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浅川智恵子氏 インタビュー

ICT とダイバーシティ社会

インタビュアー 土井美和子（情報通信研究機構），司会 中野美由紀（産業技術大学院大学）
ICT が時代とともに進展する中，自身のダイバーシティを糧に情報アクセシビリティの新たな課題解決に向けて技術を深
化させようと日々研究に取り組んでいる浅川智恵子さんと，これまでの道のりや，社会的課題をチャンスと捉えて研究を
進めていく意義などについて語り合いました．

司会をさせていただきます産業技術大学院大学の

とを知りました．また，視覚障がい者向けの情報処理に

中野です．今日は初めまして．よろしくお願いいたしま

関するさまざまなトレーニングがあることも知りまし

す．まず簡単な自己紹介と，ICT 産業に従事されたきっ

た．コンピュータや情報処理の勉強に加え，どのように

かけ，あるいは，その後ご自分がなさってきたことにつ

して画面の情報を読むかなど，目が見えないということ

いて，紹介していただければと思います．浅川さんのほ

を補ってそのような仕事をするためにさまざまなトレー

うからお願いできますでしょうか．

ニングを提供する専門学校に 2 年間通いました．その後，

中野

浅川

私は小学校高学年のときにプールで目をけがして，

それがきっかけで徐々に視力が落ちていき，中学 2 年生

られた研究課題に取り組み，正式に研究員として採用さ

のときに完全に失明しました．それまでは，私は体育系

れました．

の道を歩んで将来はオリンピックを目指す，という夢を
真剣に心の中に描いていました．

長々とお話してしまいましたが，新たな職種への扉を
開いていきたいという思いが，私にとってのきっかけで

突然，失明という状況に直面し，今後どうやって自立

す．その背景には，限られた選択肢の中から自分が惹か

していくのかなど，いろいろと悩みました．高校は盲学

れるような職業を選んで，その仕事ができるよう，必要

校に通い，点字など生きていくために必要なさまざまな

な技能を修得していった，ということがあります．

基礎的なトレーニングを受けていく中で，あきらめかけ

中野

ありがとうございます．土井先生お願いします．

ていたスポーツを楽しめることも知りました．以来，陸

土井

私は 37 年前に就職をしたのですが，その当時は，

上，水泳，スキー，スケートなど，何でもチャンスがあ

マスターを出た女性というだけでことごとく断られてし

れば挑戦しています．大学に行くときも，まだ自分に何

まい，大丈夫と言ってくれたのが東芝 1 社だけだったの

ができるのかまったく分からない状況でした．ただ，目

です．

が見えないからといって夢を諦めるのではなく，何か自

その東芝に入って，私はプログラムが嫌いだったので，

分にしかできない仕事に就きたいという一筋の思いだけ

前年の 1978 年に東芝が作ったワープロの分野で，プロ

はありました．

グラムを書かずにできることをやろうと思いました．

大学では，英文科に進みました．もっと英語を勉強し

中野

マスターのご専門は何でしたっけ．

て通訳を目指すべきだろうか，視覚に障がいがあって通

土井

専門は制御工学です．といっても，産業連関表な

訳になれるのだろうか，といろいろ考えました．当時は

どを使った経済シミュレーションで，計算機を使うのは

インターネットもなく，情報のアクセシビリティも非常

少しでした．

に限定されていたため，1 つの会議の通訳を務めるため

これからは誰もが文章を作ったりすることをコン

に多くの資料を読まなくてはならない通訳を目指すのは，

ピュータを使ってやる時代が来るから，それにかかわる

非常に厳しいと感じました．

ヒューマンインタフェース，当時その言葉はありません

そんな中，偶然，視覚障がい者の新たな職種として，
情報技術，IT エンジニアという分野が開けつつあるこ
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でしたけれども，それをやろうと思ったのです．
中野

それは入社されてからですか．
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ギーメロン大学客員教授を兼務．

表現されるため，複製も修正もできないなど，さまざま
な情報のアクセシビリティ上の問題がありました．この
問題を低減するため，ワープロを使って点訳するソフト
ウェアを開発しました．1980 年代後半，全国の点字図
書館をネットワークでつないで，点訳されたデータを共
有するためのシステムを，ボランティアの皆様や点字図
書館の関係者の方々のご協力を得ながら作りました．当
時，てんやく広場と呼ばれていたのですが，今はサピエ
図書館というデジタル点字図書館に生まれ変わって，イ
ンターネット上で活用されています．その基礎を作るこ
とに携われたことは大きな喜びでした．

土井

そうです．

中野

ちょうどワープロの研究開発が始まったときですね．

す．点訳作業を点字タイプライタからワープロに置き換

土井

何年かして，情報処理学会の全国大会かどこか

えるわけですから，タイプライタを使っている感覚で

当時，一番気を使ったのはユーザ・インタフェースで

に行ったときに浅川さんをお見かけしました．IBM は，

ワープロで点訳ができる，と思っていただけるような

障がいのある方ももう情報処理産業にかかわるようにな

ユーザ・インタフェースを絶対実現しなければいけない

っているなんてすごいなと思いました．女性がいるだけ

と考え，頑張りました．また，ソフトをつくりっぱなし

でもすごいという時代に，さらにもう一歩進んでいるの

ではなく，より多くの皆様に活用していただけるように

だなととても印象に残りました．

全国の点字図書館で講習会を開きました．

ありがとうございます．そういう意味では，何か

次に研究をしていて良かったと感じたのは，IBM の

共通点がありますよね．土井さんもとても少ない選択肢

ホームページ・リーダーという音声ブラウザの研究開発

の中から東芝に入社され，ちょうどタイミング良くワー

です．一般の健常者が当時マウスをクリックするだけで

プロの開発が始まって，そこで活躍されたわけですよね．

ページが開くといった感覚でインターネットにアクセス

浅川

土井

そう．運が良かった．

されていたのと同様，視覚障がい者も容易にインター

浅川

私も視覚障がいを持つ研究員になった当時，タイ

ネットにアクセスできるようにしたいと思ったのが開発

ミング良くアクセシビリティの研究を始めることができ

へのきっかけでした．視覚障がい者はカーソルが見えな

たので，とても運が良かったと思います．

いためマウスを操作することができません．マウスのか

中野

お二人とも，初めて出会った機会をすごくうまく

わりに数字キーパッド（テンキー）を操作するだけで，

つかんで，いろいろと技術を作られてきたのではないか

リンクを読んだり，探したり，Web 上の情報を行読み

なと，今，お伺いして思いました．

したり，パラグラフ読みできるようにすることを目標に

かなり長い間，ICT 産業に携わっていらっしゃって，

開発しました．その結果，初心者の方々を含め多くの視

自分で生み出された技術の成果などを，コントリビュー

覚障がい者が簡単にインターネットにアクセスできるよ

ションされていると思います．アクセシビリティの研究，

うになりました．

ヒューマンインタフェースの研究という中で，自分とし

このソフトウェアは，その後，Web の標準化を推進

てはこんなものが生み出せて一番良かったとか，楽し

する業界団体ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシア

かったとかいう技術などを，ご紹介いただけるとありが

ム（W3C）が，ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・

たいと思います．浅川さん，いかがでしょうか．

ガイドライン（WCAG）を作成する際に参照されたり，

私は今，大きく分けて，自分の研究活動の第 3 の

米国のリハビリテーション法第 508 条にも参照されるな

段階に来ていると思っています．やはり，入社して最初

ど，ノンビジュアル・ウェブアクセスというものが普及

に取り組んだ点字のデジタル化プロジェクトが最初の貢

する初期段階での貢献ができたのかなと思います．それ

献だと感じています．

もユーザ・インタフェースが大きかったと思っています．

浅川

まだ，パソコンもインターネットもない当時，点字タ

土井

素晴らしいですね．

イプライタを使って，ボランティアの方々が直接紙に点

中野

健常者も使いやすくなるというところがキーポイ

字を打っていらっしゃったのです．点字は紙の上に凸で

ントですね．今でもデジタルデバイド系のお年寄りの方
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が使いやすいスマートフォン（スマホ）など，いろいろ

るかとか，あるいは音声をうまく使って，ユーザに対し

と議論が出ておりますが，あの当時，最先端の ICT の

てのサービスを提供するというところで．

中でそういうことを考えられていたというのは素晴らし
いと思います．

期の段階で，お二人ともものすごく技術をうまく利用し

浅川

ありがとうございます．

て，サービスを作り上げられているなと思いました．本

中野

土井先生，いかがでしょうか．

当にもう感心してしまい，一緒にプロジェクトさせてい

土井

私もそういう意味では 2 つあって，1 つは入社し

ただきたかったです．

て 4 年目ぐらいのときのことです．ワープロを小型化す

土井

そうですね．

るときに，被験者の皆さんに取説を読んで操作していた

中野

それはもう未来に向けての，次に新しいものをい

だくと，それまでワープロは上書きモードだったので，

ろいろつくらなければいけないのですけれども．

何か違うキーが押されると全部上書きされて，せっかく

デジタルプラクティス特集号の話題に入りたいと思い

入れたものが消えてしまっているということがありま

ます．お二人ともまず女性で，浅川さんはさらに視覚障

した．

がいがあるということで，日本の ICT において非常に

中野

インサートモードがなかったのですか．

少数派で，しかも初期の段階から開発で培われてきたも

土井

インサートモードがあるのとないのがあったので

のがいろいろあると思うのですけれども，それを培う上

すが，原稿用紙に書いたものを写すという発想だったの

で苦労したこと，この ICT の分野に入って苦労された，

で，デフォルトが上書きモードだったのです．これでは

あるいは今も苦労されていることなど，ございましたら

まずいということで，インサートモードをデフォルトに

教えていただけますでしょうか．

しましょうというのと，今ではコントロール Z のやり直

浅川

し操作は当たり前なのですけれども，やり直しができる

は，あまり負の方向に考えないせいか，苦労したことを

ようにしましょうと改良しました．

あまり覚えていません．多分それを乗り越えて今がある

2 つ目は，今で言えば「パーソナルナビゲーション」

よくそういう質問をいただくことがあります．私

ことが大きく影響しているような気がしています．また，

です．東芝だと「駅探」です．携帯電話で世界で初めて

IBM という会社が外資系で，早い時期からダイバーシ

乗り換え案内と道案内をやったのは，実は東芝の「駅探」

ティに取り組んでいたこともあるかと思います．

なのですよ．
1999 年にウェアラブルを始めたときに，1 つはダイ

強いて考えてみると，当時の情報のアクセシビリティ
が厳しかったと思います．たとえば，みんなと一緒に研

エットをやりたい，もう 1 つは道に迷わないように，道

修に出ても，いろいろなところに出席しても，読めない，

案内をやりたいという思いがありました．当時，パソコ

見えないという問題に直面していました．当時，それに

ン上に経路を表示することはできましたが，携帯電話で

対応するための技術がそれほどあったわけではないので，

は図を出せなかったので，文字に直さないといけません

自分で努力して情報にアクセスしなければなりませんで

でした．私たちはそれを読み上げて，音声でナビをやり

した．当時，１週間に 1 回，普通の図書館に通いました．

たかったのです．経路をテキストに直すと，そのまま

図書館には朗読サービスというのがあるので，読みたい

i モードになりますから，まずそれをぜひやらせてくだ

文献を持ち込んで，いろいろ読んでもらったりして勉強

さいと言って，その技術を作りました．それがそのまま

を続けるなど，自分なりに工夫をする必要がありました．

公式サイトで始まりました．私たちはそれを音声で聞き

その際，しっかりと上司と話し合うことが重要だったと

取れるように音声を合成しました．メーカやベンダはい

思います．なぜそういうことが必要なのかなど，問題に

ろいろ違いますけれども，今ではもう当たり前に皆さん

ついて一緒に話し合いながら解を見出してきたように思

が一番使っているものになっていることが良かったなと

います．また，周りの研究員が皆私の先輩みたいな感じ

思います．

で，いろいろ教えてくれたので，とても恵まれていたと

ユーザが一体何をしたいか，どうしたいかというのを
考え，それをどうやって技術的に解決していくかという
ところにフォーカスを当てて考えました．

思います．
一番苦労したのは，女性だから，障がい者だからとい
うよりは，自分のやりたい研究を社内外に認知，サポー

お二人とも開発された技術はかなり共通点があり

トしてもらうということです．障がい者向けのアクセシ

ますね．文章をデジタル化して，アウトプットをどうす

ビリティ技術がもたらす可能性は，社会貢献の域を超え

中野

58

ちょうど IT がどんどん変わってきたときの最初の初

IBM フェロー 浅川 智恵子氏 インタビュー：
ICT とダイバーシティ社会

るものであることを，筋道を立てて，障がいを経験され

その裏返しだと思うの

ていらっしゃらない方々にどうやって理解してもらえる

ですけれども，その苦

のかといろいろと考え，悩みました．周りの方々が納得

労のご経験の中で，ご

のいく説明をすることを常に心がけるようにしています．

自分の成長，技術者の

私は，このような経験を積めて良かったなと思ってい

飛躍の支援となったこ

ます．そういう経験があったからこそ，自分の提案が受

と，あるいは飛躍のポ

け入れられなくても，そこで負けないという強い意志が

イントとなった一番大

培えたと思います．また，プロジェクトを推し進めると

きなことはありますで

いうスキルが，苦労を通して培えたかなと思っています．

しょうか．たとえば企

認知して，ゴーしましょうというふうに言ってい

中野

業の理解と家族の支援，

ただくのに，大体，どれぐらいのサイクルがかかったの

社会的な制度などの中

でしょうか．

で，これがあればとか，ここを改良したよということが

たとえばホームページ・リーダーの開発のとき

浅川

土井美和子

ありましたら，教えていただければと思います．

は，今までの研究の蓄積があったこともあり，半年ほど

浅川

で実現しました．そのとき一番苦労したのが，目が見え

理解を得ながらプロジェクトを立ち上げ，進めていくこ

ない人が Web ページを読んで情報が得られるというこ

とによって，より多くのサポートを得られる道は開ける

とを，健常者に理解してもらうことでした．当時，イン

ことを実感してきました．

私の若いころの経験を踏まえると，やはり周囲の

ターネットが一般に普及してきた時期とはいえ，画像や

やはり提案は，ストラテジックでなければいけないと

図などがたくさんあったこともあり，音声で読み上げて

思います．組織，大学，企業など，その組織のニーズ，

目が見えない人が理解できるということを，健常者が理

要件などに沿って，自分のやりたい研究を組織の目標と

解することは難しかったのだと思います．そこで，プロ

調和させていくということが非常に重要だと感じていま

トタイプを作って，自分にしか分からないことをしっか

す．また，社会的な課題に取り組む研究を行う上では，

りと周りに伝えていく必要があると感じました．私のダ

世の中の動きを制度面など多面的に捉えていく必要があ

イバーシティを活かせるチャンスでした．プロトタイプ

ると感じています．アメリカで ADA（障がいを持つア

を作って，こうやればこういうふうになるということを，

メリカ人法）や米国のリハビリテーション法第 508 条が

具体的に示さなくてはならないので，半年，1 年はかか

2000 年代の前半に改定されました．その中で，政府お

りました．2 年かかるときもあったかと思います．

よびその関連機関が購入する IT 機器は，ソフト，ハー

予算取りも含めて，最初のプロトタイプなども，

中野

ほとんどご自分一人でされたのですか．

ド含めて，アクセシブルでなければならなく，そうでな
ければ調達してはいけないというような法律が出ました．

当時は，少ないチームメイトとともに取り組みま

そのことによって，一気に流れが社会貢献からビジネス

した．今では本当にたくさんのメンバに囲まれて，とて

へと転換しました．制度が世界のアクセシビリティの研

もありがたく思っています．

究開発に及ぼした影響は，非常に大きかったのです．

浅川

今の浅川さんのお話を踏まえて，土井先生はいか

中野

がでしょうか．

社内支援という意味では，ダイバーシティについてさ
まざまなことが制度化されていきました．女性という

浅川さんが言われたように，女性だから苦労した

点ではありませんが，社内制度を利用して社会人博士

というよりは，プロジェクトを立ち上げて，ではそのお

課程に入学して，勉強することができる制度がありま

金はどこから持ってくるのかみたいなところで苦労しま

した．もちろん，働きながら両立するのですが，私は

した．

2001 年にその制度に応募し 2004 年に博士課程を無事修

土井

中野

お二人とも，企業人だから．

了することができました．やはり，周りの理解を得て制

土井

私が，こういうことをやりたいと言うと「え，何

度を利用できたことは，とても良かったと思っています．

で」とけむたがられました．大体 5 年か 10 年先の話を

2004 年に社会人ドクターが取れたということが自分の

するので，また土井さんが変なことを持ってきた，とい

自信につながり，その後のキャリア形成にもつながって

うこともありました．

いきました．2005 年に IBM でいうと Senior Technical

中野

では，その一方で，苦労の話の続きというよりは，

Staff Member というのがテクニカルリーダのステップ 1
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なのですが，それになり，2007 年にその次のステップ 2

リティを問題なく通れるようです．別のものづくりの枠

である Distinguished Engineer になりました．そして，

組みの中で，少しずつ入ってはいるのですよね．忘れな

2009 年に IBM フェローになりました．

いように入っているというか，きちんとそういう気配り

それは素晴らしいですね．最近，情報処理学会も

もされています．それをメインにすると，なかなか大き

アクセシビリティ部会を立ち上げて，活動しようとして

なお金にはなりにくいので，全体的にそういう形で少し

いるけれども，まだこれからです．

ずつ入るようにしていくとよいのかもしれません．

中野

土井

そうでしょうね．

浅川

広げていくことは，重要ですね．

中野

アメリカに比べたら，その分野はすごく遅れを

土井

ええ，重要だと思います．

浅川

そのような流れが助成を受けるための重要なポイ

とっていて，もう少し頑張ってほしいです．
それは研究支援や研究グラントをもっと通してあげた
り，障がい者支援を目標とした研究プロジェクトを公募

土井

したりしていかないとダメでしょうね．やはり各ラボ

者という中に，いわゆる高齢者も入っているし，あるい

だって，ファンドが適宜必要ですから．そういうことは

は車椅子を必要とするとか，そういう関係で障がいを持

国に働きかけたらいいのでしょうか．

たれている方も入る，という形で申請をされている先生

土井

省庁の仕切りとしては，おそらく厚生労働省にな

そうそう．だから，介護という枠組みの，歩行弱

も多いですよね．

ると思います．研究者がグラントをもらうのは文部科学

浅川

まさに，そうですね．

省系の JST だったり，科学研究費は JSPS だったりして，

土井

介護のほうのグラントが多いから，そういう中で

ライフサイエンス系のことを文部科学省系から出しにく

上手に取られているというか，取らざるを得ないところ

いということがあるかもしれません．よく分かりません

があります．でも，そうやって成果が出てくると，その

が，そういうこともありそうな気がします．

積み重ねで，次にまた進んでいけるのだと思うのです．

中野

厚生労働省は介護に力を入れていますが，日本だ

と人の支援という話になると，アクセシビリティという

中野

そうですね．土井さんに制度について伺ってもよ

ろしいですか．

よりは，介護を支援する形のことが，話題になってしま

土井先生は社会制度や企業の理解度，あるいは家族の

っています．でも，全体を考えたら，介護をする高齢者

サポートなど，どこが今までの中で一番キーポイントに

の人も含めて，社会全体の中でのダイバーシティを，ハ

なったり，ターニングポイントになったりされましたか．

ンディキャップとか，段差がある部分を支えてあげま

土井

しょうという形にすることが，これからの日本において

リーダになって，コンピュータグラフィクスの研究を始

は重要なのかもしれません．

めました．設備は 1 年前ぐらいに申請するので予算申請

浅川

課題をポジティブに捉えるべきだと思います．さ

社内的に言うと，34 ～ 35 歳ぐらいにグループの

時にはカタログに価格が出ていなかったのですけれども，

まざまな予算的な限界や制限もあると思いますが，やは

お金が使える 4 月の時点で出てきたマシンで，シリコン

り日本はこの高齢社会をどう乗り越えていくかというと

グラフィックス社のグラフィックワークステーションに

ころに，アクセシビリティの研究を深く結び付け，助成

したいと言ったら，かかるお金が全然違うのです．3 人

を受けられるようにして，新たなテクノロジーを開発し，

のチームなのに「それ

それが高齢者にも障がい者にも幅広く使えるようにして

で 25 人分の経費を使う

いくといったストラテジーを取らなければいけないと思

のか」と言われて，「そ

います．

うです．ちゃんとその

土井
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ントとなってくるかと思います．

そういう意味では，オーグメンテーションという

分， 成 果 を 上 げ ま す 」

のをどう考えるかという問題もあります．ただ，その流

とこたえました．でき

れは少しあって，SIP（戦略的イノベーション創造プロ

るというめどは何も立

グラム）のものづくりの中でも，東京大学の山中俊治先

っていませんでした

生は，スポーツ用の義足をやっていらっしゃるし，3D

が，でも，そのままだ

プリンティングのファブラボみたいな流れの中では，慶

とできないことは，や

應義塾大学の田中浩也先生が，今回，金属を使わない義

る前から明らかになっ

足をお作りになりました．そうすると，飛行場のセキュ

ていたので，そこは粘

中野美由紀

IBM フェロー 浅川 智恵子氏 インタビュー：
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って取りました．できないと思って諦めるのではなくて，

ませんので，子どもをもっとフォーカスしなければいけ

一度は扉をたたいてみるというのが必要かなとそのとき

ないという意見が出たら，いや，ぜひ高齢者，障がい者

思いました．

も忘れないでください，といった発言を一生懸命させて

中野

浅川さんもおっしゃっていましたけれども，スト

ラテジックに周りを説得するということですね．
土井

そうそう． あとは，グラスシーリングの世の中で，

いただいています．そうすると，皆さん，そうだったよ
ね，と反応してくださる．改めて，ダイバーシティはと
ても重要だなと思います．
つまり，自分で今までの環境以外のところに入っ

自分がこれ以上乗り越えるのは難しいかなと思っていた

中野

ときに，第 2 次男女共同参画の流れがありました．国の

て，さらに視野を広げ，かつ，自分がやりたかったこと

いろいろな委員に女性を 3 割入れましょうという話の中

を企業よりさらに次の広い場所で説得したり，理解して

で，総務省の審議会のメンバになりました．来られる方

いただくことにつなげたりすることはすごく重要だとい

は皆さん，すごく年上でした．今まで東芝という 1 つの

うことですね．

企業，あるいは学会という自分がよく知っている集団に

浅川

ネットワークも広がりますし．

しか入っていなかったのが，そうではないコミュニティ

土井

そうそう．

の中に入りました．ある意味，流れに乗った感じですけ

浅川

そこで出会う人たちは，本当に個性的でダイバー

れども，もう少し広い目で世の中を見ていかなければい

シティに富んだ方々なので，より自分の視野を広げる上

けないのだと考えるいいきっかけになったなと思います．

でも重要だと思います．

視野が広がりました．

中野

浅川

そういう意味では，私は障がい者ということもあ

ダイバーシティでネットワークをつくろうと言っ

て，ネットワークをつくる会を立ち上げても，なかなか

ると思いますが，さまざまなタスクや委員会の委員を務

広がりません．

めさせていただいて，意見が言えることにとても大きな

浅川

意味を感じています．ですから，そういう機会はぜひ受

クがしっかりしています．

けたほうがいいと思います．

中野

土井

そうですね．学会の役員にしても女性にお願いす

IBM は，米国本社を中心に女性支援のネットワー
それは浅川さんが入社されたころからあったので

すか．
私が入社したころは今ほどしっかりしたものでは

ると，女性だからといって選ばれるのは嫌だと言って断

浅川

られる方がいらっしゃるのですけれども，それは間違い

ありませんでした．徐々に発展していったという感じで

だと思うのです．やはりチャンスですから．

す．私がテクニカル・リーダとしてキャリアを積み重ね

やってみて，自分の時間をつぶすだけと思ったら，そ

ていく上で，このようなネットワークがあったことはと

こで辞めればいいだけで，継続しなければいいのだと思

ても幸運だったと思います．

います．

中野

ネットワークづくりは IT の方たちの中でも本当

私は今，経済産業省主導で行っているロボット協

に難しいです．私も情報処理学会の女性部会で，ネット

議会，おそらく，9 月の後半に第 2 回の委員会があるの

ワークをつくろうとしているのですけれども，広がりを

で，そこで正式名称が決まるかと思いますが，そのボー

見つけるのに苦労しているところです．またぜひ先輩方

ドミーティングのメンバに加わっていますが，すごいダ

として何かご意見を頂戴できればと思います．

浅川

イバーシティです．女性もいるし，さまざまな職種の方々
もいらっしゃるし．

技術の話について，いくつかお尋ねしたいと思います．
1つは，Webの世界についてです．たとえばホームページ・

土井

そうそう．

リーダーが成功したのは，一様のアクセシビリティとで

中野

新聞に出ていましたね．

も言いますか，一般人にとっても，すごくアクセスしや

浅川

宇宙飛行士の山崎直子さんとかいらっしゃる中，

すい中で，コンテンツは多様な価値観や，異なるルール

なぜ私が，と感じます．私のようなものもメンバに加え

があって，それでいろいろサービスを生み出すという形

ていただけていることを考えるだけでも，すごいと思い

になっているからだと思います．

ます．メンバは，その協議会に何を求めているかについ

カーネギーメロン大学もやっているように，それが世

て，さまざまな意見を出すのですが，どれもとても興味

界に通じる技術になって広がるときと，世界的にはこん

深いものばかりです．

なに進んでいるのだけれども，日本だと，携帯電話でも

私はやはり自分の視点からコメントすることしかでき

あったように，地域的な特性みたいなのがせめぎ合っ
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て，ICT の中でもどうしても小さく迫ってしまうときが

浅川

面白そうですね．

あると思うのですけれども，そのあたりのユーザインタ

土井

一応，未来予想図とは言っているのですけれども，

フェース，あるいはアクセシビリティという観点から，

技術の予想をしているのではなく，そういう技術が行き

これから ICT はどのように貢献できていくかというこ

渡ったときにどういう問題が起こりそうかという問題の

とについて，ご自分の研究も含めて，お話をしていただ

ほうを予想しています．そういう意味では，その点はす

ければと思います．浅川さん，お願いします．

ごく重要だと感じますね．

浅川

アメリカの高齢者をそんなに多く知っているわけ

浅川

その本には，問題とポジティブについて，こうな

ではないのですけれども，60 代以上の全盲の高齢者の

っていく，というようなことも書かれているのですか．

方々によく実験参加者としてお会いしてお話しする機会

土井

があります．みなさん，私よりスマホを使いこなされて

題になるでしょう，という予想もしています．たとえば

いて，私は「そのアプリ，どうですか」とたずねて，
「こ

ロボットがどんどん進化していって，石黒浩先生のアン

れ，なかなかいいんだよ」とお返事をいただきついでに

ドロイドみたいな，きれいな女性が介護士さんにいたり

教えていただいているくらいです．

すると，恋をする可能性もあるかもしれません．

ポジティブも書いてあるし，こういうところが問

日本では，スマホを使いこなされていらっしゃる全盲

そういうことを考えるとどうかということが書いてあ

の高齢者の方々にめぐり合う機会がないせいか，まだ多

ります．人間側からの認識とアンドロイド側からの認識

くの高齢者がスマホを使えていないのではないか，と感

がお互いに共通していればいいけれども，人間同士も

じることが多くなりました．そう言いながら，私の母も

一緒ですが，どこかで認識間違いがあるとおかしなこと

使えていないので，身近な課題もまだ解決できておらず，

になるかもしれません．結論は出ませんが，そんな話を

大きなことは申し上げられないのですが，より多くの高

いろいろ考えだすと面白い．

齢者がスマホやソーシャルネットワークなどを使いこな

私のスタンスはポジティブで，まずとりあえず進んで，

せるようになれば，高齢社会の風通しがもっと良くなる

それで法律を直さなければいけないのだったら直し，そ

ような気がしています．私自身，なぜ高齢者の方々がス

ういう問題を考えて対処策を考えればいいと思っていま

マホを使えていないのかすら，まだ理解しておらず，課

すが，日本人はどちらかというと，こういう問題がある

題が見えるよう努力しなくてはならないと思っています．

からやめましょうという意見になりがちではないですか．

たとえばスマホへのアクセスのハードルをもっと下げる

そうなってほしくないので，書いたという感じです．

ユーザ・インタフェースがあればどうでしょうか．日本

浅川

の高齢社会の課題を，スマホのユーザ・インタフェース

傾向にありますから．そういえば最近，Uber がアメリ

の研究を通じて 1 つずつ解いていく，というような研究

カのペンシルベニア州ピッツバーグの公道で開始した自

をしてみたいですし，より多くの方々にも携わっていた

動運転車の試験走行が話題になっていますよね．自動運

だきたい研究テーマの 1 つと考えております．

転する車が公道を試験走行するとはいえ，運転席にはド

土井

今日，持ってくるのを忘れたのですけれども，私

は『ICT 未来予想図』
（共立出版）という本を上梓しました．
中野

格好いい名前ですね．

日本人は，どちらかというと慎重になってしまう

ライバーが座って，車の上に搭載されたさまざまなセン
サやカメラなどが性能測定や地図データ収集などを行っ
ています．私も現在，ピッツバーグに住んでおります
が，住民の方々もあまり
細かいことを気にする様
子もなく，普通に受け入
れているように見えます．
私も配車依頼でまだ自動
運転車にあたったことは
ないので，せめて写真を
と思っていますが，なか
なかタイミングが合わな
くて，まだ撮れていませ

左から：土井美和子，中野美由紀，浅川智恵子氏
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カーネギーメロン大学では，長年自動運転技術に関する

に行って研究したいと思ってもらえるような大学が増え

研究を行ってきているせいか，ピッツバーグという都市

れば，世界のスキルが日本に来るし，世界的な交流が日

も，現実世界での研究実証の支援には積極的な印象を受

本で起こり，国際的に日本のすばらしさをより理解して

けています．そのうち，ピッツバーグが世界有数の自動

いただけるのではないでしょうか．日本も，世界から優

運転におけるロールモデル都市の 1 つになるかもしれま

秀な人材を呼び寄せることができるような研究や研究体

せんね．

制を確立していかなければいけないと思うので，ぜひ，

中野

いろいろと面白い話ばかりで，怒濤のように時

若い世代の方々には世界を見てほしいなと思っています．

間が過ぎてしまったのですけれども，最後のほうに行

時間がかかるようなことがあっても，それは絶対無駄に

かせていただきます．ICT 分野において，Diversity and

はならないと思います．

Inclusion といいますか，多様性をテーマに技術の研究

中野

開発を今までおやりになった経験から，これからの若手

いて，Diversity and Inclusion をテーマとした技術の研

の研究者，技術者に向けて何かコメントがありましたら，

究開発はどのような形で進むとお考えですか．また，若

ぜひお願いします．今の法律の難しさを自分たちで打

手の研究者，技術者になにかコメントがありましたら，

開しなければいけない，こうやれば未来に向かって ICT，

お願いします．現在，日本では安倍首相の「ウーマノ

特にダイバーシティをメインにしたときに使える，など

ミクス 2030」（2020 年には管理職等の 30％を女性に！）

ご意見を頂戴できればと思います．

と女性活躍推進を積極的にアピールしています．また，

土井

今の話題とも通じるのですけれども，障壁がある

ありがとうございます．これから，ICT 分野にお

東京オリンピック・パラリンピック 2020 に向けて，さ

からそこで立ち止まってしまうのではなくて，障壁は越

まざまな障がい者支援サービスの検討が始まっています．

えるためにあるわけで，それをどうやったら越えられる

日本の ICT 分野は，世界と比べるとやや遅れをとって

か考えることが，やはり技術を進展させる 1 つの要因に

いるとの声もありますが，今，奮闘している若手技術者

なるのだと思います．そこをポジティブに考えるという

に向けて，メッセージをお願いします．

ことが非常に重要ではないでしょうか．

浅川

今 2020 年の東京オリンピック，パラリンピック

ドイツのマルクス・レーム選手という走り幅跳びの選

という話が出ましたが，これは日本の ICT 分野，若手

手がいらっしゃいますよね．今の保持記録が，オリン

研究者にとっても 2020 年に向けて，すべての人々にア

ピックの記録よりも上回っています．そういう方でもオ

クセシブルな東京を実現するいい機会なのではないかと

リンピックではなく，パラリンピックに出場されたとい

思っています．

うのは残念です．きちんと記録や成果を出しているので

現実社会では，交通，リテールといったさまざまな業

あれば，障がいを持っているとか，女性だとか，そうい

界や街や市民の方々と一緒にアクセシビリティ実現に向

うことではなく，成果に応じた待遇やリスペクトをして

けて研究開発に取り組んでいかなければなりません．そ

いくことは大事だと思うのです．リスペクトされるとい

の際，ICT はそれを支えるインフラになると思います．

うことは，自分もほかの人たちをリスペクトできるよう

そして，その街にはさまざまな人々が暮らしています．

になっていないといけないと思うので，ぜひ若手には障

女性，障がい者，高齢者，外国人など，すべての人々に

壁を越えてほしいです．

アクセシブルな街を実現するためにはダイバーシティの

中野

ありがとうございます．

浅川

日本の技術力をよく外国の技術力と比較して議論

今回，この特集を読まれたダイバーシティの方，そう

されることがあると思います．客観的に考えても，日本

でない方も，さまざまな方々との協働を通じて，すべて

の技術者は，世界に通用するすばらしいものを持ってい

の人々にアクセシブルな社会の実現に，機会があればぜ

ると思います．

ひかかわっていただきたいと思っています．

力が必須です．

私の今いるカーネギーメロン大学のある学部では，学

中野

ありがとうございます．すごく重要ですよね．今

生の約 7 割がインド人か中国人で，アメリカ人が約 3 割

日は長時間にわたって，本当に貴重な時間を使っていた

といわれています．つまり，世界の優秀な学生がアメリ

だいてありがとうございました．

カに向かって行っているわけです．日本のあそこの大学

アンケートにご協力ください

編集担当：那須川哲哉（日本 IBM)
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