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コンピュータルームCの改良の歴史
　コンピュータルームCに初めて入った人は、そこにあるプロジェクターの数に驚くと思う。こ
の部屋には８台設置されており、過去10年間の私の試行錯誤の研究の歴史でもある。
　実は2008年からの基盤B、2011年からの挑戦的萌芽研究、2015年からの基盤Bによる一連の
研究が今年度で終了する。研究テーマは「巨大壁面電子黒板と携帯端末を利用した大学講義のイ
ンタラクティブ化に関する研究」であり、コンピュータルームCを改造して、巨大壁面大の電子
黒板を設置してそこで授業を行うという教育環境構築と実践授業に関する研究である。
　Cルームは、もともとは２台のプロジェクターをスクリーンに投影するというスタンダードな
PC教室だったが、私はどうしてもスクリーンと一体化したインタラクティブな授業がしたかっ
た。まず、2008年に電子黒板を導入してみた。しかし電子黒板は最大でも93インチ。これは私
には小さすぎた。そこで、2012年、２台のプロジェクターを使って300インチサイズ（つまり
壁全体）を投影面にする環境を構築した。そんな巨大なスクリーンは存在しない。ゼミ生と一緒
に白い布をミシン掛けして作った。次にその300インチを電子黒板化することに成功。とりあえ
ずここまでで挑戦的萌芽研究は終わった。
　次の基盤Bの目標は実践研究だ。新規授業「人間と宇宙」を壁面電子黒板だけでやるという目
標を掲げた。2015年からの3年間で教室を改良した。今、Cルームの後ろには約6メートル、高
さ２メートル強のホワイトボードが設置され、そこに１台のプロジェクターで中央投影しそれが
電子黒板化された。さらに左右２台のプロジェクターによってブレンディングされた横長の繋ぎ
目のない壁全体の投影が可能となった。音響は5.1chサラウンドで音質はハイレゾ。教壇はスク
リーン前全体に広がり、その上に立つと天井からのスポットライトで教師は照らされ、天井から
のLEDで学生の机は照らされるようにした。
　このような環境を作ることを許可してくれた大学、たくさんの迷惑をかけた会計と無理難題を

編集後記
　久しぶりに「新聞記者になりたいんです」という学生に出会った。そう、ネット全盛期か
もしれないけれど、ネットの世界は、今でも新聞やテレビといったマスメディアに支えられ
ているんだよ。よくネットニュースを見てごらん。ニュースの出所はほとんどが新聞やテレ
ビ、話題になる芸能ニュースも「テレビ番組の中で…」「雑誌によれば…」からスタートし
ている。もしかしたら、いつかネットもニュースを作り出す存在になっていくのかもしれな
いけれど、それはまだ少し先の話。そして、それを実現するのは「新聞記者になりたいんで
す」というふうな気概のある人間なんだろうなと思う。そういう気概のある女性が東洋英和
から一人でも巣立ってくれれば、メディアの科目を担当する教員として嬉しいな。
 （小寺敦之）

壁面に2台のプロジェクターで合成投影した最後の晩餐
これに対して学生がスマートフォンで書き込みを投稿している様子

解決してくれた管財の皆さんに
感謝したい。環境は整った。「人
間と宇宙」だけでなく、これか
らこの環境をフル活用できるい
ろいろな授業コンテンツを開発
していこうと思っている。

記：柳沢昌義

勉強会報告─「ひきこもり実態調査」の現状と課題
　今年度の定例勉強会（2019年1月25日（金））は、
いわゆる「ひきこもり」に関する調査の現状と課題に
ついて、関連調査に携わっている研究所員の渡部麻美
准教授に報告をお願いする形で実施された。
　1990年代に提唱された「ひきこもり」という言葉は、
一般化するまでに普及・浸透しており、相談機関や官
公庁による実態調査も2000年代に入ってから実施さ
れるようになった。しかし、その定義や実態について、あるいはその原因については未だ明確に
されていない。例えば、「ひきこもり」を「趣味の用事だけ外出する」とするか「自宅からほと
んど出ない」とするかによって全く異なる調査結果が生じる。また、「ひきこもり」という言葉
を使用することで「ひきこもり」とされる人数が減る（自分や家族を「ひきこもり」であること
を認めない）、そもそも「ひきこもり」の人や家族が調査に協力的であるとは限らないなど、対
象としているものの性質上、実態を調べるだけでも多くの課題が伴うようである。
　しかし、渡部氏が携わってきた調査からはいくつか示唆に富む発見も得られている。私たちは、

「ひきこもり」に対して「自宅に閉じこもって家族の支援を受け続ける青年」というイメージを
持ちがちであるが、実はそれら“メディア的な”描写とは異なり、「自宅からほとんど出ない」
人はほとんどおらず、ネットやゲームに没入しているわけではない。年齢も中高年が多く、家族
の庇護もなく生活保護を受ける「ひきこもり」も一定数存在するという。社会への関心も高く、
心理状態も際立って一般の人と異なっているわけではない。
　では、何が「ひきこもり」を生み、そしてなぜ「ひきこもり」になっていくのか。これらの解
明は今後の課題であるが、興味深いのは、バブル崩壊後のいわゆる「失われた20年」に壮年期
を迎えた世代が「ひきこもり」の中核となっている点である。そうであれば、「ひきこもり」は
社会が作り出したものと言えるかもしれない。私がそのような質問をしたところ、渡部氏も「ひ
きこもり」とラベリングされる人は「昔はどのコミュニティにも普通にいた人かもしれない」と
感じているとのことであった。共感性が高く、自尊感情が低い人は常に存在する。それを社会病
理のような形でラベリングしているのが「ひきこもり」問題の本質かもしれないな…と複雑な気
持ちになった。同時に「ひきこもり」が許容されない風潮があるのも現実である。どのようなア
プローチが必要なのかを探るためには、その実態や原因を探る試みが重要であることは言うまで
もない。

 記：小寺敦之



2018年連続講演会（第1回　2018年11月12日（月））

「楽しいコミュニケーションを考えよう」
講師　LINE株式会社　西尾勇気氏

　SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
の世界で、LINEはいまや不動の地位を確立してい
る。現在、LINEサービスの利用者は日本国内の人
口の54％に達するという。LINE社公共政策室で活
躍する西尾勇気氏に最前線の知見を語っていただい
た。西尾氏はネット・トラブルの代表として以下の
項目を挙げた。

１．悪 口 や い じ り…コミュニケーションの
なかで、いじめにつな
がってしまうようなトラブル。

２．不適切情報の発信…例えば、匿名サイトでの自殺希望の発言。トラブルにつながってし
まうことがある。

３．不適切サイトの閲覧…見なくてもいい暴力・アダルト的なものの閲覧から発生するトラブ
ル。

４．著 作 権 の 侵 害…身近であり得ることで、注意すべき問題。
　これら４点に加え、知らない人との出会いや、高額課金・長時間利用・不正アプリのインストー
ルがある。
　ネット・トラブルには要因となる三つの行動がある、と西尾氏は指摘した。第一に不適切な情
報の発信。二つ目は不適切な情報の受信。三つ目が不適切な使い方や管理。トラブルの行動の要
因ごとに対策が分かれる。一つ目の対策が‘設定’。二つ目の対策がルール。そして三つ目が、
コミュニケーションのトレーニングだ。
　例えば、‘知らない人から友達追加される’のを防ぐにはどうしたらいいか。実はLINEの設
定一つで終わる、西尾氏は強調した。LINE社の通報という機能を使えば対応可能であり、複数
の通報があればアカウント停止もできる。第二の対策としてルール。知らない人からLINEで友
達追加された、スタンプ連打された、未読スルーされた、話しているときに相手が携帯電話を触っ
ていた、既読無視されたなどの事例が思い浮かぶ。基本的にネット上のいさかいの要因は「相手
に悪意がないところからでも嫌だなって経験したことが多い」というデータがある。ルールは他
律的であり、ネット・トラブル防止には限界がある。ルールで防げない部分は自分で向き合う「自
律」が必要になってくると強調して西尾氏はこう訴えた。
　「相手の気持ちと同じ感覚になることはとても難しい。スマートフォンやパソコンはまだまだ
未完成な道具。ネットコミュニケーションは誤解が起きたときにフォローがしにくいことを確認
しながら、使用に心がけてください。」
　講演の中で行われたトレーニング（練習）では、他人が自分とは違う感覚や発想することを確
認するミニゲームを参加者たちも体験した。それは意義ある時間だったが、本当に「自律」でき
るためには、スマホをもつ各人の精神的自立が大前提になるはず。講演後に考えた、もっと重く
のしかかってくる課題である。

　記：町田幸彦

2018年連続講演会（第2回　2018年11月26日（月））

「大学生のための情報セキュリティ講座」
講師　株式会社カスペルスキー　籔内祥司氏

　本年度第2回の講演会は、株式会社カスペルス
キーより籔内祥司氏をお招きし、「大学生のための
情報セキュリティ講座」というタイトルでお話しい
ただいた。
　近年のデジタルデバイスの多様化、利用率の増加
により情報セキュリティの問題は我々の生活におい
て身近な存在となっている。講演の冒頭、籔内氏よ
り大学生の生活との関連性が強い問題として、サイ
バー犯罪の事例が示された。サイバー犯罪では、コ
ンピューターウイルス等を使用しないためウイルス対策ソフトでは防ぐことができず、個人の危
機管理に対処方法が依存してしまう。多い事例としては、メガバンクやネットショッピングサイ
トを装ったメールが届き、ID・パスワードやクレジットカードの情報を送信させるという手口
が挙げられる。こうした手口に騙されないようにするためには、有効な対策を「習慣化」するこ
とが重要であると籔内氏は指摘する。先の例では、「メールに埋め込まれたリンクから該当サイ
トにアクセスするのではなく、自分がブックマークしているリンクからアクセスすること」が有
効な対策であるという。このように、昨今の情報セキュリティの問題に対処していくためには、
具体的な対策を知識として得ておく必要がある。しかしながら、大学生を含め、我々にとっては
こうした具体的な対策を日常で知る場面が少ないということは課題として懸念される。
　一方、こうした情報セキュリティ対策は社会情勢により変化していくことも示された。講演の
中で、「パスワードはどんなときに変更しなければならないか？」という発問がされ、「①パス 

ワードは設定したら変更する必要はない」「②パスワードが漏えいした事実がわかった時に変更
する」「③パスワードは3カ月に1度変更しなければならない」の3択が提示された。聴講した学
生の多くは、③と回答していたが、実際には2018年に総務省が②の指針を提示していることが
紹介された。社会情勢による情報セキュリティ対策の変化にも対応していくことの重要性が感じ
られた場面であった。
　講演の最後に、インターネットを利用する際に意識すべきキーワードとして、「“STOP（立ち
止まる）・THINK（考える）・CONNECT（楽しむ）”」という言葉が紹介された。これについて
籔内氏は、「大事なのは正しい知識を身につけて正しく怖がる。訳も分からず怖いとか、何も分
からなくて怖いというのではなくて、『これはこういう理由で怖い』『こういう理由でダメだ』と
いうことを知識として身につけて、怖がって、ちゃんと楽しむということを考えてほしい」と締
めくくった。今後、いわゆる「ミレニアム世代」が大学へ進学する時代となる。こうした世代は、
インターネットに対する「怖さ」をどの程度認識しているのだろうか。また、インターネットの

「利便性」や「楽しさ」をどこに感じているのだろうか。
　籔内氏の講演を通じて、改めて情報セキュリティの問題に対する知識を備えておくことの重要
性、個人の意識を高く持つことの必要性が喚起された。このことは、AIや IOTの普及が予想さ
れる今後の情報社会に対しても共通の課題であるといえよう。

　記：酒井郷平
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コンピュータルームCの改良の歴史
　コンピュータルームCに初めて入った人は、そこにあるプロジェクターの数に驚くと思う。こ
の部屋には８台設置されており、過去10年間の私の試行錯誤の研究の歴史でもある。
　実は2008年からの基盤B、2011年からの挑戦的萌芽研究、2015年からの基盤Bによる一連の
研究が今年度で終了する。研究テーマは「巨大壁面電子黒板と携帯端末を利用した大学講義のイ
ンタラクティブ化に関する研究」であり、コンピュータルームCを改造して、巨大壁面大の電子
黒板を設置してそこで授業を行うという教育環境構築と実践授業に関する研究である。
　Cルームは、もともとは２台のプロジェクターをスクリーンに投影するというスタンダードな
PC教室だったが、私はどうしてもスクリーンと一体化したインタラクティブな授業がしたかっ
た。まず、2008年に電子黒板を導入してみた。しかし電子黒板は最大でも93インチ。これは私
には小さすぎた。そこで、2012年、２台のプロジェクターを使って300インチサイズ（つまり
壁全体）を投影面にする環境を構築した。そんな巨大なスクリーンは存在しない。ゼミ生と一緒
に白い布をミシン掛けして作った。次にその300インチを電子黒板化することに成功。とりあえ
ずここまでで挑戦的萌芽研究は終わった。
　次の基盤Bの目標は実践研究だ。新規授業「人間と宇宙」を壁面電子黒板だけでやるという目
標を掲げた。2015年からの3年間で教室を改良した。今、Cルームの後ろには約6メートル、高
さ２メートル強のホワイトボードが設置され、そこに１台のプロジェクターで中央投影しそれが
電子黒板化された。さらに左右２台のプロジェクターによってブレンディングされた横長の繋ぎ
目のない壁全体の投影が可能となった。音響は5.1chサラウンドで音質はハイレゾ。教壇はスク
リーン前全体に広がり、その上に立つと天井からのスポットライトで教師は照らされ、天井から
のLEDで学生の机は照らされるようにした。
　このような環境を作ることを許可してくれた大学、たくさんの迷惑をかけた会計と無理難題を

編集後記
　久しぶりに「新聞記者になりたいんです」という学生に出会った。そう、ネット全盛期か
もしれないけれど、ネットの世界は、今でも新聞やテレビといったマスメディアに支えられ
ているんだよ。よくネットニュースを見てごらん。ニュースの出所はほとんどが新聞やテレ
ビ、話題になる芸能ニュースも「テレビ番組の中で…」「雑誌によれば…」からスタートし
ている。もしかしたら、いつかネットもニュースを作り出す存在になっていくのかもしれな
いけれど、それはまだ少し先の話。そして、それを実現するのは「新聞記者になりたいんで
す」というふうな気概のある人間なんだろうなと思う。そういう気概のある女性が東洋英和
から一人でも巣立ってくれれば、メディアの科目を担当する教員として嬉しいな。
 （小寺敦之）

壁面に2台のプロジェクターで合成投影した最後の晩餐
これに対して学生がスマートフォンで書き込みを投稿している様子

解決してくれた管財の皆さんに
感謝したい。環境は整った。「人
間と宇宙」だけでなく、これか
らこの環境をフル活用できるい
ろいろな授業コンテンツを開発
していこうと思っている。

記：柳沢昌義

勉強会報告─「ひきこもり実態調査」の現状と課題
　今年度の定例勉強会（2019年1月25日（金））は、
いわゆる「ひきこもり」に関する調査の現状と課題に
ついて、関連調査に携わっている研究所員の渡部麻美
准教授に報告をお願いする形で実施された。
　1990年代に提唱された「ひきこもり」という言葉は、
一般化するまでに普及・浸透しており、相談機関や官
公庁による実態調査も2000年代に入ってから実施さ
れるようになった。しかし、その定義や実態について、あるいはその原因については未だ明確に
されていない。例えば、「ひきこもり」を「趣味の用事だけ外出する」とするか「自宅からほと
んど出ない」とするかによって全く異なる調査結果が生じる。また、「ひきこもり」という言葉
を使用することで「ひきこもり」とされる人数が減る（自分や家族を「ひきこもり」であること
を認めない）、そもそも「ひきこもり」の人や家族が調査に協力的であるとは限らないなど、対
象としているものの性質上、実態を調べるだけでも多くの課題が伴うようである。
　しかし、渡部氏が携わってきた調査からはいくつか示唆に富む発見も得られている。私たちは、

「ひきこもり」に対して「自宅に閉じこもって家族の支援を受け続ける青年」というイメージを
持ちがちであるが、実はそれら“メディア的な”描写とは異なり、「自宅からほとんど出ない」
人はほとんどおらず、ネットやゲームに没入しているわけではない。年齢も中高年が多く、家族
の庇護もなく生活保護を受ける「ひきこもり」も一定数存在するという。社会への関心も高く、
心理状態も際立って一般の人と異なっているわけではない。
　では、何が「ひきこもり」を生み、そしてなぜ「ひきこもり」になっていくのか。これらの解
明は今後の課題であるが、興味深いのは、バブル崩壊後のいわゆる「失われた20年」に壮年期
を迎えた世代が「ひきこもり」の中核となっている点である。そうであれば、「ひきこもり」は
社会が作り出したものと言えるかもしれない。私がそのような質問をしたところ、渡部氏も「ひ
きこもり」とラベリングされる人は「昔はどのコミュニティにも普通にいた人かもしれない」と
感じているとのことであった。共感性が高く、自尊感情が低い人は常に存在する。それを社会病
理のような形でラベリングしているのが「ひきこもり」問題の本質かもしれないな…と複雑な気
持ちになった。同時に「ひきこもり」が許容されない風潮があるのも現実である。どのようなア
プローチが必要なのかを探るためには、その実態や原因を探る試みが重要であることは言うまで
もない。

 記：小寺敦之


