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＜あらまし＞ より適切な合理的配慮の提供には，教育現場における支援ポイントに関す

る情報共有が重要である．本稿では，応用行動分析支援学習システム AB-Angels として構

築している，モバイル端末を用いた療育における支援ポイント検討共有システムに関して

報告する．システムを用いることで，家庭を含む様々な場所で，突発的に発生する対象行

動を容易に記録でき，ショートビデオとして保存できる．また，そのショートビデオにお

ける支援ポイントをアノテーションにより検討でき，支援者間での認識共有を可能にする． 
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1. はじめに 

近年のモバイル端末や通信システムの発展

によりこれまで集収できなかったデータや，

もしくは，技術はあってもコストに見合わず

に集収できなかったデータの，活用可能な環

境が整いつつある．すなわち，IoT：Internet 

of Things や IoE：Internet of Everything を

用いた，ヘルステックにおける「人の行為・

行動のデータ」を用いたサービスが世界で  

本格化しようとしている．このようなデータ

は教育においても活用が期待される． 

研究者らは，合理的配慮や特別支援教育に

おける，特に発達障害に対する，セルフ     

モニタリングとしてのメンタルヘルス（教育），

そして，コーピングとしてのセルフアドボカ

シー・スキル獲得（学習）への工学的支援を

目的に，IoT モバイルカメラや IoE ウェア  

ラブル心拍計を用いた応用行動分析支援学習

システム AB-Angels を，e ポートフォリオと

して構築を試みてきた． 

本稿では，先ず，応用行動分析支援学習  

システム AB-Angels を紹介する．そして，

AB-Angels の機能のひとつでもあるモバイ

ル端末を用いた療育における支援ポイント検

討共有システムに関し，評価を含み報告する． 

 

2. 応用行動分析支援学習システム 

応 用 行 動 分 析 支 援 学 習 シ ス テ ム

AB-Angels ： Applied Behavior Analysis 

Need Gentle Education and Learning 

System は，「応用行動分析には優しい教育と

学習システムが求められる」というコンセプ

トのもと開発を継続してきた e ポートフォリ

オ・システムである． 

システム機能の特徴は，状況の主観的な判

断材料である ICFに則った eポートフォリオ

に，環境因子における活動・参加でのストレ

スの客観的な判断材料として，IoT によるシ

ョートビデオと，IoE による生理計測を用い

ることにある．ショートビデオはモバイル上



のアプリにより作成され，対象の状態が発生

する前の状況（環境因子）を含み記録される．

また，生理計測は心拍変動を対象とし，日常

の非侵襲性を考慮し，光学式ウェアラブル 

端末を採用している．以下に，当該 e ポート

フォリオの特徴を示す． 

1) 日常生活に導入しやすいモバイルに 

よる IoT ショートビデオ作製システム，IoE 

高非侵襲性光学式ウェアラブル心拍計を用い

る．これにより，メンタルヘルス情報を含む，

ストレス因子に対する客観的情報として継続

した蓄積を可能にする． 

2）入力における容易性：自身の内部感情・

内部感覚を簡単に表現でき，その簡便さから

感性表現の分類にも広く使用されている  

オノマトペをアイコンとして用いる．これに

より，ストレス因子に対する主観的情報の 

入力が容易となり日常的蓄積，セルフモニタ

リングを可能にする．                              

3）出力における視認性：ストレス因子に

対する主観的情報であるオノマトペ・アイコ

ンを ICF の構成要素である個人因子と適応

させ，環境因子での活動・参加における  

快・不快と定義し蓄積する．これにより，  

蓄積したストレス因子の出力を明確化し，  

それを視覚化して提示することにより内省と

コーピングを促す． 

システムの記述項目は，合理的配慮の検討

情報として阻害因子を含む対象者自身の要望

と，決定情報として促進因子を含む各機関の

対応が記述される．また，システムでは要望

と対応の記述時に，要望には ICF の活動・参

加における分類が付加され，就労を含む所属

機関で対応可能な ICF の環境因子における

分類をメタ情報として具体的な対応（調整・

変更）が蓄積される．この要望と対応の分類

により，環境因子の調整・変更前後の活動・

参加における個別の困難性が，応用行動分析

や合理的配慮の合意形成のプロセスとして 

検討される． 

また，分析，主観・客観のエビデンスに基

づく合意形成のプロセスを，対象者が自身の

ポートフォリオとして振り返ることにより内

省を促すことが期待できる．セルフアドボカ

シー・スキル獲得への貢献を期待する．そし

て，内省を支援するセルフモニタリングの客

観的指標として以下の IoEと IoTを適用する． 

 

2.1. IoE による生理計測 

活動・参加におけるストレスの客観指標と

して，非侵襲的かつ容易に計測が可能な生理

データである心拍情報を採用する．具体的に

は，環境因子の評価指標に心拍変動のローレ

ンツプロット（LP）を用いる．なお，LP と

は横軸を n 番目の RR 間隔, 縦軸を n+1 番目

の RR 間隔としてグラフ上にプロットしたも

ので，心拍変動を視覚的に捉える有用な方法

である．また，環境因子での継続的な変動を

分析することで光学式の精度の低さを補うこ

とができる． 

システムでは，この LP から得る分析グラ

フを継続的に振り返ることにより，対象者の

ストレス傾向の把握を行う． 

また，特に発達障害は同じ障害であっても

症状の現れ方や程度には個人差が大きい．そ

のような特性を持つ対象者の心拍情報を測定

する際に，電極の使用や，ウェアラブル端末

を装着する箇所によっては好みや不快感が表

れ，端末自体を装着することができない場合

がありえる．これに対し，光学式端末は電極

を使わず，手首・足首等にも手軽に装着でき

ることからも日常的な心拍測定に適している． 

 

2.2. IoT によるショートビデオ作製 

ショートビデオ作製システムには，一般化

しているモバイル端末を用いる．システムの

機能を，以下に示す． 

1) 多様な問題行動をショートビデオで記

録できる．記録にモバイル端末を用いること

により日常的な記録を容易に行うことができ

る．なお，状況（環境因子）に対してモバイ

ル端末を複数台使用することにより，複数角

度からの環境の記録が可能となる．また，そ

のモバイル性により，利用者がポケット等に

携帯することで，自身の視点や，他者の複数

視点からの環境の記録も可能である． 

2) モバイル端末で録画開始ボタンを押す

ことにより記録が開始されると，指定の時間

だけ遡りショートビデオをサーバに蓄積する．

これにより，通常突発的に起こる児童の支援 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

対象の行動等をタイミング良く記録できる． 

3) ショートビデオにおいて，教員らのそれ

ぞれの方針における支援箇所を記録し，その

支援ポイントを統合して支援者らに視覚情報

として提示．この視覚情報は支援情報に対す

る支援者らの統合的な理解を支援する． 

 

3. 支援ポイント検討共有 

IoT モバイル端末により作製したショート

ビデオにより，テキスト・データのみでは正

確に記述することが困難な場合が多い，発達

障害における多様な場面を，その場面発生状

況を含み記録，共有することが可能となる． 

また，合理的配慮の提供には支援者間での

合意形成が必要である．そのためには，支援

方針の協働した検討が重要とされ，一人の主

観的な判断による支援箇所・支援方針の共有

のみならず，複数の支援者の意見の共有，お

よび，それに基づく支援ポイントを含む支援

内容に関する合意形成必要である． 

上記教育現場でのニーズを踏まえ，以下，

上記機能 3）に関して実験も含みより詳しく

説明を試みる． 

 

3.1. ショートビデオ作製システム 

支援ポイント検討共有システムは支援事例

共有サブシステムと事例検討サブシステムか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら構成される．図 1 にシステムの運用イメー

ジを示す．この二つのサブシステムは，教師

らのコンピュータに特別なソフトウェアを必

要としないブラウザ上で稼動する Web シス

テムであり，それぞれ単体のアプリケーショ

ンとしてインターネットを介して連携する． 

また，図 2 にモバイルカメラの運用イメー

ジを示す．必要に応じて事前に胸ポケットに

端末を入れ，ポケットに IoT シャッターリモ

コンを用意しておくことで突発的に発生した

問題行動を教師の視点に近い状態で録画する

ことができる． 

このような運用のほかにも従来の「教卓に

モバイルカメラを固定し，シャッターリモコ

ンをポケットに入れておく」や「教室に複数

台のタブレットを設置し複数のシャッターリ

モコンを用意する」，あるいは，「補助教員が

シャッターリモコンを操作する」等，モバイ

ル性を活かし，多くの運用方法が想定される． 

なお，現在，音声認識や行動分析による 

 

 

 

 

 

 

図２ モバイルカメラの運用イメージ 

図１ システム運用イメージ 



IoT シャッターによる記録開始の自動化に関

する実用実験を試みている．以下，二つのサ

ブシステムについて説明する． 

 

3.2. 事例共有サブシステム 

事例共有サブシステムでは，突発的な児童

問題行動およびその指導方法を，ショートビ

デオを含む事例データとして Web 上での共

有が可能である．ショートビデオの作成にモ

バイル端末を用いることで合理的配慮の対象

となる問題行動の日常的な記録を可能にする． 

具体的には，支援者らはモバイル端末を教

育現場に持ち込むことにより，モバイル端末

の画面をクリックするだけで授業中に突発的

に起こる児童問題行動のビデオ記録が作成で

きる．このことにより，授業後にビデオ編集

作業を行う必要が無くなる．なお，上記の特

徴で示したようモバイル端末を複数台使用し，

ワイアレスのカメラボタンを使用することで，

複数の角度からの同時記録も可能である． 

また，システムはビデオ記録の開始から遡

った記録，すなわち問題行動が発生する状況

を含み記録することができる．これを実現す

るために，動画情報をモバイル端末のメモリ

上に構築したリングバッファに常時蓄積して

いる．そして，設定した記録時間（例えば 30

秒間の遡りを含め 5 分間等）終了後，リング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バッファに蓄積されたファイルは，モバイル

端末のメモリに一時的に保存される．このこ

とにより，突発的に起こる問題行動を記録し

ショートビデオを自動生成することが可能で

ある． 

システムには事例データとして，「モバイル

端末により記録された問題行動のショートビ

デオ」，「問題行動のテキスト記録のためのテ

ンプレート化された電子カルテ」が蓄積され，

「事例データから指導方法の改善を検討する

ための電子掲示板」と共に教師らに Web 上で

共有される． 

 

3.3. 事例検討サブシステム 

事例検討サブシステム上で検討できる情報

は，合理的配慮の観点および国際生活機能分

類児童版（ICF-CY）に関連づけられた問題

行動の分類カテゴリを含む動画情報の支援箇

所と，テキスト情報の支援方針である． 

教員は事例検討サブシステムで作成された

児童の問題行動を含むショートビデオに対し，

統合視覚化機能により支援箇所を指摘しつつ，

自身の知見に基づく支援方針をテキスト情報

で記述することができる． 

図 3 にシステム・インタフェースを示す． 

統合視覚化モジュールでは教員らが支援す

るべきと判断した箇所（図 3 のⒶ）を統合し， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３ システム・インタフェース 



その人数割合をグラデーションで視

覚化する（図 3 のⒷ）．これにより，

児童の問題行動に対して支援すべき

箇所(支援箇所)の共有における統合

的な理解を支援する．図４に統合視

覚化モジュールでのアノテーション

のイメージを示す． 

 そして，教員らが他者の記述を閲

覧する際，システムはショートビデ

オの再生に同期し，問題行動の分類

カテゴリを含む支援箇所と支援方針 

を提示する．具体的には統合視覚化

機能で指定された支援箇所に対して

対象行動の問題分類をカテゴリの色

を変え提示する．同時にテキスト情

報である支援方針を提示する． 

 このようにして事例検討サブシス

テムは，一人ひとりの視点に基づく

支援箇所と支援方針に対する，集団

における情報共有を支援する 

 

3.4. 評価実験 

上記，事例検討サブシステムの主な機能で

ある情報共有支援，特にアノテーション含む

インタフェースの妥当性を，実験的な仮想環

境において評価することにより，システムの

有用性を示す． 

なお，被験者は，教職を志望する大学生 21

名とした．これは，合理的配慮に新規に関わ

る小・中学校の教師らが，多くの場合，問題

行動に対する記述経験が少ないことを考慮し

たためである．すなわち，教職を志望する大

学生らを被験者とすることで，記述経験の豊

富な教師らを被験者とする場合と比較して，

評価においてより不利な条件を設定した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図４ 支援ポイント統合のアノテーション 

図５ 利用者毎の支援箇所の変化 事例１ 

 図６ 利用者毎の支援箇所の変化 事例２ 

 具体的には，教育現場で撮影された２つの

ビデオ記録に対し，支援箇所と支援方針を共

有し，検討させた．なお，システムを用いた

共有の前に，システムを使用しない状況での 

支援箇所と支援方針の各自での検討のトレー

ニングを行った． 

本実験で利用するビデオは，通級教室にお

けるソーシャルトレーニングにおける事例

「自己紹介をみんなの前で行う」と「ベルで

音楽を奏でる」であり，それぞれを事例１，

事例２とする． 

結果を図５，図６に示す．利用者 A~U 毎

に、共有前の指摘が上部の青色のバーで、共

有後の指摘が下部の橙色のバーである。そし

て、図中で囲んだ①～⑦に、共有前の登録に

おける指摘をまとめた．この①～⑧が、利用

者各自が指摘した支援するべき問題行動（支

援箇所）である。情報共有の前後を比較する

と，②は情報共有によって支援箇所ではない

と判断されている．しかし，①③⑤⑥は情報

共有によって必要と判断され，指摘の統一化

の傾向が見られた．これは，協働における  

合意形成のプロセスを示していると考える． 



このことから，システムを用いた支援内容

の共有・検討が協働した検討を支援している

ことを確認した． 

また，⑦において，情報共有前は 9 人が指

摘していることに対し，情報共有後は 6 人が

指摘をやめ，新たに一人が支援箇所だと指摘

している．利用者 U は他者の指摘を取り入れ，

自身の指摘を変更したと判断した。このよう

な箇所は児童に対して支援すべき箇所である

可能性が高く，実際のシステムの運用では，

この支援箇所に関して再検討する必要がある． 

 

3.5. システムによる支援箇所の再検討 

児童の問題行動に対する支援における支援

情報の再検討の有用性を評価する．本実験の

被験者は上記評価実験の被験者 21 名のうち

13 名とした． 

先ず，図５.の④に対し，支援の必要がある

かどうかをシステムにより再検討させた．支

援すべきだと判断した場合は各機能を用いた

記述を行い，必要ないと判断した場合はテキ

スト欄に必要ないと記述させた．記述の結果

を表１に示す．同様に図６の⑦に関しても記

述を行わせた．その記述の結果を表２に示す． 

④では，再検討前は 21 名中 2 名のみが支

援すべきと判断しているが，再検討によって

13 名中 10 名が支援すべきと判断している．

⑧に関しては，再検討前は 21 人名 4 名のみ

が支援すべきと判断していることに対し，再

検討を通して 13名中 12名が支援すべきと判

断した．さらに，どちらの事例に関しても多

くの学生が具体的な指導案を提案している．

例えば，再検討を通して注意することだけで

はなく，褒めてあげる事の重要性を主張する

意見も現れた． 

このことから，情報共有による支援方針の

再検討で，一人では気付くことの出来ない他

者の記述を参考にした記述が行われることを

確認できたと考える． 

 

4. おわりに 

本稿では，応用行動分析支援学習システム

AB-Angels を構成する，モバイルを用いた支

援ポイント検討共有システムの評価を報告し

た．評価は，共有されたショートビデオ，実

際のソーシャルトレーニングに対する，支援

ポイントと支援内容の検討を対象にした． 

発表では，地域の療育センターにおける 

連携と実践に関しても報告する． 

 表１ 情報共有による再検討 事例１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表２ 情報共有による再検討 事例 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特に危険な行動だとは思わないが席について次の指示を聞かせる

ようにするべき。 

飛び降りたことに対する支援は特にする必要はないと思う。机から

降りたことの方が重要だから 

飛び降りたこと自体は対して問題ではないが、やっと机から降りた

ので次は椅子に座って静かに待つように言う。 

飛び降りることに関しては成り行きなので支援の必要はない。 

そのかわり、前提として机に座っていることのほうが問題であるの

でそこは支援が必要と感じた。 

机から降りたことは評価すべき。その後に教室から出たり、教室中

を走りまわったりしたら指導する。 

体育館などで飛んだりすることは悪くはないが、教室内で授業中で

あることから、どのような態度が適切なのかを考えさせる。また、

教室内で騒ぐことの危険性についても指導する。 

しっかり注意する 

授業はまだ終わっていないので椅子に座らせる 

人の話を聞く態度ではない。しっかりと次の話を始める前に注意す

る 

飛び降りることは危ないことなので注意が必要だと思う。 

机から飛び降りることは危ないということを伝える。 

机の上から飛び降りようとする前に席に着くようにしっかりと促

す。 

机の上で集中して聞くようになると思いましたが、飛び降りてしま

ったので「危ない」ということと集中して聞いてほしいということ

を伝えるべきだと思った。 

 
かまってほしいからそういう行動をしてしまうのだと思う。その子

なしで演奏を続けるべきだ。放っておけばいずれやめるだろう。 

一回注意してやめない場合はしかるべきだと思う。 

一度注意して全員が正しい姿勢で座るようになるまで次の行動に

移るのを止める。 

個別に呼び出して指導する 

何度言っても聞かない場合楽器を取り上げるまたは演奏を中止す

るなどしてきつく指導する。 

冒頭の注意が理解できていないので、やり方・ニュアンスを変えて

支援する必要性を感じた 

1 度の注意で全くやめようとする姿勢が見られないので、やめるま

で厳しく注意する。 

活動に参加する意思が見られないので、彼に声をかけて一緒にやっ

ているということを認識させる 

1 度注意したことなので強めに注意する。 

１回注意をしても直してくれなかった場合、次にまた注意をすると

自分にかまってくれていると満足してしまいまた繰り返してしま

う恐れがあるので、２回目に注意をするときは楽器を取り上げてし

まうべきだと思った。 

机の上で集中して聞くようになると思いましたが、飛び降りてしま

ったので「危ない」ということと集中して聞いてほしいということ

を伝えるべきだと思った。 

ベルをぶつける行為は注意するべきであるが、成功したことをほめ

ることも大事だと思う。ほめたうえで直すべきところを指摘すれば

より良い成功につながるのではないか。 

前半で集中力が切れ、もう完全にあきらめているが、ここで怒らず

に一緒に演奏を続けるように促し、諦めていたものを達成する喜び

を教えてあげる。 


