安があった” という記述が多くみられた．よって，
受講前は，今現在のことに対しては対処する自信があるが，

将来については自信が持てない状態であったと考えられる． 
自己効力感アンケートの講座受講前後の比較結果では，

今回調査した，「現状を改善するにあたっての心の準備状

態」，「自分らしい働き方・家庭との両立」，「将来展望・目標

設定」，「職業選択のための行動」のすべてにおいて自信が

高まっている傾向がみられ，統計的に有意差が示された．ま

た，自由記述からは，講座受講によって，知識獲得に加えて，

他者との交流によって，不安が軽減していること，さらに，将

来展望に思いが至ることが示された． 
全講座を受講した 8名の自己効力感の変化の推移からは，

「自分らしい働き方・家庭との両立」，「将来展望・目標設定」

について，第 1回目で高まった自信が，第 2回目後に低くな
る傾向がみられたが，これについては，新しく知識を得ること

によってこれまでに知らなかったことに対する一時的な自信

の低下とも考えられる．その後第 3 回目，第 4 回目と自信の
高まりがみられ，最終的には，受講前よりも自信が高まる傾

向がみられた． 
これらのことから，「女性の仕事と暮らし応援講座」は，現

状を改善するにあたっての心の準備ができてくるとともに，将

来に対する不安や悩みを軽減させ，将来展望や職業選択に

ついての自信を高めていることがわかる．よって，就労意欲

の向上，正規職を目指す女性の行動の後押しに一定の効

果があったと考えられる．受講後アンケートでは，今後の具

体的な行動についての記述も見られ，継続してヒアリング調

査等を行っていくことで，講座の効果についてより明らかにな

るであろう．また，受講者同士や講師といった他者との交流

による不安の軽減等の効果もみられたことから，今後，フォロ

ーアップ講座の開設や次年度の受講者との交流の場をつく

るなどの検討も必要と思われる． 
なお，今回は，各講座と自己効力感との関連については，

第 1 回目の受講前と各講座受講後の比較検討にとどまり，

各講座単体におけて受講前後の比較検討には至っていな
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3.4.3 第 1回目受講前と各講座後の比較 
各講座の受講者の講座ごとの受講後の変化について検

討するために，第 1 回目の受講前アンケートに回答した 23
名を分析対象として，各回の受講者について，受講前と受講

後の得点を比較した(表３)．まず，「現状を改善するにあたっ
ての心の準備状態」については，全ての回において受講後

に上がった．受講前にはいずれも約 50％程度であったが，
第 1 回，第 3 回，第 4 回の受講者は受講後に約 70%に上
がった．第 2 回の受講者は受講後に約 60%に上がった．次
に，自己効力感についても，全ての回の受講者において受

講前よりも得点が上がった．統計的な分析結果からは，第 1
回目，及び第 4 回の受講者は，受講前に比較して受講後，
「自分らしい働き方・家庭との両立」「将来展望・目標設定」

「職業選択のための行動」のすべてにおいて，有意に得点が

上がった． 
3.4.4 全講座受講者の変化の推移 
講座全体による変化を検討するために，第 1 回から第 4

回までの全講座の受講者 8 名を対象として，講座受講後の
得点の推移を確認した(表４,図２,図３)．「現状を改善するに
あたっての心の準備状態」は，受講前 41.67％が，第一回目
後 55.00％，第 2 回目後 56.67%，第 3 回目後 65.00%と，
受講ごとに上がっており，第 4 回受講後には，66.67％に上
がった．自己効力感の平均得点についても受講ごとに上が

っており，受講前の 2.31が，第 1回目後 2.60，第 2回目後
2.60，第 3回目後 2.77，第 4回目後には 2.86 と，受講が進
むごとに上がっていった．自己効力感の尺度別にみると，

「自分らしい働き方・家庭との両立」，「将来展望・目標設定」

は，2 回目後，1 回目後より得点が下がったが，全 4 回受講
後には，いずれも受講前よりも得点が上がっていた．「職業

選択のための行動」は，第 3回目後は変化がなかったが，受
講が進むごとに得点が上がっていく傾向がみられた．具体的

には，受講前と第4回後の得点は，「自分らしい働き方・家庭
との両立」「将来展望・目標設定」「職業選択のための行動」，

それぞれ，2.46から 3.01，2.29から 2.68，2.10から 2.83 と
上がった． 
3.4.5 自由記述：受講の理由，受講後の感想等 
受講の理由について，“将来についての漠然と不安があ

った” という記述が多くみられた．受講後は，“知らなかった
知識をたくさん得ることができた”，“自己分析で知りたいこと

を知ることができた”，“今の仕事の中で活かすこともあり大変

役に立った”といったように，知識獲得についての記述がみ

られた．また，“いろいろな考え方を知ることができた”，“同じ

悩みを共有できて気持ちが楽になった”といったように，受講

者同士や講師との交流についての記述がみられた．さらに，

“今後について考えるきっかけになった”といった将来展望や，

“将来の人生プランを自分なりに立てて行動しようと思う”，

“お金の管理を見直そうと思う”といった今後の具体的な行動

についての記述がみられた． 
 

3.5 考察 
受講前に実施した自己効力感アンケートの結果からは，

自分の収入で買い物や外出する自信，及び働くことに対して

家族へ理解を求めたり，家庭の事情について職場へ理解を

求めたりすることへの自信は高い傾向がみられた．一方，目

標設定や将来設定に対する自信については，低い傾向が

みられた．また，自由記述の受講の理由にも“将来について

の漠然と不安があった” という記述が多くみられた．よって，
受講前は，今現在のことに対しては対処する自信があるが，

将来については自信が持てない状態であったと考えられる． 
自己効力感アンケートの講座受講前後の比較結果では，

今回調査した，「現状を改善するにあたっての心の準備状

態」，「自分らしい働き方・家庭との両立」，「将来展望・目標

設定」，「職業選択のための行動」のすべてにおいて自信が

高まっている傾向がみられ，統計的に有意差が示された．ま

た，自由記述からは，講座受講によって，知識獲得に加えて，

他者との交流によって，不安が軽減していること，さらに，将

来展望に思いが至ることが示された． 
全講座を受講した 8名の自己効力感の変化の推移からは，

「自分らしい働き方・家庭との両立」，「将来展望・目標設定」

について，第 1回目で高まった自信が，第 2回目後に低くな
る傾向がみられたが，これについては，新しく知識を得ること

によってこれまでに知らなかったことに対する一時的な自信

の低下とも考えられる．その後第 3 回目，第 4 回目と自信の
高まりがみられ，最終的には，受講前よりも自信が高まる傾

向がみられた． 
これらのことから，「女性の仕事と暮らし応援講座」は，現

状を改善するにあたっての心の準備ができてくるとともに，将

来に対する不安や悩みを軽減させ，将来展望や職業選択に

ついての自信を高めていることがわかる．よって，就労意欲

の向上，正規職を目指す女性の行動の後押しに一定の効

果があったと考えられる．受講後アンケートでは，今後の具

体的な行動についての記述も見られ，継続してヒアリング調

査等を行っていくことで，講座の効果についてより明らかにな

るであろう．また，受講者同士や講師といった他者との交流

による不安の軽減等の効果もみられたことから，今後，フォロ

ーアップ講座の開設や次年度の受講者との交流の場をつく

るなどの検討も必要と思われる． 
なお，今回は，各講座と自己効力感との関連については，

第 1 回目の受講前と各講座受講後の比較検討にとどまり，

各講座単体におけて受講前後の比較検討には至っていな

 

 

い．これについては，今後は，各講座の受講前にアンケート

を実施することで，比較検討が可能となる． 
  

4 おわりに 
本論文では，非正規職シングル女性を対象として開設し

た「女性の仕事と暮らし応援講座」の概要とその効果につい

て報告した．福岡県で実施された講座であり対象が限定的

ではあるが，非正規職シングル女性を対象とした就労支援

講座の概要を提示し，その有効性を示したことで，今後の非

正規職シングル女性への就労支援に対する実践的な展開

に貢献できたと考える． 
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表１：受講前後の得点の比較結果 

表 2 ：受講前後の得点の比較結果(項目ごと) 

 

平均 標準偏差 平均 標準偏差 t値 値

現状を改善するにあたっての
　　心の準備状態(100%満点)
自己効力感(全項目)

　　自分らしい働き方、家庭との両立

　　将来展望、目標設定

　　職業選択のための行動

受講前 受講後

　　　***

平均 標準偏差 平均 標準偏差 t値 値

家庭生活 家事・介護・子育てなど や個人生活と仕事の

両立をすることで生活を充実させることができる。
家事・介護・子育てと仕事の両立をすることができる。
家庭の事情(家族の急変や子どもの病気)で急用が生じた
とき、職場に事情を話し対処することができる。
家庭の事情と仕事の締切を考えあわせて仕事を進めたり、
人に助けを求めたりすることができる。
仕事をするにあたり気持ちの整理をすることができる。
ライフコースに応じて柔軟に働き方を変えていくことができ
る。
仕事をすることを家族に理解してもらえるよう話し合うこと
ができる。
収入を得ることで自分の裁量で自由に買い物や外出など
ができる。
家計を支えるために働くことができる。
自分の興味に合うと思われる職業を選ぶことができる。
現在考えているいくつかの職業のなかから，一つの職業に
絞り込むことができる。
自分の能力に合うと思われる職業を選ぶことができる。
自分の才能を最も活かせると思う職業の分野を決めること
ができる。
将来の仕事で役に立つと思われる免許・資格取得の計画
を立てることができる。
年先の目標を設定し，それにしたがって計画を立てること
ができる。
自分の将来設計にあった職業を探すことができる。
自分が就きたい仕事に活かせるように働く体験 インター
ン・ボランティア)を積むことができる。
興味のある領域の会社や組織に関する情報を手に入れる
ことができる。
キャリアアップするために必要な資格や知識について調べ
ることができる。
自分の興味を持っている分野で働いている人と話す機会
を持つことができる。
自分が従事したい職業（職種）の仕事内容を知ることがで
きる。
将来どのような生活をしたいか，明確にイメージすることが
できる。

　***
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表 3 ： 第 1回受講前と各講座後の比較結果 

 
表 4 ： 全講座受講者の得点の推移  

 
 

 
図 3 ： 全講座受講者の心の準備状態の推移         図 4 ： 全講座受講者の自己効力感の推移 
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1 はじめに 

本稿では,財務諸表に計上されていない技術・ブランド・組

織力といった無形資産が,瀬戸内圏の企業価値に与える影

響を調べることにより,中小企業(同族企業)が無形資産への

投資がどういう目的で行なわれているかを検証する.その際,

研究開発費の有価証券報告書等の財務データではなく,瀬
戸内圏の企業の経営者へのインタビューを通して,無形資産

投資に対する創業者の考え方を客観的に判断している. 

企業がイノベーションを実現していくためには,経営

者のリーダーシップの発揮,研究開発活動,マーケティ

ング活動など様々な取組みが含まれるが,ここでは,無

形資産蓄積のための研究開発投資に焦点を当てること

とする.たとえば,中小企業による研究開発活動の現状

についてアンケート調査した総務省「科学技術研究調査」

よると,中小企業のうち研究開発に取り組んでいる割合

は,製造業で 7.2％,非製造業で 0.8%となっており,大企

業の製造業 61.9％,非製造業 16.5％と比べると,いずれ

も低い水準となっている.ちなみに,従業員数１～299 名

の企業を中小企業,300～を大企業として分類している.

非製造業については,「金融業,保険業を除く全産業」か

ら「製造業」を除いた全産業を指す.このように大企業と

は,研究開発に向けての実施状況が大きく状況が違って

いることが確認できる１.それゆえ,中小企業の今回の

試行的調査では,中小企業による研究開発活動に取り組

む上で直面している課題の把握と,今後中小企業を分析

する際の適用可能性について探った. 
本研究の分析結果から,創業家が経営に関与する企業は,

企業の成長（企業価値の最大化）を意識した経営を行って

おらず,むしろ顧客の意向に沿った方針で機械投資をし,製
品を生産していることが示された.このことから,瀬戸内圏の同

族企業は,お得意様に対する設備投資をすることはあっても,
大手企業のように企業価値の最大化を目指して研究開発費

や人材育成等への出費を積極的に行っていないことがわか

る. 

 

2 研究開発の現状についてのインタビュー調

査について 

本研究では,事業規模・資金制約・人材といった面で大

企業と大きく環境が違うと想定される瀬戸内圏の中小

企業に対して,探索的な視点で研究開発の現状や課題に

ついて調査をおこなった.無形資産のうち,研究開発に

焦点をあてることから,製造業を分析業種に設定してい

る企業の代表者へインタビュー調査を実施した.インタ

ビューの手順は以下の通りである. 

 

手順① 代表者へインタビューを実施 

手順② インタビューのテープおこし 

  

インタビュー内容については,同意を得た上でインタ
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ビュー内容を記録媒体に録音し，事後に記述データに変

換した. 

 

手順③ 切片化およびカテゴリー化 

 

インタビューデータを内容毎に切片にして切り離し

をおこなった.文章化したものをそのまま用いて共起ネ

ットワーク分析を行える内容ではないため,ラベル名を

付けた後,カテゴリーとしてまとめた. 

 

手順④ 考察 

  

カテゴリーのうち,中小企業の実態に関するカテゴリ

ー,研究開発につながるカテゴリーを選択し,考察を

加えた(末尾の表 1 を参照). 

 

上記のプロセスを踏んでいる理由は,この過程にお

いて,データのクリーニングや分類基準の微調整を怠

れば,分類の精度が落ちてしまう恐れがあるからであ

る.もっとも,我々が用いている分析とは異なる方法

もある.その方法の利点は,数百万件のデータを容易

に分類整理し,どのような内容が記述されているか,

その内容がデータ全体の中で多いか少ないか,増加し

ているか減少しているか,出現した言葉の関連性の強

弱はどうかについて把握することができることであ

る.しかし,分析目的が不明確で,単なる分類整理にな

ってしまう恐れがある.それゆえ,我々は共起分析を

することで,数量分析では扱えない「質的な分析」につ

いて考察を行う. 

 

3 中小企業における無形資産蓄積について 

 

無形資産に関する項目が,有価証券報告書にはほとんど
開示されていない.そのため,無形資産に注目した研究が進
んでいないのが現実である.無形資産に対する定量的な評
価が困難であるため,実務社会ではイノベーションという言葉
が多く使われていても,それに対応する学術的研究が進んで
いないという現状の問題の解決策として,本研究では,共起ネ
ットワーク分析を行なう. 
こうした電子化されていない情報から意味のある情報を抽

出する手法がデータマイニングである1.データマイニングの
ひとつに,テキストデータから必要な情報を抽出するテキスト
マイニング等がある.松尾,石塚（2002）では,語の共起の統計

 
1 多くの先行研究では,極端な情報開示が情報費用の増

大を招いていること,情報費用を減少させるためにテキストマ

情報を用いて,単一の文書からキーワードを抽出する方法を
提案している.また,共起関係をもつ一般的なデータか ら特
徴的なアイテムが発見できることを示している.たとえば,マイ
クロブログから特定の話題について抽出する手法を提案し,
共起語と投稿間隔を併用した抽出手法が最も精度が高かっ

たと結論づけている研究もある. 
しかし,「無形資産」にフォーカスしたテキストマイニングを

用いた研究はほとんど存在しない.その理由は,インタビュー
を通して企業の秘匿情報が漏れることを警戒するため,協力
に応じてくれる経営者がなかなか現れないことにある.そこで,
秘匿情報をインタビューアーが開示しないように努めるだけ

でなく,これまでの地縁を活かした独自のツールを用いること
により,中小企業(零細企業を含む)の無形資産投資に対する
考え方を抽出することに成功した.その音源を元に,本研究で
は,「無形資産に対する中小企業の取り組み」において経営
者に対するインタビューを通して,経営者が企業価値を高め
るために,無形資産をどのように活用しているかについて検
討する.もちろん,我々が現在も進めている数理モデルの構
築を通して,無形資産に投資することが企業価値を高めるこ
とを普遍的に示すこともできるのだが,そうした効果が実社会
ではほとんど反映されていないのには,学術面では重視して
こなかった何かがあるはずである.特に中小企業で,イノベー
ションに欠かせないことがわかっていても,現実には取り組め
ていない理由を探ることに意味がある.定量的なアプローチ
では説明できていない,見落としていたなにかがあるのかもし
れない.そうした意味で,今回の研究はこれまでの理論研究を
補完する形で展開することにする. 
本研究における仮説は以下の通りである. 
 

【仮説１】 
瀬戸内地域の企業経営者は，顧客との関係を維持するた

めに製品開発という名目で投資を行っている． 

 
上記の仮説を検証するため,将来の収益の源泉,競争

融資を生み出す可能性のある指標として「無形資産」に

着目した.こうした考えの背景には,金融機関の現場レ

ベルにおいて「無形資産」を評価する場合にはチェック

シートやヒアリングシートを活用しているが,その場合

には,主観的になりやすく,定量的な評価は難しいとい

う課題が存在している.「無形資産」に着目することは,

企業にとっては自社の強みを把握することで利益創出

へつながるものであり,金融機関にとっては,取引先の

潜在力の可視化につながるものと考えている.企業と金

融機関が「無形資産」に関する情報を交換することは,相

イニングといったデータマイニング手法が活用されていること

について言及することもある. 
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ビュー内容を記録媒体に録音し，事後に記述データに変

換した. 

 

手順③ 切片化およびカテゴリー化 

 

インタビューデータを内容毎に切片にして切り離し

をおこなった.文章化したものをそのまま用いて共起ネ

ットワーク分析を行える内容ではないため,ラベル名を

付けた後,カテゴリーとしてまとめた. 

 

手順④ 考察 

  

カテゴリーのうち,中小企業の実態に関するカテゴリ

ー,研究開発につながるカテゴリーを選択し,考察を

加えた(末尾の表 1 を参照). 

 

上記のプロセスを踏んでいる理由は,この過程にお

いて,データのクリーニングや分類基準の微調整を怠

れば,分類の精度が落ちてしまう恐れがあるからであ

る.もっとも,我々が用いている分析とは異なる方法

もある.その方法の利点は,数百万件のデータを容易

に分類整理し,どのような内容が記述されているか,

その内容がデータ全体の中で多いか少ないか,増加し

ているか減少しているか,出現した言葉の関連性の強

弱はどうかについて把握することができることであ

る.しかし,分析目的が不明確で,単なる分類整理にな

ってしまう恐れがある.それゆえ,我々は共起分析を

することで,数量分析では扱えない「質的な分析」につ

いて考察を行う. 

 

3 中小企業における無形資産蓄積について 

 

無形資産に関する項目が,有価証券報告書にはほとんど
開示されていない.そのため,無形資産に注目した研究が進
んでいないのが現実である.無形資産に対する定量的な評
価が困難であるため,実務社会ではイノベーションという言葉
が多く使われていても,それに対応する学術的研究が進んで
いないという現状の問題の解決策として,本研究では,共起ネ
ットワーク分析を行なう. 
こうした電子化されていない情報から意味のある情報を抽

出する手法がデータマイニングである1.データマイニングの
ひとつに,テキストデータから必要な情報を抽出するテキスト
マイニング等がある.松尾,石塚（2002）では,語の共起の統計

 
1 多くの先行研究では,極端な情報開示が情報費用の増

大を招いていること,情報費用を減少させるためにテキストマ

情報を用いて,単一の文書からキーワードを抽出する方法を
提案している.また,共起関係をもつ一般的なデータか ら特
徴的なアイテムが発見できることを示している.たとえば,マイ
クロブログから特定の話題について抽出する手法を提案し,
共起語と投稿間隔を併用した抽出手法が最も精度が高かっ

たと結論づけている研究もある. 
しかし,「無形資産」にフォーカスしたテキストマイニングを

用いた研究はほとんど存在しない.その理由は,インタビュー
を通して企業の秘匿情報が漏れることを警戒するため,協力
に応じてくれる経営者がなかなか現れないことにある.そこで,
秘匿情報をインタビューアーが開示しないように努めるだけ

でなく,これまでの地縁を活かした独自のツールを用いること
により,中小企業(零細企業を含む)の無形資産投資に対する
考え方を抽出することに成功した.その音源を元に,本研究で
は,「無形資産に対する中小企業の取り組み」において経営
者に対するインタビューを通して,経営者が企業価値を高め
るために,無形資産をどのように活用しているかについて検
討する.もちろん,我々が現在も進めている数理モデルの構
築を通して,無形資産に投資することが企業価値を高めるこ
とを普遍的に示すこともできるのだが,そうした効果が実社会
ではほとんど反映されていないのには,学術面では重視して
こなかった何かがあるはずである.特に中小企業で,イノベー
ションに欠かせないことがわかっていても,現実には取り組め
ていない理由を探ることに意味がある.定量的なアプローチ
では説明できていない,見落としていたなにかがあるのかもし
れない.そうした意味で,今回の研究はこれまでの理論研究を
補完する形で展開することにする. 
本研究における仮説は以下の通りである. 
 

【仮説１】 
瀬戸内地域の企業経営者は，顧客との関係を維持するた

めに製品開発という名目で投資を行っている． 

 
上記の仮説を検証するため,将来の収益の源泉,競争

融資を生み出す可能性のある指標として「無形資産」に

着目した.こうした考えの背景には,金融機関の現場レ

ベルにおいて「無形資産」を評価する場合にはチェック

シートやヒアリングシートを活用しているが,その場合

には,主観的になりやすく,定量的な評価は難しいとい

う課題が存在している.「無形資産」に着目することは,

企業にとっては自社の強みを把握することで利益創出

へつながるものであり,金融機関にとっては,取引先の

潜在力の可視化につながるものと考えている.企業と金

融機関が「無形資産」に関する情報を交換することは,相

イニングといったデータマイニング手法が活用されていること

について言及することもある. 

 

 

互理解を高める有効なツールになる可能性があり,「無

形資産」を評価することは目利き力・コンサルティング

能力の向上につながると考えている.一番広義の無形資

産である知的資産・知的財産・知的財産権のうち,知的資

産・知的財産に着目し,可視化の可能性と汎用性の観点

から検証をおこなう. 

大企業の定量分析で残された課題に対し,事業規模・

資金制約・人材といった面で大企業と大きく環境が違う

と想定される中小企業に対して,調査対象数は限られて

いるが,探索的な視点で研究開発の現状や課題について

調査をおこなった. 

 

4 共起ネットワーク分析を用いた結果 
 
共起ネットワークとは，テキストの中で用いられた語と語の

関係性を示したネットワークであり，インタビューの中で用い

られている単語間の関係を意味している．本研究では，リン

クを Jaccard 係数 13 以上の共起関係とし，分析を行っ

た．Jaccard 係数は類似性の指標であり，単語間の共起関

係を表すものとして広く使用されている2．  

分析結果は,図 1 のような結果となった．共起ネット

ワークの中心は，「製品」という単語であり，「開発」「顧

客」「機械投資」「人」「成長」  など多くの単語とのネッ

トワークを有している．また，「製品」「機械投資」「顧客」

「成長」という一連の単語がつながっており，製品への

機械投資が顧客の意向に沿ったように多く利用されて

おり,それが企業の成長に繋がると考えていることも窺

える．こうした各類型における共起ネットワーク分析の

結果から，インタビューの内容にこれまで気づかなかっ

た関係が示唆されたことは興味深い結果であった．つま

り,我々の想定していた大企業との環境の違いが浮き彫

りとなった.こうした結果の背景には,中小企業は,資

金・人材等に制限があることを要因として研究開発投資

自体はおこなっていないと思われる.しかし,中小企業

の技術は機械設備以上に人の力によるものが大きいと

企業経営者は考えており,人材への投資を重要な投資と

して位置付けている.こうした解釈は,上場企業の定量

データを用いた分析結果を直接適用することは難しい

ものの,中小企業の実態として無形資産蓄積のための取

り組みとして,人材への投資をおこなっているという事

実発見があった.この点は無形資産投資の重要性を浮き

彫りにするものである. 

 
2 Jaccard 係数のデメリットとして，単独での出現数が 多

い単語ほど他の単語との関係が薄くなる傾向があることが指

摘されているが，本研究における出現数が多い単語は両方

企業経営において「人・モノ・金」の 3 つが大事だと言われ

ている.この中でも,お金の問題は人・モノにも関係しており,ボ
トルネックになりやすいと考えられる.今回調査をおこなった

製造業の中小企業に関していえば,継続的な機械投資が必

要であり,研究開発投資をおこなう以前に,機械投資に一定の

資金が必要になる.資金が潤沢な中小企業は少ないことから,
資金面において制約があることがわかる.その他にも,技術の

維持向上のためには機械の存在以上に人材が重要であると

考えているものの,人手不足が叫ばれる現代において,「人」

の確保に関する問題に直面している.資金や人材に限界が

ある中小企業における無形資産蓄積の実態は,企業内にお

ける暗黙知としての技術や経験の蓄積・伝承は人材教育を

通した活動であると考えられる.人材の重要性は機械投資よ

りも重要度は高いと考えられていることからも,中小企業にと

っては人材への投資が大企業における研究開発投資に類

似する意味を持つ投資であると考えることができる.この点に

おいて,大企業がおこなう研究開発投資と中小企業の実態が

大きく異なっていること確認できる. 
 人材への投資については,今回,試行的に調査した T 社は

現有する人材のレベルアップも含めた中での企業グループ

全体での補完によって企業の成長を目指していた.限られた

経営資源を有効利用することで成長に繋げようとしている点

である.企業の中身をより深く理解していなければならない. 
 一方で企業側から金融機関を見た場合には,従来から視点

や姿勢に大きな変化がないことに加え,一番の理解者であっ

てもらいたい金融機関の担当者が頻繁に交替するような現

状では,とても自社を理解してもらえていないのではないかと

いう疑念を企業側に抱かれている.金融機関が自社を理解し

ていないと感じる例として,自社のニーズに合わない商談会

やマッチングの斡旋といった企業側にとってメリットの小さい

表面的な取り組みがあり,原因として金融機関側の知識不足,

理解不足があると考えられる. 

 企業を理解しているつもりでいる金融機関に対して,深くは

理解してもらっていないと感じている企業側との間にギャップ

が存在している.既に事業性融資はコモディティ化が進んで

おり,価格以外の付加価値を見出すことが金融機関にとって

の課題となっている中,このギャップを埋めることが,課題解決

のヒントになると考えられる.これに対する回答の一つとして,
多湖（2007）では金融機関側の取り組みとして,他業態にお

ける脱価格競争を例に顧客満足があるからこそ脱価格競争

という図式が成り立つのであって,顧客を満足させる立場にあ

る従業員が顧客のために全力を尽くすプロセスやその成果

が評価される仕組みが必要であると指摘している.つまり,ES

のレビューに登場し，一般的に用いられるものであると考えら

れるため，問題は少ないと判断した． 
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（従業員満足）があってこその CS（顧客満足）であるということ

である.金融機関の担当者が一生懸命取り組むかは,金融機

関の担当者の満足度が高いかどうかにかかっているというこ

とである.そのためには,まずは,組織体制や人事・評価制度な

ど従来のマニュアルからの改革が必要ということである. 

今回の試行的調査は,少ないサンプルであり,企業規模も

業種も非常に限定的であったが,中小企業の実態の把握と

金融機関が変化する必要性を改めて確認できたと考えてい

る. 
 

5 まとめ共起ネットワーク分析を用いた結果 
 

こうした分析から,中小企業においては,資金・人材等に制

限があることを要因として研究開発投資自体はおこなってい

ないことがわかった. しかし,中小企業の技術は機械設備以

上に人の力によるものが大きいと企業経営者は考えており,
人材への投資を重要な投資として位置付けているのは事実

である.定量データを用いた分析結果を直接適用することは

難しいものの,中小企業の実態として無形資産蓄積のための

取り組みとして,人材への投資をおこなっているという事実発

見があった.この点は無形資産投資の重要性を浮き彫りにす

るものである. 

 中小企業の分析指標として無形資産投資を適用するため

には,課題が残っている.人材への投資というキーワードは見

つかったものの,公開された財務情報だけでの分析が難しい

ことに加え,企業側からは,そもそも,金融機関に十分に理解し

てもらっていないという声が聞かれた.分析の一歩目は深度

ある定性情報の入手であると思われるが,人材への投資を分

析指標とするためには,適正な企業の実態把握の点におい

て課題が残った.その次の段階として,入手した人材への投資

に関する情報と財務情報との関連性を明らかにしなければ

ならない.そのためには調査企業のサンプル数を増やすこと,

および企業の財務情報の入手が必要となる.本研究では非

上場企業の財務情報の入手に課題があったが,今後,筆者が

現場に戻れば活用可能な情報は揃っていることから,さらに

研究を進め,実現させたいと考えている.この点が実現できれ

ば,現行の担当者の主観に左右される部分に対する,判断基

準となり,無形資産可視化への一歩になると考えられる. 
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（従業員満足）があってこその CS（顧客満足）であるということ

である.金融機関の担当者が一生懸命取り組むかは,金融機

関の担当者の満足度が高いかどうかにかかっているというこ

とである.そのためには,まずは,組織体制や人事・評価制度な

ど従来のマニュアルからの改革が必要ということである. 

今回の試行的調査は,少ないサンプルであり,企業規模も

業種も非常に限定的であったが,中小企業の実態の把握と

金融機関が変化する必要性を改めて確認できたと考えてい

る. 
 

5 まとめ共起ネットワーク分析を用いた結果 
 

こうした分析から,中小企業においては,資金・人材等に制

限があることを要因として研究開発投資自体はおこなってい

ないことがわかった. しかし,中小企業の技術は機械設備以

上に人の力によるものが大きいと企業経営者は考えており,
人材への投資を重要な投資として位置付けているのは事実

である.定量データを用いた分析結果を直接適用することは

難しいものの,中小企業の実態として無形資産蓄積のための

取り組みとして,人材への投資をおこなっているという事実発

見があった.この点は無形資産投資の重要性を浮き彫りにす

るものである. 

 中小企業の分析指標として無形資産投資を適用するため

には,課題が残っている.人材への投資というキーワードは見

つかったものの,公開された財務情報だけでの分析が難しい

ことに加え,企業側からは,そもそも,金融機関に十分に理解し

てもらっていないという声が聞かれた.分析の一歩目は深度

ある定性情報の入手であると思われるが,人材への投資を分

析指標とするためには,適正な企業の実態把握の点におい

て課題が残った.その次の段階として,入手した人材への投資

に関する情報と財務情報との関連性を明らかにしなければ

ならない.そのためには調査企業のサンプル数を増やすこと,

および企業の財務情報の入手が必要となる.本研究では非

上場企業の財務情報の入手に課題があったが,今後,筆者が

現場に戻れば活用可能な情報は揃っていることから,さらに

研究を進め,実現させたいと考えている.この点が実現できれ

ば,現行の担当者の主観に左右される部分に対する,判断基

準となり,無形資産可視化への一歩になると考えられる. 
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（表 1）Ｔ社のラベルとカテゴリー一覧 

コメント№ ラベル 各社カテゴリー 

T1 顧客ニーズ実現に必要不可欠な機械投資 

T4 保有設備の開示が進む今日 

T5 
機械のスペック提示だけでは不十分との思

い 

前提となる機械投資 

T2 
機械投資を上回る優先事項としての人への

投資 

T3 顧客の発注を促す人材の存在 

T8 いわゆる「研究」とは異なるスタンス 

T12 四六時中考えてみることの重要さ 

T18 
予算より発想が先にありきの本物の開発姿

勢 

T19 自分たちにあった研究開発への取り組み 

T23 
使う人の視点にたってアイデアを出すこと

の大切さ 

T28 開発とは自分との戦いである 

T41 
機械投資より前に既に整っていた人への教

育・投資 

T42 
金銭価値になびく人が多い中、製品評価を

追求する姿勢 

T48 
評価のフィードバックは、日々のコミュニ

ケーションの延長としてのアドバイス 

人を重視した研究開

発に対するスタンス 

T35 
価値は製品に対する市場の評価、後からつ

いてくる 

T36 顧客満足が自社にとっての価値 

T49 
評価してくれる物、相手に注力することで

実現させる成長 

T50 
評価を手に入れていれば価格競争にはなら

ない 

T51 
価格ではなく相手との関係性を重視する姿

勢 

T53 
「品質、信頼」で勝負しているからこその

重要な経営方針 

研究開発の前提とな

る顧客志向 
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建築に対する要求特性の把握に関する一考察 

―テレワークの傾向と業務構成要素相互依存性― 
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-Telework Trends and Possibility Due to the Impact of COVID-19- 

 
Satoshi Yoshida＊ 

 
Abstract 

A pandemic, Covid-19, occurred in 2020, which has had a major impact on various lifestyles and 
industries. In the business domain, there has been a drastic change in the form of work that 
symbolizes remote work. Some companies have drastically reduced the office area, and are 
fundamentally revising the business functions of their offices. 
On the other hand, remote work has been discussed in various forms in recent years by central 
government agencies. To that end, a mixture of gradually advanced understanding of remote work and 
rapid practice based on pandemics. 
In such a situation, the purpose of this paper is to develop a method for understanding the business 
characteristics of the user while focusing on the office function, focusing on the importance of 
understanding the content required for construction. To that end, we focus on the interdependence of 
components in the business on the user side, which is the target from the perspective. Then, we will 
develop a method for clarifying the requirements for architecture while maintaining logicality and 
objectivity. This will discuss future directions, including the possibility of remote work, based on the 
understanding of the required characteristics for architecture in the future. 
 
Keywords: Business Characteristics, COVID-19, Design Process, Design Information, Modularity, 
Integration 
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1 はじめに 

2020年に世界的なパンデミックが起こり，様々な生活

や産業などについて大きな影響が出ている[1].その中で，

ビジネス領域において主な変化の一つとして，テレワー

クを象徴とした業務形態の急激な変化が起こっているこ

とをあげることができる.企業によっては，大幅に事務所

面積の縮小を行い，これまでの事務所におけるビジネス

上の機能の根本的な見直しが成されている可能性を示唆

している. 

一方，テレワークについては，ここ数年，中央官庁な

どを含み，様々な形で議論が進んでおり，徐々に注目さ

れる傾向があったと考えられる[2].そのため，パンデミ

ック以前からテレワークは少しずつ浸透しててあったが，

パンデミックの中で，かなりの人数をテレワークに切り

替える企業が散見されるようになった.徐々に進んでき

たテレワークに関する理解と，パンデミックに拠る急激

な実践が混在し，今後の向かうべき方向性については，

明確な示唆が成されていない面を否定できないと考えら

れる. 

このような状況の中で，本稿の目的は，建築に求めら

れる内容の把握が重要である点に着目し，事務所機能を

対象としながら，ユーザー側の事業特性の把握手法の開

発を目指すことである.そのために，具体的には，視点を

対象となるユーザー側の事業における構成要素相互依存

性に絞り，論理性と客観性を出来るだけ確保しながら，

建築に対する要求内容を明確にする手法を開発していく.

これにより，今後の，建築に対する要求特性の把握に基

づいた，向かうべき方向性について議論するものである. 

 

2 構成要素からみる設計思想 

いわゆる人間が創った人工物は，複数の構成要素によ

って構築されている[3].その構成要素の相互依存性の特

性から見た，人工物に関する基本的な設計思想を考えて

いきたい．まず，人工物とは，人間によって設計された

ものと定義づけ，その設計プロセスにおいて，要素間の

関係性を調整することによって対象が創られるという一

つの側面があると考えられる[4].また，人工物の創造に

おいては，設計者によって，機能，構造，工程などに関
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し，この設計思想を検討することになる．この概念は，

機能や構造などの各様相の構成の考え方と，それらの様

相間の関係性の考え方を検討していくことになる．これ

らの件等によって，つくり手の考え方の傾向が表れる局

面を捉え，出来上がる人工物の特性の一側面を理解する

ことが可能となると考えられる[5]．特に，人工物の中で

も，製品，サービス，システムなどについて，このよう

な概念を適用することによって，ビジネス上の特性や強

みを理解できる面があると考えられる. 

このような製品などを創るプロセスを，慎重に見てい

きたい.つくり手は，まず主要な要望内容を理解しようと

し，理解した内容を主要な機能の束に整理し，それを複

数の下位機能に展開させていくことになり，次に，これ

らの機能群を物理的な要素に対応させ，対象となる製品

の構成を考えていく．求められる要望に対して整合的に

機能に対応させて完成させるために，対象の各要素と共

に，要素間のインターフェイスを設計していくことにな

る．つまり，機能群をつくり，構造群に対応させながら

対象を組み上げることになるが，一つ一つの要素を発明

していくことが難しいことを考えると，要素間のインタ

ーフェイスの設計が重要となる面がある． 

当然ではあるが，このプロセスは，一方通行で簡単に

終わるものではなく，つくり手によって，機能設計と構

成設計の間を何度もフィードバックしながらつくり込ま

れることになる．その中で，つくり手がある傾向の考え

方に基づいて判断していくようであれば，出来上がる製

品は，つくり手の考え方の傾向が反映される可能性は低

くないと考えられる． 

このような，機能群と構造群のデザインに関する基本

的な設計思想を，先行研究では「製品アーキテクチャ」

とよんでいる[6]．また，一般的に二つのパラメータが示

されており，オープンとクローズの軸と，インテグラル

とモジュラーの軸である[7].このうちオープンとクロー

ズの軸はつくり手が意識的にコントロールするものであ

るが，インテグラルとモジュラーの軸は場合によっては

無意識のうちに考え方の傾向が表出し，また，明確に認

識することが難しい面を持つため，注意が必要である.

本稿では，この後者の軸を中心に考察を進めていく. 

まず，インテグラルとモジュラーの特性は，図 1のよ

うに，経済的資源と製品パーフォマンスの関係において，

大きな相違点が生じることになる.インテグラル型の設

計思想であれば，用いた経済的資源に対応するように，

つくられる製品のパーフォマンスが向上していく傾向が

あると考えられる.一方，モジュラー型はパーフォマンス

の目標が事前にわかれば，出来るだけ複雑性を抑えなが

ら目標の達成を実現する方向性といえるが，目標を見誤

っていた場合はリカバーすることが困難な場合が多いと

考えられる. 

 

 
図 1 投入される経済的資源と製品のパフォーマンス 

 
 
 

 

図 2 製品構成の要素間相互依存性 

 

 

3 構成要素に拠る要求特性の把握 

3.1 製品構成からみた設計思想の特性の把握 
図 2は，構造ヒエラルキーに基づいた考察のための図

である.totalの構造（St）と，副次的に求められるコン

ポーネントの構造（S1, S2）の関係性を表している. 

図 2の左のインテグラル型では，全体の構造（St）と

全ての部品の構造（S1,S2）が，相互に依存している.そ

のために，一つの部品の構造（S1）の設計を変更する場

合は，total構造（St）との調整と，他の部品の構造（S2）

との調整が，必要となってくる. 

・（1-1）全体との構成的な相互依存性（St→S1）    

部品の構造（S1）と totalの構造（St）において，要

素の相互依存関係が生じている場合である.部品の設計

者は，自分の部品の構造（S1）と，total の構造（St）

との関係性を調整しながら，S1の構造を設計していくこ

とになる. 

・（1-2）他部品との構成的な相互依存性（S2→S1） 

部品の構造（S1，S2）の間で，要素の相互依存関係が

生じている場合である.部品の設計者は，自分の部品の構

造（S1）と，他の部品の構造（S2）との関係性を調整し

ながら，設計していく必要が生じることになる. 

同様のプロセスで図 2の右のモジュラー型を検討する

と，全ての部品の構造（S1,S2）が，相互に依存している

わけではない.つまり，相互関係は，解消されたり緩和さ

れたりしている.また，totalの構造（St）に対して，部
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し，この設計思想を検討することになる．この概念は，

機能や構造などの各様相の構成の考え方と，それらの様

相間の関係性の考え方を検討していくことになる．これ

らの件等によって，つくり手の考え方の傾向が表れる局

面を捉え，出来上がる人工物の特性の一側面を理解する

ことが可能となると考えられる[5]．特に，人工物の中で

も，製品，サービス，システムなどについて，このよう

な概念を適用することによって，ビジネス上の特性や強

みを理解できる面があると考えられる. 

このような製品などを創るプロセスを，慎重に見てい

きたい.つくり手は，まず主要な要望内容を理解しようと

し，理解した内容を主要な機能の束に整理し，それを複

数の下位機能に展開させていくことになり，次に，これ

らの機能群を物理的な要素に対応させ，対象となる製品

の構成を考えていく．求められる要望に対して整合的に

機能に対応させて完成させるために，対象の各要素と共

に，要素間のインターフェイスを設計していくことにな

る．つまり，機能群をつくり，構造群に対応させながら

対象を組み上げることになるが，一つ一つの要素を発明

していくことが難しいことを考えると，要素間のインタ

ーフェイスの設計が重要となる面がある． 

当然ではあるが，このプロセスは，一方通行で簡単に

終わるものではなく，つくり手によって，機能設計と構

成設計の間を何度もフィードバックしながらつくり込ま

れることになる．その中で，つくり手がある傾向の考え

方に基づいて判断していくようであれば，出来上がる製

品は，つくり手の考え方の傾向が反映される可能性は低

くないと考えられる． 

このような，機能群と構造群のデザインに関する基本

的な設計思想を，先行研究では「製品アーキテクチャ」

とよんでいる[6]．また，一般的に二つのパラメータが示

されており，オープンとクローズの軸と，インテグラル

とモジュラーの軸である[7].このうちオープンとクロー

ズの軸はつくり手が意識的にコントロールするものであ

るが，インテグラルとモジュラーの軸は場合によっては

無意識のうちに考え方の傾向が表出し，また，明確に認

識することが難しい面を持つため，注意が必要である.

本稿では，この後者の軸を中心に考察を進めていく. 

まず，インテグラルとモジュラーの特性は，図 1のよ

うに，経済的資源と製品パーフォマンスの関係において，
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つくられる製品のパーフォマンスが向上していく傾向が

あると考えられる.一方，モジュラー型はパーフォマンス

の目標が事前にわかれば，出来るだけ複雑性を抑えなが

ら目標の達成を実現する方向性といえるが，目標を見誤

っていた場合はリカバーすることが困難な場合が多いと

考えられる. 

 

 
図 1 投入される経済的資源と製品のパフォーマンス 

 
 
 

 

図 2 製品構成の要素間相互依存性 

 

 

3 構成要素に拠る要求特性の把握 

3.1 製品構成からみた設計思想の特性の把握 
図 2は，構造ヒエラルキーに基づいた考察のための図

である.totalの構造（St）と，副次的に求められるコン

ポーネントの構造（S1, S2）の関係性を表している. 

図 2の左のインテグラル型では，全体の構造（St）と

全ての部品の構造（S1,S2）が，相互に依存している.そ

のために，一つの部品の構造（S1）の設計を変更する場
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わけではない.つまり，相互関係は，解消されたり緩和さ

れたりしている.また，totalの構造（St）に対して，部

 

品の構造（S1）は，インターフェイスのルール化によっ

て，integrateする必要がなくなる.モジュラー化によっ

て，部品の設計者は，構造に関して他の部品を考慮する

必要性が低く，自分の部品の構造の理想化や開発に集中

することが出来る. 
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totalの機能（Ft）との相互依存性である. 

 

 

 

図 3 構成と機能の要素間相互依存性 

 

 

また，モジュラー化が進むと，コンポ内部の設計の自

由度が高まる.他のコンポとの相互依存性は，対象のコン

ポの設計の条件の一部となる.モジュラー化が進んだコ

ンポ設計では，このような条件が少なくできることを意

味している.そのために，コンポの設計者は，建築全体の

条件や他のコンポの条件を，あまり意識することなく，

自分のコンポの設計や開発に専念できることになる. 

一方，モジュラー化したコンポは，インターフェイス

のルールを決まることによって，標準化することが出来

る.このインターフェイスの標準化によって，コンポの交

換が可能となる.また，このインターフェイスの標準化は，

一つのコンポが，一つの建築だけでなく，多くの建築で

共通部品として使われる可能性を示している.ただし，コ

ンポの共通化には，モジュラー化を伴うものと，モジュ

ラー化が伴わないものがあることには注意を要する.こ

れらのモジュラー化の特性を前提にしながら，設計プロ

セスにおける分担形態に関する考察を進めていく. 

 

3.3 生産プロセスからみた設計思想の特性の把握 
前項では，設計行為の中で進められる内容，つまり，

求められる機能とそれを実現するための構造に関する検

討について，考察を加えた.ここでは，次に，生産プロセ

スを考えていく.図 4は，先行研究[9]を参照しながら，

設計活動（α）と生産活動（β）を，先行研究を参照し

ながら描写したものである.前項の設計活動の内容が，概

念から設計情報をつくる段階の考察ということが出来る.

生産プロセスは，設計情報を媒体に落とし込む行為を指

すことになる.この行為は，生産者によって対象となる設

計情報と媒体を操作して求められる機能を実現するとい

う行為であると解釈ができる.言い換えれば，この行為は，

設計情報をどのように媒体に落とし込むかという制御的

な計画作成という行為と，情報を落とし込む行為によっ

て成り立つということになる.そのために，生産活動には，

このような二つの面があることは認識する必要がある. 
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このうち，制御的な計画作成については，有形の製品

でも，無形の製品でも，製品をつくる上で必ず必要な面

があると考えられる.この計画によって，設計情報が，単

なる情報のままでなく，創造行為の目標である製品の機

能を創り出すことになるためである.そのために，この制

御的な計画作成において，生産プロセスが対象となり，

2.2 の製品構成と同様の理論展開が可能となる.要する

に，生産プロセスに関する計画作成も，インテグラル型

で構成要素を擦り合せるタイプと，モジュラー型で塊ご

とに分けていくタイプが存在することになる. 

図 5の左のインテグラル型では，全ての関係性が相互

に依存している.そのために，一つのプロセスの構成（P1）

の設計を考えたとき，各様相の構成要素の相互依存性が

影響することになる. 

・（3-1）全体の工程との相互依存性（Pt→P1）    

部分の工程（P1）と totalの工程（Pt）において，工

程の相互依存関係が生じている場合である.部分のつく

り手は，自分の対象とする工程（P1）と，total の工程

（Pt）との関係性を調整しながら，P1のストラクチャー

を設計していくことになる. 

・（3-2）他部分の工程との相互依存性（P2→P1） 

部分の工程（P1，P2）の間で，工程の相互依存関係が

生じている場合である.部分のつくり手は，自分の工程

（P1）と，他の工程（P2）との関係性を調整しながら，

生産していく必要が生じることになる. 

このような考え方で図 5の右のモジュラー型を検討す

ると，全ての部分工程（P1,P2）が，相互に依存している

わけではないため，相互関係は，解消されたり緩和され

たりしている.また，totalの工程（Pt）に対して，当該

の部分工程（P1）は，インターフェイスのルール化によ

って，integrateする方向性がなくなる.モジュラー化に

よって，部分工程の設計者は，他の部分工程を考慮する

必要性が低く，自分の工程の理想化に集中することが出

来ることになる. 

 

4 使い手側の活動特性と空間への要求内容 

4.1 建築や空間への要求に関する基本的な考察 
使い手は何らかの目的を実現するために活動をする

が，その活動のために的確な環境を提供することを建築

や空間に求めることになる.そのために，使い手の活動の

特性を理解することによって，建築や空間に何が求めら

れているかを知ることに，少なからず影響を及ぼすこと

になる.特に，本稿が対象とする事務所機能を求める使い

手の活動を考えると，その活動内容について，これまで

は深めの議論がなされてこなかった面があることは否め

ないと言えよう. 

 

 

図 4 製品情報の生成と製品の生産 

 

 

 

 

図 5 プロセスに関する構成要素相互依存性 

 

 

業務の中に様々なプロセスがあり，それぞれのプロセ

スが異なる環境や性能を求められるようになる可能性は

小さくないと考えることが出来る面がある.例えば，一つ

の提案書を顧客に提出するとしても，その準備に，顧客

についての情報を集め，必要な知識を集結しながら，一

つの提案内容にまとめ，最終的にプレゼンテーションか

報告書にまとめることなどが考えられる.それらは，自社

の各部署の情報や知識をまとめ上げるために会社の中を

奔放し，自社の協力企業や専門領域の企業に必要な内容

を依頼し，同時にインターネットなどの一般的な情報源

によって資料を集め，それらを基に当該部署の知見を結

集してまとめ上げていくことなどが考えられる.これら

は，様々な時間や労働力などの経済的資源を上手く配分

しながら，仕事のプロセスをマネジメントしていかなけ

ればならない. 

この時，空間の使い手が活動の方針を決めるために，

様々な影響因子があると考えられる.組織文化やマネー

ジャーの独特な考え方などの各組織独自の要因も，もち

ろん影響因子になる.また，製品領域・サービス領域の特

性や，産業領域の特性も重要な因子になり得ると考えら

れる.ここでは，学術的な議論として，論理性と客観性を

確保しながら議論を進めるため，一つの考え方として，

ターゲットは製品領域やサービス領域，そして産業領域

の傾向や特性に絞っていくものとする. 
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4.2 生産活動における特性の記述 
図 6は，有形や無形の製品を生産していく上での，ビ

ジネスモデルの特性を議論するためのフレームワークで

ある.横軸は，生産業務のプロセスを表している.業務の

プロセスがモジュラー化するということは，プロセスが

塊ごとに分けられるようにモジュール化していき，イン

ターフェイスがルール化されていくことになる.また，縦

軸は生産される有形や無形の製品の構成である.製品構

成がモジュール化するときは，求められる機能と構造が

1 対 1 の関係になっていき，機能と構造間，機能と機能

間，構造と構造間で，同じようにインターフェイスのル

ール化が成されながら，複雑性が抑制されることになる.

各セルの内容を，生産活動の中でも，対象が人工物であ

る以上，必ず必要となる立案から設計の活動を例として

取り上げて，議論を進めていく. 

A のセルは，生産活動のプロセスも，生産される製品
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これ等を，製品やサービスの特性を踏まえた生産視点

でまとめていく.モジュラー化の代表的な指標としては，

製品領域の熟成度が高い傾向，技術的な知識の新規性が
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る.Bのセルでは，製品の熟成度が進んでプロセスのモジ

ュラー化が認められるが，構成の複雑性が高い製品の企

画・設計が該当する傾向が考えられる.Cのセルでは，製
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る製品の企画・設計が該当する傾向が考えられる.そして，

D のセルでは，製品の熟成度が高く，構成の複雑性は抑
えられている製品の企画・設計が該当する傾向が考えら

れる. 
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働作業や細かい議論の必要性が抑えられる可能性が高く
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ークに対する優位性があり，C のセルが対象構成の複雑
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5 まとめ 

本稿の目的は，建築に求められる内容の把握が重要で

ある点に着目し，事務所機能を対象としながら，ユーザ

ー側の事業特性の把握手法の開発を目指すことである.

そのために，具体的には，視点を対象となるユーザー側

の事業における構成要素相互依存性に絞り，論理性と客

観性を出来るだけ確保しながら，建築に対する要求内容

を明確にする手法を開発していく.これにより，今後の，

建築に対する要求特性の把握に基づいた，向かうべき方

向性について議論するものである. 

本研究は，コロナ禍の中で，そしてコロナ禍の後で，

建築がどのように社会に貢献できるかという議論を視野

に入れたものである.これまでの建築産業は，慣行的に固

定化した考え方のみに基づいた建築や空間の供給を進め

てきた面があることを，否定しきれない.社会が変化し，

建築や空間に求められる内容が変化するとき，建築を供

給するつくり手側が，正確にそれらの変化を認識し，的

確な創造活動をしていく必要がある.それには，社会的変

化が起こるときに，その兆しや新規的な傾向を，できる

だけ客観的に把握し，使い手側が要望することを出来る

だけ正確に明示できる必要がある.元々，使い手は言語に

よって自分の要望を的確に表現することは極めて難しい

[10].そのために，使い手に直接訊ねるだけでは，正しい

答えに行きつく可能性は低い.本研究は，このような状況

を打破する可能性を得るべく取り組んだ新規性の高い試

みではあるものの，構成要素間相互依存性という単一の

視点の提示にとどまっている面がある.今後，この視点か

らの，より多くの可能性を導き出すことと同時に，新し

い視点に拠る真理の追及を試みることが必要であると考

えられる.本研究は，今後，このような試みを，継続的に

持続していくものである. 
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Trend of Software Defect Prediction by Mining Software Repository 
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Abstract 
Software repositories are typically meant to be whole data that consists of version control systems, 
issue tracking systems, and communication archives. Since they contain the records of activities 
performed on software, they can be a target of data mining in order to retrieve useful information from 
them. Software defect prediction is one of such data mining efforts, and it tries to predict the existence 
of defects in software without performing tests. There are several topics where researches have been 
performed, such as metrices, sample imbalance, noise, and practical experiments. This paper describes 
such work from the past to the current and also the trend towards the future. 
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1 はじめに 
ソフトウェアリポジトリとは，広い意味では何らかの形態のソ

フトウェアの収集場所ということになるが，研究の題材として

のソフトウェアリポジトリは，Gitや Subversionなどのソフトウ
ェアのバージョン管理システム，および Redmine や
Bugzilla などの課題管理システム，さらには開発メンバ間の
コミュニケーションのアーカイブから構成されるデータを指す．

現在では，GitHubやGitLabのように，これら全てのデータ
が単一のシステムで管理されるようになっている．オープンソ

ースソフトウェアの開発プロジェクトは，著名かつ大規模なも

のだけをあげても ， Apache, Eclipse, GNU, Linux, 
Mozillaなど数多く存在し，Canonical, GitLab, RedHatの
ように，オープンソースソフトウェアの開発を主要なビジネスと

している企業も存在する．開発に関わる活動はソフトウェアリ

ポジトリに蓄積され，そのデータは日々増加しており，またデ

ータは公開されているため，豊富なデータを研究の題材とし

て活用可能である． 
ソフトウェアリポジトリマイニングとは，ソフトウェアリポジトリ

のデータを対象にしたデータマイニングである．データマイ

ニングとは，大量のデータから何らかの有用な知識を発掘す

ることである．従って，ソフトウェアリポジトリマイニングとは，ソ

フトウェアリポジトリのデータからの有用な知識の発掘を意味

する．ここで，何を有用な知識とするか，が問題となるが，ソフ

トウェアリポジトリマイニングの関心事の中心は，ソフトウェア

工学である．そのため，ソフトウェア開発に関わる知識の発掘

が目的となり，ソフトウェア品質，開発プロセス，開発者や研

究者の支援などが知識の発掘対象としてあげられる[1]． 
ソフトウェアリポジトリマイニングによる発掘対象のうち，ソフ

トウェア開発に深く直接的に関わる発掘対象として，ソフトウ

ェア品質では欠陥予測や欠陥パターンの発掘，開発プロセ

スでは同時変更コードの発掘や欠陥修正プロセスの分析，

開発者や研究者の支援としてはコミッターやレビューアの推

薦やソフトウェアの部品検索などがある[1]．欠陥予測は，ソ
フトウェアを構成するモジュールの中でバグを含む可能性が

高いモジュールを予測し，そのモジュールを重点的にレビュ

ー，テストすることで，欠陥を発見しようとするものである．予

測には，ソースコードのメトリクスやプロセスのメトリクスが用い

られる．欠陥パターンの発掘は，ソースコードの変更履歴か

らエラーとなるパターンを発掘する．同時変更コードの発掘

は，同時に変更されることの多いソースファイルの組み合わ

せを発掘し，変更のし忘れを防止する．欠陥修正プロセスの

分析では，修正プロセスにおけるボトルネックを発見する．コ

ミッターやレビューアの推薦では，あるソースコードの修正や

レビューに適した開発者を推薦する．ソフトウェアの部品検

索は，必要とする部品の検索を容易にする． 
これらソフトウェアリポジトリマイニングの発掘対象の中でも，

特に欠陥予測はソフトウェアの欠陥を発見する手段として以

前から研究が行われており[2]，実用性が期待されることから，
数多くの研究が行われてきた[3]．本論文では，欠陥予測の
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これまでの研究を振り返った上で，最新の研究動向をまとめ

る．さらに，自然言語処理の手法のプログラムに応用する研

究が盛んに行われるようになってきている[4]．これは，自然

言語と同様に，ソースコードにも「自然さ」があると考える方法

であり，その動向についてもとりあげる． 
 

2 ソフトウェア欠陥予測の概要 
2.1 欠陥予測の手順 

ソフトウェア欠陥予測の手順は，一般的な機械学習におけ

る教師あり学習とその予測の手順と同じである．教師あり学

習は，正負のラベルが付いた教師データを用意し，機械学

習アルゴリズムにより，教師データを学習し，推定モデルを作

成する．予測は，教師あり学習で作成された推定モデルが，

正負のラベルが未知のデータに対し，ラベルの予測を行う． 
ソフトウェア欠陥予測では，正負のラベルは，欠陥の有無

になる．ラベルはソースコードに付けられるが，その粒度はフ

ァイル，関数が一般的である．修正はファイルに対して行わ

れるため，ファイルレベルでの開発履歴の収集は容易である．

関数レベルでの開発履歴を収集するためには，行われた修

正の内容を解析し，修正が行われた関数を特定する必要が

ある． 
正負のラベルは，ラベルを付ける対象の欠陥の有無の情

報が必要になる．どこに欠陥があるかは，テストの実行結果

または発生した障害を解析し，ソースコード中の欠陥箇所を

特定し，修正のうえ，欠陥を除去できたことを確認するまでは

不明である．そのため，欠陥の修正した履歴から，ラベルを

付ける対象にある時点で欠陥があったことを推定する方法が

用いられる．欠陥箇所の推定方法については，3.2 節で述べ

る． 
機械学習アルゴリズムにより，教師データを学習する．教

師データは，上述の正負のラベルと，特徴量からなる．一般

的に，ソースコードそのものは特徴量としづらいため，ソース

コードの特徴を数値化したコードメトリクスが特徴量として用

いられる．コードメトリクスとして代表的なものには，論理的な

行数(LOC)がある．特徴量としては，機能の追加や拡張も含

めた変更回数や欠陥の修正回数などの開発履歴も用いられ

る．これらはプロセスメトリクスと呼ばれる．メトリクスの詳細に

ついては，2.3 節で述べる． 
 

2.2 欠陥箇所の推定 

欠陥箇所は，欠陥の修正履歴から推定する方法が一般的

に用いられる．まず，欠陥を修正した変更（コミット）を特定し，

その変更箇所に欠陥があったと推定し，欠陥修正以前に行

われたその箇所への変更が欠陥を混入させたと考える．図 1
に欠陥修正コミットからの欠陥混入コミットの推定手順を示す． 

 

 

図 1 欠陥修正コミットからの欠陥混入コミットの推定 
 
この欠陥箇所の推定方法としては，SZZアルゴリズム[5]が
有名である．SZZ アルゴリズムは，次の手順で欠陥を混入し

た変更を推定する．1)課題管理システムやバージョン管理シ
ステムのログから，欠陥の修正を示唆する fix, bug, defectな
どのキーワード，および課題管理システムにおける障害レポ

ートの番号を見つける．bug, defect は欠陥を意味する単語

であるが，わざわざ欠陥を混入させる修正はあり得ないため，

欠陥が見つかり，その修正を示唆するものと解釈する．番号

に対応する障害レポートに欠陥修正が報告されている，障害

レポートにバージョン管理システムへの変更履歴がある，こ

れらが十分に近い時間に行われているならば，この変更を，

欠陥を修正した変更と推定する．2)欠陥を修正したと推定さ

れる変更が行われた各行について，それらの行への変更履

歴を追跡する．3)追跡した変更履歴から，障害レポートの作

成日より後に行われた変更は欠陥の原因ではないため，削

除する． 
SZZ アルゴリズムの改良[6]では，空行や改行の追加削除，

コメントの修正，また関数の移動は，欠陥修正に関わる修正

ではないとして，無視する方法が提案されている．これにより

多くの欠陥混入とは無関係な変更を取り除くことができる． 
 

2.3 特徴量（メトリクス） 
特徴量とするメトリクス[3]には，ソースコードの特徴を数値

化したコードメトリクスと開発履歴から抽出されるプロセスメトリ

クスがある．以下，それぞれについて述べる． 
 

2.3.1 コードメトリクス 

コードメトリクスとして代表的なものには，論理的な行数

(LOC)があるが，特徴量として用いられることの多い他のメト

リクスとしては，オペレータ数，トークン数，McCabe メトリクス，
Halstead メトリクス，CK メトリクスがある．LOC を除き，いず

れもコードの複雑さを表すものとなる． 
McCabe メトリクスは，サイクロマティック数または循環的複

雑度とも呼ばれる，制御構造の複雑さを数値化した尺度であ

る．すべての命令を少なくとも 1 回実行するために必要とな

るテストケースの上限となる値であり，分岐が多くなるほど，そ

の値は大きくなる．分岐が多くなれば，テストケースが全ての

パスを網羅することが困難になり，テスト漏れが生じやすく，

1

Bug fixing commit.バグを⼊れたコミット

(3)コミットに含まれる変更から
バグの有無のラベルを付けた
特徴を抽出

t

(2) バグを⼊れたコミット
を⾒つける

(1) バグ修正コミットの特定
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欠陥が残りやすいという考え方に基づくメトリクスである． 
Halstead メトリクスは，語彙の数に着目したメトリクスであり，
使われているオペレータおよびオペランドの種類の数と出現

回数を基本的な尺度とし，それらから計算されるプログラムの

大きさや抽象化レベルを表す尺度から構成される．オペレー

タ数，トークン数を包含する尺度となっている． 
CK メトリクスは，オブジェクト指向設計およびオブジェクト
指向のプログラムに関するメトリクスであり，クラスの内部構造

およびクラス間の関係から，設計の複雑度を数値化した尺度

となっている． 
いずれのメトリクスも，もともと設計およびプログラムの複雑

度を定量的に分析する試みのもと開発されたものである．ソ

フトウェア欠陥予測は，これらのメトリクスが欠陥の有無の分

類を可能にすることを前提としていることになる． 
 

2.3.2 プロセスメトリクス 

プロセスメトリクスとして代表的なものには，変更行数，変

更回数，欠陥の混入回数，欠陥の修正回数，コードの存在

期間などがある．変更行数は変更の規模を表すが，その他

はいずれも，変更の頻度およびソースコードの安定性を表す

ものとなる． 
プロセスメトリクスは，欠陥予測の対象の過去の開発履歴

および欠陥混入履歴を表している．そのため，特徴量にプロ

セスメトリクスを含めることで，コードメトリクス単独よりも，より

精度の高い予測が可能である 
 

3 ソフトウェア欠陥予測の動向 
本章では，ソフトウェア欠陥予測の動向として，サンプル数

の偏り，ノイズの影響とその対応，異なるプロジェクトの欠陥

予測，実証実験について述べる． 
 

3.1 サンプル数の偏り 

多くのユーザを獲得し，長期間にわたり用いられ，開発が

継続されているオープンソースソフトウェアは，高品質である．

多くの欠陥の混入を許し，障害が頻発するようでは，ユーザ

は離れていき，開発が継続されることはない．従って，十分な

データを収集でき，また欠陥予測の興味の対象となるオープ

ンソースソフトウェアには，欠陥が少ないことになる．このよう

な，正例と負例のサンプル数に偏りがある場合，多い方を予

測結果とするだけで正解となる確率が高くなるため，偏りがあ

ることを考慮した学習をしなければ，少ない方のサンプルの

予測を高い精度で行うことはできない． 
予測により発見したい欠陥を正例とすると，正例が少なく，

負例が多い場合，正例を人工的に増やして負例の数に近づ

け，偏りを解消する方法をオーバーサンプリング，負例を減

らして正例の数に近づける方法をアンダーサンプリングと呼

ぶ．オーバーサンプリング，アンダーサンプリングを簡便に行

う方法として，ランダムに行う方法がある．ランダムオーバー

サンプリングは，ランダムに選択した正例を複製する．ランダ

ムアンダーサンプリングは，ランダムに選択した負例を削除

する．その他，オーバーサンプリングの方法として，正例の k
最近傍を求め，その近傍中に正例を生成する SMOTE 
(Synthetic Minority Over-sampling Technique)と呼ばれ
る方法がある． 

[8]は，特徴量として主にコードメトリクス，評価基準として
再現率，適合率，F1 値を用い，オーバーサンプリング，アン
ダーサンプリングの効果を比較した．その結果，正例と負例

の偏りを解消することで精度を向上できること，分類木ではサ

ンプル数の偏りの影響が無いことを明らかにした． 
[9]は，SMOTEのパラメータを自動的にチューニングする
ことで，分類精度を向上できることを示した． 

SMOTE のパラメータは，近傍数 k，生成するサンプル数，
距離関数から構成される．これらを一定の範囲で検索するグ

リッドサーチを行うことで，最適なパラメータを得ることができ

る．学習アルゴリズムによって，生成するサンプル数の最適

値が異なることは，[8]でも指摘されている． 
 

3.2 ノイズ 

2.2節で述べたとおり，変更履歴から欠陥修正の変更を特
定し，欠陥の混入箇所を推定することで，正例，負例のラベ

ル付けを行う．ここで，欠陥修正の変更の特定，欠陥の混入

箇所の推定の両方で，間違いが発生する余地がある．欠陥

修正の変更の特定では，一般的に fix, bug などのキーワー
ドが検索される．厳密な規則のもとで，課題管理システムのタ

グやバージョン管理システムのログが管理されていれば，た

とえば“[BUG]”のようなキーワードのみを検索すれば良いが，
そのようなプロジェクトは一部に限られ，またキーワードを付

け忘れた変更履歴が見逃されることになる．一方，より緩い

条件で検索を行うと，これらの単語を含む文字列が存在した

り，また異なる意味で用いられていたりしても，欠陥の存在を

示唆すると判断される可能性がある． 
欠陥の混入箇所の推定では，欠陥修正の変更箇所に欠

陥があったと推定する．しかしながら，必ずしも，欠陥修正の

変更箇所の全てに欠陥があるわけではない．欠陥修正に合

わせて，リファクタリングが行われる場合も数多くあると考えら

れる．欠陥修正のために，関数やメソッドのインタフェースの

変更が必要であったならば，そのインタフェースを使用する

箇所も変更されることになるが，使用する側の方に欠陥があ

ったわけではない．SZZアルゴリズムの改良[6]では，意味的
に変わらない軽微な変更は除外するが，それ以上の変更は

修正とみなしてしまうため，これらの変更箇所は欠陥混入箇

所に含まれてしまうことになる． 
欠陥修正の変更の特定，欠陥の混入箇所の推定のそれ
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ぞれで，欠陥混入箇所の見逃しと，欠陥ではない箇所が欠

陥とみなされることが起こる可能性がある．見逃された欠陥混

入箇所は欠陥がない箇所として，また欠陥ではない箇所が

欠陥とみなされた箇所は欠陥がある箇所として，教師データ

は作成され，機械学習アルゴリズムにより学習されることにな

る．その結果が十分なものではなくなるのは当然の帰結であ

る． 
[10]は，教師データにおけるノイズが予測精度に影響を及
ぼすこと，および k 近傍法に類似した，例えば負例のクラス
タ内に孤立して存在する正例をノイズとみなすという方法でノ

イズを除去することで，予測精度が向上することを示した．

[11]は，ノイズの予測精度への影響について議論し，ノイズ
の除去方法を提案，ノイズを除去したデータセットを提供した．

これらの研究によりノイズの除去方法が明確になり，またノイ

ズが除去されたデータセットが整備されるに伴い，それらの

データセットを用いた，どの学習アルゴリズムによる欠陥予測

の精度の差異を明らかにしようとする，即ち学習アルゴリズム

の順位付けを行う研究が盛んに行われる 
ようになった[12],[13]． 
一方で，ノイズに強い学習方法の研究も行われた．[14]は，
特徴量のクラスタリングを行い，そこから特徴量を選択するこ

とで，ノイズを取り除いたデータセットとノイズを含むデータセ

ットの両方で，有効な学習を行えることを示した． 
 

3.3 異なるプロジェクトの欠陥予測 

単一のソフトウェアレポジトリを対象としたソフトウェア欠陥

予測(WPDP: Within Project Defect Prediction)の研究で
は，ノイズを除去したデータセットを対象として，欠陥予測精

度に基づく学習アルゴリズムの順位付けが主流になるにつ

れて，より挑戦的なソフトウェア欠陥予測として，異なるプロジ

ェ ク ト の 欠 陥 予 測 (CPDP: Cross Project Defect 
Prediction)の研究が行われるようになった．CPDPは，複数
のプロジェクトを教師データとして予測モデルを作成し，その

モデルを用いて別のプロジェクトの欠陥予測をするものであ

る．コストをかけてノイズを除去したデータセットを作成し，そ

れらを教師データとして高精度な予測モデルを作成し，その

モデルにより別のプロジェクトの欠陥予測をするという流れは，

機械学習の面からは自然な流れであると言える．CPDP の
利点として，作成済みの予測モデルを用いて欠陥予測を行

うため，予測モデルを作成するためのデータ収集が不要に

なり，低コストで欠陥予測が使用可能になることがある．また，

ソースコードを厳重に管理している企業等の環境で予測モ

デルを作成することは困難な場合も多く，CPDPは，そのよう
な環境への欠陥予測の導入を容易にする． 

WPDP と CPDPでは，いくつかの相違点がある[15]． 
1)使用されるメトリクスに違いがある．WPDPでは，プロセスメ
トリクスが欠陥予測の対象の過去の開発履歴および欠陥混

入履歴を表しているため，有効な特徴量となったが，CPDP
ではプロジェクトが異なるため，有効ではないメトリクスを用い

た場合，予測精度を悪化させる傾向にある．そのため，基本

的にはコードメトリクスが主要な特徴量となる． 
2) WPDP は自分自身のプロジェクトのみが教師データであ
るのに対し，CPDP では教師データに選択肢があり得る．欠
陥予測の対象となるプロジェクトと類似したプロジェクトを教

師データとした方が，良い予測結果を得られる．そのため，

CPDP では，類似したプロジェクトを選択する手法が研究対
象となり，予測結果に影響を与える． 

CPDPは，異なるプロジェクトを対象とするため，WPDPよ
りもはるかに多くの処理を行う必要があるため，その研究の

余地が大きく，2013年以降のソフトウェア欠陥予測の論文の
多くは CPDPに関わるものとなっている． 

 
3.4 実証実験 

ソフトウェア欠陥予測の大規模な実証実験としては，

Google による実験[16]が有名である．実証実験の前に事前
調査を行い，Google の開発者は FindBugs[17]のような静
的解析器を活用している，ソフトウェア欠陥予測アルゴリズム

として BugCache[18]が提供する予測は開発者の理解に近
いが，最近の変更が無いファイルに関する欠陥予測には興

味が無い，との結果を得た．そこで，最近変更されたファイル

により重きをおくように改良した BugSpots を開発し，上位
0.5%のみに欠陥があると予測することで偽陽性判定を極力
少なくするようにした．欠陥があると予測されたファイルには

社内コードレビューシステムにコメントを挿入して，慎重なレ

ビューを促すようにした．3 ヶ月の試用期間の後，レビューの
時間とコメント数を調査したところ，ほぼ変化は無いという結

果となった．開発者からは，次のフィードバックを得た．1)ソフ
トウェア欠陥予測は，過去の履歴に基づいて予測を行うため，

欠陥があると予測されたファイルに対し修正を加えても予測

結果を変更することができない．2)技術的負債を抱えたファ
イルが何度も欠陥があると指摘されるが，対策方法が無い．

実験結果からは，欠陥があると予測されたファイルに対し修

正するというアクションを取れる方法が必要であることが示さ

れた． 
ソフトウェア欠陥予測は，過去の履歴に基づいて将来の結

果を予測するものである．欠陥があると予測されたファイルに

対し何もアクションが無ければ，欠陥が発見される可能性が

ある．しかしながら，欠陥があると予測されたファイルに対し

て修正を加えるというアクションを取れば，ある意味で未来を

変更していることになり，予測結果は有効ではなくなる，とい

う解釈ができるとの指摘もある[19]． 
ソフトウェア欠陥予測の研究としては，精度の比較が重要

な位置を占めるが，研究の有用性を高めていくためには，実

用面からの要求についても目を向ける必要がある． 
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4 自然言語処理の手法に基づいた予測 

ソースコードの「自然さ」に基づいた予測に関する初期の

研究として，[4]がある．この研究は，人々が実際に記述した
自然なプログラムは，自然言語と同様に，単純かつ反復的で

あるため，統計的言語モデルによりとらえられる予測できる属

性を持つ，という仮説を設定し，n-gram に基づく言語モデ

ルを適用することで，仮説は支持できるとした．実験では，英

文のコーパスおよび Cおよび Javaプログラムを字句解析し，
トークン列を抽出したうえで，n を変化させて，n-gram モデ

ルを生成し，交差エントロピー誤差により評価した．英文のコ

ーパスでは n が 3 以上で誤差はほぼ収束した一方で，プロ
グラムも n が 4 以上で収束する傾向が見られた．これは，自
然言語のような局所的な反復性が，プログラミング言語でも

あることを示唆する．さらに，誤差はプログラミング言語の方

が小さいことから，プログラミング言語の方が規則的である．

n-gram モデルの応用として，トークンのサジェスト機能を作

成し，その有用性を確認した． 
自然言語処理の分野で，単語の意味を表現する方法の 1
つとして分散表現がある．ある単語の意味は，その単語の周

囲にある単語により形成される，という分布仮説に基づき，コ

ーパスから作成された共起行列は，高次元の疎行列となる

が，それを低次元密行列に圧縮したものが，分散表現である．

分散表現を，高次元の疎行列から比較的効率よく作成する

方法として，ニューラルネットワークを用いて漸進的に学習す

る方法が知られている．ニューラルネットワークは，共起行列

を入力として，対応する単語を出力するように学習する．即

ち，周囲にある単語から，それが意味を形成する単語を予測

することになる． 
code2vec[20]は，上記の分布仮説を，あるメソッドの意味
は，メソッドのソースコードにより形成される，と解釈したもの

である．ソースコードを抽象構文木(AST)に変換し，木の持
つ葉から別の葉への経路をベクトル化し，トークンとともに共

起行列を構成する．これをニューラルネットワークの入力とし

て，メソッド名を出力するように学習する．得られた分散表現

からは，あるメソッド名に近い意味を持つメソッド名を取り出す

ことができる．また，応用として，コードレビューにおけるメソッ

ド名のサジェスト機能，意味からの API の発見があげられて
いる． 
分散表現を用いたソフトウェア欠陥予測の試みとしては，

[21]がある．これは，欠陥を含むメソッドおよび含まないメソッ
ドの分散表現を入力として，欠陥の有無を予測する CNN を
学習させるものである．メソッドの局所的な情報だけでなく，メ

ソッド間の関係も抽出することで，複数のメソッドに跨った呼

び出し関係により発生する欠陥の予測にも成功している． 
 

5 おわりに 

本論文では，従来から行われてきたメトリクスを特徴量とす

る欠陥予測手法，および近年になり行われるようになってき

た自然言語処理の手法を取り入れることでメソッドのソースコ

ードそのものを特徴量化した予測手法の動向について述べ

た．メソッドのソースコードそのものを特徴量化することは，メ

ソッドの処理内容を表現することができるため，ソースコード

の特徴を捉え，欠陥の特徴を把握し，より正確に予測できる

可能性を持つ． 
しかしながら，ソースコードに表現される欠陥の特徴は，ソ

フトウェアの欠陥の部分にすぎない点に中止する必要がある．

ソフトウェアの欠陥とは，ソースコードなどの成果物に混入し

たあるべき状態とは異なっている間違いと定義される．ソース

コードの断片としては全く問題がなくても，要求から逸脱して

いれば，それは欠陥として修正の対象となる．そのような欠

陥におけるソースコードの特徴を学習したとしても，要求から

の逸脱を予測できるわけではないだろう．従って，ソフトウェ

ア欠陥予測の対象となるのは，ソースコードの断片として問

題があり，ある条件のもと，それが顕在化する欠陥である．そ

のような欠陥を含むソースコードを学習の対象とする必要が

ある． 
今後，Linux カーネルを対象として，自然言語処理の手
法を取り入れたソースコードの特徴量化により，ソフトウェア

欠陥予測の研究を行う予定である．オペレーティングシステ

ムカーネルは，アプリケーションと比較すると，欠陥の発見と

除去，即ちデバッグが困難であるため，欠陥予測の有用性

が高い対象である．Linux カーネルのソースコードの欠陥が，
ある条件のもと，顕在化した場合，明示的にエラーログを生

成する．このエラーログが生成された原因となった欠陥を含

むソースコードを学習の対象とすることで，ソースコードに表

現される欠陥の特徴を学習できると考えられる． 
 

参考文献 
[1] 門田暁人, 伊原彰紀, 松本健一. ソフトウェアリポジトリ

マイニング. コンピュータソフトウェア, Vol. 30, No. 2, 
pp. 52–65, 2013. 

[2] Jeffrey Voas, Larry Morell, and Keith Miller. 
Predicting where faults can hide from testing. 
IEEE Software, Vol. 8, No. 2, pp. 41–48, 1991. 

[3] 畑秀明, 水野修, 菊野亨. 不具合予測に関するメトリ
クスについての研究論文の系統的レビュー. コンピュ
ータソフトウェア, Vol. 29, No. 1, pp. 106–117, 2012. 

[4] Abram Hindle, Earl T. Barr, Zhendong Su, Mark 
Gabel, and Premkumar Devanbu. On the 
naturalness of software. In Proceedings of the 

87ソフトウェアリポジトリマイニングによるソフトウェア欠陥予測手法の動向



34th International Conference on Software 
Engineering, ICSE ’12, p. 837–847. IEEE Press, 
2012. 

[5] Jacek Sliwerski, Thomas Zimmermann, and 
Andreas Zeller. When do changes induce fixes? 
In Proceedings of the 2005 International 
Workshop on Mining Software Repositories, 
MSR ’05, p. 1–5, New York, NY, USA, 2005. 
Association for Computing Machinery. 

[6] Sunghun Kim, Thomas Zimmermann, Kai Pan, 
and E. James Jr. Whitehead. Automatic 
identification of bug-introducing changes. In 
Proceedings of the 21st IEEE/ACM 
International Conference on Automated 
Software Engineering, ASE ’06, p. 81–90, USA, 
2006. IEEE Computer Society. 

[7] Foyzur Rahman and Premkumar Devanbu. How, 
and why, process metrics are better. In 
Proceedings of the 2013 International 
Conference on Software Engineering, ICSE ’13, 
p. 432–441. IEEE Press, 2013. 

[8] 亀井靖高, 松本真佑, 柿元健, 門田暁人, 松本健一. 
Fault-prone モジュール判別におけるサンプリング法
適用の効果. 情報処理学会論文誌, Vol. 48, No. 8, 
pp. 2651–2662, aug 2007. 

[9] Amritanshu Agrawal and Tim Menzies. Is 
“better data” better than “better data miners”? 
On the benefits of tuning smote for defect 
prediction. In Proceedings of the 40th 
International Conference on Software 
Engineering, ICSE ’18, p. 1050–1061, New York, 
NY, USA, 2018. Association for Computing 
Machinery. 

[10] Sunghun Kim, Hongyu Zhang, Rongxin Wu, and 
Liang Gong. Dealing with noise in defect 
prediction. In Proceedings of the 33rd 
International Conference on Software 
Engineering, ICSE ’11, p. 481–490, New York, 
NY, USA, 2011. Association for Computing 
Machinery. 

[11] Martin Shepperd, Qinbao Song, Zhongbin Sun, 
and Carolyn Mair. Data quality: Some comments 
on the nasa software defect datasets. IEEE 
Transacation of Software Engineering, Vol. 39, 
No. 9, p. 1208–1215, September 2013. 

[12] Baljinder Ghotra, Shane McIntosh, and Ahmed 
E. Hassan. Revisiting the impact of classification 

techniques on the performance of defect 
prediction models. In Proceedings of the 37th 
International Conference on Software 
Engineering - Volume 1, ICSE ’15, p. 789–800. 
IEEE Press, 2015. 

[13] David Bowes, Tracy Hall, and Jean Petri´c. 
Software defect prediction: Do different 
classifiers find the same defects? Software 
Quality Journal, Vol. 26, No. 2, p. 525–552, June 
2018. 

[14] Wangshu Liu, Shulong Liu, Qing Gu, Xiang 
Chen, and Daoxu Chen. Fecs: A cluster based 
feature selection method for software fault 
prediction with noises. In Proceedings of the 
2015 IEEE 39th Annual Computer Software and 
Applications Conference - Volume 02, 
COMPSAC ’15, p. 276–281, USA, 2015. IEEE 
Computer Society. 

[15] Steffen Herbold, Alexander Trautsch, and Jens 
Grabowski. A comparative study to benchmark 
cross-project defect prediction approaches. In 
Proceedings of the 40th International 
Conference on Software Engineering, ICSE ’18, 
p. 1063, New York, NY, USA, 2018. Association 
for Computing Machinery. 

[16] Chris Lewis, Zhongpeng Lin, Caitlin Sadowski, 
Xiaoyan Zhu, Rong Ou, and E. James Whitehead 
Jr. Does bug prediction support human 
developers? Findings from a google case study. 
In Proceedings of the 2013 International 
Conference on Software Engineering, ICSE ’13, 
p. 372–381. IEEE Press, 2013. 

[17] David Hovemeyer and William Pugh. Finding 
bugs is easy. SIGPLAN Not., Vol. 39, No. 12, p. 
92–106, December 2004. 

[18] Sunghun Kim, Thomas Zimmermann, E. James 
Whitehead Jr., and Andreas Zeller. Predicting 
faults from cached history. In Proceedings of the 
29th International Conference on Software 
Engineering, ICSE ’07, p. 489–498, USA, 2007. 
IEEE Computer Society. 

[19] Michele Lanza, Andrea Mocci, and Luca 
Ponzanelli. The tragedy of defect prediction, 
prince of empirical software engineering 
research. IEEE Software, Vol. 33, No. 6, p. 102–
105, November 2016. 

88 追川修一



[20] Uri Alon, Meital Zilberstein, Omer Levy, and 
Eran Yahav. Code2vec: Learning distributed 
representations of code. Proc. ACM Program. 
Lang., Vol. 3, No. POPL, January 2019. 

[21] Yi Li, Shaohua Wang, Tien N. Nguyen, and Son 
Van Nguyen. Improv- ing bug detection via 
context-based code representation learning and 
attention-based neural networks. Proc. ACM 
Program. Lang., Vol. 3, No. OOPSLA, October 
2019. 

 

89ソフトウェアリポジトリマイニングによるソフトウェア欠陥予測手法の動向





教育向けソーシャルロボットの現状 
兼 光 有 沙* ・ 永 井 美 雪** ・田 部 井 賢 一* ・ 大 久 保 友 幸* 

The Current Status of Social robots for education 

Alisa Kanemitsu*, Miyuki Nagai**, Ken-ichi Tabei* and Tomoyuki Ohkubo* 

Abstract 
There is a shortage of teachers in Japan's elementary and junior high schools. In addition, new 

subjects have been added and the burden on teachers is increasing. Currently, research on learning 
support using social robots, which is being conducted around the world, has the potential to solve these 
problems. In this paper, we focus on the role of robots in social interaction with humans, and introduce 
the educational robots and their research in Japan and abroad. Although there is still little research 
on educational robots for practical use in school education, future developments are expected. 
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1 はじめに 
出生率の低下と労働人口の減少にともなう，サービス業を

中心とした人手不足によりロボットへの注目が年々高まって

いる．日本のサービス分野におけるロボット産業の将来市場

は，2035年には約 4.9兆円に達すると予測されている[1]． 
将来の人材を育てる教育現場においても，人手不足の状

況は他の業態と同様である．文部科学省が 2018 年に埼玉
県，千葉県など 11 自治体に協力を得て実施したアンケート
によると，2017 年時点で，小学校では 11 自治体で常勤が
266 人，非常勤が 50 人不足しており，中学校では 10 自治
体で常勤が 101 人，非常勤が 153 人不足しているという結
果が得られている[2]．また，2020 年から始まった英語科目
や，プログラミング教育科目など新たな教科も必修化され，

教員一人当たりの勤務時間はさらに増加すると考えられる． 
そこで教員の負担軽減や教育効果の向上を狙った，教育

支援ロボットの活躍が期待されている．現在，ロボットを使用

した教育支援に関する研究が世界各国で行われており，汎

用性のあるロボットの増加，低価格化，OSS の普及などから
誰でも容易に実験が行えるようになってきている． 
教育現場に用いるロボットには，1)STEM/STEAM 教育

などで使用される，子供たちが組み立てやプログラミングを

行うためのロボット，2)人とロボットがコミュニケーションを行う
ことで教育支援を行うソーシャルロボット があるが，本稿では
2)ソーシャルロボットによる教育支援について扱う． 
今後の教育現場におけるロボットによる具体的な教育支

援の方法を検討するため，多くの研究で使用されている代

表的な教育向けロボットの特徴や行われている研究の事例

の調査を行った． 
 

2 国内の教育における問題 
2.1 学校教育での教員不足 

かつて公立学校の教員採用試験と言えば 2000年には競
争率が 13%を超えるほどの難関試験であったが，2020年に
は 4.2%まで減少している[3]． 
この競争率の低下の背景には，ベテラン教員の定年によ

る大量退職と，学校現場のいわゆる「ブラック」な職場という

過重労働の現場であるイメージが広まったことがある．小学

校においては，小学校教員免許取得者がそもそも減少して

しまい，競争率低下が顕著であると言うことが指摘されている

（川崎，2019[4]）．競争率低下のため，教員不足や教員の
質の低下が懸念されている．実際に広島県では，2018 年の
教員採用試験の競争率が 2.2倍と低く 470人の採用計画に
対し，420 人しか採用できず一部中学校では授業が開講で
きなかった[5,6]事象も起きている． 
教員不足は人数のみの問題ではなく，勤務時間にも表れ

ている．文部科学省が，2016年に教育政策に関する実証研
究の一環で，小中学校それぞれ 400 校の勤務実態を実証
分析した結果，2006年の調査と比較して平日・土日ともにい
ずれの職種でも勤務時間が増加している実態が判明してい

る[7]． 
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2.2 新たな教科による負担 

小学校では 2020 年に 10 年ぶりに学習指導要領が改訂
された．このなかで，必修教科として外国語教育やプログラミ

ング教育が導入されることになった． 
特にプログラミング教育は，現在まで経験のない教員が多

い．全国の小学校教員を対象にしたプログラミング教員の課

題や教員研修に対する意識に関する調査[8]によると，全体
の 92.0%の教員が，プログラミング教育に関する自己の知
識・理解の不足を，課題に感じている．このように，新たな教

科に対応する必要から，より一層教員への負担が生まれる

状況となっている． 
 

3 ソーシャルロボットによる教育支援 
このように 2.1,2.2項で述べた学校教育の現場で発生して
いる問題に対し，ソーシャルロボットによる教育支援が適切に

行われれば，教員不足と教育への負担軽減を同時に解決で

きる可能性がある． 
ソーシャルロボット（Social Robots）とは，人と社会的にイ
ンタラクションするロボットのことである．1999年にマサチュー
セッツ工科大学の Cynthia Breazeal らが顔の部位のさまざ
まな動きにより感情を表現しコミュニケーションを行うロボット

である Kismetを開発し，この用語を使い始めた[9]． 
遠隔授業やコンピュータを用いた学習支援システムは既

に多く普及しているが，ソーシャルロボットの教育はこれらの

手法と比較して以下の利点がある． 
①書き方，球技，視覚障がい者の学習など，物理的な指

導が有効なカリキュラムに使用できる 
②美術館の場所を移動しながら解説するといった，生徒の

移動を含めたダイナミックな学習が可能である 
③物理的なロボットとの関わりにより，学習効果や授業の

魅力が高まる[10] 
教育向けのソーシャルロボットに関しては，形状や機能な

どさまざまな特徴が確認できるが，本稿ではそのロボットの持

つ役割に注目した．役割の分類には諸説ある[11-13]が，本
論では 1)チューターロボット，2)チューティロボット，3）ピアロ
ボットの 3つに分類する． 

 
3.1 チューターロボット（Robot as Tutor） 

チューターロボットは，豊富な知識を持ち，教師や家庭教

師のように生徒を教えることができるロボットである．一対一で

教育するだけでなく，集団の中でアシスタントロボットとして生

徒の中に入り，教室全体の雰囲気維持や生徒の積極的な質

問を促す効果を持つことで，学びの促進を行うロボットがある．

個人の英会話学習用のロボットはすでに複数の企業から商

品化されている． 
 

3.2 チューティロボット（Robot as Tutee） 

チューティロボットは，初学者のように，これから学ぶことに

対して何も知らないようなふるまいをするロボットである．学習

者に間違いを正させることで，「教えることによる学び

（Learning by Teaching）」をもたらすことを目的としており，
生徒の自然な世話欲を引き出すよう，最初は簡単な単語の

言い間違えや不完全なふるまいをする．これを生徒たちが正

し，面倒をみることでそのトピックに対する学習を深めるという

狙いがある[14]．すでに幼児の英語学習などでは有効事例
が報告されている[15]． 

 
3.3 ピアロボット（Robot as Peer） 

ピアロボットは，生徒の「学習のパートナー／仲間（＝ピ

ア）」として，生徒と積極的に助け合い，支え合う中で知識や

技術を身に着けることを目的としたロボットである． 
チューターロボットのような指導ができるだけでなく，雑談

や声掛けをし[16]，生徒の習熟度によってはチューティロボ
ットとしてふるまう[17]など，より生徒の教育に適応した役割を
担うことを目指している． 
しかしながら，チューターロボットについては長年に渡って

さまざまな研究なされているが，チューティロボットや，ピアロ

ボットについての研究はまだ多くはない．生徒とのより有効な

関わり方や学習手法の研究が進んでいる途上であり，次章

ではロボットの紹介に併せていくつか紹介する． 
 

4 教育向けソーシャルロボットの現状 
国内外における教育向けソーシャルロボットの研究に利用

される代表的なロボットと，研究内容を紹介する． 
 

4.1 NAO [18] 

NAOは，アルデバランロボティクス（現ソフトバンクロボティ
クスヨーロッパ）が開発した，世界で最も普及しているヒュー

マノイドロボットである．介護施設でのコミュニケーション支援

や受付代行なども担うこともでき，幅広い利用が可能である．

入手しやすい価格と，開発の容易さから多くの研究に利用さ

れている．教育向けとしては多くがチューターロボットとして

の利用であるが，チューティロボット[19]としても利用されて
いる． 
歩行やダンスなど多彩な動きが可能なため，書き方[20]や
フリースロー[21]など物理的な指導を必要とする教育の研究
にも使用されている． 
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ソフトバンクロボティクス社Web[18]より引用 
図 1: NAO 

 
4.2 Robovie-R3 [22] 

Robovie-R3は，高齢者・障がい者の社会参加への貢献と
いった，新たなロボットサービス創出の研究開発用として，国

際電気通信基礎技術研究所(ATR)によって開発された等身
大の人型ロボットプラットフォームである．首，腕，目が動かせ

るだけでなく，屋内外での移動が可能である． 
 小泉らの実験[16]では，ロボットの組み立ての基本的知
識及びプログラミング的思考を学ぶ小学生の児童らに，

Robovie-R3 がチューターロボットとピアロボットとしての役割
を担う場合の協調学習の比較検討を行っている．ビデオの

説明や授業の流れを制御する管理行動のみをする無支援

グループと，説明や管理に加えて声掛けや雑談するといっ

た行動をとる支援グループに分け学習を行ったところ，支援

グループではより協調学習を促進する可能性があることが示

された．この研究ではロボットと児童らだけで学びの場を作ら

れているが，児童へのアンケート調査では楽しさについて高

い評価が得られており，ロボットの教育支援の可能性も示唆

している．その他，小学校の理科室に導入し，子どもたちと

理科の授業に関するクイズなどのやり取りを通じて，理科授

業に対する理解を支援する取り組み[23]などもある． 

 

ヴィストン株式会社 Robovie-R3紹介Webページ[24]
より引用 

図 2: Robovie-R3 
 

4.3 Tega [24] 

Tega は，MIT メディアラボによって開発された幼児とのイ
ンタラクションを支援する研究用ロボットである．先代の

DoragonBot を改良したものであり，より感情表現が豊かに
なり幼児とのコミュニケーションを長時間行えるよう改善され

ている．遊びやプログラミング等の教育コンテンツも用意され

ており，幼児と一緒にタブレットを見ながら学習するといった

ピアロボットとしての利用が期待されており，幼児に対してパ

ーソナライズされたストーリーテーリングを行う研究が行われ

ている[25]． 
Chen らが行った研究[17]では，子どもの語彙学習のパー
トナーとしてTegaを利用している．この研究では，Tegaの役
割を①チューターロボット，②チューティロボット，③ピアロボ

ットの 3 つに分けて比較検討しており，それぞれの役割内容
は以下である． 
①チューターロボット：全ての問題に正確に答え，知識を

示し，子どもを正解に導く． 
②チューティロボット：語彙の知識を持たず，子どもに助け

を求めたり，好奇心旺盛に説明を求めたりする．  
③ピアロボット：子どもの様子に合わせて①，②の役割を

切替える．苦戦している時にはチューターとして，知識の定

着が必要な時にはチューティとして，適応した行動をとる． 
以上 3 つのロボットによる学習を比較したところ，③のピア
ロボットとの学習が，最も語彙の学習に有効であり，なおかつ

顔表情の分析により他の 2 つのロボットと比べ肯定的な感情
を示していることが分かった．ロボットとの 1 対 1 の具体的な
学習方法の研究が深まっていることが分かる． 

 

 
文献[17]より引用 
図 3: Tega 

 
4.4 Ｓｏｔａ[26] 

Sota（ソータ）は，大阪大学大学院基礎工学研究科の石
黒教授，吉川准教授らとヴイストン株式会社により開発され

た，社会的対話ロボットである．ほぼ同時期に開発された

CommU の研究結果にもとづき，人間と関わるロボットを広く
普及させることを目的に開発された．CommU に比べシンプ
ルな機構を採用し，親しみやすいキャラクターデザインを取り

入れている．人間に向かって話しているのか，またはロボット

に向かって話しているかを，ロボットがはっきりと区別すること

ができる．また，対話の参加者となる人間やロボットを無視し
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ているように見えない“社会的振る舞い”も行うことが可能で

あることが特徴である． 
この機能を活用して行われた研究に，教育現場において

チューターロボットとして生徒と対話しながら進める議論支援

[27]やロボットによる講義 [28,29]があり，「Learning by 
Teaching」を取り入れた講義システムの検討にピアロボットと
して利用されている[29]． 

 

 
ヴィストン株式会社 Sota紹介Webページ[26]より 

引用 
 

図 4: Sota 
 
4.5 Keepon [30] 

Keeponは，CareBotsプロジェクト(代表：東北大学 小嶋
秀樹教授)[30]により開発され，子どものコミュニケーション発
達の解明を目的として作成されているロボットである．黄色い

ダンゴ型の身体（高さ 120mm・直径 80mm）を持ち，シリコ
ンにより一体成型されている．シンプルな４軸で体の動きで

表現し，注意の表出と情動の表出に対応する２種類の身体

動作をつくりだす．そのシンプルな見た目から対人関係を苦

手とする自閉症児の療養教育[31,32]への使用が多いが，ピ
アロボットに近い児童と相互作用をする役割を担った児童へ

のダンス教育[33]の研究などがある． 

 
CareBotsProjectsWebページ[30]より引用 

図 5: Keepon 
 
 

4.6 Engkey [34] 

Engkey は，韓国科学技術研究院（KAIST）により，韓国
の小学生に英語教育を行うために開発された．高さ約 1mの
白い卵形のロボットで，顔の部分にはディスプレーがあり，生

徒たちに話しかけながら車輪で教室内を移動することで，朗

読や音楽にあわせて頭と腕を動かしてダンスをすることがで

きる． 
フィリピンのような英語を母国語とする他の国の英語教師

が遠隔操作し，生徒の様子を見たり，発音を聞いたりすること

が可能である[34]．カメラには顔検出機能を持ち，教師たち
の表情を捉え，教師の表情が変わるとそれに合わせてディス

プレー内のアバターの顔表情も変化する． 
こういった遠隔地から操作・コミュニケーションを行うロボッ

トは，「テレプレゼンスロボット（Telepresence Robot）」と呼ば
れており，すでにさまざまなタイプのテレプレゼンスロボットが

市販されている．テレプレゼンスロボットを活用すれば，土日

の部活動の指導はロボットで行うといった負担軽減策も早期

に実現可能ではないだろうか． 

 
文献[34]より引用 

 
図 6: Engkey 

 

5 教育向けソーシャルロボットの現状まとめ 
前項までで，教育で使用されるロボットの現状について調

査したが，TegaやKeeponにみられるように，ロボットの機能
以上に生徒との関わり方や子供に親しまれる形状といった要

素が教育効果を上げるためには重要である．表 1に各ロボッ
トの外見比較を示す． 

表 1: ロボット外見比較 
 
 
 

 
 
 
 
 

ロボット名 開発者名 ロボットの⾼さ
幼児同等の
サイズ

⼈間的外⾒ 開発時期

NAO
ソフトバンク
ロボティクス

0.58m 〇 ○
2005(AL-01)

2009(Academic)

Robovie-R3 ヴイストン 1.08m ○ ○ 2010

Tega
MIT Media

Lab
0.35m 〇 × 2016

Sota ヴイストン 0.28m
×

卓上サイズ
○ 2015

Keepon 東北⼤学  0.12m
×

卓上サイズ
× 1997

Engkey KAIST 1.05m 〇 × 2010
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既存研究の多くは 1対 1あるいは少人数向けの教育であ
り，学校現場への早期の導入は難しい面があるが，実用的

な研究も増えていることが確認出来た．実際に学校教育でロ

ボットが活用されるためにはロボット自体の要素だけでなく，

ロボットを使う環境やより学習効果の出るカリキュラムの整備

なども必要であり，今後の展開に期待したい． 
 

6 おわりに 

本稿では，国内の教育現場における教員不足の現状と，

代表的な教育向けソーシャルロボットの調査を行った．その

結果，教師の負担軽減や英語やプログラミング教育を含め

た教育効果向上を期待出来ることが分かった．将来的にはロ

ボットが児童を導き励まし，時には児童がロボットに教えるこ

とで理解を深める，といった光景が一般的になるであろう． 
教育の形が変化していく中，対面授業とオンライン授業の

両方のメリットを実現できる可能性を持つのがロボットによる

教育支援であり，国内の教育の問題にも貢献出来ると考える．

今後もロボットと教育支援について注目していきたい． 
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本邦における認知症の現状と課題： 

認知症・神経心理学講座の目的 
 

佐 藤 正 之* ・ 阿 部 真 貴 子*・田 部 井 賢 一** 

The present situation and problems of dementia in Japan: 

The aims of the department of dementia and neuropsychology 

Masayuki Satoh*, Makiko Abe*, and Ken-ichi Tabei** 

Abstract 
  Today, the increase of patients with dementia is one of the biggest problem in the world. In Japan, 
there are almost 5 million patients with dementia in 2020. Most of the diseases which cause in 
dementia have no disease-modifying drug, so the prevention and non-pharmacological intervention 
are important. But, generally speaking, these evidences are very poor. Our department aims to 
propose the way of the early diagnosis and the prevention of the cognitive declines. We are setting up a 
new battery of cognitive assessment which works online. And we are also confirming its validity and 
making some non-pharmacological therapies. In this article, we introduce some aspects of our 
activities.  
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1 はじめに 
本邦は、人類が遭遇したことのない高齢化社会を迎えつ

つある。老いは万人が逃れられない。核家族化が進んだ現

在、できるだけ健康に老い、万が一病気や障害を負ってから

も生活できる環境整備が必要である。そのためには、医療・

福祉はもちろん、行政やものづくり、地域コミュニティなどの

間で問題点が共有され、解決に向けた協働がなされなけれ

ばならない。本総説では、前半に本邦における認知症の現

状と課題について解説し、後半は未病からフルステージの認

知症への対応策を確立すべく令和 2 年 8 月に設置された
「認知症・神経心理学講座」を紹介したい。 

 

2 認知症の現状と課題 
2.1 現況 
現在、全世界の認知症患者は約 5,000 万人で、2050 年

には 1 億 3,000 万人に達すると予想される。本邦の現在の
認知症患者数は約 500 万人で、厚労省の試算では 2025
年には少なくとも700万人になると予想されている。“少なくと

も”というのは、以下に述べる認知症の予防対策が功を奏し

た場合に 700 万人ということであり、研究者の間では 1,000
万人程度 、対策が上手 く いかなかった場合には

1,200~1,300 万人に達すると予測されている。このように認
知症は世界的に喫緊の課題にも関わらず、国家レベルでの

対策を講じている国はごく一部でしかない。認知症の根本治

療薬の存在しない現在、メタボリックシンドロームのコントロー

ルや非薬物療法を含めた予防・進行抑制が重要である。 
 認知症の発症率は増加しているというのがこれまでの世

界の共通認識であった。これは、平均寿命の延長や生活の

欧米化が主たる原因である。しかし 2010 年代に入り、有病
率が低下したという報告がなされるようになった。イングランド

では 1990 年と 2010 年とを比較すると、認知症の有病率が
20年間で 1.8%低下した [1]。これは、過去数十年に及ぶ啓
発やリスクコントロールの成果がようやく現れてきたと解釈さ

れている。アルツハイマー病 (Alzheimer’s disease, AD) 
の危険因子として、糖尿病、中年期の高血圧、中年期の肥

満、喫煙、うつ、低学歴、運動不足があげられる。ある研究で

は、これら 7 つの因子を 10~25%減らすだけで、全世界で
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110～300 万人の認知症患者が減ると試算されている [2]。
また、これらの因子のコントロールで認知症の 3 割は予防可
能という [3]。このように、メタボリックシンドロームを含めた生
活習慣の改善が、認知症予防に有効である。 
 
2.2 認知症の定義と症状 
認知症ときくと多くの人はもの忘れを連想する。もの忘れ

が認知症の主症状であることは確かだが、もの忘れはあくま

で健忘症であり認知症ではない。認知症というからには、も

の忘れにプラスαが加わっていなければならない。そのプラ

スαとは何か？それは生活障害である。人や物の名前が出

てこない、あれ・それなどの代名詞が増えたなどは、すべて

の高齢者にみられる正常な老化現象であり、少なくとも生活

の大きな支障とはならない。もの忘れをはじめとする認知機

能障害が原因で、その人の生活に障害が生じている、あるい

はその人のこれまでのパフォーマンスからみて現在のそれが

単なる老化では説明できないくらいに低下している場合に認

知症と診断される (表 1)。このように、認知症の有無を決定
づけるのは日常生活の情報であり、患者の置かれた環境

（例：独居 or 三世代同居）や生活歴（例：知的労働に従事
か否か）、あるいは社会状況（例：都会 or 田舎）などによっ
て一人一人異なる。言い換えると、認知症の特に初期にお

いては、同程度の認知機能の障害であっても、認知症と診

断される例もあれば、正常範囲内と判定される場合もあり得

る。この点が、血液検査の値で正常値が決められ、それから

外れると異常とされる肝機能障害や腎機能障害などと異なる

点である。 
 
表 1. 加齢現象としてのもの忘れと認知症との違い 
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(図 1)。中核症状とは、いわゆる認知機能障害のことで、もの
忘れが代表である。認知症で生じる認知機能障害は、もの

忘れ以外にもたくさんあり、例えば“手際”や“段取り”の障害

である実行機能障害はもう一つの重要な中核症状である。

実行機能 (または遂行機能) (executive function) とは、目
的をもった一連の活動を有効に完遂するために必要な機能

で、次の 4 つの要素からなる ：①目標設定  (goal 
formulation)、②計画立案 (planning)、③目標に向けて
の計画の実行 (carrying out goal-directed activities)、
④効果的行動 (effective performance)。これらがもっとも

必要とされるのが職場や家事の場面であり、仕事ぶりや家事

の手際の良さ・悪さを介護者から聴取することは認知症の早

期発見に役立つ。 
BPSDは、認知症患者の行動・心理上の症状のことで、前

者には徘徊や暴力・暴言、後者には幻覚、妄想などが含ま

れる。BPSDは、以前は周辺症状と呼ばれていたが、中核症
状と同等に (ときにはそれよりも) 患者の療養・介護の成否
を決定すること、“中核”に対する“周辺”という言葉のために

医師や介護者が「たいしたことはないもの」「とるに足らないも

の」との間違った印象をもってしまう恐れのあることから、本邦

でも BPSD という英語がそのまま用いられている。 
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2.3 認認知知症症のの原原因因疾疾患患とと予予防防 
認知症という語は、症候・症状を表す語であり、病名では

ない。腹痛の原因が胃潰瘍や胆石、膵臓癌など様々あるよう

に、認知症という状態を引き起こした原因疾患を同定するこ

とが重要である。認知症の原因疾患で最も多いのがアルツ

ハイマー病 (Alzheimer’s disease, AD) である。ADは、神
経細胞が原因不明で消失していく変性疾患に属し、認知症

の原因の  5~6 割を占める。二番目が血管性認知症 
(vascular dementia, VaD) である。VaD は、脳梗塞や脳
出血などが原因で認知症を来したもので、約 2割を占める。
残る 2 割にレビー小体型認知症や正常圧水頭症、前頭側
頭葉変性症などが含まれる。 
従来、変性疾患である AD と脳血管障害が原因で生じる 

VaD は、まったく異なる疾患と考えられてきた。しかしこの
10 年来の研究で、AD のなかでも“純粋な” AD はむしろ
少なく、AD と VaD との合併型すなわち脳血管障害を伴う
AD (AD with cerebrovascular disease, AD with CVD) 
が最多であることが明らかになった。現在では、AD と VaD 
はある程度まで共通の病態機序を有していることが知られて
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の原因の  5~6 割を占める。二番目が血管性認知症 
(vascular dementia, VaD) である。VaD は、脳梗塞や脳
出血などが原因で認知症を来したもので、約 2割を占める。
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頭葉変性症などが含まれる。 
従来、変性疾患である AD と脳血管障害が原因で生じる 

VaD は、まったく異なる疾患と考えられてきた。しかしこの
10 年来の研究で、AD のなかでも“純粋な” AD はむしろ
少なく、AD と VaD との合併型すなわち脳血管障害を伴う
AD (AD with cerebrovascular disease, AD with CVD) 
が最多であることが明らかになった。現在では、AD と VaD 
はある程度まで共通の病態機序を有していることが知られて
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ひと昔前まで VaD の発症要因とされてきた、高血圧に代
表される血管性危険因子は、AD の発症にも関与する。従
って認知症予防にもっとも重要なのは、高血圧、糖尿病、脂

質代謝異常症などのいわゆるメタボリックシンドロームのコン

トロールである。日本糖尿病学会が編集した「糖尿病治療ガ

イド」によると、糖尿病がある人は、ない人に比べ、2~4 倍認
知症になり易い。高血圧は、脳の微小循環を障害することに

より、認知症を引き起こす。VaD の半数は高血圧が原因で
生じる小血管病 (small vessel disease, SVD) に該当する。
認知症患者数を 500 万人とすると、その 2 割の 100 万人
が VaD であり、その半分の 50万人が SVD である。言い
換えると、血圧さえきちんと管理していたら 50 万人が認知
症を発症しなくて済んだということになる。脳の代表的な変性

疾患であるパーキンソン病の患者数が約 20 万人であること
を考えると、この数字が如何に大きいかが分かるであろう。脂

質代謝異常症は、中年期のそれは認知症のリスクになるが、

高齢期ではならない。以上より、認知症予防には中年期から

のメタボリックシンドロームの管理が重要である。 
 
図 2. 運動が認知症の予防・進行抑制をもたらす機序 

 
2.4 認認知知症症にに対対すするる非非薬薬物物療療法法 
認知症の薬物療法以外をまとめて、非薬物療法 

(non-pharmacological intervention) と呼び、運動療法、
認知刺激療法、回想法、現実見当識訓練、光療法、音楽療

法などが含まれる (表 2)。非薬物療法の長所・短所をまとめ
たのが表 2 である。2017 年に発行された「認知症疾患治療
ガイドライン 2017」（日本神経学会編）によると、認知症の非
薬物療法の中で有効性がほぼ確立しているのは、運動療法

のみである。運動療法は、健常高齢者と軽度認知障害 
(MCI) の患者の認知症の発症予防・進行抑制に有効とされ、
推奨グレード１ (強い推奨)・エビデンス強度 B (中等度の根
拠) が与えられている。運動の内容としては、歩行などの有
酸素運動が有効で、ストレッチや柔軟体操には効果はない 
(Erickson 2011)。運動がなぜ認知機能を改善させるかにつ
いては未だ分かっていないが、神経の形成と防御の様々な

要因が関与すると考えられている (図 2)。どのくらいの運動
量が必要かについては完全には明らかになっていないが、

2013 年にワシントンで開かれた「栄養と脳の国際カンファレ
ンス」で示されたアルツハイマー病予防のためのガイドライン

では、「40分の早歩きか、それに相当する有酸素運動を週 3
回以上」と示されている (Barnard 2014)。医療現場では、
その時点でもっとも医学的・科学的に効果が確かとされてい

るものから導入していくのは当然のことである。従って、今も

し認知症患者やその家族から「認知症の予防や進行抑制の

ために薬物治療以外にどのようなことをしたらいいですか？」

と質問されたならば、「まずは運動をしましょう、歩きましょう」

と答えるのが医学的にもっとも適切な回答である。 
 
表 2. 認知症に対する非薬物療法の種類と特徴 

  内内容容  特特徴徴  

運動療法 有酸素運動、歩

行 

認知症の発症予防と進行

抑制に対する有効性が確

立 

認知刺激

療法 

ゲーム、ドリル ルールや手順を理解できる

軽度の認知症が対象。楽し

んでできる配慮が必要 

回想法 写真などを利用

し、楽しかった

経験などを話し

てもらう。 

Life reviewともいう。成功の

追体験が患者の心理状態

の安定にはたらく。 

現実見当

識訓練 

日めくりカレン

ダーや時計を目

の付くところに

複数設置 

重度の認知症で、現在と過

去の区別が曖昧になってい

る患者では、かえって状態

が悪化 

光療法 日中 1,000～

2,000ルクス (コ

ンビニ店内の明

るさ) を確保 

夜間消灯後の睡眠誘発を

促進 

音楽療法 活動的 (歌唱、

楽器演奏) と受

動的 (音楽鑑

賞) を組み合わ

せて施行 

BPSDの予防・治療の有効

性が確立 

アロマセラ

ピー 

植物由来の揮

発性油 (エッセ

ンシャルオイル) 

を拡散・塗布 

多数の民間資格が存在 

 
運動療法以外はすべて、推奨グレード 2 (弱い推奨)・エ

ビデンス強度 C  (弱い根拠) か、研究の質・量ともに不足
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認知機能改善

神経防御

認知症の予防・
進行抑制

神経作用因子↑

血管造成↑

シナプス産生↑

炎症↓
異常蛋白の沈着↓

神経形成

心機能↑
エネルギー代謝↑

脳血流↑

• 注意
• 精神運動速度
• 実行機能
• 記憶

運動 脳の容積↑

• 前頭前野
• 側頭葉内側
• 頭頂葉

99本邦における認知症の現状と課題：認知症・神経心理学講座の目的



しているため現時点では判定不能とされている。そのような

中、音楽療法の BPSD への有効性について初めて本ガイド
ラインに記載がなされた。この 10 年間で音楽療法が BPSD
の治療や発症予防に有効であるという多数の介入研究・メタ

アナリシスが報告され、音楽療法の BPSD への有効性はエ

ビデンスとしてほぼ確立している。 
 
2.5 認知症施策推進大綱 
 平成 26年 11月に東京で開催された認知症サミット・後掲
イベントで安倍首相 (当時) が挨拶の中で、我が国の認知
症対策は政府が一丸となって取り組むと表明した。認知症対

策が、国家プロジェクトに位置付けされたのである。そして令

和元年 6 月、「認知症施策推進大綱」が閣議決定された。こ
の大綱は「共生」と「予防」を車の両輪として推進していくと謳

っており、認知症とその予備群である軽度認知障害 (mild 
cognitive impairment, MCI) だけでなく、まだ正常である 
pre-clinical期をも対象とした点に特徴がある (図 3)。つまり、
MCI や認知症を発症後の医療・ケア、介護者支援、認知症
場バリアフリーの推進などに加え、pre-clinical 期の予防・啓
発活動の推進をも目標に定めている。 

 
図 3. 認知症施策推進大綱。「共生」と「予防」が車の両輪。 

 

3 認知症・神経心理学講座の目的 
3.1 設置の経緯 
令和 2 年 8 月、本学に「認知症・神経心理学講座」が開

設された。当講座は、(株)クレディセゾンが子会社である(株)
脳活性総合研究所 (以下、脳活総研) を通して設置した寄
附講座で、まずは令和 2年度から 3年間、設置される。 
 認知症や MCI の有無を調べる検査はいくつかあるが、
いずれも検査結果が基準値の範囲内か外れているかを評価

する。つまり、その時点での認知機能の異常の有無は分かる

が、その人の認知機能の年余にわたる変化は加味されてい

ない。先述のように、認知症予防には中年期からの対策が重

要である。もし、その人の加齢による認知機能の低下が正常

の傾きに比し急であることが分かったなら、たとえその時点で

の数値は正常範囲内でも、メタボリックシンドロームの管理や

運動療法の導入などの予防を行う強い動機付けとなる。 

 この問題を解決するため、中年期から高齢に至るまでの認

知機能の変化を検出する検査「脳検」を、脳活総研が開発し

た。これは、5,000 名にも及ぶデータから各年齢の基準値を
設定し、さらに加齢による変化の式を求めたものである。「脳

検」を例えば毎年の健康健診に加えて行うことにより、そのひ

との認知機能変化の傾きが計算できる (現在、医学国際誌
に投稿中)。当時、三重大学に在籍していた佐藤が検査の監
修に携わったことが縁で、認知症に関連する寄附講座の設

置をクレディセゾンに依頼したところ、承認された。当初は三

重大学への設置を試みたが同意を得られず、潰えたかと思

われたところ、三重大学の佐藤の元に以前在籍していた田

部井助教を通して川田学長のお耳に入り、本学に設置して

いただけることになった。8月 1日付けをもって、当講座の特
任教授として佐藤、特任助教として阿部真貴子先生が赴任

した。 
 

3.2 講座の目的 
当講座の名称「認知症・神経心理学講座」は、ひとの認知

機能の研究を通して認知症を始めとする認知機能障害にア

プローチしていくことから名づけられた。神経心理学とは、脳

の障害によって生じた症候を通してひとの認知機能につい

て解明していく学問と定義される。失語症や失行症、失認症

が代表であるが、視空間認知障害や前頭葉機能障害、失音

楽症なども含まれる。前述の検査「脳検」を活用して 
pre-clinical 期で将来の認知症発症に警鐘を鳴らすと同時
に、各種の非薬物療法を提供し、発症防止に寄与する態勢

を整えることが、第一の目的である。次に、三重大学時代か

らヤマハ音楽振興会と行ってきた認知症患者に対する音楽

体操の効果についての検証を進める。これは、舞台となった

自治体の名前をもって「御浜
み は ま

-紀宝
き ほ う

プロジェクト」と呼ばれ、こ

れまでに音楽体操の健常高齢者 [4, 5]、軽度から中等度の
認知症患者 [6, 7] に対する効果、そして 5年間にわたる健
常者への長期効果 (Satoh, in press) について報告してい
る。重度の認知症患者を対象とした研究を品川区を舞台に

行っている。第三に、本学におられる多彩な分野の研究者と

のコラボレーション。認知症は多分野の共同作業が必要であ

るにも関わらず、医学・福祉の現場とその他の領域との間で

情報交換が上手くいっているとは言い難い。認知症関連の

見本市に行くと、現場ではまったく役立ちそうもない品物が、

臨床データの裏付けなしに置かれていたりする。多分野の適

切にして密なコラボレーションによって、より現場のニーズに

叶ったアプローチが可能になると期待される。 
講座の設置期間はまずは 3年間である。延長の可否はそ

の間の活動実績と経済状況による。この特色ある講座が存

在し続けられるよう、与えられた時間を精一杯精進していき

たい。 

図3. 認知症施策推進大綱 （令和元年 6月 18日 認知症施策推進関係閣僚会議決定）
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しているため現時点では判定不能とされている。そのような
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発活動の推進をも目標に定めている。 
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4. おわりに 
本邦における認知症の現状と課題について解説し、本学

に新たに設置された「認知症・神経心理学講座」を紹介した。

認知症施策推進大綱に定められたように、認知症は未病の

段階である pre-clinical 期から MCI そして発症後の全ス
テージを包含した問題である。現場に則した多分野の共同

が求められ、本講座がその一助となることを望む。 
 

参考文献 
 [1] F. E. Matthews, A. Arthur, A. L. Bames, J. Bond, 

C. Jagger, L. Robinson, C. Brayne, “A two-decade 
comparison of prevalence of dementia in 
individuals aged 65 years and older from three 
geographical areas of England: results of the 
Cognitive Function and Ageing Study I and II.” 
Lancet, 382: 1405-12, 2013. 

[2] D. E. Barnes, K. Yaffe K, “The projected impact of 
risk factor reduction on Alzheimer’s disease 
prevalence.” Lancet Neurol. 2011; 10: 819-828. 
doi: 10.1016/S1474-4472(11)70072-2.  

[3] G. Livingston, A. Sommerlad, V. Orgeta, S. G. 
Costafreda, J. Huntley, D. Ames, C. Ballard, S. 
Banerjee, A. Burns, J. Cohen-Mansfield, C. 
Cooper, N. Fox, L. N. Gitlin, R. Howard, H. C. 
Kales, E. B. Larson, K. Ritchie, K. Rockwood, E. 
L. Sampson, Q. Samus, L. S. Schneider, G. 
Selbæk, L. Teri, N. Mukadam. “Dementia 
prevention, intervention, and care.” Lancet 
390(10113): 2673-2734. 2017. doi: 
10.1016/S0140-6736(17)31363-6. 

[4] M. Satoh, J. Ogawa, T. Tokita, N. Nakaguchi, K. 
Nakao, H. Kida, H. Tomimoto, “The effects of 
physical exercise with music on cognitive 
function of elderly people: Mihama-Kiho 
project.“ PLoS One, April 2014, Volume 9, Issue 
4, e95230. doi:10.1371/journal.pone.0095230. 

[5] K. Tabei, M. Satoh, J. Ogawa, T. Tokita, N. 
Nakaguchi, K. Nakao, H. Kida, H. Tomimoto, 
“Physical exercise with music reduces gray and 
white matter loss in the frontal cortex of 
elderly people: The Mihama-Kiho scan project. 
“Front Aging Neurosci,. 07 June, 2017. Doi: 
10.3389/fnagi.2017.00174. 

[6] M. Satoh, J. Ogawa, T. Tokita, N. Nakaguchi, K. 
Nakao, H. Kida, H. Tomimoto, “Physical 

exercise with music maintains activities of 
daily living in patients with dementia: 
Miahama-Kiho project part 2.” J Alzheimer Dis, 
57: 85-96, 2017. DOI 10.3233/JAD-161217. 

[7] K. Tabei, M. Satoh, J. Ogawa, T. Tokita, N. 
Nakaguchi, K. Nakao, H. Kida, H. Tomimoto, 
“Cognitive function and brain atrophy predict 
non-pharmacological efficacy in dementia; The 
Mihama-Kiho scan project 2.” Front Aging 
Neurosci. 10: 87. doi:10.3389/fnagi.2018.00087. 

[8] M. Satoh, J. Ogawa, T. Tokita, Y. Matsumoto, K. 
Nakao, K. Tabei, N. Kato, H. Tomimoto, “The 
effects of a 5-year physical exercise 
intervention with music in 
community-dwelling normal elderly people:  
the Mihama-Kiho Follow-up Project.” J 
Alzheimer Dis, (in press).  

 
 

101本邦における認知症の現状と課題：認知症・神経心理学講座の目的





Emergency Warning Services via GNSS Signals 
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Abstract 

Galileo is a Global Navigation Satellite System developed by the EU (European Union), and QZSS 
(Quasi-Zenith Satellite System) was produced by Japan. The main purpose of both systems is 
positioning service. Besides that, both sides, EU and Japan, have been planning "double-use strategy" 
that aims at danger notification and subsequent instruction to escape from disaster situations. We 
decided to name "common EWS" during our project. 
In this paper, we report an interim result of our joint project being the development of a common EWS 
message. We have designed an information structure of Emergency Warning that can evolve to 
international standards in 122 bits (Fig. 1). We have been building some application system on QZSS 
and Galileo using the common EWS message to execute field test. We would like to make a big 
contribution by using satellites as the main communication network during the next disaster. 
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1 Introduction 

20 years have so far passed in the 21st century, and the 
wave of computerization is becoming increasingly 
sophisticated. The utilization of positioning 
information is a typical example, as it's no 
exaggeration that anyone can reach any point in the 
world by using a location application system on our 
cellular phones. The original purpose of the GNSS 
(Global Navigation Satellite System) was to allow 
ships and aircraft on the ocean without a mark to know 
their position accurately. In recent years, with the 
spread of car navigation systems and mobile 
communication devises, GPS has become familiar to 
the larger public. The location information can be 
specified when the mobile communication terminal 
receives the broadcast data from the satellite 
navigation system. The GPS (Global Positioning 
System) is a form of GNSS, having been originally 
developed for military purposes. US President Ronald 
Reagan announced that it would be open to civilian use 
for safe navigation of civilian aircraft, after a Korean 
aircraft crash in 1983. Currently, GPS has a system of 
24 spacecraft (31 spacecraft including spare 
spacecrafts) and orbits about 20,200 km above the 
Earth. All of them are arranged so that we have four 
or more GPS satellites in the sky from anywhere on 

Earth. Therefore, we can receive information to 
measure the “current position” along with the “current 
time” anywhere on the earth. It can be said that the 
social infrastructure based on mobile objects is now 
dependent on GNSS. That means the magnitude of 
risk when this service is limited is immeasurable. It 
was reported the US Department of Defense could 
limit GPS functionality in Afghanistan, when US 
military action against there entered the third week 
[1]. 
 
In response to this situation, some countries developed 
their own GNSS, and put it into practical use with 
aiming to become independent from GPS dependence 
developed in the United States. 
 
From these movements, the field and terminology that 
GPS has previously monopolized has been generalized 
as “GNSS: Global Navigation Satellite System.” As a 
famous example of the developed GNSS, we arise 
GLONASS developed by Russia during the Soviet 
Union, Galileo developed by EU (European Union), 
and BeiDou Navigation Satellite System developed by 
the People's Republic of China. By around 2020, all of 
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these are expected to be used globally. These multi-
GNSS receivers are also being developed. Some of 
them have begun to be used practically. Originally 
developed for military purposes, GPS is used as an 
infrastructure for safe flight of aircraft and ground 
transportation systems. 
 
On the other hand, in the world of politics and 
diplomacy, “double-use” has been attracting attention 
because it aims to use specific technologies for both 
military and peaceful purposes, as it can be lifesaving. 
 
This time we have begun to consider more active 
peaceful use of GNSS. In the world, terrorism of 
unprecedented methods and scales has occurred, and 
many lives are at risk. Natural disasters of all 
magnitudes are occurring across the planet. There is 
an article dealing with 10 major natural disasters in 
the 21st century [2]. Natural disasters in the 21st 
century are characterized by their ability to cause 
severe effects. The 9th place is the Great East Japan 
Earthquake that we experienced. This was also a 
complex disaster with the occurrence of a large 
tsunami due to an earthquake and a nuclear accident. 
The relay base station of the information 
communication network, which is the largest 
infrastructure of modern society, was destroyed by the 
combination of disaster groups (Fig. 2). As a result, the 
victims lost all means of communication, and by 

consequence also lost the means to obtain emergency 
disaster information for evacuation necessary to 
protect their lives. This situation that occurred in 
Japan, a country with advanced information and 
telecommunications network equipment, was a huge 
impact for us engineers. Even when the information 
and communication network used every day is 
interrupted, we have started to study how to use GNSS 
so that emergency disaster information for evacuation 
immediately after the disaster can be obtained and 
lives can potentially be saved. 
 

 

Fig. 2:Communication discontinuation situation 10 
days after the disaster occurrence of the Great East 

Japan Earthquake [3] 
 

This time, we evaluated usefulness of broadcasting 
emergency disaster information on GNSS. More 
precisely we measured the frequency at which the 

 
Fig. 1:Design of EWS message on Satellite. 
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receiver observes positioning information and we also 
measured the frequency at which the receiver observes 
disaster information during the same field test case. 
Then we compared both results. 
 
This paper has the following structure. In the 1st 
chapter, the emergency disaster information 
broadcasting strategy by satellite navigation system is 
organized by the importance of the acute phase at the 
time of a major disaster and the advantages and issues 
of broadcasting emergency disaster information to the 
satellite navigation system. Chapter 2 explains the 
policy for designing the information architecture of 
emergency disaster information installed in GNSS by 
referring to the METHANE protocol used by disaster 
lifesaving specialists. Chapter 3 reports the result of 
common message design of Emergency warning 
system of GNSS. Chapter 4 explains not only the data 
sets used for field experiments, but also all 
experimental specifications, focusing on important 
points. Chapter 5 shows the results of field tests, and 
Chapter 6 discusses them. A summary is given in 
Chapter 7. 
 
This is reprinted version of a paper for IEEE Aerospace 
Conference 2020. 
 
2 Our Strategy of Broadcasting Emergency Warning 

Signals on GNSS 
2.1 Acute Stages of Disaster Occurrence 

We recognize that the Acute Stages of Disaster 
Occurrence are a very important period for rescue and 
lifesaving. The information communication network 
used on a daily basis may be destroyed during this 
Acute Stages of Disaster Occurrence, as we mentioned 
in previous chapter. The tendency is higher in severely 
affected areas. Therefore, we compared ad hoc 
communication methods that can be used immediately 
in the event of a disaster (Table 1). “2” means the 
functionality and capability are satisfied as an ad-hoc 
networking tool at giant disaster. “1” means the 
functionality and capability are satisfied with some 
conditions as an ad-hoc networking tool at giant 
disaster. “0” means the functionality and capability are 
not satisfied as an ad-hoc networking tool at giant 
disaster. As a result, it was found that the use of QZSS 
(Japanese GNSS) is optimal. The reasons for the 

evaluation are wide area, no possibility of occurrence 
of secondary disaster for example human damage 
caused by machine destruction, and high immediate 
availability. We have come to propose Emergency 
Warning broadcasting system using GNSS. This 
system contributes to emergency evacuation behavior 
by facilitating self-help immediately after a disaster 
occurs. 
 

Table 1: Comparative result which Ad-Hoc 
  Communication Methods 

 

 
2.2 Advantage of Broadcasting Emergency Warning using by 

GNSS 

It’s a very reasonable idea to use satellite 
communication systems when the standard 
information communication network is disconnected 
and/or where the information and communication 
network equipment installed on the ground is not 
satisfactory. The extent of damage caused by the 
tsunami, the pollution situation due to the Fukushima 
nuclear accident, and the power supply situation were 
delivered by satellite photos every moment, when the 
Great East Japan Earthquake occurred in Japan in 
2011 (Fig. 3) [5]. Many of these were aimed at 
understanding the current situation. On the other 
hand, there is no report in which some victim could 
survive because of using information from satellites. A 
main reason is that satellite communication systems 
employ broadcasting method except satellite phones. 
In other words, satellite communication systems don’t 
communicate to a specific receiver. Therefore, the 
receiving system needs to adjust the channel in order 
to get the needed information. We decided to use 
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positioning information calculated by broadcasting 
from GNSS satellites as an adjusting mechanism for 
selecting which emergency disaster information is 
needed for our place. More precisely, if areas that will 
be hit by disasters in a message of disaster information 
from GNSS covers present position from the same 
GNSS, our application on receivers shows the disaster 
information to users. We focused on this advantage. 
This time, the Emergency Warning broadcast using 
GNSS was tried by us, and the functionality was 
verified. 
 

 

Fig. 3: Satellite photos for understanding the 
current situation at the time of the Great East Japan 

Earthquake [5] 
 
2.3 Concern of Broadcasting Emergency Warning using by 

GNSS 

We recognized that the issues when broadcasting 
emergency disaster information using GNSS were (a) 
Small amount of information that can be loaded and 
(b) ensuring broadcastability of positioning 
information and Emergency Warning information. The 
GNSS transmits information from the satellite that 
can identify the position of the receiver. The biggest 
representative example of GNSS is GPS. It is a de facto 
standard of GNSS. GPS is a system that places 24-30 
orbiting satellites at an altitude of 20,000 km. GPS 
uses the L band. The GPS radio wave consists of a 
spread code for distance measurement and a 
navigation message for specifying the receiver position. 
GPS employs single positioning based on code phase as 
one of the positioning methods. It receives the signals 
of a total of four satellites, three satellites based on the 
principle of triangulation and another satellite to 
correct the clock error on the terminal side, and 
determines the terminal position. Therefore, the 
amount of data required for delivery is not large, and 
any GNSS is designed with a message bandwidth of 

about 200 bits or less (Fig. 1). On the other hand, the 
satellite data used for grasping the situation at the 
time of disaster is mostly photographic images which 
cannot be delivered by using narrow band. Besides, it 
is meaningful to deliver information necessary for 
evacuation in an emergency together because 
information that can measure the position of the 
recipient is delivered as we mentioned in previous 
chapter. General GNSS receivers are not receiving 
broadcasts from one type of system, but receiving 
broadcasts from multiple satellite navigation systems 
to ensure redundancy. For example, QZSS (Quasi-
Zenith Satellite System) developed by Japan receives 
not only this satellite navigation system but also all 
GPS and GLONASS distributions. Therefore, it is 
possible that the value of Emergency Warning 
broadcasting will not be recognized by the satellite 
navigation system unless a system that distributes 
multiple GNSS is adopted. 
 
2.4 Common EWS Message Design Based on Policy of 

METHANE 

2.4.1 Studying the METHANE 

We studied the METHANE protocol to solve problem 
(a) shown in the previous section. The METHANE 
protocol is an information sharing tool for disaster 
medical care for acute period of disaster. The 
METHANE protocol was developed by NATO (North 
Atlantic Treaty Organization) and later deployed in 
the field of private disaster medicine by MIMMS 
(Major Incident Medical Management and Support) in 
UK [7] The aim of introducing the METHANE protocol 
is to efficiently save lives mainly in local disasters 
(originally conflict and battle). The operation of the 
METHANE protocol is to communicate the situation of 
the disaster area and the state of the victim verbally 
using radio according to the specified information 
structure. In other words, the METHANE protocol is 
an information structure developed for the purpose of 
sharing information with the minimum amount of 
information that is sufficient for decision making by 
disaster medical professionals in emergency situations 
(Fig.4). At present, it is used as a standard not only in 
Europe but also by disaster medical professionals in 
countries in the African continent. METHANE 
protocol has been introduced in Japan since 1995 and 
is spreading to other Asian countries. 
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In order to help all agencies gather initial information 
about an incident in a consistent manner, a common 
approach is recommended. The ‘METHANE’ model 
brings structure and clarity to the initial stages of 
managing any multi-agency or major/giant incident of 
disaster. METHANE is a mnemonic indicating a 
protocol used by emergency services to report 
situations which they may be faced with, especially as 
it relates to major incidents, where it may be used as 
part of their emergency action principles. The 
METHANE model (Fig. 4) is an established reporting 
framework which provides a common structure for 
responders and their control rooms to share major 
incident information. It is recommended that 
M/ETHANE be used for all incidents. 
 
For incidents falling below the major incident 
threshold ‘METHANE’ becomes an ‘ETHANE’ message. 
During the decision making process using the joint 
decision model, there should be period consideration of 
the ‘M’ (representing ‘major incident’) by responders to 
establish whether a developing incident goes above the 
major incident threshold. Each responder agency 
should send a M/ETHANE message to their control 
room as soon as possible.  The first resources to arrive 
on scene should send the M/ETHANE message so that 
situational awareness can be established quickly. The 
information received through multiple M/ETHANE 
messages will gradually build to support shared 
situational awareness in those responding to the 
incident and between control rooms. 
 
In the event of this being used for a major incident, the 
reporting first on-scene officer would not usually get 
involved with the rescue work, but act as a coordinator 
on scene for arriving emergency vehicles. This may be 
achieved by the first vehicle on scene leaving its 
lightbar running, whilst all others turn theirs off on 
arrival, to make identifying the incident officer easier. 
 
2.4.2 Signals for Common EWS Message between Japan and 

EU 

We also started a joint project with EU/EC (European 
Union/European Community) Space Programmed 
Galileo to solve the second issue ((b) mentioned in the 
section titled Concern of Broadcasting Emergency 

Warning using by GNSS). We have designed 
Emergency Warning Service which is available on each 
GNSS, QZSS and Galileo. In other words, it is designed 
based within the message length that can be installed 
in both of QZSS and Galileo. The Fig. 5 below shows 
the outline of the radio signal of the GNSS by the 
exchange between the satellite and the ground. The 
top is Galileo and the bottom is QZSS. We would like 
readers to pay attention to the red part. In both 
communication services, signals are transmitted from 
the lower right ground station to the satellite using the 
C band, and further distributed from the satellite to 
the lower left user segment layer in the same 
frequency band. Here, Galileo and QZSS have different 
names for the E1 and L1 bands, respectively, because 
the names in Europe and Japan are different. More 
precisely, the DC report of QZSS is mounted on the 
“positioning reinforcement signal L1S,” and 30.69 
MHz is used as the occupied bandwidth in the central 
frequency band 1557.42 MHz. Fig. 1 shows how large 
parts of the message band can be assigned to 
Emergency Warning information for each GNSS. In 
Galileo, 122 bits of the total length can be assigned to 
Emergency Warning information, while in QZSS, 191 

bits of the total length can be assigned to Emergency 
Warning information. However, since QZSS is used for 
SOC in 191 bits, 187 bits can be used for Emergency 
Warning information. Therefore, we decided to use 122 
bits of the area that can be assigned to Emergency 
Warning information of QZSS as a common message 
area (common EWS) with Galileo. In this paper, the 
Emergency Warning information for self-help in the 
acute phase of disaster that can be broadcast on any 
GNSS will be referred to as the common EWS message. 
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Figure 4: Communication model, METHANE for rescue and assistance [9] 

Figure 5: Outline of Signals of GNSS. 
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3 Common EWS Message Design on QZSS and Galileo 

3.1 Identify Broadcast Terms 

Deploying our Emergency Warning Service on GNSS 
around the world may be lifesaving in the event of 
disasters of a global scale. 
 
We can contribute to such global disaster mitigation by 
broadcasting common EWS messages from worldwide 
GNSS; victims who receive these messages then take 
appropriate evacuation measures. Following the 
METHANE model in the previous chapter, we use 
standard disaster terminology and code systems. We 
limit the information necessary for disaster response 
for individuals to take evacuation action. A common 
standard document dealt for this is Common Alerting 
Protocol (CAP), an XML-based data format for 
exchanging public warnings and emergencies between 
alerting technologies [10]. CAP allows a warning 
message to be reliably distributed simultaneously over 
many warning systems to many applications such as 
Google Public Alerts and Cell Broadcast. CAP 
increases warning effectiveness and simplifies the task 
of activating a warning for responsible officials. In our 
work we used the CAP standard for disaster 
categorization. 
 
Specifically, we decided on six categories: “Geo” 
indicating a Geological event, “Met” indicating a 
meteorological event, “Safety/Terrorism,” 
“Security/Terrorism,” “Transportation,” and 
“Fire/Env/Infra.” The specific disasters included in 
each category were compliant with CAP-AU-ASD. This 
is the result of the organization of the disaster by 
Australia's Bureau of Meteorology, using CAP. The 
specification of this standard has been released, and 
validation and implementation have been reported 
[10]. We also added CBRN defense (chemical, 
biological, radiological and nuclear defense). CBRN 
represents protective measures taken in situations in 
which chemical, biological, radiological or nuclear 
warfare (including terrorism) hazards may be present. 
It consists of passive protection, contamination 
avoidance, and mitigation. A CBRN incident differs 
from a hazardous material incident in both intent and 
scope (i.e. CBRN can be a mass casualty situation). 
CBRN incidents are responded to under the 

assumption that they are intentional and malicious; 
preservation of evidence and perpetrator apprehension 
are of greater concern than in HAZMAT incidents. We 
evaluated 45 disasters, including Earthquake, 
Tsunami, shooting, and Ballistic Missile Attack. 
Emergency disaster information for other than the 
aforementioned types necessary for assisted 
evacuation was extracted and systematized from 
existing global standards for large-scale disasters. 
 
The message was designed so that all of these could be 
expressed using 122 bits length. This is to enable 
broadcasting from both QZSS, a GNSS developed by 
Japan, and Galileo, an EU-developed GNSS. 
 
3.2 Technique to handle all information in a narrow band 

In order to efficiently represent information in a very 
limited space of 122 bits, we used a technique based on 
a relational database method generally used in 
information engineering. Table 2 shows the overall 
message allocation, and the following tables show the 
design details of each in Fig. 1. 
 
In Table 4, “Geo” is assigned to “000” and “001.” In 
Table 5, “ Earthquake,” “Debris Flow,” 
“Typhoon/Tropical Cyclone,” “ HeavySnow,” 
“Chemical,” “Shooting,” and “Forest Fire” are assigned 
to “000.” If you want to identify and express the type of 
disaster, use the value pairs in Table 4 and Table 5. For 
example, to express “Earthquake,” “000000” is used by 
combined “000” in disaster category Table 4 and “000” 
in disaster category Table 5. In a same way, to express 
“ Typhoon/Tropical Cyclone” “001000” is used by 
combined “001” in Table 4 of the disaster category and 
“000” in Table 5 of the disaster type. In Table 4, two 
types of codes are assigned to “Geo” and “Met,” 
respectively. This is a measure to increase the number 
of disaster types and the number of generated groups. 
The first “000” to “111” in Table 5 are paired with the 
first “000” in Table 5 and are represented by 6 digits. 
The next “000” to “111” in Table 5 is paired with the 
second “000” in Table 4 and is represented by another 
6 digits. This operational rule is also applied in Table 
7 and Table 8. 
 
Table 9 shows how to express the areas where the 
victims need to take action to survive. In general, 
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disasters, especially natural disasters, cause damage 
in an area rather than a specific point. To express this, 
we adopted an ellipse representation method. 
“Latitude” and “Longitude” indicate the center of 
Ellipse, “Semi-major axis length” indicates the major 
axis of the ellipse, “Semi-minor axis length” indicates 
its minor axis, and “Semi-major axis azimuth angle” 
Specify the angle of the ellipse. A specific example of a 
disaster area is shown in Fig. 6. Latitude is 40.19745 
deg, Longitude is 140.1355 deg, Semi-major axis 
length is 46.416 m, Semiminor axis length is 21.544 m, 
Semi-major axis azimuth angle is 24.09 deg, so 
“101110010010101,” “1110001110100110,” “ 1000,” 
“0111,” “0010001” are generated. With the method 
described above it was possible to broadcast the 
contents, severity, and instructions for rapid 
evacuation behavior of the disaster effectively using 
the 122 bits length.  

 

Table 2. Common EWS Message Design : top view in 122 bits 
  Bit 

Length Range 

Identifier 
Message type 3 Table 3 
Country ID 10 Country code of Maritime Identification Digits 
Provider ID 6 Prepared Code table by each country 

Event 
Event Category 3 Table 4 

Event Subcategory 3 Table 5 
Severity 2 Table 6 

Chronology 
Event Onset 16 Time Format 

Expected Duration 4 Continuous time 

Guidance 
Guidance Library 2 Prepared Code table by each country 

Response Type 3 Table 7 
Instruction 3 Table 8 

Target Area Target Area 46 Table 9 
Specific Settings Specific Settings 21 Several structured table 

Table 3. Common EWS Message Design: 
Message type in 3 bits 

  code 

Initial Alert 000 

1st Update 001 

2nd Update 010 

3rd Update or more 011 

Training 100 

Test 101 

Cancellation 110 

False alert 111 

 

Table 4. Common EWS Message Design: 
Event Category in 3 bits 

  code 

Geo 000 

Geo 001 

Met 010 

Met 011 

Safety/Terrorism 100 

Security/Terrorism 101 

Transport 110 

Fire/Env/Infra 111 

 

 

Figure 6: Representation Method of “Target Area.” 
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Table 5. Common EWS Message Design :   
Event Sub-category in 3 bits 
 code  code 

Earthquake 000 Chemical 000 

Tsunami 001 Biological 001 

Crack in the 
Ground/Sinkhole 010 Radiological 010 

Landslide/Avalanc
he 011 Nuclear 011 

Satellite/Space 
Re-entry 
Debris/Meteorite 

100 Explosive 100 

Pyroclastic Flow 101 
Unidentified 
Mysterious 
Animal 

101 

Lava Flow 110 Undefined Flying 
Object 110 

Volcanic Mud 
Flow 111 reserved 111 

Debris Flow 000 Shooting 000 

Ash Fall 001 Ballistic Missile 
Attack 001 

Volcano 010 
Guerrilla Attack/ 
Special Forces 
Attack 

010 

reserved 011 Large-scale 
Terrorism 011 

reserved 100 Air Strike 100 
reserved 101 Hijack 101 
reserved 110 Chemical Attack 110 

reserved 111 Explosive 
Material Attack 111 

Typhoon/Tropical 
Cyclone 000 

Nautical disaster/ 
Maritime/ 
Marine Security 

000 

Tornado 001 Train/Rail Crash 001 
Storm 010 Bridge Collapse 010 
Snow 
Storm/Blizzard 011 Aircraft 011 

Hailstorm 100 Oil Spill 100 
Dust Storm 101 reserved 101 
WindWave/Storm 
Surge 110 reserved 110 

HeavyRain 111 reserved 111 
HeavySnow 000 Forest Fire 000 

Flood 001 Structure Fire/ 
Industrial Fire 001 

Lightning 010 Geomagnetic 
storm 010 

Extreme Heat 011 missing person 011 

Wind Chill/Frost 100 Air pollution/ 
Acid Rain 100 

Supercell/Downbu
rst 101 Building Collapse 101 

reserved 110 Dam Failure 110 
reserved 111 reserved 111 

 

Table 6. Common EWS Message Design :  
Severity in 2 bits 

 code 

Extreme: Emergency 

Warning (JMA standard) 
00 

Severe: Warning 

 (JMA standard) 
01 

Moderate: Advisory  

(JMA standard) 
10 

Minor: No Warning nor 

Advisory (JMA standard) 
11 

Table 7. Common EWS Message Design :  
 Response Type in 3 bits 

  code 

Evacuate – Evacuate as instructed in the 

<instruction> 
000 

Execute – Execute the <instruction> 001 

Avoid – Avoid the subject event as per the 

<instruction> 
010 

Stay inside and Execute - Execute the 

<instruction> 
011 

reserved 100 

reserved 101 

All Clear – Situation is back to normal, 

information provided in <instruction> 
110 

None – No action recommended 111 
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4      Field Test Specification 

We created a file that uses the disaster and 
evacuation instructions in the Common EWS 
Message format shown in the previous chapter, 
broadcasted them on the L1 band link occupying 
1,560-1,590 MHz of QZSS shown in Fig. 5, and 
received them with laptops and smartphones. 
 
4.1 Broadcasting Emergency Warning Information 

The Emergency Warning information broadcast uses 
the L1 band of QZSS, a GNSS that Japan developed 
and operates, and is converted into a message 
according to the format shown in Chapter 3. Every 4 
seconds, the QZSS L1 band broadcasts positioning 
information 4 times and other information once. We 
utilize this message for common EWS. Experimental 
data was created for the message broadcast 
according to the format shown in Chapter 3. The 
broadcast occured at the time shown in the section 
titled Field Test Period. 
 
4.2 Field Test Period 

Field tests were held on August 20th (Wed.), 21st 
(Thu.), and 22nd (Fri.) of 2019, all from 10:00:00 a.m. 
to the end of the morning data broadcast, and from 
13:00:00 to the end of the afternoon data broadcast. 
These dates and times are all standard time in 
Japan. During this period, the weather was clear 
with almost no wind. 
 
4.3 Field Test Method 

Throughout the period we received Emergency 
Warning information broadcast using the L1 band of 
QZSS on laptops and smartphones. The laptops 
stored the data as files and displayed it on the screen. 
The smartphone similarly receives all Emergency 

Table 8. Common EWS Message Design :  
 Instruction in 3 bits 

  code   code 

Urban areas 000 reserved 000 

Building 001 reserved 001 
Sea, Coasts and 

Beaches 010 reserved 010 
Forest and bush 

areas 011 reserved 011 
Immediately escape 

from present position 
(Japanese warning 
level 4) 

100 reserved 100 

Immediately escape 
from Target Area 101 reserved 101 

Riverside area 110 reserved 110 

Hillsides 111 reserved 111 
Join official meeting 

point (building, 
square…) 

000 reserved 000 

Reach closest 
building 001 reserved 001 

Protect your body or 
head under the stable 
structures. (Japanese 
warning level 5) 

010 reserved 010 

Evacuate disabled 
people(Japanese 
warning level 3) 

011 reserved 011 

Prepare for 
evacuation (Japanese 
warning level 3) 

100 reserved 100 

Use TV, Radio & 
emergency broadcast 
system (Japanese 
warning level 2) 

101 reserved 101 

reserved 110 reserved 110 

reserved 111 reserved 111 
Using transportation 

(public or private) 000 End of the 
event 000 

Using communication 
networks (phone, 
internet) 

001 End of 
evacuation 001 

reserved 010 Back to normal 
situation 010 

reserved 011 End of 
containment 011 

reserved 100 reserved 100 

reserved 101 reserved 101 
reserved 110 reserved 110 

reserved 111 reserved 111 
Turn off electrical/gas 

equipment and power 
(Japanese warning 
level 5) 

000 Test 000 

Caulk doors and 
windows 001 Exercise 001 

Reach high floor or 
roof top 010 reserved 010 

Reach basements or 
ground floor 011 reserved 011 

Turn off electrical 
equipment and power 
and caulk doors and 
windows 

100 reserved 100 

Stay in a safe area in 
the building 101 reserved 101 

Take iodine pills 110 No action 
recommended 110 

reserved 111 Unavailable 
guidance 111 

 

Table 9. Common EWS Message Design :   
Target Area in 46 bits 

  Bit length 

Latitude 15 

Longitude 16 

Semi-major axis length 4 

Semi-minor axis length 4 

Semi-major axis azimuth angle 7 
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Semi-minor axis length 4 

Semi-major axis azimuth angle 7 

Warning information, but outputs it to the screen and 
stores it as a file only when the examiner location 
matches that of the transmission. On August 20th we 
stayed at a specific location and conducted this 
reception experiment. On the 21st and 22nd, we 
conducted the test (1) in a test car equipped with 
laptops and smartphone and (2) with an experimenter 
on foot carrying a smartphone. 
 
At this time, laptops received all Emergency Warning 
information that was broadcast and outputted the 
results. In the case of a smartphone, the received 
information was outputted only when an examiner was 
in the area specified in Fig. 6 in Chapter 3. 
 
In addition, we manually checked if the output results 
were as planned and recorded the results in Fig. 7. Fig. 
8 shows the actual output status on laptops, and Fig. 9 
shows it on a smartphone. 
 

 

Fig. 7: The actual recorded sheet. 
 

 

Fig. 8: The actual output status on laptops. 
 

 

Fig. 9: The actual output status on a smartphone. 
 

4.4 Equipment for Our Field Test 

The specifications of laptops and smartphone used in 
the field test were as follows (Table 10, Table 11). The 
QZSS signal receiver connected to both by wire are as 
follows (Table 12). The external specifications of the 
software created for this field test running on a laptop 
and a smart phone are as follows (Table 13, Table 14). 
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Table 10: The specifications of laptops 
Product name Lenovo ThinkPad X280 

Processor Intel(R) Core (TM) i7-8550U CPU 

OS Windows 10 Home 64 bit 

Memory 16.0 GB Soldered DDR4-2400 

Storage 512GB SSD 

 
Table 11: The specifications of the smartphone 

Product name SONY XPERIA SO-O2J 

Processor 
8 GHz (dual-core) 

 +1.4 GHz (quad-core processor) hexa-core 
OS Android (TM) 6.0 

Memory 3 GB 
Storage 32 GB 

 
Table 12: The specifications of the QZSS signal 

receiver 

Product name NEC QZ1 

Signals 
QZSS’s L1-C/A, L1-SAIF,  

GPS’s L1-C/A, GLONASS’s L1 

Positioning Mode GPS, GPS +QZSS, GLONASS 

Interface 
Micro-USB (corresponding  

to USB2.0) terminal 

Communication 
Bluetooth Ver3.0 / Class2  

corresponding to SPP/ SPP profile 
Transmit Data 

Format 
NMEA-0183 

 
Table 13: The external specifications of the software 

for Android on SONY XPERIA SO-02J 
Language XAML, C#, SQLite 

Size AppSize 107 MB, UserData 179 MB 
Input Bluetooth Adapter 

Output SQLite DB File on Internal Storage 
 

Table 14: The external specifications of the software 
for Windows 10 on ThinkPad X280 

Software name 
Tera Term 

https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en 

Input 
Connect the QZSS receiver QZ1 to  

the PC COM port with a USB cable. 
Output Tera Term .log file on storage 

Baud Rate 115,200 bps 
Data length 8 bits 

Parity 1 bit 

4.5 Field Test Location and Number of Participants 

Our field test was conducted while reciprocating about 
5 km on the public road “Rinkai Road Omori Line 1” 
which is part of the Noshiro Space Event venue in 
Noshiro City, Akita Prefecture (Fig. 10). A field test of 
3 days was conducted while 8 experimenters changed. 
 

 

Fig. 10: Field test location. 
 

4.6 Emergency Warning Message Data for Field Test 

In this field test, three types of disasters were selected: 
Tsunami, Volcano, and Ballistic Missile Attack. 
Regarding “Severity” and “Message Type,” all values of 
its range were assigned in the message data at least 
once. For the value of “Target Area,” we prepared a 
number of superior message records that contain the 
area of the current experimental location as the value. 
 
Table 15 shows the specifications for this field test data 
broadcast starting from 10:00 A.M. The message 
records indicated by ID1 includes the location of this 
field test as “Target Area,” which indicates that a 
tsunami has occurred, with a “Severity” value of 
“severe.” This broadcast executed by this message is 
“initial Alert.” The message record indicated by ID2 
presents its Emergency Warning as updated 
information. The message record indicated by ID3 
presents cancellation. The following column shows 
how many times the records are broadcast. The 
subsequent columns show the output specifications on 
the smartphone. If the Emergency Warning 
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records indicated by ID1 includes the location of this 
field test as “Target Area,” which indicates that a 
tsunami has occurred, with a “Severity” value of 
“severe.” This broadcast executed by this message is 
“initial Alert.” The message record indicated by ID2 
presents its Emergency Warning as updated 
information. The message record indicated by ID3 
presents cancellation. The following column shows 
how many times the records are broadcast. The 
subsequent columns show the output specifications on 
the smartphone. If the Emergency Warning 

information is the location of the smartphone user, it 
decides what output format to notify the user. The 
actual field test broadcast data created according to 
this specification is the 122 bits part shown in Table 16. 
 
In accordance with the specifications of QZSS, we 
added codes necessary for broadcasting other than 
Emergency Warning information to the front and back, 
made one message, and broadcasted one record every 
4 seconds using the L1 band of QZSS. 
  

Table 15. Data specification 

  
  

Table 16. Actual data set for our field test (partial) 
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5 Result of Our Field Test 

Since GNSS broadcasts information that determines 
the current location of the user, we can use the fact 
that Emergency Warning information broadcasts at 
the same time and the location information of the 
owner of the mobile device to determine whether 
necessary evacuation information can be 
discriminated. For this field test, we took advantage of 
this and verified its usefulness by broadcasting the 
Emergency Warning and position information using 
GNSS. 
 
In this experiment, we used laptops and smartphone 
installed in the car and a smartphone carried by a 
pedestrian. The result of laptops and smartphone 
installed in the car were reported on this paper. The 
reason was both results were almost the same and we 
wanted to omit them for want of space. 
 
5.1 Number of messages to receivers 

The results of the field test by the method shown in 
Chapter 3 is shown in Table 17. The Message A column 
indicates the number of messages stored on the 
Windows 10 of the laptops, and relates to the 
positioning information that was broadcast 4 messages 
in 4 seconds out of the messages broadcast from QZSS. 
The second column is the Emergency Warning 
information message created for this experiment, 
stored on Windows 10 laptops. One message was 
broadcast every 4 seconds, and we recorded how many 
were received. 
 

Table 17: Number of Messages stored in each 
Device 

 

 
5.2 Synchronism between positional and emergency 

warning information 

In order to check whether the number of records 
received shown in the previous section was uneven 
depending on the acquisition time, the record number 

was accumulated over time and plotted. Fig. 11 shows 
the results of the experiment on the 20th. Fig. 12 and 
Fig. 13 are for the 21st and 22nd, respectively. The 
three types of plots are the same as in the previous 
section. The red dotted line is the number of messages 
related to positioning information that are broadcast 
by 4 messages in 4 seconds among the messages 
broadcast from QZSS. This information was stored on 
Windows 10 machines. The blue dotted line is for the 
number of recorded messages of Emergency Warning 
information created for this experiment among those 
stored on the Windows 10 machines. This is the 
number of messages that was acquired from 
broadcasting one message every 4 seconds. The green 
dotted line is the cumulative number of messages 
output after the smartphone's Android 6.0 application 
made a discrimination according to the positioning 
information described above. 
 

 

Fig. 11: The results of the experiment on the 20th. 
 

 

Fig. 12: The results of the experiment on the 21st. 
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Fig. 11: The results of the experiment on the 20th. 
 

 

Fig. 12: The results of the experiment on the 21st. 
 

 

Fig. 13: The results of the experiment on the 22nd. 
 
5.3 Receiving locations 

In order to confirm whether or not the records shown 
in the section titled Number of messages to receivers 
were received according to the position where the data 
was acquired, the device positions were plotted on a 
map. Fig. 14 is the positioning of laptops that received 
the record on the 21st. Fig. 15 shows the position 
information of the laptops that received the 
Emergency Warning record. The test on the 22nd is 
also expressed in a plot, but the publication is omitted 
due to the similar results. 
 

 

Fig. 14: The position of machines that received the 
emergency warning record on laptops. 

 

 
Fig. 15: The positioning of machines that received 
the emergency warning record on smartphones. 

 

6 Discussion 

6.1 Broadcasting Positioning Information and Emergency 

Warning Information 

Since GNSS broadcasts information that measures the 
current location of the user, if Emergency Warning 
information is broadcast at the same time, the location 
information of the owner of the mobile device is used 
to determine whether evacuation is necessary. We 
verified its usefulness by simultaneously broadcasting 
the Emergency Warning information broadcasting and 
the positioning information using GNSS. 
 
Fig. 14 and Fig. 15 were compared. The acquisition 
tendency has no dependency on the location of the 
receiver between the positioning information message 
and the Emergency Warning information message 
broadcast from QZSS. 
 
For the next step, Fig. 11, Fig. 12, and Fig. 13 were 
compared. It appears that the number of Emergency 
Warning messages received shows about a quarter of 
the number of messages broadcast from QZSS being 
related to positioning information. Positioning 
information was broadcast once a second, and 
Emergency Warning information was broadcast once 
every 4 seconds. As long as these graphs are referenced 
properly, both receive emergency disaster information 
with synchronized timing and frequency. Nevertheless, 
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we cannot overlook the fact that Emergency Warning 
information was not received for a certain period of 
time. Fig. 16 shows an example of this in both the table 
and plot. The x-axis is the accumulated number of 
received messages and the y-axis is run time. This 
shows that Emergency Warning information cannot be 
received once every 4 seconds. Similar instances 
occurred twice in the experiment on the 20th, 6 times 
and twice on the 21st and 22nd. 
 

 
Fig. 16: Emergency Warning information has not 

been received for a certain period of time. 
 
Our hypothesis for this is the receiver used for this 
field test receives not only broadcast signals from 
QZSS but also position information from GPS and 
GLONASS. On the other hand, the only source of 
Emergency Warnings was from QZSS. The former has 
sufficient redundancy, and the latter has no 
redundancy, which explains the gaps in Emergency 
Warnings. To what extent this deficiency rate affects 
evacuation behavior and how much redundancy can be 
expected through simultaneous broadcasting with 
Galileo will be included in future studies and 
incorporated into the plan of the next experiment. 
 
6.2 Selection of Emergency Warning Information using 

Positioning Information 

Since GNSS broadcasts information that measures the 
current location of the user, if Emergency Warning 
information is broadcast at the same time, the location 
information of the owner of the mobile device can be 
used to determine whether evacuation is necessary 
With focus on this, apart from the case in the section 
titled Number of messages to receivers, when the 
smartphone outputs Emergency Warnings, it 
confirmed the location indicated by the Emergency 

Warning. 
 
The experimental data created for the field test, 
described in the section titled Emergency Warning 
Message Data for Field Test, includes a number of 
messages, indicating the non-experimental locations 
in the value of the “Target Area.” Therefore, we verified 
whether the “Number of Message C” in Table 17 
matched or included the Target Area value of 
Emergency Warning information. As a result, the 
messages output from the smartphones on August 
20th, 21st, and 22nd all take on the values of the 
“Target Area” in the Emergency Warning information 
broadcast by QZSS and the values of the location 
received by the smartphone. Because a match was 
shown, it can be easily and reliably realized whether 
the Emergency Warning information broadcasting 
from the same GNSS network is necessary at the 
receiving location. 
 
6.3 Identification and Representation of “Target Area” in 

Ellipse 

As shown in Chapter 3, in the common EWS that we 
developed, the value of “Target Area” is represented as 
an ellipse. In this field test, it was not possible to 
confirm whether this method was suitable for 
operation nor whether it matched the current 
mechanism. This is because the purpose of this field 
test was to determine whether Emergency Warning 
information created in accordance with the designed 
common EWS message could be received at the same 
timing and frequency as positioning information. 
Therefore, test data sufficient to judge the concern was 
not prepared. 
 

7 Conclusion 

Since GNSS broadcasts information that measures the 
current location of the user, if Emergency Warning 
information is broadcast at the same time, the mobile 
device can determine whether evacuation is necessary. 
For this experiment, we tried broadcasting our 
positioning and Emergency Warnings using GNSS and 
verified their usefulness. Among the issues of 
broadcasting Emergency Warning information to 
GNSS, we focused on the METHANE Protocol as a 
solution to the shortage of information. The 
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7 Conclusion 

Since GNSS broadcasts information that measures the 
current location of the user, if Emergency Warning 
information is broadcast at the same time, the mobile 
device can determine whether evacuation is necessary. 
For this experiment, we tried broadcasting our 
positioning and Emergency Warnings using GNSS and 
verified their usefulness. Among the issues of 
broadcasting Emergency Warning information to 
GNSS, we focused on the METHANE Protocol as a 
solution to the shortage of information. The 

information required for self-help was selected and 
structured immediately after the disaster. The results 
were introduced in this paper as the design of the 
common EWS message. We created a message 
according to this design, broadcast it from QZSS, and 
conducted a reception experiment using a smartphone 
and laptops. We received 27,000 records (messages) 
per day and confirmed its utility from the contents. In 
the future, we aim to shift to the operational viewpoint 
and verify the suitability of the specification and 
expression of the “Target Area” value represented as 
an ellipse and the creation of a global standard 
operational system. 
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Abstract 
It has been shown that social participation and leisure activities may reduce cognitive decline in the 
elderly and reduce the risk of MCI and dementia. However, since the number of researches is small, it 
is necessary to carry out further higher quality research. 
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1 はじめに 
社会参加は、家庭や社会に関与し役割を果たすことであ

る[1]。また、高齢者において、社会参加は、社会やコミュニ
ティ内で他者と関わることができる活動に参加することである

[2]。 
日本では、2000 年から導入された介護保険を中心に、

さまざまなサービスを展開させることで、高齢者に社会参加

や余暇活動の充実を促す施策がとられてきた。内閣府の調

査[3]では、高齢者全体の外出頻度は「ほとんど毎日」が最
多（61.4%）である。そのうち趣味・余暇・社会活動は、外出
する主な目的の 44.6%であり、買い物や通院に次ぎ 3 番目
に多い。外出頻度は男女ともに年齢が上がるほど低くなり、

男性 80 歳以上は５割（55.6％）、女性 80 歳以上は４割
（39.8％）に低下する。また、外出する主な目的は男女とも 
80 歳以上は、趣味・余暇・社会活動を含め多くの項目で低
くなるが、通院や通所は高くなる。これは加齢に伴い外出頻

度が低下し、社会参加・余暇活動が減少してしまうことを示

唆する。一方、病院やデイサービスなどは社会参加・余暇活

動の場として重要な役割を担う。 

2 認知機能に影響を与える社会参加・余暇活動 

社会参加・余暇活動は、高齢者の認知機能に影響を与え

る要因のひとつである。横断研究は、社会参加・余暇活動が

高齢者の認知機能を維持させること [4-6]を報告した。
Sakamoto ら[6]は、高齢者の社会参加のみならず、地域の
社会活動の活発さが、高齢者の認知機能の維持に関連して

いる可能性を示唆した。地域在住の高齢者を対象として、個

人および地域の社会活動の種類の数と認知機能との関連を

検討した。解析対象者は、家庭訪問による認知機能評価に

参加した 261 人のうち、脳卒中の既往がなく社会活動の種
類の数と認知機能検査の結果に欠測のない 180 人であっ
た。地域の社会活動の活発さの算出対象は、当該地区の 
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った。結果は、4 年間の追跡調査により、クロスワードパズル
をすること、トランプをすること、組織に参加すること、映画・

演劇を見ること、そして芸術活動を実践することの余暇活動

が、アルツハイマー病のリスクの低下と有意に関連しているこ

とを示した。一方、友人や親戚を訪問することまたは友人や

親戚を招待すること、雑用をしたり、庭に行ったり、散歩に出

かけたりすること、テレビやラジオの視聴、音楽の聴取、編み

物とは有意な関連は見られなかった。 
また、Verghese ら[14]は、社会参加・余暇活動が、MCI
（Mild Cognitive Impairment, 軽度認知障害）のリスクを
低下させる可能性があることを示した。対象はMCIでも認知
症でもない地域在住の75歳以上の高齢者437名であった。
結果は、追跡調査機関 5.6 年（中央値）において、58 名が
健忘性 MCI に移行した。認知機能活動スケールの上昇が
健忘性 MCI のリスク低下と関連していたが、身体機能活動
スケールの上昇は関連がなかった。 
さらに社会参加・余暇活動は、アルツハイマー病の発症因

子であるアミロイドβの沈着を妨げる可能性がある。Landau
ら[15]は、社会参加・余暇活動がアミロイドβの沈着の抑制と
関連することを報告した。対象者は健常高齢者 65 名（平均
年齢 76.1歳）、アルツハイマー病患者 10名（平均年齢 74.8
歳）、および健常若年者 11名（平均年齢 24.5年）であった。
結果は、余暇活動の頻度の高い高齢者は、健常若年者と同

程度のアミロイドβの沈着であり、余暇活動の頻度の低い高

齢者は、アルツハイマー病患者と同程度のアミロイドβの沈

着であった。 

3 社会参加・余暇活動の介入研究 
Iizuka ら[16]は、高齢者を対象とした介入研究で使用さ
れている社会参加や余暇活動の種類、これらの活動が認知

機能を改善するのか、認知機能低下を抑制するのかについ

て PRISMA 声明（the Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-analyses Statement）に
則り、システマティック・レビューをおこなった。その結果、芸

術、作文、ボードゲーム、読書、コンピュータスキル、手工芸、

クロスワードパズルに関する20の研究が対象となった。20の
研究のうち、13 の研究はいくつかの認知機能において改善
を示した。これら 13 の研究のうち 12 において、介入効果は
特定の認知機能ではなく、むしろ、複数の認知機能に対して

みられた。結論として、高齢者の認知機能は社会参加や余

暇活動を通して改善できることを示唆した。以下に具体的な

研究を示す。 
芸術： 3つの研究[17-19]のうちの 1つ[18]が認知機能に
対する介入効果を示した。その研究は、介入が実行機能を

改善すると報告した Schindler ら[18]によって行われた。彼
らは、介入プログラムを 2 つのグループに分けた。芸術素材
の検討、分析、解釈からなる「認知芸術プログラム」と、アート

ワークの作成と発表からなる「視覚芸術プログラム」を実施し

た。結果は、認知芸術プログラムは視覚芸術プログラムよりも

介入効果をもたらした。 
作文：4つの研究[19-22]のうちの 2つ（治療的執筆、自伝）

[20,21]において、認知機能に対する介入効果がみられた。
治 療 的 執 筆 で 、 ADAS-cog （ Alzheimer's Disease 
Assessment Scale-cognitive subscale）のスコアが改善さ
れた[19]。自伝に関しては、注意力および言語記憶への影
響がみられた[20]。しかしながら、その研究は試験前 - 試験
後の実験デザインであったため、その影響は対照群との比

較の結果とは見なされなかった。自伝を含むその後の RCT 
(randomized controlled trial)では介入効果は観察されず
[21]、日記を使用した介入の結果として認知機能の改善は
みられなかった[22]。 
ボードゲーム：ボードゲームに関する研究は、伝統的なタ

イのボードゲームであるスカを使用した[23]。スカプログラム
では、参加者は遊ぶ前にスカの基本的なルールとテクニック

についての講義を受けた。スカプログラムは、言語記憶、視

覚記憶、注意力および実行機能を改善することを示した。 
読書：2 つの研究が読書に関連していた[24,25]。ひとつ
は、本を読んで話し合うことであった[24]が、認知機能に対
する介入効果はみられなかった。もう一方は参加者が絵本を

読むためのテクニックを子供たちに教えるプログラムであり

[25]、遅延の言語記憶が改善された。 
コンピュータスキルの習得と手工芸：2 つの質の高い研究

[26,27]は、健常高齢者を対象とし、コンピュータ技術の習得
に関連した介入により、認知機能の改善に成功した。参加者

は介入に使用されたソフトウェアに関する経験は全く持って

いなかった。Park ら[27]は介入活動をデジタル写真技術の
習得、手工芸技術の習得、そしてその両方に分けた。デジタ

ル写真技術の介入の内容は、デジタルカメラの使い方を学

ぶことと、プロの写真用編集ソフトウェアを使用するために必

要なコンピュータスキルを習得することであった。手工芸では、

基本的な手工芸スキルを習得した。デジタル写真技術の介

入の結果として、エピソード記憶および視空間処理に対して

介入効果がみられた。さらに、エピソード記憶と処理速度の

向上が、デジタル写真技術と手工芸の両方を学んだグルー

プで観察された。Klusmannら[26]が行った研究では、一般
的なソフトウェアとハードウェアの使い方を学ぶことで、即時

および遅延の記憶、実行機能を改善させることが報告されて

いる。 
クロスワードパズル：クロスワードパズルの介入は[22]、健
常高齢者を対象とし、新聞を参考にして作成されたクロスワ

ードパズルを使用した。音声言語の流暢性に対して介入効

果がみられた。 
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(randomized controlled trial)では介入効果は観察されず
[21]、日記を使用した介入の結果として認知機能の改善は
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ボードゲーム：ボードゲームに関する研究は、伝統的なタ
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では、参加者は遊ぶ前にスカの基本的なルールとテクニック

についての講義を受けた。スカプログラムは、言語記憶、視
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読書：2 つの研究が読書に関連していた[24,25]。ひとつ
は、本を読んで話し合うことであった[24]が、認知機能に対
する介入効果はみられなかった。もう一方は参加者が絵本を
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[25]、遅延の言語記憶が改善された。 
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[26,27]は、健常高齢者を対象とし、コンピュータ技術の習得
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要なコンピュータスキルを習得することであった。手工芸では、

基本的な手工芸スキルを習得した。デジタル写真技術の介

入の結果として、エピソード記憶および視空間処理に対して

介入効果がみられた。さらに、エピソード記憶と処理速度の

向上が、デジタル写真技術と手工芸の両方を学んだグルー

プで観察された。Klusmannら[26]が行った研究では、一般
的なソフトウェアとハードウェアの使い方を学ぶことで、即時

および遅延の記憶、実行機能を改善させることが報告されて

いる。 
クロスワードパズル：クロスワードパズルの介入は[22]、健
常高齢者を対象とし、新聞を参考にして作成されたクロスワ

ードパズルを使用した。音声言語の流暢性に対して介入効

果がみられた。 

4 さいごに 

高齢者の社会参加・余暇活動に関する研究は、認知機能

低下を抑制し、MCI・認知症のリスクを低下させる可能性を
示した。しかし、研究数が少ないため、さらなる調査・研究を

行い、より質の高い研究を蓄積する必要がある。 
本稿は, 『認知症ハンドブック 第 2 版』 第 4 章認知症の
危険因子と予防 H社会参加・余暇活動と認知症の関係をも
とに、加筆修正したものである. 
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遠隔によるソフトウェア開発 PBL と 
よりコンパクトな授業動画収録システムの開発 

中 鉢 欣 秀* 

Software development PBL with tele-communication and  
a compact lecture video recording system 

Yoshihide Chubachi* 

Abstract 

The Advanced Institute of Industrial Technology (AIIT) has been conducting PBL (Project Based 
Learning) type education as a compulsory subject for obtaining a professional degree since 2007, 
immediately after its beginning. In 2020, due to the spread of infectious diseases caused by the new 
coronavirus that occurred in Wuhan, China, it became impossible to conduct face-to-face classes as 
before. Like many universities in Japan, all classes are remote at our university, and PBL is also forced 
to be conducted remotely. In this paper, we first report on the status of remote PBL. Next, we will 
describe the newly constructed more compact system by improving the class video recording system 
that was previously constructed. 
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1 はじめに 

東京都立産業技術大学院大学（以下，AIIT）では，開学

直後の 2007 年度から専門職学位取得のための必修科目と

して PBL（Project Based Learning）型の教育を行っている． 
2020 年度は，中国武漢で発生した新型のコロナウイルス

による感染症の拡大を受けて，従来通りの対面での授業が

実施できなくなった．国内の多くの大学と同様，本学でも全

ての授業が遠隔となり，PBL もまた遠隔で実施することを余

儀なくされている． 
本論文では，まず，現在実施している遠隔による PBL の

状況について報告する．この内容は文献[1]を再構成したも

のである．次に，文献[2]で構築した授業ビデオの収録シス

テムを改善し，よりコンパクトなシステムを新たに構築したの

でこれについて述べる． 

2 ソフトウェア開発 PBL の遠隔実施 

PBL を遠隔で実施すること自体は，筆者にとって初めて

の試みではない．過去，海外（ベトナム，ブルネイ等）の学生

チームと日本の学生チームとで遠隔 PBL を実施した経験が

ある[2][4]．ただし，その場合であっても海外の学生と日本の

学生はそれぞれの拠点において対面でチーム活動をしてお

り，対面が全く許されない今回の状況とは異なっている． 

そのため，当初，学生が同じ場所に集まることの全くでき

ない遠隔での PBL は通常より困難なものとなるであろうと予

測していた．本発表では，開始から 3 ヶ月弱が経過した筆者

が担当する遠隔 PBL の現状について，学生からのヒアリン

グ結果を交えて報告する． 
 

3 遠隔 PBL の実施方法と学習への影響分析 

3.1 本プロジェクトの学習目標と通常時の実施法 

本 PBL の学習目標は，アジャイル開発手法の本質を学

ぶことであり，実際のソフトウェア開発プロジェクトを通してア

ジャイル開発を実践できるようになることである．アジャイル開

発の知識を学ぶだけではなく，チームによるソフトウェア開発

の生産性を向上させるための技術を 1 年間のプロジェクトを

通して学ぶ．チームの自己組織化，継続的な改善等により，

チームとしてのアジリティをどのように高めていくかについて，

実際のソフトウェア開発体験に基づき深く学習する． 
開発するソフトウェアは Web アプリケーションやスマートフ

ォン・アプリケーションであり，アジャイル開発のフレームワー

クとして標準的なスクラムによる開発を行う．実際に開発する

ソフトウェアは学生自身が企画する． 
また，通常時の PBL では，週 1 回教員も参加するコア・ミ

ーティングと，これとは別に週 1 回のミーティングへの出席を
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最低限求めている．加えて，各自の個人作業の時間をとる必

要があり，取得単位数から計算してミーティングと個人作業と

を合わせて週 18 時間は PBL での学習にあてる必要がある．  
なお，AIIT の専門職修士課程には，職を持つ社会人学

生が多数在籍している．そのような学生は，業務の都合でや

むを得ずミーティングに遅刻・欠席する者も多かったが，限ら

れた時間を有効に活用しながら学習時間を確保し，プロジェ

クトでの学習を進めている． 
 

3.2 遠隔 PBL の実施方法と学習への影響分析の方法 

本年度の遠隔 PBL においても，授業の形態が遠隔にな

ること以外，学習目標は一切変更せずに実施することとした．

遠隔で実施するためのコミュニケーション・ツールとして

Google Meet と Slack を利用することにし，プロジェクト管理

のツールとしては Backlog を使う．これら以外のツールは学

生が選択することとした． 
本年度は，学生の意向を受け，学外のベンチャー企業と

共同で，医療分野で利用する Web アプリケーション開発を

行うこととなった．そのため，プロジェクト・チームでの作業に

加えて，学外のステーク・ホルダーとのやり取りも発生する． 
なお，本年度のチーム・メンバーは PBL が始まる前に既

に顔見知りであり，一定の信頼関係が構築されていた． 
以上の状況において，PBL を遠隔で行うことによる影響に

ついて分析するため，学生から遠隔 PBL のメリット，デメリッ

トをヒアリングした． 
 

4 遠隔 PBL の実施状況と学生からの声 

4.1 遠隔 PBL の実施状況 

2020 年 6 月時点での遠隔 PBL の実施状況について述

べる．学生が利用しているコミュニケーション・ツールは前述

の Google Meet と Slack のほか， 
 
 チャットや画面共有，メンバーがオンラインかどうか

確認する等のための Discord 
 オンライン・ホワイトボードとして Miro 
 Google Drive 等のファイル共有ツール 
 
等となっている． 
週 1 回のコア・ミーティングは教員も交えて Google Meet

で実施し，成果物のレビューを行う．それ以外はチーム内や

学外のステーク・ホルダーと Slack やメールで連絡を取りつ

つ，他のツールを活用しながら非対面でプロジェクトを進め

ている．また，Discord はミーティングで使用するというよりも，

何らかの作業中に適宜連絡を取るために利用している． 
 

4.2 学生にとってのメリット・デメリット 

遠隔で PBL を実施することの影響を調べるため，学生か

ら簡単なヒアリングを行った．まず，遠隔 PBL のメリットとして

次の意見があった． 
 
 通学時間がかからない（メンバーによっては，毎日約

2 時間，時間を節約できている者もいる） 
 好きな時間に好きな場所で PBL の活動ができる 
 オンラインによりコミュニケ―ションの時間や機会が

増えて，メンバー同士の信頼関係が構築しやすい 
 遠隔でのミーティングは気軽に実施できる 
 既に信頼関係がある者同士なら会話がしやすい 
 一人の発言を参加者全員が集中して聞ける 
 お互いの顔が見えないので，相手の表情や自分の

振る舞いを気にせずに考えることだけに集中できる 
 あまり気をつかわなくていいので気楽 
 初対面の人と合う際，余計な気配りをしなくても良い

（名刺交換の際のマナーなど） 
 （PBL 以外でも）教授陣とのアポイントメントが取りや

すい 
 ヘッドホンを装着してビデオ/音声会議に参加すると

集中できる 
 自宅から参加するので落ち着く 

 
一方，デメリットとしては次の意見があった． 
 
 音声や動画だとチームの実際の雰囲気が体験でき

ない 
 会議時間が長くなり時間が無駄になることがある 
 言葉以外の情報が無くなり，ディスカッションの時間

が長くなりがち 
 時間の制約が緩くなりがち 
 時間に余裕ができる分、タイムマネジメントの意識を

持つ必要がある 
 初対面同士の議論が難しい 
 自分に関係のない話題だと内職されてしまう可能性

がある 
 相手が自分の話をどれくらい理解できているかの確

認が難しい 
 ネットワーク環境に依存する 
 回線が切れると気まずい 
 チームへの帰属意識が高まらない 
 学校への愛着がなくなってしまう 
 

5 遠隔 PBL に関する考察 

前節の結果から，遠隔による PBL がチームに与える影響
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一方，デメリットとしては次の意見があった． 
 
 音声や動画だとチームの実際の雰囲気が体験でき

ない 
 会議時間が長くなり時間が無駄になることがある 
 言葉以外の情報が無くなり，ディスカッションの時間

が長くなりがち 
 時間の制約が緩くなりがち 
 時間に余裕ができる分、タイムマネジメントの意識を

持つ必要がある 
 初対面同士の議論が難しい 
 自分に関係のない話題だと内職されてしまう可能性

がある 
 相手が自分の話をどれくらい理解できているかの確
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 回線が切れると気まずい 
 チームへの帰属意識が高まらない 
 学校への愛着がなくなってしまう 
 

5 遠隔 PBL に関する考察 

前節の結果から，遠隔による PBL がチームに与える影響

について考察する． 
まず，学生からの意見にあるように遠隔でのコミュニケーシ

ョンは実際に対面で会うよりも手軽である．移動のための時

間も節約でき，特に社会人学生にとっては有利である．学習

にかける時間の総量も対面で実施する場合よりも多くなって

いる（ただし，多くの企業で在宅勤務が推奨されていることの

影響もあろうから，過去の状況と単純には比較できない）． 
教員の視点からは，対面で実施していた時と比較してコ

ア・ミーティングで欠席する者が極めて少ないことが従来と比

較した際の大きな変化である．遠隔により場所を問わず参加

できるが故の良い影響が現れている． 
加えて，各種のツールを活用してコミュニケーションをして

いることから，プロジェクトの活動の記録が残りやすいというメ

リットも感じられる．例えば，従来はチームの振り返りをホワイ

トボードとポストイットを利用して実施していたが，遠隔で

Slack を利用して行う方式になったのでチームの改善への

取り組みが必ず記録として残る． 
なお，遠隔でのミーティングでは相手の表情がよく見えな

いことから指導内容が伝わっているのかどうか確信が持てな

い場面もある．ただし，これについては視覚に頼らず言葉で

明確に確認を求めることで，伝わっているかどうかがしっかり

と把握できるというメリットにもなっている． 
一方，既に信頼関係がある者同士のコミュニケーションは

遠隔でも問題ないが，プロジェクトに協力して頂いている学

外のステーク・ホルダーとの打ち合わせには難しさを感じて

いるようだ． 
一つ気がかりであったのは，みんなが楽しく活動できるの

か，ということであった．これができているかどうかを明確に示

すことはできないが，ミーティングで時折笑い声が聞こえるこ

とや，通常の雑談と同じように Slack で面白い情報の交換な

どが行われている様子を見ると意外と上手く打ち解けている

様子である． 
ただし，アジャイル開発ではチームの雰囲気を良くするた

めにテーブルにお菓子を置く習慣があるが，これについては

遠隔では不可能である． 
なお，今回はあまり障害となっていないが，コミュニケーシ

ョン・ツールの利用法に不慣れな学生が参加する場合，ツー

ルの利用方法に習熟するための学習コストが増えることは明

らかである．学生のネットワーク環境が十分に整っていない

場合には，更に実施が困難となるであろう． 
 

6 遠隔 PBL に関するまとめ 

現状，プロジェクト活動は学生の努力や工夫に支えられて

順調に進んでいる．しかしながら，今後，ソフトウェア開発が

本格化してきた際，遠隔で実施してきたこれまでの活動の蓄

積がどのように成果物に反映されるかは未知数である． 

プロジェクトは来年の 2 月まで継続するので，状況の変化

によっては対面での実施も可能になるかもしれない．そのよう

になった際，既に行っている遠隔での形態と，対面での形態

をどのように組み合わせていくかが課題となり得る． 
遠隔 PBL はこの 4 月から始まったばかりであり、その影響

が明らかになるのはまだ先のことである．本プロジェクトの学

習目標である，アジャイル開発の本質理解が遠隔 PBL でど

こまで達成されるのか，また，今後の状況の変化に応じた実

施形態としてどのようなものが適切なのか，等，引き続き試行

錯誤を続ける必要がある． 
これらを通じて新たな知見が得られた際には，改めて報告

したい． 
 

7 授業教材収録システム 

感染症対策のため，通常の授業も遠隔で実施することに

なった．本学は開学以来全ての授業をビデオで収録し，学

生に対して後日 Web で公開している．そのため，授業の際

には教室にビデオ撮影スタッフがおり，ビデオ撮影の補助を

する体制が整っている． 
遠隔で実施する授業には，大きく次の 3 つの形態がある． 
 
1. リアルタイム型 

 遠隔会議システムにより仮想的な対面形式で行う 
2. オンデマンド型 

 教員があらかじめ用意したビデオを学生が好きな

時間に視聴する 
3. ブレンデッド型 

 上記 1.と 2.の複合であり，2.で学んだ知識を用い

て 1.で演習を行う，なとの形態 
 
筆者は，形態 1.で授業を実施する場合は本学の教室で

授業を実施している．いわゆる「無観客授業」であり，誰もい

ない教室で授業をおこなっている．一方，2.や 3.を想定して，

プロレベルのビデオ画像が収録できる教材製作スタジオを

研究室に設置し[2]，ビデオ教材の収録を行えるようにしてき

た． 
しかしながら，どちらで収録する場合でも大学の設備を利

用することになる．そこで，よりコンパクトな収録システムを開

発することで自宅にいながらビデオの収録ができるようにす

ることにした．感染症対策のもと，移動をできるだけ避けられ
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るようにするためにもよりポータブルな収録システムを構築し，

利用できるようにすることが求められた． 
従来使用してきたビデオ収録システムを図 2 に示す．写

真から分かるとおり，広めのスペースが必要となっている．ま

た，ビデオスイッチャーや音声ミキサーが手元になく，一人で

操作することが難しかった． 
今回，新たに収録システムを設計するにあたり，次の要件

を設定した． 
 
 設置に必要な面積を小さくして，できるだけコンパク

トなシステムにすること 
 オペレータがいなくても手元にある機器を操作するこ

とにより一人で収録できること 
 リアルタイム型とオンデマンド型どちらにも対応できる

 
図 1:  従来のビデオ教材収録システム 

 
図 2:  新システムの全体構成図 
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機能を備える 
 最新の映像・音響機器を用いて，システム構成の簡

素化をはかる 
 プロンプター機能を搭載し，カメラ目線での収録を可

能にすること 
 
以上の要件を元に構築したシステムの全体構成を図 1 に

示す．従来システムとの大きな変更点は， 
 
 音声ミキサーを廃止したこと 

ビデオスイッチャーに音声ミキサーの機能を有するも

のを選定し，こちらを利用することにした 
 プロンプターを利用できるようにしたこと 

プロンプターに表示できるように，画面を上下左右で

反転させる機器を導入した 
 モニターディスプレイの代替 

ディスプレイ付きのビデオレコーダーを用いてモニタ

ーディスプレイを無くした 
 
今回の新システムの設計にあたり，最も工夫を要したのが

プロンプターの導入である．ハーフミラーを用いて比較的安

価にプロンプターを実現できる製品は多く販売されているが，

その多くはタブレットやスマートフォンの利用を前提としてい

る．専用のアプリによりテキストの鏡像文字を表示し，それが

ハーフミラーに移ることでビデオカメラの前に表示されるもの

である． 
この方法では，投影できる内容は文字列であり，テキスト

エディタ等で作成した文書を専用のアプリで表示させる必要

がある．これでは，授業で利用するパワーポイントなどの画像

をそのままプロンプターに投影することはできない．そこで，

この問題を解決できる機器を探す必要があった． 
調査の結果，鏡像文字のように HDMI で入力されたビデ

オ画像を上下左右に反転できる機器が見つかった．図 1 で

「Converter」を記している機器である．Note PC から出力す

るプレゼンテーション画像は「Distributer」により2方向に分

配される．一方は「Video Switcher」に入力され，録画するこ

とができる．もう一方は「Converter」に繋がり，HDMI信号を

上下左右反転する．その結果得られた画像がプロンプター

に渡され，プロンプターのモニターがこれを表示する． 
これらを配線し，設置したものが図 3 である．下の大きめ

の機器が Converter であり，上の機器が Distributer（分配

器）である．これらを用いてプロンプターのハーフミラーにプ

レゼンテーションスライドを投影した結果を図 4 に示す．

Converterの機能によりもとの画像が左右反転して小型モニ

ターに投影されていることが分かる． 

 
図 3: HDMI の分配器とコンバーター 

 

 

図 4: プロンプターへのスライド投影 

 
利用者はこのプロンプターを見ながら話をすることで，常

にカメラに目線を向けながら収録を行うことができる． 
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図 5: 新ビデオ教材収録システム 

 
全体のシステムを実際に設置した様子を図 5 に示す．音

声収録用のマイク，ビデオカメラとプロンプター，モニター兼

ビデオレコーダーを 1 つの三脚にコンパクトに設置すること

ができた．また，手前には小型のビデオスイッチャーがあり，

その下には分配器とコンバーターが隠れている． 
全ての信号はビデオスイッチャーに集約され，ピクチャー

インピクチャーや，クロマキーなどの処理を行う．その結果は

USB 出力によりノート PC の Web カメラとして利用することが

デきる．また，レコーダーによって収録し，YouTube 等で公

開することもできる． 
図 5 から分かるとおり，設置にかかる面積は非常に小さく，

当初の目的を達することができた．プロンプターは小型であ

るため，あまり細かい文字を投影すると読みづらいが，動画

の閲覧者のことを考えれば細かい文字は避けるべきであり，

問題はない．少し手を伸ばせば機器全体の操作を行うことが

できるので，一人でのオペレーションができるようになったこ

とも大きな改善である． 
 

8 まとめ 

2020 年 3 月に政府から発せられた緊急事態宣言は多く

の人々の暮らしを突然変化させた．このような変化に素早く

柔軟に対応することは大変困難であった．しかしながら，環

境が大きく変わるときこそ，それを奇貨として大きなイノベー

ションを起こすことができる． 
大学において，授業は教室で実施するものという常識が

一気に崩れ，遠隔での教育がいきなりスタートした．しかしな

がら，いざ始まってみると今までできないと漠然と思っていた

ことが，遠隔でも可能であると分かってきたものもある． 
この経験を活かし，より学習効果の高い教育環境の構築

を目指し，今後とも研究を進めていかなくてはならない． 
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1 はじめに 
ALS患者（以下，被介護者と称する）に対する訪問介護サ

ービスは，医師・訪問看護師・ケアマネージャー・サービス提

供責任者・介護士など複数の関係者が連携して提供するサ

ービスである. 
問題点として、以下が挙げられる．  
① 夜間は，介護士の介護担当者と被介護者が１対１と

なる時間が多い． 
② 個々人の被介護者に対する介護行動や介護担当者

の動作などのサービスイベントは，上記関係者と被

介護者およびそのご家族の間で決定されるため，必

ずしも被介護者の要求を満たすものではなく，定め

られた訪問介護サービス中の個々の場面における

被介護者からの要求に対して，介護担当者が独断

で変更できない. 
③ 事前に明示されていないサービスイベントが複合的

に数多くあり（※1），標準化や技術伝承を困難にし
ている． 

④ 特に人口呼吸器を利用している被介護者について

は、サービスリスクが人命に及ぶ可能性が高く（※2），
その責任は重大である． 
 

※1. 明示されていないサービスイベントとは，後述するサ

ービス計画書に記載されていない行動，動作，配慮などを

指す．例えば，ポジショニングと呼ばれる，被介護者のお

むつやパット交換後に枕や多数のクッションなどで全身の

位置決めを行う一連の作業や，褥瘡（じょくそう、床ずれと

もいう）対策として背抜きと呼ばれる除圧作業などを指す．  
※2. 人命に及ぶサービスリスクとは，人工呼吸器を扱うに
あたり，水抜きと呼ばれる加湿装置の水分除去や，各種メ

ンテナンスに伴う設定ミス，組付けミスによって，空気供給

圧力の異常や停止が発生し，利用者の呼吸困難を招くこ

とである．意思表示が困難な利用者の場合，チアノーゼが

発生するまで周囲が気付けない場合も多く、最悪の場合

死に至る． 
 
上記の問題点から，現場の介護担当者には高い負荷が

かかり，働き方改善の要望が非常に高い. 
本論文は，被介護者に対する夜間の訪問介護サービスの

維持・改善を目的とするサービスチャート設計法を提案する．

このサービスチャートは，1 回の夜勤における介護担当者の
負荷状況の推移とサービスイベントのタイミング，利害関係

者の相関を多層的に組み入れて可視化することで，サービ

スリスクの発生源を明示化できる特徴がある．この明示化は，

サービスリスクの低減のみならず，訪問介護サービスに関わ

る多数の人のサービス価値を維持・向上できる可能性を与え
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る． 
本論文は，初めに，既存のサービス設計について述べ，こ

の問題点を指摘する。次に，提案するサービスチャート設計

法を説明する。具体的事例に基づき、このサービスチャート

の設計例を示し，これを通した考察を行う. 

2 現状のサービス設計 
2.1 現状のサービス設計の手順 
現状のサービス設計は，厚生労働省老健局の定めた指針に

準じている．なお，厚生労働省では訪問介護サービスを居

宅介護支援業務としている．この厚生省老健局，社会保障

審議会介護給付費分科会の資料[1]をもとに作成した居宅
介護支援業務のフローチャートを図 1に示す． 
サービス計画作成時には、介護支援専門員（ケアマネー

ジャー）が被介護者の要望と地域のサービス状況を考慮し、

居宅サービス計画の原案を作成する．その後，被介護者及

びそのご家族、関係者を集めたサービス担当者会議による

調整を経て、サービス内容が確定される． 
確定したサービス計画は，下記計画書[2]に整理される． 
① ［第１表］居宅サービス計画書（１） 
② ［第２表］居宅サービス計画書（２） 
③ ［第３表］週間サービス計画表 
④ ［第４表］サービス担当者会議の要点 
⑤ ［第５表］居宅介護支援経過 
⑥ ［第６表］サービス利用票（兼居宅サービス計画） 

ここで、時系列でのサービスプロセスが整理される６［第６表］

サービス利用票（兼居宅サービス計画）が現状を良く表すサ

ービスチャートであり、これを図２に示す．   
 
2.2 現状のサービス設計の問題点 
図 1、図 2の設計手順では，以下 3つの問題点がある． 
① サービスイベントが発生するタイミングやきっかけが

不明瞭である． 
② 個々のサービスイベントの背景に介在する利害関係

者の関係性が暗黙知となっている． 
③ 当事者間の感性評価が存在しない． 
以上よりサービスリスクの低減や，サービス価値向上を図

る取組み行う対象となるイベントが明示されておらず，現場で

のサービスイベントは個々人により暗黙知化されて生じてい

るため，サービスリスクの発生が時期や内容も含めて不明瞭

であるという問題が指摘できる． 

3 サービスチャートの設計法 
本論文では，2.2 で示した問題点を解消することを目的と

したフレームワークを説明する． このフレームワークは，サー
ビスリスクの発生源や，サービス価値向上を図るサービスイ

ベントを特定できることに特徴がある．この概要を図 3に示す． 

 
3.1 サービスイベントの具体化 
サービスチャートの各所にサービスイベントがある．これを

具体化するために，介護者に対してインタビューを行い，こ

れに基づきサービスイベントを作成する． 
インタビューは，対象となる介護者とインタビュアーが１対１

で複数回に分けて行った． 
1 回目はスタンフォード D スクールがデザイン思考で唱え

る「共感のためのインタビュー」の手法[3]をとった． 
具体的には，「訪問介護でやりがいを感じた時の事を教え

てください」という１つのメッセージから掘り下げ，下記項目を

参考に物語を作るように聞き出すことに留意した． 
・When ：それはいつですか？ 
・Where ：それはどこでしたか？ 
・Who ：誰と一緒でしたか？その人は誰ですか？ 
・Why ：なぜそうした（感じた）のですか？  
・What ：何をやったのですか？ 
・How ：どのように（どれくらい）やりましたか？  
・Feel ：その時どう感じましたか？ 
2 回目はタイムスケジュールについて、3 回目は関係者と

のかかわりや役割について，チャートや図を手書きして整理

しながらヒアリングを行なった． 
 

3.2 インタビューからのサービスチャート作成 
図 4 に示すサービスチャートは，上段に介護担当者の感

情的負荷と身体的負荷とサービスイベントを時系列で表し，

いつどんな状態で何が行われているかの可視化を行った． 
中段に介護中に想定されるリスクを整理し，上段のサービ

スイベントと介護担当者の負荷と併せることでリスクを低減す

るポイントがどこにあるかの可視化を行った． 
下段では，想定されるリスクが発生した際の関係者と実務

のフローを整理し，サービスリスクを軽減するための有意な関

係者を表した. 
 

4 具体例と考察 
4.1 介護担当者のプロファイル 
インタビュー対象とする介護担当者は，49歳，有料老人ホ

ームでの介護を 2年間経験後、重度障がい者の訪問介護を
5年ほど経験している．詳細なプロファイルを以下表１に示す． 

 
4.2 インタビュー結果 
各サービスイベントの中身を抽出する方法論としてのイン

タビュー結果を表 2，表 3.に示す． 
ある介護担当者の発した言葉を表 2.に示す．なお，ここで

は介護担当者の発言に沿って被介護者を「利用者さん」と記

載する． 
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る． 
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ここで、時系列でのサービスプロセスが整理される６［第６表］

サービス利用票（兼居宅サービス計画）が現状を良く表すサ

ービスチャートであり、これを図２に示す．   
 
2.2 現状のサービス設計の問題点 
図 1、図 2の設計手順では，以下 3つの問題点がある． 
① サービスイベントが発生するタイミングやきっかけが

不明瞭である． 
② 個々のサービスイベントの背景に介在する利害関係

者の関係性が暗黙知となっている． 
③ 当事者間の感性評価が存在しない． 
以上よりサービスリスクの低減や，サービス価値向上を図

る取組み行う対象となるイベントが明示されておらず，現場で

のサービスイベントは個々人により暗黙知化されて生じてい

るため，サービスリスクの発生が時期や内容も含めて不明瞭

であるという問題が指摘できる． 

3 サービスチャートの設計法 
本論文では，2.2 で示した問題点を解消することを目的と

したフレームワークを説明する． このフレームワークは，サー
ビスリスクの発生源や，サービス価値向上を図るサービスイ

ベントを特定できることに特徴がある．この概要を図 3に示す． 

 
3.1 サービスイベントの具体化 
サービスチャートの各所にサービスイベントがある．これを

具体化するために，介護者に対してインタビューを行い，こ

れに基づきサービスイベントを作成する． 
インタビューは，対象となる介護者とインタビュアーが１対１

で複数回に分けて行った． 
1 回目はスタンフォード D スクールがデザイン思考で唱え

る「共感のためのインタビュー」の手法[3]をとった． 
具体的には，「訪問介護でやりがいを感じた時の事を教え

てください」という１つのメッセージから掘り下げ，下記項目を

参考に物語を作るように聞き出すことに留意した． 
・When ：それはいつですか？ 
・Where ：それはどこでしたか？ 
・Who ：誰と一緒でしたか？その人は誰ですか？ 
・Why ：なぜそうした（感じた）のですか？  
・What ：何をやったのですか？ 
・How ：どのように（どれくらい）やりましたか？  
・Feel ：その時どう感じましたか？ 
2 回目はタイムスケジュールについて、3 回目は関係者と

のかかわりや役割について，チャートや図を手書きして整理

しながらヒアリングを行なった． 
 

3.2 インタビューからのサービスチャート作成 
図 4 に示すサービスチャートは，上段に介護担当者の感

情的負荷と身体的負荷とサービスイベントを時系列で表し，

いつどんな状態で何が行われているかの可視化を行った． 
中段に介護中に想定されるリスクを整理し，上段のサービ

スイベントと介護担当者の負荷と併せることでリスクを低減す

るポイントがどこにあるかの可視化を行った． 
下段では，想定されるリスクが発生した際の関係者と実務
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4.1 介護担当者のプロファイル 
インタビュー対象とする介護担当者は，49歳，有料老人ホ

ームでの介護を 2年間経験後、重度障がい者の訪問介護を
5年ほど経験している．詳細なプロファイルを以下表１に示す． 

 
4.2 インタビュー結果 
各サービスイベントの中身を抽出する方法論としてのイン

タビュー結果を表 2，表 3.に示す． 
ある介護担当者の発した言葉を表 2.に示す．なお，ここで

は介護担当者の発言に沿って被介護者を「利用者さん」と記

載する． 

介護担当者と被介護者の満足度を類推するためのインタ

ビュアーの推論を以下表 3．に示す。 
インタビューでは，従来のサービス設計では 1 つのサービ

スイベントとして捉えられていたが，実際は複数のサービスイ

ベントが複合して存在していることと、それぞれのサービスイ

ベントに対して，必ずしも十分な教育がなされていない場合

があることが分かった． 
 

4.3 サービスチャート 
ある特定の夜勤における介護者の負荷状況と，一連のサ

ービスイベントに対するサービス価値推論の推定のひとつと

して表 4.サービスチャートを以下に示す． 
サービスチャートでは、身体的負荷と精神的負荷を時系

列で把握できる．この二つの負荷が重なる部分でサービスリ

スクが高まる． 
 

4.4 サービスチャートからのサービスリスク抽出 
今回のインタビュー結果では，負荷状況と介護作業，リス

クの発火点，想定リスク相関から，医療行為となる吸引・水引

というサービスイベントで，かつ被介護者の起床直前となる朝

５時の作業が最も大きいサービスリスクであることが判明した．

また，異常事態発生時に介護担当者が頼れる関係者が訪問

看護師しか存在せず，連絡するに至る明確な判断条件がな

いことが指摘できる． 
上記の考察を通して、現時点では上記の回避策として以

下が挙げられる． 
① 人工呼吸器の操作方法習熟によりミスを防ぐ． 
② 訪問看護師との情報共有手段強化． 
③ 担当者会議による介護担当者とケアマネ-ジャーとの

情報共有強化． 
 

4.5 評価インタビューの結果 
今回インタビューを行なった介護担当者に，サービスチャ

ートに対して次の評価コメントを得た． 
① 自分の作業内容が理解してもらえてうれしい． 
② サービス計画のプロセスは詳細には知らなかった． 
③ 担当者会議ではもっと発言するようにしたい． 
④ 担当しているＡＬＳ患者は，痛みも苦しみも不快もこ

ちらに伝えられない．その気持ちを察しながら作業を

することが重要． 
⑤ ぜひ他の介護担当者にもインタビューして欲しい． 
この内容は、介護担当者が気づいていない点を指摘して

いることと、サービスイベントやサービスリスクの可視化が介

護者の安全作業を担保できる可能性を示している． 

5 おわりに 
本論文のサービスチャートにより，サービスイベントと介護

担当者の負荷状況を可視化でき，現場におけるサービスイ

ベントと，そのサービスを実現するための設計方法の提案に

は可能性が見えた。 
また，各サービスイベントと各介護者が持つスキルの適合

が 満たされない場合があること．そして，それぞれのサービ
スイベントを実現する関係者間に複雑な責任関係があること

が分かった．  
今後、他の介護担当者や，別の関係者（訪問看護師，サ

ービス提供責任者，ケアマネージャー等）の視点も加え，複

合的な評価を検討する． 
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図１：居宅介護支援のフローチャート 
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図１：居宅介護支援のフローチャート 

 
図 2：サービス利用票（兼居宅サービス計画） 

 

 
図 3：フレームワークの概念図 
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表 1：介護者のプロファイル 
年齢 49歳 
関連職歴 有料老人ホーム（正社員）2年間勤務 

 ・日勤が主、夜勤が月 6回。 
 ・日勤で 4.3人の被介護者に介護担当一人 
 ・夜勤では 26人に対し介護担当一人 
 ・1人で大人数を見るため身体的負荷が非常に大きい 
 ・「看取り」の経験や被介護者の容態急変などの精神的負荷から離職を検討 
 ・当時気づかなかったがバセドウ病だったと思う．体重激減 49キロ（←56キロ） 
 ・周囲の仲間にもバセドウ病の人がいた 
   
訪問介護事務所 
（平成 27年 4月～令和 2年 8月現在） 
 ・当初は日勤と夜勤両方 
 ・後に夜勤が主にな 
(依頼があったときに日勤もあり) 
 ・1対 1なので、身体的にはホームより楽 
 ・でも、バセドウ病になる 
 ・事務所の方針に疑問を持ち、別事務所に移籍 
 ・従来同様重度障がい者の訪問介護を担当中 

 
表 2：対象者の発した言葉の分析結果 

状況 ・介護に通い始めて約 3年経過 
・夜勤では利用者さんと 1対 1でヘルパーに負担がかかる（日勤ならナースと 2人で行う） 
・陰洗は利用者さんが排便後 1日に 1回は行なう 
・利用者さんの身体を固定させるクッション類の位置が変わってしまうので直した 
・文字板で「ありがとう」と感謝された． 
（通い始めて初めて） 

行動 ・陰洗してパッド交換 
・瞬きや眉間のしわなどから良い、悪いの感情を読み取りながらクッション類を大汗かきながら

小一時間かけて一生懸命ポジショニングした 
感情 ・それまで、感謝とかコミュニケーションはほとんどなかった 

・会話ができない利用者さんから言葉（意思表示）は，なかなか出てこない 
・呼吸器をつけていると、首に負担がかかる．左右に身体を動かすことが，死につながるから

気を付けないといけない. 
・簡単に足が上がらない．体も重いし． 
・とても驚いた．（後日同僚と話して）気持ち悪いくらい． 

 
表 3：インタビュアーの推論 

介護者が 
やりたかったこと 

・陰洗を終わらせたい 
・パッド交換を終わらせたい 
・作業完了の確認が欲しい 

被介護者が 
満たしたいこと 

・体を清潔にしてくれること 
・自分の Yes/Noを読み取って、身体に痛みが生じない位置に安定させてくれること 
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図 4：インタビューに基づくサービスチャート 
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Abstract 
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1 はじめに 
我が国では，開発途上地域等での経済発展に貢献する

「人づくり」に寄与することを目的として，技能，技術又は知識

の移転を図るため[1]の技能実習制度が始まり，外国人技能
実習生の受け入れが始まっており、現在では 30 万人を超え
る実習生を受け入れている． 
本稿では，日本人とは異なる文化を持つ外国人との職場

での交流，協働が増す中で 1993 年 4 月年に施行され創設
された技能実習制度を活用して来日する外国人技能実習生

に焦点をあて，日本で生じる日本人と外国人技能実習生と

の間で生じるコミュニケーションの取り方に伴う問題を解決す

るためのサービスの提案を実施することとした． 
まずプロジェクトメンバーで，外国人との間での問題として

ゴミの捨て方等があがるが，これらの問題を抱えていた団地・

行政付随団体等でのインタビュー調査を実施し，どういった

ことが原因で，なぜそうした問題が生じるのかをプロジェクトメ

ンバーで検討した．その結果，日本人が来日する外国人と

の間で実施するコミュニケーションのとりかたについて，以下

の問題があることが分かった． 
(P1) 助成金等の活用や行政側主導での対応等で，様々

な対策が実施されているが，予算がつかなければボランティ

アで実施せざるを得ないため，継続発展性が無い． 
(P2) ゴミの捨て方等は来日する外国人の母語でインスト

ラクションが作成されているが，それぞれは文化的背景，衛

生面での理由などの理解を深める記載になっていない． 
(P3) 多言語でのちらしやお互いの文化を理解するといっ

た単方向のコミュニケーションが中心であるこれらの問題の

原因を検討した結果，以下のような原因があるのではないか，

と考えるに至った． 
(A1) お互いの国の価値観の共有を一時的に深める取り
組みはあっても，それを発展，継続させるためのインセン

ティブが欠落している． 
(A2) 異文化接触のプロセスの解明では，初期の文化変

容時期の体験が，異なる文化への印象を決定づけるが，こう

した背景を加味したサービスのデザインがされていない． 
(A3) コミュニケーションの基本である双方向性が欠けて

いる異文化への適応については Hofstede[2]によると多幸

東京都立産業技術大学院大学紀要　No.14, pp.139 － 149 （2020） 〔研究速報〕



症，カルチャーショック，文化変容，安定した状態の4つの段
階を経るとしている． 
つまり外国人技能実習生の実態に合わせて考えると，来

日前の期待感から，来日して異文化におけるコミュニケーシ

ョンの難しさからカルチャーショックを受けた時点以降の体験

が，日本における文化への感情につながることから，日本で

の初期の体験をいかに改善するかが重要となると考え，外国

人技能実習生と日本人との間での双方向による体験を改善

することで効果的なコミュニケーションを促進するサービスを

人間中心デザインのプロセス，手法を用いて提案する． 
 

2 人間中心デザインのプロセス 
人間中心デザインは「ユーザーエクスペリエンス（UX）と使

いやすさ，ユーザー価値の向上」[3]を目指し，利用状況の
把握と明示，ユーザーの要求事項の明示，ユーザー要求に

適合した設計による解決策の作成，要求事項に対する設計

の評価，の 4つのプロセスからなる． 
また手法には様々なものがあるが，各プロセスで選択した

手法は以下の通りである． 
 

2.1 各プロセスでの分析手法 
各プロセスで選択した手法は以下の内容である． 
(1) 利用状況の把握と明示では，ユーザーの問題を特定

するプロセスのため，リサーチ，カスタマージャニー分

析，ステークホルダー分析を選択した． 
(2) ユーザーの要求事項の明示では，特定された問題に

対する解決策を検討するプロセスのため，UX コンセ

プトツリー，ペルソナ，構造方程式モデルとした． 
(3) ユーザー要求に適合した設計による解決策の作成で

は，解決策のアプリケーションやビジネスモデルとい

ったプロトタイプの制作であるため，プロトタイピング，

ストーリーテリング，リーンキャンバスを選択した． 
(4) 要求事項に対する設計の評価では，プロトタイプの

専門家による評価を選択することとした． 
 

2.2 重視した手法 
手法選択にあたってプロジェクトメンバーで検討した結果，

重視したことには以下の 2つある． 
(1) プロトタイプを使って自分たちで想定した体験が実現

できているのかを確認するため，ストーリーテリングと

いう手法を用いて映像を制作し検証した． 
(2) サービスを発展，継続させるためのインセンティブを

どのように作るのかをリーンキャンバスを活用して検討

した． 
実際の外国人技能実習生の利用による検証については，

今回の研究の過程において実施することができなかったた

め，今後の課題である． 
 

3 サービスのデザインプロセス 
3.1 リサーチ 
先ず調査対象となる外国人技能実習生について理解する

ため，外国人集住地域へ訪問し，外国人労働者と居住日本

人とのコミュニケーションの促進と生活問題の解決をボランテ

ィアで実施している方々へのインタビュー調査を実施した．

合わせて，外国人技能実習生に限らない日本に居住する外

国人の日本人とのコミュニケーションについての調査資料，

統計データを収集する目的でセカンダリ調査を実施した． 
 

3.1.1 インタビュー調査 
インタビュー調査では，実際に日本で働く外国人技能実

習生や外国人労働者に対して，外国人労働者，日本人が行

うコミュニケーションについてのインセンティブ，日本語の会

話が生活レベルの中で，どのような取り組みを実施している

のか，およびその奥にある深い考えを理解することを目的と

して，外国人集住団地，日本語ボランティアの現場に訪問し，

日本人自治会長等へのインタビュー，ボランティア日本語教

室でのベトナム人技能実習生の行動観察を実施した． 
またプロジェクトメンバーの中には，日常の仕事で外国人

を部下にしているメンバー，現場で外国人労働者との協働経

験が多いメンバーがいたため，それらメンバーの意見，考え

も参考とした． 
インタビュー，行動観察の結果から，以下のことが分かっ

た．  
(1) 外国人技能実習生の勤務時間が長いことから，日本

語を職場以外で学習する機会はあまりない． 
(2) 職場環境以外での日本人とのタッチポイントはあまり

ない． 
(3) 外国人技能実習生の日本語の学習意欲は高い一方，

ボランティアであるため，日本語の内容は生活日本語，教授

法については我流のやり方となっている． 
(4) 実習実施機関に配属される前に送り出し機関，来日し

てからの監理団体での日本語教育を受けてきているが，生

活日本語の習得もままならないため，日本人社員から日本

語で教わる技能内容の理解不足や誤認等が生じている． 
(5) 職場で外国人を育成する場合の会社からのインセン

ティブはなく，育て方も個人に依存する現状にある． 
(6) 外国人集住団地では，既に居住している日本人が日

本人を前提にしたルールを外国人に求める傾向があるため，

日本人側の外国人労働者を受入れる姿勢が受動的または

関与したがらないことが問題になり，外国人との協調ができ

ていない． 
(7) 地域での外国人居住者へのボランティアは高齢者に

140 池本浩幸



症，カルチャーショック，文化変容，安定した状態の4つの段
階を経るとしている． 
つまり外国人技能実習生の実態に合わせて考えると，来

日前の期待感から，来日して異文化におけるコミュニケーシ

ョンの難しさからカルチャーショックを受けた時点以降の体験

が，日本における文化への感情につながることから，日本で

の初期の体験をいかに改善するかが重要となると考え，外国

人技能実習生と日本人との間での双方向による体験を改善

することで効果的なコミュニケーションを促進するサービスを

人間中心デザインのプロセス，手法を用いて提案する． 
 

2 人間中心デザインのプロセス 
人間中心デザインは「ユーザーエクスペリエンス（UX）と使

いやすさ，ユーザー価値の向上」[3]を目指し，利用状況の
把握と明示，ユーザーの要求事項の明示，ユーザー要求に

適合した設計による解決策の作成，要求事項に対する設計

の評価，の 4つのプロセスからなる． 
また手法には様々なものがあるが，各プロセスで選択した

手法は以下の通りである． 
 

2.1 各プロセスでの分析手法 
各プロセスで選択した手法は以下の内容である． 
(1) 利用状況の把握と明示では，ユーザーの問題を特定

するプロセスのため，リサーチ，カスタマージャニー分

析，ステークホルダー分析を選択した． 
(2) ユーザーの要求事項の明示では，特定された問題に

対する解決策を検討するプロセスのため，UX コンセ

プトツリー，ペルソナ，構造方程式モデルとした． 
(3) ユーザー要求に適合した設計による解決策の作成で

は，解決策のアプリケーションやビジネスモデルとい

ったプロトタイプの制作であるため，プロトタイピング，

ストーリーテリング，リーンキャンバスを選択した． 
(4) 要求事項に対する設計の評価では，プロトタイプの

専門家による評価を選択することとした． 
 

2.2 重視した手法 
手法選択にあたってプロジェクトメンバーで検討した結果，

重視したことには以下の 2つある． 
(1) プロトタイプを使って自分たちで想定した体験が実現

できているのかを確認するため，ストーリーテリングと

いう手法を用いて映像を制作し検証した． 
(2) サービスを発展，継続させるためのインセンティブを

どのように作るのかをリーンキャンバスを活用して検討

した． 
実際の外国人技能実習生の利用による検証については，

今回の研究の過程において実施することができなかったた

め，今後の課題である． 
 

3 サービスのデザインプロセス 
3.1 リサーチ 
先ず調査対象となる外国人技能実習生について理解する

ため，外国人集住地域へ訪問し，外国人労働者と居住日本

人とのコミュニケーションの促進と生活問題の解決をボランテ

ィアで実施している方々へのインタビュー調査を実施した．

合わせて，外国人技能実習生に限らない日本に居住する外

国人の日本人とのコミュニケーションについての調査資料，

統計データを収集する目的でセカンダリ調査を実施した． 
 

3.1.1 インタビュー調査 
インタビュー調査では，実際に日本で働く外国人技能実

習生や外国人労働者に対して，外国人労働者，日本人が行

うコミュニケーションについてのインセンティブ，日本語の会

話が生活レベルの中で，どのような取り組みを実施している

のか，およびその奥にある深い考えを理解することを目的と

して，外国人集住団地，日本語ボランティアの現場に訪問し，

日本人自治会長等へのインタビュー，ボランティア日本語教

室でのベトナム人技能実習生の行動観察を実施した． 
またプロジェクトメンバーの中には，日常の仕事で外国人

を部下にしているメンバー，現場で外国人労働者との協働経

験が多いメンバーがいたため，それらメンバーの意見，考え

も参考とした． 
インタビュー，行動観察の結果から，以下のことが分かっ

た．  
(1) 外国人技能実習生の勤務時間が長いことから，日本

語を職場以外で学習する機会はあまりない． 
(2) 職場環境以外での日本人とのタッチポイントはあまり

ない． 
(3) 外国人技能実習生の日本語の学習意欲は高い一方，

ボランティアであるため，日本語の内容は生活日本語，教授

法については我流のやり方となっている． 
(4) 実習実施機関に配属される前に送り出し機関，来日し

てからの監理団体での日本語教育を受けてきているが，生

活日本語の習得もままならないため，日本人社員から日本

語で教わる技能内容の理解不足や誤認等が生じている． 
(5) 職場で外国人を育成する場合の会社からのインセン

ティブはなく，育て方も個人に依存する現状にある． 
(6) 外国人集住団地では，既に居住している日本人が日

本人を前提にしたルールを外国人に求める傾向があるため，

日本人側の外国人労働者を受入れる姿勢が受動的または

関与したがらないことが問題になり，外国人との協調ができ

ていない． 
(7) 地域での外国人居住者へのボランティアは高齢者に

依存しており，インセンティブが無く，継続的な面で問題であ

る． 
 

3.1.2 セカンダリ調査 
プライマリー調査では情報量が不足することから，プライマ

リー調査と合わせてセカンダリ調査として外国人技能実習生

に関する文献調査，デスクトップリサーチを実施した． 
新宿区の調査[4]では居住外国人の 55.5％が日本人との

付き合いが無い，と回答しており，その理由として「話しかけ

るきっかけない」ことや「日本語を話せない」ことが大きな理由

となっている． 
 

 
図 1．日本人とのつき合い有無 [4] 

 

図 2．日本人とのつき合いが無い理由（複数回答） [4] 
 

図 3．近所の外国人とつき合いの程度（現在）/平成１９年度
との比較 [4] 

 
3.1.3 統計データによる調査 
サービスを提供する対象を外国人技能実習生としたが，

発展的，継続的なサービスを提供する，という現状の問題か

ら，技能実習生の中期的な増加傾向を統計データ[5]により
調査した． 
平成 30年 12月時点で「技能実習」は在留資格所持者全

体の中で 328，360人登録されている． 
 

表 1．技能実習の内訳（平成 30年 12月時点）[5] 

 

＊イは「企業単独型」，ロは「監理団体型」を表す． 
 
プロジェクトメンバーでの検討の結果，以下の 2 つの要因

から 2025 年までの登録人数はさらに増加すると考え，過去
5年間の在留資格別の平均成長率から，実習実施機関の経
営環境，監理団体の数等の推計するための因子の前提が

2018 年 12 月時点での環境から変わらないことを前提に，5
年後には約 68万人に達する可能性があると推定した． 

(1) 平成 30 年時点で外国人技能実習生の在留外国人
に占める割合は多く，それ以前から増加している． 

(2) 外国人技能実習制度の改正で長期間の滞在が可能
になっている（3号）ことは技能習得にプラスに働く． 

 
表 2．在留資格別の対前年成長率[5] 

 
 

 

図 4．外国人技能実習生の将来増加の推計（プロジェクト
チームで試算） 
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3.1.4 調査から見えた問題 
コンビニエンスストアでの買い物，挨拶等といった生活の

中で使われる生活日本語が最低限の中での外国人技能実

習生にとっての日本での職場環境は，日本人社員とのタッチ

ポイントが技能の習得と合わせて日本語の学習と成長，コミ

ュニケーションに必要な相手の文化，考えを知る全てである．

その一方，外国人技能実習生を受入れる立場にある日本人

は自身の業務で忙しい中，外国人とのつき合いに前向きで

はない，ということがユーザー調査の結果によって分かった．

さらに外国人集住地域での調査結果からの類推として，日

本人のルールを外国人技能実習生に求めている可能性が

あると考えられる． 
また職場以外での外国人技能実習生を含む外国人居住

者へのサポートやボランティア活動は，人手・資金不足，高

齢化により継続的支援が困難な状況にあり，調査訪問したボ

ランティアでは，開催される日本語教室はボランティアで提

供されるため，教える側の日本人が専門ではないため教材と

しては旅行シーン等の日常会話を題材にした内容を提供せ

ざるを得ず，外国人技能実習生が求める職場レベルの日本

語を提供できていなかった． 
また今後の日本での外国人技能実習生の増加を考えると，

このまま課題を放置しておくと，山積され，大きな社会問題に

なりかねないと考えた． 
こうしたことから多くの外国人技能実習生にとっては日本

での生活に慣れていない中，残業が多く，疲労困憊であるた

め，実際には仕事以外での時間がとれないことが多いことか

ら，日本人との関係は「日本社会における本人の立ち位置を

示すもの」[6]と指摘されているように，外国人技能実習生と
多くの時間を共有する日本人，外国人技能実習生がコミュニ

ケーションを図れる手段を作ることがこれらの問題に対する

解決策となりうると考えられる． 
上記調査結果から見えた問題への対策として，「相手への

好感度が接触回数に応じて高まる」という単純接触効果[7]
を活用し，日本人と外国人技能実習生との双方向のコミュニ

ケーションを効果的に，かつ強制的な会話のきっかけを作り，

良い体験を作ることでタッチポイントの継続機会を作ることで

従来の体験を改善し，問題を解決することとした． 
 

3.2 カスタマージャニー分析 
3.2.1 ターゲティング 
外国人技能実習生というセグメントに絞ったが，さらに具体

的な人物像を特定するため，外国人技能実習生をさらに細

分化した． 
細分化するにあたっては，外国人技能実習生が来日して

以降も日本語の学習が必要となっているフィールド調査での

結果から，昨今増加している国籍の外国人技能実習生で，

日本語習得への難易度が高いセグメントをターゲットとした． 

その結果，国別の出身地のデータから技能実習生の属性

として大半を占めているアジア出身者，その中でも昨今増加

しているベトナム国籍の外国人技能実習生に絞り込むことと

した．該当するベトナム国籍の外国人技能実習生は平成 30
年 12月時点で約 16万人（2014年 12月比 4.8倍）である． 
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来日し実習実施機関で技能実習期間が開始するまでの活

動，実習実施機関での期間が満了するまでの活動があるこ

とが分かった．これらの活動の時期での技能実習生の行動

や思考，感情をより深く理解するため，これらの期間を通じた

カスタマージャニーを具体的な調査とともに実施した． 
来日間もない期間での問題に注力してはいるものの，そ

の原因となる課題がより初期の時点に遡るか否かも確認が必

要となるため，送り出し機関へ応募する時点まで遡って調査

した． 
カスタマージャニーから読み取れるのは，実習実施機関に

配属になる前に送り出し機関，来日後の監理団体での日本

語教育を受けているものの，職場レベルの日本語の理解が

十分ではないまま実習実施機関に配属されているため，作

業現場では必要最低限なコミュニケーションとなっていること

が分かった． 
そこでプロジェクトチームで問題の解決に向けて検討した

のは，次の 3つの論点である． 
(1) 来日してからの実習実施機関でのコミュニケーション

の改善に注目して解決策を検討する． 
(2) 現地での日本語教育にも原因がある可能性があり，

そこから問題の解決策を検討する． 
(3) 来日してからの日本語教育に注目して検討する． 
プロジェクトチームでの検討の結果， ステークホルダー分
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3.3 ステークホルダー分析 
ベトナム人技能実習生が来日し，実習実施機関で技能習

得し，帰国する間のステークホルダーを把握するため，ステ

ークホルダーマップを作成した． 
マップを作る中で，先輩日本人社員との間でのコミュニケ
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正確に伝えることが難しい． 
(2) 先輩社員も業務上の時間的制約がある． 
(3) 教える内容がなかなか理解されていないことを先輩

社員も理解している場合がある． 
(4) 先輩社員に対するインセンティブは無いように思われ

る． 
(5) こうした環境の背景に，成果を期待する経営者の存

在も見えてきた． 
そのためプロジェクトチームでは，当初技能実習生，先輩

社員，経営者をペルソナとして，体験コンセプト，解決策の具

体案を検討しようとした． 

しかし検討を進めるうちに，3 人のユーザーに絞り込んだ
場合には事業計画が小さくなり，継続的なサービスの提供が

難しくなることが判明した．そこで，体験コンセプトを見直し，

ステークホルダーを広義に捉え，技能実習生と各プロセスで

関わる関係者との間の相互主観に基づく体験をデザインす

ることとした． 
ステークホルダー分析のために利用するマップの作成で

は，どの断面で作成するべきか迷うところであるが，プロジェ

クトメンバーとの検討の結果，新規事業を前提にする本稿の

テーマでは，大きな構図でステークホルダーを捉え，俯瞰的

に描いたほうが良いと考える． 
 

 

図 7．ステークホルダーマップ 
 

3.4 解決する課題の設定 
リサーチ，カスタマージャニー分析，ステークホルダー分

析の結果から，解決する課題を「疲労困憊の技能実習生が

直面する日本での仕事・生活での“わからない”」を解決する．

「受入企業の忙しい日本人先輩社員がなかなか理解できな

い外国人の何が「わからない」のか“わからない”」を解決する．

「外国人を即戦力化したい経営者が経験する成長に向けた

コミュニケーションの取り方が“わからない”を解決する，ことと

した． 
そこで外国人技能実習生が「分からない」を伝えることがで

き，その結果スキル習得につながるように仕事の日本語を継

続的に学習できる，また日本人先輩社員も外国人技能実習

生と話すきっかけが必然的に行われるサービスの検討によっ

て，問題を解決することとした． 
 

3.5 ペルソナの設定 
3.5.1 プロトタイプの制作方針 
プロジェクトメンバーでのプロトタイプ制作の方針検討の中

で，提供するサービスのデザインとあるタッチポイントで利用

するアプリケーションのデザインのユーザーの前提に 2 つの
考えがあった．1 つは，プロトタイプで構築するアプリケーショ
ンの範囲として，狭義の登場人物である技能実習生，日本

人先輩社員と経営者に絞る考えと，2 つは広義のステークホ
ルダーを考慮に入れる考えであった．検討の結果，アプリケ
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ーションについては，実際に利用する3ユーザーを前提にプ
ロトタイプ制作を行い，来日前，監理団体といったステークホ

ルダーの関与は，ビジネスモデル検討でのユーザーとして

考慮し，サービスメニューや流通ルート等をデザインする方

針とした． 
 

3.5.2 アプリケーション用のペルソナ分析 
ペルソナ設定に利用される手法がペルソナ分析である．

ベトナム国籍の外国人技能実習生というターゲットセグメント

からサービス利用者の代表イメージとしてのペルソナを構築

するためにペルソナ分析を実施した．設定するペルソナはプ

ロトタイプの方針およびステークホルダー分析の結果から狭

義のペルソナとし，①技能実習生受入会社の経営者，②受

入会社の先輩社員，③ベトナム人の技能実習生とした． 
 

 
図 8．ペルソナ関係図 

 
カスタマージャーニーマップでの分析結果から，より具体

的な作業場所の状況，先輩社員の外国人との職場での経験

年数，経営者の状況や制度を利用とした背景理解等の登場

人物の輪郭を明確にすることができた．それらの情報から，

体験コンセプト，プロトタイプ用アプリケーションの前提とする

ペルソナの特徴を設定した． 
 

 

図 9．設定されたペルソナ 
 

3.6 体験コンセプトの創出 
3.6.1 コンセプト検討 
これまでのインタビュー調査やセカンダリ調査，ステークホ

ルダー分析の結果から，このサービスが利用される各タッチ

ポイントでの体験を，主要なペルソナ毎に UX コンセプトツリ

ーを作成して，それらの体験を通じて提供したい価値を検討

した． 
UX コンセプトツリーを利用して本質的ニーズの検討を実

施した．本質的ニーズとしては，主に技能実習生は直面する

日本での仕事・生活での「わからない」を解決したい，受入企

業の日本人先輩社員は外国人が何を「わからない」のかわか

らないを解決したい，外国人を即戦力化したい経営者は成

長に向けたコミュニケーションの取り方が「わからない」を解決

したい，という本質的ニーズがあると考えた． 
そのうえで，本質的ニーズを実現する要素に分解し，以下

の 5つを実現方法の中心となる考えとした． 
(1) 日々の職場での時間を活用する． 
(2) 職場でのお互いの「わからない」を可視化する． 
(3) 必然的に技能実習生と先輩社員がコミュニケーション

をとらなければならない環境，きっかけを作り、単純接触効果

を生み出すシーンを作る． 
(4) 実習生だけでなく送り出し機関職員，監理団体職員も

技能実習生の成長が分かる． 
(5) 日本語の理解の成長がわかり、実習生の日本語を学

習する動機付けにつながる． 
その利用の結果，このサービスを使うことで日本人社員が

外国人技能実習生と会話をするきっかけを増やし，日本人

の外国人に対するマインドセットを変え，技能実習生の成長

につながる，といった価値を，サービスを通じて提供する体

験コンセプトとした． 
合わせてこの体験コンセプトの実現状況が測定可能とす

るため構造方程式モデルも作成し，アプリケーションのログで

計測可能とし，およびビジネスモデル側の指標とし，コンセプ

トの検証が可能となるようにモデルを策定した． 
 

 
図 10．利用シーン別のサブ体験コンセプト 
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習する動機付けにつながる． 
その利用の結果，このサービスを使うことで日本人社員が

外国人技能実習生と会話をするきっかけを増やし，日本人

の外国人に対するマインドセットを変え，技能実習生の成長

につながる，といった価値を，サービスを通じて提供する体

験コンセプトとした． 
合わせてこの体験コンセプトの実現状況が測定可能とす

るため構造方程式モデルも作成し，アプリケーションのログで

計測可能とし，およびビジネスモデル側の指標とし，コンセプ

トの検証が可能となるようにモデルを策定した． 
 

 
図 10．利用シーン別のサブ体験コンセプト 

 

 
図 11．構造方程式モデル 

 
3.6.2 サービス名 
本サービスが技能実習生と先輩の日本人社員双方がそ

れぞれ感じている分からないこと「だらけ」を解決するための

サービスであることから，このサービスを伝えるキャッチコピー

を「DARAKE」とした． 
 

3.6.3 コンセプトの比較 
体験コンセプトの検討と合わせて，定義する体験コンセプ

トが既に同様のサービスとして提供されているのか，差別化

できるユニーク性は何か，を明確にするため，体験コンセプト

と解決策，今回の場合にはアプリケーション，の比較分析を

実施した．分析にあたり，プロジェクトメンバーで競合となりう

るサービスを調査し，コンセプトの前提となる利用シーンや技

能実習生の期待，経営者，先輩社員の期待や状況を観点と

して各サービスのコンセプトを推測し，推測コンセプトで比較

分析を実施した． 
分析の結果，以下のことが分かった． 

(1) 技能実習生が日本語を学習するためのサービスはたく
さんあるが，多くは技能実習生が１人でテキストに向か

い，個人の空いた時間を利用して日本語を学習するサ

ービスやコンテンツが多い． 
(2) 本稿で提案するサービスのように職場および職場での

時間を活用し，日本語学習だけではなく，コミュニケー

ション，それを通じた技能習得を前提にしているサービ

スがない． 
このことから，本サービスの体験コンセプトの内容は差別

化ポイントがあることが分かった． 
 

3.7 アプリケーションのプロトタイプ制作 
3.7.1 機能検討（体験コンセプトの機能展開） 
体験コンセプトで検討した 5つの要素は，利用シーン内容

と合わせてプロトタイプの機能として実装することとなった．機

能展開した内容は以下の内容である． 
①ログイン 
②利用者登録 
③自己紹介機能 

④学習用ビデオ登録，閲覧機能 
⑤ビデオ学習での「分からない」をポストする機能，確認す

る機能 
⑥登録済ビデオ以外に興味のある web サイトの URL を

登録する機能，登録した内容を確認する機能 
⑦「分からない」内容を教わった後の先輩社員への感謝を

コインとして伝える機能 
⑧登録された実習生からの感謝のコインを確認する機能 
⑨先輩社員間のコイン枚数を比較できる機能 
⑩実習生個人の「分からない」数の累計値がグラフとして

見ることができる機能 
 

3.7.2 非機能の検討 
アプリケーションはサービスを提供する側での運用効率や

初期のインフラ投資を抑え，採算分岐点を下げる目的で，ク

ラウドの基盤を利用する前提とした． 
 

3.7.3 プロトタイプの制作 
プロトタイプアプリケーションの制作として利用したのは

Adobe XDである．ワイヤーフレームを作り，各画面でのボタ
ンを押すと実際に遷移先の画面に移動するよう，なるべく本

番に近いイメージを制作した． 
プロトタイプの制作にあたっては，体験コンセプトを踏襲し

つつ，職場で利用できるデザイン，利用することを楽しめるデ

ザイン，をアプリケーションとするためのデザインコンセプトと

した．そのデザインコンセプトに沿って具体的なデザインを検

討し，以下のような具体的な動き，表現が機能とは別に追加

された． 
(1) 技能実習生が先輩社員から教わった日本語，技能が

分かったら，分かった感謝の気持ちを技能実習生か

ら先輩社員に伝える表現としてコイン交換を行う． 
(2) コインの交換時には，交換されたコインが先輩社員の

アプリに賽銭のようにコインが画面の上から下に移動

し，その後コインが回転することで次にどういったこと

が起こるのか期待を持たせる． 
(3) 1 交換あたりのコインの枚数をあえてインフレさせ，1

交換で 1 万コインが先輩社員に入るようにし，何十万
コインも容易に獲得できるようにし，先輩社員のモチ

ベーションに働きかけるようにする． 
(4) 色調は職場で使用することから，文字が分かりやすい

よう白を背景として視認性を高めつつ，ヘッダーには

ブルーを採用し，業務用としての意識を意図的に感

じさせる． 
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図 12．プロトタイプのワイヤーフレーム 

 

 
図 13．プロトタイプの画面（抜粋） 

※左は技能実習生用，右は先輩社員用 
 

3.8 ストーリーテリングによる体験の検証 
プロトタイプが実際に利用されるシーンにおいて体験コン

セプトで本質的ニーズが実現可能であるかを検証するため，

プロジェクトチームでプロトタイプを活用したストーリーテリン

グを映像で作成し，利用シーンでの検証を実施した． 
実際に映像としてシーンを再現してみると会社の中での利

用を強制する状況，インセンティブを与える利用者環境内で

の仕組みづくりが重要であることが分かった． 
 

 
（技能実習生利用時シーン） 

 

 

（実習生と先輩社員とのコイン交換シーン） 
図 14．映像を活用したストーリーテリング 

 
3.9 リーンキャンバスでのビジネスモデルの検討 
今後の技能実習生の市場推定は先に述べた前提で，そ

の全体数に対して何を提供し，価格をいくらとし，どうやって

提供するのかを検討するため，リーンキャンバス[9]を活用し
た．リーンキャンバスの利用は初めて提供するサービスであ

るため，最初の利用者の設定が重要だと考えたからである． 
 

3.9.1 提供するサービスのメニュー検討 
プロトタイプではアプリケーションを制作したが，アプリケー

ションを活用して提供するサービスとしてはカスタマージャニ

ー，ステークホルダーマップの分析の結果から，送り出し機

関での日本語学習の結果を本アプリケーションに登録する

時点が初期の利用時点に遡ることと設定した．そのうえで，

実習生が利用する前のサービス，利用後のサービスをプロ

ジェクトメンバーで検討し，以下のサービスメニューのアイデ

ア出しを実施した． 
(1) 利用前サービスのメニュー 
日本語レベルの登録（送り出し機関，監理団体） 

(2) 利用時サービスのメニュー 
導入設定サービス 
初期設定サービス 
オプションサービス（オリジナル日本語コンテンツ制作） 

(3) 利用後サービスのメニュー 
利用状況フォロー（利用状況の報告と助言） 
有料コンサルティング（クラウド上のログから、コミュニケ

ーションがうまく改善しているパターンを抽出して、コンサル

ティングを実施する） 
 

3.9.2 販売チャネル，初期利用者の想定及び販売数量の

検討 
2018年 12月時点の統計データ[6]によれば，1都 3県で

活躍する外国人技能実習生は約 5万人登録されている． 
新規に提供するサービスという前提で考えた場合，技能

実習生が多い監理団体に注力してユーザー数を獲得する

方針，技能実習生が多い地区に集中する方針の大きく 2 つ
の方向性が考えられるが，プロジェクトチームで検討した結

果，多い地区に集中することを選択した．理由は，事業収支

で考えた場合，広域に流通ルートを求めると販売費がより必

要となり採算分岐に影響が出ること，新規サービスの立ち上

げでは初期のユーザーへのサポートがサービスの見直しに

必要で，そのためによりユーザーに近いことが重要となる，と

考えたからである． 
そこで近隣地区に集中する方針で関東地区の技能実習

生に対する事業収支上の獲得ユーザー数についてプロジェ
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今後の技能実習生の市場推定は先に述べた前提で，そ
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た．リーンキャンバスの利用は初めて提供するサービスであ

るため，最初の利用者の設定が重要だと考えたからである． 
 

3.9.1 提供するサービスのメニュー検討 
プロトタイプではアプリケーションを制作したが，アプリケー

ションを活用して提供するサービスとしてはカスタマージャニ

ー，ステークホルダーマップの分析の結果から，送り出し機

関での日本語学習の結果を本アプリケーションに登録する

時点が初期の利用時点に遡ることと設定した．そのうえで，

実習生が利用する前のサービス，利用後のサービスをプロ

ジェクトメンバーで検討し，以下のサービスメニューのアイデ

ア出しを実施した． 
(1) 利用前サービスのメニュー 
日本語レベルの登録（送り出し機関，監理団体） 

(2) 利用時サービスのメニュー 
導入設定サービス 
初期設定サービス 
オプションサービス（オリジナル日本語コンテンツ制作） 

(3) 利用後サービスのメニュー 
利用状況フォロー（利用状況の報告と助言） 
有料コンサルティング（クラウド上のログから、コミュニケ

ーションがうまく改善しているパターンを抽出して、コンサル

ティングを実施する） 
 

3.9.2 販売チャネル，初期利用者の想定及び販売数量の

検討 
2018年 12月時点の統計データ[6]によれば，1都 3県で

活躍する外国人技能実習生は約 5万人登録されている． 
新規に提供するサービスという前提で考えた場合，技能

実習生が多い監理団体に注力してユーザー数を獲得する

方針，技能実習生が多い地区に集中する方針の大きく 2 つ
の方向性が考えられるが，プロジェクトチームで検討した結

果，多い地区に集中することを選択した．理由は，事業収支

で考えた場合，広域に流通ルートを求めると販売費がより必

要となり採算分岐に影響が出ること，新規サービスの立ち上

げでは初期のユーザーへのサポートがサービスの見直しに

必要で，そのためによりユーザーに近いことが重要となる，と

考えたからである． 
そこで近隣地区に集中する方針で関東地区の技能実習

生に対する事業収支上の獲得ユーザー数についてプロジェ

クトチームで検討し，監理団体型で技能実習生を受入れる

実習実施機関の 1 社あたりの人数は 3 名程度であると推定
されるため，目標設定として 530 社程度を損益分岐点として
設定し，1600人と設定した． 
現実的には 1600 人の技能実習生が，既存のビジネスを

実施しているのであれば，獲得可能か，それ以上の想定ユ

ーザーとコンタクト可能か，この時点で検証すべきところであ

るが，新規事業を前提に考えたため，目標を最初に設定す

ることとした． 
そのうえで，530 社または 1600 人を実現するための販売

方針を検討することとした．検討した結果，監理団体を販売

チャネルとすることがアイデアとして出たが，監理団体が流通

チャネルになることでのインセンティブ施策は必要となったが，

具体的な監理団体へのタッチポイントをいかに確保するのか

の検討までには至らなかった． 
今後は，都道府県別の監理団体登録簿から，個別具体的

な方法を検討する必要がある． 
 

3.9.3 誰にとっての価値かを決め価格を設定 
事業収支の検討にあり，先のサービスメニュー，想定ユー

ザー数（社数）を前提に価格の検討を同時並行で実施した． 
初めに購入者の検討を行った．このサービスを利用するこ

とで現場の問題の解決，技能実習生の成長を期待するが，

これらの価値は誰にとっての本質的な価値になるのかを検

討した．技能実習生が成長することで，受入る実習実施機関

での仕事量が増加することがメリットとして考えられるため，購

入者を中小企業の経営者とした． 
そのうえで価格の検討を行ったが，支払い方については

フリーミアム，サブスクリプション，分割，一括買い上げ等の

方式があるが，継続的な利用を目的としていること，技能実

習生を受入れる企業規模が中小企業を想定していることから，

初期費用の負担を軽減するため，サブスクリプション方式とし，

月次課金，利用する実習生毎の課金とし，ユーザー企業の

初期投資額を無くし，800 ユーザー（技能実習生．従業員・
経営者含まず）で黒字化を目指す回収シナリオを前提に 1
ユーザー月額利用料 1，000円とした． 
また実際の利用者は技能実習生となるが，来日時にスマ

ートフォンを持っていないことからスマートフォンの代金を上

乗せして課金し，提供することとした． 
 

4 外部評価者による評価 
4.1 監理団体職員経験者による評価 
元監理団体運営者で外国人技能実習生を雇用した経験

のある経営者の方による評価を受けた．評価結果は「サービ

スを利用したい」との評価であった．理由は，受入れた現場

での日本語の問題はあることから，提供するサービスの前提

である課題の把握と解決策に共感していただいたことによる． 
 

 
図 15．外部評価者による評価（体験コンセプト評価時） 

 

 

図 16．外部評価者による評価（プロトタイプ構築後評価） 
 

4.2 事業開発，評価経験者による評価 
サービス「DARAKE」のプロトタイプ制作後は，実際の投

資を伴うアプリケーション開発となる．そこで検討してきた内

容について，外部評価者として事業会社の事業開発部門の

方，ベンチャーキャピタルの方にサービス全体を評価しても

らった． 

 
図 26．評価結果 

 
評価結果は，課題設定（把握，解決策），体験コンセプト，

アプリデザインはプラス評価、事業性は指摘事項ありという評

価をいただいた． 
主な指摘事項としては以下の内容であった． 
・購入者の再検討が必要である． 
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・販売計画の再検討，提供価格の見直しが必要である． 
・サービスを継続して利用してもらうための工夫が必要で

ある． 
・サービスインの前に改善事例の実績づくりのため 1 年間

の事業開発期間が必要である． 
・新規事業として初期に必要となる費用の見直しが必要で

ある． 
 

5 考察と結論 
5.1 考察 
本稿では社会問題の解決に人間中心デザインのアプロー

チを適用してデザインしたサービスを提案した．具体的には，

初めて来日する片言の日本語しか話せない外国人技能実

習生が，日本人社員から日本語で教わる技能内容の理解不

足や誤認等の外国人技能実習生側が抱える問題，日本語

が良く分からない外国人に教える立場の日本人社員側で抱

える問題，外国人技能実習制度を活用する経営者が抱える

外国人技能実習生の成長が見えないこと，といった問題の

解決を，外国人技能実習生向けのサービスビジネスとして提

案した． 
外部評価者の評価結果から，ユーザーが抱える問題の特

定とプロトタイプを含む解決策の提案までは手法や手法を活

用するときの考え方についての妥当性があると考えてもよい

と思われる． 
そこでユーザーが抱える問題の特定および解決策の検討

で明らかになったことをまとめると，以下の 4つになる． 
(1) デザインするサービスは，問題の周囲にいるステーク

ホルダーの協力を引き出すための仕組みが必要であり、そ

のためにユーザーとステークホルダーの両者が良い体験を

するためのデザインが必要である． 
(2) サービスを利用するユーザーの主観的な体験を改善

するだけでは体験のデザインが不足している． 
(3) 当事者とステークホルダー間の累積的な体験を改善

するため，体験から得られた価値がどのようになっているの

かをモニタリングできるデザインが必要である． 
(4) さらには，社会問題の解決には時間が必要となること

も多いことから，提供を持続するために適正な収益の確保が

できる仕組みのデザインが必要である． 
つまり人間中心デザインで新しいサービスをデザインする

には，ユーザーの主観的体験だけをデザインするのではなく，

先行する研究でもあるように，社会問題に関係するステーク

ホルダー間での相互主観[10]を前提にした体験をデザイン
することが望ましいと言える可能性がある． 

 

5.2 結論 
外国人技能実習生，日本人先輩社員のコミュニケーション

を促進し，日本語習得，技能習得を実現するサービスの提

案を実施した．人間中心デザインではワークモデル，カスタ

マージャーニーマップやステークホルダーマップの作成を通

じてサービスのデザインが検討されることが多い．本稿では

人間中心デザインを同様に利用しつつ，新規サービス，新

規事業開発を前提に活用し，手法をビジネスモデルにまで

広げることで，適正な収益の確保と持続的な仕組みのデザイ

ンが可能となった． 
外部評価者の結果にもあるように，ユーザーの問題の特

定と解決策の提示については評価を頂いているが，事業の

デザインについて改善の余地が残る．今後，開発されたサー

ビスをコミュニティでのパイロットを通じて，ステークホルダー

間で享受される体験の有効性を検証し，改善を目指すことと

したい． 
 

6 謝辞 
本研究の評価にあたり多くの示唆をいただいたコクヨ株式

会社事業開発センターの田中様、和田様、川崎様、株式会

社 SX キャピタルの遠藤様に感謝の意を表する．また外国人
との共生に関するインタビューに対応していただいた方，セ

カンダリ調査にご対応いただいた行政の方ほか，本研究に

ご協力いただいた皆様に感謝の意を表する． 
 

参考文献 
[1] 厚生労働省，外国人技能実習制度について， 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny
a/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperatio
n/index.html，2020．(visited on 2020)(ウェブ参照) 

[2] ホフステード，“多文化世界 －違いを学び未来への道
を探る”，有斐閣，2013．（日本語著書） 

[3] 人間中心設計推進機構，HCDのプロセスと手法，  
https://www.hcdnet.org/hcd/column/hcd_06.html
．(visited on 2020)(ウェブ参照) 

[4] 新宿区，平成 27年度新宿区多文化共生実態調査報告
書，pp.60，66，160，平成 27年 12月． 

[5] 法務省，在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計
表， 
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichira
n_touroku.html，2020．(visited on 2020)(ウェブ参
照) 

[6] 落合美佐子，外国人研修生・技能実習生の生活実態と
意識～語りの中から見えてくるもの～，群馬大学国際

教育・研究センター論集，第 9号，pp.51-68，2010．
（日本語論文誌） 

148 池本浩幸
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・サービスインの前に改善事例の実績づくりのため 1 年間
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「パートナーロボット」の開発研究 

― 「ストレスコーピング」に着目したコンセプト構築の試み ー 
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Design Development of the “Partner Robot” 

― Concept building with a focus on stress coping ― 

Tomoyuki Hashimoto *, Shogo Akitsu*, Ryuta Kawai*, Fu Di*, Ryutaro Furuse*, 

Mao Xin*, Yosuke Tsuchiya**, Yoshio Kondo* and Jun Uchiyama * 

Abstract 
In this article, one direction of the “Partner Robot” which assist humans in our daily lives will be 
studied. 
Under the COVID-19 pandemic, mental health is becoming a social problem. Dealing and alleviating 
stress is called stress coping. We expect this will be one of new area where the “Partner Robot” will 
take an important role. 
We focused on the stress coping and developed a concept where “Partner Robots” certain behavior will 
trigger humans to feel empathy and for a change of pace.  As an example, we focused on movement of 
mouth of the “Partner Robot”. 
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1 はじめに 
国内のロボット産業はこれまで，製造分野，生産工場内の

産業用ロボットを中心に発展してきたが，これからはサービス

分野の伸びが著しいとされ，中でも人々の日常生活の支援

を目的とするロボットは「パートナーロボット」と呼ばれ関心を

集めている[1]． 
パートナーロボットの活用が期待される代表的分野は介護，

コミュニケーション，子育ての 3 分野である．この中のコミュ
ニケーションロボットは，会話をしたり，ダンス・体操を一緒に

したり，クイズ・ゲームの相手を行い，ロボットとのコミュニケー

ションによる脳への刺激が認知症予防や，ちょっとした運動

を行うことで筋肉の萎縮や衰えを予防して寝たきり防止につ

ながったりする効果が期待される[1]． 
サービス分野でのロボットは COVID-19 蔓延下での活用
が活発となっており，公共施設や医療機関での消毒をするロ

ボットや，薬・検体を運ぶロボットが開発・導入され，非接触

で感染症予防という価値をロボットが提供している． 
一方で，新しい生活様式や日常生活の様々な制限，テレ

ワーク等での働き方など，生活や仕事に不安な気持ちやスト

レスを感じている状況における，メンタルヘルスが社会的な

課題となっている．パートナーロボットの可能性として，このメ

ンタルヘルスの課題に対し精神的にユーザーを応援するよう

な「情緒的な支援」という新しい分野が考えられる． 
2016 年より本学創造技術専攻・内山プロジェクトチーム
（以下内山 PT）では「人との共生を目指すパートナーロボット」
を仮説提案型 PBL(Project Based Learning)のテーマとし
て掲げ，継続して取り組んでいる[2-5]． 

2017 年度は，人間とロボットのインタラクションに注目し，
「表情」と「仕草」に着目したコンセプト構築を試み，コンセプ

ト提案，および一部機能を実装した動作試作の提示を行っ
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た[3]（図１）．「表情」はマトリックス LED によるダイナミックな
「顔の表情」を，「仕草」は空気圧アクチュエータによる柔らか

な「腕の動作」で視覚化を試みた． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1：UCR-01動作試作 
 

2018 年度は，潜在的に感情を表現する「足」の「仕草」に

着目し，仕草が際立つようなコンセプト構築を試み，提案お

よび一部機能を実装した動作試作を制作し視覚化した[4]
（図２）．また，2017年度の内山PTの試作を見直し，要求仕

様の一部機能，サービスを実装し，実験をしたところ，slack
を用いたテキストチャットによるコミュニケーションはロボットへ

の新たな指示法の可能性を示唆するものとなった．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2：UCR-02動作試作 
 
感覚野，運動野の人体的各部位に対する脳部位を着目

すると，顔や手の占める割合が大きいとの報告がある[6]．一
方，足については感覚野が広い部分を占めるのに対し，運

動野が占める割合が狭いとの報告があり[6]，潜在的な感覚

を表す部位として興味深い．なお「機能局在論」については

様々な議論もある． 
 

2 概要 

Lazarus & Folkmanによると，心理的ストレスの過程は，

何らかの刺激である「ストレッサー」が自分に対して有害また

は脅威であるか一次的認知的評定し，有害または脅威と感

じた場合，「ストレスフル」と認知される．次にストレスフルであ

る出来事に対して，自分の能力や経験などをもとに対処可

能であるか二次的認知的評定する．その結果，対処可能で

ある場合は対処することでストレス状態にはならず，一方，対

処不可能である場合はストレス状態に陥るため，実際にスト

レス状態に陥らないように対処(ストレスコーピング)することで，
ストレス状態を回避しようとする[7-9]． 
ストレスコーピングにはさまざまな種類があり，分類方法や

分類基準も研究者によって多岐にわたっているが，ここでは

「気晴らし型コーピング」の可能性について検討していく[8-
9]．気晴らし型コーピングとは，運動や趣味などいわゆるスト

レス解消法により気分転換やリフレッシュを図ることで，日々

のストレス解消に有効な対処行動であると考えられている

[10-11]． 
また社会関係の中でやりとりされる支援であるソーシャル

サポートでは，ストレッサーがあっても周りの人からのサポート

を受けることによって，そのストレッサーを前向きにとらえるよ

うになると，うまくストレスコーピングすることができるようになり，

ストレッサーの影響を緩和する働きがあると考えられている．

ソーシャルサポートはその内容により以下に分けることができ

る[11]． 
・ 情緒的な支援 共感や愛情の提供  
・ 道具的な支援 形のある物やサービスの提供  
・ 情報的な支援 問題解決に必要なアドバイスや情報提供  
・ 評価的な支援 肯定的な評価の提供 
一方，脳科学の分野では，霊長類などの高等動物には，自

らの行動と，他の個体が行動しているのを見ている状態で活

動する神経細胞，ミラーニューロンが存在し，他の個体の行

動を見て，まるで自身が行動をとっているように反応すること

がわかっている[12]．たとえば，他者のあくびをみていると，

自分でもあくびをしたくなったり，怪我のシーンを見ているだ

けで，自分も同じような感覚を感じるなど，運動や感覚レベル

で自分と他者が同調していることが知られている． 
本稿では，ストレスコーピングに着目し，パートナーロボット

が「気晴らし行動を促す動作」や「情緒的な共感を抱かせる

動作」でコーピングの手助けになりうると仮説を立て，第３章

でコンセプト構築を試み，第４章で複数タイプのロボットのプ

ロダクトを提案，第５章で一例の動作試作を行った． 
 

3 コンセプト構築 

2017年度の内山 PTではロボットとのコミュニケーションと
して「表情」や「仕草」に着目したコンセプト構築を行い，

2018 年度の内山 PT では潜在的な感情の表現として「足の

動作」に着目したコンセプト構築を行ってきた．これら身体的

162 内山純



な特徴に着目し，本研究ではロボット自体は「身体的な特徴」

を有せず，「動作による身体的特徴」で，「気晴らし行動を促

す」ことや，「情緒的な共感を抱かせる」ことを試みる． 
 

3.1 動作 

ロボットの動作は気分転換やリフレッシュを図り，ユーザの

行動を妨げないという考えから「単機能で瞬間的に動作」を

促す．動作のモードは気晴らし型コーピングとしての単独動

作モードとソーシャルサポートとしての外部動作モードの２種

類を考え，単独動作モードはユーザが「近づく行動」をするこ

とで動作し，外部動作モードは他者が「メッセージを送信す

る行動」をすることで動作する（図３）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3：２つの動作モード 
 
3.2 ハードウエア構成 

最小の構成である，人感センサー・ESP32 マイコン・サー
ボモータとし，インターネットへの接続は ESP32 マイコンより
Wi-Fi接続することにより実現する（図４）． 
 
 
 
 
 

図 4：ハードウエア構成 
 
3.3 システム構成 

単独動作モードでは，人が近づいたことを人感センサー

が感知し，ESP32 マイコンへ信号を送信，ESP32 マイコン
は信号を検知，処理を行い，サーボモータを動作させる． 

外部動作モードでは，メッセージ送信するとESP32マイコ
ンがメッセージを検知，処理し，サーボモータを動作させる． 
このメッセージ送信には，2018 年度内山 PT[4]で試みた

slack を利用したテキストメッセージ送受信を利用する．また，

slack の Outgoing WebHooks からのリクエストを受信する

ため，WebAPIサーバを構築した． 
例えば，slack から「動作して」というメッセージを送信する

と，slackの Outgoing WebHooksでメッセージをWebAPI

に変換し，WebAPI サーバにリクエストする．WebAPI サー
バは，この情報を中継し ESP32 マイコンへ送信，サーボモ

ータを動作させる．一方，メッセージ受信は人感センサーで

人を感知した場合，ESP32 マイコンはサーボモータ を動作

させると共に，slack の Incoming WebHooks の WebAPI
を送信することで，slack 側では「人が近づいたよ」とメッセー

ジを受信する仕組みである（図５）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5：システム構成 
 

4 プロダクト提案 
プロダクト提案するロボットは 3.3で示したようなシステム構

成で「動作による身体的特徴」を行い，「気晴らし行動を促す」

ことや，「情緒的な共感を抱かせる」ことをする． 
 

4.1 「ハイタッチ」動作を模したロボット[UCR-03] 

UCR-03 は手の身体的な動作特徴を模したロボット（図６）

である．人が近づいた際に，ロボットの手を模した部分が上

がりハイタッチのような仕草をすることで達成感や喜びの共

感を表現し，ロボットと「ハイタッチ」する気晴らし行動を促す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6：UCR-03 イメージ画像 
左：通常 右：動作時 
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4.2 「体を揺さぶる」動作を模したロボット[UCR-04] 

UCR-04は体の動きの身体的な動作特徴を模したロボット

（図７）である．人が近づいた際に，ロボットの体に模した部分

が左右に動き体を揺さぶるような仕草を，ユーザが真似をす

ることで共感し，体操のような「体を揺さぶる」気晴らし行動を

促す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7：UCR-04 イメージ画像 
左：通常 右：動作時 

 
4.3 「スクワット」動作を模したロボット[UCR-06] 

UCR-06は足の動きの身体的な動作特徴を模したロボット

（図８）である．人が近づいた際に，ロボットの足を模した部分

を上下させ，潜在的な感情の表現により共感し，デスクワー

クで座っていることからの解放や「スクワット」する気晴らし行

動を促す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8：UCR-06 イメージ画像 
左：通常 右：動作時 

 
4.4 「会話をする」動作を模したロボット[UCR-07] 

UCR-07 は口の動きの身体的特徴を模したロボット（図９）

である．人が近づいた際に，ロボットの口を模した部分が開

閉することで，ロボットとの会話しているような共感や愛情を

表現し，「会話をする」気晴らし行動を促す． 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9：UCR-07 イメージ画像 
左：通常 右：動作時 

 

5 動作試作 
UCR-07 の会話しているような共感や愛情表現を検証す

るため，ロボットの動作試作の作成を行った(図１０)． 
 
5.1 機能 

正面に人感センサーが配置され，この部分で人が近づい

たことを感知する．感知されたセンサー情報は内部に配置さ

れている ESP32 マイコンで処理され，上部の開閉をサーボ

モータで制御する．開閉はゆっくりと開閉する動作と，素早く

開閉する動作があり，これらの動作で身体的特徴を模し，会

話しているような共感や愛情を表現する．また素早く開閉す

る動作を連続で行うことで，「パクパク」しているような愛嬌の

ある動作と音で愛情を表現する． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10：UCR-07動作試作 
左：動作時 右：通常 

 
5.2 システム構成 

図５で示したシステム構成を変更し，動作情報，センサー

情報のログを記録，活用するためサーバにデータベースを

追加した．サーバは WebAPI サービスを提供し，WebAPI
サービスを通して，データベースを操作する（図１１）． 

164 内山純



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 11：システム構成図 
 
これにより人感センサーで人を感知した場合，ESP32マイ
コンはサーボモータを動作させると共に，サーバに WebAPI
を送信することで，slack 側への送信とデータベースへの記
録が行われる仕組みである． 
 
5.3 利用シーン 

利用者が仕事や学業でストレスを感じた際にロボットに近

づくと，口をパクパクさせ，あたかも「一緒にお喋りをしよう」と

いう動作を行う．利用者はパートナーロボットを相手に，嬉し

かった事，楽しかった事，嫌な思いをした愚痴などをお喋りし，

日々たまるストレスに対してコーピングしてストレスの緩和を

図る（図１２）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 12：利用シーン１ 

 
友人は利用者のことを思い，メッセージ送信で利用者のロ

ボットを動作させる．利用者は動作したロボットに気が付き，

情緒的なサポートによりストレス緩和を図る．パートナーロボ

ットは利用者が近づいたことを友人に知らせる（図１３）． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 13：利用シーン２ 
 

6 まとめ及び今後の展開 

本稿では「人との共生を目指すパートナーロボット」につい

て，メンタルヘルスの課題に対するパートナーロボットの可能

性を見出すことを課題とし，一連の研究活動成果，および仮

説構築型コンセプト構築の試み，動作試作について経過を

報告した． 
近年，ロボットは AI，IoT，情報技術などにより複雑化して
おり，サービスロボット分野の非専門家が開発することは非

常に困難である[13-14]． 
一般的にロボットの定義はないと言われているが，通信情

報白書 2014 ではロボットを「センサー，知能・制御系，駆動
系の 3 つの要素技術を有する，知能化した機械システム」と
定義しており[1]，本研究ではこれを最小限のシステム構成と
して，身体的な動作特徴に着目し試作したが（図１１），より複

雑なサービスの提供や表現を行う場合，サービスロボット分

野の知識が必要となる． 
図１１のシステム構成のサーバ側を変更（図１４）することに

より，RSNP(Robot Service Network Protocol)サーバ・ロ
ボットアプリケーションの接続，他のロボットとの協働などの機

能を利用することができ，より高度なサービスの提供や複雑

な表現を，サービスロボット分野の非専門家でも開発が可能

となると考え発展させていく． 
また，日常生活において発生する生活音には不快に感じ

るものも多く，ストレスの原因にもなりうる．しかしながら，例え

ば特徴的な日本文化である「ししおどし」の環境音は不快と

される生活音に一定の効果があるとされ不快さが低くなると

いう調査もある[15]． 
第５章の動作試作では，素早く開閉する動作を連続で行う

ことで，「パクパク」しているような愛嬌のある動作と音で愛情

を表現した．この時の音は動作時に発生する音であるが，こ

れを環境音とすることで，生活音の不快さを低くし，ストレス

の緩和の可能性についても検討していく． 
これらを踏まえ，今後は動作試作を用い実験・実証を行う． 
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図 14：サーバ側を発展させたシステム構成図 
 

7 おわりに 
2016 年 6 月，専門の異なる学生有志が，本学創造技術
専攻・内山研究室に集いロボット研究活動をスタートした．

2017年 3月からは内山 PTに引き継がれ 5年目となる． 
2020年，東京では世界中が期待しているオリンピックが開
かれ，都市中が活気満ち溢れる予定であったが，COVID-
19 のパンデミックにより，学校生活は一転し，PBL 活動も新
しい活動形態が求められることとなった． 
研究活動スタートより「人との共生を目指すパートナーロボ

ット」の方向性などについて，本学情報アーキテクチャ専攻・

成田雅彦先生から多くの励ましや助言をいただいた．また，

設立有志メンバー，内山 PT 修了生に対して改めて感謝の
意を表す． 
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水害被害と移動弱者の問題を解決する	
新しい移動のデザイン提案	

 
a	new	transportation	design	that	solves	the	problems	of	

flood	damage	and	vulnerable	road	users	
 

Abstract 

This research is a hypothetical design proposal assuming 2030. Targeting local cities with a population 
of about 100,000 along the seaside and rivers as the main target areas, primary lifesaving in 
emergencies such as tsunami and flood damage, and solution for daily mobility of vulnerable people 
who tend to lack mobility means We proposed a new mobility design that enables Specializes in short-
distance, low-speed applications, and includes forms that float on water in emergencies and withstand 
the impact of a tsunami, and service proposals. 
 
Keywords: EV design，Flood damage，Last one mile，Provincial city，vulnerable road users 
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8．サービスデザイン提案と検証 

8.1 サービスモデルを静岡県焼津市で検証 
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自律移動ロボット開発実装における修了生コミュニティの利活用 
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Utilization of the Alumni Community in the Development and 
Implementation of Autonomous Mobile Robots 

Tomoyuki Ohkubo*, Hirotaka Ikarugi*, Tasuke Ogawa*, Alisa Kanemitsu*,  
 Ryuta Kawai*, Tadayuki Kusakabe*, Hiroyuki Morimoto* 

Abstract 
In this paper, we describe the development of autonomous mobile robots using the "alumni community" 
for continuous learning. Supporting continuous learning is our institute's mission. We decided to 
participate in the "Tsukuba Challenge", using this community, and improve the accuracy of a developed 
robot in 2018. This challenge is a demonstration experiment for autonomous mobile robots to travel in 
a real outdoor environment. In this our development, we divided the robot's body into two units to 
maintain and carry for easier. The exterior to improve safety was redesigned using 3D-CAD and laser 
cutters. Robot navigation and localization were improved accuracy by experiment. The developed robot 
was verified in the Tsukuba Challenge 2019, and this community's problem was extracted. 
Keywords: Alumni community, Autonomous Robot, Tsukuba Challenge, ROS (Robot Operating System), 
LiDAR 
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1 はじめに 
専門職大学院は，平成 15 年に創設された社会的・国際
的に活躍できる高度専門職業人の養成に目的を特化した学

位課程である[1]．筆者らが所属する産業技術大学院大学は，
産業界で活躍できるエンジニアの育成を目的として東京都

が設立した専門職大学院で，既に独自のスキルを持って活

躍している社会人学生が多数入学しており，カリキュラム内

だけでなくカリキュラム外においても勉強会や起業の検討を

するといった学生同士の相乗効果が生まれている．しかしな

がら，本学は大学院大学であるが修士課程のみの大学院で

あるため標準修了年限は 2 年と短い．2 年次の Project 
Based Learning (:PBL)型授業において，社会人学生では
業務以外の時間と体力をこのプロジェクトに注ぎ込むことに

なる者が多く，1年生と 2年生では交流機会が多いとは言い
難い．そのため，学内で生まれた活動や研究を数年に渡っ

て継続していくことが難しい． 
本学修了生の継続学修への支援については，本学の第

三期中期計画（平成 29年度～令和 4年度）[2]に「修了後も
専門能力の向上を図る場として学修コミュニティを一層充実

し、学び直しができる学修環境を整備する。」として目標設定

されている．修了生に対し修了後の継続的かつ自主的な学

修と研究の機会を提供し，活動を支援するため，これまで試

行されていた「学修コミュニティ」を改編し，本学修了生が主

宰する研究会として「AIIT 修了生コミュニティ」制度が， 
2018 年度から正式に開始された．この修了生コミュニティは
客員研究員とは異なり，修了生の自主的な学修と研究の活

動に主眼を置かれている．筆者らは情報アーキテクチャ専攻

に所属する学生と創造技術専攻に2専攻所属する有志学生
によるチームで自律移動ロボットの開発と実装を 2017 年に
スタートし，製作の動機付けとして「つくばチャレンジ 2018」
に参加した．2018 年の活動実績を検証した結果，機構・電
気・ソフトウェアで課題が見つかった．大目標でもある次世代

産業に繋がる技術開発を行うためには，単年度の活動では

なく，複数年に渡りプロジェクトを継続する必要性を実感した．

そこで2019年度は修了生コミュニティの制度を活用し，修了
生が中心となりプロジェクトを進めることとした． 
本稿では筆者らの２019 年度活動内容と，活動により見つ
かった修了生コミュニティ活動の課題について述べる． 

2 修了生コミュニティで取り組んだプロジェクトの概要 
人口減少と高齢化が一層進む日本において，1 人あたり
の GDP 成長が今後より一層重要となる[3]．そのため，作業
の機械化による効率化がさらに期待されている．また，高齢
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者の社会参加意欲が近年高くなっており，身体機能や認知

機能を補う自動化機械との共存が必要になると報告されてい

る[4]．今後，機械による自動化はロボットによるものが中心と
なり，経済成長や高齢者の社会貢献に必要不可欠である． 
そこで，筆者らのチームではロボット掃除機や自動運転技

術に関連して近年ますます注目を浴びている自律移動ロボ

ットに着目し技術開発をスタートし，課題解決の実践の場とし

てつくばチャレンジに 2017年度より参加した． 
2018 年度の結果は，オープンソースやモジュールを多用
し，指示通りとはいかないまでも理想的な環境下であれば自

律走行を行うことが出来るロボットを短期間で開発することが

できた．しかしながら「つくばチャレンジ 2018」の本走行では
ハード面のメンテナンス性の悪さや，シミュレーションと実際

のロボットとのパラメータ設定の差，加えて運転操作の練習

不足などから，時間内にスタートすることが出来なかった． 
 

3 つくばチャレンジ 
3.1 つくばチャレンジの概要 

つくばチャレンジとは，茨城県つくば市内の遊歩道などの

市街地で移動ロボットが自律走行する技術チャレンジであり，

2007年からほぼ毎年実施されている[5]．人が普段生活して
いる実環境（リアルワールド）における自律走行技術の進歩

を目的として，研究者と地域が協力して行い，先端技術への

挑戦と公開実験の場となっている．参加するチームは，大学

研究室，研究機関，企業，社会人サークル，学生サークルな

ど，毎年 50 前後のチームが参加する．各チームは，車いす
程度の大きさの自律移動ロボットを製作し，実環境での自律

走行に挑戦している． 
自動運転自動車などで行われている開発は，主に道路の

車道部分からの走行がメインであるが，つくばチャレンジで

は，歩道側からのアプローチとなることが最大の違いである．

走行コースは毎年変化し，2019 年の走行コースはつくばエ
クスプレスの研究学園駅付近にあるつくば市役所をスタート

地点として屋外の市街地約 2[km]＋αを走行させる．主に
市役所構内，歩道，横断歩道，公園などを通過するコースで

図 1に示す．  

 
図 1: つくばチャレンジ 2019のコース地図 

2019年のつくばチャレンジでは，説明会，事前にコースを
走行し実験環境とロボットの確認を行う実験走行が 7 回，本
走行，ロボットの開発成果の発表と情報共有を行うシンポジ

ウムが開催された．6 月 29 日（土）に説明会，実験走行は 6
月 29 日（土）， 9 月 14 日（土），10 月 21 日（月），22 日
（火・祝），11月 2日（土），11月 8日（金）・9日（土）に行わ
れ，本走行は 11 月 10 日（日）であった．また，シンポジウム
は 2019 年 1 月 11 日（土）に行われた．昨今の働き方改革
の影響もあり，前年度より土曜日に行われる実験走行が増え

た，しかしAIITでは社会人学生の学修に配慮するため土曜
日に講義が集中しており，参加出来るメンバーが限られる原

因の一つとなった． 
 

3.2 チーム概要 

2018 年度，筆者らは「産業技術大学院大学チーム大久
保」という有志での参加チームを結成し，「つくばチャレンジ

2018」に参加した．参加メンバーは情報アーキテクチャ専攻
に所属する学生と，創造技術専攻に所属する学生の混成チ

ームであり，社会人学生を中心に留学生も参加するチーム

であった． 
2019 年度は修了生コミュニティの制度を活用し，修了生
を中心に一部在学生に協力を得て開発を行った．最終的に

は，機構 1名・回路 1名・ソフトウェア 1名＋教員 1名と言う
構成となった．そのうち 2 名が社会人学生である．ソフトウェ
ア 担当は当初在学生 4名であったが内 3名が修了年次の
Project Based Learning (:PBL)型授業のため後期は活動
に参加を断念せざるを得なかった．前年度に引き続き開発

や実験は基本的に土曜日に行うこととなった．しかしながら

前述のとおり本学では土曜日は授業があり，修了生 1 名が
開発や実験のほとんどを担当する必要があり，前期は前年

度担当者からの引継ぎ作業に時間がとられることとなった． 
つくばチャレンジ 2018 では，当初の目標を達成すること
が出来なかったため，前年度に引き続き第一のマイルストー

ンである，確認走行区間でつくば市役所内を走行することを

目標とした． 
 

4 開発した自律走行ロボット 
4.1 全体概要 

つくばチャレンジ 2019に参加するため開発した自律移動
ロボット「産技大2号」は，昨年度の製作したロボットの構成を
ほぼ踏襲し，走行精度を上げることに注力した．そのため，フ

レームおよび外装のみを新規製作した．昨年同様，筐体は

アルミフレームで作られ，3 層 DC ブラシレスモータ（T-Frog 
project[6]製, TF-M30-24-3500-G15L/R），二軸ブラシレス
モータドライバ（TF-2MD3-R6），電源基板（TF-PW36-
5/12M）を使用，バッテリには，鉛シールドバッテリ(12V×2)，
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非常停止回路として，非常停止スイッチとサーキットブレーカ，

環境認識のため LiDAR(北陽電機製 UTM-30LX-EW)か
らなる．ロボットの自律制御はPCにUbuntuおよびROSを
使用した．システムブロック図を図 2に示す． 

 
4.2 昨年からの改良点 

4.2.1 新フレームの開発 

独自に製作したロボットでの初参加であった昨年は，時間

の制約からキットを拡張して製作したことが，車体をコンパクト

にできなかった要因となったことを踏まえ，次の４点の改良を

行った． 
１）ボディ・シャシーの構造分割による運搬性向上 

昨年は機体が大きくワゴン車で運搬する必要があり，レン

タカー費用(約 15,000 円/日)が負担となっていた．そこで，

新しくフレームを作成し，電気系モジュールを搭載するシャ

シーと自律制御 PC を搭載するボディに分割できるようにし

た．そのため，図 3のように，ロボットを助手席に置け，セダン

型乗用車 1 台で大会参加に必要な全ての荷物を運搬可能

とした．本年度は実験走行と本走行合わせて 5 回参加した
が，約 75,000 円のコスト削減となった． 
２）自由度の高いボディ設計のためのシャーシ 

自律走行は，シャーシのみで行えるように変更し，後から

デザインするボディ形状に自由度を与えた． 
３）ナット種類変更によるメンテナンス性の向上 

昨年までは，先入れのナットを使用していたため，構造変

更には分解作業後，再組み立てが必要であった．そこで，後

入れナットを採用し，必要部分のみ追加することで，分解作

業の必要がなくなった．また，部分分解もできることからメン

テナンス性が向上した． 
４）測域センサの取り付け方法の変更 

実験中に現地で LiDAR センサの取り付け位置の調整が

可能となるよう，容易に変更できるレール構造とした．その構

造部を図 4に示す． 
 

4.2.2 外装 

昨年は作業時間の制限から容易に加工できるププラスチ

ック・ダンボールで作成したが，加工自由度が高いレーザカ

ッタとアクリル板の組み合わせを選択し，3D-CADを使用し
て設計，加工して製作した．昨年は，ボディより非常停止スイ

ッチが突出しており不安定であったが，上部に埋め込むこと

ができ，安全性が向上した．図 5に，3D-CADで設計した
パース図と製作したロボットを示す． 

 
4.2.3 コマンドのエイリアス化 

入力するコマンドが長いので，本番で間違わないように，

OS のエイリアス機能を使って短縮化し，スタート時に必要な

入力を容易にした． 

 

 
図 2: 電気回路ブロック図 

 
図 3: 乗用車により運搬中のロボット 

 
図 4: LiDAR 取り付けレール構造部 

 
図 5: 製作ロボットと 3D-CADによるパース図 

 
図 6: 勉強会の様子 
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4.3 勉強会の実施 

法政大学理工学部創生科学科小林研究室は，過去に 10
回以上つくばチャレンジに参加し，課題達成の経験を有する．

この研究室メンバーに勉強会の開催依頼し，2019年 6月 2
日（日）に技術を教示していただいた（図 6）．これにより開発
スピードを加速することができた．つくばチャレンジ 2018 参
加時点での設定ミスを指摘してもらい，修正を行え，走行時

の異音や不自然な挙動が改善出来た．また，今後GPSなど
を利用する際のポイントも教示いただいた． 

 
4.4 ロボット制御の検証 

つくばチャレンジは屋外で行われるため，実環境化では

ハードウェア・ソフトウェアなど複数の要因により誤差が発生

する．ロボットモデルにより設計しても，正しく動作するとは限

らない．そのため，以下の検証実験を行った． 
 

4.4.1 環境地図の合成 

環境地図作成中に走行距離が長くなると自己位置推定に

失敗し，作成した環境地図がθ方向でランダムにねじれる現

象が発生する場合があった．また，一度に走行ルート全体の

環境地図を作成出来ない場合もあるため，コース全体を分

割して地図作成し，地図を合成することとした．  
必要なマップを分割して取得し（図 7），走行をスタートさせ
る地点から取得した地図ファイルに，他の部分の地図ファイ

ル情報を合成（図 8）できることが検証により分かった．また，
仮想の障害物を置く（図 9）ことで自律移動ロボットが，仮想

障害物を回避して走行することも確認できた．しかしながら，

実際の仮想障害物の配置は自己位置推定の破綻につなが

るため，実際には別の方法で行う必要がある． 
 

 

図 7: 分割取得した地図 

 
図 8: 地図の合成結果 

 
図 9: 仮想障害物を設定した地図 

 
図 10: 確認走行区間峡部 

 
図 11: 産業技術大学院大学 2Fバルコニー 

 
図 12: ウェイポイント設定値（上）と自律走行結果（下） 
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4.4.2 Waypoint の検証 

つくばチャレンジ2019では，確認走行区間中に通路幅が
約 1.7m と幅の狭い部分が存在する(図 10)．そのため，ロボ
ットの制御モデルと実際に製作したロボットでの制御結果が

異なると，通過することができない．安定して通過するために

どの程度の頻度でウェイポイントを配置すればよいか，検討

が必要である．そのためWaypointのデータの修正による再
現性と，ロボットが実際に走行可能部を正確に走行する上で

の適した Waypoint の配置方法を検討した．産業技術大学
院大学の 2Fバルコニーにはタイルが貼られており（図 11），
タイル四角の一片が1.5mの正方形となっている．このタイル
の大きさを利用し，ウェイポイントファイルの検証を行った． 
正方形の四方の角をそれぞれA,B,C,Dとおいたとき，スタ
ート地点を A として，B,C,D に Waypoint を設定し（図 12 
Case1-1）走行させたところWaypoint の直上を走る場所 B,
車体幅の約 0.5m内側を通る場合C,Dがあり（図 12 Case1-
2）曲がり方をコントロールできなかった．そのため，B,C,D の
前方と進行方向にウェイポイントを設定し，1角を 3点（図 12 
Case2-1）で曲がるようにすると，B,C,Dすべてで直上近傍を
再現性良く通過した（図12 Case2-2）．車体幅の半値0.25m
を B,C,Dの前後にWaypoint を設定すると，特に再現性が
高い結果となった(図 12 Case3-2)． 

 
表 1: つくばチャレンジ 2019日程とチーム参加実績 

日程 概要 参加内容 

6 月 29 日（土）午前 説明会 ルール確認 

6 月 29 日（土）午後 実験走行 1 課題コース視察 

9 月 14 日（土） 実験走行 2 
マニュアル走行 

データ取得 

10 月 21 日（月） 実験走行 3 

マニュアル走行 

データ取得 

自律走行 

10 月 22 日（火） 実験走行 4 不参加 

11 月 2 日（土） 実験走行 5 

マニュアル走行 

データ取得 

自律走行 

11 月 8 日（金） 実験走行 6 不参加 

11 月 9 日（土） 実験走行 7 

マニュアル走行 

データ取得 

自律走行 

11 月 10 日（日） 本走行 
参加 

結果：50m 

2019 年 

1 月 11 日（土） 
シンポジウム 

発表 

技術交流会 

 
 

4.5 つくばチャレンジ 2019 参加実績 

本チームでは，6月 29日（土）・9月 14日（土）・10月 21
日（月）・11月 2日（土）・11月 9日（土）の実験走行と，11月
10 日（日）の本走行，シンポジウムに参加した（表 1）．なお，
前年のつくばチャレンジ 2018の日程に比べて実験走行が 1
回減っただけでなく，日曜日に行われる日数が減ったため，

土曜・祝日に講義受講があるメンバーは参加が難しく，前年

よりも役割を集約し少人数でデータ取得やロボットの運転操

作を行うこととなった． 
 

6 月 29 日（土）：午前の説明会に参加しルールを確認し，午

後の実験走行では課題コースを下見し状況を確認した． 
 

9 月 14 日（土）：ロボットを持ち込み，マニュアル走行及びデ

ータ取得を行った．しかし，幅の狭い地点では人が混み合い，

ロボット同士も立ち往生しており，地図が正しく取得出来なか

った．一部確認走行区間の折り返し地点で，自律走行を確

認できた．  
 
10 月 21 日（月）：マニュアル走行とデータ取得及び自律走行

を行った．自律走行マイルストーンの 1/3 を達成した．しかし
ながら横揺れに対して脆弱性があり，横揺れが起きる場所で

は現在地が分からなくなる現象が起きた． 
 
11 月 2 日（日）：自律走行スタート出来ること、20m ラインを
通過することの確認ができた。自律走行のシミュレータの中

の動作と実動作が違うことがあった。原因はタイヤの空気圧

差と考えられた． 
 
11 月 9 日（土）：前週 11月 2日の実験走行でも起こったよう
に自己位置認識でθ方向に差異が発生した．車軸や車体

は曲がっておらず，地図を再取得しても治らず，繰り返し検

討した結果前週と同じくタイヤの空気圧が原因と考え翌日の

本走行に挑んだ． 

5 つくばチャレンジ本走行の結果と考察 

5.1 走行結果 

産技大 2号の目標は，最初のマイルストーンである確認走
行区間とした．本走行(11月10日(日)の前週の実験走行(11
月 2 日(土))で，つくば市役所南入り口に入る通路付近を走
行すると，自己位置推定処理中にθ軸方向に大きく回転し，

目標を達成するのは困難であることが判明していた．そのた

め 11 月 10 日(日)の本走行当日は，目標をその通路までと
し，MAP とWaypointを取得して走行させた． 
結果，自律走行距離は約 50m であった．これは，1 分以
内自律走行スタートと，2 分以内に 20m の直線走行の課題
を解決できたこととなる． 
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5.2 考察 

本走行の走行結果から，以下の問題が浮かび上がった． 
5.2.1 問題 1- 環境地図へのゴミの混入 

自律走行をするときに直線走行部で大きく湾曲して走行

することがあり安定走行が難しいことがある．この問題が分か

ったのは，大会当日の午前中のため大きな変更する時間が

取れなく，直線走行に関係しないコース上の円形の障害物

を画像編集ソフト Photoshop（Adobe 社）で除去すると，安
定した自律走行を確認できた．直径約 0.3m の円形物体が

ゴミとして混入してしまうことは大学院内での実験では経験し

ておらず，大会会場でのみ起きていると考えると，他チーム

からのLiDARのレーザー混入による誤動作とも考えられる．
解決には混入を防ぐ方法を検討する． 

 
5.2.2 問題 2－エンコーダからのタイヤ回転誤差 

つくば市役所南入口の通路を走行するときにθ軸を回転

させて自己位置推定を繰り返すためにコースオフしてしまう．

これについては，走行路面の凸凹が他のコースより多くシャ

シーが左右に大きく揺れてしまいエンコーダからの位置情報

のズレが累積されていると考える．次回までに対応実施する． 
 

6 修了生コミュニティの課題と提案 
社会人学生が多く所属する専門職大学院の修了生コミュ

ニティであるため，平日夜間及び週末に開発が集中すること

になるが，在学生は大学院本来の授業があり，PBL や講義
を優先した上で開発を進めるためには，いかに修了生のメン

バーを多く集めるかが開発を継続する上で重要である．加え

て「つくばチャレンジ２０１８」においては，土曜日の開催が大

半となり，在学生のみのチームでは参加が非常に困難であ

った．修了生コミュニティの特性上，在学中の学びの延長で

あるため，在学中からの参加が開発や研究内容の理解の上

でも容易であると考えられるので，在学生の参加を促す方法

を検討する必要があると感じた． 
修了生コミュニティでは，修了生の学内活動は認められて

いるものの，レーザーカッタの使用や，祝日の教室使用の許

可申請や予約などは，全てアドバイザを経由した上で，在学

生に協力を得なければ現実には使用できない．加えて，土

曜日は校内の施設は，授業，PBL などのミーティングで全て
使用中であり，その上で成果物の保管にも課題があるため，

活動を行うことが非常に難しい．修了生コミュニティの目的で

ある継続的な学修と研究が円滑に行うためには，教職員へ

の理解を進めるとともに，アドバイザの管理の下権限を広げ

るだけでなく，在学生との交流による相乗効果を修了生コミ

ュニティの目的に加えることを提案したい． 
 
 

7 おわりに 

産業技術大学院大学の修了生コミュニティでのチームに

よる問題解決の例として，つくばチャレンジ 2019 に参加し，
屋外走行する自律移動ロボットを開発した．本論では，この

製作した移動ロボットの概要と前年からの変更点，つくばチ

ャレンジ 2019でのチャレンジ結果及び修了生コミュニティの
課題などを述べた． 
当初つくばチャレンジについて設定した目標は，2 つの問
題で当初の目標を達成出来なかった．産技大 2 号に搭載し
ている LiDAR は 2 次元センサであり，コース内に検出でき
る障害物が少なく自己位置推定が安定しない．そのため，次

回参加の際には障害物との距離を推定する RGB-D カメラ
等を用いた障害物検知方法による自己位置推定を実現した

い． 
修了生コミュティについては，学習継続の場として，本学

の多様なバックグラウンドを持った学生達の相乗効果が生ま

れる場として，修了後 1 年だけではなく複数年に渡って継続
していくことが意義のあることと考える．そのためにも今後活

用が活発になされることが期待される． 
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Abstract 

This paper introduces the efforts to develop the hybrid lecture system for both face-to-face and online 
at an IT professional graduate school. By using this system, teachers can carry out remote lectures and 
lecture recording (audio / video) simply by connecting their laptops in the same way as conventional 
lecture systems, thus new learning costs are expected to be reduced. In addition to this system, we will 
introduce various ideas for online lectures given in the four lectures. 
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1 導入 

コロナ禍により，多くの日本の大学ではインターネット及び

リモート会議システムを活用した遠隔授業が実施されている．

文部科学省の調査[1]によると，2020 年 7 月 1 日時点にお

ける短大を含む全 1,012大学で行われた授業のうち，対面と

遠隔の併用が 61%，遠隔のみが 24%となっている．新型コロ

ナウイルスの大規模な流行が収まった後も，対面授業と遠隔

授業の併用は残り続けると予想される．このような併用の体

制は文部科学省から大学に対して要請されているものであり

[2]，すでにいくつかの取り組みがなされている[3][4]． 
本稿では，情報系専門職大学院における対面・遠隔併用

のハイブリッド型授業システム開発の取り組みとシステムを利

用して実施した授業の内容を紹介する．著者らが所属する

東京都立産業技術大学院大学（以下，当該大学院）では，

品川区に所在するメインキャンパスの品川キャンパス以外に，

JR秋葉原駅付近（千代田区外神田）に秋葉原サテライトキャ

ンパスを所有しており，一部科目では以前から，学生の利便

性を考慮してサテライトキャンパスでの遠隔授業の受講が可

能である．また，授業の一部は，授業後に配信される講義ビ

デオの視聴とその視聴確認によって出席扱いとされる「録画

授業」と呼ばれる形式で実施されている． 
2019年度には，さらなる学生の利便性向上を目的として，

秋葉原キャンパス以外での（すなわち，在宅等での）受講を

可能にする計画があり，2020 年度中の導入を目指していた．

今回はその計画を転用することでハイブリッド型授業システ

ムを開発した．このシステムを用いることで，教員は従来の授

業システムと同様の端末接続をするだけで，遠隔授業及び

授業収録（音声・映像）を実施することができ，新たな学習コ

ストの軽減が期待される． 

2 ハイブリッド型授業システム 

2.1 ハイブリッド型授業システムの概要 

提案するハイブリッド型授業システムは，教室内で行われ

る対面授業と，オンライン上で学生がリアルタイムで視聴する

遠隔授業を同時に行えるシステムである． 
図 1 にハイブリッド型授業システムの概要図を示す．当該

大学院では対面授業と録画授業に対応する従来の授業シス

テムとして，プレゼンテーションシステム（ソニー社製ビジョン

プレゼンター）とデジタルオーディオミキサーを搭載した授業

システムを利用してきた．教員 PC 等から出力された映像は

プレゼンテーションシステムを介してプロジェクタから教室ス

クリーンに投影される．また，マイクの音声はデジタルオーデ

ィオミキサーを介して教室スピーカから出力される．さらに，

録画授業に対応するため，映像と音声は授業収録装置に記

録される仕組みとなっていた．こうした従来の授業システムを

ハイブリッド型授業システムに対応するため，新たにカメラ，

制御 PC，大型 TV を教室内に設置し，図 1 のように接続し

た． 
ハイブリッド型授業システムでは，制御 PC に搭載したリモ

ート会議システム（Zoom[5]）を用いて遠隔授業を行う．この

時，制御PCの画面を配信するのではなく，授業収録装置に
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入力していた HDMI 映像を分岐し，UVC（USB Video 
Class）に変換し，UVC カメラ映像として制御 PC に入力す

ることで，教員 PC 等の映像を配信することを可能にしている．

また，音声はデジタルオーディオシステムに繋ぐことで，教員

等の教室のマイク音声を配信するとともに，遠隔授業の学生

の声を教室のスピーカから出せる設計となっており，教員，

対面授業の学生，遠隔授業の学生の三者がインタラクティブ

に授業を行える様になっている．遠隔授業の様子は，制御

PC の画面を教室内に設置した大型 TV に映すことで，教員

や対面授業の学生が遠隔授業の学生の様子を視覚的に伺

えるようにしている． 
 

2.2 ハイブリッド型授業システムの実践の様子 

当該大学院の講義室にハイブリッド型授業システムを設置

し，その様子を図 2 に示す． 
 

 
図 2： ハイブリッド型授業システムの導入例 

図 2 の講義室にある従来の授業システムでは，HDMI や

VGA，Apple TV を用いて授業システムに接続することで，

教室スクリーンに教員PCの映像を映し出すとともに，授業記

録装置への録画を行っていた．ハイブリッド型授業システムと

するため，授業記録装置の録画内容と同じ映像を分岐させ，

カメラ映像として制御 PC に入力している．制御 PC ではリモ

ート会議システムを用いて映像を遠隔授業の学生と共有し

つつ，教員カメラによって教員の様子を配信することができる． 
ハイブリッド型授業システムを使う教員側の利点として，教

員の手間の削減が挙げられる．ハイブリッド型授業システム

では従来の授業システムを変更していないため，対面授業

における教員の手間は前年度までと変わらない． 
ハイブリッド型授業システムを使う遠隔授業を受ける学生

側の2つ利点として，コミュニケーションのしやすさと，遠隔授

業と録画内容との一致が挙げられる．前者について，遠隔授

業の学生の音声は教室スピーカから流れて教員と対面授業

の学生の両者に聞こえるため，遠隔授業の学生は教員だけ

でなく対面授業の学生ともコミュニケーションを行える．校舎

について，授業録画装置の入力と同じ内容を遠隔授業の映

像として配信しているため，後日に遠隔授業を受けた際に同

じ動画を見ることができ，映像の違いによる齟齬がない． 
 

2.3 可動式ハイブリッド型授業システム 

演習教室は演習を主目的としているため，プレゼンテーシ

ョンシステムやデジタルオーディオミキサーのような備え付け

の設備がないことがある．当該大学院のネットワーク系演習

教室においても，教室内でのグループ演習や設備更新など

への対応を考慮して，移動が可能であり，かつ移動先でも利

図 1: ハイブリッド型授業システムの概要図 
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用可能なシステムの導入が求められた．そこで，図 1 にて示

したハイブリッド型授業システムと同等の機能をもつ可動式

ハイブリッド型授業システムを設置した． 
可動式ハイブリッド型授業システムの概要図を図 3 に示す．

ネットワーク系演習教室では，従来の授業システムとして教

員 PC，プロジェクタと教室スクリーン，教室マイク，教室スピ

ーカ，授業収録用カメラが利用されてきた，可動式ハイブリッ

ド型授業システムは，これらの既存設備に遠隔用マイク，遠

隔用カメラ，制御 PC，大型 TV を追加することで構成される．

教員 PC の映像を教室内プロジェクタと遠隔配信用制御 PC
の両方に分岐しており，マイクは教室に設置されたスピーカ

出力用の教室マイクとは別に準備した．追加された機器を用

いることで，教室の様子を遠隔配信するとともに，遠隔で参

加する受講生の様子を大型 TV に映し，遠隔で受講する学

生と教室で受講する学生が，受講環境をお互いに共有でき

ることを目指した． 

 
図 3：可動式ハイブリッド型授業システム 

3 実践 

当該大学院では，提案したハイブリッド型授業システムの

試験運用を 2020 年 5 月より行っている．ここではハイブリッ

ド型授業システムを遠隔授業で利用した実践例として，第 1
クォータ（5 月~6 月）に開講した 4 つの科目である，情報ア

ーキテクチャ特論 1，システムソフトウェア特論，データベー

ス特論，ネットワーク特論の実施報告をする． 
 

3.1 情報アーキテクチャ特論 1 

第 1 著者が担当した情報アーキテクチャ特論 1 は，情報

アーキテクチャ領域の基礎として，離散数学，システム構成，

戦略，アーキテクチャの 4項目を学ぶことを目的として開講さ

れた．表 1 のとおり全 16 回の授業が行われた．受講者数は

34 名であった． 
当該科目は今年度から第 1 著者が担当し，修得する知

識・スキルは概ね同じであるが，内容及び構成は一新した．

最初の離散数学（第 2〜4 回）では，論理，情報の表現，計

数，確率，グラフ，オートマトン等の中等教育，学部教育で学

んだ知識の振り返りを行った．次のシステム構成（第 5〜7 回）

では，ハードウェア，Web 型アーキテクチャ，各種のシステム

構成，クラウド等の知識を確認した．第 3 の戦略（第 9〜10
回）では，計算量及びアルゴリズムを振り返り，戦略の設計を

示した．最後のアーキテクチャ（第 11〜14 回）では，アーキ

テクチャの概念，システム設計，ソーシャルメディアを扱った．

大半は座学であるが，システム設計ではグループワーク演習

を行った． 
 
表 1: 2020 年度情報アーキテクチャ特論 1 授業内容 

回 テーマ 
1 〈概要〉 
2 〈離散数学 1〉情報の単位，情報の表現，論理 
3 〈離散数学 2〉計数，確率 
4 〈離散数学 3〉グラフ 

5 
〈システム構成 1〉計算機，Web，情報システムの構成

アーキテクチャ 

6 
〈システム構成 2〉安定稼働システム，大規模システム

等の構成アーキテクチャ 
7 〈システム構成 3〉クラウドの構成アーキテクチャ 
8 〈総括 1・試験 1〉 
9 〈戦略 1〉アルゴリズム，計算量 
10 〈戦略 2〉戦略の設計 
11 〈アーキテクチャ 1〉アーキテクチャの概念 
12 〈アーキテクチャ 2〉アーキテクチャの事例 
13 〈アーキテクチャ 3〉アーキテクチャ設計 
14 〈アーキテクチャ 4〉アーキテクチャ設計の演習 
15 情報技術の活用及び展開〉検索，ソーシャルメディア 
16 〈総括 2・試験 2〉 
 
今年度の遠隔授業での工夫，課題，所感を以下に示す． 
第 1 の工夫は，357 教室の既存の授業システムと Zoom

環境から構成された遠隔授業環境である．昨年度まで平日

夜に秋葉原サテライトキャンパスに対して行っていた遠隔授

業を，今年度から Zoom 環境に移行し，インターネット上のど

こからでも参加できるようにするために準備していたものであ

る．この環境の特徴は，映像・音声に関し，Zoom 環境を既

存の AV 環境に適切に組み込んだことで，教員は従来の授

業通りに授業することができ，教員の負担をある程度軽減で

き，今後学生が教室に戻ってきた場合でも対面授業と遠隔

授業を比較的にシームレスに実現できることにある．また，遠

隔授業のオンライン接続の仕組みには Zoom を使った．類

似の製品は各社から複数提供され，概ね大差は無いと言わ

れているが，Zoom は通信回線の安定度，使い勝手及び細

かい調整機能に若干優れているように感じた．また参加者の

一覧表示で 49名まで表示できることも，我々には適していた．

構成詳細は第 2 章を参照されたし． 
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第 2 の工夫は manaba[6]の活用である．従来からある程

度活用していたが，今年度遠隔授業を行うにあたって，活用

の程度を進めた．具体的には，コースコンテンツの活用及び

整備である．従来，コースコンテンツには教材のPDF等を置

き，残りは概ね掲示板を使っていたが，教材に類するものは

もちろん，例年概ね同じ内容で学生に提示するものはコース

コンテンツに集約し，掲示板は学生との質疑だけにした．掲

示板と違って，コースコンテンツはまとめて取り出し，別のコ

ースに移し，再利用と改善ができるわけである．この授業科

目では無いが，別の科目ではコースコンテンツ上にスライド

の画像を貼り付け，文章を書き込み，教材自体を配置する試

みも行ってみた．manaba の表現は豊富では無いが，コース

コンテンツ上に集約できるのは強みである． 
第 3 の工夫は授業内容の改善である．当該科目の教材は

遠隔授業を考慮し，原則今年度新規に 0 から作成した．

PowerPoint[7]で作成したスライド資料のほかに，遠隔授業

での理解度の低下を軽減するため，教員自らのために準備

した詳細シラバスを加筆修正し，授業内容の要点を箇条書

きしたチェックシート型のノートを作成して配布した．また，課

題，試験の結果はできるだけ当日あるいは翌日にコメント付

きで返却するようにした． 
第 4 の工夫は，特に遠隔授業を意識した各種ツールの試

行である．以下に，試行したツールを列挙する． 
• ポインタ: Spotlight[8]，ScreenPointer[9] 

遠隔授業では学生に画面上で特定の箇所を特に注目し

てもらうための，いわゆる指し棒に相当するツールは有効

であった．Spotlight はデバイスで，ScreenPointer はソ

フトウェアである．Spotlight は使い勝手に難があり，

ScreenPointer を常用した．同様の機能は PowerPoint
にもあるが，ScreenPointer は PowerPoint 以外の場所

でも利用できる． 
• 授業参加: Slido[10]，CommentScreen[11] 

遠隔授業では学生の授業参加を支援する必要もあると

思い，Slido で学生の意見をリアルタイムに集計してみた

り，CommentScreen でメイン画面に学生が自らニコニコ

動画風のコメントを流すことができるようにしてみたりした

が，効果的であったとはいいがたい．授業設計あるいは

教授法の段階からの考慮が必要だと感じた． 
• オンラインでのグループワーク: Zoom のブレイクアウトル

ーム[12]，SpatialChat[13]，Google Drive[14] 
遠隔授業では如何にグループワークを行うかが課題であ

る．過年の OSS 特論では，OSS 開発を体験してもらう一

環で，オンラインのみの制約を付けてグループワークを

課したことがあったが，今回はオンラインで如何に対面で

のグループワークに近いものを実現するか重要であった．

画面上のアイコンの距離で音声の強弱が調整される

SpatialChat と，複数名で文書の同時編集ができる

Google Drive を試してみたが，約 30 名で複数の画面を

共有したところ，処理速度上の問題が生じ，Zoom のブレ

イクアウトルームに戻した．Zoom のブレークアウトルーム

は，教員側（ホスト）で学生を個々のブレークアウトルーム

にリアルタイムで割り振ったが，約30名に対してこれを行

うのは手間で時間がかかってしまった．ただし，最新の

Zoom では，学生が自分でブレークアウトルームを選択し

たり，移動したりする機能が準備された． 
• 動 画 編 集 : iMovie[15] ， DaVinci Resolve[16] ，

Premiere Pro[17]，Vrew[18] 
動画教材の作成ではこれらのツールを試用した．

Premiere Pro 以外は無料である．iMovie は機能が単

純で制約があるため，修得は容易であった．DaVinci 
Resolve及びPremiere Proは概ねあらゆる機能が存在

するため，何でもできるが，活用するまでには相当の労

力が必要であった．Vrew は字幕を自動で付けてくれる

ツールである． 
第 1 著者は，第 2 学期ではシステムプログラミング特論を

担当し，第 3 学期では OSS 特論を担当している．ほかの授

業，会議等もオンラインで行われることが一般的であり，我々

も経験が蓄積し，また Zoom，各種ツールも充実してきている．

これらの経験と反省を活かし，授業の改善を継続している． 
 
3.2 ネットワーク特論 

第 2 著者が担当したネットワーク特論は，ネットワーク系演

習教室で実施される基礎科目であり，当該大学院のネットワ

ーク関連科目の中で最も基礎的な内容を扱う科目として位

置づけられている．授業の目的は「コンピュータネットワーク

システムに関連する事項の理解・修得」であり，この目的を目

指して表 2 のとおり試験を含めて週 2 回，計 16 回の授業が

行われた．受講者数は 35 名であった． 
当該科目は，2017年度まで秋葉原キャンパスでの遠隔受

講が可能であったが，教室変更に伴い 2018年度より遠隔授

業は実施されていなかった．各回授業は，教授設計学にお

ける9教授事象[19]に基づいて設計されており，講義中心で

ありつつも，授業で学習する知識・技能についてその利用を

イメージできるようになるための工夫がされていた． 
2020 年度の遠隔授業実施にて確認された大きな課題は，

次の 4 点であった．第 1 の課題は，評価とフィードバックに関

するもので，ほぼ全員の受講生がカメラ OFF で授業を受講

する中で，授業内で学習者の様子を把握する機会が対面授

業に対して少ないこと，またフィードバックを対面形式に比べ

てより意図的に設計する必要があったことである．第 2 の課

題は，遠隔授業ではクラス内の相互作用（完全な三方向の

相互作用[20]）の構築が困難であり，対面授業で見られる

「隣の人に聞いてみる」というような気軽な学習活動が減った

ことである． 
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度活用していたが，今年度遠隔授業を行うにあたって，活用

の程度を進めた．具体的には，コースコンテンツの活用及び

整備である．従来，コースコンテンツには教材のPDF等を置

き，残りは概ね掲示板を使っていたが，教材に類するものは

もちろん，例年概ね同じ内容で学生に提示するものはコース

コンテンツに集約し，掲示板は学生との質疑だけにした．掲

示板と違って，コースコンテンツはまとめて取り出し，別のコ

ースに移し，再利用と改善ができるわけである．この授業科

目では無いが，別の科目ではコースコンテンツ上にスライド

の画像を貼り付け，文章を書き込み，教材自体を配置する試

みも行ってみた．manaba の表現は豊富では無いが，コース

コンテンツ上に集約できるのは強みである． 
第 3 の工夫は授業内容の改善である．当該科目の教材は

遠隔授業を考慮し，原則今年度新規に 0 から作成した．

PowerPoint[7]で作成したスライド資料のほかに，遠隔授業

での理解度の低下を軽減するため，教員自らのために準備

した詳細シラバスを加筆修正し，授業内容の要点を箇条書

きしたチェックシート型のノートを作成して配布した．また，課

題，試験の結果はできるだけ当日あるいは翌日にコメント付

きで返却するようにした． 
第 4 の工夫は，特に遠隔授業を意識した各種ツールの試

行である．以下に，試行したツールを列挙する． 
• ポインタ: Spotlight[8]，ScreenPointer[9] 

遠隔授業では学生に画面上で特定の箇所を特に注目し

てもらうための，いわゆる指し棒に相当するツールは有効

であった．Spotlight はデバイスで，ScreenPointer はソ

フトウェアである．Spotlight は使い勝手に難があり，

ScreenPointer を常用した．同様の機能は PowerPoint
にもあるが，ScreenPointer は PowerPoint 以外の場所

でも利用できる． 
• 授業参加: Slido[10]，CommentScreen[11] 

遠隔授業では学生の授業参加を支援する必要もあると

思い，Slido で学生の意見をリアルタイムに集計してみた

り，CommentScreen でメイン画面に学生が自らニコニコ

動画風のコメントを流すことができるようにしてみたりした

が，効果的であったとはいいがたい．授業設計あるいは

教授法の段階からの考慮が必要だと感じた． 
• オンラインでのグループワーク: Zoom のブレイクアウトル

ーム[12]，SpatialChat[13]，Google Drive[14] 
遠隔授業では如何にグループワークを行うかが課題であ

る．過年の OSS 特論では，OSS 開発を体験してもらう一

環で，オンラインのみの制約を付けてグループワークを

課したことがあったが，今回はオンラインで如何に対面で

のグループワークに近いものを実現するか重要であった．

画面上のアイコンの距離で音声の強弱が調整される

SpatialChat と，複数名で文書の同時編集ができる

Google Drive を試してみたが，約 30 名で複数の画面を

共有したところ，処理速度上の問題が生じ，Zoom のブレ

イクアウトルームに戻した．Zoom のブレークアウトルーム

は，教員側（ホスト）で学生を個々のブレークアウトルーム

にリアルタイムで割り振ったが，約30名に対してこれを行

うのは手間で時間がかかってしまった．ただし，最新の

Zoom では，学生が自分でブレークアウトルームを選択し

たり，移動したりする機能が準備された． 
• 動 画 編 集 : iMovie[15] ， DaVinci Resolve[16] ，

Premiere Pro[17]，Vrew[18] 
動画教材の作成ではこれらのツールを試用した．

Premiere Pro 以外は無料である．iMovie は機能が単

純で制約があるため，修得は容易であった．DaVinci 
Resolve及びPremiere Proは概ねあらゆる機能が存在

するため，何でもできるが，活用するまでには相当の労

力が必要であった．Vrew は字幕を自動で付けてくれる

ツールである． 
第 1 著者は，第 2 学期ではシステムプログラミング特論を

担当し，第 3 学期では OSS 特論を担当している．ほかの授

業，会議等もオンラインで行われることが一般的であり，我々

も経験が蓄積し，また Zoom，各種ツールも充実してきている．

これらの経験と反省を活かし，授業の改善を継続している． 
 
3.2 ネットワーク特論 

第 2 著者が担当したネットワーク特論は，ネットワーク系演

習教室で実施される基礎科目であり，当該大学院のネットワ

ーク関連科目の中で最も基礎的な内容を扱う科目として位

置づけられている．授業の目的は「コンピュータネットワーク

システムに関連する事項の理解・修得」であり，この目的を目

指して表 2 のとおり試験を含めて週 2 回，計 16 回の授業が

行われた．受講者数は 35 名であった． 
当該科目は，2017年度まで秋葉原キャンパスでの遠隔受

講が可能であったが，教室変更に伴い 2018年度より遠隔授

業は実施されていなかった．各回授業は，教授設計学にお

ける9教授事象[19]に基づいて設計されており，講義中心で

ありつつも，授業で学習する知識・技能についてその利用を

イメージできるようになるための工夫がされていた． 
2020 年度の遠隔授業実施にて確認された大きな課題は，

次の 4 点であった．第 1 の課題は，評価とフィードバックに関

するもので，ほぼ全員の受講生がカメラ OFF で授業を受講

する中で，授業内で学習者の様子を把握する機会が対面授

業に対して少ないこと，またフィードバックを対面形式に比べ

てより意図的に設計する必要があったことである．第 2 の課

題は，遠隔授業ではクラス内の相互作用（完全な三方向の

相互作用[20]）の構築が困難であり，対面授業で見られる

「隣の人に聞いてみる」というような気軽な学習活動が減った

ことである． 

表 2: 2020 年度ネットワーク特論 授業内容 

回 テーマ 
1 授業の概要＆コンピューターネットワークの歴史 
2 ネットワークの基礎 
3 ネットワーク機器 
4 IP アドレスとネットワーク 
5 演習１ 
6 ルーティング 
7 IP に関連する技術 
8 アプリケーションプロトコル（１），演習２の準備 
9 アプリケーションプロトコル（２） 
10 演習２（１） 
11 ネットワークサービス 
12 演習２（２） 
13 ネットワークシステムの管理 
14 ネットワークシステムの設計 
15 総括 
16 最終試験 
 

第 3 の課題は，受講生によって遠隔授業への参加条件が異

なることである．今年度の実践では，遠隔授業参加者の授業

への参画方法（カメラの ON/OFF，音声入力の相互作用

[20]）の構築が困難であり，対面授業で見られる「隣の人に

聞いてみる」というような気軽な学習活動が減ったことである．

第 3 の課題は，受講生によって遠隔授業への参加条件が異

なることである．今年度の実践では，遠隔授業参加者の授業

への参画方法（カメラの ON/OFF，音声入力の可否，通信

速度など）が異なるため，カメラや音声での入力を前提とした

授業設計ができないことや突然の通信回線障害を考慮した

授業設計が求められた．第 4 の課題は，教員と受講生の情

報伝達に関するものである．2019 年度まで，本科目を開講

する情報アーキテクチャ専攻（2020 年度からは「情報アーキ

テクチャコース」へ組織変更）では，週 2 回の授業のうち 1 回

を対面授業回とし，必ず週に 1 回はリアルタイムで情報共有

の確認ができる機会を設けていた．しかし，2020 年度実践

では，急な遠隔授業への移行に伴い，受講生側の授業参画

制約に配慮し，対面授業回を設けないこととなった．そのた

め，全受講生と教員がリアスタイムで必ず対話ができるタイミ

ングがなくなり，授業運営に必要な情報を受講生が受け取っ

ているかどうかの確認が困難になった． 
これらの課題へ対応するために実施した工夫の代表的な

ものとして，本稿では 3 点の工夫を紹介する．第 1 の工夫で

ある「学習者の質問やコメントをベースとした授業づくり」は，

課題 1 と 2 への対応として実施した．具体的には，受講生か

らの各回授業での質問やコメントをベースに，次回授業にて

回答や解説，派生する情報を紹介する時間を 15 分ほど設

けた．このことにより「基本的なことでも質問して OK」という風

土づくりができたとともに，発展的な質問に触れることで初学

者にとって気付きを得ることにもつながった． 
第 2 の工夫である「非言語コミュニケーションの困難な環

境における，疑問，理解状況の表出の場づくり」では，オンラ

イン会議ソフトのチャットやリアクションツールの利用を積極

的に推進することで，課題 1及び 2への対応を試みた．初回

から数回の授業では，チャットに単純な質問への回答を書き

込むタイミングを設けるなど，チャットやリアクションで考えや

反応を可視化することを促進した結果，授業での教員の解

説中に受講生から質問が寄せられるなど，受講生の興味・関

心を授業の中に組み込んだ設計に成功した． 
第 3 の工夫では，課題 3 への対応のために事前アンケー

トを実施した．事前アンケートでは，授業参加に利用可能な

インターネット環境の有無と，カメラやマイクの保有有無，授

業参加時に利用するデバイスの有無を調査した．これらの調

査結果に基づいて授業を設計することで，事前に受講生が

利用できないツールを前提とした授業設計を避けるなどの効

果があった．ただし，授業が実際に始まると，カメラやマイク

を持っていても，環境的な要因によって ON に出来ない例な

ども多く確認され，アンケートの項目の見直しが必要であるこ

とも確認された． 
 

3.3 データベース特論 

第 3 著者が担当したデータベース特論は，当該大学院の

データベース関連科目の中で最も基礎的な内容を扱う科目

として位置づけられている．授業の目的は「今まで本格的に

データベース理論を学んでいなかった学生を対象にして，

データベース及び DBMS（データベース管理システム）の基

礎から応用までの内容を体系的に修得すること」であり，この

目的の達成を目指して，表 3 のとおり 15 回の授業が行われ

た．受講者数は 35 名であった． 
当該科目は，担当教員の異動に伴い 2020 年度より第 3

著者が担当を開始した．あわせてカリキュラムの見直しが図

られ，リレーショナルデータベースだけではなく，非リレーショ

ナルデータベース（いわゆる NoSQL）に関する内容が含ま

れるようになった． 
第 2 章で紹介された授業システムを活用し，当該科目で

は Zoom のブレイクアウトルーム機能[12]を用いたグループ

ディスカッションを多用した．これは，コロナ禍における対人

機会の減少及び，対面授業でないことによる「隣の学生に教

えてもらう」といった機会を補うための方策である． 
Zoom のブレイクアウトルーム機能は，その名の通りミーテ

ィングを複数ルームに分割する機能で，ホストは分割されたミ

ーティングに自由に出入りすることが可能である．当該科目

では，その日のリアルタイム参加人数にもよるが，おおよそ 1
ルームに 4-5 人が入るように分割し，グループディスカッショ
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ンを実施した． 
表 3: 2020 年度データベース特論 授業内容 

回 テーマ 
1 授業の概要 
2 データとデータベースの基本 
3 データモデルとリレーショナルモデル１ 
4 データモデルとリレーショナルモデル２ 
5 リレーショナルモデルによる論理データモデル設計 
6 スキーマ設計上の問題と正規化 
7 SQL 1 
8 SQL 2 
9 集合論の基礎と関係代数 
10 NoSQL データベース概要 
11 SQL と標準化 
12 RDMS まとめ 
13 NoSQL 演習 1 
14 NoSQL 演習 2 
15 総括 
 
ルームの作成においては，以下の 2 点に留意した．1 点

目は，理解度に応じた学生の分散である．各学生が提出し 
た課題の品質や，グループディスカッション時の受け答えか

ら，各学生の理解度をおおまかに判断し，理解度の高い学

生と低い学生が特定のルームに集中せずに分散し，「教え

てもらう」環境を構築することに留意した． 
2 点目は，組み合わせの連続回避である．「今日もこの人

と一緒」という状況ができるだけ生じないよう，各回のグルー

プディスカッションのメンバー構成を記録し，次回においては

できるだけ重複が生じないようにルームを作成した． 
以上 2 点のための Zoom の操作はやや煩雑なものとなり，

機能改善がまたれる．具体的には，まず部屋数のみを指定

してランダムに学生を分配し，その後，ルームを開設する前

に，分配された学生のうち数名を，手元の情報をみながら入

れ替える，という作業が必要になる． 
また，グループディスカッションを円滑に実施することに特

化して，Zoom のようなオンラインミーティングサービスも含め

た，オンライン授業システムのベストパターンを考案できると

望ましい．具体的には，357 教室におけるオンライン授業シ

ステムの配置では，制御 PC 側で Zoom にログインしていれ

ば，教員 PC 側ではログイン不要という利点があるものの，グ

ループディスカッション実施時は教員 PC 側で話す方が便利

ということもあり，教員 PC においても Zoom ミーティングに参

加して運用した．よりよい方策を検討したい． 
 

3.4 システムソフトウェア特論 

第 4 著者が担当したシステムソフトウェア特論は，これまで

大学で情報学を学ぶ機会のなかった学生をメインターゲット

とし，「Unix系OSの操作を通した，コンピュータの仕組みの

理解と利活用方法の習得」を目的として開講された．表 4 の

とおり全 15 回の授業が行われた．受講者数は 54 名であっ

た． 
表 4: 2020 年度システムソフトウェア特論 授業内容 

回 テーマ 
1 授業概要＆コンピューターネの歴史 
2 OS のインストール 
3 基本操作 
4 コマンドラインインターフェース 
5 コマンド 
6 シェルスクリプト 
7 環境設定 
8 通信 
9 ユーザ管理 
10 プロセス管理 
11 ファイルシステム 
12 開発 
13 バージョン管理システム 
14 クラウドサービスの利用 
15 仮想化技術 
 
当該科目は初学者が多くの割合を占めるため，自習を強

く推奨してきた．2019 年度までは，初回から数回は教室設

置 PC で基本操作を学び，その後，ノート PC や USB メモリ

上に仮想環境を作り，自宅で大学と同等の環境を作成する

ことで自習を促していた． 
こうした背景のもと 2020 年度では，初学者への情報共有

の正確さが課題となった．対面時であれば学生の画面を直

接教員が確認することができたが，遠隔授業中では学生の

画面を他の学生に共有することは，個人情報の観点でリスク

が多く困難である．そのため授業中の質疑応答では，操作

環境や進捗が違う学生に対して，口頭のみで助言や指示を

行う必要があった． 
この課題へ対応するために実施した工夫の代表的なもの

として，本稿では 2 点の工夫を紹介する． 
第 1 の工夫として，バーチャルオフィスアワーを実施した．

本大学院では，授業に限らず，学生相談を教員が受け付け

る時間をオフィスアワーとして定めていた．これを遠隔対応で

きるよう，Zoom を利用したバーチャルオフィスアワーとして設

置した．バーチャルオフィスアワーへのアクセスリンクは授業

支援システム上で公開し，毎週 2 時間程度，学生の質問を

受け付けた．少人数かつ録画しないため，学生の画面共有

をしながら質疑応答を行えた． 
第2の工夫として，学生への情報の整理を行った．当該科
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ンを実施した． 
表 3: 2020 年度データベース特論 授業内容 

回 テーマ 
1 授業の概要 
2 データとデータベースの基本 
3 データモデルとリレーショナルモデル１ 
4 データモデルとリレーショナルモデル２ 
5 リレーショナルモデルによる論理データモデル設計 
6 スキーマ設計上の問題と正規化 
7 SQL 1 
8 SQL 2 
9 集合論の基礎と関係代数 
10 NoSQL データベース概要 
11 SQL と標準化 
12 RDMS まとめ 
13 NoSQL 演習 1 
14 NoSQL 演習 2 
15 総括 
 
ルームの作成においては，以下の 2 点に留意した．1 点

目は，理解度に応じた学生の分散である．各学生が提出し 
た課題の品質や，グループディスカッション時の受け答えか

ら，各学生の理解度をおおまかに判断し，理解度の高い学

生と低い学生が特定のルームに集中せずに分散し，「教え

てもらう」環境を構築することに留意した． 
2 点目は，組み合わせの連続回避である．「今日もこの人

と一緒」という状況ができるだけ生じないよう，各回のグルー

プディスカッションのメンバー構成を記録し，次回においては

できるだけ重複が生じないようにルームを作成した． 
以上 2 点のための Zoom の操作はやや煩雑なものとなり，

機能改善がまたれる．具体的には，まず部屋数のみを指定

してランダムに学生を分配し，その後，ルームを開設する前

に，分配された学生のうち数名を，手元の情報をみながら入

れ替える，という作業が必要になる． 
また，グループディスカッションを円滑に実施することに特

化して，Zoom のようなオンラインミーティングサービスも含め

た，オンライン授業システムのベストパターンを考案できると

望ましい．具体的には，357 教室におけるオンライン授業シ

ステムの配置では，制御 PC 側で Zoom にログインしていれ

ば，教員 PC 側ではログイン不要という利点があるものの，グ

ループディスカッション実施時は教員 PC 側で話す方が便利

ということもあり，教員 PC においても Zoom ミーティングに参

加して運用した．よりよい方策を検討したい． 
 

3.4 システムソフトウェア特論 

第 4 著者が担当したシステムソフトウェア特論は，これまで

大学で情報学を学ぶ機会のなかった学生をメインターゲット

とし，「Unix系OSの操作を通した，コンピュータの仕組みの

理解と利活用方法の習得」を目的として開講された．表 4 の

とおり全 15 回の授業が行われた．受講者数は 54 名であっ

た． 
表 4: 2020 年度システムソフトウェア特論 授業内容 

回 テーマ 
1 授業概要＆コンピューターネの歴史 
2 OS のインストール 
3 基本操作 
4 コマンドラインインターフェース 
5 コマンド 
6 シェルスクリプト 
7 環境設定 
8 通信 
9 ユーザ管理 
10 プロセス管理 
11 ファイルシステム 
12 開発 
13 バージョン管理システム 
14 クラウドサービスの利用 
15 仮想化技術 
 
当該科目は初学者が多くの割合を占めるため，自習を強

く推奨してきた．2019 年度までは，初回から数回は教室設

置 PC で基本操作を学び，その後，ノート PC や USB メモリ

上に仮想環境を作り，自宅で大学と同等の環境を作成する

ことで自習を促していた． 
こうした背景のもと 2020 年度では，初学者への情報共有

の正確さが課題となった．対面時であれば学生の画面を直

接教員が確認することができたが，遠隔授業中では学生の

画面を他の学生に共有することは，個人情報の観点でリスク

が多く困難である．そのため授業中の質疑応答では，操作

環境や進捗が違う学生に対して，口頭のみで助言や指示を

行う必要があった． 
この課題へ対応するために実施した工夫の代表的なもの

として，本稿では 2 点の工夫を紹介する． 
第 1 の工夫として，バーチャルオフィスアワーを実施した．

本大学院では，授業に限らず，学生相談を教員が受け付け

る時間をオフィスアワーとして定めていた．これを遠隔対応で

きるよう，Zoom を利用したバーチャルオフィスアワーとして設

置した．バーチャルオフィスアワーへのアクセスリンクは授業

支援システム上で公開し，毎週 2 時間程度，学生の質問を

受け付けた．少人数かつ録画しないため，学生の画面共有

をしながら質疑応答を行えた． 
第2の工夫として，学生への情報の整理を行った．当該科

目は解説内容が広範囲かつ演習や課題も多いため，こちら

が伝えたい情報を正確に学生に伝え，かつ学生が知りたい

情報にアクセスがしやすくする必要がある．具体的には，授

業資料を階層化して授業支援システム上で管理し，各授業

の概要や目次を一覧で見やすく提示した．また，教員から学

生への通知は文章を精査し，これまで以上に説明を詳細に

するとともに課題のヒントや手順などの情報も加えた． 
第 1 の工夫の結果として，バーチャルオフィスアワーは毎

回 2~4 名が参加した．過去のオフィスアワーは毎回 1~3 名

の参加であり，受講生の総数との比率から同程度の効能が

合ったと思われる．一方，遠隔でやることの利点である場所

を問わず参加しやすいという利点は活かせておらず，オフィ

スアワーの代替案としては良いが，更に参加しやすくする工

夫が求められる． 
第 2 の工夫の結果として，授業評価アンケートにおいて

「授業資料が見やすかった」というコメントを得ており，一定の

評価が得られたと考える．一方，お知らせに関しては，演習

課題の提出ミスが 16 名いる回があるなど，文章の読み間違

いをする学生が多くいた．この数字は例年の 6 名程度という

数と比べて多い．文章だけでは読み間違いや読み飛ばしが

多く発生するということがわかり，授業設計や指示の仕方を

再考する必要がある． 

4 まとめ 

本稿では，情報系専門職大学院における対面・遠隔併用

のハイブリッド型授業システム開発の取り組みを紹介した．こ

の授業システムは，教室内で行われる対面授業と，オンライ

ン上で学生がリアルタイムで視聴する遠隔授業を同時に行

えるシステムであり，当該大学院の 2 教室に実装された．教

員は従来の授業システム利用時と同様の端末接続をするだ

けで，遠隔授業及び授業収録（音声・映像）を実施すること

が可能であり，全体として大きなトラブルなく稼働した． 
ハイブリッド型授業システムが安定的に稼働したことにより，

各授業の担当教員ごとに，第 3 章で紹介した遠隔授業実施

のための各種工夫を加えることが可能となった． 
今後の課題としては，ハイブリッド型授業システムに加えて

なされた担当教員ごとの工夫の統合（標準化）が挙げられる．

同一のツール・機能の利用での受講可能科目が増えるほう

が，ツール・機能の学習コストは下がるため，学生は授業内

容の学習に注力することができる．特に，今回紹介した科目

群はいずれも本専攻情報アーキテクチャコースの初学者向

けに用意されており，並行して受講する学生も多いことから，

その効果は高いことが期待される． 
また，第 3 章で紹介した実践においては，本来ハイブリッ

ド型授業システムが目指している「対面＆遠隔」の形式では

なく，遠隔のみの実施となったことにも注意しておきたい．対

面・遠隔併用での授業を実施したうえで，ハイブリッド型授業

システムの再評価が必要であろう． 
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1 はじめに 

内閣府の世論調査によると，日本国民の感じる「悩みや不

安」として，半数以上が「自分の健康」と回答している[1]．ま
た株式会社日本総合研究所の報告書ではヘルスケア産業

の国内市場規模は 2016 年では約 25 兆円であったが，
2025 年には約 33 兆円になると推計されている[2]．このよう
な社会的関心の高さとこれからの成長産業という理由から本

PBL では「ヘルスケア」ということをテーマとし，プロジェクトを
開始した． 

2 テーマへのアプローチと設定 
2.1 テーマへのアプローチ 

本 PBL はテーマに対し，デザイン的なアプローチを通じ
て課題の共有，問題提起，ソリューションの提案を行うことを

目標とした．一般的にデザインは，非言語（かたちや色といっ

た視覚言語など）の操作（かたちの操作）による美的・感性的

形式のありようとして議論される事が多いが，本 PBL のデザ
インとは，システムやプロダクトを通じてユーザーにどのような

意味を提示できるかというコミュニケーションや関係性のデザ

インに重点を置いたものである． 
 

2.2 テーマへのアプローチテーマの設定 

ヘルスケアという広義なテーマからどのようなヘルスケアを

テーマとするか検討し，「肉体」，「社会」，「精神」という領域

でヘルスケアに関するキーワードマップ（図 1）を作成し，議
論を行った． 
これらのキーワードマップから，「ストレス」というキーワード

を抽出した．ストレスは心臓病や糖尿病などの生活習慣病の

危険因子の一つと言われている一方で，うつ病や不安障害

などの精神疾患にも深く関与している[3]．つまり，ストレスに

関するヘルスケアを行うことで，肉体と精神の両方の健康増

進に寄与できると考えたため，本 PBL はストレスに対するヘ
ルスケアということをテーマとして設定した． 

 

図 1: ヘルスケアキーワードマップ 
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3 調査 

3.1 ストレスと関連製品・サービスについて 

カナダの内分泌学者ハンス・セリエ(Hans Selye, 1907-
1982)はストレスというものを「生体に作用する外からの刺激

(ストレッサー)に対して生じる生体の非特異的反応の総称で

ある」と定義している[4]．ストレスを引き起こす刺激はストレッ

サーと呼ばれ，ストレッサーは物理的，化学的，生物学的因

子および社会・心理学的因子に分類することができる[5]．物

理的ストレッサーの刺激は温熱，寒冷，痛覚，圧力，光，騒

音，放射線などがあり，化学的ストレッサーの刺激は薬剤，

化学物質などがある．生物的ストレッサーの刺激は細菌，ウィ

ルス，カビなどがあり，心理的ストレッサーの刺激は怒り， 緊

張，不安，喪失体験などが挙げられる[6]．本 PBL ではすべ

てのストレスに対応するソリューションを考えることは困難であ

るため，対象とするストレスを心理的ストレッサーと限定した． 
これらのストレスの調査と並行して，ストレスに対するサー

ビスや製品・行動（以下ストレス関連対処法）の調査を行った．

そして，ストレスに対してアプローチを検討するため．縦軸に

は重症─軽症，横軸には科学的─社会的という軸を設定し，

ポジションニングマップの作成を行いビジュアル的な検討を

行った． 
 作成したポジショニングマップの中で，代表的な例として

は軽症かつ社会的な対処法としては「飲みニケーション」，

「カラオケ」等が挙げられ，重症かつ社会的な対処法としては

「自殺」などが挙げられた．各人のマップをもとにストレス関連

項目に関する共有項の抽出を行ったところ「現状のストレス

関連製品はストレス自体を悪いものと捉えて，溜まったストレ

スは解消する対象である」という知見が得られた．つまり，スト

レスは悪い存在であり，解消もしくは取り除くことが現状のスト

レス関連対処法がとっているアプローチであることが判明し

た． 

 
図 2: ストレスグッズのポジショニングマップ 

 
3.2 良いストレスと悪いストレス 

上記のストレス関連対処法に関する調査から，ストレスに

対するアプローチは一元的なものに限定されるものなのかと

いう疑問が浮上した．そこでストレスの捉え方に関する先行

文献調査を行った． 

生命反応学者の二木の報告ではストレスは常に悪いもの

とは限らず，場合によっては良い刺激，シグナルにもなると報

告している[7]．さらにストレスをよい刺激として受け止め，ここ

ろ，身体を活性化することもできると述べられている．そして，

良いストレスはこころ，身体ともに恒常性の維持，健康を実現

できるということが述べられている． 
心理学者ケリー・マクゴニガルの報告[9]では「ストレスは健
康に悪い」と心配し，ストレスのせいで，病気になることを恐

れることが健康に害を及ぼしているということが示唆されてい

る．また，前述の報告ではストレスがあった状態でもそれほど

危険ではない場合には脳と体は「チャレンジ反応」という状態

に切り替わることが可能だということが報告されている．ストレ

スがかかる状況下でもスポーツ選手やパフォーマーが良い

成果をあげる場合や，アーティストがステージ上でより良い演

奏を実現させることがあるが，これらがストレスを良い方向に

転換したチャレンジ反応の例だと言われている．つまり，同じ

外的刺激であっても受け手の側の解釈により，良いストレス

にも悪いストレスにもなり得ることを 2 つの文献が示唆してい

ることが知見として得られ，ストレスが必ずしも悪いものではな

いことがわかった． 
 
3.3 良いストレスへの変換 

 
図 3: 良いストレスの変換イメージ 

 
調査から，外的刺激のストレスを良いストレスに変換できれ

ば，ヘルスケアの新しい提案が可能ではないかと考えた．

（図 3）． 
本 PBLでは「良いストレスへの変換」という UX（ユーザー

エクスペリエンス）を検討した際に「ストレスの可視化」が必要

であると考えた．対象の変換を行うためには，変換前の対象

の状態を捉えることが必要である．本 PBL の対象はストレス

であるが，ストレスを肉眼で認知することはできない．そこで，

ストレスを可視化することができれば，ストレスという対象がど

のような状態で，どのような推移があるかなど視覚的に認知

することが可能になるのではないかと考えた． 
自身のストレスと状態を，提示可能なプロダクトやサービス

にデザイン・試作・提案することにより，「良いストレスへの変
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換」を促進し，ストレスに対するヘルスケアの新しい方向性を

示唆したいと考えた． 

4 目的 
本 PBLではヘルスケアの新しい提案として従来のストレス

関連対処法ではなく，良いストレスへの変換を行うためのプ

ロダクト（以下ストレス価値変換装置）の提案を行い，新しい

ストレスとの関係性を構築することを目的とした． 
 

5 検討 
5.1 可視化方法の検討 

 
図 4:出典  

心拍変動による精神負荷ストレスの分析[10]  p.4 

 

 
図 5:出典  

心拍変動による精神負荷ストレスの分析[10]  p.4 

 
ストレス価値変換装置に必要なストレスの可視化方法を検

討するため，一般的な評価方法の調査を行った． 臨床医学
分野では，主観的なストレス評価法（心理学的ストレス評価

法）が多用されている．その他，生体信号変化を捉える生理

学的評価法や，血液・尿・唾液中の生理活性物質（バイオマ

ーカー）を測定する生化学的評価法になどがある[9]．また心
拍変動の分析はストレス負荷と自律神経系の関係について

有効な生体情報を提供している[10]という報告もある． 
これらの調査から得られた知見は，いずれも評価データは

数値化され，グラフ化された可視化方法であった．例として

は図 4（安静時）と図 5（精神負荷時）[10]は心拍変動の比較

である．グラフ化による数字解釈のメリットは言うまでもないが，

デメリットとしては解釈には専門的な知見が必要であり，非専

門家を対象とした場合には，内容を直感的に理解することが

難しいという問題点が挙げられる． 
 

5.2 インターフェースの検討 

上記の可視化方法の検討から，ストレス情報とユーザーと

の間に直感的なインターフェースを介することで新しいストレ

スとの関係性を提案できるのではないかという仮説を立てた．

直感的なインターフェースは先行研究として MIT メディアラ

ボの石井らのタンブルユーザーインターフェース[11]が挙げ

られる．タンジブル（tangible）とは「触れて感知できる，実体

的な，有形の」といった意味合いであるが，実態のある物理

的なオブジェクトを情報の入出力に使用することで，直感的

なインターフェースを実現している．つまり，形のない情報に

メタファーを与えることで，ユーザーに情報を連想させ，直感

的に認知を促すインターフェースである． 
本 PBL での直感的なインターフェースとはユーザーが取

得する情報について非専門家であっても情報の状態が認知

可能であることを指す．そこでストレス価値変換装置には直

感的なインターフェースを採用し，「情報についてメタファー

を有し，ユーザーに対し内容を想起させる」という可視化方

法を採用することとした． 
 

6 提案 

6.1 本 PBLの提案 

ストレス価値変換装置に対する可視化方法が決定した後

に，価値変換には可視化のみでは良いストレスへの意味変

換が難しいのではないかという議論が行われた． 
そこで「良いストレスへの変換」という UX を再考し，「可視

化」と「置換」という 2 つのUXに分解した． 
可視化については本論の 1.5 に記述したが，可視化され

たストレスに対し，意味の置換を促す UX を追加した．置換

にはストレスが可視化されたユーザー対し，新しい外的刺激

（以下装置の外的刺激）を付与することにより，ストレスの意

味の置換を促進できないかという仮説を立てた．これら 2 つ

が組み合わさったプロダクトをデザインすることにより，ストレ

ス価値変換装置を実現し，本 PBL独自の提案とする． 
 

6.2 ストレスユーザーに対しての外的刺激 

「良いストレスへの変換」を行うにあたり，強制的に思考を

誘導することは難しい．そのために，装置の外的刺激はユー

ザーにとっては強制力がなく，非言語コミュニケーションであ

る刺激（以下非言語による誘導）が望ましいと考えた．そこで，

本 PBL は意味の置換を促す装置の外的刺激として，色彩

に注目した． 
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色彩には人の行動や心理状況を誘導する効果が示唆さ

れている．奥田らの研究[12]では食べ物の色彩が食欲の増

進に影響があるという報告がある．また色彩に関するストレス

関連の研究では，病院内ナースセンターの色彩環境をコント

ロールすることにより業務ストレスを軽減できる可能性を示唆

している[13]．そして，照明における色についても精神的な

ストレス状態や疲労を緩和する作用がある[14]と報告されて
いる．これらの先行研究から，色彩の効果に着目し，装置の

外的刺激として色彩効果を用いることとした． 
次にどのような色彩が適しているか検討を行った． 図 6の
ように色彩や配色にはイメージや形容詞を想起させる効果が

ある[15]．本PBLはこの点に着目し，心理的ストレッサー（不

安，恐れ，怒り，焦り，憎しみ，劣等感）に対し，反対のイメー

ジを想起させる配色を選定し，ストレスユーザーに提示する

ことにより，非言語コミュニケーションによる良いストレスへの

意味の置き換えができないかという仮説を立てた． 

 
図 6:出典 Classification of image into 9categories [16]   

 

7 方法 

 

図 7: ストレス価値変換装置開発までの流れ 
 

ストレス価値変換装置の開発を行うにあたり，図 7 に示す
ようなフローで研究を実施した．前項まで見てきたように先行

研究のレビューからストレスの表現や良いストレスへの変換を

行うために適した媒体を調査，さらにその表現に対し意味を

与えるためのアンケート，最終プロダクトを実現するためのデ

ザインの試作が本 PBLの流れとなる． 
 

7.1 メディアの選定と全体システムの検討 

これまでの議論から本 PBL のストレス価値変換装置のシ

ステム全体の検討を行った． 
 ストレスの可視化については，メディアとして磁性流体を選

択した．磁性流体は米国航空宇宙局（NASA）がアポロ計画

の中で宇宙服や機器を封止するための素材として開発され

た．物性としては強磁性体とそれらを覆う界面活性剤とベー

スとなる水や油から成るコロイド溶液である．また磁力を界面

に作用させることで磁性流体に特徴的な図 8 のようなスパイ

ク現象が発生する.[16] 
 

 
図 8：磁性流体のスパイク現象 

 
磁性流体をメディアとして選択した理由として，以下の3つ

の理由が挙げられる. 
 

1. 実体的かつ有形に存在する物質であること 
2. 形が自在に変化すること 
3. 動作を制御可能であること 

 
本論の 2.2 にあるインターフェースの検討項目で記述した

ように，可視化を行う上で本来形のない情報であるストレスに

対し，形を与えることが重要である．人々が種々のストレスに

対して持つ心的イメージ（以下表象）をメタファーによって磁

性流体の形を定義，さらに磁性流体の形状をストレスごとに

変化させることでリアルタイムにストレスの状態を可視化する

ことを試みた． 
次に意味の置換を促すメディアとしてスマートLEDを選択

した．本論の 2.4 における議論で述べたように，色彩には人

の行動や心理状況を誘導する効果が知られている．新しい

外的刺激を生成する上で，リアルタイムに色彩を変化するこ

とが可能なスマート LED が意味の置換を行う上で有効であ
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るという仮説を立てた．またそれぞれの心理的ストレッサー

（恐れ，怒り，悲しみ，嫌悪）に対し，反対のイメージを想起さ

せる配色を提示するメディアの要件としては，以下が挙げら

れる． 
 

1. 117 組の配色を柔軟に変化させることが可能であ
ること（色数は引用で用いている図 6の配色数） 

2. センシングしたデジタル信号からインタラクティブに
色を変化させることが可能であること 

 
これらの要件を満たすメディアとして，スマート LED を選
定した． 
以上から本 PBL ではストレスの「可視化」に対しては磁性

流体，ストレスユーザーに対して新しい外的刺激を与える装

置としてスマート LEDを選択した． 
図 9 に本 PBLで作成したストレス価値変換装置のシステ

ム概要図を記載する． 

 
 

図 9:ストレス価値変換装置のシステム概要 
 
ストレスのセンシングデバイスとして fitbit.inc から販売さ
れている Fitbit inspire HRを用いた．入力機器については
技術の発展によってストレスを直接計測できるデバイス等に

置き換えることを想定している．次に取得した心拍データ等

をスマートフォンによる通信を通じてクラウド上へアップロード，

その後，制御に使用した Raspberry pi からデータを取得, 
電磁石の制御によって磁性流体に形と動きを与え，ストレス

を可視化する．さらにスマート LED に対して受けたストレス
反対のイメージを想起させる配色を生成し，利用者がそれら

を知覚する． 

8 アンケート 
8.1 視覚化アンケートの目的 

磁性流体でストレスの表象を表現するためには，ストレス

の表象を抽象化し，さらに磁性流体を用いて形や動きとして

表現する必要がある．表象と一般的な形のイメージの関係を

明らかにするためにアンケートを行った．アンケートを行う目

的として，3つの項目を表 1に示す． 
 

表 1:視覚化アンケートの目的 

項目 1 ネガティブな基本感情とオノマトペの対応

関係を明らかにする． 

項目 2 静止画のパターンとオノマトペの対応関係

を明らかにする． 

項目 3 磁性流体の動きとオノマトペの対応関係を

明らかにする． 

 
項目 1 について，まずネガティブな感情とオノマトペの対
応関係を把握するための文献調査を行った．オノマトペとは

擬音語や擬態語の総称として使われる言葉である．またオノ

マトペを用いることで，形や動きの持つイメージや感情など本

来あいまいで伝わりづらいものを直感的に理解することがで

きる[17]．井上らの研究[18]では，基本感情の6種類（恐れ，
喜び，怒り，悲しみ，嫌悪，驚き）に対応するオノマトペ活用

頻度を調査している．これらを踏まえて本PBLでは心理的ス
トレッサーの中から基本感情の 4種類を選定し，恐れ，怒り，
悲しみ，嫌悪を抽出し，それらに対応するオノマトペを明らか

にするためのアンケートを取った． 
項目 2 については，文献調査をもとに形と感情の関係性

を明らかにするため実施した．また静止画については木村ら

の論文から引用した[19] 
項目 3については，本PBLで作成した動く磁性流体の抽
象的な表象と，項目 1で抽出した 4つの基本感情のオノマト
ペに対応するイメージを明らかにするために実施した．これ

らの結果から，ネガティブな 4つの基本感情とストレスの表象
を結びつけるインターフェースとしてオノマトペを活用し，さら

にそれらを磁性流体によって形状と動作による表現と結びつ

けるよう試みた．視覚化アンケートの概要を表 2に示す． 
 

表 2:視覚化アンケート概要 

実施期間 2019年 10月 26日(土)，27日(日) 

回答者数 ５６名 

手法 Webアンケート 

アンケート 
タイトル 

擬音語擬態語に対する 

動的イメージと静的イメージの調査 

質問数 20問 
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視覚化アンケートに用いたオノマトペを表 3 に示す．各オ
ノマトペは井上らの研究[18]を元に恐れ，怒り，悲しみ，嫌悪
に分類している．なおこれらの分類については事前に被験

者には知らせず視覚化アンケートの集計時に利用している． 
 

表 3:アンケートに用いたオノマトペ 

恐恐れれ 怒怒りり 悲悲ししみみ 嫌嫌悪悪 

ビクビク イライラ シクシク イライラ 

ドキドキ プンプン メソメソ ムカムカ 

ブルブル ムカムカ ショボショボ ビリビリ 

ガクガク ビリビリ ウジウジ ツンツン 

オドオド   エンエン キリキリ 

ゾクゾク   シオシオ モヤモヤ 

ソワソワ   シュンシュン   

ゾワゾワ    

 
次に磁性流体の動きと特徴を表 4に示す．アンケートでは
磁性流体の動画を用いたが本稿では磁性流体の動きの特

徴を文章で示す． 
 

表 4:磁性流体の動きと特徴 

図図番番号号 磁磁性性流流体体のの  
動動きき  

動動作作のの特特徴徴 

図 10 

 

線状の磁性流体が放射状

に広がる 

図 11 

 

一定間隔で鼓動を打つ 

（スパイクなし） 

図 12 

 

不定間隔でスパイク現象を

発生させる 

図 13 

 

中央から上下交互に伸び

ていく 

図 14 

 

突然スパイク現象を発生さ

せる 

図 15 

 

早い間隔でスパイク現象を

発生させる 

図 16 

 

円周方向に伸びて回転す

る  

 
次に静止画を図 17に示す． 

 
図 17: 静止画 

 
8.2 意味の置換におけるアンケートの目的 

項目 2.4および 3.1 で述べたように，光によってユーザー
に外的刺激を与えるにあたり，本 PBLではスマート LED を
用いる．LEDの配色を選択するにあたり，4つの基本感情に
対して反対の意味を持つ色彩を選択する必要がある．光の

色が持つイメージを表現するため，河西らの研究[17]および
図 6 を参考にした．実施したアンケートの概要を表 6に示す． 

 
表 5:ネガティブワードの反対語に関するアンケート概要 

実施期間 2019年 11月〜2月末 

回答者数 10名 

手法 Webアンケート 

アンケート 
タイトル 

ネガティブワードの反対語に関する調査 

質問数 24問 
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表 6および表 7にネガティブワードの反対語に関するアン
ケート内容を記載する．形容詞を 6 つの群に分け，恐れ，怒
り，悲しみ，嫌悪に対する反対語をそれぞれの群より選択頂

いた． 
 
表 6:ネガティブワードの反対語に関するアンケート内容 
（群 1−3） 

番番号号  群群 11  群群 22  群群 33  

1 該当なし 該当なし 該当なし 

2 プリティな 飾り気のない 親しみやすい 

3 メルヘンな 質素な 気楽な 

4 初々しい 淡い 家庭的な 

5 嬉しい 素直な 愉快な 

6 甘美な 簡素な のびのびとした 

7 かわいい 淡い 陽気な 

8 愛らしい 素直な 楽しい 

9 和やかな 簡素な 居心地の良い 

10 あどけない 自然な 朗らかな 

11 可憐な 素朴な くつろいだ 

12 可愛らしい 淡白な アクティブな 

13 キュートな 肌触りのよい 活動的な 

14 懐かしい マイルドな いきいきとした 

 
表 7:ネガティブワードの反対語に関するアンケート内容 
（群 4−6） 

番番号号  群群 44  群群 55  群群 66  

1 該当なし 該当なし 該当なし 

2 枯れた 派手な 文化的な 

3 風流な 装飾的な 渋い 

4 しとやかな 情熱的な 凛々しい 

5 ひなびた 鮮やかな 堅実な 

6 微妙な 艶っぽい 高尚な 

7 奥ゆかしい 華やかな 古典的な 

8 味わい深い 豪奢な 格調のある 

9 控えめな 魅力的な 風格のある 

10 充実した こってりと

した 
重厚な 

11 丹念な 豊かな 男性的な 

12 古風な 贅沢な どっしりした 

13 伝統的な 華麗な 本格的な 

14 地味な 円熟した がっしりと 
した 

 

9 結果 
9.1 視覚化アンケート：ネガティブな基本感情とオノマトペの 

対応関係 

本実験では被験者を 10 代，30 代，男性，女性に分け基
本感情に対応する最も多かったオマトペを表 8に記載する． 

 
表 8:ネガティブな基本感情とオノマトペの対応 

 1100代代  3300代代  男男性性  女女性性  

恐恐

れれ  
ガクガク ビクビク ガクガク ガクガク 

怒怒

りり  
イライラ イライラ イライラ イライラ 

悲悲

しし

みみ  

シクシク シクシク シクシク シクシク 

嫌嫌

悪悪  
ムカムカ ムカムカ ムカムカ ムカムカ 

 

9.2 静止画と基本感情の関係性 

静止画と基本感情の関係性を表 9に示す． 
アンケートでは表 3 のオノマトペを元に回答を依頼し，そ

の結果を各基本感情に当てはめて集計を行った． 
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表 9:静止画とオノマトペの関係性 

静静止止画画  恐恐れれ  怒怒りり  悲悲ししみみ  嫌嫌悪悪  

 29 2 18 7 

 10 18 2 26 

 24 7 9 16 

 26 1 14 15 

 11 14 1 30 

 23 8 18 7 

 10 21 0 25 

 26 5 12 13 

 19 24 4 9 

 
9.3 動く磁性流体の表象とオノマトペの関係性 

動く磁性流体の動作とオノマトペの関係性を表 10 に示す． 
 
表 10:動く磁性流体の動作とオノマトペの関係性 

図図番番号号 アアンンケケーートト結結果果 

図 10 

 

図 11 

 

図 12 

 

図 13 

 

図 14 

 

図 15 

 

図 16 
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図 10〜図 16 までに得た磁性流体の表象とオノマトペ関

係を 4 つの基本感情にまとめた結果を表 17に示す. 
 

表 17: 磁性流体の表象と基本感情 

図図番番号号  磁磁性性流流体体

のの表表象象  
恐恐  
れれ 

怒怒  
りり 

悲悲  
しし  
みみ 

嫌嫌  
悪悪 

図 10 

 

39 2 11 4 

図 11 

 

48 3 4 1 

図 12 

 

27 14 7 8 

図 13 
 

25 5 20 6 

図 14 

 

34 7 9 6 

図 15 

 

43 5 2 6 

図 16 

 

16 13 18 9 

 

9.4 視覚化アンケートの考察 

項目 1 の結果について恐れは「ガクガク・ビクビク」怒りは

「イライラ」，悲しみは「シクシク」，嫌悪は「ムカムカ」となった．

これらは本 PBL で参考にした井上ら[18]の研究と一致する
結果となった． 

項目 2の静止画とオノマトペの関係性において○，△，□

のようにカタチの抽象度が高いと感情とのイメージが湧きにく

く，カタチが定まってくるとイメージと結びつきやすいという結

果となった．例えば○は水玉など可愛らしいと感じることもあ

れば，穴のようなネガティブな要素としても考えられる．また

鋭角を持った棘のような形状は，ウイルスやサボテンや針の

ような具体的なイメージが湧きやすいため，嫌悪や怒りといっ

た感情に結びついたものと考えられる． 
項目 3 の磁性流体の動きの表象について，図 11 は心臓
の鼓動のように，一定間隔で脈打つ動きをしており，表象の

イメージがドキドキしているという印象を持つことにつながっ

ていると考えられる．静止画のときと同様にその場に留まって

動くものは恐れを示す傾向が強い．これは静的なイメージと

同様に，変化の少ないものについては具体的なイメージが

つきにくく，選択肢の初めにあったビクビクを選択した可能性

が高い．動きのあるものは，悲しみや怒りを含む傾向が見ら

れる．例えば涙を流す，ぐるぐると回ることが怒りや悲しみを

連想させていると考えられる．これらの結果を踏まえて，最終

プロダクトでは，心臓の鼓動を示すような一定間隔で鼓動す

る動作と鋭角を持った棘のようなスパイク現象，さらに円周方

向への動きなどを組み合わせた形状と動作をストレスの表象

とした. 
 

9.5 意味の置き換え：ネガティブワードの反対語のアンケートの
結果 

 ネガティブワードの反対語のアンケートの結果を表 18に示
す．選択肢にある反対語の群の中で最も回答数が高かった

反対語を記載している． 
 

表 18:ネガティブワードの反対語に関するアンケート結果 
 

恐恐れれ 怒怒りり 悲悲ししみみ 嫌嫌悪悪 

群群

11 
和やかな 和やかな 嬉しい 愛 ら し

い 

群群

22 
のどかな 柔和な のどかな 馴染み 

やすい 

群群

33 
居心地の良

い，愉快な 
陽気な 楽しい 居心地

の良い 

群群

44 
該当 
なし 

該当 
なし 

充実 
した 

該当 
なし 

群群

55 
該当 
なし 

該当 
なし 

情熱的な 魅力的

な 

群群

66 
該当 
なし 

該当 
なし 

該当 
なし 

該当 
なし 
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9.6 ネガティブワードの反対語のアンケートの考察 
ネガティブワードの反対語に関するアンケートの結果から，

恐れ，嫌悪，怒り，悲しみといったネガティブな感情に対して，

人々がいわゆる辞書的な意味では収まりきらない複数の反

対語を持つことが確認できた．特に恐れや怒りに対する反対

のイメージが一致している箇所が見られるのは興味深い． 
本 PBLで用いるストレスの意味の置換を行うための，光に

よる外的刺激を与える上でも有効な結果が確認できた．しか

しながら，今回得たアンケートの結果では，母数が少なく表 7
で示したデータは傾向や示唆程度である．今後アンケートを

継続し，母数を増やすことで引き続き相関関係を確認してい

きたいと考えている．今回の最終プロダクトでは，予備実験と

して光に用いる形容詞は「愛らしい」，「居心地の良い」，「優

しい」，「楽しい」とし，これらをユーザーに対し外的刺激とし

て与えることで，ネガティブな基本感情に対する意味の置換

として用いることとした． 

10 結果からのデザイン提案 
10.1 目的 

これまでに得た結果を用いて，ストレスの可視化および意

味の置換を行う状況として住環境を想定し，情報を直感的に

理解できる情報機器を開発する．本稿以降では想定するユ

ーザー体験の設計（以下 UXの設計）およびプロダクトを開発

するためのプロトタイピングの結果を示す． 
 

10.2 UXの設計 

直感的に理解できる情報機器として住空間を想定しデザ

インすることを試みた． 
ストレスは本来一人で抱えてしまうことが多いが，家族のケ

アによるソーシャル・サポートにより緩衝されることが報告され

ている[20]．これらの観点からも住空間を想定した家族とスト

レスを共有可能な情報機器としてデザインを行うことを試み

た． 
本 PBL で開発を行う, ストレス価値変換装置を利用する

ユーザーをペルソナによって想定し，これらをもとにUXの設

計を行った．想定したペルソナは父，母，娘から構成されて

いる 3 人家族である．このペルソナに対し強制的に良いスト

レスに変換するのではなく，非言語コミュニケーションにより，

良いストレスへの変換を促すことを目的とする． 
 1.5 節で既に述べたように「良いストレスへの変換」という

UXを「可視化」と「置換」という 2 つに分解し，ストレスの可視

化のためのメディアを磁性流体とした．磁性流体によって表

現されたストレスを第三者が確認，そのストレスをライトによる

非言語コミュニケーションによりポジティブイメージに変換す

る．これらを具現化するために，住環境を想定した家具とスト

レス価値変換装置が融合したデザインを試みた．以下，UX
を設計するために本 PBL で作成した 4 コママンガによって

想定するユーザー及び利用シーンを図 17に示す. 

 
 
図 17:ペルソナによるストレス価値変換装置の利用シーン 

 
1. 夫婦が仲良く一見ストレスがなさそうに過ごして

いる． 
2. 娘がテーブルの上で父親のストレスの状態を

直感的に確認できる.ここでは父親が予想外

にストレスが溜まっていることが分かった. 
3. ここでストレスと反対の意味を持つ光を生活空間

に生成し，ポジティブイメージを促進させる. 
4. なんか最近お酒の量が減ってきたなと父親が感

じる．ポジティブイメージの生成により非言語によ

る誘導でストレスの意味を置換する. 
 
10.3 プロトタイピング 

前項において決定した UX を踏まえて住環境を想定した

家具と情報機器の融合というコンセプトでストレスの可視化お

よび意味変換装置のデザイン提案およびプロトタイピングを

行った．住環境を想定したプロダクトとして本 PBL では以下

の 2 つのプロダクトの開発を最終目標としてプロトタイピング

を実施した． 
 
・テーブル型のストレス可視化装置 
・卓上ライト型の意味置換装置 
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10.3.1 テーブル型の可視化装置のプロトタイピング 

 テーブル型の可視化装置のプロトタイピングでは，視

覚化アンケートによって得たストレスを表現するため，

試作を行った．磁性流体で以下の 3 つの動作を表現でき

るよう Raspberry Pi と電磁石を用いた装置のプロトタ

イピング（図:18)を行った 
 

1. 一定間隔で鼓動する動作 
2. スパイク現象の実現 
3. 円周方向への動作 

 

 
図 18:電磁石による磁性流体の動作確認 

上記項目 1の一定間隔の動作についてはRaspberry Pi
に周期データを与えることにより電磁石のON-OFFを行い，
磁性流体が鼓動する状態のテストを実施した．上記項目2に
ついては電磁石の ON 時間の調整によりスパイク現象も任

意に作成することができた．上記項目 3 の円周方向の移動
についても電磁石を円周上に配置することで実現可能となっ

た． 
 可視化装置をテーブル型へ実装のするため，磁性流体

を組み込んだプロトタイプ(図 19)を作成し，磁性流体の

動作確認を行った． 

 
図 19:テーブル型可視化装置のプロトタイプ 

10.3.2 卓上ライト型の意味変換装置のデザイン提案 

卓上ライト型の意味変換装置は利用者に対し非言語によ

る誘導を行うため，非言語による誘導が可能なスマート LED
を用いた．3.1項で述べたようにスマート LEDはプログラミン
グにより配色を柔軟に変化させることが可能である．ネガティ

ブワードの反対語に関するアンケート結果によって得た反対

語をスマート LED によってポジティブイメージの色彩に調光
を行うことで利用者との間で非言語コミュニケーションを成立

させるというUXである． 
卓上ライト型の形状デザインとしては利用者が筐体からの

反射を利用した光源を作るデザインを模索した．プロトタイピ

ング初期では，モデル上でスマート LED を再現し，筐体内
で効果的に光が拡散する形状の作成を目指した．3D-CAD
によるレンダリングにより光を再現し，シミュレーションを行っ

た．(図 20)またパラメトリックデザインを活用し試作回数を減
らし，プロトタイピングのしやすさと住環境に適した形状を抽

出した． 

 

   

  
図 20 :シミュレーションによる光の拡散の確認 

 
これらのプロトタイピングの結果から形状のデザインコンセ

プトを立て，ストレスという無形状なものに対して，図 21 に示

すようにクリスタルのような硬質な形状をイメージしたデザイン

提案をおこなった．機能としては光の拡散が得られる筐体を

選定し，最終プロダクトのデザインとした．(図 21) 
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図 21 :形状デザインのためのプロトタイピング 

 
 

10.4 光によるポジティブイメージの生成 

アンケートで得られた，ネガティブイメージの反対の配色を

選定し，スマート LEDの色とした．アンケートからネガティブイ

メージの反対の形容詞を選択し，形容詞から図 6 の配色の

選定を行った．次にこれらの配色のRGB値から CIE1931色空

間の座標軸に変換を行い，スマート LEDの色彩表現のパラメ

ータとして使用した．(図 22〜図 25) 

 

 
図 22:愛らしい光の配色 

 

 
図 23:優しい光の配色 

 

図 24:楽しい光の配色 
 

 
図 25:居心地の良い光の配色 
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11 最終デザイン 

11.1 ストレス可視化装置と意味変換装置 

複数回に渡るプロトタイピングから最終プロダクトであるスト

レス可視化装置の外観を決定した（図 26）． 
 

 

 
図 26 :ストレス可視化装置の外観 

 
ストレスの可視化装置は，視覚化アンケートの結果で得た

一定間隔で鼓動する表象は心臓が鼓動している状態を示す．

スパイク現象は怒り，嫌悪を示し，円周方向への動作により，

恐れや悲しみが表現可能である．図 27 では中央部が心拍
を示し，外周がストレスの状態を示している． 

 
図 27:ストレス可視化装置の動作状況 

 

意味変換装置は対比的な表現を行うため，硬質なクリスタ

ルをイメージしデザインを行った．(図 28) 

 

 

 
図 28:意味変換装置 

 
意味変換装置は，図 29のように 3台配色の調光を作るた
め 3 台を 1 セットとした．これらの 3 台を利用してアンケート
から抽出したポジティブイメージを生成する．展示では 2 配
色計 6台を動作させた． 
また東京国際フォーラムでの展示のコンセプトは住空間を

イメージし，さらにエアプランツや多肉植物・ポプリを添えるこ

とで空間として展示物を体験できるよう工夫を凝らした． 
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図 29:意味変換装置の展示 

 
ポスターを図 30に示す． 最終プロダクトのキャッチコピー

は「ストレスをカタチで知る．ストレスをヒカリで○○へ」とした． 
 

 
図 30:展示ポスター 

 
本 PBL で作成した直感的インターフェースを持つ情報機

器を住空間に配置した場合の利用イメージを図 31 及び図

32に示す． 

 
図 31:住空間での利用イメージ１ 

 

 
図 32:住空間での利用イメージ 2 

 

12 展示 
12.1 展示アンケート目的 

直感的インターフェースを採用したヘルスケアデバイスが

ストレスに対して有効かどうかを判断するため，試作品の展

示を行い，見学頂いた方に対しアンケートを実施した． 
 

12.2 展示アンケート概要 
アンケートの概要を表 19に示す． 

 
表 19:Kunisawa PBL About Design Works 

アンケート概要 

実施期間 2019年 2月 11日 

回答者数 26名 

手法 紙ベースアンケート 
（後ほどWeb入力） 

アンケートタイトル Kunisawa PBL  
About Design Works 

質問数 7問 

 

12.2.1 展示アンケート結果 
アンケートの感想および結果を表 20から表 21に示す． 

 

表 20: Kunisawa PBL About Design Works感想 

展展示示にに対対すするるココメメンントト（（抜抜粋粋）） 

先進的で感動しました． 

小児うつ病の治療に照明を利用した記事を見たことがあり

ます． 

現状のプロトタイプにこだわらず， 
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コンセプトを深堀させていってほしい．可能性を感じます． 

ストレスを可視化するという着目点が面白いと思います 
感性に訴えかけるのは人に良い影響を与えると思います．

私も色の心理効果とアロマテラピーは好きです！ 
専門的なことをよく知らない私にでも，液体の動きだけでわ

かりやすいです．デザインも美しくてシンプルで素敵だと思

いました．素晴らしいです！！！ 
家族のストレスがわかると（特に娘のことなど）良いなと思い

ます．家族が遠くにいる場合でもとても良いと思います．説

明していただき，ありがとうございます． 
インスタレーション展示がとても良くできていると思います．

イライラ状態を解消する方法として意義があると思います． 
 

表 21:Kunisawa PBL About Design Works 
アンケート結果 
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13 まとめと今後の課題 

本 PBL の目的である直感的インターフェースを持ったヘ
ルスケアデバイスの新しい方向性を示唆するため，先行研究

レビュー，ストレス可視化の検討，表現媒体の検討，表現方

法抽出のアンケート，デザイン試作を経て，最終的なプロダ

クトの提案を行った．これにより，先行研究のレビュー，ストレ

ス可視化，意味の置換，表現媒体の選定，表現方法の抽出，

デザイン試作を達成した． 
展示アンケートの結果から家族のストレスがわかると良いと

いう意見や，ストレスの可視化方法への評価，色による心理

効果など本 PBL で提案，実施してきた直感的インターフェ
ースを持ったヘルスケアデバイスに関して良好な意見を頂く

ことができた．これにより今後のヘルスケアデバイスの情報表

現に対し，新しい方向性を示唆できたと考える． 
課題としては本 PBL では実際の住環境における評価は
未実施であるため，UX で想定したペルソナに対し，評価を
実施する必要がある．今後研究を継続し，評価を行い，プロ

ダクトの改善を行いたいと考えている． 

14 プロジェクトの総括 
PBL(Project based learning)には発想力，表現力，設

計力，開発力，分析力など各人のコンピテンシーを向上させ

るという大目的がある．本PBLのメンバーは，プランナー，研
究者，デザイナー，エンジニアと多彩なメンバーで構成され

ている．社会人としての仕事では関わることのないメンバーが，

1年間の PBL活動を通じて活発な情報交換やアイデア出し
(図 33)，調査，プロトタイピングが行われた．またアートやデ
ザインに興味のあるメンバーで構成されていたことで展示会

等に足を運び，他のデザイナー，アーティストからさらなる学

びを得ることができた．そして，お互いの得意分野を吸収す

る機会や，興味の幅を広げることで考えたアイデアをその都

度プロトタイピングしながら議論を行った．また先生方に様々

なご指導を頂くことで理想的な形のデザインドリブン型プロジ

ェクトを最後まで遂行することができたと考える．(図 34) 
 

 
図 33:ディスカッションの様子 

 
図 34:メンバーと先生方の写真 
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Monitoring of muskmelon ripeness using a smell sensor 

Shigeomi Koshimizu*, Ryo Oguro*, Shunsuke Kosugi** and Takeshi Suzuki** 

Abstract 
After-ripening refers to a process for enhancing the sweetness and softening the pulp of some types of 
fruits by storing them for a certain period of time after harvesting. Fruits that have characteristics 
suitable for this process include melon, kiwi, and banana. Among them, a muskmelon (Earl's Favourite) 
is discussed in this study. Characteristically, melons do not go through significant changes in 
appearance but give off a smell during the after-ripening process. Therefore, the objective of this study 
was to determine the degree of fruit ripeness by the MT method in quality engineering, using a smell 
sensor. Smell data from fully ripe melons were used to create a unit space. In a sample of melons 
selected for the assessment, smell measurements were taken for the period from after they were 
harvested until they became fully ripe, and changes in the Mahalanobis distance from the unit space 
were observed. As a result of this experiment, monitoring of changes in Mahalanobis distance enabled 
discrimination among post-harvest period, after-ripening period, and fully-ripened period. Moreover, 
item selection successfully improved discrimination capability. As a result of item selection, the number 
of feature items adopted in the end was 25.  
 
Keywords: Smell sensor, Muskmelon, Ripeness, MT method, Mahalanobis distance 
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1 INTRODUCTION 
Some fruits, including bananas, kiwifruit, and 

melons, continue to ripen after harvesting. Referred to 
as "after-ripening,” this is a process in which fruits 
become softer and sweeter over time following their 
harvest. This study discusses after-ripening of the 
muskmelon (Earl's Favorite). At present, the breed 
“Earl's Favorite” is only grown in Japan, and primarily 
in Shizuoka prefecture. The flesh of a muskmelon is 
tough soon after harvest, and is not suited for 
consumption. While the sugar content of a muskmelon 
remains largely unchanged over the course of after-
ripening, the fruit becomes softer in texture and 
aromatic and mellow in flavor. The number of days 
required for after-ripening varies depending on the 
season as well as the storage conditions. Once a melon 
has been cut, no further after-ripening occurs. For 
these reasons, there is demand for a non-destructive 
method of determining whether or not a melon is ripe. 

Studies have been conducted to measure the sugar 

content of a melon in a non-destructive method using 
near infrared spectroscopy [1]. Meanwhile, the level of 
ripeness of a melon cannot be determined based on its 
sugar content alone. It cannot be discriminated by 
visual inspection, either, as the appearance of a melon 
changes very little over the course of the biochemical 
changes. A melon, however, does have a characteristic 
scent that becomes more pronounced with after-
ripening [2] [3]. In this study, smell of melons was 
measured to monitor levels of their ripeness, applying 
the Mahalanobis-Taguchi (MT) system [4], which is 
used in quality engineering. A non-destructive 
inspection of melons to determine their levels of 
ripeness will be beneficial, as it will make it possible to 
inform consumers of the best-eating period of a 
muskmelon.  

 

2 MEASURING SMELL OF MELONE 
2.1 Smell sensor 

To measure the smell of melons, a smell sensor 
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manufactured by I-PEX Inc. was used in this study. 
The sensor is built on multiple sensing elements to 
which different sensitive films were applied to 
piezoelectric thin films made of lead zirconate titanate 
(PZT). The sensing elements are created using micro-
electro-mechanical systems (MEMS) technology. Smell 
molecules are attached to the sensitive film that 
resonates with voltage, and the molecular weight is 
determined based on changes in resonance frequency.  

 
2.2 Selecting sensitive films 

There are approximately180 types of sensitive films 
available for use. Of these, the 25 types of films that 
were specifically sensitive to smell, when exposed to 
fully ripe melons, were selected. The 25 types of films 
were applied to the sensing elements, which were then 
mounted on the sensor chip. This sensor was used for 
the experiment described in the following section.  

 
2.3 Smell measurement of melon 

A schematic view of the device used for the 
experiment is shown in Figure 1. A surrounding box is 
placed on the smell sensor to prevent the air 
conditioning wind as a noise factor from affecting the 
smell sensor. The air around a melon was suctioned by 
a pump and sprayed onto the smell sensor for 5 seconds. 
The sensitive films applied to the individual sensing 
elements would adsorb smell molecules and output 
their signals. The authors call these outputs “smell 

intensity”. 
Typical measurements are shown in Figure 2. The 

smell intensity grows greater as the smell molecules 
are adsorbed to the films and becomes smaller when 
the spraying of the air containing the smell molecules 
ends, as the molecules are spontaneously desorbed 
from the films. 

In this study, smell measurements were taken 
continuously at an interval of 3 minutes from after the 
melons were harvested until they became fully ripe, in 
order to monitor the process of melon ripening. 

 

 
Fig. 2: Output signal of smell sensor 

 

3 MONITORING MELON RIPENING PROCESS BASED ON 

MT SYSTEM 
3.1 Monitoring ripening process based on MT system 

This study employed the MT system to monitor the 
process of melon ripening. Smell data from the period 

Fig. 1: Experimental setup 
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during which the melons ripened were used as a unit 
space. In a sample of melons selected for the 
assessment, smell measurements were taken for the 
period from after they were harvested until they 
became fully ripe. The measurement data were used to 
calculate the Mahalanobis distance. Figure 3 presents 
a schematic diagram of changes in the Mahalanobis 
distance over the course of melon ripening. It can be 
expected that Mahalanobis distance is large after the 
fruit harvesting, then becomes smaller as the fruit 
ripens to the fullest. The fruit is considered to have 
reached its full ripeness when the Mahalanobis 
distance is smaller than the predetermined threshold.  

 
Fig. 3: Schematic diagram of changes in the 
Mahalanobis distance over the course of melon 
ripening 
 
3.2 Creating unit space 

Smell measurements were taken of Melon A from 
after the harvest until it became fully ripe. The 
measurements for the 25 types of sensitive films are as 
presented in Figure 2. Peak values of smell intensity 

were measured at an interval of 3 minutes. For each of 
the 25 types of sensitive films, data from 5 
measurements were used to calculate mean value and 
standard deviation, and they were used as the feature 
items (Figure 4). 

In addition to the smell sensor measurements, 
sensory evaluation by humans was also performed. 
Meanwhile, the producers of the melon, at the time of 
its harvest, had predicted the length of time it should 
take for it to become ripe (i.e. 2–3 days), based on their 
experience. Using this prediction for reference, the 
unit space was defined as the duration of time in which 
melons smelled sweet in the sensory evaluation. The 
unit space was established using 244 samples and 50 
feature items. 

 
3.3 Mahalanobis distance of signal data 

In the same method, smell measurements were 
taken of Melon B. The Mahalanobis distance 
calculated based on the 50 feature items is provided in 
Figure 5. The process of melon ripening was divided 
into three periods for the purpose of observation: I. 
Post-harvest; II. After-ripening; and III. Fully ripened. 
Specifically, I. Post-harvest period referred to the first 
30 hours after the harvest, II. After-ripening period 
covered the 30–75th hours, and III. Fully ripened 
period referred to the period from the 75th hour. This 
last matched the period in which the "sweet smell of 
the melon" was observed in the sensory evaluation. 

As the results presented in Figure 5 show, the 
Mahalanobis distance was large in I. Post-harvest 
period, making it easily distinguishable from the other 

Fig. 4: Data of unit space 

Peak value of 25 types of sensitive films 

Average RMS deviation 
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periods. The II. After-ripening and III. Fully ripened 
periods, on the other hand, were not distinguishable 
from one another, due to the Mahalanobis distance 
being very small and unstable in the latter. For the 
purpose of differentiating the two periods, a two-level 
orthogonal array was used to narrow down the feature 
item selection. 

 
3.4 Improvement by narrowing down item selection 

The 50 originally selected feature items were plotted 
on a two-level orthogonal array (L68) for analysis, and 
items that would make the Mahalanobis distance 
greater for II. After-ripening period and smaller for III. 
Fully ripened period. As a result, a total of 25 items 
were selected from 18 types of sensitive films. 

Changes in the Mahalanobis distance after the 
narrowing-down are shown in Figure 6. The 
improvements made included setting the threshold at 
4, which made it possible to distinguish between the 

two periods; in other words, one could now determine 
that a melon was in the Fully ripened period when the 
Mahalanobis distance was smaller than 4. It should 
also be noted that melons that were determined to be 
ripe were subsequently confirmed to taste sweet and 
delicious in taste evaluation. 

 

4 CONCLUSION 
In this study, the smell of melons was measured, and 

the process of melon ripening was monitored by the 
MT system. Smell data from ripe melons were used to 
create a unit space. In a sample of melons selected for 
the assessment, smell measurements were taken for 
the period from after they were harvested until they 
became fully ripe, and changes in the Mahalanobis 
distance from the unit space were observed. The 
results of this experiment suggest a viable method of 
determining whether or not a melon is ripe by 
monitoring the Mahalanobis distance. 

Fig. 5: Changes in the Mahalanobis distance over the course of melon ripening 

Fig. 6: Changes in the Mahalanobis distance after item selection 
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Designing a New Curriculum for IT Professional Graduate School 

KOYAMA Hiroshi*, TOBITA Hiroaki*, SHIBATA Atsushi* and OHSAKI Ayano* 
Abstract 

A curriculum is a system to achieve the educational objectives in which subjects are allocated to 
educate specific content. It is required that a curriculum is designed to meet the educational objectives. 
The curriculum should assure that a student has learned the required content when the student 
completes specific subjects. At the timing of revision, we redesigned a new curriculum for IT 
professional graduate school. In the curriculum, a body of knowledge was based on a new standard 
called iCD (i Competency Dictionary). Specifically, we associated our educational objectives, carrier 
models, and subjects via iCD.  
 
Keywords: Curriculum Design, Body of Knowledge, Career Model, iCD (i Competency Dictionary) and IT 
Professional Graduate School 
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1 緒言（背景） 
本学 情報アーキテクチャ専攻（以下，当専攻）は，「情
報アーキテクト」を育成することを目的としている．一

般的な大学院が研究者の育成を重視しているのに対し，

当専攻は高度専門職技術者の育成を重視していること，

また当専攻の学生は約 90%が有職者であることや年
齢・職業・職位・経験等に多様性があることが特徴であ

る．これらの事情を当専攻の教育内容，制度，仕組み等

に適切に反映するため，2006年度の専攻設置から継続的
にカリキュラムの改良が行われている[1-6]．本章では
2014 年度から 2019 年度入学生を対象とした教育実践
（以下，カリキュラム 2014）の概要を示す． 

 
1.1 教育目標 

教育目標として「情報アーキテクト」が必要とする（A）知
識・スキル，（B）業務遂行能力が階層的に定義されている． 

 
（A1）IT関連の基礎から応用に至る知識・スキル 
（A2）対象分野の業務に関する知識 
（A3）マネジメントの知識・スキル 
（A4）情報システムの開発に関する知識・スキル 

 
（B1）コミュニケーション能力 
（B2）継続的学修と研究の能力 
（B3）チーム活動 
 

1.2 人材像 

「情報アーキテクト」は「情報システム開発のための IT
高度専門職技術者」を意味する当専攻独自の総称で，情報

処理推進機構（以下，IPA）の開発した共通キャリア・
スキルフレームワーク[7]（以下，CCSF）及び当専攻が
独自に設定した「ストラテジスト」，「システムアーキテ

クト」，「プロジェクトマネージャ」，「テクニカルスペシ

ャリスト」，「サービスマネージャ」及び「事業アーキテ

クト」に渡る範囲の人材像の職種を指す． 
 

1.3 授業科目 

当専攻では，1 年次の講義・演習型科目の履修によっ
て（A）知識・スキルを修得し，2 年次の PBL 型科目の履修
によって（B）業務遂行能力を修得する．講義・演習型科目は
次に示す計 60科目である． 

 
• 情報アーキテクチャ専攻専門科目（42科目） 

ª IT系科目群（15科目） 
ª エンタープライズ系科目群（10科目） 
ª マネジメント系科目群（9科目） 
ª システム開発系科目群（8科目） 

• 事業アーキテクチャ科目群（9科目） 
• 産業技術研究科科目群（7科目） 
• 選択必修科目群（2科目） 

 
1.4 知識体系 

当専攻では，CCSFに準拠した知識体系を中核にして，
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教育目標，人材像，授業科目を関連付けている（図 1）． 
 

 

図１: 教育目標・人材像・授業科目の関連付け 
（カリキュラム 2014） 

 
• 教育目標（A）は，知識体系の大分類の知識単位（10
項目）に対応する． 
例: （A1）IT 関連の基礎から応用に至る知識・ス
キルは次の 3項目に相当する． 
 
ª K-01〔基礎理論〕 
ª K-02〔コンピュータ・システム〕 
ª K-03〔技術要素〕 
 
※ 大分類の K-01 等は，階層的に中分類から小分類
によって詳細に定義されている． 
 

• 人材像は，知識体系の中分類の知識単位（24 項目）
に対応する． 
例: 「ストラテジスト」が学ぶべき知識単位は次の5項目
である． 
 
ª K-07-17《システム戦略》 
ª K-07-18《システム企画》 
ª K-08-19《経営戦略マネジメント》 
ª K-08-20《技術戦略マネジメント》 
ª K-08-21《ビジネスインダストリ》 

 
• 講義・演習型科目は，知識体系の小分類の知識単位
（約 120項目）に対応する． 
例: 「プロジェクト管理特論 3」で修得できる知識
単位及びレベルを次に示す． 
 
ª K-05-14-04 〈プロジェクトスコープマネジメ
ント〉（修得レベル 4） 

ª K-05-14-05 〈プロジェクト資源マネジメント〉
（修得レベル 4） 

ª K-05-14-06 〈プロジェクトタイムマネジメン
ト〉（修得レベル 4） 

ª K-05-14-07 〈プロジェクトコストマネジメン
ト〉（修得レベル 4） 

ª K-05-14-09 〈プロジェクト品質マネジメント〉
（修得レベル 4） 
 

これらの関連付けによって，当専攻の教育目標を詳細に

定義することができ，当専攻のカリキュラムが情報システム開

発領域を適切に網羅していることを示すことができた．また，

これの関連付けにしたがって，情報アーキテクトの各人材像

の推奨科目を決定した． 
学生は個々の将来のキャリアプラン及び人材像，希望研

究室，興味，弱点等を履修科目に適切に反映した履修計画

を設計し，随時学修成果（達成度）を確認することができる．

学ぶべき知識体系に対して，履修の各段階で，現在までに

何を学び，何が不足しているかを逐次確認し，履修する科目

を決定することができる． 
また，学生の最終の学修成果の専門性及びレベルを具体

的に証明することにも活用ができた．  
 

1.5 学生数 

こうしたカリキュラムの継続的改良もあって，当専攻

の志願者は増加傾向にある．表 1に当専攻の 2014-2020
年度入学試験の志願者，合格者数の推移を示す． 

 
表 1: 入学試験の志願者・合格者の推移（2014-2020年度） 
年度⼊学 募集定員 志願者数 合格者数 実質倍率 

2014 50 66 60 1.10 

2015 50 66 57 1.16 

2016 50 58 54 1.07 

2017 50 67 57 1.18 

2018 50 85 56 1.52 

2019 50 88 60 1.47 

2020 40 83 47 1.77 

 

2 新カリキュラム 2020の設計 
2020年度から産業技術研究科の再編が行われ，当専攻
は，産業技術専攻 情報アーキテクチャコースに改組され，
学生定員，教員数等が減った．今後も，情報アーキテク

チャ領域で活躍できる「情報アーキテクト」の育成を継

続するため，この機会に人材像，授業科目等のカリキュ

ラムの改変を行う必要が生じた．学生定員は 50 名から
40名に減り，教員定員は教授・准教授 10名，助教 5名
から教授・准教授 7名，助教 4名に減った． 
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2.1 教育目標 

「情報アーキテクト」の育成のための教育目標の「情

報アーキテクト」が必要とする（A）知識・スキル及び（B）
業務遂行能力は，従来の目標からの変更は無い． 

 
2.2 人材像 

学生は 2 年次の PBL 型科目履修時に自らが目指す人
材像を決定する．表 2 に 2016年度から 2020年度まで
の 5 年間の各人材像の選択者数を示す．「テクニカルス
ペシャリスト」を選択した学生が最も多く，次いで「シ

ステムアーキテクト」が多い． 
 

表 2: 各人材像の選択者数（2016-2020年度） 

年度 ストラテジスト 
事業 

アーキテクト 

システム 

アーキテクト 

テクニカル 

スペシャリスト 

プロジェクト 

マネージャ 

サービス 

マネージャ 

2016- 

2019 
19 39 47 68 32 9 

2020 6 6 13 19 7 4 

平均 7.0 ９.0 12.0 17.4 7.8 2.6 

 
「事業アーキテクト」は 2014-2016年度の文部科学省
補助事業「高度人材養成のための社会人学び直し大学院

プログラム」の「次世代成長産業分野での事業開発・事

業改革のための高度人材養成プログラム」の成果を反映

し，2015年度入学生から新規に設置した，「ストラテジ
スト」類似の当専攻独自の人材像である（PBL型科目の
解説は 2016年度から開始）．この背景及び表 1の学生の
選択を考慮し，「ストラテジスト」は「事業アーキテクト」

領域を，「プロジェクトマネージャ」は「サービスマネー

ジャ」領域を補うことで，新カリキュラム 2020 では人
材像を「ストラテジスト」，「システムアーキテクト」，「テ

クニカルスペシャリスト」，「プロジェクトマネージャ」

の 4種類に集約した． 
 
2.3 授業科目 

カリキュラム 2014では，講義・演習型科目は計 61科
目であったが，情報アーキテクチャコースの新カリキュ

ラム（以下，カリキュラム 2020）では，次に示す計 43
科目に整理した． 

 
• 情報アーキテクチャコース専門科目（37科目） 
• 産業技術研究科科目群（4科目） 
• 選択必修科目群（2科目） 
 
情報アーキテクチャコース専門科目の 37 科目は次の
各専門領域（骨子）に便宜上分類できる． 

 
• ネットワーク関連科目（5科目） 
システムソフトウェア特論，ネットワーク特論，コミュニケー

ション技術特論，ネットワークシステム特別講義，クラウド

インフラ構築特論 
• プログラミング関連科目（6科目） 

Java プログラミング技法，フレームワーク開発特論，シス
テムプログラミング特論，ソフトウェア工学特論，OSS 特
論，コラボレイティブ開発特論 

• セキュリティ関連科目（5科目） 
情報セキュリティ特論，情報セキュリティ特別講義 1，情
報セキュリティ特別講義 2，セキュアプログラミング特論，
セキュアシステム管理運用特論 

• デジタル技術関連科目（5科目） 
IoT 開発特論，クラウドサーバ構築特論，データベース
特論，データインテリジェンス特論，ビッグデータ解析特

論 
• マネジメント関連科目（8科目） 
アジャイル開発手法特論，プロジェクト管理特論 1，プロ
ジェクト管理特論 2，プロジェクト管理特論 3，プロジェクト
管理特別講義，情報ビジネス特別講義 1，情報ビジネス
特別講義 2，情報システム特論 1 

• 戦略関連科目（8科目） 
IT・CIO 特論，情報アーキテクチャ特論 1，情報アーキ
テクチャ特論 2，情報アーキテクチャ特論 3，標準化と知
財戦略，情報ビジネス特別講義3，情報システム特論2，
サービスサイエンス特論 

 
各人材像では，学ぶべき専門領域が違う．人材像と学

ぶべき専門領域の関係を表 3に示す． 
 

表 3: 各人材像と専門領域の関係 

 

ストラテジスト 
システム 

アーキテクト 

テクニカル 

スペシャリスト 

プロジェクト 

マネージャ 

戦略，事業，上流， 

企画，提案， 

アーキテクチャ 

設計，仕組み， 

情報システム， 

アーキテクチャ 

ソフトウェア開発， 

情報システム， 

デジタル技術 

プロジェクトマネジメ

ント，運⽤，企業活動

（財務・組織等） 

ネットワーク   ◎  

プログラミング  ○ ◎  

セキュリティ  ◎ ◎ ◎ 

デジタル技術 ◎ ◎ ◎  

マネジメント ◎ ○  ◎ 

戦略 ◎ ◎  ◎ 

 
2.4 知識体系 

カリキュラム 2014 の知識体系は，CCSF に準拠し，
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CCSFが示す情報システム開発領域を網羅していた．カ
リキュラム 2020 の知識体系は，CCSF の後継に相当す
る iCD（i Competency Dictionary）[9]に準拠するよう
に設計した． 

iCDは，情報システム開発に関する知識・スキルを網
羅した辞書（スキルディクショナリ）と，情報システム

開発に関する業務を列挙した辞書（タスクディクショナ

リ）から構成され，両辞書間の対応表も準備されている． 
iCD のスキルディクショナリは階層構造を有し，第 1
階層は［メソドロジ］，［テクノロジ］等のスキルカテゴ

リが 5 項目，第 2 階層は〈戦略〉マーケティング，〈シ
ステム〉ソフトウェアの基礎技術，〈共通技術〉IT 基礎
等のスキル分類が 88項目，第 3階層のスキル項目は 491
項目，第 4 階層の知識項目が 10,169 項目定義されてい
る．次に示す iCDの知識体系の抜粋では，第 2階層のス
キル分類を〈戦略〉，〈企画〉等の接頭辞を抜き出し，新

しい階層を作成した．以下では，第 2階層のスキル分類
の接頭辞を大分類の知識単位，残りの「マーケティング」，

「アーキテクチャ設計手法」等を中分類の知識単位と呼

ぶ．また，第 3階層のスキル項目以下は細かすぎるので
今回の知識体系での取り扱いは今後の課題とした． 

 
■［メソドロジ］ 
〈戦略〉 
• マーケティング 
• コンサルティング手法 
• 販売戦略 等 
〈企画〉 
• システム企画立案手法 等 
〈実装〉  
• アーキテクチャ設計手法 
• ソフトウェアエンジニアリング手法 
• データマイニング手法 
• 見積り手法 等 
〈利活用〉  
〈支援活動〉   
• 品質マネジメント手法 
• リスクマネジメント手法 
• ITガバナンス 
• 資産管理手法 
• システム監査手法  等 
■［テクノロジ］ 
〈システム〉 
• ソフトウェアの基礎技術 
• ソフトウェアの構築技術 
• ソフトウェアの利用技術 等 
〈開発〉  

• システムアーキテクティング技術 
• システム開発管理技術 
〈保守・運用〉  
〈非機能要件〉 
• 非機能要件（可用性，性能・拡張性） 
〈組み込み・計測・制御〉  
〈共通技術〉 
• IT基礎 等     
■［関連知識］ 
〈ビジネスインダストリ〉 
〈企業活動〉  
〈法規・基準・標準〉 
■［ITヒューマンスキル］ 
■［企業固有スキル］ 

 
カリキュラム 2014同様，カリキュラム 2020でも iCD
に準拠した新知識体系を中核にして，教育目標，人材像，

授業科目を関連付けている（図 2） 
 

 
図 2: 教育目標・人材像・授業科目の関連付け 

（カリキュラム 2020） 
 

□ 教育目標（A） 

教育目標（A）は，知識体系の大分類の知識単位（12
項目）に対応する． 

 
（A1）IT関連の基礎から応用に至る知識・スキル 

• ［テクノロジ］〈システム〉 
• ［テクノロジ］〈開発〉  
• ［テクノロジ］〈非機能要件〉 
• ［テクノロジ］〈共通技術〉 

（A2）対象分野の業務に関する知識 
• ［メソドロジ］〈戦略〉 

（A3）マネジメントの知識・スキル 
• ［関連知識］〈企業活動〉  
• ［関連知識］〈法規・基準・標準〉 
• ［メソドロジ］〈実装〉  

（A4）情報システムの開発に関する知識・スキル 
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• ［メソドロジ］〈企画〉 
• ［メソドロジ］〈利活用〉  
• ［メソドロジ］〈支援活動〉   
• ［テクノロジ］〈保守・運用〉  

 
※ 大分類の［テクノロジ］〈システム〉等は，階層的に
中分類によって詳細に定義されている． 
 
□ 人材像 

人材像は，教育目標同様，知識体系の大分類の知識単

位（12 項目）に対応する（表 4）．iCD には，業務の辞
書に相当するタスクディクショナリのほか，タスクのイ

ンデックスに相当するタスクプロフィールで「ITアーキ
テクト」，「プロジェクトマネージャ」等のプロフィール

あり，ITSS[10]，CCSFの人材像，職種等からスキルデ
ィクショナリへの対応表も準備されている．今回はこれ

らと本学の教育内容を考慮して，表 4に示す対応を決定
した． 

 
表 4: 知識単位，教育目標，人材像の関係 

 
 
□ 講義・演習型科目 

講義・演習型科目は，知識体系の中分類の知識単位（約

76項目）に対応する．新カリキュラムの各科目で修得で
きる知識単位及びレベルの一覧は添付資料 1を参照され
たし． 
「情報アーキテクチャ特論 1」で修得できる知識単位
及びレベルを次に例示する． 

 
• ［メソドロジ］〈実装〉 

ª アーキテクチャ設計手法（修得レベル 4） 
• ［テクノロジ］〈システム〉 

ª ハードウェアの基礎技術（修得レベル 4） 
ª ハードウェアの構築技術（修得レベル 4） 

• ［テクノロジ］〈開発〉 
ª システムアーキテクティング技術（修得レベル 4） 

• ［テクノロジ］〈共通技術〉 
ª IT基礎（修得レベル 4） 

「システムプログラミング特論」で修得できる知識単

位及びレベルを次に例示する． 
 
• ［テクノロジ］〈システム〉  

ª ソフトウェアの基礎技術（修得レベル 4） 
ª ソフトウェアの構築技術（修得レベル 4） 
ª Webシステムの基礎技術（修得レベル 3） 
ª プラットフォームの基礎技術（修得レベル 3） 
ª クラウドコンピューティングの基礎技術（修得レ
ベル 3） 

• ［テクノロジ］〈非機能要件〉  
ª 非機能要件（可用性，性能・拡張性）（修得レベ
ル 3） 

• ［テクノロジ］〈共通技術〉  
ª IT 基礎（修得レベル 4） 

 
これらの関連付けによって，カリキュラム 2014同様，カリキ
ュラム2020でも教育目標を詳細に定義する示すことができ，
当専攻のカリキュラムが情報システム開発領域を適切に網羅

していることを示すことができた．また，これの関連付けにし

たがって，情報アーキテクトの各人材像の推奨科目を決定し

た．新カリキュラムでの推奨科目の一覧は添付資料 2を参照
されたし． 

3 結言 
カリキュラム 2014 は 2013 年度に設計作業が行われ，

CCSFを基準とした知識体系が組み込まれ，2014年度入学
生から運用を開始した． 

IPAは，2002年 12月に ITSSの初版を公開し，2006年
4 月及び2008 年の3月に更新を行い，2008年10月には
ITSSの後継にあたる CCSFの初版を公開し，2012年 5月
の第 1版・追補版等，何度か更新を行い，2014年 7月には
CCSFの後継として iCDの試用版を公開し，2015年 6月に
正式版を公開した． 

CCSFに準拠した知識体系は IT専門職技術者を育成す
るカリキュラムでは非常に有効であったが，こうした背景から，

カリキュラムの知識体系を対象領域での最新の標準指標

iCDへの更新することは課題として残されていた．このため，
産業技術研究科の再編の機会にカリキュラムの再設計を行

い，知識体系を iCD準拠に更新した． 
カリキュラム 2014でのCCSFに準拠した知識体系を設計
した経験があったものの，次の問題が残った． 
 
• iCD のスキル領域すべてを網羅することが難しい（組込
み・計測・制御に相当する授業科目が無い等）． 

• iCD のスキルディクショナリの第 3 階層以下のスキル項
目，知識項目の粒度が細かすぎるので，これらを活用す
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ることが難しい．人材像にスキル分類を，授業科目にスキ

ル項目を対応するように試みたが，項目数が多すぎるた

め，今後の課題として残した． 
• 今回の知識体系の設計では iCD のスキルディクショナリ
の第 2階層のスキル分類の接頭辞を大分類の知識単位，
残りの部分を中分類の知識単位としたが，大分類の知識

単位あたりの中分離の知識単位の項目数に差が生じた．

〈システム〉の中分離の知識単位は 23 項目あるが，〈開
発〉及び〈共通技術〉は 2項目のみである．学生に対する
修学の達成度表示には工夫が必要である． 

• IPAは，2017年4月にセキュリティ領域とデータサイエン
ス領域のスキル標準として ITSS+を公開している．また，
iCD も更新，新版の可能性も考慮する必要がある． 

 
こうした課題があるものの，情報アーキテクトの対象

領域での標準指標に相当する iCD に準拠した知識体系
は，カリキュラム 2020 の妥当性を示す手段として有効
だと思われる．今後は，適切に教育が行われるように運

用段階でカリキュラムの調整を行う予定である． 
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渋滞と事故削減を目指した次世代都市交通構想                   

－AIの活用とマルチエージェントシミュレーションによる評価－ 
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Abstract 

 
In recent years, the concentration of population in large cities has been increasing, and the resulting 
traffic congestion and vehicle accidents have a great impact on society. In this paper, we propose 
solutions to solve these problems from two perspectives. One is an approach to solve traffic congestion 
by focusing on the transportation infrastructure system that supports the movement of vehicles. The 
other is an approach to avoid vehicle accidents by focusing on the characteristics of drivers. To solve 
these problems, we will utilize artificial intelligence technology and evaluate its effects by multi-agent 
simulation.  
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1 はじめに 
近年，世界的に都市への人口集中が顕著になっている．

国際連合の予測によると，2018 年時点で全人口の 55.3％

が都市部に住んでおり，その割合は 2050 年までに 68.4％

まで増加する見通しである[1]．都市への人口集中に伴い，

人の移動を支える都市交通システムにおいては，今までより

もさらに多くの課題に直面していくと考えられる． 
 
1.1 都市交通における課題 

都市交通の問題を大きく二つに分類すると，人の流入量

増大に起因する問題と，一部のドライバーによる危険運転に

起因する問題に分けることができる．人の流入量増大によっ

て発生する問題として，都市部における渋滞の問題が挙げ

られる．日本をはじめ，世界中で都市部における渋滞は大き

な社会問題となっている．首都圏白書（2017 年度版）による

と，道路移動時間の約 4 割は渋滞に費やされており，これは

年間約 280 万人分の労働力に匹敵する．中でも全国の渋滞

損失時間が最も集中しているのが首都圏であり，全国の約 3
割が集中している．このように，経済損失の観点からも渋滞

解消は非常に重要な課題となる．また，地球環境の保護とい

う視点からも，渋滞解消は重要な課題となる．自動車からの

CO2 排出量は，その走行速度によって影響を受ける．例え

ば，走行速度が 20km/h から 60km/h に向上すれば，燃費

が改善され，その結果 CO2 排出量は約 40%低減する[2]．
したがって，渋滞を解消し，車の走行速度を向上させること

は，CO2 排出量削減に大きな効果がある． 
 

 

図１：バンコクの渋滞 
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都市交通における問題のもう一つに，一部のドライバーに

よる危険運転が挙げられる．日本では，2020年 6月に「妨害
運転法」が創設され，いわゆる「あおり運転」と呼ばれる他の

車両の通行を妨害する行為や，重大な交通事故につながる

悪質な運転が厳罰化された．一部のドライバーによる危険運

転は，近年特に注目されており，その対策が急がれている．

また，昨今 UberEats に代表されるフードデリバリー業界が
急速に拡大しており，「配達パートナー」と呼ばれるドライバ

ーが都市部で多く見られるようになった．それに伴い，一部

のドライバーによる道路交通法を無視した危険運転が問題と

なっている． 
 

1.2 本稿における取組み 
本稿では，主に 2 つのアプローチからこれら都市交通課

題の解決を目指す．1 つ目は環境を定義することにより，課
題の解決を目指す方法である．交通は，主に移動を行う「人」

と，それを支える「交通システム」に分類することができる．環

境の定義によって課題解決を目指すアプローチでは，人の

移動を支える交通システムを改善することによって，前述の

都市交通問題の解決を目指す．2つ目は人の行動を定義す
ることにより，課題の解決を目指す方法である．このアプロー

チでは，実際に移動を行う人の行動を，外部からの要因によ

って変化させることで，前述の都市交通問題の解決を目指

す．我々はこれら2つのアプローチからの課題解決手法を提
案するとともに，マルチエージェントシミュレーションによりそ

の効果を検証する． 
 

1.3 本稿の構成 
本稿の構成は以下の通りである．2 章，3 章では，交通シ

ステムを改善・改良し，渋滞問題を解決する方法を提案する．

2 章では，都市部へ流入する車に通行権を発行し，都市部
へ流入する車の数量を規制するアプローチをとるとともに，

数量規制下におけるドライバーの自由度を最大化する方法

を提案する．3章では，AI技術を活用し，信号機の制御を改
善することで交通流の流れを改善し，渋滞を解消する方法を

提案する．さらに，同技術を車群制御に展開する検討も行う． 
4 章，5 章では，実際に移動を行うドライバーに着目する．

ドライバーへの事故回避情報の提供や, 合理な行動を誘導
するインセンティブスキームの設計により，事故を減少させる

方法を提案する．4 章では, 車両同士の衝突事故における
被害者に焦点を当て，被害者になる前に, 警告および推奨
回避行動を通知することで，事故を回避する仕組みを提案

する．5 章では，フードデリバリーの配達パートナー（ワーカ
ー）に着目し，必要以上にスピードを出さなくても収入が減少

しないインセンティブを設計することで，速度超過を抑制する

仕組みを提案する． 
最後に 6章でまとめと今後の課題を述べる． 

2 通行権獲得オークション及び交渉メカニズム 

2.1 背景 

渋滞が引き起こす損失は 1.1 節で述べた通りであり，経済
損失と地球環境問題の両側面から解決が望まれている．交

通工学的メカニズムからみた渋滞の原因は，交通ネットワー

ク空間上の特定の地点を特定の時刻に，交通容量を超えた

車両が集中的に通行することにある[3]．これを解決するには，
その地点に対する時々刻々の交通需要が，常に交通容量

以下となるように制御する必要がある．都市部における交通

渋滞が大きな社会問題となっているロンドンや北京では，既

に混雑税やナンバープレート規制といった方法で，都市中

心部に流入する車両の数を制限する政策を取り入れている．

前者は都市の中心部や特定の領域を指定して，その領域に

入った車に対して定額，あるいは変動制の料金を課すもの

であり，価格規制によるアプローチである．後者は車のナン

バーの末尾（奇数/偶数）で通行規制をかけるものであり，数
量規制によるアプローチとなる．後者は日本でもG20大阪サ
ミットで限定的に取り入れられた実績がある．今後，さらに都

市部に人口が集中することが予想されており，中心部への流

入量を制限する取り組みは，増えていくことが予想される． 
 

2.2 関連研究と課題 
混雑税によって渋滞を緩和させる手法の研究は，比較的

古く 1960 年代から行われている[4]．混雑税等の価格規制
によるアプローチは，従来情報の非対称性の問題があった

が，近年 ICTや AI技術を用いたダイナミックプライシングが
提案されており，情報の非対称性の問題は解消しつつある．

しかし，混雑税が社会的に効率的であっても利用者に金銭

的負担を負わせるため，社会的合意が得られにくいといった

側面がある． 
あらかじめ決められた数の通行権を発行し都市中心部に

流入する車両数を制限する，数量規制のアプローチに関す

る研究も存在する．これらの研究では，通行権取引市場のオ

ークションメカニズムを構築し，効率的な通行権の配分を提

案している[3][5][6]．しかしこれらの研究では，オークション
入札時点と利用権利用時点の時間差によって発生する利用

者選好の変化を考慮していないといった問題点があった．ま

た当日の都市中心部の交雑状況をもとにフィードバックを行

うといった動的なメカニズムが存在していなかった． 
 

2.3 提案手法と目的 

本テーマでは，定常的な朝の通勤交通を対象として，都

市中心部に入る特定の地点を対象に通行権を発行し，その

通行権を各エージェント（ここでは通行権獲得のオークション

参加者とする）が利用者のスケジュールに合わせて獲得する，

オークション及び交渉の組み合わせメカニズムを提案する． 
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図 2: 通行権獲得オークションのイメージ 

 
図 2 に，通行権獲得オークションのイメージを示す．通行

権の獲得には，現金に換金できない本システム独自の通貨

（通行権獲得コイン）を使用し，各エージェントは利用者の予

定やスケジュールに合わせてコインを自己運用することを想

定する．オークションは day-to-day オークションとし，通行権

は時間帯枠，および通行地点（都市中心部入口）ごとに複数

の種類が存在する．エージェントは，自分自身のスケジュー

ルと，出発地-目的地情報をもとに，希望順位をつけて複数

の通行権に入札する．例えば図 2 において，エージェント n1

は入口 C に最も近い場所から出発し，中心部右上を目的地

としている．エージェント n1 は①7:00~8:00 に入口 C を通り

抜けることができる通行権を第一希望としてオークションに入

札し，次いで①7:00~8:00 に入口 B を，最後に②8:00~9:00
に入口 C を通り抜けることができる通行権に入札している様

子を示す． 
オークションによって通行権の配分が決定するが，実際に

はオークション実施時から通行権を使用するまでに利用者

の予定が変化する可能性がある．この利用者選好の時間変

化を考慮するため，オークション実施後から通行権を使用す

るまでの時間で，エージェント同士が通行権の取引を行う交

渉メカニズムを組み込む．これにより，動的に変化する利用

者の予定に対応できる通行権の配分メカニズムを提案する． 
本テーマは，都市中心部に流入する車両を，交通容量以

下に制限し渋滞を解消しながらも，個人の都合を最大限に

考慮し，移動の自由を最大化することを目的とする．提案手

法の評価は，マルチエージェントシミュレーションで行う．実

際に仮想の都市をシミュレーション上で作成し，提案手法に

よって都市中心部への車の流れがどのように変化するかを

観察する．評価値は混雑度と各エージェントの満足度という

2 つの指標で評価する．なお，ここでの満足度は，各エージ

ェントの予定と実際の通行権獲得状況の合致度をもとに数

値化する． 
また，本シミュレーションではある仮想都市をモデリングす

るため，実際に朝の通勤交通の時間帯の混雑度をもとに，

通行権の交換（時間帯枠や通行地点の変更）を促すようなフ

ィードバックメカニズムを取り入れることを想定する．例えば図

2 において，オークションの結果エージェント n1 は①

7:00~8:00 に入口Ｃを通り抜けることができる通行権を獲得

しているとする．実際のシミュレーション上で，エージェント n1

が入口Ｃに向けて移動している際に，入口Ｃにおいて渋滞が

発生していた場合，本システムの管理エージェントから，エ

ージェント n1 に対して入口を変更するような交渉を持ち掛け

る．エージェント n1 が，入口Ｃから入口Ｂへの変更を受け入

れれば，エージェント n1 は入口Ｂから中心部に入る．なお，

この交渉は入口の変更だけでなく，エージェントの出発時刻

から予想される入口到着時刻をもとに，時間帯枠の変更を持

ち掛けることも想定する． 
 
2.4 期待される成果 

オークションおよび交渉メカニズムと，交通シミュレーション

を組み合わせることで，都市中央部へ流入する車両数を制

限しながらも，移動の自由度を最大化する手法を提案し，そ

の有用性を示す．これにより，渋滞に起因する経済損失や

CO2 排出量を減少させ，経済，環境，個人の利益の各要素

がバランスを取りながら共存できる都市交通システムを目指

す． 
 
 

3 階層型エージェントを用いた信号機制御と車群制

御への応用 
3.1 本章の取り組み 

本章は，階層型エージェントという仕組みを用いて，交通

渋滞を軽減する取り組みを紹介する．検討は先ず交通信号

制御を中心に行い，さらにその横展開として車群制御につ

いても検討する． 
 

3.2 背景 
第 1 章で述べたように，都市部における交通渋滞によって

引き起こされる問題は，大気汚染や騒音問題など環境問題

に留まらず，日本にあっては 12 兆円/年と言われる甚大な経

済損失を生んでいる[7]．渋滞は「ボトルネックにその区間の

交通容量を上回る交通流率の交通需要が到着した時に，当

該区間の上流に生じる低速の待ち車両列によって形成され

る交通状態」という定義がされているが[8]，実運用上では各

高速道路や一般道で基準を設けた運用となっている[9]． 
渋滞は大きく「自然渋滞」と「突発渋滞」に大別され，前者

が信号交差点や高速道路のサグ部（下り坂から上り坂に変

わる凹部分）に代表されるボトルネックによって引き起こされ

る現象であり，後者が交通事故などで発生する事前予測で

きない現象を表しており，規模的には前者が後者より大きな

インパクトを持っている． 
 自然渋滞の大きな要因として交通信号が挙げられているが，

特に日本にあっては，主要国中でも最高クラスに信号密度

が高く[10]，信号の的確な制御は重要な課題である．本課
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題については，信号制御に着目したソリューションのほかに，

例えば自動運転による解決策やスマートシティ構想などのア

プローチも試みられている．これらの手法は根本的な解決策

となる期待が持たれる一方で，対象とする規模，コストの大き

さから，解決すべき課題は技術領域にとどまらず，法律整備

やステークホルダ合意の実現等，かなりの時間が必要になる．

これに対し，信号制御による渋滞緩和へのアプローチは，既

存のインフラと現状の ICT技術を用いて改善が期待できるた

め，社会の要求に応えるには，的確な選択であると考えられ

る． 
また，渋滞は上述の定義[8]があるが，「車群」によって顕現

する現象であることは周知である．この車群に対して信号制

御同様に，既存のインフラと ICT 技術を工夫することで緩和

が可能であれば，交通渋滞という課題に対して大いにメリット

がある．本稿ではこちらについても検討を行う． 
 

3.3 信号制御 
3.3.1 関連研究と課題 

 信号の制御による交通渋滞の改善は，古くから行われてい

るが[13]，近年は AI 関連技術が積極的に取り込まれており，

遺伝的アルゴリズムを用いたものから始まり，群知能，深層学

習を用いた取り組みというような展開を見せている[11][15]． 
 特に深層強化学習を用いて，交差点個々の状況に柔軟に

対応し最適化する取り組みは昨今多く見られ，他手法より渋

滞緩和に有効な結果が出ることが報告されている[11][12] 
[14]． 

しかしながら，検討されてきた手法を現実に適用するため

には，交差点毎の車の流れの状態を画像データとして多数

取得し，深層強化学習に与えて信号機を制御する３パラメタ

（青，黄，赤と信号が一巡する Cycle，主幹道路と従属道路

の青信号の時間割合を示す Split，隣接信号が青に変わる

時間差を示す Offset）を変化させ，最も流れの良い状態を

学習させる必要がある．深層学習は計算負荷が高いことを鑑

みると，例えば都内に 15000 機以上存在する信号機[9]に対

して個別に適応することは困難であると考えられる[12]． 
 また，この課題に対し一つの交差点で学習したニューラル

ネットワークを他の信号機にコピーし，そこから学習して計算

負荷を下げようという転移学習を用いたアプローチもみられ

る[14]. しかし，個々の信号機は他の信号機と全く通信しな

いか，もしくは近隣の信号機としか直接的には通信しない．

そのため，比較的狭い地域での交通流改善効果しか確認さ

れていない[16][17][18]． 
 

3.3.2 提案手法と目的 

地域全体を対象とした交通渋滞の最小化を，交通信号機

の制御を通して試みる．このために，個々の交差点の渋滞緩

和と，ある程度の領域（例えば東京 23 区程度）全体の交通

容量の最大化の両面をバランスさせること考える． 
まず，提案手法の俯瞰図を図 3 に示す．本提案は 3 層構

造からなっており，最上位層の第 1 層は，この地域全体を表

している．中間層の第 2 層は，信号機をまとめた領域を表す．

これは行政区分ではなく，交通容量の大小や行政，商業，

文教，オフィスなど地域特性を元に分割した区分とする．最

下層の第 3 層は，個々の信号機と道路を表す層とする．この

層は提案手法を考え易くするために 100x100 程度の交差

点と道路のみで構成されるマトリクスフィールドを前提とする．

図 3：階層型エージェントフィールド 
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題については，信号制御に着目したソリューションのほかに，
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図 3：階層型エージェントフィールド 

また，今回は信号の制御がテーマなので，この仮想都市を

走る車は予め走行ルートを定義しておき，再現が容易な環

境を使用する． 
次に提案手法の概要を述べる．第 1 層は，道路設計時に

想定した最も効率的である時の交通容量を（全体理想値）持

つ．この値は，天候や路面状態毎に予め想定されたもので

ある．第 2 層，第 3 層はエージェント機能を持つものとする．

詳細は後述するが，図 3 の上位層から下層の構成エージェ

ントが目標として目指すべき交通容量を指示するトップダウ

ンのルートと，現状に合わせて個々のエージェントが最適化

した交通容量を上位層に伝達して行く，ボトムアップの 2 つ

のルートを使用して，全体理想値を現実の交通状況を踏ま

えながら実現することを考える． 
 
（1）トップダウンルートの動作 

第 1 層が持つ全体理想値は第 2 層に渡される．第 2 層は

合計が全体理想値になるような，区分ごとの理想値（区分理

想値）を持つ．さらに第 2 層は第 3 層から伝えられたリアルタ

イムの車の流通量から現在の自領域の混雑具合を知り，区

分理想値を実現するために，領域毎に定義されたエージェ

ントが隣接領域のエージェントと車の流入量についてネゴシ

エーションを行う．これは，自領域の空き具合で車の流入を

調節する動作となる． 
さらに，ここで決定された値（領域目標値）は第 3 層に渡さ

れる．第 3 層は信号 1 つ 1 つがエージェントとして振る舞う．

信号機エージェントは，自らの交差点が最もスムーズに流れ

る現状を見つつ，第 2 層から指示された値になるように，3 パ

ラメタを調整する． 
 
（2）ボトムアップルートの動作 

ボトムアップルートの起点は第 3 層である．個々のエージ

ェントは，最も自分の交差点がスムーズに流れるように，強化

学習を用いて Cycle，Split，Offset の３パラメタを調整する． 
どの程度スムーズに流れているかの評価は，車の待ち行

列の長さと，本来出せる速度に対しての現状の車のスピード

の差分を足し合わせて評価値とする. なおこの値が信号エ

ージェントの強化学習の報酬値となる. 
各信号エージェントは，この評価値を参照し，最良の評価

値の時の３パラメタ値を解として信号制御に用い第 2 層の領

域エージェントへ現状の交通容量を報告する． 
第 2 層の領域エージェントは前述したように，第 3 層から

出てきた現状の容量値と領域理想値を比較し，t 時間後にど

の程度の流入を許容すれば，区間理想値を目指しつつ，全

体理想値に近づけられるか隣接エージェント同士でネゴシエ

ーションする．ネゴシエーション後の新たな領域目標値は，ト

ップダウンルートに既述したように，第 3 層に渡され処理が実

行される． 

（3）処理の終了条件 
 第 2 層において，第 1 層が示す全体理想値が達成できた

場合，あるいは，処理の制限時間がきた場合に終了する． 
なお，後者で終了する場合，試行錯誤した内で最も全体理

想値に近い状態を採用する． 
 
3.4 車群制御 

次に上記システムを車群制御に展開する方法を示す．3
層で構成される本システムの各層（図 3）に各々エージェント

を配置する．上位層から下位層に向かって，都市全体として

実現したい車群の流れる方向と量を指示する．逆に下位層

から上位層に向かっては，現場の交通状況を調整・最適化

した結果を報告する．各層のエージェントは，現状を踏まえ

つつ上層から降りてきた車群の流れる方向と交通量を目指し

て調整を行う．これにより，現場の状況を考慮しつつ都市全

体における交通量の平準化を行う事が可能になり，渋滞の

緩和を期待することができる．以下に詳細を記述する． 
 

3.4.1 車群の定義 

3.3 節で述べた道路網分層理論を基づいて，都市全体を

いくつかの独立したスケジューリングエリアに分割し，その後

これらの独立した領域を単独のサブエリアとする．  
独立したサブエリア内の各主幹道路にあるすべての車両

を車群と定義する． 
 
3.4.2 関連研究と課題 

車外交通誘導システムは現在最も使われている方法で，

主な実施方法は道端に電光掲示板や放送情報表示板など

を設置し，通行の運転手に前方の交通状況などの情報を知

らせることである．運転手はこれらの情報を受け取ったのち，

ルートの再選択を行う．この方法は安価でかつ，実際の使用

効果も優れているため，多くの国がこの方法を使って交通流

を制御している．しかし，そういった情報はすべての車両に

向けられているため，旅行者が渋滞経路を避けて他の渋滞

のクラスタに入る現象を引き起こす可能性が高い．また，この

方法における情報伝達は一方向のみであり、誘導情報と道

路上を走行する車両の間で相互に情報交換を行うことは無

い[19]．上記の欠点を解決するためには，個別車両の情報

までも集中的に管理し，すべての車両を調整する必要がある．

異なる区間，異なる目的地に向かう車に対して，異なる誘導

方法を提示することで，目的地まで最短かつ，全体の交通に

影響しないような誘導が可能になると考えられる． 
マルチエージェントを用いた方法は，動的経路誘導問題

を解決するのに適した分散処理方法である．複雑なシステム

のモデリングと問題解決に適しており，迅速に経路を生成し，

システムのリアルタイム性要求を満たすことができる．Lo [20]，
Tuan ら[21]，Satunin ら[22]はマルチエージェントの技術思
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想を交通分野に応用し，スマート交通システムを提案した．

李ら[23]，Wang ら[24]，張ら[25]はそれぞれマルチエージ
ェント技術を交通システムと交通流のシミュレーションに適用

し，この技術における動的，ランダムな交通環境シミュレーシ

ョンの実現可能性と有効性を検証した．しかし，これらの研究

は車群向けの誘導研究ではなく，単一車両を対象とした経

路誘導に関するものであった． 
楊陽[26]はカーネットワーキングサービスを利用して各車

の情報をマークし，車両ノードに伴うラベルクラスタ分割アル

ゴリズム（Label clustering algorithm for vehicle nodes，
LCVN）を提案した．LCVN はまず，同じ目的地の車を同じ
ラベルクラスタに分割する．各車のラベルと，ラベルクラスタ

のマーチング計算に基づいて，各車の最適経路を導くことで，

渋滞を合理的に解消することができ，道路の運行効率と通

行能力を向上させることができる．しかし，この研究は，車両

ノード間で通信が可能な状況を仮定しており，通信の応答遅

れを考慮していない．実際には，信号減衰，伝送損失などの

通信阻害要因を考慮しなければならない．この問題を解消

するためには，車両間の通信だけでは対応できない．道路

施設を活用し，車両情報をリアルタイムに把握するだけでな

く，車両ごとに道路状況を共有することが必要となる．  
 
3.4.3 提案手法と目的 

従来は個々の車両を制御し，渋滞を解消する視点で検討

が行われてきた．これに対し本提案は階層型エージェントを

用い，都市全体の交通量の最大化と，個々の車が最もスム

ーズに通行できる状態を同時に実現することを目指す． 
階層型エージェントは信号制御と同じ定義を使用する．す

なわち，第 1 層は都市全体の交通状態を表し，第 2 層は都
市をサブエリア毎に区分した中間層を表す．第 3 層は各個
の車両と実際の道路網を表す（図 3）．また，詳細は後述する
が各層には機能を実現するエージェントを置く． 
第 2層に向かって、第 1層から各々のエリアの目標とすべ

き交通量の情報が伝達される．一方で，第 3層からは現場の
交通量が報告される．第 2 層は隣接エリア同士で第 1 層か
ら伝達された交通量に近づけるよう，エージェント同士が交

渉を行う．更にこの結果を受けて，第 3 層で各車両を誘導す
る． 
本動作について，図 3 を用いて説明する．領域 B から領

域 F を目指す車群があった場合，ルートとして B⇒C⇒F と
B⇒E⇒Fが考えられる．例えば時刻ｔにおいて，B⇒C⇒Fと
B⇒E⇒F ルートは 3：7 の割合で B にいる車を分けようとい
う解が出た場合，これを第 3 層に伝達し，実際の交通状況を
考慮しながら各車両を誘導する．この誘導をできるだけ正確

に実現するために，従来の電光掲示板のような不特定多数

に情報を供給するのでなく，各車両のカーナビゲーションに

ルートの案内情報を送信する． 

以上が提案システムの概要である．以下に実現のための

詳細技術を示す．  
 
3.4.3.1 システム構成 

3.3 節で述べた道路網分層理論を基づいて，各層に対し
て，階層的な階段状構造システムを設計する． 
地域全体の第 1層は方策決定層である．中心方策決定エ

ージェントを確立し，路網全体の協調と最適化制御を制御す

る．これは最も優先度の高い決定層である． 
独立したサブエリアの第 2 層は協調層であり，サブエリア

協調エージェントを確立する．道路網の規模が大きいため，

中心方策決定エージェントだけで路網全体の協調および最

適化制御を行うと計算量が膨大で，エージェントの設計が複

雑になる．そのため，道路網を分割したサブエリアに対し．サ

ブエリア協調エージェントを確立する．各サブエリアエージェ

ントと，中心方策決定エージェントが協調し，該当エリアにあ

る車の経路を最適に制御する．サブエリア協調エージェント

となる協調層の導入により，中心方策決定エージェントの計

算量を低減することができる．  
個々の信号機と道路を表す第 3 層は実体層であり，交差

点エージェント，区間道路エージェント，車両エージェントか

ら成る．これは実際の交通環境における主要な実体要素に

対応し，情報の収集，転送，指示，分析及び処理任務を担

当する．設計した階層的な階段状構造を図 4に示す． 
 

 
図 4:システム階段状構造図 

 
3.4.3.2 エージェント機能の定義 

以下に，ここでのエージェント機能の定義を示す． 
（1）車両エージェント：車両の自己情報（最大走行速度な

ど）及び外部情報（出発地，目的地，時間需要など）を収集

する．また，収集した情報を総合的に処理し，リアルタイムで

車両の現在における最適な経路を算出する． 
（2）交差点エージェント：区間道路エージェントから必要な

道路状況情報を自主的に取得し，交通信号情報を提供する．

同時に中心方策決定エージェントに決定要求を出す．中心

方策決定エージェントに情報をフィードバックして最適な経

路を決定する． 
（3）区間道路エージェント：区間道路エージェントはリアル

タイムでその所在区間の道路状況情報（現在の車の流量，
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想を交通分野に応用し，スマート交通システムを提案した．

李ら[23]，Wang ら[24]，張ら[25]はそれぞれマルチエージ
ェント技術を交通システムと交通流のシミュレーションに適用

し，この技術における動的，ランダムな交通環境シミュレーシ

ョンの実現可能性と有効性を検証した．しかし，これらの研究

は車群向けの誘導研究ではなく，単一車両を対象とした経

路誘導に関するものであった． 
楊陽[26]はカーネットワーキングサービスを利用して各車

の情報をマークし，車両ノードに伴うラベルクラスタ分割アル

ゴリズム（Label clustering algorithm for vehicle nodes，
LCVN）を提案した．LCVN はまず，同じ目的地の車を同じ
ラベルクラスタに分割する．各車のラベルと，ラベルクラスタ

のマーチング計算に基づいて，各車の最適経路を導くことで，

渋滞を合理的に解消することができ，道路の運行効率と通

行能力を向上させることができる．しかし，この研究は，車両

ノード間で通信が可能な状況を仮定しており，通信の応答遅

れを考慮していない．実際には，信号減衰，伝送損失などの

通信阻害要因を考慮しなければならない．この問題を解消

するためには，車両間の通信だけでは対応できない．道路

施設を活用し，車両情報をリアルタイムに把握するだけでな

く，車両ごとに道路状況を共有することが必要となる．  
 
3.4.3 提案手法と目的 

従来は個々の車両を制御し，渋滞を解消する視点で検討

が行われてきた．これに対し本提案は階層型エージェントを

用い，都市全体の交通量の最大化と，個々の車が最もスム

ーズに通行できる状態を同時に実現することを目指す． 
階層型エージェントは信号制御と同じ定義を使用する．す

なわち，第 1 層は都市全体の交通状態を表し，第 2 層は都
市をサブエリア毎に区分した中間層を表す．第 3 層は各個
の車両と実際の道路網を表す（図 3）．また，詳細は後述する
が各層には機能を実現するエージェントを置く． 
第 2層に向かって、第 1層から各々のエリアの目標とすべ

き交通量の情報が伝達される．一方で，第 3層からは現場の
交通量が報告される．第 2 層は隣接エリア同士で第 1 層か
ら伝達された交通量に近づけるよう，エージェント同士が交

渉を行う．更にこの結果を受けて，第 3 層で各車両を誘導す
る． 
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考慮しながら各車両を誘導する．この誘導をできるだけ正確

に実現するために，従来の電光掲示板のような不特定多数

に情報を供給するのでなく，各車両のカーナビゲーションに

ルートの案内情報を送信する． 

以上が提案システムの概要である．以下に実現のための

詳細技術を示す．  
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図 4:システム階段状構造図 
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信号情報など）を取得し，データの加工処理を行う． 
（4）サブエリア協調エージェント：サブエリア内の車両走行
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トと通信する．サブエリア協調エージェントを介して，区間道

路エージェントへのアクセスと，現在の時間帯に共通してアク

セスした車両を評価する．これにより，経路案内に従わない

車により発生する，渋滞現象の動的誤差を避けることができ

る．  
 
3.4.3.3 システムの流れ 
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該当エリア内における走行車両の流量状況に応じて，単一
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策を得る．同時に，中心方策決定エージェントが各サブエリ

ア協調エージェントに各エリアの誘導方策を伝達する．サブ

エリア協調エージェントは，該当エリアの誘導方策を修正し，

各車両に通知する．これにより，システムへのダイナミックな

フィードバック調整が実現する．システムの流れを図 5 に示
す． 

 
図 5: システムデータフロー図 

 
3.4.4 評価方法 

本手法を適用した場合における道路占有率，流量，平均

速度，平均走行時間を，適用しなかった場合と比較すること

で，本システムの効果を評価する． 

3.5 期待される成果 
階層型エージェントが有効なことが確認できた場合，現状

のインフラを大幅に変更することなく渋滞を緩和させることが

可能となる．さらに，交通に限らず，多段で構成されるエージ

ェント構成は，例えば生産ラインにおけるライン全体の最適

化や，膨大な数がリンクされるセンサネットワークの振る舞い

を制御することなどに応用が期待できると考える． 
 
 
4 潜在的危険状態に陥ったドライバーの警告周知に

よる事故予防 
4.1 背景 

 平成 8年から平成 27年の法令違反別の交通事故傾向分
析によると，従来は速度超過違反による死亡事故件数が多

かったが，近年は大きく減少している．しかし，漫然運転及び

脇見運転についての死亡事故件数については，速度違反

に比べ減少率が小さく，その他の発生件数と比較し，その占

める割合は高くなっている[27]．漫然運転及び脇見運転とい
った，人が原因となる法令違反に対して，これまでの取締り

や安全教育を継続していくほかに，先端技術や交通事故に

関する様々な情報の積極的な活用が望まれる． 
 
4.2 関連研究と課題 
近年，車車間通信により，お互いの位置や速度等の情報

を頻繁に交換して衝突を防止する安全運転支援システムの

実用化[28]や，近い将来における実現が見込まれる自動運
転のために，走行中の車両が周辺の道路と交通情報を把握

できるような路車間通信システムの研究と実験が注目されて

いる[29][32]． 
さらに，AI・機械学習を活用し，車載カメラと画像認識のア

ルゴリズムを組み合わせた，ドライバーモニタリングシステム

[30][31]や，ハンドルセンサにより，ドライバーの心拍解析を
行い，眠気状態を検出する仕組み[33]も提案されている．こ
れにより，居眠り運転や脇見運転といった潜在的危険状態に

陥った運転手を検出し，運転手に対して警告することで，事

故を抑止できるようになった． 
上述の事故防止の方針は，センシング技術や，ソフトウェ

ア技術を用いて，車に機能を作りこみ，ドライバーの安全な

運転を支援する．しかし，こういった機能を用いても潜在的危

険状態に陥ったドライバーを十分に覚醒させることができな

かった場合，追突事故やセンターオーバーでの正面衝突事

故が発生する危険性がある．この場合，事故の被害者は何

もできず，一方的に危機的状況に置かれてしまうという現状

がある．被害者の立場からみると，衝突される前に，適切な

回避行動を行える仕組みがあれば，事故防止に繋げること

ができる． 
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4.3 提案手法と目的 
本テーマでは，ドライバーモニタリングシステムと車車間通

信システムを用いて，潜在的危険状態に陥った運転者を検

知し，運転者本人だけではなく，周囲の運転者らにも警告す

る手法を提案する．これは，事故防止への新しい着眼点にな

ると考える． 
図 6 と図 7 に，本提案のイメージ図を示す．本提案は，二

つのステップに分けることができる． 
 

 
図 6：本提案のイメージ図（ステップ 1） 

 
一つ目は，警告の伝播である．図 6 から図 12 まで，潜在

的危険状態に陥った車を危険車と表記する．危険車の前を

走る車を前車，後を走る車を後車，隣を走る車を隣車と表記

する．図 6 において，①ドライバーモニタリングシステムによ
り，潜在的危険状態に陥った運転者を検知した場合，本人

に警告する．その後，②車車間通信技術を用いて周りの運

転者に警告のメッセージを発信する．これは，③カーナビシ

ステムとの連携による，音声での警告を想定する．警告され

た運転者は自分の運転経験から最適な回避行動を選択す

ることで事故を回避しようと試みる．ただし，突然の警告により，

緊張や心理的ストレスを感じる可能性がある．これにより，運

転者は頭が真っ白になるなど，適切な回避行動がとれない

可能性がある．ステップ 2 で，この問題を解決する方法を提
案する． 
図 7 を用いて，前車を例とした回避動作の推奨（ステップ

2）を説明する．①前車は，車載ミリ波レーダ[34]を用いて，
隣車と危険車の相対距離を取得する．②取得した情報と自

車速度を図 8 から図 12 に示す行動推論部に送り，推奨回
避動作を算出する．③算出した推奨回避動作をカーナビシ

ステムに送り，④危険車からの警告と一緒に前車に知らせる．

前車と同じ流れで，隣車と後車に，それぞれ危険車からの警

告と算出した推奨回避動作を知らせる．なお，距離の定義に

ついては図 9に示す通りである． 
 

 
図 7：本提案のイメージ図（ステップ 2） 

 

図 8：行動推論部（全体処理フロー） 
 
本テーマの目的は，危険車の周囲の運転者に対し，危険

予知の判断要素を知らせ，事故の被害者になる前に，主観

的な事故防止手段を提供することである． 
また，本提案で考えられる問題点と，解決策に繋がるアイ

ディアを以下に示す．まず，図 11 に示す前車の処理フロー
の最後に，車線変更および加速が行えない，つまり「事故回

避ができない」，「衝突注意の警告しか行えない」ケースが存

在する問題を検討する．前述の前車，隣車，後車において，
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図 9：危険車との距離説明イメージ図 
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図 10：行動推論部（後車の処理フロー） 

 

 
図 11：行動推論部（前車の処理フロー） 

 
 

 
図 12：行動推論部（隣車の処理フロー） 

 
 

5 フードデリバリーでのインセンティブスキーム 

5.1 背景 

世界の交通事故における死者数のおよそ 4分の 1は自転
車と歩行者で占められている．日本では 2011 年から生活道
路区域での速度規制が進められ，自転車や歩行者の死亡・

重症事故の予防に効果を上げている[35]． 
一方2000年代から世界中で拡大している，Uber Eatsに

代表されるオンラインフードデリバリーでは，非常に簡単な手

段で募集されたワーカーによる配達中の交通事故が問題と

なっており，今後深刻な結果を招く可能性がある[36]． 
プラットフォーム上で個人のスキルや空き時間と消費者と

をマッチングさせるフードデリバリーは，シェアリングエコノミ

ー，またはギグエコノミーの代表例とされ，2010 年代のスマ
ートフォンの普及と Uber などのスタートアップの成長とととも
に注目を集めてきた[37]． 

241渋滞と事故削減を目指した次世代都市交通構想　-AI の活用とマルチエージェントシミュレーションによる評価 -



拡大が続くフードデリバリーにおける，ワーカーの行動選

択に関するさまざまなインセンティブスキームを理解し，ワー

カーや地域住民の安全を確保する必要がある． 
 

5.2 関連研究と課題 

配達を行うワーカーは，基本的なオンライン審査に合格す

ると，自分の自転車やオートバイ等を使用した配達が可能に

なる．ワーカーが得られる主な収入は，店舗まで移動して商

品を受け取り，依頼主へ届ける収入と，移動距離に応じた収

入がある．ワーカーは依頼主との仲介料と配達管理サービス

の利用料を，配達収入の中から手数料としてプラットフォー

マーへ支払う． 
ワーカーは，プラットフォーマーが定めた規定を順守する

ことでサービスを利用できるが，満足度評価が一定以下にな

るとサービスを利用できなくなるため，配達時間に関する厳し

い要求が速度違反の要因にもなっている[36]． 
ワーカーの労働時間と行動選択には，配達の依頼を受け

てから完了するまでの基本収入が大きな影響を与えている 
[38]．既存の多くのシェアリングプラットフォームでは，オフピ
ーク時の割り増し料金や，格付けの高い人への追加インセン

ティブ等によって，より強力にワーカーをオンライン労働プロ

セスに引き入れ，ワーカーは目標以上のタスクを達成しようと

する[39]． 
 
5.3 提案手法と目的 

本テーマでは，ワーカーが配達中の速度超過を抑制する

ためのインセンティブスキームを検討する．また，エージェン

ト・ベース・モデルで表現されたワーカーの一連の行動をシミ

ュレーションすることにより，稼働時間あたりの収入と移動中

の速度超過率，プラットフォーマーがワーカーから得る手数

料の総和を評価する．シミュレーションにおける状況に応じ

たワーカーエージェントの合理的な行動選択は，強化学習

で求める． 
図 13 に，インセンティブ設計の概要を示す．ワーカーの

稼働予定に応じた依頼数固定オファーを出し①，これを受

託したワーカーが配達時の行動方針（消極的：平均速度以

下で移動 / 規制遵守：規制速度の範囲内で移動 / 規制無
視：規制速度を超過して移動）に従って配達を行い②，必要

以上にスピードを出さなくても成功報酬を得られ予想される

収入が減少しない③ことを満たすインセンティブ設計を表し

ている。このようなインセンティブを設計することで，速度超過

を抑制することを検討する． 
 

5.4 期待される成果 

オフピーク時の割増料金など既存のインセンティブスキー

ムと，依頼数を固定することで速度超過を抑制する提案手法

とをシミュレーション上で比較し，稼働時間あたりのワーカー

の平均収入と速度超過率，プラットフォーマーへ支払う手数

料の総和の改善を示す．これらの評価指標の改善により，地

域における良好な交通環境と，ワーカーやオンラインフード

デリバリーの利益との整合につながることが期待できる． 
 

 

図 13：インセンティブ設計の概要 
 
 

6 おわりに 
本稿では，将来的な人口の都市集中に起因して深刻化し

ていくことが予想される都市交通課題に対して，2 つの視点
から解決手法と今後の研究の方向性を示した．一つ目は，

人の移動を支える交通システムを改善することによって，渋

滞を解消する方法を提示するものである．二つ目は，実際に

車両を運転するドライバーの行動を，外部からの要因によっ

て変化させることで，事故を回避する方法を提示するもので

ある． 
今後は，本稿で提案した各解決手法をマルチエージェン

トシミュレーションで実装し，その効果を評価する．また，シミ

ュレーション結果を分析し，その内容を提案手法にフィード

バックすることで，より改善効果の大きい手法を模索していく． 
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スマート EV 充電予約システムの

マルチエージェントシミュレーションによる評価
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Evaluating smart EV charging reservation systems by multi-agent simulation 

Shijie Cai* and Hisashi Hayashi*  

Abstract 
In order to realize EV (Electric Vehicle) society, the development of EV charge infrastructures is 
indispensable. Under current situation, existing EV charge infrastructures are insufficient. If the 
number of EVs continue to increase with this pace, there will be long queues at EV charging stands, 
and the waiting time for charging EVs in cities will become much longer. However, if we naively 
increase capital investment, the low profitability and investment return risk would be a problem as 
well. In this study, we aim to develop a smart EV charging reservation system that combines a dynamic 
pricing system according to the degree of congestion and a car navigation system that recommends and 
reserves EV charge stands that match user's preference (time or price). Using this smart EV charging 
reservation system, we can disperse their charging locations and decrease total waiting time for 
charging. We will evaluate the effect of this new system by means of multi-agent simulation． 
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1 はじめに 

現在，世界中で EV（電気自動車）の導入が進められてい

る．この背景には地球温暖化とピークオイルという二つの社

会問題が存在している[1]．これらの社会問題は，どちらも石

油燃料に由来したものであるため，世界中の自動車メーカー

はこれまで同様に内燃機関式エンジン車を作り続けることが

非常に難しい．その結果，自動車各社は EV を主流とする車

社会を目指して新たな活動を進めている[2]． 
一方，社会問題とは別に，経済的観点から見た場合，日

本にとって自動車産業は重要な基幹産業である．日本政府

は社会問題を解決しつつ，かつ産業の活性化を進めるべく，

2020 年までに，国内の PHEV・EV の保有台数を最大 100
万台にすることを新たに目標として設定している[3]．現状で

は EV の国内普及台数は未だ数十万台レベルではあるが，

今後ますます増加していくのは間違いない．

また，EVの普及に重要な充電設備の側面を考えた場合，

現状で日本国内の充電場所に関する統計では，EV 購入者

の9割が戸建の住宅にて充電を行っていると報告されている

[4]．現在，日本国内にて戸建と共同住宅の割合は 6：4 であ

る．共同住宅では，共有の駐車場に充電設備を後から導入

するのは難しいため，現在の共同住宅の多さから，充電設備

の不足が EV の普及に与える影響は無視できない[5]． 
EV の充電設備不足から，充電待ち時間を減らすことが

EV 普及のための課題となっており．さらに，充電スタンドオ

ーナーの利益を増やすことで，長期的に充電スタンドの数を

増やすことが重要である．

本論文では混雑度に応じた変動価格と EV ユーザーの好

み（時間と価格）に合わせた充電予約カーナビシステムを組

み合わせる スマート EV 充電予約システムを提案する． 
本システムの目的は，第一に EV の充電待ち時間を減ら

すこと，第二に，各充電スタンドオーナーの利益を増やすこ

とを目指す．

本論文は，以下のように構成される．2 章で関連研究に

ついて議論する．3 章で問題設定を行う．4 章で提案手法, 
5 章でシミュレーションモデル, 6 章でシミュレーションシナリ
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オを説明し，7 章で評価基準を定義する．8 章で評価結果を

示し，9 章で本論文をまとめる． 
 

2 関連研究 

これまでの研究によると，公共の EV 充電設備についての

立地場所や分布，家庭での EV 利用の視点から，総合的な

充電環境の充実・発展が課題となっている[6]．  
また，EV充電の利便性を高める上で，所有住宅だのみの

充電環境確保には限界がある．ベルリンにあるスタートアッ

プ企業 Ubitricity のように，街灯や自動販売機，時間貸し

駐車場にも，充電機能を付加することができる[7][8]．しかし，

充電器の利用にはバラツキがあるため，新規の設備投資を

考えた際，収益率が低く，投資を回収できない恐れもある． 
また，走行中の EV のバッテリー切れを起こさないための

電欠シミュレーションにより，約 30km ごとに充電器を設置す

れば電欠が起きないことが分かっている．そして現在，平均

26.4km ごとに一つの充電設備が設置されているが，実際は

県別に見ると，30km を超える地域があり，電欠の不安を感

じる EV ユーザーもいる[9]． 
木山らの研究[10]では，適切な充電スタンドを経由し，途

中で充電しながら進むことによって，バッテリー切れを起こさ

ずに目的地に到達するための EV 向けのルート探索手法を

提案している．また，全てのEVが最適充電スタンドを選んで

充電すると，町の中心部に列ができ，長い待ち時間が発生

するという問題も残る．内田らの研究[11]では，複数の EV を

異なるルートに分散してガイドすることにより，交通渋滞を考

慮したルート探索手法を提案している．しかしながら，充電ス

タンドの混雑状況は考慮されていない． 
Hayashi ら[12]は，高速道路で走行する EV のために，

各充電スタンドの待ち時間をデジタルサイネージに表示する

ことにより充電場所を分散化したり，行列ができた充電スタン

ドで充電できる充電量を制限したりすることにより，充電待ち

時間を減らす手法を提案し，その効果をマルチエージェント

シミュレーションで検証している．しかしながら，デジタルサイ

ネージで誘導できる充電スタンドは周囲数か所の充電スタン

ドに限定されており，また，充電量の制限は EV ユーザーの

満足度を下げるという問題も残る． 
Hiwatari ら[13]は EV の電欠回数を減らすことを目指し

た充電スタンドの設置場所の最適化手法を提案しており，そ

の効果をマルチエージェントシミュレーションで検証している．

このアプローチは，長期的な充電スタンド整備計画を策定す

るためには重要である．しかしながら，短期的かつ動的な充

電待ち時間の軽減の視点には欠けている． 
 

3 問題設定 

本研究では，従来の研究では不十分であった EV の充電

場所の動的な分散化と，充電待ち時間を減らすことを第一の

目標とする．さらに，充電スタンドオーナーの利益を増やすこ

とにより，長期的に充電インフラへの投資を促すことを第二の

目標とする．そのためのスマート EV 充電予約システムの設

計を本論文の問題とする． 

4 提案手法 

現在，日本国内では充電ステーションの予約はできるが，

価格は基本的に固定である． 図 1 のように，利用者は最寄

りの充電スタンドで充電することが多い．それに対し，我々は，

時間優先と価格優先を選択できる充電予約カーナビシステ

ム(図 2)と変動価格を組み合わせたスマート EV充電予約シ

ステムを提案する． 
時間優先を好む利用者は，待ち時間の少ない充電スタン

ドを選択する．それにより，時間優先の利用者の充電場所の

分散を期待できる．一方で価格優先を好む利用者は，価格

の安い充電スタンドを選択する．利用率に応じて価格を変動

することにより，価格優先の利用者の充電場所も分散するこ

とが期待できる． 

 

 
図 1： 一般充電予約カーナビシステム 

 

 
図 2： 時間優先と価格優先を選択できる 

充電予約システム 

 

5 シミュレーションモデル 

5.1 価格設定 

固定価格は 1 分あたり 15 円とする．変動価格はそれぞれ

の充電スタンドの利用率によって変動する．ユーザーが選ぶ

条件によって，価格設定方法が変わる．各充電スタンドでは

独立した変動価格を設定する．利用率は累計充電時間 / 
24 時間と定義する（日付が変わると累計充電時間はゼロに

戻る）． 
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変動価格は次のように設定する： 
変動価格 = 利用率×30 + 7.5 

 
5.2 EV の状態遷移 

EV の充電と走行はバッテリー残量によって以下の 4 つの

状態に分類できる． 
 状態 1： 正常走行状態． 
 状態 2： 充電スタンド検索状態． 
 状態 3： 充電中の状態． 
 状態 4： 充電待ち状態． 
 
 以下の流れで上記の４種の状態が遷移する． 
 状態1： 目的地に向かう．途中，バッテリー残量が不

足すると状態 2 へ． 
 状態 2： 充電スタンドを選択（予約）し，移動する．到

着後は状態 3 へ．充電スタンドの選択・予約が出来

ない場合は状態４へ． 
 状態 3： 100%まで充電し，状態 1 に戻る． 
 状態 4： 最寄りの充電スタンドに向かう．到着後，充

電待ち行列がなければ状態 3 へ．充電待ち行列が

あれば，待機し，自分の順番になれば状態 3 へ．待

機中，よりよい充電スタンドを選択（予約）できればそ

こへ移動し，状態 3へ． 

 
5.3 充電スタンドの状態遷移 

充電スタンド自体も充電の利用状況によって下記の 3 つ

の状態を遷移する． 
 状態 1： 空き状態．予約が入れば状態 2 へ． 
 状態 2： 予約済み状態．充電が必要な EV が到着

次第状態 3 へ． 
 状態 3： 充電中の状態．累計充電時間はスタンド側

に記録される．充電後状態 1 へ． 
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優先の EV ユーザー3 は，予約可能ならば，一番価格の安い

充電スタンドを選択する． 
 

 
図 3： 充電スタンドを探す EV フローチャート 

 

6 シミュレーションシナリオ 

6.1 地図 

 町は縦 16km 横 16km，間隔 2km の碁盤目状都市で

ある．町の中心部範囲（赤線内）は縦横 10km の正方形を設

定する（図 4）． 
 

6.2 EV の出発地と目的地 

全ての電気自動車は図 4 の町の中心部にある各目的地

に向かって走行する．出発地は地図のランダムな場所に設

定し，目的地は地図の中心部にあるランダムな場所に設定

する．町の中心部範囲は縦横 10km の正方形の範囲とする．

目的地に到着すると，地図の中心部でランダムに新しい目

的地を設定する． 
 

 
図 4： シミュレーション地図設定画面 

 
 

247スマート EV 充電予約システムのマルチエージェントシミュレーションによる評価



6.3 EV の仕様と台数 

EV は日産リーフ（電気自動車）の仕様を参考に，バッテリ

ー容量 62kWh，電費 9.2km/kwh，運転速度は平均 30 
km/h としたうえで，初期EVバッテリー残量は一様乱数で設

定する． 
 

6.4 各種 EV ユーザーの割合 

以下の 4 つのモデルケースを表 1 にまとめる(それぞれ

EV計 100台)． 

表 1: ケース設定 

 
 
 Case0：ncar 100 台 
 Case1：ncar 40 台，kcar 60 台， 
 Case2：ncar 40 台，kcar 30 台，pcar 30 台 
 Case3：kcar 50 台，pcar 50 台． 

ncar：距離優先，kcar：時間優先，pcar：価格優先 
 
Case0 では，全てのユーザー（距離優先）がカーナビと予

約システムを使用せず，固定価格を選択する． 
Case1 では，カーナビデーター[14]により 4 割のユーザー

（距離優先）はカーナビを使用せず，固定価格を選択する．

6 割のユーザー（時間優先）はカーナビを使用し，固定価格

を選択する． 
Case2 では，カーナビデーターにより 4 割のユーザー（距

離優先）はカーナビを使用せず，固定価格を選択する．残り

6 割のカーナビユーザー（時間優先と価格優先の割合は１：

１）はスマート EV 充電予約システムを使用し，変動価格を選

択する．  
Case3 では，全てのユーザー（時間優先と価格優先の割

合は１：１）がスマートEV充電予約システムを使用し，変動価

格を選択する． 

 
6.5 充電スタンドの種類と数と位置 

充電スタンドは急速充電タイプとし，満タン充電に必要な

時間は 60 分と設定し，充電スタンド 10 ヵ所をランダムに設

置する．青いマークは設置後の充電スタンドを表している（図 
5）． 

 

 
図 5： シミュレーション画面 

 

7 評価基準 

7.1 評価基準 1: 充電待ち時間 

ユーザーの充電好み条件によって，地図のそれぞれの場

所で充電することになる．一番近い場所で充電することを選

んだ場合，充電待ちの列ができ，長い充電待ち時間が生じ

る．一方で，安くて遠い場所へ充電することを選んだ場合，

移動距離が長くなり，長い移動時間が生じる．そのため，ここ

での待ち時間は，電気自動車のバッテリーが少量になり，充

電スタンド検索状態になってから，充電中状態になるまでに

かかる全ての時間を指している． 
充電待ち時間＝ 

各 EV の充電スタンドへの移動時間 
＋充電スタンドでの充電待ち時間 

 
7.2 評価基準 2: 充電スタンド収益 

充電の時間と単価をかけて，充電スタンド側の収益が生ま

れる．車両の予約システム導入の有無によって計算が異なる．

各充電スタンドの収益はこの 2種類のユーザーが充電するこ

とによって生み出した利益の合計である． 
 予約システムを導入/使用していない車両ユーザー

からの収益計算： 
充電スタンド収益＝ 

固定価格（時間単価）×充電時間 
 予約システムを導入/使用している車両ユーザーから

の収益計算： 
充電スタンド収益＝ 

変動価格（時間単価）×充電時間 
 

8 評価結果 

各ケース 100 回ずつシミュレーションして評価する．評価

基準は充電待ち時間平均値と各 EV 充電スタンドの収益の

平均値を用いている． 
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とによって生み出した利益の合計である． 
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8 評価結果 

各ケース 100 回ずつシミュレーションして評価する．評価

基準は充電待ち時間平均値と各 EV 充電スタンドの収益の

平均値を用いている． 

 

【充電待ち時間】Case1 は，カーナビを使わない Case0 よ

りも待ち時間が大幅に減少した．Case2とCase3は，優先予

約を使わない Case1 よりも待ち時間がそれぞれ 12％，60%
減少した（図 6）． 
【充電スタンド収益】Case0 は充電の待ち時間が長く，充

電時間が短いため，同じ固定価格の Case1 よりも利益が少

ない．Case3 が，優先予約を使わない Case1 と優先予約一

部導入の Case2 よりも充電スタンド利益平均値が高い（図 
7）． 
今回のシミュレーション結果により，時間優先と価格優先

を選択できるスマートEV充電予約システムを導入することに

より，全体の充電待ち時間が減り，充電スタンド側の収益も

上がる結果が得られた． 
 

 
図 6： 各 EV 充電待ち時間の平均値 

 

 
図 7： 各 EV 充電スタンド利益の平均値 

 

9 まとめ 

本論文では，充電待ち時間と充電スタンドへの移動時間

の短縮，および，充電スタンドの増益の二つを目的とし，混

雑度に応じた変動価格と EV ユーザーの好み（時間と価格）

に合わせた充電予約カーナビシステムを組み合わせるスマ

ート EV 充電予約システムを提案した．提案手法の有効性は

複数のモデルケースにより，マルチエージェントシミュレーシ

ョンにより評価した．そして，時間優先と価格優先を選択でき

る充電予約カーナビシステムを導入することにより，全体の

充電待ち時間が減り，充電スタンド側の収益も上がる結果が

得られた．今後の研究方向は実際の様々な交通状況や自

宅充電設備利用状況を踏まえ，より詳細に仮説検証していく

予定である． 
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Abstract 
This paper proposes a roadmapping thinking-oriented idea generation method designed for strategic 
theme identification and prioritisation. This paper begins to review some example patterns of modular 
and integral idea generation mapping based on the three-layered roadmap structure and discusses the 
role of systematic prioritisation in them. A structured method is then suggested for idea generation 
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1 INTRODUCTION 

Roadmapping is a structured visual mapping 
approach, which often involves a workshop-based 
process [1], to support innovation, technology and 
strategic planning in a systematic manner, used 
worldwide by many organisations for various purposes 
[2], including the recent trend for understanding and 
navigating sustainability-oriented innovation [3]. The 
first step when implementing workshop-based 
roadmapping is to identify and prioritise strategic 
themes through brainstorming and idea generation by 
using a multi-layered roadmap structure [4]. However, 
identifying and prioritising strategic themes relating 
to sustainability-oriented innovation is challenging. 
This is because particular steps are needed before 
prioritisation, such as identification of sustainability 
issues of interest and turning them into strategic 
themes in a business context including competitive 
advantages. There is a practical need to develop a 
structured process to navigate workshop participants 
to overcome this challenge especially when looking into 
technological innovation aiming for the long-term 
sustainability contributions.  

Building upon the authors’ previous research on 
strategic roadmapping for technology ventures and 
investors [5], this paper proposes a roadmapping 
thinking-oriented idea generation method designed for 
strategic theme identification and prioritisation. This 
paper begins to review some example patterns of 
modular and integral idea generation mapping based 
on the multi-layered roadmap structure and discusses 
the role of systematic prioritisation in them. 
Understanding the modular and integral idea 
generation mapping patterns together with the role of 
systematic prioritisation from the practical 
perspective provides workshop participants with the 
opportunity to generate and structure ideas in a 
systematic manner through visualisation for improved 
decision-making and strategy development. A 
structured method is then suggested for idea 
generation mapping to navigate strategic theme 
identification and prioritisation relating to 
sustainability-oriented innovation. 

The structured method proposed in this paper is 
useful not only in part of workshop-based 
roadmapping but also in other workshops for 
brainstorming and idea generation. This research is 

東京都立産業技術大学院大学紀要　No.14, pp.251 － 260 （2020） 〔研究速報〕



ongoing, with future work suggested to conduct pilot 
workshops to test the approach in practice, and further 
exploration on possible mapping patterns and 
combinations with consideration of potential 
application areas, and to examine the timing to 
implement systematic prioritisation along the idea 
generation mapping process. 

The remainder of this paper is as follows. Section 2 
reviews some example patterns of modular and 
integral idea generation mapping and the role of 
systematic prioritisation based on the multi-layered 
roadmap structure. Section 3 then suggests a four-step 

structured method to navigate strategic theme 
identification and prioritisation relating to 
sustainability-oriented innovation. Insights for future 
work are included in Section 4. This paper concludes 
with Section 5. 

 

2 MODULAR AND INTEGRAL MAPPING PATTERNS 

The fundamental purpose of implementing 
roadmapping is visualisation of strategy for decision-
making [6], which represents contents decided from 
the result of mapping activities through workshop 

  
Figure 1: Example Patterns of Modular Idea Generation Mapping. 

Time

Trends
& Drivers

Solutions

Resources 
& Capabilities

Time

Trends
& Drivers

Solutions

Resources 
& Capabilities

Time

Trends
& Drivers

Solutions

Resources 
& Capabilities

Time

Trends
& Drivers

Solutions

Resources 
& Capabilities

Time

Trends
& Drivers

Solutions

Resources 
& Capabilities

Time

Trends
& Drivers

Solutions

Resources 
& Capabilities

Time

Trends
& Drivers

Solutions

Resources 
& Capabilities

Time

Trends
& Drivers

Solutions

Resources 
& Capabilities

Time

Trends
& Drivers

Solutions

Resources 
& Capabilities

Modular Mapping Pattern I

1) Mapping Trends & Drivers 2) Mapping Resources & Capabilities 3) Mapping Solutions

Modular Mapping Pattern III
1) Mapping Resources & Capabilities 2) Mapping Trends & Drivers 3) Mapping Solutions

Modular Mapping Pattern IV
1) Mapping Resources & Capabilities 2) Mapping Solutions 3) Mapping Trends & Drivers

Time

Trends
& Drivers

Solutions

Resources 
& Capabilities

Time

Trends
& Drivers

Solutions

Resources 
& Capabilities

Time

Trends
& Drivers

Solutions

Resources 
& Capabilities

Modular Mapping Pattern II
1) Mapping Trends & Drivers 2) Mapping Solutions 3) Mapping Resources & Capabilities

252 廣瀬雄大



including sessions for brainstorming and idea 
generation. The mapped contents here consist of ideas 
from workshop participants in terms of trends and 
drivers (why), solutions (what), and resources and 
capabilities (how) based on a multi-layered roadmap 
structure. One of the limitations in brainstorming and 
idea generation when implementing workshop-based 
roadmapping is the lack of a structured process to 
understand and navigate the hierarchical structure of 
the mapped ideas for systematic understanding 
through visualisation to build up as the coherent 
contents supporting decision-making leading to 
improved strategy development.  

This section explores how ideas can be mapped by 
workshop participants using the multi-layered 
roadmap structure, and how the hierarchical structure 
of ideas could be understood for systematic 
understanding through visualisation. The following 
sections review example patterns of idea generation 
mapping by using the modular thinking and integral 
thinking, inspired from the engineering design and 
architecture field [7].  
 
2.1 Modular Mapping Patterns 

Figure 1 shows some example patterns of how ideas 
can be mapped by employing the modular-inspired 
thinking, demonstrated on the multi-layered roadmap 
structure. The modular-inspired approach to idea 
generation mapping offers workshop participants to 
generate ideas consecutively for trends and drivers 
(why), solutions (what) and resources and capabilities 
(how), and then identify strategic themes based on the 
linkages and possible combinations between them. 
This corresponds to how ideas are generated and 
structured modularly for systematic understanding 
through visualisation in terms of trends and drivers 
(why), solutions (what) and resources and capabilities 
(how). There are at least four example patterns of how 
ideas can be mapped modularly on the three-layered 
roadmap structure, described as follows: 
l Modular Mapping Pattern I: This idea generation 

mapping pattern starts with mapping ideas for 
the ‘trends and drivers’ layer (why), then mapping 
ideas for the ‘resources and capabilities’ layer 
(how) to map ideas for the ‘solutions’ layer (what). 
With mapping ideas for the ‘solutions’ layer, it is 
achieved by considering the linkages and possible 

combinations between the ideas mapped for the 
‘trends and drivers’ layer such as long-term 
visions, business goals or societal problems, and 
the ideas mapped for the ‘resources and 
capabilities’ layer such as technologies, skills and 
finance. This idea generation mapping pattern is 
often used in practice for exploring new business 
and strategic opportunities, for example, when 
workshop participants generate and structure 
ideas for the ‘solutions’ layer by using the ideas 
mapped on the ‘trends and drivers’ layer and on 
the ‘resources and capabilities’ layer as the basis 
to navigate idea generation mapping for the 
‘solutions’ layer to identify strategic themes. 

l Modular Mapping Pattern II: This idea 
generation mapping pattern starts with mapping 
ideas for the ‘trends and drivers’ layer (why), like 
the Modular Mapping Pattern I, but the next step 
is to map ideas for the ‘solutions’ layer (what) as 
a means of meeting needs or solving problems 
based on the ideas mapped for the ‘trends and 
drivers’ layer. The final step is to map ideas for 
the ‘resources and capabilities’ layer (how) to 
support the ideas mapped for the ‘solutions’ layer. 
This idea generation mapping pattern is often 
used in practice for exploring new business and 
strategic opportunities, for instance, when the 
‘market-pull’ strategic orientation is employed by 
workshop participants to identify strategic 
themes. 

l Modular Mapping Pattern III: This idea 
generation mapping pattern starts with mapping 
ideas for the ‘resources and capabilities’ layer 
(how) and then mapping ideas for the ‘trends and 
drivers’ layer (why). The final step is to generate 
ideas for the ‘solutions’ layer (what). Similar to 
the Modular Mapping Pattern I, with mapping 
ideas for the ‘solutions’ layer, it is achieved by 
considering the linkages and possible 
combinations between the ideas mapped for the 
‘trends and drivers’ layer and the ideas mapped 
for the ‘resources and capabilities’ layer. The 
difference between the Pattern I and III is that 
the latter emphasises more on ideas mapped on 
the ‘resources and capabilities’ layer as the basis 
to navigate idea generation mapping for the 
‘trends and drivers’ layer. 

253ロードマッピング思考によるアイデア発想法



�� Modular Mapping Pattern IV: This idea 
generation mapping pattern starts with mapping 
ideas for the ‘resources and capabilities’ layer 
(how), like the Modular Mapping Pattern III, but 
the next step is to generate ideas for the ‘solutions’ 
layer (what). The final step is to map ideas for the 
‘trends and drivers’ layer (why). This pattern is 
often used in practice for exploring new business 
and strategic opportunities, for example, when 
the ‘technology-push’ strategic orientation is 
employed by workshop participants to identify 
strategic theme. 

Overall, the example patterns of modular idea 
generation mapping, shown in Figure 1, provide 
insights for how ideas can be mapped separately for 
various purposes on the multi-layered roadmap 
structure in terms of trends and drivers (why), 
solutions (what) and resources and capabilities (how). 
This leads to support the hierarchical structure of the 
ideas to build up as coherent strategic themes. Further 
possible patterns of modular idea generation mapping 
will be examined as future work, to be discussed in 
Section 4. 
 

  
Figure 2: Example Patterns of Integral Idea Generation Mapping. 
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2.2 Integral Mapping Patterns 

Figure 2 shows some example patterns of how ideas 
can be mapped by employing the integral-inspired 
thinking, demonstrated on the multi-layered roadmap 
structure. The integral-inspired approach to idea 
generation mapping offers to generate ideas 
simultaneously for trends and drivers (why), solutions 
(what) and resources and capabilities (how), and then 
identify strategic themes based on them. This 
corresponds to how ideas are generated and structured 
integrally for systematic understanding through 
visualisation in terms of trends and drivers (why), 
solutions (what) and resources and capabilities (how). 
There are at least four example patterns of how ideas 
can be mapped integrally, which are described as 
follows:  
l Integral Mapping Pattern I: This idea generation 

mapping pattern starts with mapping ideas for 
the current state, mapping ideas for the current-
future gap and then mapping ideas for the future 
state. This idea generation mapping pattern is 
often used in practice, for instance, combined 
with the ‘technology-push’ strategic orientation 
when the forecasting approach is employed by 
workshop participants to identify strategic 
themes in terms of why, what and how. 

l Integral Mapping Pattern II: This idea 
generation mapping pattern starts with mapping 
ideas for the current state, like the Integral 
Mapping Pattern I, but the next step is to map 
ideas for the future state and then finally map 
ideas for the future-current gap. This pattern is 
often used in practice, for example, to identify 
strategic themes by using the forecasting 
approach but with an emphasis on filling the 
future-current gap between the identified future 
state and the identified current state. 

l Integral Mapping Pattern III: This idea 
generation mapping pattern starts with mapping 
ideas for the future state, mapping ideas for the 
current state, and then mapping ideas for the 
future-current gap. This idea generation mapping 
pattern is often used in practice, for instance, 
combined with the ‘market-pull’ strategic 
orientation when the back-casting approach is 
employed by workshop participants to identify 
strategic themes in terms of why, what and how. 

l Integral Mapping Pattern IV: This idea 
generation mapping pattern starts with mapping 
ideas for the future state, like the Integral 
Mapping Pattern III, but the next step is to map 
ideas for the future-current gap. The final step is 
to map ideas for the current state. This idea 
generation mapping pattern is often used to 
identify strategic themes, for instance, by using 
the back-casting approach but with an emphasis 
on filling the future-current gap between the 
identified future state and the identified current 
state. 

 
Overall, the example patterns of integral idea 

generation mapping provide insights for how ideas, 
with each consisting of a set of why, what and how as 
a potential strategic theme, can be mapped on the 
multi-layered roadmap structure in terms of timeline 
including the current state, the future-current gap and 
the future state. Further possible patterns of integral 
idea generation mapping will be examined as future 
work, to be discussed in Section 4. 
 
2.3 The Role of Systematic Prioritisation 

As discussed in Section 2.1 and Section 2.2, the 
example patterns of modular and integral idea 
generation mapping provide workshop participants 
with the opportunity to generate and structure ideas 
in a systematic manner through visualisation to 
identify strategic themes. This is done by structuring 
modular and integral linkages and possible 
combinations of the contents being discussed in terms 
of why, what and how. 

However, the purpose of implementing a workshop-
based roadmapping is not only about idea generation 
and brainstorming, which often leads to divergence of 
the contents being discussed, but more importantly for 
improved strategy development, which requires 
convergence leading to decision-making [8]. To 
navigate idea generation and brainstorming to achieve 
improved decision-making and strategy development, 
there is a practical need for developing a structured 
process to overcome this challenge. Otherwise it may 
lead to divergence only and result in undesired and 
poor workshop outcomes.  

To overcome this practical challenge, systematic 
prioritisation should be a promising way to support 
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It is important to note that whether to conduct a 
session with systematic prioritisation or non-
systematic prioritisation in idea generation mapping 
depends on the workshop scope and aim to navigate 
the effect of divergence for brainstorming and idea 
generation purposes, or convergence for evaluation 
and decision-making purposes.  

This section has provided one way of utilising the 
systematic prioritisation approach in brainstorming 
and idea generation based on the multi-layered 
roadmap structure using the modular and integral 
mapping patterns. Figure 3 is expected to provide a 
practical foundation to develop a structured process for 
workshop participants to conduct brainstorming and 
idea generation through visualisation in a systematic 
manner turning into coherent contents supporting 
improved decision-making and strategy development 
within a given timeframe. 

 

3 CASE OF SUSTAINABILITY-ORIENTED INNOVATION 

Technological innovation is of vital importance 
globally for accelerating and sustaining economic 
growth [11-12], leading to a variety of social, economic 
and environmental benefits [13-14]. These benefits 
include new business and industrial development, 
creation of employment, economic wealth, 
environmental protection and a higher quality of life 
through new technological and innovative solutions, 
contributing to the long-term sustainability. One of the 
fundamental drivers to accelerate technological 
innovation is the emergence of technology ventures 
[15], which include small and medium-sized 
enterprises (SMEs), start-up companies, university 
spin-outs and corporate innovation projects and 
ventures in and of large technology-intensive firms 
pursuing technology commercialization and business 
development [16].  

Navigating emerging technology ventures to 
accelerate innovation towards successful 
commercialization and business development is 
challenging worldwide, especially with those aiming 
for sustainability-oriented innovation [17]. This 
section suggests a possible combination of the idea 
generation mapping patterns shown in Figure 3 as a 
structured method to identify and prioritise strategic 
themes for characterising sustainability-oriented 

innovation. There are four steps designed in the 
structured process: 1) Assumption and Boundary 
Setting, 2) Theme Range Prioritisation, 3) Main 
Theme Prioritisation and 4) Project Theme 
Prioritisation. These are shown in Figure 4, from 
identifying sustainability issues of interest turning 
into a business context in terms of annual sales target 
and profitability target. The following describes these 
four steps with a hypothetical case example for 
demonstration. 
 
3.1 Step 1 – Assumption and Boundary Identification 

First, it is important to identify assumption and 
boundary setting prior to strategic theme 
identification and prioritisation. By using the modular 
mapping approach without systematic prioritisation 
for divergence purposes, ideas can be mapped 
separately for the ‘trends and drivers’ layer, the 
‘resources and capabilities’ layer, and the ‘solutions’ 
layer. As the result, required actions with resources 
and capabilities needed can be identified together with 
sustainability issues of interest, target country and 
region. These can be considered as the assumption and 
boundary setting for workshop participants to conduct 
brainstorming and idea generation further in the next 
step. 

For a hypothetical case example, sustainability 
issues of interest here could be the increasing trend of 
industrial wastes having negative impacts on the 
environment, with a target country and region as 
Tokyo, Japan. Required actions would then be to 
reduce, reuse and recycle (3R) the industrial wastes 
with relevant 3R technologies as the needed resources 
and capabilities. These are the assumption and 
boundary setting for this particular hypothetical case 
example. 
 
3.2 Step 2 – Theme Range Prioritisation 

Based on the assumption and boundary setting 
identified in Step 1, the next step is to explore and 
prioritise possible solutions to set the theme range for 
consideration. In this step, the modular mapping 
approach with systematic prioritisation can be 
employed for convergence purposes. Ideas can be 
mapped and prioritised separately on the ‘trends and 
drivers’ layer and the ‘resources and capabilities’ layer 
to map ideas on the ‘solutions’ layer to identify and 
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resources and capabilities would be those needed in 
order to realise the identified customer value 
proposition. 
 
3.4 Step 4 – Project Theme Prioritisation 

By using the main theme identified in Step 3, the 
integral mapping approach with systematic 
prioritisation can be used for convergence purposes to 
identify and prioritise a project theme. Ideas can be 
generated simultaneously and prioritised for the 
‘trends and drivers’ layer, the ‘resources and 
capabilities’ layer, and the ‘solutions’ layer. As the 
result, a project theme can be identified including 
annual sales target and profitability target, 
competitive advantage, and resources and capabilities 
needed for achieving the competitive advantage. 

For the hypothetical case example continued from 
Step 3, over the next five years the annual sales target 
could be set as one billion Japanese yen per annum 
with 20% profitability target. The competitive 
advantage to achieve these business targets is to 
realise more than 99% of the microbial treatment rate 
by developing an efficient and effective solution with 
publicly available microorganisms at reasonable prices, 
with the residue used as compost for the agriculture 
industry, developing a sustainable business model as a 
whole. 
 

4 INSIGHTS FOR FUTURE WORK 

The structured method proposed in this paper is 
expected to be useful not only in part of workshop-
based roadmapping but also in other workshops for 
brainstorming and idea generation. Future work is 
suggested to conduct pilot workshops to test the four-
step idea generation method described in Section 3 for 
characterising sustainability-oriented innovation to 
navigate strategic theme identification and 
prioritisation. The method should be tested in terms of 
utility, applicability and stability for further 
refinement for practical use in industry. The degree 
and timing of systematic prioritisation in the idea 
generation mapping process should also be examined 
to improve effectiveness and efficiency of strategic 
theme identification and prioritisation. 

Also, the modular and integral mapping patterns as 
well as previous studies such as [18] suggest that there 

are further possible mapping patterns and 
combinations that could be characterised for further 
potential application areas, depending on the 
roadmapping workshop scope and aim with expected 
outcomes. Future work is suggested to identify and 
examine all the possible mapping patterns and 
combinations with consideration of potential 
application areas. 

Lastly, the scientific reasoning behind this research 
could be explored further to examine, in workshop-
based roadmapping, why people should need to have 
the hierarchical structuring of ideas in terms of 
modular and integral thinking and systematic 
prioritisation through visualisation to make decisions 
and for improved strategy development. 
 

5 CONCLUDING REMARKS 

This paper has proposed a roadmapping thinking-
oriented idea generation method designed for strategic 
theme identification and prioritisation. Example 
patterns of idea generation mapping have been 
discussed in terms of how ideas can be mapped 
modularly and integrally by workshop participants 
based on the multi-layered roadmap structure.  

A possible combination of the idea generation 
mapping patterns has then been suggested as a 
structured method for strategic theme identification 
and prioritisation relating to sustainability-oriented 
innovation. The method covers from identifying 
sustainability issues of interest and turning them into 
strategic themes in a business context. A hypothetical 
case example with microbial management technologies 
for treating industrial organic wastes in Tokyo, Japan 
was included for demonstration. 

This research is ongoing, with future work suggested 
to conduct pilot workshops to test the approach in 
practice, and further exploration on the possible 
modular and integral mapping patterns and 
combinations with consideration of potential 
application areas, and to examine the timing of 
systematic prioritisation along the idea generation 
mapping process. 
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Abstract 
Beginners in farming, who are experiencing it at an allotment garden, are suffered from the necessity 
to judge the validity of growing conditions like soil moisture level, sunshine condition or soil 
temperature trend, even if they acquire many key points to notice in growing crops from an well 
experienced farmer, who has acquired the knowledge and skills enough to judge the circumstances. We 
build an IoT system to digitize those environmental characteristics, humidity in %, sunshine in lux and 
temperature in degree(℃), and record those data graphically on the server. With the aid of this IoT 
system, they can monitor the data of their gardens on the Web and judge the circumstances with 
confidence whether those values are appropriate to crops or not. 
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1 はじめに 
都市近郊では市民農園という仕組みを利用して，野菜や

果物などの栽培を多くの農業初心者が楽しんでいる．しかし

ながら，初心者である彼らにとっては耕作地の土壌の湿度や

水分量の適否を正しく判断することは困難である[3]．一部の

市民農園では，経験豊富な農業従事者に依頼して，水分量

や肥料の使い方など栽培のノウハウを初心者に伝授する機

会を設けているのだが，言葉による説明では，両者の経験値

の差を埋めることはできない．村越 PT では千葉市にある一

市民農園と連携し，耕作地の土壌湿度，土壌温度，日照量

などを数値化してWeb上に開示する IoTシステムを構築し，
農業技術伝承を補完する試み[1]を実施した．本システムによ

り，耕作地の土壌の状態や周辺環境データの見える化をす

ることに成功したので本稿で報告する．本稿第 2 章では，連
携先となった市民農園である「農業塾」を紹介する．第 3 章
では，土壌状態などの取得を目的とした，土壌情報の見える

化システムの構想について概説する．第 4 章では，予備実
験システムの試作について記載する．予備実験により，IoT
技術を利用した見える化システムの構築に関する多くの知見

を得た．第 5 章では，「農業塾」に実装したシステムについて
詳細に述べると共に，実験結果を示し，考察する．第 6 章は，

本稿のまとめと今後の課題である． 

2 農業塾 
近年，市民農園という言葉をよく見聞するがこれにも様々

な運営方法がある，１坪ほどの土地を無料で貸し出すもの，

農家が自分の土地で会員を募り，種まきと収穫時のみ参加

して，途中の生育期間の手入れは農家が行う方法，また，土

地を貸し出して，本格的に農作業の方法を１から教える有料

市民農園などである．今回，連携事業を行うことになった農

園は最後のタイプであり，一定期間修業した後，近くの農園

を借り自分で農作業を日常的に続け，恒常的に野菜栽培が

できることを目指す市民農園である．会員の多くは耕作地と

は離れた距離に住んでおり頻繁に監視，管理することは難し

い状況である．自分の耕作地の野菜の生育状況や生育環

境が自宅で判れば効率的な管理ができる．IoT システムの

実現は農業技術伝承と遠隔監視の２点で有効な手段である．

連携の相手先は千葉県花見川区武石にある．活動している

人数は約 70人程度，月謝制で運営されている，図 2は農業
塾の写真であり，生育が良好なところ，それほどでもないとこ

ろが入り混じっており，市民農園の典型である． 
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3 システムの構想 
5 月から断続的に話し合いをはじめ多くの情報を共有しな

がら農業塾の現状や問題点，IoT システムの構想などを話

合った．以下に主な要点を示す． 
1) 土壌管理，生産物生育状況管理・監視ができていな

い 
2) 圃場の状態の可視化 
3) 農作物の生産ノウハウ蓄積及びその伝達方法が複

雑すぎて伝わらない 
4) 利用者同士が(気持ち的に)交流できるコミュニティが

ない 
5) センシングデバイスによる土壌情報の可視化はでき

ないか 
6) オンラインコミュニティが作れないか 
7) 体験学習を効果的にする e-Learningが作れないか 
8) 塾の卒業生が休眠農地の積極利用で，耕作放棄農

地の減少化 

9) 引いては農業の後継者不足問題への一助にならな

いか 
などである．これらのなかから，本 PTでは上記 1)に焦点

を絞って IoTシステムを構築することになった．4),5),6)に関
しては農業塾が担当した．農業関係における IoTの事例は
すでに多く実施報告されているが，それらは，大規模農業，

工業的農業での実績であり，小規模なものは手作りで対応

するのが妥当である．複数のセンサを選定してデバイス層を

構築し，それらとの信号交信と広域ネットワークとの交信を行

うフロントネットワーク層の構築を行った．広域ネットワークか

ら IoTプラットフォームおよびアプリケーション開発は農業塾
が担当した．これにより農業塾 IoTシステムにおいて土壌や
周辺環境のデータの見える化に成功した．土壌情報を計測

するにあたり何を対象にするか問題点を検討した[2]．以下の

10項目が検討した問題点である． 
1) 水分量（根腐れ病を未然に防ぎたい） 
2) 酸性度（ｐH値） 
3) 日照度 
4) 気温 
5) 現場の映像 
6) 塩害(潮風による塩害) 
7) 害虫(有機農法にこだわるので農薬使用は禁止) 
8) 害獣(カラス，土竜，鼠) 
9) 窃盗(野菜，農具，設備等) 
10) 電気電導度（EC値） 
これらの中から，土壌水分量，日照度，気温，ｐH（センサ

が入手できれば）の 4種類を IoTシステムに取り入れることと
した．また 5)現場の映像は監視カメラ等が現地で盗難されて
おり今回は断念した．7)害虫，8)害獣については 5)現場の

図 2:農業塾（5月） 

図 1:IoTシステムイメージ図 
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映像に関連する為今回は除外した．8)害獣についてはセン
サシステムをワイヤレス化する事で対応した．6)塩害につい
ては 2)ｐH との相関を観ていく事とした．9)窃盗については
直接土壌とは関係無いので今回除外した．センサシステム

の窃盗については運用方法にて対応した．以上を踏まえて

全体構想を作成した，その全体構想図を図 1に示す． 

4 予備実験 
今回のシステム構築に当たり，予備実験を行った．予備実

験の目的として，各デバイスの挙動の確認，オープンサーバ

を利用したデータの流れ．グラフ表示機能を利用した見える

化の確認，屋外運用での問題点の確認を行った．また実際

には降雨により土壌水分量が変化するがセンサの挙動を確

認する為，制御機構を組込み散水機能も取り付けた． 
 

4.1 予備実験場について 
モックアップによる予備実験を行うに当たり，実験場である

千葉の市民農園では頻繁なデバイスの回収が困難である為，

メンバーの持つ埼玉にある畑を予備実験として利用する事と

した．図３の写真は実際の畑の様子である． 

 
4.2 予備実験システム 
予備実験システムは Arduino を用いた市販キットを利用

して簡易システムを汲み上げた．以下に予備実験システムの

機能ブロック図を図４に示す． 

 
Arduinoマイコンを中心とした配線図写真を図５に示す． 
 
 

図５を元にした回路図を図６に示す． 
 

 
図５に示した構成だけでは通信障害時にデータが消滅す

るので，図 6 には SDC カード Module を利用し通信不能
時は計測データを保存する機能を追加している． 

 
4.3 予備実験システムの流れ 
予備実験システムの流れとしては．各センサからのデータ

を集計解析し散水量をコントロールする．またセンサデータ

をネットワーク経由でアップロードを行い．アップロード値と温

度計等を用いた実測値を比較して検証を行った．以下に予

備実験システムの流れ図を図７に示す． 

図 7:予備実験システムの流れ 

図 3 :予備実験場の外観 

図 4:予備実験システム機能ブロック図 

図 5:予備実験システム配線図 

図 6:予備実験システム回路図 
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4.4 予備実験の様子 
実際に作成したデバイスを設置して予備実験場にて動作

確認を行った．今回の実験では日照，湿度，気温，土壌水

分量を測定し散水量を制御している．また各測定データはオ

ープンサーバへアップロードしている．図８の写真は畑に設

置したデバイスの様子である． 

 
今回の予備実験ではセンサの性能を確認する為に市販

の計測器を用いて計測値の差異を確認した．図９の写真は

土壌水分量を確認している様子である． 

 
また土壌水分量は急速な変化が起こらない為．散水機能

を用いて土壌水分量の変化を計測した．図１０の写真は散水

機能により予備実験場に散水している様子である． 

4.5 予備実験結果 
予備実験を経て．各デバイスの挙動確認．オープンサー

バへのデータ蓄積．データのグラフ表示による簡易的な見え

る化の確認，屋外運用の問題点の洗い出しを行うことが出来

た．これにより IoTシステムの構築の着手が可能となった．図
１１に今回蓄積したデータのグラフを示す． 

 
4.6 予備実験考察 
今回の予備実験に於いて．土壌データを測定しデータを

アップロードして．そのデータをグラフ化する事を確認した．

図１２にそのグラフの一部を示す．グラフをみると日の出．日

の入り．散水時にグラフが変化している事が解る．一連の流

れを確認したので本番の IoTシステムの構築に目途がつい
た．またこの予備実験に於いて課題も見つかり．外での運用

での雨(漏電)対策．デバイスの発熱対策．デバイスの熱に惹
かれてダンゴムシが大量に寄ってくるなどもあり．デバイスケ

ースの密封性と放熱性が重要であることを確認した． 

 
4.7 予備実験を経て 
次のステージは，分散配置のセンサからの信号収集手法

の確立である．農地という関係上，無線での情報のやり取り

でなくてはならない．現在の近距離通信の種類をその到達

距離と通信速度で分類表示したものが図１３である． 

図 8:予備実験場のデバイスの様子 

図 9:予備実験の水分量確認の様子 

図 10:予備実験場での散水の様子 

図 11:予備実験で蓄積されたデータプロット 

図 12:土壌データグラフ 青:水分量 橙:照度 
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農業塾には ZigBee,WLAN,EnOcean,ISA100,Zwave,

などが適していると考えられる．今回は入手が容易な

ZigBee[8]を採用する事とした．予備実験を経て各センサの
選定も行った．選定したセンサと簡単な性能を以下に上げる． 
１) 土壌水分センサ[5] 

・型名 SKU:SEN0193 
・方式容量式 
・動作電流５ｍA 
・寸法 23mmW×99mmL 

２) ｐHセンサ[6] 
・型名 SKU SEN0161 
・測定レンジ０～１４ｐH 
・精度±０．１ｐH（25℃） 
・レスポンス 1分 
・寸法先端センサ部・・・43mmL×32mmφ 
・測定器全体・・・・・144ｍｍL×32mmφ 

３) 土中温度センサ[7] 
・型名 DS18B20 
・測定レンジ-55℃～125℃ 
・精度±0.5℃ 
・寸法 DIP8pin 

４) 照度センサ[10] 
・型名 BH1750FVI 
・測定波長 560nm ピーク 
・測定レンジ・・・0~65000lx 
・レスポンス 180msec（高精度測定） 
・24msec（低精度測定） 

５) 温湿度センサ[9] 
・・型名 DHT11（Guangzhou Aosong Electronics 
Co., Ltd.） 
・消費電流 3mA 
・温度センサ部（気温） 
・精度・・・・±2℃ 
・レスポンス・・・10秒 
・湿度センサ部 
・精度・・・±５％ 

・レスポンス・・・6秒 
６) 内部温度センサ[11] 

・型名 LM60BIZ 
・測定レンジ-25℃～125℃ 
・精度±3℃ 
・出力抵抗 800Ω 
・寸法形状 3-pinTO-92 

上記デバイスは，土壌水分センサ，ｐHセンサ，土中温度
センサ，内部温度センサをまとめて「土壌センサユニット」とし

て土中に埋め，照度センサ，温湿度センサ，内部温度センサ

を「環境センサユニット」として大気中に設置して IoTシステ
ムのデバイス層とする． 

 

5 「農業塾」に実装した IoTシステムの稼働テスト 
千葉市にある市民農園と埼玉県の実験場にそれぞれ土

壌センサユニットと環境センサユニットを設置し，連続稼働テ

ストを行った． 
 

5.1 システム全体像 
今回のシステムでは土壌センサユニットで計測したデータ

を Zigbee を用いて無線で IoTゲートウェイへ通信する．IoT
ゲートウェイでは．土壌データや環境データを整理しアクセ

スポイント経由で農業塾のサーバへデータをアップロードし

ている．図１４は IoT システム全体像である．尚，市民農園の
システムは，デバイス用電源は電池から供給することで完全

に独立したシステムであるのに対し，実験農場では AC100V
から供給している点が異なる． 

 
5.2 開発環境 
今回の デバ イ ス マ イ コ ン と し て は ． ZigBee[8] ．

Arduino[14][15]．Raspberry Pi[12]．mbed[13]がありそ
の開発環境を以下に上げる． 
１) Debian 10.2 
２) Python 3.7.3 
３) Tera Term Version 4.1000 (SVN# 7207) 
４) Arduino IDE 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) 
５) PyCharm 2019.2.3 (Professional Edition) 

図 13:各種近距離通信方法の比較[4] 

図 14:農業塾 IoTシステム全体像 
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６) Mbedオンラインコンパイラ 
 

5.3 システムフローチャート 
今回 IoTゲートウェイとして Raspberry Piを採用した．各

センサから無線で送られてきたデータをサーバにアップロー

ドする．センサとサーバを繋ぐ要の機能を持つ．その

Raspberry Pi に於けるスケジュールのシステムフローを図１
５，各プログラムのシステムフローを図１６に示す． 

 

5.4 回路図 
今回の実験で使用した IoT ゲートウェイ．土壌センサユニ
ット．土壌センサ用電池ユニットの回路図を以下に示す 
 

１) IoTゲートウェイ 図１７ 
メインユニットは Raspberry Pi であり Zigbee と接続して
土壌センサユニットとデータ通信を行う．またアクセスポイ

ントとも接続し農業塾サーバとの通信も行う． 
 

 
２) 土壌センサユニット 図１８ 
メインユニットはArduinoであり各種センサと接続しデータ
を集計する．またZigbeeとも接続して集計データを IoTゲ
ートウェイと通信する． 
 

 
３) 土壌センサ用電池ユニット 図１９ 
土壌センサユニット用の電源である．土中にて長期間稼働

させる為に単一乾電池１６本を採用した． 
 

図 15:システムフローチャート１ 

図 16:システムフローチャート２ 

 

図 17:回路図（IoTゲートウェイ） 

図 18:回路図（土壌センサ） 

図 19:回路図（土壌センサ用電池ユニット） 
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図 18:回路図（土壌センサ） 

図 19:回路図（土壌センサ用電池ユニット） 

 
5.5 実験結果 
開発したセンシングシステムを用いて二か所で実証実験

を行った．結果，千葉の市民農園のシステムでは，土壌セン

サユニットは正常動作し，環境センサユニットは通信不調とな

った．通信不良に備え，データ蓄積機能を本体に組み込ん

でおいたので，データ欠損は免れた．千葉の農業塾より採

取されたデータを図 20に示した． 
 

 
気温，湿度，照度は周辺環境に応じて変化しているが，土

中温度とpHはほぼ一定で変化がみられず，システムの内部
温度は全く変化がなかった．また，土壌センサユニットが約 1
か月間動作し続けたことから，マイコンが省電力で動作して

いる事を確認し，土中でも適切な環境対策を施すことで長期

的な運用が可能である事も確認した．埼玉の実験農場に設

置したデバイスにおいて各センサは正常に動作し．農場のリ

アルタイムデータをサーバ上で閲覧することが可能となり，当

初の目的である遠隔で現地の状態が把握できることを確認し

た．結果を図 21に示す． 
 

 
日照に応じて気温，湿度，土壌温度が変化していることか

ら，デバイスは適正に環境データを取得出来ていると言える． 
例として，1 月 28 日は午後から雨が降った影響により，気

温と湿度が上昇し，日照は雨雲により不安定な数値となって

いる．しかし，pH値は天候やその他環境変化にあまり対応し
なかった．土壌水分量の変化と日照量，気温，湿度変化の

関係について，日照量が増え，気温が上昇，湿度が低下す

ると土壌水分量が増えた．また，日照量が減り，気温が低下，

湿度が上昇すると土壌水分量が減った． 
 

5.6 考察 
今回の計測結果により様々な要素が土壌環境に影響して

いることが確認でき，多地点でのデータ収集の効率化の重

要性について改めて認識することができた．千葉のシステム

では，土中温度，ｐH，内部温度の３種類のデータに変化が
見られなかった点は，原因調査中である．土壌センサユニッ

トは今回時間が限られていたこともあり，約 1 ヶ月しか実証運
用出来なかったが，デバイス撤収後も電池は切れることなく

動作し続けている．消費電力から算出した推定動作時間は

約 3 ヶ月であるため，さらに長期的な運用も可能であると考
える．しかし，将来的には年単位で長期運用させたいと考え

ているため，さらに消費電力の節約やバッテリー運用方法を

突き詰める必要がある．今回開発した計測システムは，農業

塾のウェブサイトと連携が取れることが今回の実証実験で確

認でき，リアルタイムでの土壌水分量や土壌酸性度等土壌

情報も把握できるようになった．今まで実現されていなかった

土壌状態の可視化と，長期的なデータ蓄積による将来的な

農業技術伝承の具体化に大きく貢献したと考える． 
 

6 まとめ 
広く普及している Arduino の開発環境としては，流通して

いるプログラムは動作確認されているのだが，複数のプログ

ラムを組み合わせると動作不安定となり，手直しの連続であ

った．今後予想される膨大なデータの解析を滞りなく進める

ためにも，データ特性の違いを考慮した区分格納アルゴリズ

ムを早急に確立する必要性が明らかとなった．現地作業は

情報不足に起因した非効率な部分もあったが，最終的に全

素子が稼働し，総合データを採取するまでの全過程の動作

を確認できた．本システムの完成で，土中の温度や水分量

が自宅から把握できる．桜開花日がそれまでの一日毎の最

高温度積算値と相関を有しているように，今回の産学連携で

製作した IoT システムも継続的に使用することで，土中温度
の積算値あるいは土中水分の積算値など農業データの活用

が見込まれる． 
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緑藻培養産業における IoTの活用 
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IoT System for monitoring of Algae Productivity 

Masanao Hotta*, Ishihara Kennichi*, Tadayuki Kusakabe*,
Daisuke Ogawa*, Hiroki Sano*, Rie Sato*,

Kennto Yasui*, Yoshihisa Kosugi*, Gettegens Koichiro*,
Gen Inoue** and Hideki Murakoshi*

Abstruct 
We applied an IoT system to cultivation of green algae called Nannochloropsis gaditana in outdoor 

raceway ponds. To monitor the growing conditions of algae, we organized sensors like thermometers  
and CO2 meters in air and under water, illuminometer for sunshine and newly developed 
densitometer for measurement of algae density in the cultivating pond. Connecting these sensors by 
wire to plural of micro-computers, such as Arduinos, Mbed LPC-1768 and Raspberry-pi, we 
constructed an IoT system for the algae farm and implemented examinations of algae productivity, in 
real time and over months. 

Keywords: IoT, Alga(e), Nannochloropsis, sensor(s), densitometer 

1 はじめに 

  微細藻類は数 μmサイズの水生単細胞生物で，地球上

のあらゆる水域に分布している．国内では 1960年代から数 

種類の緑藻が健康食品やサプリメント，あるいは稚魚稚貝の

栄養源として大量培養による事業化がなされており，近年は

地球環境の持続性という観点からバイオ燃料としての可能性

も研究されている．今回，産学連携事業を行う株式会社イー

ビス藻類産業研究所（以下 イービス藻研 と略す）は，他の

緑藻に比べて EPAを多く含むことでその優位性が認められ
ている「ナンノクロロプシス」（nannochloropsis）という緑藻培
養事業を開始した．本緑藻を大規模培養している事業所は

国内では前例がなく，その量産技術はまだ完成していない.  

村越 Project Team(以下 村越 PT と略す)とイービス藻研

は IoTを利用して藻類培養の生産性を高めることを目標とし
て産学連携事業を実施した．本事業では水温，気温，日照

などの気象情報センサーや，培養液中の溶存 CO2センサ

ーおよび藻の育成状況を判定する藻密度計からの信号を収

集するシステムを検討し，藻培養の環境変数と生育変化とい

う，制御と結果の両面からの実時間計測ができるシステムを

企画・設計・開発した．藻密度の計測については，既存の装

置に適した装置がなく，新方式の計測器を考案した．その新

規性とは藻密度測定距離が異なる複数測定子からの信号を

Armマイコンを用いて最小二乗法計算を実施し，測定器汚

れによる光量減衰と濁り成分による光量減衰を分離して算出

する方法であり，特許を出願した（特願 2020-20224）． 

 計測された各信号はインターネットに送信され，遠隔地で

もデータ解析可能な環境を構築した．2020年 1月 12日以
降，すべてのセンサーのデータが継続的にサーバに上がっ

ており、IoT環境を構築したイービス藻研の石巻培養研究所

だけではなく同社の東京事務所および本学からもデータへ

のアクセスを可能とした．  
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* 東京都立産業技術大学院大学，Advanced Institute of Industrial Technology
** 株式会社イービス藻類産業研究所  EBIS Algae Research Institute Inc. 

東京都立産業技術大学院大学紀要　No.14, pp.269 － 278 （2020） 〔研究速報〕



本稿第 2章では代表的な 6種類の微細藻類について紹介
し，第 3章で事業連携先の（株）イービス藻類産業研究所に
ついて．第 4章で産学連携事業の内容に関しての事前討
議を，第 5章では最終的にまとまった連携事業の具体的細
目を記述する．第 6章で新規開発した藻密度計の開発経緯
を説明し，第 7章では開発した IoTのシステム構成を説明
する．第 8章では IoTシステムにより得られた個別のデータ
と総合的な連続運転結果を紹介し，第 9章で事業を総括す
る． 

2 現在事業化されている微細緑藻について 

 微細緑藻は 100 を超える種類があるが，現在培養されて
いる代表的なものを以下に 6種類上げる[1]． 

2.1 クロレラ 

 3~10μmの球形のクロレラは 1960年代に大量生産に成
功しその成分（タンパク質 45%，脂質 20%，糖質 20%，灰
分 10%，ビタミン，ミネラル）を利用した商用事業が行われて
いる． 

2.2 ユーグレナ 

 別名ミドリムシとも呼ばれ，植物であると同時に動物として

の特性も有している．含有する栄養素は 54種類に上り，食
品，化粧品などに応用される．日本においては世界に先駆

けて 2005年 12月に屋外での大量培養に成功し，一気に
事業が広まった．現在はバイオ燃料への利用も視野に入れ

た開発が行われている． 

2.3 スピルリナ 

 形状は名前が示すようにらせん形状で幅 5~8μm，長さ
300~500μmである．含有成分はたんぱく質 60%であり抗
酸化作用がある β―カロテンを多く含む．またその寸法が大
きいために目の細かい布での分離・脱水濃縮が可能であ

る．アフリカでは貴重なタンパク質補給源として古くから日常

的に市場で売られていた乾燥物「ダイエ」の原料としても知ら

れている． 

2.4 ドナリエラ 
 高濃度塩湖に生息する外径 10µmの卵型で，頂点に 2
本の鞭毛を有する単細胞藻である．細胞の再生を助ける抗

酸化作用に優れるカロチノイドを多量に蓄積することから，

医薬品や化粧品に利用されている． 

2.5 ヘマトコッカス 

 ヘマトコッカスはアスタキサンチンというカロチノイドを多く

含有する緑藻であり，1980年代に高い抗酸化活性が見い
だされて 1990年代から商業生産されるようになった．特徴
は成長初期の緑色形態（グリーンステージ）にストレスを与え

ると，その過程で細胞内にアスタキサンチンを蓄積して赤色

形態となる（レッドステージ）．ヘマトコッカスはごく普通の環

境でしか生育しないため，解放状態ではコンタミによる影響

を受けやすく，その培養は完全密閉の工業的手法による． 

2.6 ナンノクロロプシス 

 大きさが 3~5μmの球形の海洋性単細胞藻類であり，
1960年代よりワムシ（稚魚の餌）生育用の栄養源として利用
されてきた[2][4]．近年，本緑藻は ω―3 タイプの EPA(エイコ

ペンタエン酸：高度不飽和脂肪酸で，赤血球の殻を柔らかく

する作用があり，血糖値低下，抗リューマチ作用その他多く

の薬効がある)を多く含むことが特徴である．また，特定の栄

養素の量を加減することで成長の促進と脂肪酸の蓄積量増

大を同時に達成できることなどが解明され始めており，将来

性が期待されている[5]．今回連携するイービス藻類産業研究

所で培養しているのが本緑藻である． 

3 連携先企業とのマッチング 

連携先の企業として㈱イービス藻類産業研究所を選んだ．

同社は 2018年 6月に創立されたベンチャー企業である
が，緑藻培養事業が立ちいかなくなった企業を買い取り、1

年の間に買い取った生産設備の不具合点を次々に改修し

て生産を軌道に乗せた実績を評価した．親会社のイービスト

レード株式会社が環境事業を手掛け，緑藻の販路を有して

いることも信頼度を担保している．緑藻培養生産地は宮城県

石巻牡鹿半島の先端に近い鮎川にあり，図 1に示すように
生産用に 7基の大型培養池（レースウエイ）と 2基の小型培
養池を有するパイロットプラントである．図 2で示すように各

図 1: ㈱イービス藻類産業研究所 

石巻研究所の培養池全体像 
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本稿第 2章では代表的な 6種類の微細藻類について紹介
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ついて．第 4章で産学連携事業の内容に関しての事前討
議を，第 5章では最終的にまとまった連携事業の具体的細
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レースウェイは培養水の回遊速度が一定になるように水車で

制御されている．生産量としては小規模であるが，ナンノクロ

ロプシスが EPAを含むことで稚貝稚魚の栄養源としてニー
ズが高く，徐々に商業ベースに乗りつつある．なおこれらの

培養池はその後すべてビニールハウスで覆われ，冬季の寒

冷対策がなされている． 

 今回の連携事業「藻類産業における IoTの活用」は，培養
条件と藻の育成結果をWeb上で把握できる IoTシステムを
構築し、培養変数間の相関を解明して生産の効率化につな

げる計画である． 

 現在の培養は隣接する海から汲み上げた海水を海藻の胞

子も含まない程度にまで多段フィルターで濾過して用いてい

る．生育養分として培養海水中の CO2溶存濃度を目標値に

なるように制御し[3]，それに見合う栄養分補給と組み合わせ

て培養している．これらに加え水温管理、日照管理を行うこと

で生産効率向上に努めている．それらの培養条件での生育

状況の検査に光学顕微鏡を用いているが，作業量の多さと

タイムラグの観点から改善が望まれている． 

4 産学連携事業実施内容の検討 

 開発準備段階では討議を重ね以下の問題点を共有した． 

1） 溶存 CO2濃度を一定に保つのが難しく，ばらつき幅 

   が小さくなるように制御可能な方式を開発する． 

2） 日照量の制御が難しく，強すぎると「焼け」が発生し[2]， 

   少ないと光合成の量が少なくなる．きめ細かく制御でき 

   る運動追随性の良い日よけで、現地鮎川の気候条件に 

   適した具体策を立案する． 

3） 藻密度測定の効率的な方法を確立し具体化する． 

4） 測定データのWebモニター化を実現する． 

5） 気象庁の日照予測情報を自動的にダウンロードする 

    プログラムを開発する． 

  6） 過去の膨大な培養データから相関分析などの解析を 

    行う． 

以上の内容が討議され，今回取り上げるテーマとして以下の

3項目に絞り込んだ．  

A ；日照予測データダウンロード自動化・・・気象庁の日照 

 予報センターが公開している予測情報をダウンロードする 

 ソフトを制作する（5.1で詳述,上記 5）に対するアクショ 

 ン）．  

B：：  過去データの解析・・・一部文字情報で記録されている 

 培養履歴表から数値情報を読み取り解析を行う．（5．2で 

 詳述, 上記 6）に対するアクション）． 

C： 日照，気温，湿度，CO2濃度，藻密度を計測し，インタ 

 ーネット上でこれらの値にアクセス可能なシステムを構築す 

 る（5.3で詳述,上記 1,3）に対するアクション） 

5 選定項目の実施概要 
5.1 日照予測データダウンロード自動化 

応用気象エンジニアリングが提供しているひまわり衛星の

日照データは自由に閲覧可能だが，データそのものはひま

わり標準フォーマットと呼ばれる 12のブロックで構成されて
おりダウンロードは容易ではない．村越 PTでは必要な情報
をダウンロードする独自ソフトを開発し，イービス藻研を挟む

石巻と鮎川漁港の 2地点の日照予測情報の自動ダウンロ
ードを可能にした．データは 1平方メートルあたりの日照量
をMJ（メガジュール）でグラフ表示し，1日ごとの総日射量も
簡単に計算できる．図 3にデータ例を示す．イービス藻研で
は本データも藻培養の指標の一つとして採用し，生育予測

に役立てている． 

5.2 過去データの解析 

 全部で 9面ある培養池の 2014年 9月 6日から 2016年
9月 2日までの長期間の培養記録を解読し分析を行った．
数字・文字の入り混じった記録を整理し，培養池ごとの藻密

度の増加率を目的変数とし，水温，pH値， 平均，最高，最

図 2: レースウエイ近影 

図 3: 鮎川漁港付近の 2019/8/17の日射量 
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低の各気温，気圧，風速など全部で 16種類の条件を説明
変数として重回帰分析を行った．図 4は培養池 No3の回
帰分析の結果である．回帰係数の有意性を示す P値はい
ずれも５％を下回ることはなく，残念ながら有意性のある結果

は見いだせなかった．目的変数を藻密度増加率/日とし，説

明変数を水温、pH, 気温，日照の 4つに絞り回帰分析を
行ったがやはり有意性のある回帰係数は見いだせなかっ

た．今回の産学連携事業ではこれらのデータを更にきめ細

かく且つ同時性を保って収集し，新しい知見を得ることを目

指す． 

 5.3 各種パラメータの計測収集 

日照，気温，湿度，CO2濃度，藻密度などの環境変数を見

える化するための各種センサーを調査検討した．それらの仕

様をまとめる． 

１）温湿度計測 

    使用センサー：DHT11 
（Aosong Guangzhou Electronics Co.,Ltd.） 
消費電流・・・3mA 

   温度センサー部（気温） 

精度・・・・±2℃ 

レスポンス・・・10秒 

湿度センサー部 

精度・・・±5％ 

 レスポンス・・・6秒 

防水温度センサー 

   使用センサー：DS18B２0 

レンジ・・・-55～125℃ 

分解能・・・12bit 
レスポンス・・・0.75秒 

接続先・・・・・・・・Arduino 

2）日照度計測 

   使用センサー：照度計測モジュール BH1750FVI 
測定レンジ・・・0~65000lx 

精度・・・・・・±15% 

消費電流・・・・150μA 

信号・・・・・・I2C 

接続先・・・・・Arduino 

3）CO2計測 

使用センサー：SCD30  SENSIRION製 

CO2センサー部 

方式・・・・・・・・非分散赤外線方式 

図 4: 培養池 No3の 2014年 9月から 2016年 9月の培養記録の回帰分析の結果 
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測定レンジ ・・・・400~10000ppm 
精度・・・・・・・・±30ppm＋3% 

温度センサー部 

レンジ・・・・・・-40~70℃ 

精度・・・・・・・・±0.4℃＋0.023×(T℃－25℃） 
レスポンス・・・・・10秒 

湿度センサー部 

レンジ・・・・・・・0~100% 

精度・・・・・・・・±3% 

精度・・・・・・・・±0.4℃＋0.023×(T℃－25℃） 
レスポンス・・・・・10秒 

レスポンス・・・・・8秒 

接続先・・・・・・・・・・mbed LPC1768 

 なお，本センサー部分は CO2選択透過性を有する機能性

幕で密閉し，水中に浸した状態で測定する． 

4）藻密度計 

使用センサー：新規開発（第 6章で記述） 
方式・・・・・・・・透過光方式 

測定レンジ・・・・・0.5~50（千万個／ml） 
レスポンス・・・2秒 

接続先・・・・・・・・・・mbed LPC1768) 

6 藻密度計の開発 

6.1 事前調査 

環境測定に関しては既成の測定器で対応可能であるが，

生育状況を計測する藻密度計に関しては最適な装置がな

く，自作することにした．山口ら[12]によって吸光度測定法，

蛍光強度測定法などの妥当性がクロレラを試料として確かめ

られており，その報告ではこれら光学的方法は広い濃度範

囲にわたって直接計数法との相関が高いことが確認されて

いる． 吸光度を利用した濁度計には透過光方式[7]，散乱

光方式[6]，透過光散乱光方式，表面散乱光方式などがある

が[8]，いずれの測定方法も使用される窓の汚れの影響を払

拭できない点があり，測定ごとに洗浄して汚れの影響を回避

して精度を担保している．ナンノクロロプシスは生命機能が

失われると粘性物質を分泌するため，特に汚れ対策は重要

である．村越 PTではこの問題を解決すべく検討し，藻密度
に依存した減衰量と窓の汚れなど装置に起因する減衰量を

数学的に分離することで，透過光方式でも汚れに影響を受

けずに藻密度測定ができることを検証した． 

6.2 方式の検討 

  減衰光強度を Y，測定光路長を X，濁りによる減衰係数
を B，汚れによる減衰係数を C とすると，濁りによる減衰量は

e-Bx，汚れによる減衰量はe-cと表せる．したがって光量 A0の

光は測定光路長 Xを通過した後では 
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と表せる．現在の濁度計と呼ばれている装置は，図 5の左 

のように一つの測定光路で計測する方式を採用し，構造を

工夫することで汚れによる減衰量e-cを物理的に少なくする方
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 式(1)の両辺の対数をとって最小二乗法を適用すると連立
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 ただし Nは異なる測定光路長の個数とする． 

式(2)を解いて．B＝b, C＝cを求めれば 

ｙ＝A
０
e-ｂX-ｃ ・・・・・・・・(3)

が，回帰式として得られる．この式は物理的には意味がある

が、実作業に使うには感覚とのずれがあるので，(3)式を変
形して 

y＝A
１
e-X／L・・・・・・・・(4)．

ただし A
１
＝A0e-ｃ，L=1/c

とする．A１が汚れによる減衰を表し、Lは光がそれだけの距
離を進むと 1/e(=0.3679)倍になる基準減衰距離を表す．L
は藻密度に結び付く数値であり，Dを藻密度（単位 個／

ml）とすれば，関係式 

D=K/L・・・・・・・(5)  
となる． 
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Y: 減衰光強度
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X1
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X2
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Y2
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X
Y3
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e-BX3
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e-ce-c

図 5: 汚れによる減衰と濁りによる減衰の分離 
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 実際に製作した装

置は図 6の機械加
工設計図に示すよう

に．内径 20mmnの

金属円筒の側面に

等間隔に 5ケ所，対
向位置に孔をあけ，

そこに測定窓とライト

ガイドを兼ねる透明

アクリル円柱を嵌合

して組み立てる．アク

リル円柱は組み立て

た状況で中央部に

規定量のギャップを

持つ寸法に加工され

ており，前もって中

心に通されている透

明ビニルチューブ

を，アクリル円柱で挟

んで保持するように組付ける．アクリル円柱の一方の大気側

に LED光源，他方に受光素子を組付け，5組の減衰光測
定子ユニットを構成する．5個の測定子ユニットにおいて透
明ビニルチューブ内面のギャップは 1, 2, 4，6，8mm となる

ように設計されている．これらの測定子ユニットから得られる

減衰光量が最小二乗計算の基礎データとなる． 

 制御電子回路図を図 7 に示す．LPC1768は 5対の
LED と受光素子を 20msec間隔で順次切り替えて透過光
強度の測定を実行し，結果を電気信号で受け取る．受け取

図 7: 藻密度測定装置 回路図 

図 6: 藻密度計の機械加工設計図 
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った信号を数値化し，そ

の数値をもとに数学処理

で算出した藻密度の値を 

液晶表示器に表示すると

ともに Rasberry piに転
送する．最終的に

Raspberry-piはすべて
のデータをインターネット

へ送信する．藻密度計，

電気制御系，液晶表示ユ

ニット， Rasberry pi と
水ポンプ を一体にして

組上げた外観図を図 8
に示す．  

６．３ 性能確認 

 2019年 12月 6日に最初の設計による藻密度計をイービ
ス藻研石巻研究所に設置して稼働させたが，2週間ほどで
動作が不安定となり使用に耐えなくなった．当初の設計のま

までは測定流路に突き出したアクリル円筒が測定液のスム

ーズな流れを阻害して局所的に淀みを発生させる不具合が

認められたので，図 6に示したように測定部の入口から出口
まで流路内面が滑らかに変化するように改善し対応した．5 
CH（チャンネル）のうち 1mmギャップの信号出力が不安定

なので，残りの 2，4，6，8mmの 4CHで最小二乗計算を行

うようにプログラムを変更し，1月 12日から藻が収穫される 2
月 3日まで，21日間安定した測定を継続できた．サーバ上
のデータをダウンロードし．ノイズ処理とグラフ化の作業を行

った，最終的にはすべてのセンサーの毎分のデータを 3週
間分蓄積しグラフ化した．基本的なアプリケーションは作成し

たが，統計解析等に向けたアプリケーション開発は次期連携

事業のテーマとする． 

7 IoTシステムの構築 

 今回開発した IoTのシステム構成を 5層の階層構造で捉
えると[9-10]，最上部の第 1層には【アプリケーション層】があ
り，データ解析とシステム運用を管理する．その下の第 2層
に【IoTプラットフォーム層】としてのサーバが位置する．第 3
層に【広域ネットワーク層】としてのインターネット層が広がり，

そこへは第 4層の【フロントネットワーク層】である消費電力
の小さな BT-LE( Bluetooth Low Energy), ZigBee
（IEEE802.15.4）などの近距離無線ネットワークを通して現
場からの情報が送信される．第 4層はデバイスとインターネ
ットを結びつける機能を有しているためゲートウエイと呼ばれ

ることもある．最下層がセンサー類で構成される【デバイス

層】であり，具体的な環境情報を数値化する役割を担う[11]．

IoTの全体構造を図 9に示す． 

 通信距離の範囲で分類すると，規模としては Local Area 
とMetropolitan Area の中間であり Smart House class 
と言える[13]． 
 本連携事業では，気温，水温，湿度，日照量，大気中

CO2, 培養液中の溶存 CO2, 藻密度などの物理特性を電
気信号に変換するグループをデバイス層とし，Arduino あ
るいは LPC-1768は，それらの電気信号を数値化しデータ
によっては演算処理を行い，結果を Raspberry pi と共有す
るフロントネットワーク層を形成する．フロントネットワーク層は

収集したデータをWiFiで接続されている広域ネットワーク
層に送信する．今回は専用の IoT プラットフォームは立てら
れなかったので既存サーバにデータを蓄え，それを Google 

Drive に移行蓄積することで代用している．結果としては蓄
積したデータに複数関係者が遠隔で同時アクセスでき，デ 

ータ有効活用の自由度が飛躍的に向上した． 
８８  運運用用結結果果ととデデーータタ分分析析  

各種データ収集の結果を以下にまとめる．測定日時はいず

れも 2020/01/13 0:00～24:00 である． 

図 8: 藻密度測定装置
外観図 
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図 9: IoTシステム全体構造図 
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8.1 CO2，水温の測定 

CO2センサー，温度センサーと信号処理回路を水密状態に

封印して培養液中に浸し，水中環境モニターを行った．測

定結果を図 10に示す．図は 0時から 24時間計測した結
果でサンプリング周期は 1分である．鋸歯状のデータが
CO2濃度であり，溶存 CO2が低下した場合は不足分を注入

して濃度が所定範囲になるよう調整を行う．グラフでは

2500ppm~6000ppm（左目盛）の範囲で制御されているが
これを±5%に制御するよう改良中である．水温は 10.8℃～

12.3℃（右目盛）で，8.2項の日照に対比させると，約 6時
間遅れて反応している．~12.3℃（右目盛）で，8.2項の日照
に対比させると，約 6時間遅れて反応している． 

 Arduinoなどを使用した場合，グラフに示すようなパルス
状ノイズの混入は避けることができない．現状ではこれらは

目視判断により抹消処理をしている． 

8.2 日照，湿度の測定 

日度測定，湿度の測定結果を図 11に示す．測定は 1月で
あり日照は昼でも 10000Luxである． 

培養池をビニルで覆ったことにより，この日照でも気温は

20℃まで上昇している．湿度も気温も日照に対しリアルタイ
ムで反応しており，」湿度は夜間に 58%であったものが昼間

は温度上昇とともに 25%まで低下しているのがわかる．  

8.3 大気中 CO2，気温の測定 

 大気中の CO2と気温の測定結果を図 12に示す．緑藻
の活性特性として，昼間は培養液中の溶存 CO2を取り込み

酸素を排出するが夜間はその逆の反応を呈する．大気中

CO2濃度はそれに対応して昼間は減少傾向を示し夜間は

増加傾向を示している（8.4項の藻密度のグラフ参照）． 

8.4 藻密度計 

藻密度の測定結果を図 13に示す．縦軸の単位は千万個
/mlで、通常 6百万個/mlから 1億 6千万個/mlが培養
の範囲である．測定開始時点ですでに 4千万個/mlを超え

ており培養は中間程度まで進んでいる状態である．炭酸同

化作用は日光により促進されるというのが定説であるが、得

られたデータからは日照よりも水温の影響のほうが大きいと

判定できる（8.2項の日照，8.1項の水温のグラフ参照）． 

図 10: 溶存 CO2（青線，左目盛（ppm） 
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8.5 連続測定結果 

 2020年 1月 12日 12時から緑藻を収穫した 2月 3日
15時までの溶存 CO2，水温，日照量と藻密度の連続測定

結果を図 14，15，16に示す（グラフの時間軸は 1月 1日を
起点として 1日単位の通し番号とする）．前述の 8.1項～
8.4項では読めなかった長期間の変化・相関を見ることがで
きる．溶存 CO2に関しては藻密度の増大とともに CO2消費

が増大し，補給する回数が増えている．藻密度に関しては，

培養池に保温対策をしたため冬季でも 3週間で 1.4倍に生
育しており冬季の培養も可能なことが確認できた．また藻の

生育は全般的に水温上昇と相関を有しているが 28日から
30日にかけては日照（図 15）も水温上昇（図 14）も少ない
状況下で漸増している現象が注目される．ナンノクロロプシ

スはある一定濃度範囲内では，藻密度そのものが増殖速度

を律速する特性を有しており，28日以降の現象はこの特性
を裏付けている一例とみることもできる．各種相関が今後の

データの蓄積により明らかになると期待される． 

図 14: 溶存 CO2(左目盛：ppm)と水温（右目盛：℃） 

図 15: 日照度（目盛：Lux） 

図 16: 藻密度（目盛：千万個/ml） 
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9 まとめ 

 今回作成した IoTシステムでは 5層にわたる連携動作が
問題なく動作することを検証した． 

成果としては 

1．緑藻培養変数と生育状況を示すデータが広域ネットワー
クを通して複数地点よりアクセス可能となった． 

2．日照、水温、藻密度変化の相関が明確に読み取れた 

3．デバイスとしての藻密度計は藻密度を実時間で把握で 

きる利点だけでなく，そのあとに続く藻密度濃縮工程でも有

用であるという評価を連携先の事業者から受けた． 

の 3点があげられるが， 

未達部分を総括すると 

1．IoTプラットフォームとしての専用サーバ未構築 

（現在、サーバを借用している状況） 

2．藻密度計の不均一な汚れへの対策が不十分 

3．環境データとしてアンモニアモニターも必要 

4．日照制御の自動化 

5．藻密度計に凝縮緑藻検出機能が必要 

6．CO2濃度変動が大きい 

7．データ処理アプリケーション構想の確立 

8．ノイズ処理の手法の確立 

9．IoTシステムの緑藻培養効率化への寄与度の算定 

などが今後の課題である．村越 PTの作業としては初期目
標を達成したが，上記 1~8の対策を講じて，IoT化の効果
を算定する最終的な目標を達成するために AIIT藻類研究
所を新設して本事業を継続する． 
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