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1. はじめに

駒澤大学グローバル・メディア・スタディー
ズ（以降、GMS）学部創立10周年おめでとう
ございます。
私たちが生活を営む社会は多様化しており、
単一の学問領域からのアプローチでは解決でき
ない課題が多い。このような社会における情報
現象の総体を研究対象とする学問が社会情報学
であり、それは人間社会の新たな理解とそれを
基盤とした社会システムの構想に貢献しうるも
のである（西垣他（2015））。グローバルな情
報社会という現実に取り組む社会情報学の発展
のためには、近接する学問領域の研究成果を吸
収し、自らのために磨いていかざるを得ないわ
けであり、そこには学際領域として構想された

GMS学部との連関が容易に想起されよう。
現在、インターネットは社会のさまざまな場
面で利用されている。1995年のインターネット
元年から携帯電話そしてスマートフォンへと端
末が進化するにつれ、インターネットは携帯可
能なものとなり、ますます生活に溶け込んでき
ている。筆者は学部時代から情報科学を学び、
大学院修士課程からは一貫してインターネット
の、とりわけWebの社会システムへの応用をテ
ーマに研究してきた。もちろんこの10年を振り
返っても、この大きなテーマに沿って研究を続
けている。一方、教育についてこの10年を振り
返ってみると、筆者は大学教員として生活し始
めて10年が経った節目のときにGMS学部に異
動したわけであるが、主要な担当科目はインタ
ーネットやWebの基礎から応用までを扱うもの
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であった。
本論文では、Webの進化を整理したうえで、
社会情報学への情報科学からのアプローチとし
て「インターネットの社会システムへの応用」
という大きなテーマのもとで筆者がこの10年
間に取り組んできた研究を振り返る。そして最
後に10年間の教育について触れる。

2. Webの進化

本節ではWebの進化を簡単に整理する（速水
他（2013））。Webは1989年にTim Berners-Leeに
より提案された。その目的は世界中のさまざま
な大学や研究機関の研究者同士で情報共有する
ことであった。その後Webサイトを公開するた
めのサーバソフトやWebページを閲覧するため
のブラウザが開発され、またHTMLやHTTPな
どの基礎技術が標準化された。
インターネットが普及するにつれ、Webを有
効活用することへのニーズが高まり、閲覧者の
操作に応じて動的にページを生成する技術が開
発された。現在そのような技術に基づく多様な
アプリケーションが提供されている。また、サ
ーバ側で扱うデータの増加に伴い、Webとデー
タベースが接続されるようになった。今日では
Webアプリケーションの大半はデータベースを
利用している。また、地図情報、ショッピング
サイトの商品情報、SNSに投稿されたメッセー
ジなどは他のアプリケーションでの利用価値も
高く、またサービスの認知度を広げることにも
つながるため、有力なサービスはWebAPIを介
してデータや機能を公開することが多くなって
いる。つまり、今日のWebは多様な技術が連携
してアプリケーションを提供しているのである
（図1）。一方、閲覧者が利用する機器もスマー
トフォンやタブレット端末など多様化・モバイ
ル化している。

3. インターネットの社会システムへの応用研

究

3.1 地域コミュニティの情報共有

（1） 概要

地域の多様なニーズや課題解決の担い手とし
て、NPO（ここでは法人格の有無に関係なく地
域の課題に取り組んでいるグループ）の果たす
役割が重要視されている（早坂他，2004）。一
方、インターネットが浸透するにつれ、NPOが
WebやSNSといった新しいメディアを積極的に
活用していくことが重要になっている（久米他
（2014））。そこで筆者らはNPOのWebサイト調
査を行い、NPOが情報技術を活用するための条
件やオンラインツールの可能性を明らかにした
（服部他（2009））。しかしそのための条件を満
たせなくともWebやSNSの積極的な活用が望ま
れる。また、多くのNPOが地域で活動を行って
いることを考えると、NPOがその活動で得た
情報や活動そのものの情報を地図上の位置に関
連付けて収集・管理することができれば、NPO

やその活動に興味がある市民にとって有効では
ないかと考えられる。そこで筆者らは、地域的
広がりと時間的変遷のある地域情報を管理可能
なシステムの開発とWeb上でそれぞれのNPOが
発信している活動情報の自動収集と地図への表
示を試みた（服部他（2011））。本節ではこれら

図1　サービス連携によるアプリケーション
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のシステムについて述べる。

（2） 地域的広がりと時間的変遷のある地域情報

を管理可能なシステム

本システムでは位置と時間的な変化をわかり
やすく提供するため、地図とタイムラインが連
動して動作するインタフェース上に地域情報を
表示する（図2）。閲覧者が地図上のマーカーを
クリックするとその情報が中心に表示されるよ
うにタイムラインが自動的にスクロールされ、
またその詳細情報が画面の右側に表示される。
植物の開花や地域のイベントなど地域情報には
1年を大きな単位とした周期性があるものが多
い。そのため、本システムでは1つのタイムラ
イン上に過去の情報を現在の日時に別の色で重
ね合わせて表示したり、過去と現在を示す2つ
のタイムラインを日時を同期させて表示したり
することができる。
一方、地域情報の入力はNPOのメンバーが行
うことを想定し、（1）専用の入力フォームから
登録、（2）ブログへの記事投稿、（3）スマート
フォンからの入力、という3通りの方法で可能
である。（2）ではオープンソースのブログとし
て人気の高いWordPressと連携した。また（3）
ではGPSによる位置情報やスマートフォンのカ
メラで撮影した写真を電子メールや専用アプリ
から入力することができる。

筆者らはフリーのサービスやソフトウェアを
利用して本システムを開発することによって、
一般的に経済的基盤が弱いNPOも導入しやす
いものとした。実際、本システムは名古屋市東
区や横浜市で活動しているNPOによる利用実
績がある。

（3） Web上で発信されているNPO活動情報の

自動収集と地図への表示

NPOの活動に参加したい、あるいはその活動
を支援したいと考えている人はNPOのホーム
ページを参考にすることが多いと思われる。し
かしながら、個々のNPOがそれぞれのWebサイ
トで情報発信しているため、どこでどのような
活動が行われているのかを把握することが難し
い。そこで筆者らはNPOの一覧を取得可能なオ
ンラインデータベースと個々のNPOのサイト
を利用し、どこでどのような活動が行われてい
るかを地図上で視覚的に提供可能なシステムを
開発した。
本システムは次の手順でNPOの活動場所に
関する情報を抽出する。まず、①NPOのオン
ラインデータベースから各NPOの名称、所在
地、活動分野などの基本情報を取得し、所在地
の緯度経度を付与してデータベースに追加す
る。所在地から緯度経度への変換はジオコーデ
ィングと呼ばれるサービスを利用する。次に、
②検索サービスを利用して各NPOのWebサイ
トのアドレス（URL）を収集・選択する。具
体的には、NPOの名称と「NPO or 特定非営利
活動法人」をキーワードとして検索を実行し、
その結果の上位3件をアドレスの候補としてし、
さらにいくつかのフィルタリングを介して最終
的に残ったアドレスをそのNPOのアドレスと
する。次に、③NPOのWebサイトから活動場所
を示すテキスト（本システムでは住所）と地図
のメタデータ（地図画像のファイル名や地図サ
ービスへのリンク）を抽出し、住所には緯度経

図2　地図とタイムラインの連動インタフェース
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度を付与してデータベースに追加する。そし
て、④抽出された活動場所のテキストについて、
Webページの構造や地図の有無などを利用して
フィルタリングを行い、最後に、⑤フィルタリ
ング後の活動場所および基本情報中の所在所を
地図に表示する（図3）。地図とともに検索機能
や活動目的のキーワードが表示されるため、閲
覧者はそれらを利用して地図に表示するマーカ
ーを絞り込むことができる。

本システムについてNPOの中間支援を行っ
ているグループのメンバーから意見を伺ったと
ころ、「地図にすることで、直感的にわかりや
すく、コミュニティごとに情報が整理されるの
で、実用性はある」「区域内でどれくらいのグ
ループが存在するかを調べるときに情報源とな
りうる」などの意見が得られ、有用性が示唆さ
れた。一方、「環境系、まちづくり系などを色
分けするなどの工夫があってもよい」「所在が
一過性であると時間軸で変わっていくので捉え
にくいかもしれない」といった課題も指摘され
た。
なお、筆者はこれら以外にも地域コミュニテ
ィで利用可能なシステムを開発してきた。それ
らについては服部（2012）などを参照されたい。

3.2 被災地の情報支援

（1）概要

2011年3月11日に発生した東日本大震災は各
地に甚大な被害をもたらした。筆者を含む社会

情報学会の若手研究者の有志数名は震災直後か
ら宮城県亘理郡山元町で情報支援活動を行っ
た。山元町は3.11で町の約半分の地域が津波に
飲み込まれ、600名以上の命が失われた。それ
以降、町の人口は減少し続けている。
筆者らの初期の活動は避難所へのパソコンや
プリンタの設置やインターネット接続といった
情報インフラの整備であった。その中で、津波
に流されたアルバムや写真が大量に存在するこ
とが分かり、それらの写真をすべて元の持ち主
へ返却するというプロジェクト「思い出サルベ
ージアルバム・オンライン」を立ち上げ、全精
力をこのプロジェクトに注ぐことを決めた（柴
田他（2014））。思い出サルベージアルバム・
オンラインではパソコンやタブレット端末を利
用して写真を検索できるようにしたわけである
が、そもそも山元町には高齢者が多く、パソコ
ンを使いこなせない人も多かった。そのため、
町の生涯学習課と協力してパソコン教室を実施
した。ITリテラシーを身に付けることによって
町の復興に寄与することを目指し、このパソコ
ン教室を「山元復興学校」と名付けた（服部
（2014a））。そしてパソコン教室の受講者が中心
となり自主的な勉強会「パソコン愛好会」を立
ち上げ、現在も月に1度、愛好会が開催されて
おり、筆者らはその愛好会を支援する形で活動
を継続している（服部（2014b））。
本節では「思い出サルベージアルバム・オン
ライン」と「山元復興学校」および「パソコン
愛好会」について述べる。

（2）思い出サルベージアルバム・オンライン

本プロジェクトの目標は「被災したアル
バムや写真をすべて持ち主に届ける」であ
る。その特徴は情報技術を全面的に活用す
るところにある。また、「人の繋がり」を情
報技術で補い活用するという点も特徴であ
る。山元町で回収された被災写真は70万枚

図3　NPO活動情報の地図表示
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を超える。それらの写真をすべてデジタル
化したとしても、膨大な写真の中から自分
の写真を見つけ出すことは1人の力では難しい。
しかし町には人のネットワークが残されてい
る。そのネットワークを写真検索に活用するの
である。その中で「家族の絆」「地域の絆」を
再確認し、さらに強化することにもつなげられ
る。
具体的に本プロジェクトでは地元のネットワ
ークを活用するために、インデックスカタログ、
被災写真・アルバムの検索・共有アーカイブ（以
下、アーカイブ）、顔画像認識システムという3

つの仕組みを実現した。これらを実現するため
の前段階として、70万枚超の写真をデジタル化
した。
インデックスカタログはアルバム1冊の代表
的な写真を選択し、トリミングを行い、表紙画
像とともにA4用紙1枚に印刷し、ファイルに綴
じたものである。アルバム内の代表的な写真を
見れば、そのアルバムが自分のものかどうかを
容易に判断できる。また、基本的にアルバムに
は大切に保管したい写真が残されるであろう
し、その大半は笑顔であろう。そのため、それ
らの代表的な写真を見ることは心の癒しにもつ
ながると期待される。写真を探すことに対して
インデックスカタログの効果は圧倒的であり、
物理的なアルバムを何度も探しても見つけ出す
ことができなかった人が自分のアルバムを発見
した例は数えきれない。
アーカイブはデジタル化した写真にタグを付
与し、そのタグによって検索できるようにした
ものである。図4は検索結果の例であり、アル
バム内の個々のページを閲覧することができ
る。本アーカイブはタグを入力する機能も備え
ている。写真を探す中で「これは○○さんの写
真だ」「これは△△のときの写真だ」というよ
うな思い出が語られることは多い。本アーカイ
ブではこれらの情報を集め、タグとして登録す

るのである。写真を探せば探すほどそのための
手がかりが増え、それが写真とともに蓄積され
ていくことによって、一人ひとりの思い出が地
域の記憶として蓄積されていくのである。本ア
ーカイブでアルバムが発見された事例は多くな
い。しかし、地域のイベント名や家族の名前、
地名などのキーワードが検索履歴に残されてい
たことは、地域の記憶を蓄積することの意義を
感じさせる。

被災写真はアルバムとして回収されたものだ
けではない。アルバムから剥がれてしまったり、
そもそもアルバムに保管されていなかったりし
た写真もある。インデックスカタログやアーカ
イブの対象は主にアルバムであった。後者も含
めて検索可能な仕組みが顔画像認識システムで
ある。本システムに被災写真のデータを取り込
むと、顔の部分的な特徴が抽出される。そして、
写真を探したい人の顔写真で被災写真を検索す
るのである。その結果、本人だけでなく家族や
親せきの写真が検索されることもあり、家族の
絆を再確認するきっかけにもなる。顔画像認識
システムは写真の返却数が頭打ちになったタイ
ミングで導入され、返却数が増加に転じたとい
う効果を打ち出した。

（3）山元復興学校とパソコン愛好会

筆者らは震災直後から被災地で情報支援に携
わってきたわけであるが、その中でITリテラシ
ー教育の必要性を感じ、2012年に仮設住宅や公

図4　検索・共有アーカイブによる検索結果
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民館などでパソコン教室を開催した。パソコン
教室ではパソコンの使い方だけでなく、SNSや
動画制作も行った。3.11では多くのコミュニテ
ィが物理的に流されたが、人の繋がりという意
味でのコミュニティは残った。しかし山元町の
人口減少が示すように、その「人の繋がり」も
喪失の危機に直面している。被災地でのITリテ
ラシー教育の目的は喪失の危機にある「人の繋
がり」コミュニティの力強い復活である。その
ような意味も込め、筆者らはITリテラシー教育
を「山元復興学校」と呼び、「人を繋ぐ」SNS

を導入した。山元復興学校は予想よりも倍近く
の参加者があり、中学校のパソコンルームを2

部屋借り切っての開催となった。
ITリテラシー教育は2013年2月で終了したが、
さらにパソコンを学びたいという意欲的な参加
者が集まり、自主的なサークル「山元町パソコ
ン愛好会」を立ち上げた。愛好会ではパソコン
操作でわからないことを筆者らスタッフに何で
も相談できる自習形式とした。図5は活動の様
子である。メンバーは20名ほどである。愛好会
でもSNSを利用している。愛好会のメンバー全
員がそれを利用できるわけではないが、積極的
な利用者は町の様子を写した写真をアップロー
ドしている。これらの写真の中には新聞やテレ
ビなどでは伝えられない復興過程を示す貴重な
ものもある。
筆者らは2014年2月から3月にかけて愛好会
の満足度などをアンケート用紙で調査した。そ
の結果、愛好会の満足度について「満足」とい
う回答が圧倒的に多く、否定的な回答はなかっ
た。「自力で学ぶことができない事を教えてい
ただいている」、「このような自主学習塾を望ん
だから」など、愛好会の内容や形式についての
みならず、「多くの町民と楽しくできる」、「皆
で教え合いながらできるのがいいです」という
ように、メンバー同士のコミュニケーションの
場としても満足している。町の様子を記録した

いというメンバーもいるため、年に数回、メン
バー全員で写真撮影会を開催している。もちろ
ん海岸に行くこともあるが、「パソコン愛好会
がなければ海を見ることはできなかった」とい
う意見もあり、愛好会が癒しの場としても機能
しているのではないかと思われる。これらの効
果は今後の検討課題である。

3.3 障害児・者のコミュニケーション支援

（1）概要

新生児聴覚スクリーニングが開始され、早期
に難聴が発見されるケースが増加している（大
迫（2012））。新生児期に発見される早期療育
が必要な聴覚障害の頻度は1000出生中1～ 2人
と言われているが、早期療育が行われれば、コ
ミュニケーションの発生、言語の獲得につなが
る。一方，厚生労働省の調査によると、日本で
は1000人に2～ 3人が聴覚障害者である（厚生
労働省（2008））。
聴覚障害はコミュニケーション障害とも言わ
れており、そのコミュニケーションの困難を補
う、または代替するために、手話や筆談、絵カ
ード、写真など、さまざまな補助手段が用いら
れている。絵カードや写真は聴覚障害児・者
の言語指導の一手法としても用いられている。
このようなコミュニケーションの補助手段は
AACと呼ばれており、筆者らは非音声系の絵

図5　山元町パソコン愛好会の活動風景
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カードや写真に着目し研究を進めている（柴田
他（2013）、服部他（2014、2015））。具体的には、
言葉によるコミュニケーションが困難な人の助
けとなるために、①リアルな会話そのものをサ
ポートする機能、②コミュニケーションの結果
を記録する機能、③コミュニケーションの記録
を活用する機能、これら3つの機能を有するタ
ブレット・アプリを開発している。
本アプリは会話の内容を音声認識し、その場
面に合わせて絵や写真（本研究ではピクトと呼
ぶ）を表示することによって、会話内容の理解
とそれにもとづくコミュニケーションを支援す
る（図6）。また，会話を音声認識した結果とし
て取得された、一連のテキストとピクトを保存
し、スケジューラやライフログのように活用で
きるようにする。本研究では、難聴児にとって
はピクトを活用したスケジューラによってコミ
ュニケーションを支援し、発達障害児にとって
はピクトよって、活動の見通しを呈示し、状況
理解を促進し、認知患者にとっては見覚えのあ
る写真を表示し、その日の記憶や次の予定の理
解を促進するものにつなげることを目指してい
る。本節では試作中アプリについて述べる。

（2）Androidアプリとしての実装

本研究ではAndroidを対象に提案アプリを開
発している。本アプリはAndroidの音声認識機
能を利用し、聴者が発した言葉を音声認識し、
その結果のテキストに対応するピクトを検索

し、画面に表示する。また本アプリでは、表示
された一連のピクトをテキストとともに保存す
ることができる。本研究ではこの一連のピクト
とテキストをシーケンスと呼んでいるが、保存
されたシーケンスを適宜読み込み、その並びを
再現することができる。ピクトの並びを自由に
変更したり、ピクトを拡大表示したりすること
もできる。
本アプリは3つの機能モジュールから構成さ
れる。それらはピクト登録、シーケンス作成、
シーケンス閲覧・編集である。カメラと音声認
識についてはタブレットにあらかじめインスト
ールされているアプリや機能を利用する。デー
タベースはピクト管理用とシーケンス管理用の
それぞれ2つずつ、計4つのテーブルから構成さ
れる。
本アプリの画面は大きく4つの領域に分かれ
ている（図7）。図7中の①はコンソール領域で
ある。コンソール領域をタップすることによっ
て本アプリの機能を実行することができる。同
②はピクト表示領域である。そこには音声認識
に従ってピクトが並べられたり、作成したシー
ケンスが表示されたりする。ピクト表示領域は
左右にスクロール可能である。カメラアプリを
起動したときはピクト表示領域にカメラによる
取得画像が表示され、その画像をタップするこ
とによって写真画像が保存される。同③はテキ
スト表示領域であり、テキストビューが並んで
いる。それらのテキストビューには音声認識結
果のテキストが表示される。同④にはピクトの
検索や登録を実行するための矩形領域が存在す
る。音声認識結果を表示するテキストビューを
タップするとそのコピーが作成され、それを矩
形領域にスワイプすることによって、ピクトを
検索したり、ピクトにタグ付けして新たなピク
トとして登録したりすることができる。会話の
場面に合わせたピクトをすべてあらかじめ用意
しておくことは現実的ではない。本アプリでは

図6　ピクトによるコミュニケーション支援
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タブレットのカメラアプリを利用してその場で
撮影した写真や、あらかじめ撮影しておいた写
真を選択し、その写真にタグを付与することに
よって、利用者が自由にピクトを追加できるよ
うになっている。
今後、アプリの利用評価を行い、一般公開を
目指している。

3.4 情報技術による紙ポスターの拡張

（1）概要

近年、駅や空港、ショッピングセンターなど
さまざまなところでデジタルサイネージが見ら
れる（Nigel Davies, etc. （2014））。紙ポスター
のような従来の紙メディアと比較し、デジタル
サイネージは多様なコンテンツを扱うことがで
きる、データをアップデートしやすい、インタ
ラクティブな情報提示が可能などの特徴があ
る。一方、紙メディアは利用や持ち運びに便利
である。また長きにわたって利用されているた
めに過去の資産も豊富である。そこで筆者ら
は、紙媒体の手軽さや親しみやすさといった利
点を生かしつ、情報技術でその機能を強化する
ハイパーネルシステムを開発している（鈴木他
（2014、2015））。ハイパーパネルシステムでは
閲覧者が紙ポスター上で指定した領域に関連す
る情報がスマートフォンやタブレット端末に表
示される。
ところで、デジタルサイネージシステムは主
としてディスプレイ、メディアプレイヤー、コ
ンテンツ管理システムからなる。コンテンツ管
理システムはコンテンツのオーサリングと配信

に責任を持つ。ハイパーパネルシステムもこれ
ら3つのサブシステムから構成され、筆者は主
にコンテンツ管理システムを担当している。コ
ンテンツオーサリングでは適切なアイテム（画
像や動画などのことであり、本研究ではデジタ
ル情報と呼ぶ）を適切な位置に割り当てること
が重要である。筆者らはこのような機能を持つ
コンテンツオーサリングツールを開発した（服
部他（2016））。本節ではハイパーパネルシステ
ムの全体像とコンテンツオーサリングツールに
ついて述べる。

（2）ハイパーパネルシステム

ハイパーパネルType1では、座標取得装置に
掲示されたポスター上にタブレット端末を配置
し、その端末のポスター上の座標値に記載され
た内容に関連するデジタル情報を携帯端末のデ
ィスプレイに表示する。閲覧者が携帯端末を動
かすと、その動きに応じて表示されるデジタル
情報も変化する。
同Type2では、ポスター上の座標値を取得す
るためのデバイスとして超音波センサーを備え
た小型の専用機器（本研究ではビューポイント
タグと呼ぶ）を導入した。ビューポイントタグ
をポスター上に置くことによって、その座標値
が取得され、その座標値に記載された内容に関
連するデジタル情報が閲覧者のスマートフォン
やタブレット端末に表示される（図8）。
ハイパーパネルシステムは，（i）紙のポスタ
ーを手軽にインタラクティブな情報提示を行え
るデジタルサイネージにできる、（ii）直感的
な操作による情報取得を行えるという、ポスタ
ー制作者と閲覧者の双方にメリットをもたらす
が、そのメリットを生かすためには、紙ポスタ
ー上の任意の座標位置にデジタル情報を関連付
ける仕組み（コンテンツオーサリングツール）
が必要である。

図7　本アプリの画面構成
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（3）コンテンツオーサリングツールの開発

本オーサリングツールは、（1）ポスター登録、
（2）デジタル情報の登録、（3）デジタル情報登
録の修正、（4）プレビュー、（5）関連付け情報
出力の5機能を備えている。
ポスター登録機能はポスターの画像ファイル
を登録するための機能である。ポスター画像登
録の際は、ポスターの用紙サイズと向きを指定
する。ハイパーパネルシステムの座標取得装置
やビューポイントタグはミリメートル単位の値
を取得し、その値に対応するデジタル情報が表
示される。一方、本オーサリングツールによっ
て取得されるポスター画像上の座標値はピクセ
ル単位である。そのため本オーサリングツール
で作成したコンテンツをハイパーパネルシステ
ムのコンテンツ表示プログラムに渡す際は、ピ
クセル単位の値からミリメートル単位の値に変
換しなければならない。この変換のために、本
オーサリングツールは登録されたポスター画像
のピクセルサイズを取得し、ポスターの用紙サ
イズや向きなどの情報とともにデータベースに
追加する。
デジタル情報の登録機能はポスター画像上の
任意の矩形領域（本研究ではデジタル情報領域
と呼ぶ）を指定し、その領域にデジタル情報を

関連付けるための機能である。ポスター画像上
でデジタル情報領域をマウスドラッグによって
指定し、本オーサリングツールのデータベース
に追加することができる。データベースに追加
されたデジタル情報領域はポスター画像上に枠
線で表示される。その枠線の中にデジタル情報
のファイルをドラッグ＆ドロップすることによ
って、その領域にデジタル情報を関連付けるこ
とができる（図9）。
デジタル情報登録の修正機能はデジタル情報
領域や関連付けられたデジタル情報を修正した
り削除したりするための機能である。デジタル
情報領域の修正では、ポスター画像上に枠線で
表示されるデジタル情報領域をクリックし、そ
の領域の大きさや位置、関連付けられたデジタ
ル情報を変更したり削除したりする。デジタル
情報領域を示す枠線をドラッグすることによっ
て、その領域の大きさや位置を変更することが
できる。一方、関連付けられたデジタル情報は
デジタル情報領域をクリックしたときに一覧表
示され、その一覧から不要なものにチェックを
入れることによって削除することができる。

図8　ハイパーパネルシステム

図9　コンテンツオーサリングツール
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プレビュー機能はデジタル情報の関連付けが
適切かどうかを確認するための機能である。プ
レビューの場合、ポスター画像上に枠線で表示
されるデジタル情報領域をクリックすると、そ
の領域に関連付けられたデジタル情報が画面上
に表示される。ひとつの領域に複数のデジタル
情報が関連付けられている場合、表示されたデ
ジタル情報をクリックすることによって、関連
付けられたデジタル情報を次々と閲覧すること
ができる。デジタル情報領域の大きさと位置お
よび関連付けられたデジタル情報の適切さを1

つの機能で確認することができる。
関連付け情報出力機能は、デジタル情報領域
とその領域に関連付けられたデジタル情報との
関連付け情報をXML形式で出力するための機
能である。このXML形式の関連付け情報をス
マートフォンやタブレット端末で動作するコン
テンツ表示プログラムに読み込ませることによ
って、インタラクティブな情報提示を実現する。
大学生に本オーサリングツールを利用評価し
ていただいた結果、簡単にデジタル情報を関連
付けることができた。利用後のアンケートでも
「わかりやすかった」など好意的な意見が得ら
れた。

4.  おわりに

本論文では筆者がこの10年間に取り組んで
きたインターネット応用システムについて述べ
た。それらの研究に取り組む中で身に付けた知
識や得られた知見と大学教育とはもちろんリン
クしている。また授業用資料は教科書として利
用可能な書籍として結実させてきた（速水他
（2007、2009、2013）、松本他（2015））。この
ような教育・研究のサイクルは微力ではあるも
のの社会に貢献できると信じている。
社会情報学の研究はたとえシステム開発研究
であったとしても、情報科学という1つの専門

分野だけで取り組むのではなく、人文社会科学
分野の研究者と共にアプローチすることが不可
欠である。だからこそ社会情報学は人間社会の
本質的な理解と新しい社会システムの構想に貢
献できるのであろう。その学問に筆者は情報科
学という立場から少しでも貢献できるように、
また、そのような学際領域にアプローチできる
人財をGMS学部から一人でも多く輩出できる
ように努力したい。そこで求められるのは、イ
ンターネットやそれに関連する技術・サービス
の背景と「何が問題なのか」その本質を理解し、
課題に取り組むことであり、目の前の結果では
なくそのプロセスであろう。GMS学部の教育
ではそのことの意味を伝えられるように今後も
心がけたい。
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