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日本教育工学会研究会レポート
　近年、教育工学の研究は、e-Learning、電子黒板、電子教科書、Twitterといった新しいメディア
を教育に応用する研究が多い。筆者も、新しいメディアを教育に取り入れる研究に従事しており、本
稿では、日本教育工学会の研究会で発表した内容の概要を紹介したい。
超巨大スクリーンのある教室　－iRoom－
　デジタルサイネージという新しいメディアが注目されている。液晶・プラズマディスプレイの低価
格化、大型化、およびそのタッチパネル化によって、広告・看板を従来の紙やアクリル板ではなく、
すべて電子化しようというメディアである。筆者が注目しているのは小さな広告用途のものではなく、
ビルの壁面全体を覆うような超巨大サイネージであり、これを教室の壁一面に応用しようとするもの
である。すると従来の、黒板、チョーク、時計、教卓などで構成された画一的・静的・物理的な教室
を一新し、目的に応じた仮想の教室の壁が誕生することになる。このような一見夢物語に見える新し
い教室環境を iRoomと名付け、筆者はここ数年で実現し、今回の研究会で発表してきた。下の写真
がその教室の実際の写真である。ここに写っている教室の壁、黒板などはすべてコンピュータが作り
出した架空のものであり、それゆえに、一瞬にして、通常教室から音楽室に変わり、また一瞬にして
理科室、そして宇宙空間に変わることができる。授業の目的に応じて変容する教室が誕生した。
マンガを教育に利用し、Twitterを可視化する　―学生代表アバター―
　近年、マンガを教科書に取り入れる事例が増えている。また、本の表紙だけでなくまじめなビジネ
ス書にまでマンガやいわゆる萌え系イラストが使われ始めている。一方、大学の授業を活性化する試
みとしてTwitterが使われ始めた。筆者自身Twitterを授業で使った経験から、可視化に関する欠点
を感じてきた。そこで、マンガとTwitterを組み合わせた新しい教育試験メディアを考案し実装した。
右写真が上記の教室壁面に登場する、受講生を代表するアバターである。受講学生は携帯電話を使っ
て、先生に対する「質問」や授業に関する「つぶやき」を打ち込むと、リアルタイムにこのアバター
の吹き出しになって表示される。また、学生の何
気ないリアクション「へぇー」「ガッテン」「難し
いです」「もう一度説明してください」なども送
信することにより、学生の理解度や態度がこのア
バターのアニメーションとして反映されるもので
ある。
　メディアの進歩は激しい。それをどんどん教育
に取り入れていくのが、教育工学研究者の仕事で
ある。単に技術的可能性を探るだけでなく、教育
効果も含めて今後とも発展させていきたい。
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したものは削除できない。個人情報や間違った情報をおもしろおかしくリツイートされていくことが
ある。これは止められないので気をつけないといけない。その半面、お堅い文言のつぶやきは広がら
ない。上から目線は嫌われる。企業セミナーなどで佐々木さんが助言していることだ。
　ツイッターの利用者は全世界で2億3千万人を突破した。1日あたり46万件の新規登録がある。携
帯電話によるアクセスは全体の46％に上るという。「もともとツイッターは携帯電話での利用を考え
て作られたサービス」という狙いが実現されている。大成功の背景を次のように述べた。「ツイッター
が生き残れたのは、技術の勝利ではなく、ユーザーさんのおかげ、人間性の勝利だ」。米国の山火事
や東日本大震災、「アラブの春」でのエピソードを紹介し、「世の中にポジティブなインパクトを与え
るサービスである」と強調した。 記：町田幸彦

連続講演会第5回　（2012年1月19日）

ケータイ利用の心理
前東洋英和女学院大学長・NTTドコモ モバイル社会研究所長　飽戸弘先生

　NTTドコモ モバイル研究所のライフスタイル研究の調査結果を中心
としたケータイ利用者の心理についてのご講演であった。
　今やケータイは電話でありメールであり（口コミ）、パソコン（インター
ネット）であり、テレビ（マスコミ）であり、SNS であり、さらに、
電話とパソコンがスマートフォンで大接近しており、通信と放送の融合
の時代である。こうしたケータイの利用者研究として、これまでの様々
なライフスタイル研究と同様に、ライフスタイルアプローチはその一つ
である。2003年と2010年に行われた「今後のモバイルの未来を考える
研究」の調査によって、ケータイにおける人間関係、ケータイ機能利用
の回答を比較し、ケータイの機能拡大とその利用者の心理の変化が捉え
られた。この7年間のケータイ利用状況は大きく変化しており、1日の通話回数の減少、メール発信
数の増加、通話相手は友人中心から配偶者中心にシフト、家族との連絡手段として定着、期待するサー
ビスはメールとウェブサイト閲覧が増加しテレビ電話が半減、身近なメディアの第1位がテレビから
ケータイに変化などである。ケータイ機能利用については、2003年調査に比べ2010年調査では多く
のクラスターが見いだされ、消費者の多様性を示すものと解釈された。ケータイにおける人間関係で
は、逆にクラスター数が縮小し、2003年には人間関係における使い分けが高機能好きとそうでない
ものに分かれていたものが2010年では統合された。ケータイの多機能化と同時に、機能利用が一般
化したことを示している。
　ご講演いただいた緻密な分析は、今後メディアとしてのケータイがどう発展していくかを利用者の
心理から探る研究の一端をうかがうことができ、意義あるものであった。 記：林　文

編集後記
　遅ればせになった第2号ですが、“メディアの新世界”の断面をお伝えできていれば幸いです。次
の連続講演会は、「活字文化を考える」をテーマに開催する予定です。 （町田幸彦）



「ケータイ社会を考える」　連続講演会第1回　（2011年10月13日）

災害と携帯電話　～東日本大震災におけるドコモの取り組み～
NTTドコモ執行役員・広報部長（モバイル社会研究所副所長）　坂井義清

　「ネット社会が初めて経験した大災害」。東日本大震災の特質のひとつを坂井氏はこのように指摘し
た。マグニチュード9.0の大地震と津波が発生した2012年3月11日、NTTドコモの東北4900局でサー
ビス中断になり、携帯電話が使えなくなった。東北全体では1万1000局の基地局をドコモはもって
おり、半数弱が機能停止になった。その原因は、津波による水没損害▽各基地を結ぶ光ケーブル伝送
網の寸断▽バッテリーの停止─の3点だった。4月30日にほぼ復旧したが、4000人の態勢による
応急復旧に約1カ月を要した。復興にかかった費用は20億円位だという。
　大震災の経験を教訓にして、ふたつの取り組みが検討されている。
　第一は「グリーン基地局」の創設だ。現在の基地局はバッテリー備え付けになっている。そこに太
陽光や風力、バイオ燃料などエコ発電を加えて、基地局の電力をまかなう。災害に強く、環境にも良
い電源確保のシステム構築である。
　次に、「モバイル空間統計」に注目している。携帯電話がいまどこにあるのかを交換機は把握できる。

「この膨大な情報を、個人情報はまったく分からないようにするが、統計データとして処理すると、
どの地域にどれくらいの人がいるか、時間単位でみることができる。こういうデータを今後の街づく
りや防災計画に使える研究をしている」。たとえば、新宿区に帰宅困難者が数十万人になると予測で
きるのだが、千葉からの通勤者、埼玉からの通勤者の数は分からない。しかし、モバイル空間統計を
使うとこれらの推定数を割り出せる。これは最近話題の「ビッグ・データ」の活用の可能性を示す一
例として興味深い報告だった。
　最後に災害時の心がけとして、「メールを使うようにして、通話は控えてほしい」と坂井氏は要望
した。回線のパンクを避けるために携帯電話業界の願いである。 記：町田幸彦

連続講演会第2回　（2011年11月17日）

ケータイ小説作家 : 十
と

和
わ

さんを迎えて ケータイ小説作家　十和
　2006年に『クリアネス』で第1回日本ケータイ小説大賞を受賞した
十和さんと、ケータイ小説を書籍として初めて世間に発信したスターツ
出版専務取締役の新井俊也氏が対談した。ところで、ケータイ小説といっ
ても十和さんが発信したのはパソコン上である。留学生の感想として「そ
れはネット小説ではないか」との指摘もあったが、活字ではなく電子メ
ディアで発信する、とくに女性をターゲットにした小説の総称を日本の
メディアでは「ケータイ小説」と名づけてきたのである。
　ケータイ小説という言葉を世に広く知らしめたのは、ケータイサイト
に発信された『恋空』（美嘉・2005）である。中高生や若い女性の圧倒
的な共感を呼び映画化・テレビドラマ化もされた。十和さんも『恋空』
を読み、対面では語れない「自分の本心」「心の闇」を書き、「それを誰かに読んでもらいたい」と強
く願ったという。学校時代の「作文」は親や教師が読むので「本当のこと」は書けなかった。ネット
には匿名で「本当のことを書く」。それを「誰かが読む」。それで満足していた時期もあったが、読者
から共感の言葉や内容についての質問を貰うと、書くことがコミュニケーションの手段になることに
気づき、より読者に応える「本当のこと」、つまり「真実」を書く「小説」を意識するようになった
という。

　匿名性と双方向性、読者が内容をつくり出す参加型メディアであることがケータイ小説の魅力であ
るようだ。また『クリアネス』を活字本として出版したのは新井氏だが、書籍も20万部の大ヒット
を記録した。旧来の活字メディアの読者層にも広がったのである。 記：与那覇恵子

連続講演会第3回　（2011年11月24日）

携帯電話の光と影 中央大学　松田美佐教授
　日本の携帯電話は1990年代半ばから急激な普及を見せ、人々のコミュニケーションを激変させた。
松田氏は、当初から携帯電話をアカデミックな研究対象として追い続けている「ケータイ社会学」の
パイオニアであり、現在もその第一人者である。
　松田氏によると、携帯電話の普及は私たちのコミュニケーションにいくつかの大きな変化をもたら
した。例えば、かつての「家電」が家庭を結びつけるものとして利用されていたのに対し、携帯電話
はいつでもどこでも個人を結びつける「コミュニケーションを個人化」を生み出した。自分の子ども
の友人関係が把握できない、メールのやりとりを人間関係そのものとして捉えるがゆえにコミュニ
ケーションの不在が意識されるといった現代的事象も、このツールが持つ性質に負うところが大きい。
さらに、ディスプレイに相手が表示される機能やアドレス帳の登録･管理は、人間関係を選択･可視
化するものとした。私たちは、携帯電話を通じて自身の対人関係を確認したり、コントロールしたり
するようになったのである。
　ただし、携帯電話が私たちの社会に一方的に影響を及ぼしていると考えるのは必ずしも正しくない。
私たちが携帯電話に何を求め、どのように利用していくのかという志向性が、携帯電話の利用法を育
んできたとも言えるのである。松田氏は、母親たちの携帯電話が秘書的な役割を担うツールとして用
いられていることを示しながら、子どもや若者の「ケータイ依存」を一種の通過儀礼であると楽観視
する。現在では推奨されている読書がかつてはファンタジーに浸る有害なものであるとされたように、
メディアの位置づけや評価は社会との相互作用の中で形成され、作り替えられていく。携帯電話は、
光と影を交えながら、私たち自身や私たちの生きる社会を映し続けるのだ。 記：小寺敦之

連続講演会第4回　（2011年12月8日）

ツイッターの世界 デジタルガレージ執行役員　佐々木智也
　デジタルガレージは1994年に設立されたインターネットサービス会社。同社は2007年12月、ツイッ
ター社に投資し、日本唯一の株主になり、日本でのツイッター普及拡大、ツイッターを利用した企業
支援を行っている。北海道新聞・広告部門出身の佐々木氏は、日本でのツイッター事業の総帥といっ
ても過言ではない。ツイッターの特徴をわかりやすく解説してくれた。
　「ツイッターとは、140文字だけで投稿するシンプルなサービス。常に検索対象になっているので、
皆さんのつぶやきはネット上にオープンになっている。あくま
でリアルタイムのネットワークと位置づけている」
　その利点を「速報性、伝播性、簡便性、多様性」と佐々木氏
は要約する。伝播性とは、リツイート（RT）という機能を使っ
て広がっていくこと。簡便性は、フォローを外すときクリック
一つで、自分のツイートを入力するだけと非常に簡単であり、
更新が簡単なことを指している。ただし、ネット上のエチケッ
トすなわちネチケットに関連して、2点の注意を指摘した。
　まず、自分のツイートを削除してもユーザーがダウンロード
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の友人関係が把握できない、メールのやりとりを人間関係そのものとして捉えるがゆえにコミュニ
ケーションの不在が意識されるといった現代的事象も、このツールが持つ性質に負うところが大きい。
さらに、ディスプレイに相手が表示される機能やアドレス帳の登録･管理は、人間関係を選択･可視
化するものとした。私たちは、携帯電話を通じて自身の対人関係を確認したり、コントロールしたり
するようになったのである。
　ただし、携帯電話が私たちの社会に一方的に影響を及ぼしていると考えるのは必ずしも正しくない。
私たちが携帯電話に何を求め、どのように利用していくのかという志向性が、携帯電話の利用法を育
んできたとも言えるのである。松田氏は、母親たちの携帯電話が秘書的な役割を担うツールとして用
いられていることを示しながら、子どもや若者の「ケータイ依存」を一種の通過儀礼であると楽観視
する。現在では推奨されている読書がかつてはファンタジーに浸る有害なものであるとされたように、
メディアの位置づけや評価は社会との相互作用の中で形成され、作り替えられていく。携帯電話は、
光と影を交えながら、私たち自身や私たちの生きる社会を映し続けるのだ。 記：小寺敦之

連続講演会第4回　（2011年12月8日）

ツイッターの世界 デジタルガレージ執行役員　佐々木智也
　デジタルガレージは1994年に設立されたインターネットサービス会社。同社は2007年12月、ツイッ
ター社に投資し、日本唯一の株主になり、日本でのツイッター普及拡大、ツイッターを利用した企業
支援を行っている。北海道新聞・広告部門出身の佐々木氏は、日本でのツイッター事業の総帥といっ
ても過言ではない。ツイッターの特徴をわかりやすく解説してくれた。
　「ツイッターとは、140文字だけで投稿するシンプルなサービス。常に検索対象になっているので、
皆さんのつぶやきはネット上にオープンになっている。あくま
でリアルタイムのネットワークと位置づけている」
　その利点を「速報性、伝播性、簡便性、多様性」と佐々木氏
は要約する。伝播性とは、リツイート（RT）という機能を使っ
て広がっていくこと。簡便性は、フォローを外すときクリック
一つで、自分のツイートを入力するだけと非常に簡単であり、
更新が簡単なことを指している。ただし、ネット上のエチケッ
トすなわちネチケットに関連して、2点の注意を指摘した。
　まず、自分のツイートを削除してもユーザーがダウンロード
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日本教育工学会研究会レポート
　近年、教育工学の研究は、e-Learning、電子黒板、電子教科書、Twitterといった新しいメディア
を教育に応用する研究が多い。筆者も、新しいメディアを教育に取り入れる研究に従事しており、本
稿では、日本教育工学会の研究会で発表した内容の概要を紹介したい。
超巨大スクリーンのある教室　－iRoom－
　デジタルサイネージという新しいメディアが注目されている。液晶・プラズマディスプレイの低価
格化、大型化、およびそのタッチパネル化によって、広告・看板を従来の紙やアクリル板ではなく、
すべて電子化しようというメディアである。筆者が注目しているのは小さな広告用途のものではなく、
ビルの壁面全体を覆うような超巨大サイネージであり、これを教室の壁一面に応用しようとするもの
である。すると従来の、黒板、チョーク、時計、教卓などで構成された画一的・静的・物理的な教室
を一新し、目的に応じた仮想の教室の壁が誕生することになる。このような一見夢物語に見える新し
い教室環境を iRoomと名付け、筆者はここ数年で実現し、今回の研究会で発表してきた。下の写真
がその教室の実際の写真である。ここに写っている教室の壁、黒板などはすべてコンピュータが作り
出した架空のものであり、それゆえに、一瞬にして、通常教室から音楽室に変わり、また一瞬にして
理科室、そして宇宙空間に変わることができる。授業の目的に応じて変容する教室が誕生した。
マンガを教育に利用し、Twitterを可視化する　―学生代表アバター―
　近年、マンガを教科書に取り入れる事例が増えている。また、本の表紙だけでなくまじめなビジネ
ス書にまでマンガやいわゆる萌え系イラストが使われ始めている。一方、大学の授業を活性化する試
みとしてTwitterが使われ始めた。筆者自身Twitterを授業で使った経験から、可視化に関する欠点
を感じてきた。そこで、マンガとTwitterを組み合わせた新しい教育試験メディアを考案し実装した。
右写真が上記の教室壁面に登場する、受講生を代表するアバターである。受講学生は携帯電話を使っ
て、先生に対する「質問」や授業に関する「つぶやき」を打ち込むと、リアルタイムにこのアバター
の吹き出しになって表示される。また、学生の何
気ないリアクション「へぇー」「ガッテン」「難し
いです」「もう一度説明してください」なども送
信することにより、学生の理解度や態度がこのア
バターのアニメーションとして反映されるもので
ある。
　メディアの進歩は激しい。それをどんどん教育
に取り入れていくのが、教育工学研究者の仕事で
ある。単に技術的可能性を探るだけでなく、教育
効果も含めて今後とも発展させていきたい。

人間科学部　教授　柳沢昌義
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したものは削除できない。個人情報や間違った情報をおもしろおかしくリツイートされていくことが
ある。これは止められないので気をつけないといけない。その半面、お堅い文言のつぶやきは広がら
ない。上から目線は嫌われる。企業セミナーなどで佐々木さんが助言していることだ。
　ツイッターの利用者は全世界で2億3千万人を突破した。1日あたり46万件の新規登録がある。携
帯電話によるアクセスは全体の46％に上るという。「もともとツイッターは携帯電話での利用を考え
て作られたサービス」という狙いが実現されている。大成功の背景を次のように述べた。「ツイッター
が生き残れたのは、技術の勝利ではなく、ユーザーさんのおかげ、人間性の勝利だ」。米国の山火事
や東日本大震災、「アラブの春」でのエピソードを紹介し、「世の中にポジティブなインパクトを与え
るサービスである」と強調した。 記：町田幸彦

連続講演会第5回　（2012年1月19日）

ケータイ利用の心理
前東洋英和女学院大学長・NTTドコモ モバイル社会研究所長　飽戸弘先生

　NTTドコモ モバイル研究所のライフスタイル研究の調査結果を中心
としたケータイ利用者の心理についてのご講演であった。
　今やケータイは電話でありメールであり（口コミ）、パソコン（インター
ネット）であり、テレビ（マスコミ）であり、SNS であり、さらに、
電話とパソコンがスマートフォンで大接近しており、通信と放送の融合
の時代である。こうしたケータイの利用者研究として、これまでの様々
なライフスタイル研究と同様に、ライフスタイルアプローチはその一つ
である。2003年と2010年に行われた「今後のモバイルの未来を考える
研究」の調査によって、ケータイにおける人間関係、ケータイ機能利用
の回答を比較し、ケータイの機能拡大とその利用者の心理の変化が捉え
られた。この7年間のケータイ利用状況は大きく変化しており、1日の通話回数の減少、メール発信
数の増加、通話相手は友人中心から配偶者中心にシフト、家族との連絡手段として定着、期待するサー
ビスはメールとウェブサイト閲覧が増加しテレビ電話が半減、身近なメディアの第1位がテレビから
ケータイに変化などである。ケータイ機能利用については、2003年調査に比べ2010年調査では多く
のクラスターが見いだされ、消費者の多様性を示すものと解釈された。ケータイにおける人間関係で
は、逆にクラスター数が縮小し、2003年には人間関係における使い分けが高機能好きとそうでない
ものに分かれていたものが2010年では統合された。ケータイの多機能化と同時に、機能利用が一般
化したことを示している。
　ご講演いただいた緻密な分析は、今後メディアとしてのケータイがどう発展していくかを利用者の
心理から探る研究の一端をうかがうことができ、意義あるものであった。 記：林　文

編集後記
　遅ればせになった第2号ですが、“メディアの新世界”の断面をお伝えできていれば幸いです。次
の連続講演会は、「活字文化を考える」をテーマに開催する予定です。 （町田幸彦）


