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１.はじめに
本校の実習等で使用している PC の OS も、WindowsXP・Vista・７・８・
１０と変化してきており、それに伴い使われなくなった PC の数も多くなり
それらの廃棄も問題となってきている。
職業高校は、素材を加工することによる「ものづくり」のイメージが強い
が、環境省が制定した「循環型社会形成推進基本法」は、環境への負荷が少
ない「循環型社会」を形成することを求めている。そこで、使われなくなっ
たパソコンを廃棄してしまうのでなく、そこから再利用可能部品を取り外し
新たな製品として生まれ変わらせる再利用（リユース）を生徒が行うことで、
「循環型社会」に関心を持つことを課題とした。その際に新たに製作するデ
ィスプレイ装置を ICT 化したデジタルサイネージとして教室内掲示板等に
利用できないか検討した。

２. 循環型社会
「循環型社会形成推進基本法」は、環境基本法の下位法に位置付けられる
とともに、廃棄物・リサイクル対策に関する個別法に対しては、上位法とし
ての役割をもつ基本法である。ここには、「製品等が廃棄物等となることが
抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適
正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われな
い循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制
し、環境への負荷ができる限り低減される社会」であるとの概念が示されて
いる。（第 2 条第 1 項）
また、
「ごみを出さない」
「一度使って不要になった製品や部品を再び使う」
「出たごみはリサイクルする」という廃棄物処理やリサイクルの優先順位も
定めた。（第 6 条、7 条）
優先順位の高い順にはじめの３つを３R、拡大して５R と呼ぶ。
１）「リデュース（Reduce＝ごみの発生抑制）」
２）「リユース（Reuse＝再使用）」
３）「リサイクル（Recycle＝再資源化）」
４）「リフューズ（Refuse＝ごみになるものを買わない）」
５）「リペア（Repair＝修理して使う）」
これらを行うとにより、膨大な廃棄物の発生量、困難な廃棄物の最終処分
場の確保、増大する不法投棄などの問題を解決しようとしている。
そのために「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環

境への負荷が少ない「循環型社会」を形成するには、「ものづくり」の考え
方も変える必要がる。

３.活動内容
１）ノート PC の解体
廃棄予定のノート PC から、液晶パネ
ル,キーボード,二次電池,HDD,光学ドラ
イブ,電子部品基板,金属製フレーム,プラ
スチック製ケース等の部品を取り出し、
素材に応じて分別しました。
２）再生ディスプレイ
映像信号を送るには、
R：赤色信号
G：緑色信号
B：青色信号
CLK：タイミングを取るためのクロック信号
の計 4 つの信号が１セットになったものが必要です。
ノート PC から取り出した液晶パネルは、
LVDS（Low voltage differential signaling）
と呼ばれる１つの信号を送るために、2 本
の伝送路を使用して 2 つの異なる電圧を送
信し、受信側で両者を比較し電圧の極性を
検知して論理レベルを決定する方式が使
われています。これは、カレントループ伝
送方式の一種で有り、低消費電力で高速な信号の伝送を行うために作ら
れたものです。
この LVDS を用いて、R,G,B,CLK の４つの信号を送るために 2.0mm ピ
ッチ 2 列 30P コネクタが使われていました。
普通 PC から出力される映像信号は、VGA,DVI,HDMI,DisplayPort
等の規格が使われるため、これらの信号を LVSD2.0mm ピッチ 2 列 30P
コネクタに変換する必要が有ります。
このために、aitendo 社の変換基板 RTD68 を使用しました。これは
Realtek 社 LCD コントローラチップ RTD2668 をベースに作った液晶液
晶コントローラ基板です。

３）ネットワークに対応させたシステム構成
ネットワークに対応させたデジタルサイネージの構成は
Web Server

LAN
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としました。液晶ディスプレイに接続した RasberrPi2 で Libre Office
Impress を使用してスライドショウを行う方法も考えましが、表示デー
タを変更するためには、RaspberryPi2 側にデータを伝送する必要が有
り、表示内容を変更するためには手間が多くかかるため、サーバー・ク
ライアント方式で行う方法を採用しました。
４）サーバー側
使用したノート PC の CPU の関係で、
３２ビット版 OS しか動作しないため、
少し古い Ver６.５を使用しました。Web
サーバープログラムとして Apache２を
動作させました。
追加で動的な Web を実現するために
Java スクリプトのライブラリーとして、
jQuery、jmpress をインストールしました。
この Web サーバー内に、各クライアント PC 毎に表示するページを設
定し、表示内容を集中管理出来るようにしました。
80 番ポートを開放
iptables を編集し 80 ポートへのアクセスを許可します。
# vi /etc/sysconfig/iptables
以下を追加する。
# HTTP
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptabels を再起動する
# iptables restart
Apache２のインストールと自動起動
# yum -y install httpd

# chkconfig httpd on
httpd.conf 編集
# vi httpd.conf
今回は動作確認のテスト運用を目的にしていたので、デフォルト設定の
ままです。運用を始める時にはセキュリティを上げる設定に変更します。
Apache２の再起動
# service httpd restart

５）クライアント側
ネットワーク通信やディスプレイの表
示を制御するために RaspberryPi2 を使
用しました。
ブラウザには Google によるオープンソ
ースのグラフィカルウェブブラウザの
Chromium を使用することにしました。
これは、起動時にオプションを付けるこ
とにより、縁なし前画面表示が出来ることと、Java スクリプトの動作
が軽いことから選択しました。
RaspberryPi2 について
CPU
900MHz 4core
メモリ
1GB
GPIO ピン数
40pin
USB ポート
4 ポート
Ethernet
RJ45×１ポート
HDMI
標準サイズ×１ポート
SD スロット
microSD×１スロット
OS は 2014-06-20-wheezy-raspbian を使用しました。
Raspbian の調整
最初に現在インストールされているパッケージのアップデートとアッ
プグレードを行い最新の状態にしておきます。
$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get upgrade
IPA 日本語フォントのインストール
$ sudo apt-get install otf-ipa*
Chromium のインストール
$ sudo apt-get install chromium-browser
Chromium 日本語パッケージのインストール
$ sudo apt-get install chromium-l10n
Chromium のキオスクモードでの起動
Chromium は root 権限で起動できないのでユーザー権限で起動します。
$ /usr/chromium –kiosk http://192.168.100.10/kagi01.html
--kiosk：表示枠の無いフル画面モード（キオスクモード）で起動する
電源 ON での自動起動
Raspbian のデフォルト XSession は LXDE なので
~/.config/lxsession/LXDE/autostart を編集して、OS が起動すると自動
的に Chromium ブラウザーを起動するように設定します。
に以下を追加します。
@rm -rf ~/.cache/chromium
@sed -i 's/"exited_cleanly": false/"exited_cleanly": true/'
~/.config/chromium/Default/Preferences
@chromium –kiosk --no-first-run http://192.168.100.10/kagi01.html
６）液晶パネルの表示方法について
液晶パネルの駆動方式は、現在 TN（Twisted Nematic）方式、VA
（Virtical Alignment）方式、IPS（In-Place-Switching）方式の 3 種類
に大別できる。 PC 用の液晶ディスプレイでもっとも採用が多いのは
TN 方式です。TN 方式のデメリットは視野角による色変化や輝度変化
が大きいことです。液晶分子の角度でバックライト光量を調整している
ため、画面を見る角度によって透過してくる光量が異り、視野角により
色変化や輝度変化が大きいと言うことになります。 つまり、色を重視
する用途には向かないということが分かりました。
メリットは低駆動電圧とコストが低いこと、綺麗に見える視野角が狭い
ため隣の人から覗かれることの心配が無いことです。確かにノート PC

には最適のパネルでした。
また IPS 方式では、水平に寝かせた液晶分子を横方向に回転させるこ
とでバックライト光量を制御します。液晶分子の垂直方向の傾きが発生
しないため、視野角による輝度変化／色変化が少ないのが特徴です。

４.試用実験
教室内の掲示板に再利用できるという仮説を立てて、実際に表示を行って
みたが、ノート PC からの再利用パネルは TN 駆動方式のもので、バックラ
イトも冷陰極管で有るため、色の再現・コントラストのはっきり差など視野
角が狭く、教室の様な広範囲から見ることには不向きでした。
TN 駆動方式の液晶ディスプレイの性質を生かし、近くで正面から見るタイ
プの用途に使用する方が良いとの結論に至りました。
そこで、教室内掲示板に向いていると思われる、IPS 駆動方式でバックラ
イトに LED を使用してるディスプレイでも表示を行ってみました。
実験には３２V のディスプレイを黒板の右側に配置し、各机の位置から表示
されている物は見えることが確認できている。各机の位置から、同じ内容の
情報を地の色と文字の色を変化させて視認性を確認しアンケート方式で見
え方の確認をしました。

教

表示した画面
1.背景と青文字

2.白地と青文字

１月１５（金）

１月１５（金）

本日は月曜日の時間割です。

本日は月曜日の時間割です。

２限目

地理Ａ →

体育

２限目

地理Ａ

放課後

みちぴか活動です
参加する人は玄関ホールに集合
して下さい。

放課後

みちぴか活動です。
参加する人は玄関ホールに集合
して下さい。

3.黒地と白文字
１月１５（金）

→ 体育

4.白地と黒文字
１月１５（金）

本日は月曜日の時間割です。

本日は月曜日の時間割です。

２限目 地理Ａ → 体育

２限目

地理Ａ

放課後 みちぴか活動です。
参加する人は玄関ホールに集合
して下さい。

放課後

みちぴか活動です。
参加する人は玄関ホールに集合
して下さい。

→ 体育

5.背景と黄文字
阿州丸 乗船実習
服装 実習服
時間 １２：３０弓道場前出発
マイクロバスに乗って下さい
行先 淡路島
見学 風力発電所など

各文字は縦横約３Cm の大きさ
に表示しました。
お

結果は下記のようになり、数字は左から右へ見やすいと思われたページ番号
を示します。
LCD
21345 43251 15423 43251 42351 23415
34251 32451 32415 23451 25413 34251
34251 34251 34251 34251 43215 34215
32415 32451 34251 34125 32415 43215
34251 34251 43251 32415 34215 23415
どの位置かも３が見やすく、１，５は見にくく、４は２より見やすいという
結果がでました。背景に写真が入ると、文字としての視認性は下がるようで
す。

５.おわりに
部品を再利用するものづくりを行ってきましたが、ノート PC を解体する
過程で、廃材を素材ごとに仕分けたり、ノート PC の構造を理解することが
でき、不良部品を交換することも可能になりました。このことにより廃材の
再資源化（リサイクル）の手助けや本体修理（リペア）も行えるようになり
ました。当初リユースの考え方を持てるようにと考えていましたが、それ以
上の成果を得ることが出来ました。
ノート PC の液晶は、広範囲から見る掲示には向きませんでしたが、その
特徴から広範囲に影響を与えない局所的な掲示に向いていることを利用し
た製品に応用する方向性で考えて行きたいと思います。
教室掲示は、CMS を使い Web アプリケーション上で掲示する内容を作
成・管理出来るように改良続けていきたいと思っています。

