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[Abstract] 

当総合情報センターが取り組んでいるプロジェクトの一つに、ICT 技術を用いた安全・安心なキャンパスの実現があ

る。その一環として、IC カードを用いた学生の授業への出欠ログを用いて、メンタルサポートが必要な学生を早期に発

見するシステムの構築を目指している。予備調査として、既に IC カードを用いた出退勤管理を行っている企業のログ

からサポートを要する人を発見する手法について検討し、一定の成果を得ている。また、このシステムがサポートが必

要な学生にとって受容できる居心地がよいものである必要があることから、「アンビエントキャンパス」という概念のもと

に ICカードシステムの評価も行っている。 

発表ではシステムについてこれまでの成果を報告するとともに、ICT技術を用いた安全・安心なキャンパスの実現構

想についても紹介する。 
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ICカードによる出席ログを用いた

学生のメンタルサポートへの取り組み

－信州大学アンビエントキャンパスの構築－

信州大学総合情報センター 不破 泰
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平常時の対応災害発生時の対応

情報基盤の整備

1.  ICTを活用した安全・安心なキャンパスつくり

全学生，全教職員がIC

カードを持つ
大学情報機器の
クラウド化

ホワイトスペース

安否確認

長期欠席者の
早期発見

要カウンセリング
学生の早期発見
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2. 長期欠席者早期対応の必要性

サポート

対象：某学科の長期欠席が続いた学生24人

期間：2008年から集中的にサポートを開始

サポート内容：卒業研究を課すための必要単位数を

取得すること

入学年度入学年度入学年度入学年度 当初対応当初対応当初対応当初対応
人数人数人数人数

対応中対応中対応中対応中のののの
人数人数人数人数

卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究
開始人数開始人数開始人数開始人数

休学人数休学人数休学人数休学人数 退学人数退学人数退学人数退学人数

2002年 3 0 0 0 3

2003年 2 0 1 0 1

2004年 5 0 5 0 0

2005年 14 2 9 1 2

学習意欲が減退した通学生へのサポート実施結果（2008年〜2010年)
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要カウンセリング学生

早期発見の可能性について

• 精神疾患による患者数の増加

• メンタルトラブルによる休職の増加

• 気分障害(うつ病)を理由とした休学

カウンセラーによる早期のアセスメ

ント・支援 が重要
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要カウンセリング学生の早期発見

• 心理テストによる精神健康状態の測定
• 問題点

–全員への実施
–回答の回収，時間・場所の用意が困難

–定期的な実施による慣れ
–回答の慣習化，意図的な回答の操作

• ICTを利用した学生の行動把握から，要カウ

ンセリング学生を早期に発見できないか？
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3. アンビエントキャンパスとは

アンビエントアンビエントアンビエントアンビエント（（（（ambient)ambient)ambient)ambient) ＝＝＝＝ 「「「「周囲周囲周囲周囲のののの」」」」 「「「「環境環境環境環境のののの」」」」

ユビキタスユビキタスユビキタスユビキタス情報社会情報社会情報社会情報社会のさらにのさらにのさらにのさらに進化進化進化進化したしたしたした段階段階段階段階のののの情報社会像情報社会像情報社会像情報社会像

個人情報個人情報個人情報個人情報ををををセンサーセンサーセンサーセンサー等等等等でででで察知察知察知察知しししし、、、、

ICTICTICTICT機器側機器側機器側機器側からからからから、、、、快適快適快適快適なななな物理環境物理環境物理環境物理環境をををを提供提供提供提供

温度調節

照明調
節

音量調
節 角度調節

一般的なアンビエント個別空間（例）
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アンビエントキャンパスとは

・ICTの機器側から、学生を見守ることは出来ないか？

・見守ることが学生にとって重荷になってはいけない

・アンビエントの概念を導入することで，学生にとって居心地の良

い安全・安心なキャンパスを創造できないか．

注意：知らない間に個々人の状況をシステムが把握することが
居心地の良い環境か？

アンビエントアンビエントアンビエントアンビエント（（（（ambient)ambient)ambient)ambient) ＝＝＝＝ 「「「「周囲周囲周囲周囲のののの」」」」 「「「「環境環境環境環境のののの」」」」

ユビキタスユビキタスユビキタスユビキタス情報社会情報社会情報社会情報社会のさらにのさらにのさらにのさらに進化進化進化進化したしたしたした段階段階段階段階のののの情報社会像情報社会像情報社会像情報社会像
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4. ICカードの整備

学外からの利用学内からの利用

Icカード対応
証明書発行機

ネットワーク
プリンター

電子マネー

出欠管理

ネットワーク
プリントサービス

カード認証による
学内限定サービス
の利用

入退出管理
出退勤管理
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5. 長期欠席者早期対応を可能とする
ポータルサイト

ACSUから取り出した生データ

ACSUの出欠データ表示画面
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6. ICカードの利用記録から要カウンセリング
学生を早期発見する可能性を検証する

ある企業に勤めるメンタル的な問題で休職した人

管理者にメンタル的な問題があると判断された人

事例 症状 休職期間
業務

グループ
グループ人数

A
抑うつ状態に

近い傾向

2009年3月の
1ヶ月

(有給休暇)

Group1 5人

B 抑うつ症状
2010年6月

〜休職中
Group2 3人

C
抑うつ状態に

近い傾向
なし Group3 4人

D 抑うつ症状

2008年7月
〜

2009年4月

Group4 5人



7. ICカードの利用形態

•セキュリティ管理

- 社屋への入社・退社の認証(タイムカード)

- 作業区画に入室する際の認証

•入退出履歴情報

「個人ID」・「認証時刻」・「端末ID」・「移動区画」
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8. 想定する行動特徴

•抑うつ状態における行動の特徴

(1)行動抑制(移動距離・回数減少、休憩回数増加)

(2)欠席・遅刻・早退の増加

(3)他者と一緒の行動をすることができない

(4)午前より午後の方が行動が活発化 [日内変動]
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9. 早期発見を可能にする提案手法

•【手法1】 入退出履歴の行動回数分布
行動特徴：(1)行動抑制、(4)日内変動

•【手法2】 業務グループ内のパラメータ分析
による差異

•

行動特徴：(3)他者と一緒の行動ができない

•【手法3】 ドアの開閉間隔
•

行動特徴：(1)行動抑制
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✤9.1.  【手法1】入退出履歴の行動回数分布

入退出履歴の行動回数分布

• 出社してから経過時間によるドアへのアクセス分布
を棒グラフにより視覚化

• ２種類のグラフを作成

• ①出社時刻から経過時間による行動回数分布

• ②昼食後から経過時間による行動回数分布
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✤出力例①
【手法1】 入退出履歴の行動回数分布

✤①出社時刻からの行動回数分布
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✤出力例②
【手法1】 入退出履歴の行動回数分布

✤②昼食後から経過時間による行動回数分布
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✤事例B  ①出社時刻から経過時間による行動回数分布
【手法1】 入退出履歴の行動回数分布

2009年4月 2009年5月

2009年2月 2009年3月
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✤事例B  ②昼食後から経過時間による行動回数分布
【手法1】 入退出履歴の行動回数分布

2009年4月 2009年5月

2009年2月 2009年3月
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✤事例C  ①出社時刻から経過時間による行動回数分布
【手法1】 入退出履歴の行動回数分布

2008年5月 2009年6月

2008年5月 2009年6月

事例C

事例Cと同じ

業務グループメ

ンバー

✤9.2. 【手法2】 業務グループ内のパラメータ
分析による差異

業務グループ内のパラメータ分析による差異

• 業務グループ内の各パラメータの平均値を求め個人
のパラメータの差異を算出

• 行動特徴：(1)行動抑制 (2)欠席・遅刻・早退回数の増加

と関連するパラメータを入退出履歴から週毎に抽出

・欠席回数 ・行動回数

・遅刻回数 ・移動量

・早退回数 ・休憩回数
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✤パラメータの抽出
【手法2】 業務グループ内のパラメータ分析による差異

✤ 欠席・遅刻・早退回数

出社、退社時のICカードの認証日時との比較

✤ 行動回数

ICカードの認証を行った回数

✤ 移動量

各作業区画間の距離により数値を設定

✤ 休憩回数

休憩区画(トイレ、喫煙所)から作業エリアへの移動回数
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✤距離の算出
【手法2】 業務グループ内のパラメータ分析による差異

✤ パラメータ毎に数値を正規化

✤ 業務グループ内で各パラメータの平均値を算出

✤ 各パラメータの平均値からの距離の二乗平均平方根

＝
f：個人のパラメータ
g：業務グループ内のパラメータの平均値
n：パラメータの項数

∑
=








 −
n

i
ii gf

1

2
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✤事例B
【手法2】 業務グループ内のパラメータ分析による差異

2008年 2009年 2010年

事例B 0.57 0.451 0.429

メンバー① 0.189 0.197 0.276

メンバー② 0.18 0.226 0.341

✤ Group2における出力結果(年度平均)
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✤事例C
【手法2】 業務グループ内のパラメータ分析による差異

2008年 2009年 2010年

事例C 0.525 0.67 0.428

メンバー① 0.329 0.218 0.271

メンバー② 0.266 0.244 0.23

メンバー③ 0.279 0.254 0.316

• Group3における出力結果(年度平均)
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✤9.3. 【手法3】 ドアの開閉間隔

✤ドアの開閉間隔

✤ 出社から退社のまでの間のドアへのアクセス頻度を
散布図により視覚化
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✤9.3. 【手法3】 ドアの開閉間隔

✤ドアの開閉間隔

✤ 出社から退社のまでの間のドアへのアクセス頻度を
散布図により視覚化
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✤一般的な出力結果

✤出力例
【手法3】 ドアの開閉間隔

昼食 定時
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✤事例B
【手法3】 ドアの開閉間隔

2008年 2009年

2010年
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✤事例C
【手法3】 ドアの開閉間隔

2008年 2009年

2010年
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✤事例D
【手法3】 ドアの開閉間隔

2008年 2009年

2010年
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✤事例A
【手法3】 ドアの開閉間隔

2008年 2009年

2010年
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9.4. 解析結果[まとめ]

✤ 抑うつ状態の検出可否

事例A 事例B 事例C 事例D

手法1 × ◯ × ×

手法２ × ◯ ◯ ×

手法３ × ◯ ◯ ◯
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10. 出欠管理試行運用

学生学生学生学生ポータルポータルポータルポータル（（（（ACSU) DB仕組仕組仕組仕組みについてみについてみについてみについて

出席情報

テーブル

学籍情報

テーブル

人事情報

テーブル

出席情報

テーブル

時間割情報

テーブル

教室情報

テーブル

時限情報

テーブル

中間中間中間中間 DB

データ整形用

変換フィルター

他学部

他システム
他学部

他システム

各各各各ICカードリーダカードリーダカードリーダカードリーダ

各制御

システム

X1

X2

各制御

システム

Y1

Y2

各制御

システム

PIT

1

PIT

2

・複数のカードリーダで運用可能 ・汎用性の高いデータ連携

アンビエント性→将来の変化に対応 （拡張性・冗長性）
34



出席管理試行運用 評価方法

試行運用後試行運用後試行運用後試行運用後、、、、質問紙質問紙質問紙質問紙によるによるによるによる事後評価事後評価事後評価事後評価をををを実施実施実施実施
回答者 ：信州大学教育学部学生260人（うち、有効回答252名）※

※後期の講義で出欠管理システムを利用した学生

実施方法 ：講義の最初に教員による説明後、一斉回答

質問紙内容：出席管理システムの継続性、発展性、感情的に不快感の有無に

ついての選択回答及び自由回答
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出欠管理試行運用 評価

質問紙質問紙質問紙質問紙のののの回答回答回答回答をををを集計集計集計集計しししし、、、、結果結果結果結果についてについてについてについて考察考察考察考察
質問１：

ICT（カードリーダ）を利用した出欠管理の継続希望について

継続を希望する学生（※）は全体260人のうち、238人

全体の94.4%を占めた。

※今後も続けてほしい、いくらか改善した上で進めてほしい

→「学生証をカードリーダにタッチする」というアクションについて

従来の出欠管理方法と比較して、より“自然”で実現可能

アンビエントな環境からかけ離れていないことを示唆

ICICICICカードリーダカードリーダカードリーダカードリーダをををを使用使用使用使用したしたしたした出欠出欠出欠出欠、、、、今後今後今後今後のののの発展発展発展発展についてどうについてどうについてどうについてどう思思思思われますかわれますかわれますかわれますか？？？？
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出欠管理試行運用 評価

質問紙質問紙質問紙質問紙によるによるによるによる評価評価評価評価をををを実施実施実施実施
質問2：

改善希望内容と、今後の機能拡張について

改善要望：操作についての改善希望が53.3%と最も多い

スムーズな操作性はアンビエント環境に不可欠

自由回答でも「待ち」時間を極力避けたい学生の意見が多い

機能拡張：後日学生が出欠状況確認を行いたいという回答は66.6%

「「「「いくらかいくらかいくらかいくらか改善改善改善改善したしたしたした上上上上でででで続続続続けてほしいけてほしいけてほしいけてほしい」」」」方方方方：：：：どのようなどのようなどのようなどのような点点点点にににに改善改善改善改善がががが必要必要必要必要でありますかでありますかでありますかでありますか？？？？

またまたまたまた、、、、よろしければよろしければよろしければよろしければ内容内容内容内容についてについてについてについて詳詳詳詳しくしくしくしく記載記載記載記載してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
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出欠管理試行運用 評価

質問３：

学生ポータルでの出欠確認および機能拡張の必要性

87.3%の学生が学生ポータルでの出欠確認を実施したいと感じ

利便性を感じている

→このことは、後日に出欠確認を実施する必要性を学生自身が感じて

いることと、「学生ポータルの利用」そのものが、学生にとってキャンパ

スライフに溶け込んでおり、アンビエントな環境として受け入れやすいも

のであることが示唆される。

質問質問質問質問３３３３：：：：学生学生学生学生ポータルポータルポータルポータルでごでごでごでご自身自身自身自身のののの授業授業授業授業のののの出席状況出席状況出席状況出席状況をををを確認確認確認確認することができるすることができるすることができるすることができる機能機能機能機能がががが

追加追加追加追加されたらされたらされたらされたら利用利用利用利用したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。
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11. エリアワンセグを用いた
情報伝達システム

39

デジタルデジタルデジタルデジタル放送規格放送規格放送規格放送規格

※ エリア放送

狭狭狭狭いいいいエリアエリアエリアエリアにににに限定限定限定限定

ワンセグ放送

１１１１セグメントセグメントセグメントセグメント

429KHz

放送チャンネル

13～52チャンネル

各各各各チャンネルチャンネルチャンネルチャンネルのののの構成構成構成構成
1チャンネルチャンネルチャンネルチャンネルをををを13セグメントセグメントセグメントセグメントにににに分割分割分割分割 (１１１１セグメントセグメントセグメントセグメント=429KHｚｚｚｚ)

1チャンネル

13131313セグメントセグメントセグメントセグメント(フルセグフルセグフルセグフルセグ) 5.57MHz

セグメント セグメント セグメント セグメント セグメント セグメント セグメント セグメント セグメント
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チャンネル チャンネル チャンネル チャンネル チャンネル チャンネル



安全・安心なキャンパスの実現

災害発生時に学生・教職員に最新の災害情報を早期に伝える

災害発生時：電源，ネットワーク等のインフラが途絶える

：コンテンツを都度作り続けることは困難

学生・教職員の携帯電話を対象に非常用電源を用いてエリア放送を行う

準備済み映像＋最新情報の文字放送の組み合わせでコンテンツを作る

緊急時放送例緊急時放送例緊急時放送例緊急時放送例

平常時放送(通常番組・お知らせ等)

平常時用データ放送 緊急時用データ放送

緊急放送( )

災害発生放送切り替え

・割り込み放送
・ライブ配信

・プログラム配信 等

最新災害情報を早期に伝える
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事前準備済み映像と最新情報を伝える文字放送の組み合わせ

緊急時放送画面例緊急時放送画面例緊急時放送画面例緊急時放送画面例

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ

災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時

学内避難所情報学内避難所情報学内避難所情報学内避難所情報

教職員向教職員向教職員向教職員向けけけけ

災害被害状況災害被害状況災害被害状況災害被害状況 などなどなどなど

画像放送画像放送画像放送画像放送

緊急時割込放送緊急時割込放送緊急時割込放送緊急時割込放送((((事前準備画像事前準備画像事前準備画像事前準備画像))))

ライブライブライブライブ配信配信配信配信((((状況把握状況把握状況把握状況把握しししし学生学生学生学生にににに呼掛呼掛呼掛呼掛けけけけ))))

プログラムプログラムプログラムプログラム配信配信配信配信((((録画録画録画録画ライブライブライブライブ映像映像映像映像のののの配信配信配信配信))))

などなどなどなど

データデータデータデータ放送放送放送放送

災害本部災害本部災害本部災害本部・・・・自宅自宅自宅自宅などからもなどからもなどからもなどからも更新可能更新可能更新可能更新可能
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平常時放送例平常時放送例平常時放送例平常時放送例

通常番組
・割り込み放送
・ライブ配信

・プログラム配信 等
通常番組

平常時用データ放送

災害発生時に放送をできるだけ多くの学生、教職員が見るために、普段か

らこのチャンネルを見る習慣をつけることと機器の保守を目的とした、学生
に有用な情報を伝える

食堂からのお知らせ

健康安全情報

授業の情報

交通機関の時刻表 等

5分程度のお知らせなど

お知らせ
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平成22年10月 総務省ホワイトスペース推進会議に特区実験

試験局を申請

平成23年 4月 ホワイトスペース特区採択

（全国４４案申請され２５案が採択）

平成24年 1月 実験試験局2局予備免許交付

平成24年 2月 実験試験局2局本免許交付

平成24年 3月 開局

平成24年 4月 放送開始

今後の予定 マルチセグメントによる情報保証

電解測定電解測定電解測定電解測定，，，，実験試験局申請実験試験局申請実験試験局申請実験試験局申請

（（（（平成平成平成平成23年年年年4月月月月〜〜〜〜平成平成平成平成24年年年年1月月月月））））

放送放送放送放送システムシステムシステムシステム（（（（アンテナアンテナアンテナアンテナ，，，，送信送信送信送信システムシステムシステムシステム，，，，

放送制御放送制御放送制御放送制御システムシステムシステムシステム））））構築構築構築構築，，，，運用試験運用試験運用試験運用試験

（（（（平成平成平成平成24年年年年2月月月月〜〜〜〜平成平成平成平成24年年年年3月月月月））））

45


