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要旨：本稿では，“学習上の支援機器等教材普及促進事業”の下，機器展示等の情報普及に関する情報収集

を目的としたCSUN 2015（30th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference）の参加

報告を行う。CSUNは，カリフォルニア州立大学ノースリッジ校（California State University, Northridge，略称

CSUN）に設置されたCenter on Disabilities（COD）が主催する世界最大規模の障害児・者支援技術に関する

国際会議であり，様々な国と地域から多くの企業や研究者，障害当事者の方々が参加する。今回参加した

CSUN 2015は，平成27年３月２日から３月７日までの６日間にかけて，アメリカ合衆国カリフォルニア州サ

ンディエゴにあるマンチェスターグランドハイアットホテルにて開催された。CSUN 2015への参加を通じて，

機器展示を中心とした情報普及に関する情報収集に加え，国外の障害児・者支援技術に関する有益な情報を

多く収集することができた。また，CSUN 2015で収集した情報を基にして行った帰国後の情報共有について

も併せて報告を行う。 

見出し語：学習上の支援機器等教材普及促進事業，機器展示，学会等参加報告，CSUN 

 

Ⅰ．はじめに 
 

CSUNは，カリフォルニア州立大学ノースリッジ

校（California State University, Northridge，略称CSUN）

に設置されたCenter on Disabilities（以下，CODと記

す）が主催する世界最大規模の障害児・者支援技術

に関する国際会議であり，多くの研究発表や機器展

示が行われる。筆者らは，平成27年３月２日から３

月７日までの６日間にかけて，アメリカ合衆国カリ

フォルニア州サンディエゴにあるマンチェスターグ

ランドハイアットホテルにて開催されたCSUN 2015

（30th Annual International Technology and Persons with 

Disabilities Conference）に参加した。参加目的は，独

立行政法人国立特別支援教育総合研究所（以下，当

研究所と記す）で推進している“学習上の支援機器

等教材普及促進事業”における機器展示等の情報普

及に関する情報収集である。 

“学習上の支援機器等教材普及促進事業”とは，教

育現場における特別支援教育教材・支援機器の更な

る利用促進を図ることを目的として，平成26年度か

ら文部科学省の“学習上の支援機器等教材活用促進

事業”を受けて立ち上げた当研究所の事業である。

本事業では，業務の大きな柱として，“ポータルサイ

ト構築・運営”と“普及活動”の二つを掲げている。

このうち，“普及活動”として，平成27年度には，各

都道府県の指導者層を対象とした支援機器等教材活

用の実践研修（特別支援教育教材・支援機器等活用

研究協議会）や，全国特別支援教育センター協議会

と連携して特別支援教育教材・支援機器等に関する

研修及び実践事例の紹介を行う展示会（特別支援教

育教材・支援機器等地域展示会），当研究所が主催す

る研究所セミナーや研究所公開での機器展示を実施

している。特別支援教育教材・支援機器等地域展示

会では，全国の幼稚園，小学校，中学校，高等学校

及び特別支援学校等の教育関係者の実践力・専門性

の向上と支援機器の更なる活用促進を目指して，当

研究所の“教育支援機器等展示室（iライブラリー）”

や“発達障害教育情報センター教材・教具展示室”

に展示されている特別支援教育教材・支援機器等に

実際に触れて頂く機会を設けている。このような展

示会に参加された方々からは，普段触れる機会の少

ない特別支援教育教材・支援機器等を実際に使用し
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ながらその活用法について見識を深めることができ

ると良好な意見を頂いている。このように，機器展

示は特別支援教育教材・支援機器等の普及活動にお

いても重要な取組として位置付けられるものであり，

より効果的な展示等の在り方について検討を行うた

めにも，CSUNのような障害児・者支援技術に関す

る先進的な国際会議への参加を通じた情報収集は非

常に有効であると考えられる。併せて，収集した情

報を効果的に活用していくことも重要である。 

以上を踏まえて，本稿では，“学習上の支援機器等

教材普及促進事業”の下，機器展示等の情報普及に

関する情報収集を目的としたCSUN 2015の参加報告

を行う。また，CSUN 2015で収集した情報を基にし

て行った帰国後の情報共有についても併せて報告を

行う。 

 

Ⅱ．CSUN 2015 (30th Annual International  

Technology and Persons with  

Disabilities Conference) 
 

本章では，CSUN 2015について，まず，その概要

を簡潔に述べる。次に，主たる内容である一般発表

と展示会について記述する。最後に，参加者に対し

て行われていた情報保障サービスを紹介する。 

 

１．概要 

CSUNとは，カリフォルニア州立大学ノースリッ

ジ校（California State University, Northridge）の頭文

字を取った略称であり，カリフォルニア州立大学ノ

ースリッジ校内に設置されているCODが，Annual 

International Technology and Persons with Disabilities 

Conferenceとして主催している障害児・者支援技術

に関する世界最大規模の国際会議である。1985年に

第１回の会議が開催されて以来，アメリカ合衆国カ

リフォルニア州で毎年３月に開催されており，様々

な国と地域から多くの企業や研究者，障害当事者の

方々が参加している。2010年に開催されたCSUN 

2010以降は，アメリカ合衆国カリフォルニア州サン

ディエゴが毎年会場となっている。なお，カリフォ

ルニア州立大学ノースリッジ校は，創立３年目とな

る1961年から障害者支援に関わる新しいプログラム

やサービスを提供しており，1969年には学内で障害

学生支援サービスを始めるなど，障害児・者支援分

野において積極的に活動している大学である。 

表１にCSUN 2015の主なプログラムを示す。日程

は，平成27年３月２日から３月７日までの６日間に 

 

表１ CSUN 2015の主なプログラム 

日  程 内  容 

3月2日（月） ・事前ワークショップ（Pre-Conference Workshops） 

3月3日（火） 
・事前ワークショップ（Pre-Conference Workshops） 

・基調講演（Keynote Address） 

・歓迎レセプション（Welcome Reception） 

3月4日（水） 
・一般発表（General Sessions） 

・展示会（Exhibit） 

・特別展示室（Showcase Suites） 

3月5日（木） 

・一般発表（General Sessions） 

・展示会（Exhibit） 

・30周年記念式典（30th Anniversary Celebration） 

・特別展示室（Showcase Suites） 

3月6日（金） 

・一般発表（General Sessions） 

・展示会（Exhibit） 

・学生ポスターセッション（Student Poster Session） 

・特別展示室（Showcase Suites） 

3月7日（土） 
・SS12 Code for a Cause Finals, Project: Possibility 

・閉会式（Conference Adjourns） 
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かけて行われた。今回参加したCSUN 2015は，第１

回の会議が開催された1985年から30周年を迎える記

念すべきものであった。主催者であるCODによると，

4,500人を超える研究者や教育者，医師，障害当事者

等が参加したとのことであった。基調講演では，The 

Ebeling Group（TEG）の創立者であるMick Ebeling

氏の講演に加えて，the Fred Strche Leadership Award

の表彰が行われた。the Fred Strche Leadership Award

は，障害児・者支援技術の分野で指導的立場から顕

著な成果を残した方に贈られる賞であり，今年は，

CODの設立者であり，CSUNの創始者でもあるHarry 

Murphy氏が受賞された。 

また，グーグル，アドビシステムズ，IBM，アマ

ゾン・ドット・コム，マイクロソフト，トヨタ自動

車，AT&T，コムキャストといった日本の企業を含

む 15 の民間企業がスポンサーとして CSUN 2015 を

援助していた。 

 

２．一般発表（General Session） 

一般発表として，障害児・者支援技術に広く関わ

る373件の発表があった。各セッションは，表２に示

す６のトラック（Track）と，表３に示す15のキーワ

ード（Keyword）でカテゴリ分けされていた。トラ

ックごとの発表件数より，CSUN 2015では，“教育”

と“雇用・就業”に関する発表が合わせて256件あり，

373件あった全体での発表件数の内の68.6%を占め

ていたことがわかる。さらに細分化されたキーワー

ドごとの発表件数をみると，“視覚障害”，“ウェブ”，

“情報通信技術（ICT）”の三つのキーワードに関連

する発表が多いことを確認できる。なお，発表形式

（Session Type）として，“一般（General）”，“技術・ 

 

表２ トラックごとの発表件数 

トラック 発表件数（件） 

教育 170 

雇用・就業 86 

自立生活 51 

法・政策 37 

エンターテイメント 24 

移動・交通機関  5 

研究（Science/Research）”，“展示（Exhibitor）”の三

つのタイプが設けられており，それぞれ 290 件，23

件，60 件の発表件数があった。日程ごとに発表件数

をみると，３月４日が 112 件，３月５日が 139 件，

３月６日が 122 件であった。 

 

３．展示会（Exhibit） 

展示会では，企業や関連団体等から111件の出展が

あった。図１に，展示内容ごとの出展件数を示す。

なお，図中で示した展示内容のカテゴリの分類や出

展件数については，会場で配布された“EXHIBITOR 

GUIDE”を基に集計している。また，同じ出展者内

で複数の展示内容がある場合には，重複を許して集

計をしている。これより，視覚障害児・者への支援

技術に関する展示が73件と最も多く，出展のあった

111件の出展者の内の65.8%が同内容に関する展示

を行っていたことがわかる。次に，ソフトウェア（40

件），学習障害児・者への支援技術（33件）に関する

展示が続き，それぞれ出展者全体の36.0%，29.7%を 

 

表３ キーワードごとの発表件数（一件の発表演題に対 

して複数のキーワードが選択可能） 

キーワード 発表件数（件） 

視覚障害 138 

ウェブ 138 

情報通信技術（ICT） 117 

アシスティブテクノロジー 87 

高等教育 71 

研究開発 69 

K-12 61 

その他 44 

行政 39 

認知 26 

聴覚障害 24 

移動・交通 21 

補助代替コミュニケーシ

ョン（AAC） 
19 

高齢者 11 

ヘルスケア  6 
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図１ 展示内容ごとの出展件数（図は，CSUN 2015の会場にて配布される“EXHIBITOR GUIDE”を基に作成している。 

なお，同一の出展者内で複数の展示内容がある場合は重複して件数を数えている。）

 

図２ 国ごとの出展件数 

占める出展件数であった。また，出展していた企業

や関連団体等を国ごとに分けた場合の出展件数を図

２に示す。これより，開催地であるアメリカ合衆国

からは79件と最も多くの出展があり，全体の71.2%

を占めていたことがわかる。ちなみに，大陸別に出

展件数をみると，北アメリカが85件，ヨーロッパが

16件，アジアが９件，オセアニアが１件であった。 

 

４．参加者に対する情報保障サービス 

ここでは，CSUN 2015における障害のある参加者

への情報保障サービスについて紹介する。 

まず，受付に設置された受付用PCには，トラック

ボールや視覚障害児・者向けキーボード，音声読み

上げ用ヘッドホンが備えられており，受付スタッフ

が常駐してはいるものの，混雑時には参加者が各自

で受付を済ませられるように配慮がなされていた
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（図３参照）。また，点字・触知図による会場案内が

掲示されていた（図４参照）。展示会の会場は，車椅

子や盲導犬が余裕をもって通れる広さが確保されて

いた（図５参照）。さらに，プログラムや一般発表の

演題，展示会の出展者リスト，会場のホテル内にあ

るバーやレストランのメニュー等は，HTML，EPUB

形式のデータとして，それぞれCSUN 2015のウェブ 

 
図３ 受付の様子 

 
図４ 点字・触知図による会場案内 

 
図５ 展示会会場の様子 

サイトから事前にダウンロードできるようになって

いた（図６参照）。なお，これらのデータは，当日会

場で配布されるCDからも入手可能であった。プログ

ラムについては，点字や拡大印刷された印刷物も会

場に用意されていた。また，基調講演では，リアル

タイム字幕サービスや手話通訳，補聴援助システム

が用意されていた。なお，これらのサービスは，事

前に申請をすることで一般発表等でも個別に利用す

ることができた。また，一般発表の会場には，スク

リーンが見えやすい位置に聴覚障害者及び弱視者用

の優先席が設けられていた（図７参照）。手話通訳の

サービスを利用する参加者にはこの優先席に座って 

 

図６ 参加者への情報保障としてCSUN 2015のWebサイ 

トから事前にダウンロード可能な各種データ 

 
図７ 一般発表の会場に設けられた聴覚障害者及び弱視 

者用の優先席
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もらい，スクリーンの横にいる手話通訳者が見えや

すくなるように配慮がなされていた。さらに，会場

のホテル内にはドッグランもあり，盲導犬の同伴者

が利用できるようになっていた。 

 

Ⅲ．CSUN 2015 で収集した情報を基にした 

帰国後の情報共有 
 

本章では，CSUN 2015で収集した情報を基にして

行った帰国後の情報共有について述べる。 

まず，当研究所内における情報共有として，当研

究所企画部調査・国際担当が企画する海外出張報告

会において，当研究所の職員を対象とした参加報告

を行った。ここでの質疑応答に加えて，報告会の後

に行われた意見交換会では，障害児・者支援技術や

その関連領域を専門とする研究職員とディスカッシ

ョンを行い，収集した情報を共有することができた。 

また，筆者らは，特別支援学校（視覚障害）の教

員と，CSUN 2015の中でもとくに一般発表の件数及

び展示会の出展件数が多かった視覚障害児・者支援

技術に関する情報を中心に共有しつつディスカッシ

ョンも行った。具体的には，点字導入期にある視覚

障害児を対象とした点字パターンの学習教材につい

て情報共有及びディスカッションを行うことができ

た。特別支援学校（視覚障害）では，子供一人一人

のニーズに応じられるように，教員自らが教材を作

成することも多い。このような自作教材を活用する

ことで子供の特性に合わせた教育を行うことができ，  

 

 
図８ TACK-TILES®（TACK-TILES® Braille Systems  

LLC） 

一定の効果を上げられているが，教材作成に多くの

時間を要することが課題である。このような課題に

対して，展示会で収集した点字パターン学習教材（図

８参照）の情報を共有しつつ，教育現場での活用の

可否や，その活用方法について協議を行うことがで

きた。なお，ディスカッションを行った特別支援学

校（視覚障害）の教員からは，このような個々のニ

ーズに応じた教材の情報は国内のウェブサイト等だ

けでは十分に得られないため，大変参考になる情報

であったとの意見をいただくことができた。 

 

Ⅳ．おわりに 
 

本稿では，“学習上の支援機器等教材普及促進事業”

の下，機器展示等の情報普及に関する情報収集を目

的としたCSUN 2015の参加報告を行った。また，

CSUN 2015で収集した情報を基にして行った帰国後

の情報共有についても述べた。今後も，研究及び業

務遂行に資する有益な情報の収集とその共有に努め

ていきたい。 

最後に，貴重な情報収集の機会を与えていただい

たCSUN 2015主催者の皆様，ならびに当研究所内外

の関係者の皆様に厚く謝意を申し述べます。 
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