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発表概要

[1] ○松山奈保実・阿部一成（外国語学部千葉ゼミ 3 年）

podcast 技術を利用した学生視点のキャンパスニュース配信の試み

概要：poscast は RSS の情 報記述を利用したマルチメデ ィアデータの配信 のしくみで あり、 iTunes など

のアグリゲータを用いて手軽に受信することができる。本発表では、学生視点でキャンパスニュースを

制作し定期的に配 信する試 みを報告する。

[2] 山室志織（外国語学部千葉ゼミ 3 年）

Ajax 技術を利用したオンライン Web アルバムの作成

概要：近年、オンラインを利用して手軽に写真を共有す る手法が広がりをみせて いる。従来の W eb ペ

ージでは、サー バーから HTML を読 み込み、W eb ページをすべて書き換えるため 読 み込みに時間が

かかっていた。Ajax を利用 することで、サーバーから必要な情報だけを取得し、 W eb ページ の一部を

書 き 換え る ことで スム ー ズ に表 示が できるよう になる。 本研 究で は、 Ajax のフレ ー ムワ ー クで あ る

jQuery を利用して オンライン Web アルバムを作成し、動 的なアルバム 機能 や活用 方 法を考察する。

[3] 倉持美帆（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

化粧品業界におけるインターネット広告と雑誌広告の比較研究

概要：インターネットの出現以来広告は大きく変化してきた。本研究では広告宣伝が重要な化粧品業

界におけるインターネット広告サイトと雑誌 広告を比較し、化 粧品広告がどのような構成で成り立ち、ど

のような種類が あるのか、また化粧品サイト でのユーザビリティに特 徴があるのかにつ いて分 析する。

[4] 溝口亜由子（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

コーパスを用いた高校英語教科書の語彙研究

概要：British National Corpus (BNC)と JACET8000 を用 い高校 生英語 教科書の語彙分析をおこなう。

現行の高 校生英 語教科 書 2 種類を対象とし、語彙と語 彙の連鎖 の相対 頻度を算出 して JACET8000
の語彙レ ベル および BNC の 頻度と比較する。

[5] 垣内康輔（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

テキストマイニングで海外の意見と日本の意見の違いを比較する

概要：私は「テキストマイニング」の技術を使用します。その技術は文章の中で自分が指定した単語を

抜き出し、統計を取る技術です。私は海外の文化に興味があり、それを使用し、海外の意見と日本の

意見の違 いを比べます。

[6] 青柳美紀（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

HTML5 と CSS3 を用いたマルチデバイス Web サイトの構築

概要：スマートフォンの普及と閲覧環境 の多様化に伴い， Web サイトのユ ーザビリティは画 面の大きさ

や解像度といった物 理的特 性に大きく影響さ れる。本発 表では、マルチデバイス Web サイトの構築を

通じ，その機能・デザ イン上 の要件を考察する。



2012 年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 3

[7] 藤城江美子（経済学部大塚ゼミ 4 年）

学内使用電力表示システム「麗澤電力」の開発と運用

概要：廣池学園では、デ マンド監視機器を設置して学内の電力使用量を計測している。 しかし、計測

値を公開する手段と環境が十分とはいえない。 そこで、本研究ではデマンド監視装置からデータを定

期的に取得し、 合計 量を算 出した上で、リアルタイムに使用電力量を W eb を通じて公開するシステム

を開発した。 さらに、情報提 示用のパ ネル 装置（みえパ ネ ）を制作し運用を行った。

[8] 古川和幸・山崎美咲（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

ヘルプデスク対応データベースの整備、構築と検索アプリケーションの開発

概要：本発表 では麗 澤大学 情報 FD センターの ヘルプデスクに寄せ られる相 談とその回答、対応内 容

を Q and A の形に整備し，関 係データベース を用 いて検 索 可能なシステム を構築するプロジェクトの報

告をおこなう。データベース の検索アプリケーションの開 発状況についても触 れる。

[9] 川上敦史（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

プログラミング言語 TJS2 とノベルエンジン KAG によるクイズゲームの開発

概要：TJS2 はオブジェクト指向のプログラミング言語 であり、実行環境である「吉里吉里」を用いること

で、ゲームを制作 に特化した機能 を持つ フレー ムワーク KAG を利 用しゲ ーム開 発をおこなうことがで

きる。これらの開発環境を用いて出題・採点を動的に行う機能を持つストーリー付きクイズゲームを制

作する。

[10] 北嶋大稔（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

新しい国際規格としての超小型車 ―日本の動向を中心として―

概要：2013 年 1 月より国土 交通省は 軽自動車より小さい「超小型 車」の認 定精度 の導入を発 表した。

超小型車は海外では既に導入例もある国際的な規格であり，日本独自の規格である軽自動車とは異

なり，国際競争力ある製品を日本から発信することも期待できる車種である。本研究では既に導入さ

れているフランスの車種と日本で現在販売されている車種を比較しつつ，「超小型車」の現状と方向性

を論じる。

[11] 沼尻雄一郎（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

麗澤大学の学内 SNS の利用実態と利用意識に関する研究

概要：本学では SNS が大学内の情報コミュニケ ーションの中心として大きな役割を担 っており、例えば

就職活動 支援が SNS を中心 に展開されて いる。本研 究で は、学内 SNS の コミュニケー ションの特徴 を、

学内 SNS におけるブログの 更新頻度 などの利用状 況により層化抽出したユー ザを対 象とした利用実

態と利用意 識のアンケート調 査に基 づ いて分 析する。

[12] 山田大智（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

小 規 模 SNS の 活 用 に 関 す る 研 究 ― オ ー プ ン ソ ー ス の SNS シ ス テ ム

(OpenPNE) を用いた実験的研究―

概要：オー プンソースの SNS システム OpenPNE で構 築した小規模な SNS を大学 生に使用して もら

い、アンケートやアクセスログを用いてよく使わ れる機能 や アクセス内容の 実態を調査し、小規模 SNS
の運用を成功させるための 方法を考 察する。

(2013/1/22 第 4 版準拠)
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Podcast 技術を利用した学生視点のキャンパスニュース配信の試み

松山

Nahomi Matsuyama
a10206n@reitaku.jp

概要：podcast は、RSS の情報記述を利用したマルチメディアデータ配信の仕組みであり、

リゲータを用いて気軽に受信することができる。本発表では、学生視点でキャンパスニュースを制作し、定期的

に配信する試みを報告する。

キーワード：podcast、アグリゲータ、RSS

1. はじめに

Podcast とは、インターネット上に公開された音

データや動画データ（以下マルチメディアデータ）を、

RSS リーダーを用いて自動収集し、携帯音楽プレイ

ヤーなどで聞く方式のことである(『日経パソコン用

語辞典』)。RSS を利用して誰でもインターネット上に

マルチメディアデータの配信を行うことができるため、

手軽な個人放送局としても多くの人に利用されてい

る。

私たちは、麗澤大学の公式のホームページで公

開されているニュースだけでなく、学生の視点から

麗澤大学をとらえた情報番組を制作したいと考え、こ

の podcast 技術に興味を持った。本研究では、

podcast の技術的なポイントを整理し、podcast
用したオリジナルなキャンパスニュース「れいたく波

鍋ランチタイム」(図 1)の配信の準備状況

告する。

図.1 「れいたく闇鍋ランチタイム」ロゴ(阿部

2. Podcast の特徴

技術を利用した学生視点のキャンパスニュース配信の試み 松山奈保実

年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集

技術を利用した学生視点のキャンパスニュース配信の試み

松山 奈保実 ・ 阿部 一成

麗澤大学

外国語学部外国語学科

Nahomi Matsuyama Kazunari Abe
a10206n@reitaku.jp a10224k@reitaku.jp

の情報記述を利用したマルチメディアデータ配信の仕組みであり、ｉTunes
リゲータを用いて気軽に受信することができる。本発表では、学生視点でキャンパスニュースを制作し、定期的

RSS、XML、マルチメディアデータ配信、ｉTunes

とは、インターネット上に公開された音声

データや動画データ（以下マルチメディアデータ）を、

を用いて自動収集し、携帯音楽プレイ

『日経パソコン用

インターネット上に

マルチメディアデータの配信を行うことができるため、

手軽な個人放送局としても多くの人に利用されてい

私たちは、麗澤大学の公式のホームページで公

でなく、学生の視点から

麗澤大学をとらえた情報番組を制作したいと考え、こ

本研究では、

podcast を利

「れいたく波

状況について報

阿部作成)

個人で番組を公開している Web サイトでは、特に

更新が不定期である場合には、リスナーが更新をチ

ェックするために何度もそのページを訪れなければ

ならない。しかし podcast 配信の場合は、

報記述を利用し RSSリーダーに番組を登録しておく

ことで、複数の番組の更新状況を一括で管理できる。

また、データのダウンロードと再生を同時に行うストリ

ーミングでは、再生中にネットワークが切れたりする

携帯端末では視聴が難しいが、podcast
している番組を自動でダウンロードし、携帯音楽プレ

イヤーなどへの保存が可能であるため、時間や場所

にとらわれずに登録している番組の最新の放送を聞

くことができる。

RSS と連動し、podcast の番組登録や配信データ

のダウンロード(および再生)をおこなうソフトウェアを

「アグリゲータ」(feed aggregator)と呼ぶ。本研究で

は、アグリゲータとして Apple 社の iTunes
るが、他にもアグリゲータは複数存在する。

スマートフォン、およびスマートフォン向け

受信用アプリの普及で、パソコンを使わなくても番組

を視聴できるようになり、学生にも手軽に番組を届け

ることができると考える。

3. RSS とは

RSS とは、Web サイトや podcast
を記述するためのフォーマットである。

松山奈保実・阿部一成
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Tunes などのアグ

リゲータを用いて気軽に受信することができる。本発表では、学生視点でキャンパスニュースを制作し、定期的

サイトでは、特に

更新が不定期である場合には、リスナーが更新をチ

ェックするために何度もそのページを訪れなければ

配信の場合は、RSS の情

に番組を登録しておく

ことで、複数の番組の更新状況を一括で管理できる。

また、データのダウンロードと再生を同時に行うストリ

再生中にネットワークが切れたりする

podcast では、登録

している番組を自動でダウンロードし、携帯音楽プレ

ーなどへの保存が可能であるため、時間や場所

にとらわれずに登録している番組の最新の放送を聞

の番組登録や配信データ

をおこなうソフトウェアを

と呼ぶ。本研究で

iTunes を使用す

るが、他にもアグリゲータは複数存在する。最近の、

スマートフォン、およびスマートフォン向け podcast
受信用アプリの普及で、パソコンを使わなくても番組

を視聴できるようになり、学生にも手軽に番組を届け

podcast の更新情報

を記述するためのフォーマットである。XML
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(Extensible Markup Language)というマークア

ップ言語で記述されている。RSS を解釈できるソ

フトウェア(RSS リーダー)に読み込ませると、

<item>～</item>で囲まれた部分が 1 回分の更新

情報として処理され、その概要や更新日時が一覧

表示される。以下は、OP テーマ配信回の RSS フ

ィードの例である。

図.2 オープニング回の RSS フィード

RSS は Web サイトの更新情報の記述にも使わ

れ、WWW ブラウザなどでも閲覧が可能である。

最新の Web ブラウザは RSS に対応しており、

RSS をブックマーク(購読)して配信をチェックす

ることができる。「闇鍋ランチタイム」の RSS フ

ァイルを Web ブラウザに読み込ませた様子を図

3 に示す。

図.3 Web ブラウザで閲覧した RSS データ

4. Podcast の配信とホームページの制作

RSS ファイルを実際に iTunes に登録すると、以

下のようになる。

図.4 番組登録後の iTunes
Podcast が更新されると、毎日や毎週など任意

の頻度で最新の番組を取得し、一番上に追加され

ていく。

iTunes 用の RSS タグには独自の拡張が存在す

る。RSSタグに itunesのネームスペース (xmlns)
を追加することで RSS ファイル中に使用できる

ようになる(図 5)。

図.5 ネームスペースを追加した rss タグ

iTunesにロゴを表示させる <itunes:image>タグ

のほか、iTunes のでの表示や処理が便利になる最

適な表示となるよう、フィードを記述することが

できる。

さて、podcast の配信自体は RSS でおこなうが、

RSS を紹介するホームページが必要と考えた。

そこで阿部が tumblr を用いてホームページ(htt
p://reitaku-yaminabe-lunchtime.tumblr.com)を
作成し、ホームページ上に podcast 配信用 RSS へ

のリンクページを作成して配信を開始した。

図.6 podcast ホームページ

http://reitaku-yaminabe-lunchtime.tumblr.com

tumblr は、Google などの検索エンジンに加え tum
blr 使用者への宣伝も容易に行えるという強みがあり、

学外の多くの視聴者にも視聴してもらえるのではと

考えている。ホームページには千葉ゼミのホームペ

ージからもリンクを作成している。

現在は podcast 配信用の RSS は千葉ゼミの
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ホームページ上
1

にアップロードしている。XML
を自動編集するサービスもあるが、RSS の学習と内

容の検討を兼ねて、しばらく手作業で更新する予定

である。

また、Tumblr のオプションで Google Analytics
2

を使い利用状況を蓄積することにした。閲覧者に

関する詳細な履歴情報を得ることができるので今後

研究・開発に活用したいと考えている。

5. 番組制作の現状と今後の方向性

番組制作にあたっては、毎週金曜日放課後に集

まり、番組のコンセプトや具体的なコーナーのアイ

デアを固めていった。学生に密着した番組を目指す、

という視点から、「先生にインタビュー」、「締切情報

コーナー」、「いろいろ人気調査」などの番組を発案

した。

また、視聴者参加型番組を目標に、「お手紙コー

ナー」、「麗澤 音クイズ」、「相談コーナー」といった

コーナーも実施できたら良いと考えている。

番組に必要なグラフィックや音楽の制作を阿部、

RSS 作成を松山で分担し、第 0 回目を公開した。今

後は、視聴者の反応や問題点を確認しながら、2 週

間～1 か月に 1 度程度のペースで更新をしていく予

定である。

学生視点・視聴者参加というテーマを設定するに

際して、ただ podcast や RSS のことを学ぶだけでは

不十分であり、フォーム設置のための CGI や、利用

状況分析のためのツールでコンテンツの充実を図る

ことの重要性を感じた。また、音声データの収録に

必要な録音のための機材の調達や調整
3
、録音や

編集といった作業にも思いのほか時間がかかった。

今後は、番組内の視聴者コーナーのためにお問

い合わせフォームを作成し、CGI などのプログラム

で情報を受けつけるようにするなど視聴者参加型の

番組内容を目指したい。

参考文献

[1] 新納浩幸『入門 RSS Web における効率のよい

情報収集／発信』毎日コミュニケーションズ、2004

1 http://chibasemi.reitaku-u.ac.jp/podcasts/podcast.xml
2 http://www.google.com/intl/ja_jp/analytics/
3

この点で阿部の音楽制作の経験が大いに役に立ったことも記して

おく。

年

[2] 「Podcast を制作する」URL: http://www.appl
e.com/jp/itunes/podcasts/specs.html
[3] 「ポッドキャストとは？ポッドキャストの聴き方

は？」URL: http://you.can-b.com/podcast-info.h
tml
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Ajax 技術を利用したオンライン

概要：近年、オンラインサービスを利用して手軽に写真を共有する手法が広がりをみせている。従来の

ージでは、サーバーから HTML を読み込み、

ていた。Ajax を利用することで、サーバーから必要な情報だけを取得し、

でスムーズに表示ができるようになる。本研究では、

ン Web アルバムを作成し、動的アルバム機能や活用方法を考察する。

キーワード：Ajax, JavaScript, jQuery, jQuery

1. はじめに

近年、オンラインを利用して手軽に写真を共有す

る手法が広がり、多くの写真共有サービスが

従来の静的 Web ページでは、クライアント

バーにリクエストを送信するたびにページすべての

データを送信応答し、全体を書き換えるため、その

間クライアントは待たなくてはならなかった。

覧 Webページでは写真が多く、容量が重くなるため

ページのすべて書き換えていると時間がかかる。

方、動的 Web ページはサーバーサイドスクリプトや

クライアントサイドスクリプトで書かれる。サーバーサ

イドスクリプトは、サーバー側のデータベースに

バー側とクライアント側がアクセスできるので、両方

が更新できる。チャットや掲示板、アンケートフォー

ムがこの例である。クライアントスクリプトはクライアン

ト側が更新するので、サーバーの負担が少なく

例として JavaScriptが挙げられる。リロードなしで画

像の書き換えができる。サーバーサイドスクリプトとク

ライアントサイドスクリプトの両方の利点を持ち合わ

せ る の が Ajax(Asynchronous JavaScript +
XML)である。Ajax はgoogle マップの登場で注目さ

れた。google マップは JavaScriptとサーバーサイド
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jQuery プラグイン (zoombox, jCarousel)

近年、オンラインを利用して手軽に写真を共有す

、多くの写真共有サービスがある。

クライアントがサー

バーにリクエストを送信するたびにページすべての

データを送信応答し、全体を書き換えるため、その

は待たなくてはならなかった。写真閲

は写真が多く、容量が重くなるため

ページのすべて書き換えていると時間がかかる。一

ページはサーバーサイドスクリプトや

サーバーサ

、サーバー側のデータベースにサー

きるので、両方

更新できる。チャットや掲示板、アンケートフォー

はクライアン

の負担が少なくすむ。

リロードなしで画

サーバーサイドスクリプトとク

両方の利点を持ち合わ

(Asynchronous JavaScript +
マップの登場で注目さ

とサーバーサイド

スクリプトを組み合わせ、リロードなしで地図を切り替

えて表示する。Ajax を利用することで、

からのリクエスト部分をサーバー側のデータベース

に要求し、リロードなしで一部の画面を書き換えるこ

とができる。そのため、データ通信量を最小限に抑

えることができ、また、サーバーが処理中でも

アントは操作を継続することができる。そのため写真

であってもスムーズかつ動的に閲覧できる

本発表では、既存の写真共有サービスの機能や

特徴をあげ、オンライン Web アルバムの作成過程と

今後の展望を併せて報告する。

2. 写真共有サービス

オンライン WEB アルバムを作成するに当たり、ま

ず、いくつかの既存の写真共有サービス

その特徴をみる。

2.1 Picasa

Google が提供

しているウェブア

ルバムで、Google マップや Google Earth
Google の他のサービスと連携が行える。写真の投

稿、共有、編集等ができる。タグ付けでは、顔認識機

山室志織
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の他のサービスと連携が行える。写真の投
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能を搭載。1 GB の保存容量を無料にて提供してい

る。有料版では保存容量を大きくできる。

2.2 フォト蔵

株式会社デジタ

ルガレージが運営

する写真を簡単に

投稿・共有できる無料のフォトアルバムサービス。

真へのコメントや、コミュニティや日記機能などの

SNS サービスも充実している。写真アップロード枚

数は無制限であり、Twitter や Facebook
機能がある。また、アップした写真を選び、プリントを

注文することも可能である。
2

2.3 Snapfish

世界 22 カ国、1 億人以上のユーザーが利用する、

世界最大級のオンラインフォトサービス。本拠地は

メリカ サンフランシスコ。ヒューレット・パッカード

(HP)がサービスを提供。写真の共有、編集、タグ付

けが可能。アップロードされた写真の保存は

制限、無料。Facebook から写真をインポートできる。

写真のプリントサービスはもちろん、カレンダ

グカップ、クッションにまで印刷するサービスも提供

する。
3

2.4 Zorg

写真を投稿、共有する SNS 型写真共有サイト。無

料登録すると、簡単にアルバムを作成できる

マップやグループに写真の投稿や、コメントを交換

タグやフリーワードで検索をかけ写真を探すこともで

きる。
4

3. 本研究の狙い

1 Picasa ホームページ http://picasa.google.co.jp
2

「フォト像」ホームページ http://photozou.jp/
3 Snapfish ホームページ http://www.snapfish.jp
4 Zorg ホームページ http://www.zorg.com

アルバムの作成

2012 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集

を無料にて提供してい

る。有料版では保存容量を大きくできる。
1

投稿・共有できる無料のフォトアルバムサービス。写

コミュニティや日記機能などの

写真アップロード枚

Facebook との連携

また、アップした写真を選び、プリントを

億人以上のユーザーが利用する、

世界最大級のオンラインフォトサービス。本拠地はア

サンフランシスコ。ヒューレット・パッカード

写真の共有、編集、タグ付

アップロードされた写真の保存は容量無

から写真をインポートできる。

写真のプリントサービスはもちろん、カレンダーやマ

グカップ、クッションにまで印刷するサービスも提供

型写真共有サイト。無

料登録すると、簡単にアルバムを作成できる。Zorg
マップやグループに写真の投稿や、コメントを交換、

で検索をかけ写真を探すこともで

上記オンラインの写真共有サービスにおいては、

アップロードした写真はサムネイル thumbnail
って一覧表示され、クリックで拡大したり、ページを

めくる感覚で手軽に閲覧したりすることができる。ま

た，複数のユーザーで画像を共有したり、アルバム

としてインターネット上に公開することができる。

本研究では、Web アルバムの写真

目し、現在ひろく応用が進んでいる

利用した閲覧機能をもつアルバムを試作する。

Web アルバムのサービスで一般的な閲覧

の機能、例えばサムネイルの自動作成、サーバー

上での編集や共有のための機能等については今後

の研究課題としたい。

具体的には、Ajax で動的なWEB ページを作るた

め、以下を目標において準備をすすめた。

① JavaScript の基本を理解する

② Ajax を実際に動かす

③ jQuery の画像関連の機能を使ってみる

④ 学んだ内容を使った動的機能をもつアルバムを

作成する

4. オンライン WEB アルバムの作成

動的なWebページを jQueryで実現するためには、

まず jQuery をインストールし、サイトの適切な位置

から実行できるようにする。さらに HTML
head 要素内に script 要素を使って jQuery
スクリプト jquery-1.6.1.min.js を組み込

指定する。

図 1 http://jquery.com/

次に、Web ページ (gallery.html)
プをお こなうとともに， jQuery の機能を使った

Javascript のスクリプトファイル (event.js)

山室志織
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ていく。クリックしたら大きく写真が表示されるように

id 属性で big と指定した。ほかの写真に切り替えると

きは、hide と show を使い、徐々に消え、次の写真

が出てくるように動きを付けた。

また、写真表示のエラーに備え、写真が表示でき

ない場合にはそのことを示唆する画像を表示するよ

うにした。

図 2 写真表示のエラー時に出る画像

ズーム機能を付け加えるため jQuery のプラグイン

である zoombox を用いた。図 2 の zoombox
トからインストールした。

図 3 http://grafikart.github.com

この zoombox が jQuery で動くように

イルの head 要素内に script 要素を記述する

アルバムの作成

年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集

表示されるように

指定した。ほかの写真に切り替えると

を使い、徐々に消え、次の写真

また、写真表示のエラーに備え、写真が表示でき

ない場合にはそのことを示唆する画像を表示するよ

写真表示のエラー時に出る画像

のプラグイン

zoombox のサイ

http://grafikart.github.com

HTML ファ

要素を記述する。

大きく表示されている写真をズームできるよう

JavaScript に書いた。また、big を指定

素の位置に最初に出る画像は、list
上の写真が表示されるように指定した

これにより zoombox で大きく表示されている画像に

ズーム機能がつき、動きを付けてさらに大きく見せる

アルバムができた。

図 4 作成したオンライン Web アルバム

5. まとめと今後の課題

現段階では、オンライン WEB アルバムの機能とし

て、jQuery のプラグインである zoombox
動的に大きく出すところまでできている。しかし、多く

のサイトでは上述の zoombox と、画像をスライドのよ

うに表示させる jCarousel を組み合わせて写真をス

ライド表示させる機能を実装している。今回の研究

では jQuery のプラグイン jCarousel
で至らなかった。jQuery のもつ画像表示支援機能

をさらに活用することにより、さらに機能の充実した

オンライン WEB アルバムを作成していきたい。
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化粧品業界におけるインターネット広告と雑誌広告の比較研究

倉持美帆

麗澤大学

外国語学部外国語学科

Kuramochi Miho
a109147m@reitaku.jp

概要：インターネットの出現以来、広告は大きく変化してきた。本研究では広告宣伝が重要な化粧品業界にお

けるインターネット広告と雑誌広告を比較し、雑誌広告と Web 広告はどのように関連しているのか、また、雑誌

広告と Web 広告は商品をどのように見せているのか。についての分析を行う。

キーワード：インターネット広告、雑誌広告、化粧品業界

1. はじめに

私たちの生活は広告で溢れ、以前は商品販売促

進の宣伝は、４大既在メディア(新聞、雑誌、テレビ，

ラジオ)を中心に街中のポスターや看板などの形態

をとっていた。しかし近年ではコンピューターの普及

とインターネット(以下、ネットと略す)の出現から、ネ

ット広告が確立した。

従来の広告とネット広告との違いは、一方的に情

報を押し付けるのではなく、ユーザー(利用者)自身

が、興味や関心に合わせて、クリックし、自身で必要

な情報を引出し、購買意欲を引き立て購入につなげ

ることにある。ネット広告において、ユーザーに関心

を持ってもらうことが必要である。本研究では、興味

関心のある化粧品業界に着目し、化粧品の Web サ

イト広告(HP)に焦点を当てる。そして化粧品広告が

数多く掲載され、ネット媒体と対極にある雑誌広告を

比較し分析を行う。

2. 研究目的

本研究が解明しようとしている疑問は以下の２点に

まとめることができる。

1. 雑誌広告と Web 広告はどのように関連し

ているのか。また、現代の広告において２

つが連動する意義はどこにあるのか。

ある１つの商品を宣伝する時に、さまざまな広告媒

体を通して広告宣伝することが多いように思える。同

じ商品の広告でも媒体はそれぞれが独立して作ら

れているものではなく、なにか広告間の連動がある

のではないかという観点から分析をおこなう。

2. 雑誌広告と Web 広告は商品をどのように

見せているのか。そのパターンや傾向に、

広告媒体による違いや商品・メーカーごと

の特徴は見られるか。

一口に化粧品広告と言っても、その広告を見た消費

者に広告から何を感じ取ってもらいたいか、それぞ

れの化粧品メーカーの意図には違いがあるように思

える。そのような時に、それぞれの広告媒体はどの

ような構成や機能をもって制作されているのかという

観点から考察する。

3. 雑誌広告と Web 広告

3.1 広告とは

送り手である広告主が、受け手である消費者の態

度や行動に影響を与える目的で、４代即在メディア

(新聞、CM、雑誌、ラジオ)、看板、チラシなどの広告

媒体を通じて有料で行う情報伝達活動。したがって

受け手である消費者にとっては、商品情報や生活情

報などを選択しながら受け取ることができる社会を情
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報源ともいえる。
1

3.2 雑誌広告とは

雑誌広告は雑誌の紙面を利用した広告である。

雑誌広告の特徴は以下のようにまとめられる(文献

[１])：

長所 読者層がはっきりしているため、マス広告の中

でもターゲティングかしやすい広告手段である。また、

ある特定の階層を対象とする広告媒体(クラス・メディ

ア)として専門的な内容を伝えることもできる。(専門

性)保存、記録が簡単にできる。また繰り返し読まれ

るため、広告の反復効果も期待できる。(保存・反復

性)時代の先端性を備えた商品の広告に適している。

(ファッション性)が上げられる。

短所 雑誌広告はもともと即時性を追求するもので

はなく、特に情報探しを主な購読目的とされている

雑誌は情報の検索性という点で、部数減らしている。

しかしセグメントされた独自の価値観を醸し出せると

いう部分で紙媒体の優位な価値でもある。これは情

報の綱羅性をひろげユーザーと PV を拡大すること

を優先してきたポータブルサイトとは対極にいる。

3.3 インターネット広告とは

インターネット広告という言葉には、狭義では有料

メディアを介した商品やサービスの宣伝を意味し、ま

た広義では広報や自社サイトにおけるコミュニケー

ションも含まれる。
2

長所 時間や空間に制限がないため、無限の情報

を提供できる。また運営主体を製作者が自ら管理で

きるため、高い頻度で情報を更新できる。

短所 Web サイトは世界からアクセスできるが、以前

の広告媒体との大きな違いとして、広告を出せば、

利用者(消費者)に見てもらえるわけではないという部

分にある。インターネットでは利用者が主体的に情

報にアクセスしなければ、その情報は存在さえ知ら

れることはない。そのため、ウェブサイトはそこに広

告が存在していることを利用者に知ってもらうことか

ら始めなければならない。
3

1
小学館『日本大百科事典』, Yahoo!百科事典に掲載。URL：

http://100.yahoo.co.jp/
2 Ohta Kenji 著「インターネット広告のひみつ」による：

http://www.netadreport.com/
3

Ohta Kenji 前掲サイトによる。

4. 雑誌広告とインターネット広告の類似点

と差異

類似点としては、文字と静止画を中心に、ユーザ

ーが好きなタイミングで、関心に応じて情報に接す

ることができ、またユーザーが閲覧するコンテンツの

隙間に広告を掲示するという点が上げられる。

紙媒体とネット広告の違いは検索性である。ネット

であれば自分の探している情報を即座に検索できる

が、雑誌広告の場合手元に持っていなければ情報

を手にすることはできない。また、定期的に更新が

できる Web 広告とは違い、過去の雑誌を閲覧したと

しても、そこに搭載されている当時の広告は新たな

情報を生まず、そのコンタクトに対して的確な広告を

添付することは不可能である。(文献[１])

5. 化粧品業界における広告

化粧品業界において広告宣伝というのはとても重

要であり、広告費も多業界に比べても広告費に費や

す費用は高い。化粧品にとって広告とはどういう意

味を持っているのか説明をする。

5.1 化粧品広告の歩み

化粧品と広告の関係性を調べるととても切っては

切れない関係があるということが分かる。明治初期に

さかのぼると、この頃から広告というものが見られるよ

うになった。この時代の広告は引き札(チラシ)、看板

であった。この時代の広告は商品に対する品質保証

を示す権威の表れとされていた。明治 6 年頃から広

告会社ができる。大正時代の入ると化粧品における

広告の注目がまし、洗練され、時には上品さと奥ゆ

かしさをイメージして広告化することで昭和初期のこ

ろから映画や演劇スターを採用したイメージ戦略が

台頭してくる。そして戦後になると、化粧品産業の発

達と共に活性を即し、ファッション生活文化などの側

面から新しい提案、意識の哲発など広告産業でも引

車的な役割を果たすようになる。(文献[3])

5.2 化粧品広告の現状

2011 年度における総広告費は 5 兆 7096 億円で

あるが、それを業種別にみると４大既在メディアでの

化粧品広告費は 27,687 億円である。
4

4
電通「2011 年日本の広告費 」による。

http://www.dentsu.co.jp/books/ad_cost/2011/index.html
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6. ネット広告と雑誌広告の比較

6.1 研究方法

本研究では 20 代の女性のファッション雑誌として

2 種類の雑誌『MORE』と『SWEET』を分析資料とし

て選び、2 冊の雑誌に掲載されている化粧品広告を

分析する。2 誌はファッション雑誌ガイド「FASHION
MAGAZINE」

5
のランキングでトップ 1, 2 となってい

る。

調査では、雑誌４冊(『MORE』2012 年 11 月号と

2013 年 1 月号，『SWEET』2012 年 11 月号と 2013
年 2 月号)から化粧品の種類は問わず 25 の広告を

抜き出した。それぞれの数か月分の雑誌から化粧品

広告を抜き取り、その化粧品広告の Web サイト(イン

ターネット広告)を開き、2 つの広告媒体での広告の

載せ方を比較調査した。

インターネット広告はユーザーが見た際に最初の

十数秒でその Web サイトの印象が決まり、この先の

情報を見たいと思うか、もうこれでいいと思うか決まる

と言われている。(文献[1])従って広告というのは

Web ページを開いたユーザーの目に留まった視覚

的な部分がいかにその人を引きつけられるかが重

要である。このことから本研究では商品の Web サイト

のトップページのみを調査の対象とした。

広告の比較調査の方法としては KJ 法を用いた。

KJ 法については次節 (6.2) で説明する。
6

6.2 KJ 法とは

KJ 法とは、文化人類学者の川喜田二郎氏がデー

タをまとめるために考案した手法であり、KJ とは川

喜田二郎のイニシャルからきている。何か調査を行う

場合、基本的には「調べたい事柄のストーリーに合

わせて資料を集める」というやり方が一般的なのに

対して、KJ 法では「情報からストーリーを作り上げる」

という逆のやり方をとることでデータからパターンや

傾向と発見することができる。
7

KJ 法は以下の 4 つのステップで分析をすすめる。

(1) 第１段階目として「ブレーン・ストーミング」を行う。

5 www.magazine-data.com「ファッション雑誌ガイド FASHION
MAGAZINE」

http://www.magazine-data.com/women-menu/ranking.html
6

林和彦 著『図解 ネット広告のしくみ』(日本実業出版社、2004 年)
53-56 頁

7
森靖雄 著『大学生の学習テクニック』（大月書店、1995 年）33-38

頁、144-145 頁

ブレーン・ストーミングとは「集中的意見聴取

法」、要するにたくさんの意見や情報を短期間

に集中して出せるだけ出していく方法である。

その内容を後で整理して、使える内容を選び

出したり、また組み替えてさらにブレーン・スト

ーミングを重ねるなどして、様々な観点らか情

報を得ていく。この方法を活用し、考察するテ

ーマについて思いついたことをそれぞれカー

ドに書き出す。

(2) 集まったカードをばらばらに置き、カルタの要領

で関連のあるカードごとに分類し、グループ分

けをする。そしてそれぞれのグループが何を表

しているのか全体を表す 1文を書いたラベルカ

ードを置く。注意としては、分類作業において

先入観を持たずに、カードに書いてある情報だ

けで判断を行う。

(3) グループ化された紙を 1 枚の大きな紙に広げ配

置して、図解を作成する。そして、近いと感じら

れたカード同士を近くに置き、カードやグルー

プの関係性を示したい場合は関係線を引いて

いく。こうすることで考察したい内容をさまざま

な観点から見る事ができる。

(4) 最後にその情報を元に文を書きつらねていく。

(文献[5])

7. KJ 法による分析

KJ 法による分析の結果を踏まえ、以下の 2 点をま

とめることができた。

7.1 Web 広告の連動

分析の結果、雑誌から Web への連動は数多く見る

ことができたが、その一方で Web から雑誌への明示

的な誘導は見つけることができなかった。(連動まで

はいかないが、ニューストピックスがある Web サイト

であれば「○月号○○雑誌掲載されました。」という記

事が載っている広告もある。しかし、その記事をクリ

ックしたとしても新たな雑誌広告の情報のリンクが載

っているわけではない。また様々な情報が載ってい

る Web を見ているユーザーが、その記事を見た後

で、次に雑誌をわざわざ購入して見るとは思えな

い。)
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図１ ２５の化粧品広告に載っていた、インターネットへの誘導を

促す項目をグラフにしたもの。１つの広告に２つの誘導項目があ

る場合もある。

図２から、多くの広告で、雑誌からインターネットへ

の誘導がされていることが分かる。３つの広告には

誘導する項目が無かった。中には URL と QR コード

の両方を載せることで、コンピューターからだけでな

く、携帯電話からのアクセスも促す広告や、URL と

「・・・検索」の両方を載せることで、ユーザーが検索

をしやすくなるよう工夫された広告もある。

またグラフ上のその他の内容を紹介すると、広告

上でキャンペーンをしていることは掲載するが、「内

容については Web」で、というようにインターネットを

開かなければ、更なる詳細な情報を見ることができ

ず、ユーザーが自然とインターネットを開きたくなる

ような誘導も見ることができた。

7.2 KJ 法による広告

KJ 法を活用し比較していくうちに、下記の図 2

のように 3 つの掲載スタイルにグループ分けする

ことができた。

１、高級化粧品ブランドのグループ。一般的に高級

化粧品と言われる CHANEL や Dior などの

海外化粧品メーカーに傾向を見い出すこと

ができる。このグループは世界観をブランディ

ング（形成）することに重点を置いた広告形態。特

徴としては、雑誌広告では多くの情報を載せずに

ブランド名、商品名、ブランドモデルなどでの比較

的シンプルな構成で成り立ち、そして化粧品の広

告にも関わらず商品写真がない場合も見られる。

Web 広告ではトップページ全体がフラッシュにな

っているという特徴もあった。商品単体の広告宣

伝よりは、ブランド独特の雰囲気を表現している。

図３『MORE』(集英社、2013 年 1 月号 第 37 巻第 1 号)より

図４公式 Web ページ『Dior』 www.dior.com/ トップページより

２、高機能化粧品ブランドのグループ。こちらも海外

メーカーの CLARINS や CLINIQUE などの高

機能化粧品に傾向を見出すことができる。このグ

ループは商品自体を広告に押し出し、商品の内

容をユーザーに伝えることで、関心を引くことに重

点を置いた広告形態。雑誌においては、１ページ

に大きく製品の写真を載せ、製品の印象付けと共

に、製品の効能やどういった方に適切なのかとい

う情報を載せることで、しっかりターゲティングを行

っている。Ｗｅｂではより詳しい情報提供を行い、

製品をしっかり押し出している。

0

5
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25

Webページへの誘導方法
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図 5『MORE』(集英社、2012 年 11 月号 第 36 巻第 11 号)より

図６ 公式 Web サイト『CLARINS』より http://jp.clarins.com/

３、国内メーカー商品グループ。上記の２つのグル

ープとは変わり、多くが国内の化粧品メーカーに

傾向を見出すことができた。ブランドのブランディ

ング、そして化粧品の効能を紹介をする総合的な

広告形態。。雑誌においては、主にブランド名、

製品名、キャッチフレーズ、製品写真、ブランドモ

デル、製品説明などが掲載され、一目でその製品

の全体像を消費者に印象付ける。Ｗｅｂにおいて

もＴＯＰページは雑誌広告と類似して、同じような

印象を受けることができ、またさまざまな関連コン

テンツを付けることで、ユーザーに多くの情報提

供を行っている。

図７『MORE』(集英社、2013 年 1 月号 第 37 巻第 1 号)

図８ 公式 Web サイト『INTEGRATE』より

http://www.shiseido.co.jp/ie/index.html

8. 考察

本研究の狙いとした項目の１つ目「雑誌広告と Web
広告はどのように関連しているのか」の問いに対して、

分析の結果雑誌から Web への連動が頻繁に見るこ

とができた。このことはそれぞれの媒体が独立して

構成されているというよりは、連動性を持っていると

いうことが分かる。紙媒体は載せることができる情報

は限られているため、雑誌広告に URL や QR コー

ドを載せることで、さまざまな情報が掲載されている

Web にユーザーを誘導することができる。

そして雑誌広告がWeb広告と連動する意義として

は、雑誌広告と Web 広告それぞれでは補うことがで

きない短所を埋めるためではないだろうか。節 4 で

挙げたように雑誌広告は検索性が弱い。そのため

Web と連動させることで検索性を高めている。また

Web 広告単体では商品のターゲット層に直接情報

を投げかけることが難しい。雑誌広告、特にターゲッ

ト年齢を定め独自のコンセプトのもと制作されている

ファッション雑誌は、ターゲット層を特定して広告宣

伝を行うことができる。そのためまず雑誌広告でター

ゲット層を射止め、Web に誘導することでターゲティ

ングの部分を補っている。また、ターゲット層がしっ

かりしている雑誌を購入する消費者は、自身が興味

関心を持っている雑誌内容と関連の深い広告情報

も、深い関心を持って消化されると考えられる。特に、

ファッション雑誌は常に先行して１つ先の情報を載
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せることで購読者を得る種類の雑誌である。必然的

に雑誌購読者には消費情報に敏感な人々が集まる

ため、雑誌広告で上手く Web への誘導をすることで

更なる情報提供をし、購買意欲をさらに高めることが

できると考えられる。

次に項目の２つ目「雑誌広告と Web広告は商品を

どのように見せているのか。」の問いに対して、分析

から３つのグループ分けをすることができた。グルー

プ１，２は海外化粧品メーカーに多く見られた。海外

化粧品はある程度の認知が前提としてあるため、雑

誌広告も Web 広告もその化粧品メーカーがこだわり

を持ちたい部分に重点を置き、広告展開を行ってい

る。一方でグループ３は、国内化粧品ブランドに多く

見られた。国内商品であるとブランディングと商品の

認知の両者を並行し消費者に興味関心を抱かせる

必要があるため、雑誌広告においても Web 広告に

おいても一目見ただけで、商品、キャッチフレーズ、

モデルなどで化粧品全体のイメージ付けを消費者

にできるよう工夫されている。そして全てに共通する

部分としては、化粧品広告と雑誌広告を見た際に同

じ印象を受けることができるような構成になっている。

そのことにより、より消費者に確かな認知を与えるこ

とができるだろう。
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高校英語教科書の語彙研究

溝口 亜由子

麗澤大学

外国語学部外国語学科

Mizoguchi Ayuko
a09218a@reitaku.jp

概要：近年の英語教育は、「英語でのコミュニケーション能力」を身につけることを目標とし、その達成のため演

繹法（文法[ルール]を学び身につける方法）から、帰納法（文章から文法[ルール]を見つけ身につける方法）へ

と変化している。現行の高校英語教科書は、その目標を達成するために適した内容となっているのか。２種類

の高校英語教科書の総語彙数、異なり語彙数、のべ語彙数、相対頻度、教科書の構成を調査し、どちらの教

科書が「英語でのコミュニケーション能力」を身につけるために適しているのかを考察する。

キーワード：高校英語教科書, JACET8000, 英語教育

1. はじめに

戦後 8 度目となる文部科学省の学習指導要領の

改訂が 2001 年に行われた。ゆとりでも詰め込みでも

なく、知徳体のバランスのとれた生きる力の育成を実

現。脱ゆとり教育とも呼ばれている。高等学校外国

語編 英語編では、「聞く」「読む」「話す」「書く」の 4

技能を統合的に伸ばすことを目標とし、「コミュニケ

ーション英語」「英会話」「英語表現」といった「英語

でのコミュニケーション」に重点を置いた科目が設立

された。従来の教科書を読んで和訳、文法中心の学

習方法ではなく、英語での日常会話やスピーチ、デ

ィベートやディスカッション、さらにはプレゼンテーシ

ョンといった高度な英語でのコミュニケーションを行う

ことができるようになること、つまり「英語でのコミュニ

ケーション能力の育成」を目標としている。

また、高等学校学習指導要領外国語編に明記さ

れている指導語彙数は、高校 1 年では新語４００語、

高校２年では新語７００語、高校３年では同じように

新語７００語が指定されている。中学校学習指導要

領外国語編では、1200 語程度が指導語彙数とされ

ており、つまり高校卒業時には 1200＋400＋700＋

700＝3000 語（およそ）を習得できるはずということで

ある。

それを満たし、「英語でのコミュニケーション能力

の育成」を達成するために適した現行の文部科学省

指定教科書とはどれなのかを研究する。

今回は研究対象として

CROWNⅠ,Ⅱ, READING (三省堂)

POWWOWⅠ,Ⅱ, READING (文英堂)

を扱う。

2. 調査方法

①上記 2 種類の教科書の本文のみを全て文書ファ

イルにし、Microsoft office word を利用しスペルチェ

ックをする。そのデータを英語解析プログラムで解析

したのち、エクセルを利用し語彙の出現回数順にリ

ストアップする。そのうち上位 100 位までが

JACET8000 のどのレベルに属しているのかを調査

する。
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②エクセルデータを用い、単語+Be 動詞の連鎖の相

対頻度を算出する。各教科書、各学年でどのような

違いがあるのかを比較する。

③エクセルデータを用い、各教科書、各学年の異な

り語彙数、のべ語彙数、それぞれの総計を算出す

る。

これらの結果を元に考察を進める。

2.1 JACET8000 について

大学英語教育学会基本語リストを基に作られた単

語リストであり、各レベル 1000 語ずつ全部で 8段階

に分かれている。

以下が JACET8000 のレベル分けである。

LEVEL1…中学校英語教科書に頻出する基本語。

LEVEL2…高校初級。英検準 2 級に相当。

LEVEL3…高等学校英語教科書のレベルの単語。

大学入試センター試験はおおよそこのレベル

で作成。

LEVEL4…大学受験、大学一般教養初級。英検 2 級

に相当。

LEVEL5…難関大学受験、大学一般教養。英検準 1

級、TOEIC400～500 点前後に相当。

LEVEL6…英語専門外の大学生やビジネスマンが

目標とするレベル。TOEIC600 点に相当。

LEVEL7…英語専門の大学生、英語教師の到達目

標。英検 1 級や TOEIC では 95％以上の単語

をカバー。

LEVEL8…日本人英語学習者の最終目標。英語を

仕事として使う場合、95％の単語を知っている

こととなる。英検 1 級や TOEIC では 95％以上

の単語をカバー。

3. 研究結果

3.1 各教科書の語彙レベル

各教科書の頻出単語上位 100 位を JACET8000 と

比較したところ下記のような結果となった。 ※（）の

中はのべ語彙数

<CROWN>

CROWN ENGLSH COURSEⅠ（5412）

LEVEL1 97/100

LEVEL2 3/100

CROWN ENGLSH COURSEⅡ（8824）

LEVEL1 98/100

LEVEL2 2/100

CROWN ENGLSH READING（12592）

LEVEL1 99/100

LEVEL3 1/100

<POWWOW>

POWWOW ENGLISH COURSEⅠ （5419）

LEVEL1 98/100

LEVEL2 1/100

LEVEL6 1/100

POWWOW ENGLISH COURSEⅡ（10323）

LEVEL1 97/100

LEVEL2 1/100

LEVEL4 1/100

LEVEL7 1/100

POWWOW ENGLISH READING（2784）

LEVEL1 96/100

LEVEL2 2/100

LEVEL3 3/100

語彙レベルとしては、両教科書ともに頻度別に分

けた結果、上位 100 語中 95 語以上が JACET8000

の LEVEL1（中学校英語教科書に頻出する基本語）

に属する結果となった。しかし CROWN は LEVEL1

～3 が頻出であるのに対し、POWWOW は LEVEL1

～7 まで幅広く使用されている。

3.2 連鎖の相対頻度

今回は各教科書に出てくる“be 動詞”は、どのような

単語のあとに続くのかということに焦点を当てて調査

を進める。

以下が調査結果（頻度別上位 3 組）である。
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POWWOW ENGLISH COURSEⅠ

行ラベル データの個数 / collocation

it@be 23

i@be 19

she@be 12

POWWOW ENGLISH COURSEⅡ

行ラベル データの個数 / collocation

it@be 39

i@be 23

they@be 17

POWWOW ENGLISH COURSEⅢ

行ラベル データの個数 / collocation

it@be 12

i@be 8

have@be 4

CROWN ENGLISH SERIESⅠ

行ラベル データの個数 / collocation

i@be 33

there@be 26

it@be 23

CROWN ENGLISH SERIESⅡ

行ラベル データの個数 / collocation

there@be 34

it@be 31

have@be 18

CROWN ENGLISH SERIESⅢ

行ラベル データの個数 / collocation

it@be 39

there@be 24

this@be 23

POWWOW ENGLISH COURSE では全学年通し

て最も多かったものが“it + be”の組み合わせである。

次に多かったものが”I + be“であり、これも全学年で

共通である。

対して CROWN ENGLISH SERIES では、１学年で

最も多かった組み合わせが“I + be”、2 学年では

“there + be”、3 学年では“it + be”である。1 学年と 3

学年で次に多かった組み合わせが“there + be”であ

る。２学年では“it + be”であり、1 学年以外は“I + be”

の組み合わせが少ないことがわかった。

3.3 指導語彙数

以下は各教科書に収録されている英文の語彙数

を種類（異なり）及び種類ごとの頻度の合計（のべ）

及び TTR（Type-Token-Ratio）の 3種類で集計した

ものである。

異なり のべ TTR*

CROWN 1st 923 4,441 20.7%

CROWN 2nd 1,319 7,344 17.7%

CROWN 3rd 1,975 10,607 18.6%

3 年分の合計 2,820
1

22,491 12.5%

* TTR (%) = 異なり語彙数 ÷ のべ語彙数 × 100

異なり のべ TTR

POWWOW 1st 1,117 4,286 26.0%

POWWOW 2nd 1,738 8,300 20.9%

POWWOW 3rd 671 2,260 29.7%

3 年分の合計 2,532
1

14,855 17.0%

3 年分の語彙数の合計は両教科書共におよそ

3,000 語であるが、CROWN の語彙数は学年があが

るにつれて増加しているのに対し、POWWOW は 2

学年の語彙数が一番多くなっており、3 学年が一番

少ないという結果になった。これは３学年の教科書

では本文の他に、文法説明と練習問題、慣用表現

の紹介が多く含まれている結果である。また、TTR

が POWWOW の方が全学年の割合が高いため、

POWWOWは語彙数が少ない代わりに、語彙のバラ

エティに富んでいる。

1 3 年分の教科書の異なり語彙数の合計は、3 年分の異なり語彙数を

足した結果ではない。
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また、連鎖についても同様に調査した結果を以

下に示す。

異なり のべ TTR*

CROWN 1st 3,426 5,413 63.3%

CROWN 2nd 5,412 8,819 61.4%

CROWN 3rd 7,731 12,588 61.4%

3 年分の合計 14,074
2

26,820 52.4%

異なり のべ TTR

POWWOW 1st 3,527 5,428 65.0%

POWWOW 2nd 6,412 10.319 62.1%

POWWOW 3rd 1,977 2,780 71.1%

3 年分の合計 10,529
1

18,527 56.8%

語彙と同様に連鎖の TTR も POWWOW の方が全

学年及び合計の割合が高く、バラエティに富んだ連

鎖が使われていることがわかる。

4. 考察

各教科書の語彙上位 100 位をレベル別に分けた

結果、大差はないという結果がでた。だが、

POWWOW ではレベル 1～7 まで幅広く使用されて

おり、TTR を算出した結果、POWWOW は全体の語

彙数が少ない代わりに TTR が高く、語彙のバラエテ

ィに富んでいることがわかった。

次に、連鎖の相対頻度から POWWOW では全学

年共通で、I + be と it + be の表現が多いことから、be

動詞の使われ方は学年があがっても大きく変化しな

いことがわかる。

それに対し CROWN では、1 学年では I + be が

多く、学年が上がると I + be の組み合わせは減る。

2 3 年分の教科書の異なり語彙数の合計は、3 年分の異なり語彙数を

足した結果ではない。

また、全学年共通して there + be の組み合わせが

多いことから、本文の内容が作文的文章から説明

的文章へと変化しているのではないかと考える。

教科書の構成としては、POWWOW の 1学年は挿

絵や写真、図やグラフが多く、1Part 毎の文字数は

少なく出来ている。写真や挿絵には解説も添えられ

ており、本文に関連した豆知識や歴史的出来事に

ついて書かれている。これは文字と視覚的効果を合

わせて利用し、生徒が本文に対して興味を持ち、理

解を深められるようにしている結果ではないかと思う。

1 学年の教科書は LESSON1～3 までは文字の大き

さが少し大きくなっており、LESSON4～は 2,3 学年と

同じ大きさになっていることである。こうして徐々に中

学校英語から高校英語へシフトさせていると思われ

る。

次に 2 学年は、1 学年と比較すると写真等が減っ

ており、各 LESSON の内容が長くなっている。1 学年

と比較すると文法説明も増えているが、文法用語は

多用せずシンプルに文法事項と用法が載っており、

それに関する練習問題が数題添えられている。これ

は文法の解説には深入りせず、帰納法による文法

習得を目指した結果であると思われる。

最後に 3 学年は、1,2 学年が一章に対し文法説明

と練習問題が 2 ページずつであるのに対し、3 学年

は 4～5 ページずつとなっている。文法用語を用い

た詳しい文法説明、それに関連した慣用表現や例

文が載っており、最後にドリルとして練習問題が 1～

2 ページ分添えられている。そして章の最後には各

LESSON の重要文法をまとめた練習問題が２ページ

ほど載っており、文法理解に重点を置いているよう

に見える。また、本文の量が多いということはインプ

ットする情報量が多いということであり、これは演繹

法よりは帰納法に適している形である。

これらのことから、POWWOW ENGLISH COURSE

Ⅰの教科書ではまず本文（英語）への興味を深め、

中学英語から高校英語へとシフトすることに重点を

置き作られているのではないかと思う。一番語彙数

の多い POWWOW ENGLISH COURSEⅡでは帰納

法による文法習得を目的とし（そのため語彙数が一

番多くなっているのではないか）、反対に一番語彙

数の少ないⅢでは、Ⅱで体得した文法事項の中身

と慣用表現を、文法用語を含め大学受験にも対応し

た形で詳しく学んでいくといった流れで作られてい

ると考えられる。
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次に CROWN ENGLISH SERIES では、

POWWOW と比較するとまず教科書の厚さが 1.5 倍

ほど厚くなっている。1 学年の教科書では

POWWOW のように文字の大きさが変えてあるという

こともなく、POWWOW と比較すると挿絵など図解も

少ない。本文の内容も POWWOW と比べると長くな

っているが、文法の説明は同じようにシンプルに文

法事項と用法が載っており、それに関連した練習問

題が数題添えられている形である。中学校英語から

高校英語へシフトするというよりは、帰納法を用いて

英語を体得させることに重点を置いているように感じ

る。

2 学年では各章の終わりに summary と文法解説、

練習問題が設けられており、ページ数は 5~6 ページ

となっている。文法解説では POWWOW の 3 学年の

ように文法用語が多用され、それに関連した慣用表

現やイディオムが載っている。本文の長さは

POWWOWの 2学年と変わらないように思えるが、特

徴としては会話のみで構成された LESSON がいくつ

かあることだ。

3 学年では、1.2 学年の教科書が B5 サイズである

のに対し 3 学年は A4 サイズになっている。厚さはさ

ほど変わらず、まさに「Reading」に重点を置いた教科

書となっている。文法解説も文法用語を多用し、大

学受験を意識したものとなっているようだが、どちら

かといえば summary や comprehension が多く、内容

理解に重点を置いているように感じる。

結果として、CROWN ENGLISH SERIES は全体の

語彙数が多い、つまりインプット量が多く、こちらの

教科書は帰納法を用いる場合に適していると思われ

る。また、会話のみで構成された LESSON を作ること

で、会話表現や慣用表現に多く触れられるようにな

っており、その他にも手紙のフォーマットなど、本文

を通し様々なパターンの英語に触れられるように作

られている。

対して POWWOW ENGLISH COURSE は、全体

の語彙数はどの学年も CROWN ENGLISH SERIES

よりも少ないが、TTR が高いため、語彙のバラエティ

には富んでおり、語彙数を増やすためには適した教

科書となっている。

これらのことから、帰納法での英語教育をする場

合には、単純に語彙数の多い CROWN ENGLISH

SERIES の方が適していると考えられる。だが、先に

も書いたように TTR の割合を見ると POWWOW

ENGLISH COURSE の方が語彙、及び連鎖のバラエ

ティに富んでいるため、生徒をより多くの語彙、表現

に触れさせたい場合はこちらのほうがあっていると

いうことになる。

「英語でのコミュニケーション能力の育成」を目指

した時に、「語彙、表現の多さ」に重点を置くのか、

単純に「英文のインプット量」に重点を置くのかで使

用すべき教科書は変わってくるため、プロセスに合

わせて教科書を選んで英語教育に役立てていくべ

きである。

5. まとめ

今回の研究では、語彙レベル、総語彙数や異なり

語彙数、のべ語彙数等を算出し、二種類の教科書

間での違いや学年ごとの違いが見えたが、３年分の

合計語彙数やレベルにはさほど差がない等、興味

深い結果が出た。また、今回は JACET8000 によるレ

ベル分けを上位 100 位までとしたが、今後は全ての

語彙のレベルを調査し、どれほど差がでるのかを課

題としていきたい。また、連鎖に関しては BNC との

比較が今回はできなかったので、そこも今後の課題

とし、各教科書の連鎖とネイティブの表現とを比較し

ていきたい。
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テキストマイニングで海外の意見と日本の意見の違いを比較する

垣内 康輔

麗澤大学

外国語学部外国語学科

Kakiuchi Kosuke
a09130k@reitaku.jp

概要:この研究では海外の文化の違いと日本の文化の違いをテキストマイニングと呼ばれている自然言語技術

のソフトウェアによって調べることが目的だ。今回の研究では、マクドナルドの６０秒キャンペーンのニュースに

ついて日本と海外からそれぞれ意見をまとめた。このニュースを取り扱ったのはマクドナルドは世界中に展開

されている。また、知名度があると考えたのでこのニュースにした。そして、Tiny Text Minerというテキストマイニ

ングのソフトウェアを使用する。結果は、日本と海外では違った意見があるということを発見できた。今回の発表

ではこれらのことを発表する。

キーワード：日本の考え、海外の考え、テキストマイニング

1. はじめに

世界には違った歴史、教育、文化、習慣がある。

それらの違いは人々の考え方に変化をもたらし、自

分だけの考えや発言をする能力を引き出した。また、

「カルチャーショック」という言葉があるように、文化の

違いを受け入れるのが難しい人がいる。それは、国

によって文化という個性が存在しているからではな

いかと考える。

日本と海外では意見の違いや価値観の違いはど

う違ってくるのか。つまり、日本と異なった環境で生

活をしている人々は私たちとは考え方が違ってくる

のだろうか。日本にあるものが海外にないし、海外に

あるものが日本にない、このことを踏まえると全員が

同じ意見になることはないので、日本の日常生活で

は耳にすることができない珍しい意見を聞けるので

はないかと考える。この卒業研究では、日本での考

え方・価値観はどのようなものなのか、海外での考え

方・価値観はどのようなものなのか、両方を比較して

どのような考えが多いのかをまとめる。

この卒業論文ではテキストマイニングと呼ばれて

いる自然言語技術を使用する。テキストマイニング

は私たちに新しい発見・気付きを与えてくれるソフト

ウェアである。どのようにして発見をするかというと名

詞、形容詞などを抜き出しどのような言葉が使われ

ているのかをしらべることができる。また、どのような

地域で単語が使われているか、どのような時期にこ

の単語が使われているかなど、偏りなどを発見する

こともできる。このことから、このソフトウェアを使用す

ることにより、新たな発見を得ることができると考えて

いる。

2. 研究の目的

この研究を通してテキストマイニングの理解を

深めたいと考えている。そのためにソフトウェアを

使用し操作方法や有効な活用方法を身につけた

いと考えている。それらのことをすることによって

新しい発見を得るために必要なことであると考え

ている。

日本人の意見と海外の意見の違いはどういっ

たものなのだろうか、またそこから考え方も違うの

かを調べたい。意見はインターネットの掲示板な

ど意見が多く集まる場所などをテキストマイニング
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の対象範囲にして、比較したいと考えている。そ

の中で私が比較をしているデータは
1

「マクドナ

ルドの６０秒キャンペーン」の反応についてである。

マクドナルドの６０秒キャンペーンとは 注文して

から６０秒以内にお客様に商品を提供できなけれ

ば、ハンバーガーの「無料券」がもらえるというキ

ャンペーンである。私がこの反応を選んだ理由は、

世界中の人々がマクドナルドを知っているため、

意見を集めやすいことである。マクドナルドは全

世界１２１国に３万の店舗を展開している。そのた

めに、私は日本の方以外からも意見を集めること

ができるのではないかと考えた。６０秒のキャンペ

ーンについては
2

海外のフォーラムサイトで意見

を集めることができたので、そこのフォーラムから

紹介したい。サイトでは６０秒キャンペーンについ

て海外のインターネットユーザーの方々が議論を

している。そこには、様々な意見が述べられてお

り、一つ一つの意見がとても興味深い内容となっ

ている。この研究では日本のインターネットユー

ザーの方々と海外のインターネットユーザーの

方々とでは、どのような意見の違いがあるのかを

見てみたい。マクドナルドは世界中の地域に店舗

を展開している。しかしながら、今回の「６０秒キャ

ンペーン」は日本で始まったキャンペーンである。

それを日本の方は実際に体験してみて、何を考

えたのか、また何を感じたのかを調べていきたい。

また、海外にいる方は、実際にはこのキャンペー

ンを体験することができない。自分が触れることの

できないキャンペーンをどのように評価するのか

も調べる価値はあると考えている。

日本の方々の意見もインターネットからとるようにし

た。現在、日本では SNS を通してのインターネットユ

ーザーの意見の発信が活発になっている。そこで私

は「twitter」と呼ばれるミニブログ形式の SNS サイトか

ら意見を頂くことにした。最初に、私は naverまとめサ

イトと呼ばれる情報収集サイトでどのような情報が集

まっているのかを確認した。その中から、現在、マク

ドナルドのキャンペーンの話題を発見した。今回は、

こちらの インターネットユーザーの方からの意見を

1
マクドナルド「60 秒サービス」に対する反応

http://matome.naver.jp/odai/2135739438292023101
2 McDonald’s guarantees your order in 60 seconds or you get
free burger
http://www.japantoday.com/category/food/view/mcdonalds-guar
antees-your-order-in-60-seconds-or-you-get-free-burger

参考にした。

3. テキストマイニングに使用するソフト

本稿ではテキストマイニングの無料ソフトウェアを

使用する。ソフトウェアは TTM(Tiny Text Miner

の略) 松村 真宏作 である。

Tiny Text Miner(TTM)を使用した理由は

（１）機能が必要最低限そろっており無駄なく

使いやすい。

（２）英語を対象として解析することができる。

（３）無料である。

という以上の理由である。

4. データの分析

この章ではどのようにしてテキストマイニングを行

ったかを説明する。

これは日本のインターネットユーザーのマクドナル

ドの６０秒サービスキャンペーンの意見をまとめたサ

イトである。このホームページから意見を抜き出して、

テキストマイニングで言葉を抽出してみることを試み

た。

手 順 と し て は ま ず 、 サ イ ト 上 に あ る 意 見 を

Microsoft Office Excel に入力する。入力が完了し

たら、次に拡張子を.csv にして CSV 形式で保存す

る。タイトルはどのようなタイトルでも大丈夫である。

ここでは mcdonaldsinjapan.csv として保存する

その次に TTM を起動し、「入力ファイル」の欄に

先ほどの CSV 形式のファイルを入力する。そして出

力されるファイルを設定し、MeCab がインストールさ

れているファイルの場所を指定すれば完了だ。そし

て、６種のフォーマット全てにチェックを入れれば６

種のフォーマットが表示される。これは第一のフォー

マットである。品詞の出現件数が降順で表示されて

いる。一番多い単語からマクドナルドの略称である

「マック」、そして「食べる」などと順番に続いている。

次に海外のインターネットユーザーのマクドナルド

の６０秒キャンペーンに対する反応を TTM を使用し

て分析した。

このサイトから記事を見たインターネットユーザー

の意見を抜き出す。意見はサイトの下の方にある。
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合計で６０のコメントが集まっている。こちらの意見も

Microsoft Office Excel に入力し拡張子に.csv にす

る。ファイルのタイトルを mcdonalds.csv で保存する。

次 に TTM で 入 力 フ ァ イ ル に 先 ほ ど の

mcdonalds.csv を入力する。そして出力フォルダと

MeCab がインストールされているフォルダをそれぞ

れ指定する。フォーマットを１から６までチェックを入

れる。次に詳細設定のタブをクリックする。ここでしな

ければならないのが English Text の場所にチェッ

クしなければならない。日本語で抽出するときは

English Text にチェックを入れる必要はないが、英

語の言葉を抽出する際はここにチェックを入れなけ

ればならない。この手順が終わったら、解析のボタ

ンをクリックする。上の抽出結果で一番多い語が I と

いう語で、そのあとに is, time と続いていく。

5. 考察

日本人の方のインターネットユーザーと海外の

方のインターネットユーザーの意見を抽出した結

果、一番議論されているのが、マクドナルドのスタ

ッフについてではないかと考えている。理由は、

まず日本人のインターネットユーザーで多かった

語としてあげられるのが「大変そう」である。実際に

３回この語が使われた。それは６０秒以内にお客

様が注文した商品を出さなければならないため、

普段よりも素早く商品を提供しなければならない

プレッシャーそして労働量が増えたからではない

だろうか。そして、これは１７番目にある「ひどい」と

いう語につながっている。なぜ「ひどい」につなが

ったかというとそれは商品の質につながってしま

った。６０秒以内に提供しなければならないため、

商品を作るときに少し雑につくるようになってしまう

のではないだろうか。この結果を見る限りでは日

本のインターネットユーザーはこのキャンペーン

に賛成できてない人が多いのではないかと考え

ている。

一方、アメリカのインターネットユーザーもスタ

ッフに対する議論が多いという結果が出た。それ

を示す語が”staff”である。ある文章の中にはマク

ドナルドの店員を気の毒に思うという文章があっ

た。しかし海外のインターネットユーザーは批判

ばかりではないということも分かった。それは”

promotion”という語からである。その単語は４回抽

出されていた。それは宣伝方法についての議論

があったからだ。つまり、マクドナルドを宣伝する

という意味ではこのキャンペーンは良い方向に働

いているために、利益につながっているのではな

いかという意見もあった。

この異なる国の人の意見を比較してみて考え

たことは、両方の意見は似ている部分が多かった

ということである。また、両方の国で少し別の角度

からもこの記事をみているのではないかと考えた。

その理由は、それぞれのインターネットユーザー

はスタッフに対して気の毒に思っているということ

であった。この部分は共通している部分であると

考えている。また、日本のインターネットのユーザ

ーは商品の質に不満がある人が多かったのに対

して、海外のユーザーは宣伝の面から物事をとら

えている人もいた。

6. まとめ

この研究のを通して日本のインターネットユーザ

ーの方々と海外のインターネットユーザーの方々で

は意見が違ってくることを発見できた。同じこと（スタ

ッフなど）を気にしている部分もあるが、やはり違う視

点から物事を見ているのではないかということを理解

することができた。
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HTML5, CSS3 を用いたマルチデバイス Web サイトの構築

青柳美紀
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外国語学部英語英米文化専攻
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概要：HTML5 はスマートフォン（アンドロイド,iPhone）での利用に特化した機能をもっており、さらに同時期に

開発されたスタイルシートの CSS3 との相性が良いことで知られている。スマートフォンの普及と閲覧環境の多

様化に伴い，Web サイトの見やすさ・使いやすさは画面の大きさや解像度といった物理的特性により大きく影

響される。本発表では、現代の多様な端末環境をふまえ機種に依存しないマルチデバイス Web サイトのもつ

機能・デザイン上の要件を考察し、実際に構築したマルチデバイス Web サイトの事例を紹介する。

キーワード：HTML,CSS,マルチデバイス,メディアクエリ,ユーザビリティ

1. 現代におけるスマートフォンの普及率

今日、PC やスマートフォン、ガラパゴス携帯（フィ

ーチャーフォン）などの設備と、インターネットへの

接続環境を準備するだけで、Web サイトが簡単に制

作できるようになっている。そのため、企業や団体な

どの組織の情報発信から、個人やグループなどの

私的な情報発信まで、Web サイトがさまざまな目的

で利用されている。また Web サイトは特定の人数に

向けた情報から、不特定多数の人に向けた情報ま

でいろいろなタイプの情報を発信することができる。

近代における Web サイトの存在はもはやなくてはな

らないメディアの一つとなっている。

世界市場における携帯電話販売台数に占めるス

マートフォン（フィーチャーフォンを含む）の比率は、

2011 年（平成 23 年）は約 27％に達している（図 1）
1
。

スマートフォン比率は今後拡大を続け、2015 年（平

成 27 年）には世界市場において 5 割を超える見通

しとなっている。また、スマートフォンの販売台数は、

2011 年（平成 23 年）の 4 億 7,000 万台から、2016
年（平成 28 年）には 13 億台に、年平均 22.5％での

1
総務省, スマートフォン等の急速な普及と端末市場の変化（2012）

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html
/nc122110.html

成長が予測されており、高い成長が見込まれる有望

市場であることが示唆されている。

図 1 世界の携帯電話販売台数に占めるスマート

フォンの販売台数の推移(推計)
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国内での 2011年度のスマートフォンやタブレット端

末などの「スマートデバイス」の出荷台数は、前年の

2.8 倍の 2,628 万台となり、PC の台数 1
大きく上回っている。今後も増加していくことが予想

され、2016 年には 4,210 万台となる見込みである。

同年の PC の出荷台数 1,511 万台の 2.8
チャーフォンの 5.8 倍にあたる。（図 2）

図 2 スマートデバイスおよび関連端末の国内出荷

台数予測 (ICT 総研による)

スマートデバイスにおけるスマートフォン

ット端末の割合はスマートフォンの方が多く、今後

2016 年には 3290 万台に拡大されると予想される

一方で 2011 年度のタブレット端末の出荷台数は

276 万台でスマートデバイス全体に占める比率は

10.5％に過ぎないのだが 2012 年以降はタブレット

端末の出荷伸び率がスマートフォンを上回っていく

ことが予想される。（図 3）
2

図 3 スマートデバイス出荷台数予測の内訳

総研による)

これらの情報から Web を制作・管理する人は何に

重点をおいているのだろうか。また単純で

Web サイトでもマルチデバイスに対応させる必要が

あるのだろうか。本発表では、マルチデバイス

サイトの構築に必要な機能・デザイン上の要件を検

討し、実際にマルチデバイスに対応した

2 ICT 総研(2012)「2012 年度スマートデバイス需要動向調査

http://www.ictr.co.jp/topics_20120625.html
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やタブレット端

末などの「スマートデバイス」の出荷台数は、前年の

1,496 万台を

大きく上回っている。今後も増加していくことが予想

万台となる見込みである。

2.8 倍、フィー

スマートデバイスおよび関連端末の国内出荷

スマートフォンとタブレ

ット端末の割合はスマートフォンの方が多く、今後

予想される。

年度のタブレット端末の出荷台数は

万台でスマートデバイス全体に占める比率は

年以降はタブレット

端末の出荷伸び率がスマートフォンを上回っていく

出荷台数予測の内訳 (ICT

を制作・管理する人は何に

重点をおいているのだろうか。また単純で小さな

サイトでもマルチデバイスに対応させる必要が

あるのだろうか。本発表では、マルチデバイス Web
サイトの構築に必要な機能・デザイン上の要件を検

Web サイト

年度スマートデバイス需要動向調査」

の構築を通じその意義を考察する。さらに

トを閲覧する人のブラウザなど閲覧環境の分析し、

それぞれの環境に適応した Web サイトの構築を目

指し今後の研究の課題として進めていく。

2. 現在のマルチデバイスの対応状況

近年、スマートフォンやタブレット端末の所有率は

急激に伸びている。使う人が増えればそれに比例し

て便利な Web サイトや見やすい Web
も自然と増えてくる。そのような現状からして

サイトがあれば問題ないという考えはもう時代遅れで

あり、今後はさらにスマートフォンでの閲覧に最適化

された Web サイトの必要性が高まってくる。しかしま

だ新しく、成長の過程にある分野であるため知識や

技術が確立されていないという現状がある。

Google Developers (2012)によれば、

マルチデバイス対応には３つの構成の手段があると

されている。
3

 すべてのデバイスに対し単一の

ーザーエージェントに応じてデスクトップ用

かモバイル用かなどを判断して動的に異な

る HTML と CSS を提供するサイト。

 モバイル用のサイトとデスクトップ用のサイト

を別々に構築しているサイト。

 レスポンシブ Web デザインを使用している

サイト。

レスポンシブWebデザインとは、サイトを閲覧する

デバイスのウィンドウのサイズによって自動的にペー

ジのコンテンツの配置やデザインなどを最適化させ

る技術のことを言う。PC サイト、スマートフォンサイト

と別々にページ構築をすると事実上

管理しなければいけなくなってしまい更新や解析す

るデータが倍になってしまうことから運用の面で手間

がかかることになる。レスポンシブWeb
用するメリットとして、運用するコストを下げられる上

に基本的なデザインを統一しながらサイトを構築す

ることができるということがあげられる。

3Google Developers (2012) "Building Smartphone
Websites" URL:
https://developers.google.com/webmasters/smartphone
ails
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の構築を通じその意義を考察する。さらに Web サイ

トを閲覧する人のブラウザなど閲覧環境の分析し、

サイトの構築を目

指し今後の研究の課題として進めていく。

の対応状況

近年、スマートフォンやタブレット端末の所有率は

急激に伸びている。使う人が増えればそれに比例し

Web サイトの需要

も自然と増えてくる。そのような現状からして PC用の

題ないという考えはもう時代遅れで

あり、今後はさらにスマートフォンでの閲覧に最適化

サイトの必要性が高まってくる。しかしま

だ新しく、成長の過程にある分野であるため知識や

技術が確立されていないという現状がある。

によれば、現状として

対応には３つの構成の手段があると

すべてのデバイスに対し単一の URL で、ユ

ーザーエージェントに応じてデスクトップ用

かモバイル用かなどを判断して動的に異な

を提供するサイト。

用のサイトとデスクトップ用のサイト

デザインを使用している

デザインとは、サイトを閲覧する

デバイスのウィンドウのサイズによって自動的にペー

ンツの配置やデザインなどを最適化させ

サイト、スマートフォンサイト

2 つのサイトを

管理しなければいけなくなってしまい更新や解析す

るデータが倍になってしまうことから運用の面で手間

Webデザインを適

運用するコストを下げられる上

がらサイトを構築す

。

Building Smartphone-Optimized
" URL:

https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/det
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3. HTML5 と CSS3：Web ページのマークア

ップの最新状況

HTML (HyperText Markup Language)はテキ

ストファイルとして用いられるマークアップ言語であ

る。HTML は文書の構造を「タグ」という目印によっ

て示す。それをブラウザは HTML データの中のタ

グを解析し、例えばどの部分が見出しでどれが段落

であるのかを識別し、そのデータを見た人がその役

割を理解しやすいように大きな文字で表示したり行

空けをしたりして表示する。タグは要素タイプの名前

を山括弧（< >）で囲んだもので、その要素のタグの

初めと終わりがどこなのかを示すために開始タグと

終了タグの２つをセットにして用いる。終了タグには

開始タグと見分けるために</ で書き始める。開始タ

グの先頭から終了タグの末尾までを「要素」と呼び特

にその要素の中で囲まれた内部を、要素の内容とい

う。

HTML と同様に現代の Web ページを作るうえで

欠かせないものとして用いられているのが CSS
（Cascading Style Sheets）である。これは HTML
や XML などのマークアップ言語の見栄えなどの表

示を指示する仕様である。HTML だけでもある程度

見栄えの指示はできるのだが、タグごとに個々に見

栄えを指定していては冗長なうえ、書き換える手間

が か か る の で あ る 。 CSS の 利点と し て複数の

HTML 文書を一つの CSS ファイルに関連付けるこ

とでデザインを変更するときにその CSS ファイルを

変更するだけで関連付けられた HTML が変更でき

る。

基本的に CSS は

セレクタ｛プロパティ：値 ｝

といった記述のしかたをする。セレクタはスタイルを

適用する対象を示す部分のことを言い、適用するス

タイルは「プロパティ：値」の形式で「｛」と「｝」の間に

書く。この時プロパティと値の前後には、自由に空白

文字を入れることができる。また複数指定をすること

ができ、その時は「プロパティ：値」を「；」で区切って

指定をする。

3.1 HTML5 の状況

これまでの HTML4.01 や XHTML1.0, 同 1.1
に比べ数多くの新しい追加や変更点が加えられて

いる HTML5 はこれまでの HTML とは一線を画す

次世代のマークアップ言語であり、文書の作成が目

的であった HTML4.01 や XHTML1.0 に加えて、

アプリケーション機能が加わったものである。アプリ

ケーションの例として、動画や音声、グラフィックの描

画などを HTML の要素として作ることができる。（今

までは Flash などプラグインを必要とするコンテンツ

を用いていた。）それに加えてこれまでの HTML
（XHTML）においては、どの要素にどんな要素を

入れられるかといった情報は SGML（Standard
Generalized Markup Language）のルールに従っ

て DTD（Document Type Definition:文書型定義）

の中で定義をされていた。しかし HTML5 には

DTD が無く、そのような情報は仕様書の中に直接

記載されている。そのため DOCTYPE 宣言で DTD
を示す必要はなくなった。それに加えて今まで div
を用いてマークアップをしていた要素などの文書構

造を簡略化して、明示的に表すことができる新たな

要素が加わった。新たな要素の例として、header や

footer, nav, article などがある。(図 4)

さらに HTML5 を開発する目的は機能の拡張だ

けでなく、ブラウザの互換性が重要になってくるので

ある。Windows や Mac OS X など特定の OS を使

わなくては HTML5 が利用できないということはなく、

最新のウェブブラウザを使ってサイトを見ることによ

って非互換性を取り除くことがほぼ可能になるので

ある。後方互換性に関しては可能な限り既存の Web
ブラウザとの考慮をして設計されているのだが、古

いブラウザには代替コンテンツを提供できるようにな

っている。

図 4 HTML4.01/XHTML1.0（左）と HTML5（右）
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3.2 CSS3 の状況

CSS3 は、Web ページの見栄え（デザイン）を定

義するための言語として、広く使われている CSS
（Cascading Style Sheets）の最新版で、それまで

の CSSに比べて機能が増え、より簡単に、複雑なデ

ザインができるようになったのが特徴である。

特徴的な例として

 セレクタやプロパティの数が百種類以上追

加された。

 要素の番号を指定し、たとえば奇数番号に

記述された要素だけにデザインを反映させ

ることができるようになったことや、これまで

に表現できなかったグラデーションや丸い

角の淵（図 5, ページ右上）を表現できること

などがある
4

これまでも、HTML4.01 や CSS2.1 でも link 要

素の media 属性や@media、@import に「screen」

や「print」を指定して CSS の適用対象となるメディ

アを限定することは可能だった。CSS3 のメディアク

エリはこれがされに拡張され、ウィンドウや画面の大

きさ、解像度なども条件として指定することができる

ようになった。これによってユーザーの状態を調べ

てそれに合った特定のスタイルシートを分けることが

できる。メディアクエリは 2 節で述べたレスポンシブ

デザインにおいて中心的な役割を果たしており、ス

マートフォン向けなどのサイト作成に特に効果がある

と考えられる。

しかし IE6 のように CSS3 が出てくる前にリリース

されたブラウザには当然だが対応がしていない、一

部の機能についてはそのようなブラウザの独自の拡

張機能やスクリプトなどで同様に表示することも可能

であるが、それによって弊害が起きることもある。
5

4 Selectors Level 3,(2011) http://www.w3.org/TR/2011/REC-css
3-selectors-20110929/
5

『よくわかる HTML5+CSS3 の教科書』,大藤幹[著](2012),46 ペー

ジ

3.3 HTML5 と CSS3 の相性

HTML5 と CSS3 は同時期に開発された機能で

あることから高い整合性をもっており、組み合わせや

すい。例えば、HTML5 では video プロパティや

audio プロパティを用いて動画や音声の描画ができ

るようになった。さらに CSS3 では HTML5 で新しく

使えるようになった要素に加えて画像を使わずにグ

ラデーションや角の淵を丸くするなどの視覚効果の

多様性やフォントの読み込み、マルチカラムのレイ

アウトなどが可能になり、表現方法が格段に増えた

ことやいままで手間がかかっていた素材作成などの

作業を省けるといったところなど相性がとても良いと

いうことがわかる。

4. 「理想の Web サイト」とは

第 3 節で述べた HTML5 と CSS3 のそれぞれの

特徴、２つの相性をふまえてどのようなサイトが運営

していく上で理想的なものなのかを考察する。

第一に、Web サイトを見る人が見やすい、閲覧を

していて、リンク切れや画像の不表示などのエラー

や不備が無いことなどのユーザビリティを重視するこ

とである。ユーザビリティとは Web サイトの使いやす

さやわかりやすさのことであり誰が見てもわかりやす

いサイトを構成することを第一に考えるべきである。

今日、HTML5 や CSS3 にはブラウザのバージョン

やブラウザの種類によっては表示されない要素やセ

レクタなどがある。例えば<video>要素を利用する上

でのブラウザの差異や互換性は目をつぶることはで

図 5 CSS3 の角丸のプロパティを使ったメニュ

ーアイコンを作成することでアイコンの画像ファ

イルを作成する手間を省くことができる
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きない。しかしまだ開発途中の草案であることもあり、

現在サポートができないブラウザでも閲覧や機能の

装備ができることが期待できるのだが現段階で閲覧

できない人のために代替テキストを使うなどの対策

をして、それぞれの配慮をすることも大切である。

さらに作成をした Web サイトに解析を設置するな

どして、サイトを訪れる人が使用しているブラウザの

調査をし、アクセスする人がどのようなブラウザ、デ

バイスから訪問しているのかを理解し、それらに適

応させたサイトを作成することでユーザビリティの向

上につなげることができる。

結論として、サイトを作成する技術を身につけペ

ージの推移がしやすいデザインなどを実装していく

ことを試み理想的なサイトを作成、運営していくのに

実行するべき項目が以下の通りである。

 閲覧者が見やすい、ページ推移のしやすい

ユーザビリティに富んでいるサイトであるとい

うこと

 閲覧者がどのブラウザやデバイスを使用し

ているのかなどの閲覧環境の調査を行い、

どの環境からでも閲覧ができるサイトである

ということ

5. Web サイト構築事例の紹介

以上で述べてきた内容を踏まえ、本節では 4 節で

述べたマルチデバイス対応の理想的な条件に合っ

たサイトの構築を実際に試みた。

理想的な条件にあったサイトの構築にあたってユ

ーザビリティの観点から PC,スマートフォンなど、ど

のデバイスからサイトを閲覧しても見やすいことを考

慮したマルチデバイス Web サイトを構築することが

あげられる。具体的に述べるとスマートフォンではサ

イト内を移動しやすいリンクボタンの設置や、キャリ

アの通信回線や Wi-Fi などの回線速度、電波状況

などから見たサイトの表示の速度を配慮したうえでの

１ページ分の容量が適切な量であることなどがある。

まずマルチデバイス Web サイトを構築するために

第 2 節で記述したレスポンシブデザインの方法を採

用し、CSS3 を用いてデバイスごとのファイルを作成

した。それぞれのデバイスにあった画面のサイズを

指定することでその設定に合った CSSが表示される

仕組みである。この記述の場合、画面のサイズだけ

でなく開いているブラウザの横幅でも CSS が変更さ

れるため、PC で開いているブラウザの大きさを変更

するとその大きさに合った CSS も変更されて反映さ

れるようになった。(図 6)

6. まとめと今後の課題

本研究では、スマートフォンと PC サイト向けに

HTML5 と CSS3 を使って Web サイト構築すると言

う研究を進めてきた。作って間もないサイトであるの

で今後も調整とテストを繰り返し、HTML5 の新要素

や CSS3 のセレクタの新しい効果を十分に取り入れ

るのと同時に、ユーザビリティーの向上を図ることを

めざしたい。

理想とする Web サイトとして第４節でも記述したサ

イトを訪問するブラウザに関して、アクセス解析サー

ビス[文献 8]を利用し、訪問者の OS、ブラウザやデ

バイスなどの割合を調査することにした。今後調査

の結果をふまえ、互換性の配慮をする必要があるケ

ースの検討など今後も研究をすすめ理想的なサイト

へと近づけていくことが必要であると考える。

図 6： メディアクエリを用いたレスポンシブデザインの記述を書き込んだ CSS
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※ 今回作成した Web サイトは以下の QR コード、

URL からアクセスして閲覧することができる

(図 7)。

図 7 千葉ゼミの HP の QR コード

http://chibasemi.reitaku-u.ac.jp/index.html
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概要：麗澤大学では、2010 年から社会的責任規格 ISO26000 を活用する取り組みとして、温室効果ガス削減へ

の活動を行っている。廣池学園内計 4 か所の受電所には、それぞれデマンド監視装置が設置されており、この

装置を利用して学内の消費電力が計測されている。しかし、そのデータは手作業によって記録されていて手間

がかかっていた。そのため、計測値を公開する手段と環境が整っておらず、節電の呼びかけも弱い状態である。

そこで、本研究では消費電力を計測するデマンド監視装置からデータを自動的に取得し、合計量を算出したも

のを定期的に記録するシステムを開発するに至った。さらに、使用電力量を Web を通じてリアルタイムに公開

するシステムも開発し、学内公開用のパネル装置「みえパネ」の運用を行った。これら全体を「麗澤電力」と呼

び、円滑な使用電力量の情報の提供と人々の節電意識を向上させるシステムを目指した。

キーワード：節電, 電力測定, デマンド監視装置, perl, RRD ツール, CGI

1. はじめに

麗澤大学では、2010 年度から社会的責任規格

ISO26000 を活用する取組みとして、温室効果ガス削

減への活動を行ってきている（図.1）。学内にはデマ

ンド監視装置と呼ばれる機器が設置されており、こ

れを利用して学内の電力使用量が計測されてきた。

しかし、そのデータは手作業によって記録されてい

て手間がかかっていた。本システムでは、装置から

データを自動的に取得する。そしてデータの記録を

行い、さらにリアルタイムに Web を通じて HP やパ

ネルで公開する「麗澤電力」システムを開発した。

2. システムの概要

麗澤電力において、学内の電力情報を記録・公

開するための手順は図.2 のようになっている。

図.1 麗澤大学 ISO26000 の内容
社会の持続可能な発展を測るために、2010 年に発行された新しい

規格。大学としての活用宣言は本学が日本初である。

http://www.reitaku-u.ac.jp/daigaku/torikumi/iso26000/

図.2 麗澤電力の主な工程
本システムでは、まずデマンド監視装置を通じて電力情報を取得す

る。続いて、取得したデータを記録し、その記録から平均値等の割り

出しやグラフ化を行う。そして、それらのデータを Web から読み込ん

で公開する。これらの動作がそれぞれ独自で繰り返し行われていく。
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また、学内の目立つ場所にパネルを設置して、よ

り節電意識を高めてもらうことを目的とした「みえパネ」

システムも開発した。

みえパネとは、より多くの人から親しみをもっても

らえるように考えて名付けられたもので、「見えるパ

ネル」の略称である。また、麗澤電力のマスコットキャ

ラクター「れいでんくん」も作成した（図.3）。

3. システムの構成要素

3.1 麗澤電力サーバー

麗澤電力のサーバーには PC を用いた。PC は、

研究室にあった中古の部品を流用し、また新品の部

品も追加した自作PC である。HDDは RAID11
構造

にするために 500GB のものを 2 台取り付けた。

1 RAID とは、複数台の HDD を使い、アクセスの高速化や高信頼性

を実現する技術の事である。RAID1 では、同じデータを別々の

HDD に書き込むことで、高い信頼性を得ることができる。

OS は FreeBSD8.3 で、プログラムの開発言語は

perl を用いた。プログラムは、UNIX サーバーの

crontab2
から呼び出されることで実行される。なお、

Web サーバープログラムは apache を使った。

3.2 デマンド監視装置(E-Energy)

消費電力量の測定には三菱電機が提供するデマ

ンド監視装置「E-Energy」
3
を用いた。

通常デマンド監視装置は経費を削減する目的で

用いられ、結果的に炭酸ガスの排出量を抑える効果

を持つ。これは、事業所などの大口需要組織の電気

料金が 30 分間毎の使用電力量の最大値を基準とし

て基本料を定められるためである。従って、電力使

用量を監視し、仮に前半 15 分の使用量が多ければ、

後半の 15 分は使用量を抑えるような対応を行えば

経費を削減することができる。

この装置を用いることで、ネット上でリアルタイムに

デマンド管理情報を得ることが出来る。本システムで

は UNIX の CUI である wget を用いてデータ取得

を行う。wget とは、HTTP や FTP 経由でファイル取

得をコマンドラインで行う手法である。

現在この装置は、麗澤中学校・高等学校エリア、

麗澤大学エリア、モラロジー研究所エリア、生涯教育

プラザエリアの合計 4 か所の受電所にそれぞれ 1台

ずつ設置されている。

2 UNIX のツールで、毎日や毎時など、任意のタイミングでプログラム

を実行させる事が出来る自動実行コマンド。

3 http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/p_manage/
power-monitoring-devices/demand-monitoring/demand.html

図.4 麗澤電力サーバー
先輩の自作PC を改造した。OSは FreeBSD8.3で、CPUは AMD
Athlon Dual Core を実装。 メモリは 2GB のものを 1 枚、HDD は

500GB(7200rpm)のものを 2 台取り付けた。なお、現在は情報シス

テムセンターのサーバールームのラックに設置されている。

図.5 デマンド監視装置（E-Energy）
本研究では、2011 年度から学内で導入を始めていた三菱電機製

の MES-DM500 型を用いた。この装置は麗澤中学校・高等学校エ

リア、麗澤大学エリア、モラロジー研究所エリア、生涯教育プラザエ

リアと、廣池学園内に計 4 台設置されている

図.3 麗澤電力のマスコットキャラクター
名前の由来は麗澤電力の略である。
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3.3 RRD ツール

麗澤電力では、廣池学園 4 か所の消費電力や、

学園全体の消費電力の推移を細かく視覚

めに RRD ツールを利用してグラフ化を行っている

RRD ツールとは「Round Robin Database tool
の略で、統計情報の管理ツール、グラフの描画に利

用されるフリーソフトである。このソフトは、

うデータベースにデータを保存し、そのデータをグ

ラフ化表示することが出来る。

プログラムは RRD データベースの値を用いてグ

ラフを生成する。このグラフは、自分で縦軸の電力

値の単位（kW）や横軸の期間などを設定し、色やデ

ザインもそれぞれ自由に決めることが出来る。

図.6 麗澤電力のプログラムフローチャート
毎日 0 時 0 分に起動し、デマンド値の取得、消費電力の計算、データの記録及びグラフ化、そして

①コアプログラムは

日付が変わる

LAN 経由で各受電所に設置されたデマンド監視装置からデータを読む

②学内 LAN を使ってキャンパス内の受電所からデータを採取する。

③前回値から測定値を引いて増分値を求める。

増分値から現在電力量を算出する。

各装置の値を合算して現在値を求める。

④RRD ツールにより rrd にデータを保存し、各種グラフを作成する。

また CSV で現在値を保存する。

⑤10 秒間停止後処理を繰り返す。
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か所の消費電力や、

学園全体の消費電力の推移を細かく視覚化するた

ツールを利用してグラフ化を行っている。

Round Robin Database tool」
の略で、統計情報の管理ツール、グラフの描画に利

用されるフリーソフトである。このソフトは、RRD とい

うデータベースにデータを保存し、そのデータをグ

データベースの値を用いてグ

ラフを生成する。このグラフは、自分で縦軸の電力

）や横軸の期間などを設定し、色やデ

ザインもそれぞれ自由に決めることが出来る。

4. システムの動作

4.1 電力データの取得、記録

デマンド監視装置からデータを取得する

グラムは、毎日深夜 0 時に起動して日付が変わるま

で連続稼働する。また、このプログラムは学内のデ

マンド監視装置にそれぞれ対応するため

ログラムがそれぞれ同時に稼働している。

各プログラムは、wget コマンドを利用して

ド監視装置から HTTP 経由でその装置の消費電力

データを取得する。なお、デマンド監視装置からは、

現在デマンド値以外にも日付や時間など

ものデータが取得可能である。

その後、取得したデマンド値から消費電力を計算

し、サーバー内のログファイルに記録

麗澤電力のプログラムフローチャート
分に起動し、デマンド値の取得、消費電力の計算、データの記録及びグラフ化、そして Web 表示といった動作が繰り返される。

アプログラムは crontab で 00:00 に起動し、

日付が変わる まで 10 秒間隔で動作する。

経由で各受電所に設置されたデマンド監視装置からデータを読む

を使ってキャンパス内の受電所からデータを採取する。

③前回値から測定値を引いて増分値を求める。

増分値から現在電力量を算出する。

各装置の値を合算して現在値を求める。

にデータを保存し、各種グラフを作成する。

で現在値を保存する。

秒間停止後処理を繰り返す。

藤城江美子
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デマンド監視装置からデータを取得する perl プロ

時に起動して日付が変わるま

このプログラムは学内のデ

マンド監視装置にそれぞれ対応するため、4 つのプ

稼働している。

コマンドを利用してデマン

その装置の消費電力

デマンド監視装置からは、

デマンド値以外にも日付や時間など十数種類

たデマンド値から消費電力を計算

に記録する。

表示といった動作が繰り返される。

経由で各受電所に設置されたデマンド監視装置からデータを読む。
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このファイルは、1 日毎に CSV 形式で記録され、

日付が変わると新しいファイルに記録するように切り

替わる。この一連の流れを示したものが図.6 である。

なお、E-Energy で計測されるデマンド値は 10 秒

毎に更新されるので、wget 及び記録の動作も 10 秒

毎に実行されるようになっている。

次に、このデータをグラフ化するために、RRD ツ

ールのデータベースに追記する。

更に、4 か所それぞれのデータを合算するトータ

ルプログラムも同時に稼働する。これは、廣池学園

全体の消費電力の算出を行い、1 日の中の最大値

や最小値、平均値などを記録する。

4.2 グラフの作成

RRD ツールでグラフ作成を行う際は、はじめにデ

ータをいつ取るかという取得時間の間隔や、（最大

値や最小値などの）どういったデータを割り出すか

などの記録の設定を行う。この設定に従い、perl プ

ログラムから消費電力の値を引用して RRD データ

ベースに格納していく。そして最後に、記録したデ

ータをもとにグラフを生成する。

生成するグラフは、場所別グラフ（麗澤中学校・高

等学校エリア、麗澤大学エリア、モラロジー研究所エ

リア、生涯教育プラザ（大学院）エリア、廣池学園全

体）と時間別グラフ（4 時間、12 時間、1 日、1 週間、

1 ヶ月、1 年、2 年）の合計 70 種類を用意している。

4.3 麗澤電力 Web ページの生成

一般公開用の Web ページは、HTML4
と perl の

CGI5
で構成されている。CGI により、サーバー内に

記録されている電力データを読み込み、Web ペー

ジを作る。

な お 日付 ・時間表示 及びメ ー ター 表 示 で は

JavaScript6
を利用している。

Web ページには、3 種類の TOP ページを用意し

た。これらのページで、現在の消費電力量をリアル

タイムに確認することが出来る。グラフを参照するペ

ージも作成し、期間別・場所別に電力量の推移閲覧

することも可能である。

4.4 みえパネ画面の表示

情報提供用に設置されるみえパネ用ページには、

12 種類の Web ページを作成した。これらの Web ペ

ージは、HTML の META タグを利用して、指定し

た時間経過後に別ページへ自動的に切り替わるよう

になっている。電力情報以外にも、気象情報やメッ

セージ投稿などのページも用意した（図.10 及び

図.13 参照）。

4
「Hyper Text Markup Language」の略称。Web ページを記述す

るためのマークアップ言語である。

5
「Common Gateway Interface」の略称。Web サーバーが Web ブ

ラウザからの要求に応じて、プログラムを起動するための仕組み。

6
文字や画像、ページなどを動かす仕掛けを作るオブジェクト指向型

のスクリプト言語である。

図.7 電力データのログファイル
wget により取得されたデータは、CSV 形式で日付、時間、消費電

力が 10 秒毎に追加記録され、1 日 1 ファイルのログが作成される。

図.8 RRD ツールで生成されたグラフの例
最大値や平均値など複数のデータがグラフに描画される。縦軸が消費

電力量、横軸が時間（期間）を指す。

図.9 麗澤電力 HP と QR コード
URL は http://r.penguin55.net/
現在の消費電力の値やグラフを PC や携帯電話からいつでも確

認することができる。



学内使用電力表 示システム「麗澤電力」の 開発と運 用 藤城江美 子

2012 年度麗 澤大学 情報系 ゼミ卒論発 表会発 表論文集 39

図.10 さまざまなみえパネ画面①

現在みえパネ画面のページは 12 種類用意されており、半分は電力に関する情報のページである。

学内 4 か所各所の消費電力量と

全体の消費電力量をメーターで

視覚的に分かりやすく表示。

また、全体値の増減によって

変化するアニメーションも有り。

全体の消費電力量が表示され、

1 日の最大値や最小値、平均値

なども表示。

また、電力の値によって 5 段階で

アニメーションも変化する。

RRD ツールで作成したグラフ。

場所・時間別グラフがランダムで

表示される。

東京電力の使用状況グラフ。

※大塚ゼミ 15 期生の渡部伸之

先輩が開発した～GRIP～から

グラフ画像を引用している。
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4.4.1 電力情報ページ

みえパネ用Webページの中にある電力情報ペー

ジでは、注意喚起を行うためグラフやアニメーション

を多用して計 6 種類のページを用意した（図.10）。

図.10のれいでん君の絵やメッセージは GIF アニ

メーションで表示している。これらのアニメーションは、

全てウゴツール
7
で作成し、CGI プログラムを利用し

て消費電力レベル別、場所別に分けて変化して表

示される。

一部のページで使われる速度計形式のメーター

は、「JustGage」
8
と呼ばれる JavaScript のフリーソ

ースを利用した。ダイナミックなメーター表示をする

ことで、現在の消費電力の情報がより分かりやすくな

っている。JustGage メーターの幅や大きさの調整

や、別ページにある横棒グラフの調節には CSS9
を

利用した。

また、グラフを表示するページも多数用意した。更

に、RRD ツールで作成したグラフ以外にも、東京電

力の使用状況や電力使用率グラフのページも作成

した
10

。

4.4.2 天気災害情報ページ

天気及び災害情報のページは、柏市防災気象情

報
11

より使用許諾を得て画像を掲載している。

これらの画像の取得には、「wkhtmltoimage」
12

を用いた。これは、Web ページを画像に変換するツ

ールである。

まずはじめに、指定した URL の Web ページ画面

を画像取得する。このときの画像は、Web ページが

全画面表示している状態である。

次に、ページ内で使用したい範囲を指定すること

で、欲しい部分のみの画像が切り取れる（図.11）。

以上の工程で作成された画像が、図.13 のような

天気、災害情報のページに表示される。

7
一枚の絵から動くアニメーションが簡単に作れるフリーソフト。

「ウゴツール」 http://mclover.net/Program/Ugo.htm
8

「Just Gage」 http://justgage.com
9

「Cascading Style Sheets」の略称。Web ページのスタイルを指定

するための言語。HTML と組み合わせて使用する。

10
なお、グラフの画像は大塚ゼミ 15 期生の渡部伸之先輩が開発した

「電力情報集約システム～GRIP～の製作」より画像を掲載している。

http://penguin55.net/watabe/apache22/cgi-bin/home.html
11

「柏市防災気象情報」 http://dim2web09.wni.co.jp/kashiwacity/
12

「wkhtmltoimage」 http://code.google.com/p/wkhtmltopdf/

4.4.3 メッセージの表示

前述に紹介した画面以外に、メッセージ投稿画面

を用意した。これは指定のアドレスにメールを送ると、

その本文がみえパネ画面に表示されるものである。

この機能は、perl プログラムで作成した。メールを

送ると、まず麗澤電力サーバーが自動的にメール記

録用のプログラムを起動させる。そのプログラムは送

られたメールデータを読み取り、不要な文字を削除

し、表題や送信者、本文を編集してファイルに記録

する。そのファイルをメッセージ表示画面の CGI が

読み込み、JavaScript を用いて表示させる仕組み

となっている（図.12）。

Web ページで表示されるメッセージは一通のみ

で、後から新しいメールが届いた時は、ファイルが更

新されて新しい方のメッセージが表示される。また、

これとは別に今までのメールを全て記録するログフ

ァイルも作成した。

図.11 wkhtmltoimage の工程
まず、Web ページの画面を全画面で画像取得する。そして使用した

い部分を範囲指定して切り取る。これによって、全画面取得した画像

から、欲しい部分のみの画像が作成できる。

図.12 メッセージが表示されるまで
もしこの動作の後にまたメールが届いたら、新しい方のメールデータ

に書き換えるようにファイルが更新される。
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図.13 さまざまなみえパネ画面②

電気情報の他に気象情報や災害情報、メッセージボードのページもあり、バリエーション豊富な内容となっている。

麗澤電力の Web サイトの宣伝と

メッセージボードのページ。

指定のアドレスにメールを送ると、

その内容が画面上部に流れて

表示される仕組みとなっている。

電力情報以外にも、気象情報を

知らせる画面も多数用意している。

左図では柏市の天気情報を表示。

※柏市防災気象情報より使用許諾を

得て掲載している。

柏市増尾台の降水量と

千葉県内の気温情報の図を

表示している。

全国の天気図と気象衛星図。

別ページで地震や台風といった

防災情報も用意している。
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5. みえパネシステムの運用

前述のように、一般公開用の Web ページ以外に

学内の目立つ場所にパネルを設置して、節電意識

をより高めてもらうことを目的として開発したものが

「みえパネ」システムである。ここでは、みえパネシス

テムで使用した装置やソフトウェア、運用上の工夫

について以下に詳しく紹介する。

5.1 ハードウェア

みえパネシステムで作成した Web ページを表示

するためには、液晶ディスプレイの他に Web ブラウ

ザを動かすことができる PC が必要となる。

5.1.1 ベアボーン PC

ベアボーン PC とは、半完成品の状態で売られて

いる PC のことである。通常、PC を自作する際は、

PC ケースやマザーボード、CPUなどの様々なパー

ツを用意してから組み立てる必要がある。

これに対して、ベアボーン PC はケースにマザー

ボードや CPU があらかじめセットされた半完成品状

態で売られているものを指す。これにメモリや HDD
をセットすることで、簡単に組み立てられる。

図.14 は、みえパネシステムで採用した Shuttle
製スリム型ベアボーンの「XS35V3 」

13
である。コン

パクトサイズなうえに無線 LAN も内蔵している点が

非常に強みである。XS35V3 は省電力デュアルコア

CPU「Atom D2700」をオンボードで搭載しており、

14,000 円程度で購入できる（2012 年 11 月現在）。

13 http://www.shuttle-japan.jp/barebone/slim/xs35v3

5.1.2 液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイは、一般的に市販されている

VESA 規格対応のディスプレイを使用している。

VESA と は 、 「 Video Electronics Standards
Association」の略称で、パソコン用グラフィック関連

機器の規格標準化を目的とした組織を指す。VESA
規格では、液晶モニターをアームやスタンドに取り

付ける際の寸法についての国際規格を定めている。

図.15 のように、VESA マウント金具を使用すること

で、ディスプレイに様々な機器を取り付けられる。

また、ベアボーンからディスプレイへの接続には

HDMI ケーブルを利用している。

5.2 ソフトウェア

ベアボーン PC に内蔵している OS やウェブブラ

ウザなどは以下の通りである。

5.2.1 OS

OS は Windows7 Professional（32bit）をインスト

ールした。また、同時にウイルス対策としてウイルス

バスターも導入している
14

。

5.2.2 Firefox

様々なWebブラウザを比較した結果、みえパネシ

ステムでは「Firefox」で Web ページを表示すること

にした。Firefox は、Mozilla Foundation が開発・

公開している、オープンソースの Web ブラウザであ

る。また、ブラウザ内の設定で、全画面表示の指定

やキャッシュサイズの制限の指定を行っている。

14 OS、ウィルス対策ソフトはどちらも麗澤大学情報システム室が管理

するライセンスによって行われた。

図.14 ベアボーン PC の内部
写真のベアボーン PC はみえパネ用で、4GB メモリ 1 枚と 60GB の

SSD を 1 台追加してセットしている。基本的にドライバーがあれば、

短時間で容易に組み立てられる。

図.15 VESA 規格対応の液晶ディスプレイ
マウント金具は Shuttle 製を使用（1,500 円程度）。写真のディスプレ

イは飯山製（22 型）のものである。
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5.3 運用

みえパネシステムの円滑な運用のために、以下

の設定を行った。また、現在の運用方法

詳しく紹介する。

5.3.1 自動運転

運用省力化のために、8 時 30 分に自動起動し、

19 時に自動シャットダウンするように設定している

自動起動の設定には BIOS を利用した

は「Basic Input / Output System」の略称で、

ピュータの周辺機器との間の入出力を制御する

を持っている。本システムの BIOS は、AMI
ージョン 2.14.1219.である。この BIOS 内の

Management Configuration の項目で設定した。

コンピュータの自動シャットダウン設定は

（Windows7）に搭載されているタスクスケジ

利用した。タスクスケジューラとは、時間とコマンドを

指定するだけで自動的にそのタスクを処理するプロ

グラムである。

また、同じく OS のスタートアップフォルダにブラウ

ザを入れることで PC 起動後、自動的に Web
表示されるようにも設定している。

5.3.2 ネットワーク接続

ネットワークは、情報システムセンターから割

られた特別な SSID を用い、学内の無線

を通じて接続している
15

。このため、コンピュータの

起動後、無線リンクが確立するのを確認してからブラ

ウザを起動するようになっている（図.16）

15
種類：WPA-パーソナル、暗号：AES

PC の起動後、タスクスケ

ジューラ（自動シャットダ

ウンプログラム）と通信確

認 を 行 う プ ロ グ ラ ム

（JavaScript
れる。そして無線通信が

確認された後に

ラウザが起動する。また、

時刻が 19
時刻）になると

ットダウンが自動的に行

われる。

図.16 みえパネの起動から終了までの流れ
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みえパネシステムの円滑な運用のために、以下

の設定を行った。また、現在の運用方法についても

分に自動起動し、

シャットダウンするように設定している。

した。BIOS と

」の略称で、コン

の周辺機器との間の入出力を制御する役割

AMI 社のバ

内の Power
の項目で設定した。

の自動シャットダウン設定は OS
）に搭載されているタスクスケジューラを

時間とコマンドを

処理するプロ

のスタートアップフォルダにブラウ

Web画面が

ネットワークは、情報システムセンターから割当て

無線 LAN-AP
ンピュータの

起動後、無線リンクが確立するのを確認してからブラ

）。

5.3.3 その他

通常、ブラウザを起動すると、画面上にマウスポイ

ンタが表示される。画面上でマウスポインタが

れる状態を避けるために、Web ページの

小さなマウスポインタを表示するソースを

で埋め込んだ。

5.3.4 みえパネWeb ページの URL

みえパネ画面用のページはあくまで学内公開用

を目的として作成しているため、この

開されない。

5.3.5 設置場所

節電の促進を図るため、みえパネ

者が多く集まる場所に設置する必要がある。

1 月現在、4 台のみえパネが 稼働状態にあ る

（図.18）。

まず 2012 年 11 月下旬、本運用に先駆けて廣池

学園事業館の方々のご協力のもと、みえパネを

的に設置した。当時は、ベアボーン PC
ト PC を利用して画面を表示していたが、同年

には現在のベアボーン接続方式に切り

用を開始した。

以降、2013 年 1 月には続けて 3
所は麗澤大学校舎「かえで」の 1 階、同学校舎「あす

なろ」の 2階、そして同学生涯教育プラザのロビーで

ある。1 日の中で学生、職員含め多くの人々

場所を選んで運用を始めた。

なお、設置に際しては、安全面も考慮して

プレイの底面に耐震シールを貼って設置して

このようにして、みえパネシステムの環境を構築し

た。

図.17 ブラウザ上のマウスポインタ
丸枠内にある小さい黒点が HTML 内に埋め込まれたマウスポイン

タである。極小サイズなので、マウスポインタが無いように見える。

の起動後、タスクスケ

ジューラ（自動シャットダ

ウンプログラム）と通信確

認 を 行 う プ ロ グ ラ ム

JavaScript ）が実行さ

れる。そして無線通信が

確認された後に Web ブ

ラウザが起動する。また、

19 時（設定終了

時刻）になると PC のシャ

ットダウンが自動的に行

みえパネの起動から終了までの流れ
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通常、ブラウザを起動すると、画面上にマウスポイ

マウスポインタが表示さ

ページの HTML に

表示するソースを CSS 形式

みえパネ画面用のページはあくまで学内公開用

URL は一般公

の促進を図るため、みえパネは本学の関係

必要がある。2013 年

稼働状態にあ る

本運用に先駆けて廣池

みえパネを試験

PC ではなくノー

ていたが、同年 12 月

切り換えて本運

台設置した。場

階、同学校舎「あす

、そして同学生涯教育プラザのロビーで

日の中で学生、職員含め多くの人々が通る

なお、設置に際しては、安全面も考慮してディス

設置している。

このようにして、みえパネシステムの環境を構築し

内に埋め込まれたマウスポイン

タである。極小サイズなので、マウスポインタが無いように見える。
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6. まとめ

本システムは、デマンド監視装置を利用して電力

情報を記録し、Web 上でのリアルタイム更新及びパ

ネル公開を目標として開発、運用を目指したもので

ある。みえパネシステムでは電力情報以外に気象情

報や災害情報なども取り入れ、よりバリエーション豊

かな情報公開パネルとなった。今後、麗澤大学の

人々の節電意識向上の一助になってもらえればと

考えるところである。
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図.18 みえパネシステム設置の様子
学内の目立つ位置にそれぞれ設置している。2013 年 1 月現在、4 か所の通信状態は全て良好で、大きなトラブルもなく安定稼働している。

廣池学園事業館

生涯教育プラザ

かえで 1 階

あすなろ 2 階
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ヘルプデスク対応データベースの整備、構築と

検索アプリケーションの開発

古川 和幸

山崎 美咲

麗澤大学

外国語学部外国語学科

a09209k@reitaku.jp (古川)
a09225m@reitaku.jp (山崎)

概要： 本発表では麗澤大学情報 FD センターのヘルプデスクに寄せられる相談と、その回答・対応内容を Q

anｄ A の形に整備し、関係データベースを用いて検索可能なシステムを構築するプロジェクトの報告を行う。ま

た、データベースの検索アプリケーションの開発状況と今後の方向性についても触れる。

キーワード：ヘルプデスク, 対応記録, Q and A, 関係データベース, C#, iPhone アプリ

1. はじめに

麗澤大学情報 FD センターのヘルプデスクに寄せ

られる質問・相談・回答・対応内容を、検索アプリケ

ーションに最適化されたデータベースとして設計・見

直しを行う。と共にこのデータベースを検索するアプ

リケーションの開発と利用について述べる。

1.1 麗澤大学情報 FD センターとヘルプデスク

麗澤大学情報 FD センターは教職員や学生の使

用する教育用情報システムの導入と運営を行ってい

る。その中で、ユーザーの質問や相談、申請等、情

報システムに関する問合せには、業者に委託したヘ

ルプデスクが窓口として対応している。

ヘルプデスクには年間約 5000 件の質問や相談が

寄せられており、その内訳は学生が５割、教職員が

３割でその他は大学院生等である。新規ユーザーが

多い４月、５月に特に質問が集中するそうだ。

1.2 プロジェクトの目標

ヘルプデスクの対応の記録は内部向けにデータ

ベース化されている。蓄積された対応記録は情報

FD センターとヘルプデスク運営業者が定期的に行

う会合で報告・参照されているが、現在はそれ以外

の目的には使用されていない。

そこで本プロジェクトでは、対応記録を外部向けに

公開する可能性を検討した。その結果、麗澤大学に

在籍する教職員、学生がヘルプデスクに行く前に自

分で質問事項を解決できるような Q and A システム

の開発を試みることとなった。具体的には、検索アプ

リケーション上でキーワードを入れると対応する「Q

and A」が表示されるようなユーザー支援システムを

構想している。

本プロジェクトの目標は以下の３点である。

① ヘルプデスクの対応記録は内部向けの内容

なので、Q and A の検索目的に合うよう文章

を編集する。

② 対応記録はデータベース化されているが、

本研究の目的に合わせ検索アプリケーショ

ンに最適化されたデータベースとして設計と

機能の見直しを行う。

③ より多くの人が使えるように、デスクトップ向

けとスマートフォン向けアプリケーションの開

発をする。具体的には Windows のデスクトッ

プアプリケーションと iPhone アプリの開発を

試みる。
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次節より本プロジェクトの詳細と現在開発を進めて

いるデータベース及び検索アプリケーションの現状

について報告する。

2. 検索用データベースの構築

データベースの種類にはいくつかあるが、今回は

リレーショナルデータベースを活用する。表形式で

管理することで、ユーザーにとってわかりやすく、希

望するデータを取り出しやすいためである

2.1 ヘルプデスク対応記録の整理

まず実際に 2011 年７月から 2012 年６月の間にヘ

ルプデスクに寄せられた質問に目を通した。あまり

古い対応記録に目を通しても大学のシステム自体が

変わっているので無意味なものが検索されてしまう

し、量も多くなってしまうので、研究を始めてから過

去一年間の記録に目を通すことに留めた。過去一

年だけでも約 5000 件である。

ヘルプデスクの問合せ区分は大きく分けて６つで

あり、障害・申請・整備・相談・その他・忘れ物とある。

本研究の目標は先に述べた通りヘルプデスクに行く

前に自分で質問事項を解決するための検索アプリ

ケーションの開発なので、問合せ区分の中の「相談」

の部分だけを抽出することにした。ここまでで 1684

件まで絞り込むことができた。

2.2 データベースの整備

アプリケーションで実際に検索をする際に、検索に

引っかかるようにする工夫が必要である。そこで必

要になるのが「キーワードの作成・正規化」、「ノイズ

ワードの作成」、「シソーラスの構想」である。

以下それぞれを説明する。

2.2.1キーワードの作成について

検索に引っかかるようにするために、整理をしたヘ

ルプデスク対応記録の質問と回答に対し、キーワー

ド付けを行う。キーワード付けをする際に３種類に分

け、キーワード付けができるものは 1、保留にしたも

のは 2、キーワード付けをする必要がないと判断した

ものは 3 とした。（下記図参照）

この要領で山崎氏と約 800 件ずつ分担しキーワー

ド付けを行った。なおこれらは Excel での作業とな

る。

図１キーワード付けの例

2.2.2多かったキーワードリスト

作成したキーワードの中で１５件以上の頻度を持

つものを表１にまとめる。「印刷ができない」や「ID、

パスワードが分からない」といった質問が特に多く、

次いで「持ち込み PC を学内の無線に接続したい」と

いう質問が多い。Microsoft Office に関する質問も多

いことが分かる。

表１ 高頻度のキーワード

キーワード候補 総数

PC １３２件

印刷 ９６件

ログイン ７１件

Gmail ６４件

設定 ６３件

パスワード ５９件

個人 ５０件

できない ４６件

不具合 ４２件

Excel ４１件

Word ４１件

ID ３５件

接続 ３２件

Active!Mail ３０件

無線 ２９件

メール ２９件

Mac ２８件

ファイル ２４件

方法 ２２件

anzu ２１件

スキャナ １９件

学内 １８件

自宅 １８件

通知書 １７件

データ １７件

変更 １６件

提出 １６件

エラー １６件

Kadai １６件

フォルダ １６件

ユーザーID １６件

プリンタ １５件
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2.2.3キーワードの正規化

正規化（normalization）：一定のルールに基づいて

変形し利用しやすくするもの。

古川・山崎が抜き出したキーワード間での誤差や、

間違った語句が無いかをチェックする。

例えばブルーレイと Blu-ray のように同じ意味の単

語をどちらかに絞り統一化する必要がある。Blu-ray

を正規化として決めた場合、片仮名表記のブルーレ

イはノイズワードとして関連づける。

2.2.4ノイズワードの作成

ノイズワード（noise word）:ある単語に対して、予測

される検索ワードを関連づけること。

例えば Blu-ray というキーワードがつけられている

対応記録では、「blu-ray」、「Bluray」、「bluray」、「ブ

ルーレイ」をノイズワードとして関連づけることで、検

索をする際にどの単語で検索をしても結果に表示さ

れる。

2.2.5シソーラスの構想

シソーラス（thesaurus）:単語の同意関係、類義関係

などによって単語を分類し体系づけること。

例えば「anzu」、「satsuki」、「Wi-Fi」、「無線 LAN」と

いうキーワードがつけられている質問では、それぞ

れをシソーラスで関連づけることにより、検索をする

際に anzuと検索しても無線LANがキーワードに含ま

れる対応記録が結果に表示される。

2.3 データベースのプラットフォームの検討

先の作業は Excel で行ったが、データベースのよう

な関連付けを行うことに Excel は向いていない。そこ

で、データベースソフトを使う。今回はオープンソー

スのデータベースソフト SQLite を活用することを検

討した。それを選んだ理由として、現在構想している

Windows向け、iPhone向けの両方で動作するためで

ある。

ただし、次節で触れる Windows アプリケーションで

は Microsoft の Access を利用している。

3. 検索アプリケーションの開発

先にも述べた通り、本研究ではスマートフォンアプ

リケーションとデスクトップアプリケーションを開発す

ることを目標とした。以下ではデスクトップアプリケー

ションについて述べる。

3.1 デスクトップアプリケーションの開発

デスクトップアプリケーションとは、パーソナルコン

ピュータのデスクトップ環境でコンピュータにインスト

ールして利用するアプリケーションのことである
1

。

3.1.1 .NET Framework

.NET Frameworkとは Microsoftのアプリケーション

開発・実行環境である2 。Windows アプリケーション

や Web アプリケーションを開発できる仕組みといえ

る。アプリケーションに共通する処理をライブラリとし

て提供することで、開発者はメニューの描画やファイ

ルを開くための処理プログラムなどを記述する手間

を省ける。また共通のライブラリを使うことでどのアプ

リケーションを利用しても見た目や使い方が共通に

なりわかりやすいといったメリットがある。

3.1.2 C#

C# は.NET 開発を行うために新しく作られた言語

である。Java と同じようにネットワークやサーバー開

発などに力を発揮する一方、Java にはできない

Windows 用のアプリケーションファイルを作ることが

できる。またオブジェクト指向のプログラミング言語

であり、 Microsoft が提供する「.NET Framework」と

いう仕組みを最大限に利用できるのが大きな特徴で

ある3 。

3.1.3 Visual Studio

Visual Studio は統合開発環境の代表的な製品で、

多くの言語を扱うことができる。

特に Microsoftが開発した言語であるC#のプログラミ

ングを効率良く行うのに適しているといえる。プログ

ラムを記述するのと同時に文法の間違いを指摘し、

プログラムの動作確認やテスト、デバックまで行うこと

が可能である。またソースコードを編集するためのエ

ディタや画面のデザインをマウス操作で行えるデザ

イナ、開発するアプリケーションの典型的なパターン

ごとにソースコードのひな形が自動生成されるプロ

ジェクトテンプレートなど、開発者の作業を軽減する

便利な機能がついている 。本研究では、Visual

Studio Professional 2010 Academic を使用する。

1
「IT 用語辞書バイナリ」

2
『作って覚える C#入門』12 ページ

3
『つくって覚える C#入門』10 ページ, 『みるみるプログラミングがわ

かる本』67 ページ
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3.1.4 Microsoft Access 2010

Microsoft Access 2010 はデータベースアプリケ

ーションをデザイン・運用するためのツールであり、

重要な情報の管理に適している。データはコンピュ

ータ保存でき、他の利用者がウェブブラウザーでデ

ータベースを利用できるようにウェブに公開すること

もできる。

また Access は情報の管理に役立つリレーショナル

データベースアプリケーションを簡単に作成できる

ツールで、在庫や連絡先などのほぼすべての種類

の情報を記録できるデータベースの作成が可能で

ある4 。

3.2 作成したデスクトップアプリケーションの

紹介

アプリケーションの仕組みは、キーワードを入力

するとそのキーワードに関連している質問と対応内

容の一覧が表示される。

4 http://office.microsoft.com

一覧はアプリケーションの構造上一部しか表示され

ないため、全文を見たい場合は詳しく知りたい内容

のセルを選択すると閲覧できるように設定した。

キーワード検索（全文検索・キーワード検索・キー

ワードの完全一致）は2章で述べた、キーワードの正

規化・ノイズワード・シソーラスの作業を行ったことに

より、検索オプションとしてつけることが可能となった。

キーワードとキーワードの完全一致を区別可能にす

ることで、利用者がより知りたい情報を検索すること

ができる。

3.3 デスクトップアプリケーションのまとめ

Access で作成したデータベースと C#で作成した

アプリケーションを接続し、検索できるまでに至った

が、使いやすいツールとして機能するためにはいく

つかの課題が残っている。

今後の課題として特に重要なのは以下の４つであ

ろう。

図２ 検索アプリケーションの検索画面
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① 有益な情報を検索一覧の上位に表示させる

ようにすること。

② アプリケーション上で Q and A データの追加

や更新ができるような機能を追加すること。

編集機能をつけることにより、管理者が新た

な質問に対応できるようになる。

③ 印刷機能やキーワードの入力支援機能、用

語解説機能などユーザーに配慮した機能を

追加すること。

④ 複数のキーワードで AND/OR 検索を行う機

能を追加すること。

4. 今年度のプロジェクトの総括

初めてのデータベース構築やプログラミングであ

ったので、知識を高める必要があった。また共同作

業ということで、互いの作業状況や進行状況が把握

できずに作業が滞ることが多々あった。

開発当初目標としていたアプリケーションの公開だ

が、現段階では公開するには至っていない。公開ま

でには以下の点を解決しなければならない。

・ 対応記録の文章の校正が進んでいないこと。

具体的にはヘルプデスクの対応記録を Q and

A の形式に変換する研究が滞っている。

・ Q and A のデータベースから個人情報を削除

する作業が残っていること。

・ 現在製作したデータベースは 2011 年 7 月〜

2012 年 6 月までのヘルプデスク対応に基づく

試作の段階であり公開にあたってはそれ以降

のデータを追加しなければならないほか、最

新の情報を追加していく方法を考察しなけれ

ばならないこと。

また、現段階では iPhone アプリによる検索アプリケ

ーションの開発を中断していることを報告しなければ

ならない。当初 iPhone のアプリ開発では SQLite の

データベースをソフトに添付する形で公開することを

想定していた。しかし以下の点からこの形での公開

には問題がある事が判明している。

・ SQLite がパスワードを設定することができな

いために、セキュリティ上の問題があること。

・ アプリケーションを公開する際 Apple 社の審

査の段階でソースを公開しなければいけない

ので、大学内の内部情報が漏れるという問題

がある。

また後者の問題はデータベースの更新を行う度に

Apple の審査を受けなければならない点でも難し

い。

この問題を解決するためにサーバー上にデータ

ベースをおき検索アプリケーションがオンラインでサ

ーバーにアクセスする方法も検討したが、外部から

のデータベースへのアクセスを安易に許すことはサ

ーバー上にセキュリティの問題を発生させる可能性

があるために避けた方がよいと考えている。

今後の方向性としては、今年度のプロジェクトでの

経験を踏まえデータベースをウェブアプリとしてブラ

ウザ上で検索ができるような形で公開すれば上記の

問題は避けることができると思われる。

また Windows アプリケーションでは検索アプリケー

ションとしては完成したものの以下の問題がある。

・ 接続したデータベースが試作品であること。

・ 絞込み検索を行うことができないこと。

5. まとめ

本研究はヘルプデスクの対応記録を Q and A の形

に整備し、学内のユーザーが便利に検索できるよう

検索アプリケーションの開発を試みた。当初目標とし

て挙げた３点のうち、ヘルプデスクの対応記録の文

章の整備は大きく立ち後れている状況である。デー

タベースの構築においてはキーワードのインデック

ス化といった検索アプリケーションにとって重要な作

業を終えることができた。iPhone アプリの開発は断念

したものの、Windows デスクトップアプリケーションの

試作を行うことができた。３．３節で述べたように、検

索アプリケーションの使い勝手に影響するいくつか

の問題については今後更に検討を重ねなければな

らない。

今回の研究では、Q and A 検索システムの完成に

はいたらなかったが、今後は後輩に研究を引き継い

でもらいアプリケーションの公開を目指してもらいた

い。

6. 謝辞

本研究を行うにあたり、ヘルプデスクの対応記録の

データを貸してくださった職員の皆様、そしてデータ

ベース構築やアプリケーション開発の多岐にわたり
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プログラミング言語 TJS2 と

ノベルエンジン KAG による

クイズゲームの開発

川上 敦史

麗澤大学

外国語学部外国語学科

Kawakami Atsushi
a09135a@reitaku.jp

概要：現代ではインターネットやパソコン、スマートフォンの電子機器の普及により、様々なものの電子化が進

んでいる。また、近年の ICT 教育 の普及に伴い、学習教材も変わり始めている。通信教育を提供している企

業や、テレビゲーム製作会社は競って学習ゲームを開発・販売している。こういった現状、電子機器の普及に

伴い、若年層の学習対象者のゲームや PC などの電子機器への理解度はかなり高くなっている。本稿では、フ

リーソフトであるスクリプトエンジン吉里吉里とそれを制御する TJS 言語を用いて、繰り返し遊んで効果的に学

習が出来る学習支援ソフトの開発を目指す。日本の歴代内閣総理大臣の名前、代、任期等を学習項目として、

クイズゲームを制作する。プレイヤーはクイズに答え、ゲームはプレイヤーの間違えた項目をゲーム内で復習

させ、再度クイズに挑戦して学習を効率的に行う。

キーワード：KAG, 吉里吉里, TJS 言語(TJS2), クイズゲーム

1. システム概要

今回クイズゲームを制作するにあたって使用する

ソフトウェアと言語について説明する。

1.1 スクリプトエンジン吉里吉里とは

吉里吉里とは、スクリプトエンジンと呼ばれるソフト

ウェアのひとつであり、TJS（TJS2）言語で記述され

たスクリプトで制御する。EXE 形式ファイルに変換

することなく、直ちに実行させることのできるインター

プリター言語の特徴を持つ開発用ソフトウェアであり、

JavaScript や Perl の仲間である。吉里吉里は、ノ

ベルゲームをはじめ、シューティングゲームや RPG
も作成することが出来る。

1.2 ノベルエンジン KAG とは

KAG（KAG3）とは、W.Dee 氏がオンライン上で提

供している TJS スクリプト（TJS2 言語）で書かれたソフ

トウェアパッケージの名称である。吉里吉里をノベル

エンジンとして機能させるシステムファイルをテンプ

レート化して吉里吉里に同梱させている。これらをあ

らかじめ複製してテンプレートとして用いることにより、

ノベルゲームやアドベンチャーゲーム、シミュレーシ

ョンゲームなどを簡単に作成することを可能にしてい

る。

1.3 プログラミング言語 TJS（TJS2）とは

TJS(TJS2)言語 は、アプリケーションへの組み込

みを目的に開発された、オブジェクト指向のスクリプ

ト言語である。また、非オブジェクト指向言語の特徴

も持ち合わせ、記述者の記述のしやすい方法で記

述 す る こ と が で き る 。 文 法 は JavaScriptTM と

JavaTM に似ているため、あらかじめ Java を学んで
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いる人には使いやすい言語である。

TJS2 は C 言語の流れを汲む言語であり、一文

が改行で終わる BASIC 等と違い、書き方は基本的

に「フリースタイル」である。「フリースタイル」は改行

やスペース、タブ等、一般に「ホワイトスペース」と呼

ばれる文字をどこにでも入れる事が出来る。

吉里吉里の起動

KAG 読み込み

ゲーム起動

図.1 吉里吉里起動からゲーム起動までの流れ

2. クイズ出題

問題として提示する単語（歴代総理大臣の名前、

代、任期など）は、辞書クラスと呼ばれるクラスに全て

変数として登録する。クイズは辞書クラスに設定した

歴代総理大臣の名前、代、任期などから出題される。

辞書クラスであらかじめ問題情報をインデックス化し

ておくことで、クイズの度に問題を打ち込む手間を省

くことが可能になる。

クイズの形式は乱数によって問題をランダムに辞

書クラスから呼び出し出題、選択肢は正答1択・誤答

2 択の 3択で出題する。問題の解答（選択肢）にはそ

れぞれラベルをつけてジャンプさせ、正解なら成績

用の変数と、特定キャラ好感度用の変数をプラスす

る。誤答の場合は変化させないでおく。また、クイズ

は連続で 3～5 問ほど出題し、if タグを用いて連続正

解の場合は変数をさらに加算する。これによって、キ

ャラクター別のゲームクリアイベントと成績別クリアの

イベントをそれぞれ目指す。

3. プログラムの制作

この章では実際に TJS(TJS2)言語を用いて吉里吉

里/KAG でクイズゲームを制作していく。

3.1 スクリプトエンジン吉里吉里/KAG のダウ

ンロード

 Kikyou.info(http://kikyou.info/)のダウン

ロードページから吉里吉里をダウンロ

ードする。バージョンは吉里吉里

2(ver.2.32)安定版を用いる。W.Dee 氏が提

供している KAG（KAG3）は吉里吉里のパ

ッケージにあらかじめ同梱している。

 テキストの編集は吉里吉里製作者の中で

様々なものが紹介・推薦されているので各自

ダウンロード。私はフリーソフトである No

Editor を使用した。

 吉里吉里フォルダ内 KAG3 フォルダから

template を複製し、自分のプロジェクトフォル

ダ に ペ ー ス ト す る 。 初 期 状 態 だ と

template/system にある Config ファイルが tjs

指定されていないので、Config.tjs に書き換

える。

図.2 KAG3フォルダ内の templateフォルダを

丸ごと任意の場所にコピーする

3.2 初期設定のまま起動してみる

Template フォルダは Config.~new を Config.tjs に

書き換えるとノベルゲームとしてすぐに起動させるこ

とが出来る。

図.3 実際に起動したところ

Temlate フォルダには吉里吉里でノベルゲームと

して起動するために必要な情報が予め含まれてい

る。今回はこの Templateフォルダを改編しながらクイ
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ズゲームを作成する。

3.3 画面サイズの指定

吉里吉里/KAG の初期設定だと画面サイズは

640x480（px）になっている。これは System フォルダ

内の Config.tjs に定義されている。今回はこれを

1024x576（px）に変更する。Config.tjs 内の function

KAGWindow_config()内の;scHeigt と;scWidth をそれ

ぞれ 1024x576 に変更する。

図.4 画面サイズを変更したところ

3.4 レイヤー設定

レイヤーとは「層」、「階層」など意味を持ち、背景

とキャラクター、メッセージレイヤーをそれぞれ別に

記述することが出来る。最終的にこれらを組み合わ

せ、複合して表示することでゲームの画面が出来上

がる。

背景レイヤーは常に一枚であり、背景を表示する

た め に 使 用 さ れ る 。 [image

storage="test001" layer="base"]のように

書き、レイヤーは一番下の階層である base と表記す

る。初期状態のサイズは 640×480 ピクセル。

前景レイヤーはキャラクターを表示させるために

存在し、初期設定では layer0,1,2 の 3 枚である。

メッ セー ジを 表示す る メッセ ー ジ レイ ヤ ーは

message0,1,2 があり、自由に枚数の変更が可能。初

期状態は message0にメッセージが表示され、その他

のメッセージレイヤーは非表示になっている。

図.5 それぞれのレイヤーの位置

First.ks の最初の行に[image storage="背景ファイ

ル名" layer=base]と書き込む。

メッセージレイヤーはシナリオファイル冒頭にあら

かじめ書き記し、適宜操作対象を指定して表示させ

る。

[position layer="message0"

color="#000000" width="600"

height="140" draggable="true"

left="20" top="320"]

[position layer="message1"

color="#000000" width="450"

height="100" draggable="true"

left="95" top="80"]

このように設定した場合。

[current layer="message0"]

[position layer="message0"

visible="true"]

と記し、current で操作対象のレイヤーを指定、

visible を true と表記して message0 を表示させる。

3.5 キャラクター立ち絵の設定

キャラクターの立ち絵は Project フォルダ内 image

フォルダに画像ファイルを置き、前景レイヤーと呼ば

れる場所に表示させる。吉里吉里/KAG 内で使用す

る画像ファイルは透明度情報をサポートしている

PNG、ERI、TLG 形式が望ましい。透明度情報をサ

ポートしていない画像ではBMP,JPEG形式を使用す

ることが出来る。この場合、疑似的に透明度情報を

付加させるため、カラーキー（抜き色）を設定する必

要がある。

図.6 KAG の System フォルダ内 Config.tjs に表示

位置が定義されている

キャラクターの表示させる位置情報は、Config.tjs

内で定義される。269 行目から 5 つそれぞれキャラク

ターを表示させる中心位置が設定されている。276

行以降では実際にシナリオファイル内のスクリプトに

書き出す際に簡潔に記せるよう、文字をより短く（l,lc

のように）定義している。シナリオファイル中では表

示位置を、pos=r のような短い単語の指定で記すこと

が出来る。

実際シナリオ中では、

[image storage="ファイル名" layer="0"
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page=fore visible="true" pos=r]

といったように記述する。ファイルを表示する位置

が Page=fore は前景レイヤーであることを示す。

Visible は、前景レイヤーの場合、初期状態のままだ

と画像が表示されない仕様になっている。そのため、

visible=”true”と記述する必要がある。さらに、このま

ま画像を表示させると、キャラクター画像の背景部分

（或いは余白部分）がそのまま写りこむため、背景画

像が隠れてしま う 。そのため、tools フォルダ内

krkrtpc を用いてキャラクター画像の抜き色を指定す

るマスク画像を作成する。

図.7 マスク画像なしでキャラクター画像を表示さ

せた場合

マスク画像がない、もしくは抜き色を設定してない

場合、キャラクター画像の余白部分が背景レイヤー

の上に被ってしまう。今回は kirikiri/tools フォルダ内

の kirikiritpc を使ってマスク画像を生成して用いる。

マスク画像を生成したい画像ファイルは予めペイ

ントソフトで透明の範囲を指定しておく。Krkrtpc を開

いたら形式を左側「不透明な画像」から選択し、メイ

ン/マスク分離形式 JPEG で使用する。この設定で画

像ファイルをドラッグアンドドロップすると、自動で

JPEG マスク画像が生成される。

図.8 生成されたマスク画像

吉里吉里/KAG は「ファイル名_m.~」と名の付く画

像ファイルを自動で見分け、ゲーム内に反映させる

ことが可能である。以上のことを踏まえて画像ファイ

ルをスクリプトで呼び出すと下の図のようになる。

図.8 それぞれキャラクターを表示させたところ

[image layer=0 page=fore

storage="katou01" visible=true

pos=rc]

[image layer=1 page=fore

storage="miki01" visible=true

pos=r]

[image layer=2 page=fore

storage="melon1" visible=true

pos=l]

[image layer=3 page=fore

storage="kuroda" visible=true

pos=c]

[image layer=4 page=fore

storage="itou" visible=true

pos=lc]

3.6 シナリオファイルとシナリオタグ

シナリオファイルとはノベルゲーム内でのテキスト

を表示するために記述するファイルである。ファイル

の形式は～.ks を用い、シナリオファイル中に書かれ

た文字列は基本的にそのままゲームのメッセージレ

イヤーに表示される。そのため、シナリオファイルが

事実上の原稿になる。改行や改ページはタグまたは

コマンド行を用いて行う。
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また、シナリオ中に TJS（TJS2）スクリプトを記述し

て、シナリオファイルから TJS の機能を使用すること

も可能である。この場合、TJS ファイル中（～.tjs）とは

違いシナリオファイル中（～.ks）では、そのままスクリ

プトを記述することは出来ない。以下はシナリオファ

イル中での TJS スクリプトの記述方法とタグの記述で

ある。

@l([l]）クリック待ちタグ

クリック待ちをするタグである。このタグを文章の

直後に置くことで、プレイヤーが画面をクリックするま

で文章が止まる。タグを表す[]とコマンド行（行頭に

書いた場合のみ）を表す@どちらで表すことも出来

る。

@r([r])改行タグ

改行を行うタグである。吉里吉里/KAG ではしばし

ばクリック待ちタグと共に使用される。

@cm([cm])改ページタグ

改ページを行うタグである。すでに表示されてい

るメッセージを一度全てクリアして、再度表示を開始

したい時に用いる。プレイヤーの意図とは関係なく

改ページを行うため、クリック待ちタグと併せて使用

する場合が多い。

Eval タグ

式を評価（簡単に言うと計算）するタグ。

[eval exp="f.h1=10"]

[eval exp="f.h2=5"]

[eval exp="f.h3=f.h1+f.h2"]

上は eval タグに f.h1=1 と等定義した。

eval タグはテキスト上では指示すれば動くが、実

際のゲーム画面には出ない。そのため、この数値を

メッセージレイヤー等に表示したい場合は emb タグ

を用いることになる。

Emb タグ

変数（評価した結果）の中身をメッセージレイヤー

に出力するために用いる。

上記のタグが記述してあれば、[emb exp="f.h1"]と

入力することで、

ゲーム画面に 10 が表示され、[emb exp="f.h3"]と

入力することで f.h1+f.h2 である f.h3、つまり 15 が表

示される。

[eval exp="f.a='吉里吉里'"]

[eval exp="f.b='/KAG'"]

[eval exp="f.c=f.a+f.b"]

[emb exp="f.c"]

文字を計算すると文字列になる。上記の場合は

「吉里吉里/KAG」と表示される。

Dictionaryクラスで指定したスクリプトは emb タグを

使用することでシナリオファイル中に呼び出すことが

可能になる。

Iscript タグ

TJS スクリプトを KAG のシナリオ中に書くためのタ

グ。ゲーム中に表示されるメッセージと区別するため

に用いる。

また、eval タグや emb タグの補助に用いることも可

能である。

通常は

[eval exp="f.x=0"]

[eval exp="f.y=0"]

のように[eval exp="****"]（eval タグ）と記述する

が、

[iscript]

f.x=f.x+10;

f.y=f.y+5;

[endscript]

のように記述することで eval タグをいくつも記述す

る手間を省くことが出来る。

乱数

@eval exp="f.ransuu = intrandom(0, 2)"

@if exp="f.ransuu == 0"

メッセージ１[l][er]

@endif

@if exp="f.ransuu == 1"

メッセージ２[l][er]

@endif

@if exp="f.ransuu == 2"

メッセージ３[l][er]

@endif

Intrandom(min,max)は指定値以上、指定値以下の

乱数を返す。上記の場合は 0 から 2 まで 3 つのパタ

ーンの返り値を出す。クイズはこの乱数を用いて表

示させ、イベント毎に問題範囲を決め、３～５問出題

する。シナリオファイル中では上記のように行の先頭

に@を用いることで使役することが出来る。また、
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[iscript][endscript]の中に記述することでも使用する

ことは可能である。

ラベル

半角アスタリスク＋ラベル名＋｜セーブ時の題名

（*ラベル名｜～）で表し、シナリオ中任意の場所へ

のジャンプやデータのセーブに使用する。ラベル名

は全角文字も可能だが、半角英数字での記述が勧

められる。”｜”以降は全角文字でも構わない。セー

ブデータに用いない場合は”｜”以降は記述しなく

ても構わない。

図.9 ラベルを実際に用いた場合

Label1 と label3 は｜以降に文字があるためセ

ーブポイントとして用いることが出来る。尚、ジ

ャンプの対象としては Label1~3 どれも使用する

ことが可能である。

マクロ

マクロとは、「複数のタグや文章を一つのタグで表

せるようにする」ためのスクリプトである。吉里吉里

/KAG では、キャラクターの表示・非表示や、場面の

移り変わり、メッセージレイヤー等の表示・非表示な

ど、何度も同じタグを指定する場面が多い。そのた

め、既存のタグや文章を組み合わせて、自由に新し

いタグを定義するマクロは重宝される。

マクロを使うには、まずマクロを「定義」する必要が

ある。マクロは一度定義すれば、そのあとは何度で

も使用可能なので、シナリオファイルの最初などに

定義しておく。以下はクロスフェードトランジションと

呼ばれる機能をマクロとして定義したスクリプトであ

る。

[macro name = transition]

[wait time=200]

; メッセージレイヤーを非表示にする

[layopt layer=message0 page=fore

visible=false]

[layopt layer=message0 page=back

visible=false]

; 背景レイヤーの表・裏画面に画像を読み込む

[image storage="test001" layer=base

page=fore]

[image storage="classroom001"

layer=base page=back]

; クロスフェードトランジション

[trans layer=base time=2000

method=crossfade]

[wt]

[position layer="message0"

color="#000000" width="800"

height="150" draggable="true"

left="200" top="420"]

[position layer="message1"

color="#000000" width="450"

height="200" left="288" top="80"]

[position layer = "message1" visible

= "false"]

[current layer = "message0"]

[position layer = "message0" visible

= "true"]

[endmacro]

マクロは[macro name = マクロ名][endmacro]の
中 に 定 義 す る 。 こ の マ ク ロ は 使 用 す る と き

@transition もしくは[transition]と記すことで使用す

ることが出来る。

3.7 Dictionary クラス

TJS では、Dictionary クラスで辞書を実現し

ている。キーは[～]、または”.”演算子で指定す

る。何も代入されていない要素は void で表示さ

れる。

var names = new Dictionary();  //辞書配列名

「names」を作成

names.prime1 = "伊藤博文"; //
names["prime01"] = "伊藤博文"; でも OK。
names.prime2 = "黒田清隆";

names.prime3 = "山縣有朋";
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吉里吉里/KAG のシナリオ中では[emb exp

= “name.prime1”]もしくは@emb exp =
“name.prime1”と打ち使用する。

3.8 変数

変数とは、任意の名前をつけたメモリ空間上の位

置（データ）のことで、文字列や数値などの値を記憶

することが出来る。ゲームクリアのために必要な成績

（変数）をクイズごとに変化させ、変数次第でゲーム

の展開を変化させる。変数はシナリオファイル中に

書き込むが、ゲーム内では基本的には表示されな

い。上記の Emb タグを使用することで表示させるこ

とは可能である。

[eval exp="f.chara1=0"]

[eval exp="f.chara2=0"]

[eval exp="f.chara3=0"]

[eval exp="f.chara4=0"]

[eval exp="f.chara5=0"]

[eval exp="f.成績=0"]

ヒロインの好感度でゲームクリア時のイベントを判

断するため、f.heroine1~5 という変数を作り初期値と

して 0 を入力する。変数 f.成績は問題の正誤によっ

て変化させる。

また、クイズを正解したかどうか、出題するクイズ

が被らないためにもこの変数は重要になる。クイズ

用の変数を作り、正解したか否か、出題されたクイズ

が依然答えたものかを 0 か 1 かで判断することで、ク

イズの重複を避ける。

3.9 音楽ファイル

ゲーム中に音楽を使用する場合は WAVE 形式

(*.wav)、MIDI 形式(*.smf / *.mid)を用いる。ファイ

ルはプロジェクトファイル内 bgm フォルダに置

き、[playbgm storage="hogehoge.mid"]

といったように Playbgm タグを記述して使う。

4. まとめと今後の課題

吉里吉里/KAG でのクイズゲーム制作について

述べてきたが、TJS 言語への理解やその取り扱い方

が現時点では不十分である。ランダムに問題を呼び

出すメソッドが完成していない。

Dictionary クラスのキー中にタグを入れることは出

来ない。

questions.n1 = "伊藤博文は何代総理大臣

か？

@l

@r

[current layer="message0"]

[link target=*select6]初代

[endlink][r]

[link target=*selectmiss]14 代

[endlink][r]

[link target=*selectmiss]24 代

[endlink][r]

[s]"

上記のように、Dictionary クラスのキーに組み込む

ことが出来れば問題文をそのままキーとして呼び出

すことは可能である。今後は問題をランダムに生成

するクラスを作りあげるとともに、そのクラスの実装が

必要になるだろう。現段階では、クイズをランダムに

出題するためには、その都度その場所にスクリプトを

何択分も用意している。そのため、問題を増やして

いくと莫大な量のシナリオになってしまう。

さらに、現段階では、一度間違えた問題を復習さ

せるためのシナリオを書くために、ゲーム変数が足り

ているかで判断するようになっている。しかし、この

場合、クイズを書き込む際にその都度変数スクリプト

を書く手間があるうえ、クイズで歴代内閣総理大臣

96 人分の名前、代、任期等を書くとなると莫大なスク

リプトになってしまう。これに関しても一度出題したク

イズを正解しているか、またはクイズに答えたことが

あるか、といった情報をゲーム内で判断するメソッド

が必要になる。
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新しい国際規格としての超小型車

―日本の動向を中心として―

北嶋 大稔

麗澤大学

外国語学部外国語学科英語英米文化専攻

Kitajima Hirotoshi
a09142h@reitaku.jp

概要：2013 年 1 月より国土交通省は軽自動車より小さい「超小型車」の認定制度の導入を発表した。超小型

車は海外では既に導入例もある国際的な規格であり，日本独自の規格である軽自動車とは異なり，国際競争

力ある製品を日本から発信することも期待できる車種である。本研究では既に導入されているフランスの車

種と日本で現在販売されている車種を比較しつつ，「超小型車」の現状と方向性を論じる。

キーワード：超小型車/超小型モビリティ/小型 EV, コムス, TWIZY, 交通システム, 認定制度

1. はじめに

近年の自動車市場はエコの方向に向かっている。

低燃費、低排出ガスなど環境にやさしい車の需要

が伸びている。09年度には補助金制度があり、エ

コカーの売り上げアップの力となった。そして国

土交通省は2012年11月22日、軽自動車より小さい

「超小型車」の認定制度を2013年1月に導入すること

を発表した。
1

軽自動車の規格というのは日本独自

の規格なので、日本で多く生産、販売されている

軽自動車も海外ではほぼ皆無である。逆に超小型

車は、日本ではこれから導入されていくが、海外

ではすでに導入されている国もある。

軽自動車よりも小さいこの「超小型車」とは何

なのか、どういった可能性をもっているのか。実

際にすでに導入されているフランスでの車種と

状況を日本で現在販売されている車種と比較し

つつ、日本の現状と方向性を評価する。

2. 超小型車とはなにか

超小型車の特徴として、乗車人数は１～２人、

1
国土交通省都市局・自動車局より

排気量も軽自動車の660cc より少なく、短距離の

移動に特化した作りとなっている。普通車よりも

税制で優遇されている軽自動車よりも割安にな

る予定。

日本では、超小型車はまだまだ未来の乗り物だと

思われがちである。法整備もはじまったばかりで、実

際に市販されているものがコムスしかないというので

は仕方ない。しかし、軽自動車の人気をみるとわか

るとおり、日常生活での近距離の移動としての小型

モビリティは需要がある。また軽自動車が税金の面

で優遇されているため、さらに所有しやすい値段に

なるとされる超小型車は新たな足となりうる。

3. 超小型車の導入に向けて

2013 年から制度が導入され、これから本格始動さ

れていく超小型車だが、軽自動車がある日本でどの

ように扱われていくのか、実際に導入されている国

ではどういう扱いとなっているのか、また軽自動車よ

りも小さいこの超小型車はどれくらいの力を持ってい

るのか、そして現状で考えられるこれからの課題をと

りあげる。
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4. 超小型車の規格とその詳細

4.1 フランスでの超小型車

欧州では 70 年代から「超小型車」が販売さ

れている。フランス国内での超小型車の登録台数

は 20 万台。乗用車の登録台数が 3100 万台という

のに比べるとあまり大きくないマーケットのよ

うに考えられる。しかし昨今、超小型車が環境対

応車として販売されてきていて反応もいいよう

だ。
2

日本で導入される予定の超小型車は、フラン

スでの「原動機付四輪車」に区分される。

表1 フランスでの原動機付四輪車、自動車の規格

軽 重 量 原

動 機 付 四

輪車

重 重 量 原

動 機 付 四

輪車

普 通 自 動

車

排気量 50cc 以下 50 ～

125cc 以

下

乗車定員 2 名 4 名 4 人以上

そ の 他 特

徴

衝 突 基 準

なし

法 定 速 度

45km/h
16 歳にな

れ ば 学 科

試 験 だ け

で 免 許 取

得可

衝 突 基 準

なし

法 定 速 度

制限なし

衝 突 基 準

あり

高 速 道 路

走行可

フランスには軽重量原動機付四輪車と重重量原動機付四輪車の2

種類がある。軽重量の場合は学科試験のみで免許が取得できるう

え、88年以前に生まれた人はその試験さえも必要ない。

欧州の「超小型車」というのは原動機付四輪車の

カテゴリに分類され、普通自動車との違いがでて

くる。

まず原動機付四輪車ならば「自動車」の免許が不

要であること。特に軽重量原動機付四輪車の場合

は、16歳になれば、学科試験のみで免許が取得で

きる。日本で言う原付免許とほぼ同じである。そ

2
パリ産業情報センター フランスにおける超小型車の動向について

より

れに加え、1988年以前に生まれた人であれば、そ

の学科試験も必要ないという。

次に超小型車には車検が必要ない。日本では大き

なメリットになりうるが、フランスの車検にかか

る費用は、普通乗用車でも約60ユーロ程度なので

これは大きなメリットではない。

また、高速道路は使用できない、軽重両車の場合

は法定速度が45km/h で2人乗りという点で普通

自動車と大きな違いがある。

フランスにおける「原動機付四輪車」販売台数は

1万3千台前後であり、普通乗用車のおよそ0.5%
である。欧州でこの規格の車が売り出されたいき

さつは、高齢者の近距離用の移動手段や、施設内

での移動手段としてのニーズに対応するためで

あったが、実際の顧客は独身女性、16歳程度の若

年層、そして外国人が主な購入層となっている。

「免許が不要」というのが大きな理由で、免許を

持っていなくて運転したい人、それに交通事故で

免許を取り消された人も買いに来るという。また

郊外や農村部においては、高齢者のニーズも多く

なる。しかしなぜ原動機付四輪車の台数は普通乗

用車の0.5%程度なのか。それは値段が一つの要因

として挙げられる。原動機付四輪車の販売価格は

8500～1万5000ユーロであり、普通乗用車の価格

帯とあまり変わりない。安い乗用車は1万ユーロ

を切るものもあり、同じような価格ならば普通乗

用車を選ぶという人が多い。

4.2 日本での超小型車

先に述べた通り、国土交通省は 2012 年 11 月

22 日、軽自動車より小さい「超小型車」の認定制度

を 2013 年 1 月に導入することを発表した。自動車会

社各社も超小型車のコンセプトモデルをモーターシ

ョウで発表する等、参入の準備を進めている。これか

らどのように超小型車は導入されていくのか。

日本では手軽な移動の足として従来、電動車

いすや原動機付自転車が役割を担ってきた。



新しい国際規格としての 超小 型車 -日本の動向を中心として - 北嶋 大稔

2012 年度麗 澤大学 情報系 ゼミ卒論発 表会発 表論文集 61

表 2 日本での小型モビリティ

歩道を走行 車道を走行

電動車いす

EV 二輪車

超小型車(EV 四輪車)
歩道を走行するものとして電動車いす、車道では 2 輪車(写真は

EV 二輪車)、超小型車もこちらの区分に分けられる。

超小型車の規格を新設する理由はいくつか挙

げられる。まず下の図で表されているように、都市の

交通手段に占める自動車分担率は増加傾向にあり、

自動車への依存が大きい。加えて乗車人数は 2 人

以下が場合が多く、移動距離も短い。
3

3
国土交通省都市局・自動車局 超小型モビリティ導入に向けたガイ

ドラインより

図 1 交通手段の推移

交通手段として自動車が使われる割合が多いのが見られる。

平成19年5月国土交通省都市・地域整備局より

また自動車の新車登録台数から見られるとおり、

コンパクト、低燃費な自動車へのニーズが高い。

表 3 2012 年自動車新車登録データ
4

4~9 月 10 月 11 月 4~11
月

1 プリウ

ス

15046
8

18116 22039 19062
3

2 アクア 13104
0

24192 26346 18157
8

3 N
BOX

11843
1

18203 16406 15304
0

4 ミラ 10451
2

13837 14764 13311
3

5 フィット 10167
5

9318 9320 12031
3

6 タント 88045 12101 12332 11247
8

7 ムーヴ 74432 7405 8421 90258
8 アルト 58976 6711 6417 72104
9 ヴィッツ 51833 5359 5889 63081

低燃費車が上位を独占。うち軽自動車は 5 台。

5. 実際に販売されている車

先に例に挙げたフランスで、ルノー社が実際販売

している超小型車「TWIZY」とトヨタ社が販売してい

る「コムス」を比較する。

5.1 ルノー TWIZY

ルノーTWIZY は先に述べた原動機付四輪車のカ

テゴリには入るが、EV 専用モデルである。超小型車

のさきがけで、これから GM、フォルクスワーゲン、

BMW、プジョー、ホンダなど各社参入の準備を進

めているため、この TWIZY の動向は注目されてい

る。

スチール製のフレームをプラスティック製パネルで

4
社団法人全国軽自動車協会連合会 統計 2012 年 4 月～9 月、

2012 年 11 月軽四輪車通称名別新車販売確報

一般社団法人日本自動車販売協会連合会 統計データ 新車乗車販

売台数より作成
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囲んでおり、全長は 2338mm、全幅は 1237mm、

全高 1454mm と非常にコンパクトな車体となってい

る。前後にクラッシャブルゾーンを設け、4 点式シー

トベルトを備え安全にも配慮している。運転席まわり

の環境は普通の自動車とさほど変わりないが、運転

席がボディ中央に位置すること、その後ろにもう一人

分のシートがあること、オプションにはなるが簡易的

なドアが付いている。
5

図 2 TWIZY 全体像

AUTO CAR JAPAN ROAD TEST NO.5063より。

TWIZY は 2 人乗りの超小型車であり、EV 専用車

でもある。日本では EV として日産の「リーフ」が販売

されている。「リーフ」EV ではあるが「超小型車」で

はないので少し用途やニーズは変わってくるかもし

れないが、同じ EV としてバッテリーと航続距離を比

較すると、この TWIZY のバッテリーは 100kg、その

バッテリーで満充電から 80km の航続距離となって

いる。一方「リーフ」のバッテリーは約 300kg あるが

航続距離は TWIZY の 2 倍に届かない。「リーフ」は

EV の一般乗用車として販売されているが、160km
に届かない航続距離は乗用車として不足と見られる。

TWIZY は無駄なものをできるだけ排除し、軽量化

を図った結果として、100kgのバッテリーで80km の

航続距離を確保した。加えて家庭の電源で充電でき

るのも大きなメリットとなっている。

EV 車の実用化は、今のところ超小型車のようなコ

ンパクトで、軽く、移動距離が少なくすむことが条件

となり、TWIZY はその先駆けとなっている。

5.2 トヨタ コムス

5
RENAULT TWIZY カタログより

日本での超小型車の規格が法的に整備される

のは 2013 年からであるが、2012 年 12 月現在、トヨ

タ社から「コムス」という超小型車が発売されている。

今の日本の道路運送車両法では「第一種原動機付

自転車（四輪）」となり、普通自動車免許が必要。しか

し原動機付自転車のような二段階右折やヘルメット

着用の義務はない。約 6 時間の充電時間で満タン

に。最高速度は60km/h、航続可能距離は50km 程

度。その他に、車検、車庫証明、重量税、取得税は

不要。

図 3 の P-COM は一般向けとして、そのほかに

ビジネス向けの B.COM も用意されている。P-COM
の価格は 79 万 8000 円、B.COM は「デリバリー」、

「デッキ」、「ベーシック」といった用途に合わせたモ

デルがありそれぞれ 77 万 3000 円、73 万 1000 円、

66 万 8000 円となっている。

図 3 コムス 全体像

全長 2395mm、全幅 1095mm、全高 1500mm、車両重量は 410 キ

ロ。トヨタ車体 特装・福祉センターEV 営業室 コムス カタログ 2012

年 6 月版より

TWIZY とコムスの主なスペックは以下の通りとな

る。

表 4 TWIZY、コムスの比較

ルノー TWIZY トヨタ コムス

P-COM
全長 x 全

幅 x 全高

2338x1237x1454 2395x1095x1
500

車重 474kg 410kg
乗車定

員

1~2 名 1 名

充電時

間

3.5 時間 6 時間

航続可

能距離

80km 50km
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バッテリ

ー

リチウムイオンバッテ

リー

鉛バッテリー

最高速

度

80km/h 60km/h

価格 7690 ユーロ(約 88 万

円)※1ユーロ 114円で計算

79 万 8000 円

TWIZY の方が車重はあるが充電時間も少なく航続可能距離が長い

のがわかる。

6. 超小型車のメリットデメリット

日本では、まだ未来の乗り物と思われている超小型

車だが、法整備もはじまったばかりで、実際に市販さ

れているものがコムスしかないというのでは仕方ない。

しかし、軽自動車の人気をみるとわかるとおり、日常

生活での近距離の移動としての需要はあるように思

える。また軽自動車が税金の面で優遇されているた

め、さらに優遇されるであろう超小型車は新たな足と

なりうる。

超小型車の強みは

・近距離移動の移動が楽

・電気自動車のため二酸化炭素を排出しない

・小さいため狭い道でも運転しやすい

・家庭で充電できる

・税金等で優遇される

などがあるが逆に不安点もある。

まず一つ目に安全性である。軽自動車も乗用車に

比べれば丈夫ではない。その軽自動車よりも更に小

さく設計されている超小型車は万一事故に遭った時

ドライバーは大丈夫なのか。TWIZY は先に述べた

とおり、前後にクラッシャブルゾーンを設けるなど工

夫を凝らしている。これから開発、販売されていく超

小型車にも安全面での工夫がされるだろう。

二つ目にドアがないことである。公道を走行するの

にドアがないというのは運転している時に恐怖を感

じるはずだ。それぞれオプションでドアの装着は可

能だが、TWIZY のものは側面下半分の隠れる簡易

ドアである。それでも窓がないので側面は常に開放

状態である。これでは 2 輪車とあまり変わらないよう

に考えられる。

図 4 TWIZY オプションドア

簡素なものとなっている。窓がないため常時風が入ってくることがわか

る。

図 5 コムスオプションドア

こちらも自動車のドアとしては簡素なものとなっている。

三つ目は販売価格である。TWIZY も、コムスも、

どちらも80万円前後となっている。どれくらいの人が、

近所を回る足として 80 万円で超小型車を買うかとい

う点は相当難しいところである。実際、軽自動車の一

番安価なものは 68 万円である。
6
（2 人乗りマニュア

ル車）軽自動車ならドアもあって安心感もある。今は

ランニングコストの安さから軽自動車の勢いがあるが、

超小型車と軽自動車を比べたとき、今の乗用車と軽

自動車のような選択肢となりうるか。

7. まとめとこれから

超小型車の強みとして

・近距離移動の交通手段

・二酸化炭素を排出しない

・狭い道でも運転しやすい

・家庭での充電が可能

・税金等で優遇

などを挙げた。

フランスでの超小型車は、免許をもっていない人や

6
スズキアルトバン VP http://www.suzuki.co.jp/car/alto_van/
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独身女性、高齢者向けでの販売展開であり、また

1988 年以前に生まれた人は免許も必要なく乗れる

というものであった。対して日本は、近場の移動の足

として、軽自動車よりも更に小さい乗り物として今回

法整備が始まった。しかし普通自動車免許が必要で、

フランスのように気軽に乗れるものではない。日本と

しては、軽自動車よりも更に近距離移動に特化した、

ランニングコストのかからない新しい移動手段として

普及することになるであろう。

今回取り上げた超小型自動車はまだまだ発展途中

のものである。したがってこれから普及するにしたが

ってもっと便利で使い勝手のいいものになりうる。こ

れからの法整備次第で今勢いのある軽自動車に取

って代わるものとなるか。
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[2]t トヨタ車体 超小型 RV「コムス」 http://coms.toyotabody.jp/
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[4]HONDA EV-neo http://www.honda.co.jp/EV-neo/

[5]AUTO CAR JAPAN http://www.autocar.jp/
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麗澤大学の学内 SNS における利用調査と利用意識に関する研究

沼尻 雄一郎

麗澤大学

外国語学部 外国語学科 英語英米文化専攻

Numajiri Yuichiro
a09198y@reitaku.jp

概要：近年、パソコンの急速な成長や、スマートフォンなどの情報メディアが著しく発展を遂げ、我々のコミュニ

ケーションの形態は大きく変遷した。特に Facebook や Mixi などの SNS が新しいコミュニケーションツールとし

てのシェアを拡大し、ユーザーはブログやコミュニティーを情報の発信源とし、日々活用している。

本研究は、Googleドキュメントを用いて、麗澤大学内で稼働されている SNS“Green Community ひいらぎ Café”

を学生がどのようなコミュニケーションツールとして利用しているのかを調査するものである。学生のブログ更新

頻度をもとに調査対象の学生を 2 種類に分けて抽出しアンケートに協力してもらい、学生のグリコミでの利用実

態とその意識を調査すると共に、今度のグリコミの発展に繋げていくことを目標とする。

キーワード：学内 SNS,ブログ

1. はじめに

現 代 の 情 報 社 会 に お い て 、 SNS （ Social
Networking Service or Site）は著しい成長を遂げ、

社会的側面の一端を担っている。SNS は人と人との

つながりを促進・サポートする、コミュニティー型の

Web サイトのことである。友人・知人間のコミュニケ

ーションを円滑にする手段や場の提供や、趣味や嗜

好、居住地域、出身校、或いは「友人の友人」といっ

たつながりを通じて新たな人間関係を構築する場も

提供する、会員制のサービスである。
1
本研究では

麗澤大学内で稼働中の SNS“Green Community
ひいらぎ Café がどのようなコミュニケーションツール

として利用されているのかを学生のアンケートを元

に調査するものである。

2. Green Community ひいらぎ Café とは

「インタラクティブな ICT システムを活用したきめ

細やかな就職支援」
2
という目的の下、麗澤大学は

1 IT 用語辞典 e-Words URL; http://e-words.jp/
2

文部科学省 平成 21 年度「大学教育・学生支援推進事業」学生支援

2010 年 4 月よりパソコンと携帯電話の両方から利用

できる学内専用 SNS として、「Green community
ひいらぎ Café（以下：グリコミ）」の運用をスタートした。

現在
3
のユーザー数は学生や教職員、さらには OB・

OG も含め５,８２３人となっている。

図 1.グリコミのログイン画面

推進プログラム

URL:https://www.sps.reitaku-u.ac.jp/campus-net/Top.html?t_ca
che=05
3 2013 年 1 月 12 日現在
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2.1 コンテンツ

グリコミは約４０という豊富なコンテンツから

成り立っている。今回の研究の主な研究対象であ

るブログ(ユーザーの日記，公開先を全体，友達，

自分のみの 3 つから選んで作成できる)から、授

業やゼミナールでの連絡手段として利用されて

いるコミュニティー、そしてキャリアセンターと

連動している就職情報コンテンツ、「就“勝”NAVI」

等がある。

2.2 学内 SNS の成功事例としてのグリコミ

就職支援センター（以下：キャリアセンター）がグリ

コミとタイアップした事による、学生面談件数及び内

定獲得者数の増加が Web サイト上で注目を浴びた

ことが報告されている。

２０１１年度のグリコミを利用した就職活動での内定

者は１０７名と、前年度の５倍以上となった。この結果

を踏まえて、２０００年７月１２日に MarkeZine ニュー

ス
4
で発信された『麗澤大学、学内 SNS 導入 企業

紹介による内定獲得数、前年比５倍に
5
』という Web

ページの中で、グリコミについて「学内 SNS を利用

して、学生の就職活動の状況を把握。大学に届く求

人だけでなく、卒業生情報やスタッフが企業訪問（年

間約７００件）した記録を検索でき、また就職支援イ

ベントや相談予約などができる就職支援システムに

なっている。学生の８８.７％が使用しており、アクティ

ブユーザー率は高い。」との記述がある。

表１.SNS システム導入前後の学生面談件数

しかし、様々なコンテンツがあるグリコミで、その全て

4 MarkeZine ニュース http://markezine.jp/
5
麗澤大学、学内 SNS 導入 企業紹介による内定獲得数、前年比 5 倍

に MarkeZine ニュース」http://markezine.jp/article/detail/16029

を利用しているユーザーはほとんどおらず、コンテ

ンツに利用の差が出ているのが現状である。このよう

な事実を踏まえて、実際に学生がどのようにグリコミ

を利用しているのか、アンケート調査を元に研究す

るのが本研究の目的である。

3. 調査ツール

本節では、今回の調査に利用したツールを述べ

ていく。

3.1 Google ドライブ

まず、Google ドライブについて説明する。

Google ドライブとは Google が無料提供するウェ

ブブラウザ内で動くオフィスソフトである。文書、

スプレッドシート、プレゼンテーション、図形描

画、フォームの作成が可能である。今回はフォー

ムとスプレッドシートを使用した。

3.2 フォーム・スプレッドシート

フォームは、Google ドライブ内で利用できる

アンケート作成を中心としたツールである。フォ

ーム内で作成したアンケートは自動的にスプレ

ッドシートに接続され、受信者からの回答も自動

的に記録される仕組みになっている。スプレッド

シートで集計された回答は Microsoft Excel 形式

（.xls）で保存した。

4. 調査方法

本研究ではブログを中心としたグリコミの利

用実態を調査する為、ブログを調査期間内にブロ

グ更新を一度以上行ったユーザーを「アクティブ

ユーザー」、ブログ更新はおこなっていないがグ

リコミにアクセスしているユーザーを「ノンアク

ティブユーザー」と定義し、以下の手順で調査対

象を選定した。

 ２０１２年１０月２５日より１１月２

５日まで、アクティブユーザー抽出の

為、「全体公開」でブログを更新した学

生ユーザーを記録。

 ノンアクィブユーザーの抽出の為、発

表者も全体公開でブログを書いた。グ
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リコミの「あしあと」機能から、発表

者のブログを訪問したユーザーをブロ

グの更新ユーザーとは別に記録。

 ユーザーの抽出と平行して、Google ド

キュメント内の「フォーム」を使い両

ユーザーを対象に協力していただくア

ンケートを作成。（２１問）

2011 年 11 月 27 日より「アクティブユーザー」

「ノンアクティブユーザー」を対象にグリコミの

「メッセージ」機能を用いてアンケートを実施。
6
期限は２週間とした。Google のフォームに回答

されたアンケートは、Google ドライブ内の「スプ

レットシート」に自動的に記録され集計すること

ができる。

4.1 質問内容

アンケートを実施するにあたり、設問を２１問

設けた。ここではその設問内容について記述する。

 性別

 年齢

 学年

 所属

 スマートフォンの所持

 自分用のパソコンの所持

 インターネットの１日平均アクセス時間

Q1:ここ１か月のグリコミのアクセス頻度はどれくらい

ですか？最も近いと思われるものを 1 つ選択してく

ださい。

Q2:グリコミ内では、主にどのようなコンテンツを利用

しますか？該当すると思うものをいくつでも選択して

ください。

Q3:グリコミ内でほとんど利用しない（または利用した

ことのない）コンテンツはどれですか？該当すると思

うものをいくつでも選択してください。

6
アンケート URL:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdHb
EpBa0Rray10dVJJUkJhUHZLWWc6MQ

Q4:グリコミではどのようなユーザーを『友人』として

承認していますか？該当するものをいくつでも選択

してください。

Q5:グリコミの個人情報についてどう思いますか？

Q6:グリコミで扱われる個人情報について、何か不

安はありますか？

Q7:グリコミを利用していて、学生生活で変化はあり

ましたか？学校生活に関係することであればどんな

ことでもかまいません、最も適切と思われるものを１

つ選択してください。

Q8:Q7 で『はい』と答えた人にお聞きします。具体的

にどのような変化でしたか？

Q9:これまでにグリコミでブログを書いたことはありま

すか？

Q10:Q9 で『はい』と答えた人にお聞きします。どのく

らいの頻度でグリコミにブログを書きますか？最も近

いと思われるものを１つ選択してください。

Q11:Q9 で『はい』と答えた人にお聞きします。な

ぜ、グリコミにブログを書くのですか？

Q12:Q9 で『いいえ』と答えた人にお聞きします。な

ぜ、グリコミでブログを書かないのですか？

Q13:グリコミでブログを書いて、学校生活に変化は

ありましたか？ご自身の印象として最も適切と思わ

れるものを１つ選択してください。

Q14:Q13で『はい』と答えた方にお聞きします。具体

的にどのような変化がありましたか？

5. 調査結果

本章では前章で述べられた調査概要及びアン

ケート調査を元にした結果を述べる。

まず、調査ユーザーの構成について述べる。

アンケートを実施したユーザーは両対象合わせて６

０人となった。
7

その内、全体の５７％にあたる計３４人

から回答結果を得た。（男性：１７人 女性：１７人）

尚、回答結果の詳細については巻末の付録に掲

載し、本節では、必要に応じて回答結果を紹介す

る。

5.1 利用コンテンツの現状

7
アクティブユーザーとノンアクティブユーザーの数



麗澤大学の学内 SNS における利用意識と利用調査に関する研究

68

まず、グリコミでの利用コンテンツの現状を確

認する為に、「主にどのようなコンテンツを利用

しますか」という質問と「ほとんど利用しない（ま

たは利用した事の無い）コンテンツはどれですか」

という質問をした。図２と図３が全体の回答結果

である。

回答から、よく使われるコンテンツはブログ・

コミュニティー・大学掲示板・就職情報などの

ンテンツになり、あまり利用されていないコンテ

ンツに関してはブックマークやマップ、

位を占めた。この結果から、コンテンツでの利用

差は更新の頻度にある事が推測された。

ログやコミュニティーは、他のSNS同様メジャー

なツールであり、ユーザーが比較的利用しやすい。

しかしブックマークやマップ、wiki に関しては、

他の Web サイトで独立して運営されている故に

グリコミではユーザーが興味をあまり持たない

のではないかという仮説が立てられる

れらのコンテンツには最終更新が約１年前

のもあり、もはや利用されていないものもあるこ

とが伺える。

図２.グリコミで利用されるコンテンツ
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まず、グリコミでの利用コンテンツの現状を確

認する為に、「主にどのようなコンテンツを利用

しますか」という質問と「ほとんど利用しない（ま

たは利用した事の無い）コンテンツはどれですか」
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回答から、よく使われるコンテンツはブログ・

コミュニティー・大学掲示板・就職情報などのコ

ンテンツになり、あまり利用されていないコンテ

ンツに関してはブックマークやマップ、wikiが上

位を占めた。この結果から、コンテンツでの利用

差は更新の頻度にある事が推測された。つまりブ

同様メジャー

ツールであり、ユーザーが比較的利用しやすい。

に関しては、

サイトで独立して運営されている故に、

グリコミではユーザーが興味をあまり持たない

のではないかという仮説が立てられる。実際、こ

約１年前のも

ものもあるこ

グリコミで利用されるコンテンツ

図３.グリコミで利用されていない（ほとんど利

用した事の無い）コンテンツ

5.2 ブログ更新についての回答結果

次に学生のブログ利用について調査するため、

「これまでにグリコミでブログを書いた事はあ

りますか」という質問をした。その結果、全体の

８２％にあたる２８人が「はい」と答えた。図４

がその回答グラフである。次にこの２８人のユー

ザーに「どのくらいの頻度でブログを更新するか」

という質問をした。図５が回答結果である。

全体の５９％にあたる２０人が、「書く頻度は

特に決めてない」と選択した。日記というと毎日

書くイメージが持てるが、グリコミだけで見ると、

様々なジャンルに分かれた日記を更新日に関係

なく書くユーザーが圧倒的に多い傾

る。

図４.ブログの執筆経験

図５.ブログの更新頻度
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5.3 ブログを書く理由・書かない理由について

の回答結果

上記の質問の後に「なぜブログをグリコミで書

くのですか」という質問を自由回答で投げかけた

ところ、以下のような回答結果が得られた。（有

効回答数２４ 回答率６７％）

 半分は日記のような感覚で書いている、他

人の意見を聞きたいときとかも書いている。

（経済学部：男性）

 Twitterや mixi などは、同世代のコメントや

意見しかもらえません。グリコミは教職員との

交流、年上からの目線で意見をもらえるのが

良いので、ブログの内容によって、使い分け

ています。（外国語学部：女性）

上記の回答以外でも「教職員とのコミュニケー

ション構築」を挙げているものが多く、グリコミ

ならではのシステムをうまく利用している背景

が伺えた。他にも意見交換の場として活用してい

るユーザーもいた。

さらに、グリコミにブログを書かない理由を調

査するため「なぜグリコミでブログを書かないの

ですか」という質問を自由回答で投げかけた。（有

効回答数４ 回答率１４％）

 Facebook 等で書くから。（外国語学部：男性）

 他の SNS で満足しているため。（外国語学

部：女性）

 学校内の人だけでなく、校外の人にも知っ

て欲しいから他のサイトにかく。グリコミには

見ている人が限られている。（外国語学部：

女性）

特定のユーザーのみで構成されているグリコ

ミであるが、デメリットとして挙げられるのは不

特定多数のユーザー向けの情報の発信源となら

ないところだ。そのような問題点を改善する為の

提案としては、グリコミのブログを外部ツールに

も接続できる環境を構築するなどといった工夫

が必要であると考える。

6. 考察

ここまで、調査方法と結果を述べ、ブログが学

生ユーザーに対してどのようなツールであるか

を、各種コメントから探った。この章では前章の

結果を踏まえて、ユーザーが今後も継続的にグリ

コミを利用するに当たっての改善点などを中心

に議論していくことにする。ここでは 3点挙げる。

まず、既存コンテンツに関して、利用率が極め

て低いものから排除し、新たなコンテンツを展開

する必要があると考える。例えば、麗澤大学外に

新設置された「れいたくカフェ」を情報発信コン

テンツとして新規に加え、その利用を促進しては

どうか。現在、インターネットと連動したレスト

ランやカフェの数は膨大で、Web ページから店舗

予約を行い、店舗は Web 限定クーポンの配布をな

ど行っている。さらに口コミや店舗の写真を載せ

る事で、より情報が鮮明になってくる。そのよう

なコンテンツを増やす事により、更にカフェを利

用するユーザーが増えるのではないか。

次に、Q&A のコンテンツは、匿名と実名で分け

るべきであるのではないか。個人情報に関する質

問をした際に、学内でもあまり公表したくない

（外国語学部 女性）とコメントがあったことも

あり、匿名性の質問も認可すべきではないかと考

える。ユーザーにとっては質問しづらい事でさえ、

実名での投稿となってしまうのは酷である。そこ

で上記のシステムを提案する。回答者に関しても

匿名か実名かを分け、完全匿名でのやり取りも可

能とする。個人情報の観点からすると匿名性は非

常に便利であるが、デメリットとして、誹謗中傷

の温床になる危険性が高い点が挙げられる。解決

策としては、誹謗中傷をしたユーザーに関して

「通報」できるシステムの構築をし、管理者がそ

のユーザーに向けて警告を出す仕組みを取るな

どの処置が必要である。

最後に、ブログに関しては前節でも記述した通

り、グリコミがその性質上、公開先が学内の関係

者に限られ、不特定多数のユーザー向けには発信

できないことが挙げられる。このことは、麗澤大

学を知りたいと考えるユーザー、特に潜在的な入

学希望者を獲得するという目的においては致命

的であるとさえ言えよう。そこで、提案としては

外部ツールにブログ更新を反映させるなど機能

の追加を行い、学外にも情報発信を可能なシステ

ムを構築することが考えられる。
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まとめ

本研究は、Google ドキュメントを用いて、麗澤

大学内で稼働されている SNS “Green Community

ひいらぎ Café”を学生がどのようなコミュニケ

ーションツールとして利用しているのかを調査

した。学生のブログ更新頻度をログに取り、更に

グリコミに関するアンケートに協力してもらい、

学生のグリコミでの利用を分析した。

その結果、調査した学生のほとんどがメインコ

ンテンツとして、ブログやコミュニティーを活用

していた。このことは、ブログの更新情報を元に

調査対象のユーザーを選定したことから考えて

当然かもしれない。ブログを更新する学生はアク

セスの頻度も多く、積極的な利用が明らかとなっ

た。更なるユーザー増加の為、そしてノンアクテ

ィブユーザーに向けて、グリコミの魅力を伝える

小冊子の作成なども視野に入れるべきではなか

ろうか。グリコミは教職員とのコミュニケーショ

ンツールとして利用する学生がアンケートより

明らかとなり、他 SNS との差別化が図れている証

拠となった。

調査結果を踏まえ、今後は利用されていないコン

テンツの整理や新コーナーの設置、ブログの機能

拡張などに関しては、より詳細な議論を交わし、

ユーザーの更なる利用を促す仕組みを検討する

ことが望ましいと考える。

参考文献

[1] IT 用語辞典 e-Words http://e-words.jp/

[2] 文部科学省 平成 21 年度「大学教育・学生支援推進事業」学生

支援推進プログラム

https://www.sps.reitaku-u.ac.jp/campus-net/Top.html?t_cache=0
5
[3] 麗澤大学、学内 SNS 導入 企業紹介による内定獲得数、前年比 5
倍に MarkeZine ニュース」

http://markezine.jp/article/detail/16029
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小規模 SNS の活用に関する研究

-オープンソースの SNS システム(OpenPNE) を用いた実験的研究-

山田 大智

麗澤大学

外国語学部 英語コミュニケーション専攻

Yamada Daichi
a09103d@reitaku.jp

概要：今日の SNS をめぐる環境は日々成長しつつある[1]。そのような SNS の環境にいる現代の人々が悩まさ

れている問題として、「ソーシャル疲れ」というものがあることをニュースで耳にした[2]。そこで本研究において、

オープンソースの SNS システム OpenPNE で構築した小規模な SNS を大学生に使用してもらい、アンケート

やアクセスログを用いてよく使われる機能やアクセス内容の実態を調査し、小規模 SNS の運用を成功させるた

めの方法を考察する。

キーワード：SNS,OpenPNE,サーバ,行動調査

1. 研究の目的

3 年次に行った「学内サーバを用いた SNS 研究

の基盤構築」で培った、外部に SNS を公開し利用

する環境を整えるノウハウを活かし、本研究では学

外サーバ（さくらインターネット[3]）をお借りして、学

外ネットワークからも自由にアクセスできる SNS環境

を構築した。目的は小規模 SNS の利用実態の調査

し、運用を成功させるために何が必要であるか考察

するものである。アクセスログを用いての内部からア

クセス頻度やよく使われる時間帯などに関する利用

実態を観察し、アンケートを用いて利用者が SNS を

どのように使っているのか、またどういった機能が利

用者に求められているのかを調査する。最終的に、

意識や情報の共有を行うために、どのような SNS が

求められているのかを明確にするものである。これら

を明らかにしていくことによって、冒頭で述べたよう

なマイナス面が目立つようになった SNS コミュニケ

ーションの将来を考え、人々のつながりをより深くす

るツールとしてさらに役立てたいと考えている。

本研究の考察対象は小規模 SNS である。会社や

学校規模で作られる SNS が増えており、知識の共

有や他部署間のコミュニケーションなどに活用が期

待されている[5]。そこで、本研究では、「ゼミで用い

る SNS」を構築し、その限られた公開範囲の中で

SNS をどう有効利用していくことができるかを考察し

ていく。

また、本研究では先に記述したように WWW サー

バや SNS システムのアクセスログや利用者アンケ

ートを用いて調査を行うが、その二つ以上に研究を

行っていく上で必要になる研究材料や方法はない

のかを併せて検討し、今後同様の研究を行う後輩へ

のはなむけとしたい。

2. 研究基盤の構築

この研究を開始するにあたって、基盤となるシス

テムとその研究ツールを構築・整備する必要があっ

た。大きく分けて３つのステップがあった。１つ目は

基盤となる SNS ネットワーク環境の構築。２つ目は

アクセスログを回収する方法の確立。最後に実際に

SNS を使ってもらう人員の確保が挙げられる。以下

に、それぞれの研究段階に至るまでの経緯と詳細を

記述する。
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2.1 SNS 環境の構築

SNS を構築する前にサーバの場所を確保する必

要があった。昨年度の研究では学内サーバ上に

SNS を構築したために、利用者がアクセスする際に

まず SSL-VPN 接続を行う必要があった。これは利

用者側としては毎回認証を行った後にログインを行

うことになり非常に不便であること、またスマートフォ

ンなど携帯端末からの利用が不可能であったことか

ら、コミュニケーションツールとしては不十分であっ

た。そこで今回の研究では、学内サーバではなくレ

ンタルサーバ「さくらインターネット」を利用し、そこに

サーバ
1

を構築する運びとなった。
2
今年度構築し

た新しいサーバの初期環境は以下の通りである。

 OS: CentOS 6.2
 SMTP サーバ: postfix2.2.6

コンピュータの OS と聞くと一般的には Windows か

Mac OS を思い浮かべる人が多いかと思われるが、

今回は CentOS を使用している。CentOS は Unix
互換 OS である Linux のディストリビューションの 1
つであり、オープンソースの基本ソフトウェアである。

各種サーバを運用管理するために必要な十分な機

能を備えている。今回のサーバは下記のような

VNC コンソール画面から操作をリモートで行うことが

できる[4]。

これに、後述する OpenPNE に必要なソフトウェ

アが以下の通りです。

 WWW サーバ:Apache
 PHP 言語実行環境

 データベースサーバ:MySQL

1
ドメイン名は chibasemi.reitaku-u.ac.jp である。

2
サーバの利用にあたっては情報 FD センターから運用面でのサポ

ートを受けております。記して感謝申し上げます。

これらのパッケージソフトは CentOS の yum
(Yellowdog Updater Modified) と呼ばれるパッケ

ージ管理システムを用いて快適にインストールをお

こなうことができた。

今回の研究において最も重要なソフトウェアは

SNS ア プ リ ケ ー シ ョ ン OpenPNE で あ る 。

OpenPNE は SNS サービスを構築するソフトウェア

であり、最新バージョンは 3.8 である。株式会社手嶋

屋を中心とした OpenPNE Project が開発を行なっ

ている。オープンソースになっているため、誰でも無

料で自由に使用することができる。パッケージのな

かにはメッセージの交換やコミュニティの形成、誰が

ページを見に来たのかわかるあしあと機能、情報を

発信する日記の機能など、SNS で行われているコミ

ュニケーションに必要な機能がもとから入っているの

に加え、サーバ運営者が自分で機能を自由に追加

することも可能である。現在主に企業や学校といっ

た場面で使われており、30,000 以上の組織で利用

されているとされる[5]。
今回インストールしたバージョンは最新版の 3.8

ではなく、3.6 で行った。この理由は、前回の基盤構

築の際インストールしたバージョンが 3.6 であった事

に加え、最新版と同じく安定版としてサポートが行わ

れているためだ。今回の研究ではパッケージに特に

手は加えず、日記・コミュニティ・メッセージなどの基

本機能の使われ方を調べていくものとする。下の画

像は既に立ち上がった OpenPNE のホーム画面で

ある。レイアウトは mixi や麗澤大学の SNS「Green
Community ひいらぎ Cafe」に似ているため、初め

て使う人でもどの機能がどこにあるかわかりやすいよ

うになっている。

2.2 アクセスログ回収方法

この研究の主な材料としてアクセスログを挙げた。

図.2 SNS「Mille-Feuillet ミルフィーユ」の

TOP 画面

図.1 VNC コンソール画面のキャプチャー
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ここでその回収をどのように行うか記述していく。ま

ず、アクセスログを記録するソフトウェアは、WWW
サーバである Apache である。以下 Apache の説明

を e-words より引用する：

最も人気の高い Web サーバソフトウェアの一つ。

1995 年に NCSA httpd 1.3 をベースに開発が始ま

り、UNIX 系 OS を中心に幅広い人気を獲得した。

Apache はフリーソフトウェアとして無償で公開され、

世界中のボランティアのプログラマたちの手によっ

て長年に渡って開発が続けられている。もともと

NCSA httpd の細かいバグを修正したり新しい機能

を追加するためのパッチ(patch)集として公開されて

いたが、途中から単体の Web サーバソフトとして公

開された[6]。

Apache は「chibasemi.reitaku-u.ac.jp」へのアク

セスログをすべて記録している。そこで Apache が

保存したアクセスログを FTP で取得し分析をおこな

った。アクセスログの利用方法は４章に記述する。

2.3 利用者の確保

基盤や研究素材の確保が完了したら、次は、実際

に利用してもらう人材を確保する必要があった。そこ

で、白羽の矢が立ったのが、千葉ゼミ生及び千葉教

授であった。その中でも自分と 3 年生を中心に自由

に使ってもらうこととなった。

利用のアナウンスは 10 月 12 日（金）に行われた

ゼミの時間内で行った。内容は・利用者登録の方

法・利用できる機能の紹介（特に日記機能とコミュニ

ティ機能について）・使用上の注意事項を主に紹介

し、同時に登録もしてもらった。

3. 研究方法

3.1 アクセスログの利用方法

2 節でアクセスログの回収方法に触れたが、具体

的に利用方法について説明する。写真はエクセル

画面にある日のアクセスログを表示させた画面であ

る。記述してある内容は

 IP アドレス

 アクセス時間

 情報の（取得/投稿）

 アクセスした URL

 アクセス端末

が主な内容だ。これらを分析することで、

 アクセスや日記投稿などの多い時間帯

 ログイン後、どのような行動を行って

いるか

 （後述する）宣伝メールの効果

を明らかにしていくことができる。

3.2 管理者側からのアプローチ

ただ漠然と使ってくださいと言っても、利用者も何

をして良いかわからないと考え、いくつか管理者側

から働きかけを行った。

まずは導入の時点で「Mille-Feuillet ミルフィー

ユ使用の手引き」を作成し、具体的にどのような事が

行うことができるのか説明をした。その後自由に利用

できるようになってからしばらく利用者の自由意思で

利用してもらったが、思うようにアクセスが伸びなくな

ってきたため、

 コミュニティの作成

 管理者による日記

 宣伝メール送信

を行い、利用促進を図った。

3.3 アンケート内容

最後に、アクセスログだけでは見えてこない部分

については、利用者に対するアンケートという形で

調査を行った。この調査で明らかにする内容は以下

の通りである。

 「Mille-Feuillet ミルフィーユ」の満足度

 小規模 SNS としての価値はあるか否か

 利用頻度の低い理由

 複数の SNS を連動させる機能に対する

図.3 アクセスログをエクセルに出力した様子
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意識調査

などを主に調べた。アンケートの結果とアクセスログ

で得た情報を照らし合わせ、小規模 SNS で何が必

要とされているのかを明らかにする。

4. 分析

3 節で記述したアクセスログとアンケートで得られ

た研究結果について述べていく。

4.1 アンケート結果の分析

まずは千葉ゼミ生の 3年生を中心とした 15人を対

象とした利用者アンケートの結果とその考察につい

て述べようと思う。

アンケートの「一度でも行ったことのあるものにチ

ェックを付けてください」という項目から、一番多く利

用されていた機能は「日記の閲覧」であった。一方、

「日記の作成」と回答した人は全体の 3 分の 1 にも満

たなかった。次に使われていたのが、「コミュニティ

の参加」であったが、こちらも日記同様「コミュニティ

への書き込み」と回答したのは参加した人数の 4 分

の 1 程度であった。二つの機能の評価は共に「使用

したことがない・わからない」を除くと「とても良い」ま

たは「まあまあ良い」と回答している。

日記に関連して、SNS の利用意識に関する設問

で興味深いデータを得ることができた。「SNS にアク

セスして、必ずまたは 2 回に 1 度程度の頻度で利用

している機能は何か」という設問で、「日記」と回答し

た人は誰もおらず、一方で「つぶやき等のミニブログ」

と回答した人が 8 割にも及んだのだ。

小規模 SNS の利点を感じているか否かの調査結

果から、まず利点として挙げられるのは知っているメ

ンバーしかいないという安心感であった。「メンバー

との距離感は近く感じられたか」という質問を行った

ところ、結果は 3 人に 2 人が「感じている」と回答し

た。

4.2 アクセスログからわかること

今回の研究で一番思うように事が運ばなかったの

が、当初の予想よりも利用してもらえなかったことだ。

11/14 から 12/14 までの 1 ヶ月間のアクセスを「アク

セスログのログイン画面に何度アクセスしたか」という

内容で集計したところ、1 日平均で 2～3 人 であり、

最も多い日であっても 6 人であった。そこで、アンケ

ートにて利用しなかった理由を尋ねた結果、「SNS

にアクセスすることが面倒であった」「他の SNS で十

分だと感じた」が一番多く、次に「アクセスする時間

がなかった」という結果となった。

アクセスが少ないことを受け、千葉教授の助言も

あり、千葉ゼミ生全員に届くメーリングリスト（以下千

葉ゼミ ML）を用いて、宣伝メールを送信した。以下、

そのメールに対する効果について述べる。

方法は千葉ゼミ ML に新しく作成したコミュニティ

の宣伝を盛り込んだ内容のメールを計 4回（11 月 26
～28、12 月 10 日）にそれぞれ時間帯を変え送信し

た。時間帯の内訳は 26 日に午前 9 時、27 日に正午、

28 日に午後 6 時、12 月 10 日は午後 10 時に送信

した。（G-mail の拡張機能である Boomerang を使

用し、時間指定のうえメール送信を行った）

結果としては、26 日は 7 人、27 日はアクセスなし

で、28 日は 3 人、10 日は次の日の正午までに 3 人

のアクセスが確認できた。いずれもコミュニティにア

クセスしていることから、メールによる告知は、広告メ

ール初日の前日アクセスが自分だけであったことを

考慮すれば、少なからず効果があったのではない

かと考えられる。

次に日記やコミュニティへの書き込みが多かった

時間帯について記述する。アンケートにおいて同様

の質問を行った結果では、「10 時以降の深夜」と回

答した人が最も多かった。しかしながら、アクセスロ

グも同様に 10 時以降が一番多かったものの、17 時

や 10 時といった夕方や昼の時間帯にも利用してい

る人も多かった。夜 10 時以降の書き込み数が全体

の半分で、残りの半分を 17 時や 10 時といった夕方

や昼の時間帯の書き込み数で占めている。これはア

ンケートの意見にもあったが、大学の休み時間や電

車の待ち時間などの「すきま時間」にアクセス・書き

込みが行われたからであると考えられる。この時間

帯における傾向で言えることは、日記の作成よりもコ

ミュニティや日記へのコメント記入が多い。限られた

時間でのアクセスのため、手軽に行える行動が目立

ったのではないかと推測させる。

最後に、SNS にログインした次に取る行動で多か

ったものを挙げていく。一番多かったのはコミュニテ

ィの更新情報の確認だ。トップ画面に自分の参加し

ているコミュニティが表示されているため、更新情報

を確認する際一番初めに見る傾向が強かった。また、

宣伝メールを送った際には、コミュニティの URL か

ら直接リンクしていることが多かった。これらからやは
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り、コミュニティの盛り上がりが利用頻度に直結してく

るのではないかと推測される。次に多かった行動は

日記の閲覧だ。初期設定では「マイフレンド更新情

報」という、SNS 上での友人の日記やアルバムの更

新情報が一番上に表示されるため、比較的更新頻

度の多い人の日記はコメントこそしないものの、よく

読まれている傾向がある。また、宣伝メールを送った

あとの行動として、一回のログインで一度に複数のコ

ミュニティに参加する人が多数存在した。

5. 考察と結論

5.1 アクセスログの分析結果を受けて

アンケートの結果やアクセスログの分析によって

判明した内容を受け、今後小規模 SNS に必要とさ

れているのではないかと思われる機能について考

察していく。

まずは、より手軽に SNS を楽しめる環境が必要で

ある。その中でも早急に行うべきなのは、アンケート

の「よく利用する端末」における結果で「スマートフォ

ン」と回答した人が多いことを受け、スマートフォン向

けのページ作りなのではないかと思われる。実際、

mixi、Facebook、GREE、などはスマートフォン向

けのページが存在する。時代の流れではあると思う

が、過去の SNS も徐々に利用できる端末や環境を

広げていった実績があることを踏まえると必要なこと

であると考えられる。

加えて、基本的なことだが、ログインの利便性を高

めるべきである。アンケートの「改善して欲しい点」で

「メールアドレスを打ち込むことが面倒であった」とい

った意見が見受けられた。これはログインの際にメ

ールアドレスを省略した ID などを発行し、それと共

にパスワードを打ち込むというものにすることで解決

できるのではないかと推測される。またアンケートの

意見で、自動ログインの機能は備わっているものの、

様々な端末からアクセスすることになり、必ずしも適

用できていないというものがあった以上、手間を考え

て必要であるとも考えられる。

次に 、 必要な も の と し て 考え られ る もの は 、

twitter のようなミニブログの設置である。これはアン

ケートの「SNS にアクセスして、必ずまたは 2 回に 1
度程度の頻度で利用している機能は何か」という設

問で、「日記」と回答した人は誰もおらず、一方で「つ

ぶやき等のミニブログ」と回答した人が 8 割にも及ん

だ。このことを受けて、更新するために大きな手間を

かける必要のある従来のブログよりも、手軽に書き込

みが行えるツールが必要であると結論づけたためで

ある。またこのような結論を導きだした要因として、ア

ンケート結果の「SNS をよく利用するタイミング」にお

いて、すきま時間や電車内などの短い時間のなかで

利用していることも関係してくるのではないかと思わ

れる。ミニブログの特徴として、思っていることをすぐ

さま短い文章で書き込み、読む側も直感的に書き手

の感じていることなどを読み取る事ができる点が利

用頻度ひいてはアクセスの頻度を高めるのではな

いかと推測される。その例として、日本における

twitter 人気が挙げられるのではないか[7]。という

のも、流行している理由の一つとして、わざわざオチ

を付ける必要がなく、思ったことや感じたことを一言

つぶやくだけで、それだけで twitter 自身が成り立

ってしまう手軽さがある。そういった少ない時間でで

きる行動が、活発に情報がやりとりされ、意識共有が

手軽に行われる SNS を動かす大きな原動力になり

得るのだと思われる。

最後にこれらの事実を踏まえて、こういった小規

模の SNS の使われ方は次のようなものにすることが

望ましいのではないかという私見を述べていく。見ら

れる範囲が限られていることから安心や一体感を感

じる、といった意見が多かった。したがって写真やプ

ライベートな情報を書き込みやすい場として利用す

ることが望ましいのではないか。手軽に更新が行うこ

とができるミニブログの追加導入によって、更新頻度

が増加し、最近起こった出来事など情報の共有をス

ムーズに行うことが気兼ねなくできる。それに伴って

利用者のアクセス頻度が増加し、そこでの情報が現

実世界における共通認識となり、非常に有効なコミュ

ニケーションツールになり得るのではないかと推測さ

れる。概要で述べた「SNS 疲れ」に対しても、「短時

間でパーソナルな情報をやりとりする」というコンセ

プトの SNS にすることで解決できると考えられるた

め、そういった問題の解決にもなっているのではな

いか。

6. まとめ

今回の研究において、いくつか課題と反省点があ

るので、締めくくりとしてまとめる。

6.1 研究方法の反省
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まずはアンケートの内容だ。致命的なミスがあり、

最後の設問の「SNSにアクセスする際、どのような端

末を最も多く使用しますか？」において、複数回答と

しなかったがために、一番使う端末一つにチェックを

入れてくれると想定していたが、数人が複数にチェ

ックを入れていたため、思うような結果が得られなか

った。この件については教授からも指摘されていた

ため、設問を設置する際の考慮が足りなかったと言

わざるを得ない。

アクセスログだけでの調査にも問題点が挙げられ

る。日毎に何人の利用があるのか調査する際、特に

ゼミの授業が行われた日の IP アドレスが大学の PC
教室から同時にアクセスしていることによって、同一

IP がいくつも存在してしまう結果となってしまった。

これは動向調査を行う際、非常に厄介であった。と

いうのも人数の特定を行う方法を「ログイン画面から

TOP ページに移行した回数」でカウントせざるを得

なくなったためである。さらに、この方法ではログイ

ンに失敗してもう一度ログイン画面が表示されてしま

った場合などあると、正確なログイン数をカウントでき

ない問題も抱えている。今後、アクセス分析を行う別

のツールなどと併用して分析を行うことで、より正確

なデータを得ることが容易にできるのではないかと

思われる。

6.2 運営者としての反省

運営者として反省しなくてはならない点もいくつか

あった。まずはコミュニティ参加の促進がたりなかっ

たのではないかという点だ。研究の成果の所でも触

れたが、コミュニティの盛り上がりがそのままアクセス

頻度の向上につながるのであれば、運営者としては

なんらかの働きかけをもっとすべきであった。コミュ

ニティだけでなく、日記を滞りなく毎日のように書い

ていければ、読んでくれる人アクセスすることでその

まま SNS の活性化にもつながったのではないかと

思う。

中身に限らず、呼び込み効果のあるニュースメー

ルを活用すべきだったと反省している。「ニュースメ

ール」は OpenPNE の基本機能で、cron という

CentOS に組み込まれているジョブの自動実行機能

を使い一定のタイミングで SNS でおこなわれている

アクティビティについて一斉メールの配信を行えると

いうものだ。今回は設定がうまくいかず、使わないま

まで終わったことが悔やまれる。

加えて、開発までの時間が少なかったことと自分

の知識不足をあり、SNS の機能の改善や追加にま

で至らなかったことも同じく悔やまれる。今後、この

SNS を継続して運用していく後輩が現れるのならば、

是非より使いやすい SNS にしてもらい、今以上にた

くさんの人とコミュニケーションの取れる場として活用

してもらいたい。
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外国語学部 千葉庄寿ゼミ

ゼミ生名簿

（学籍番号順）

■第 1 期生（14 名）○ゼミ長 ●副ゼミ長

学籍番号 氏名 ふりがな 専攻

1084310038 阿由葉 亮 あゆ は りょう 英語コミュニケーション専攻

1094310036 石井 誠 いしい まこと 英語コミュニケーション専攻

1094310275 ● 小島 宏紀 こじま ひろき 英語コミュニケーション専 攻

1094310663 山田 大智 やまだ だいち 英語コミュニケーション専攻

小規模 SNS の 活用 に関する研究

―オー プンソースの SNS シ ステム (OpenPNE) を用いた実験的研究

★3 年次発表 OpenPNE による SNS コミュニケーション研究の基 盤構

1094320019 青栁 美紀 あおやぎ みき 英語・英米文 化専攻

HTML5 と CSS3 を用 いたマ ルチデバイス W eb サイトの構築

★3 年次発表 HTML5 で広がる W eb デザインの可能性

1094320241 垣内 康輔 かきうち こうすけ 英語・英米文 化専攻

テキストマイニングで海外 の意見と日本 の意見 の違 いを比較する

1094320290 川上 敦史 かわかみ あつし 英語・英米文 化専攻

プログラミング言語 TJS2 とノベル エンジン KAG によるクイズゲー ムの開 発

1094320365 北嶋 大稔 きたじま ひろとし 英語・英米文 化専攻

新しい国際規格としての 超小 型車―日 本の動向を中 心として―

1094320415 倉持 美帆 くらもち みほ 英語・英米文 化専攻

「化粧品業界におけるインターネット広告と雑誌広告の比較研究」

1094320928 ○ 沼尻 雄一郎 ぬまじり ゆういちろう 英語・英米文 化専攻

麗澤大学 の学内 SNS の利 用実態と利 用意識 に関する研究

★3 年次発表 OpenPNE による SNS コミュニケーション研究の基 盤構築

1094321009 平野 拓也 ひらの たくや 英語・英米文 化専攻

1094321033 古川 和幸 ふるかわ かずゆき 英語・英米文 化専攻

ヘル プデスク対 応データベー スの整備、構築と検 索アプリケーションの開 発

1094321132 溝口 亜由子 みぞぐち あゆ こ 英語・英米文 化専攻

コーパスを用いた高校英語教科書の語彙研究

1094321207 山崎 美咲 やまざき みさき 英語・英米文 化専攻

ヘル プデスク対 応データベー スの整備、構築と検 索アプリケーションの開 発
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■第 2 期生（15 名）

学籍番号 氏名 ふりがな 専攻

1104310026 荒井 美香子 あらい みかこ 英語コミュニケーション専攻

1104310050 池田 沙織 いけだ さおり 英語コミュニケーション専攻

1104310068 今泉 桃子 いまいずみ ももこ 英語コミュニケーション専攻

1104310092 榎本 有花 えのもと ゆか 英語コミュニケーション専攻

1104310464 西恵理子 にし えりこ 英語コミュニケーション専攻

1104310498 根本 佳菜 ねもと かな 英語コミュニケーション専攻

1104310662 山﨑 美鈴 やまざき み すず 英語コミュニケーション専攻

1104310688 山田 祐未 やまだ みく 英語コミュニケーション専攻

1104320348 西條 真未 さいじょう まみ 英語・英米文 化専攻

1104320497 鈴木 真澄 すずき ますみ 英語・英米文 化専攻

1104320562 田岡 沙織 たおか さおり 英語・英米文 化専攻

1104320968 松山 奈保実 まつやま なほみ 英語・英米文 化専攻

3 年次発 表 podcast 技術 を利用した学生 視点のキャンパスニュース 配信の 試み

1104321073 山室 志織 やまむろ しおり 英語・英米文 化専攻

3 年次発 表 Ajax 技術を利 用したオンライン W eb アルバムの作成

1104330016 阿部 一成 あべ か ずなり 国際交流・国際協力 専攻

3 年次発 表 podcast 技術 を利用した学生 視点のキャンパスニュース 配信の 試み

1104340065 鎌田 翼 かまた つばさ ドイツ語・ドイツ文化専攻

■第 3 期候 補生（10 名）

学籍番号 氏名 ふりがな 専攻

1114310248 大坪 ありさ おおつぼ ありさ 英語コミュニケーション専攻

1114310397 小濱 沙紀 こはま さき 英語コミュニケーション専攻

1114310545 鈴木 輝美 すずき てるみ 英語コミュニケーション専攻

1114320122 石塚 幸子 いしつか さちこ 英語・英米文 化専攻

1114320114 石川 マリサ いしかわ まりさ 英語・英米文 化専攻

1114320940 溝田 尚人 みぞた ひさと 英語・英米文 化専攻

1114320586 染谷 麻理奈 そめや まりな 英語・英米文 化専攻

1114320594 武田 侑奈 たけだ ゆうな 英語・英米文 化専攻

1114330163 斎藤 茜子 さいとう あかね 国際交流・国際協力 専攻

1114330395 松家 翔月 まつや はづき 国際交流・国際協力 専攻
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経済学部 大塚ゼミ ゼミ生名簿
--------------------------------------------------------------------------------
ゼミ期数の 法則 牧野ゼミ期数+2 ＝ 同期 の大塚ゼミの期 数

千葉ゼミ期数+15 ＝ 同期 の大塚ゼミの期 数

第 1 期生：平成 9 年度卒 卒業論文タ イトル

小堀 克臣 こぼりか つおみ 柔軟かつ 強力な ネットワークセキュリティ

滝口 暎子 たきぐちひでこ 地域教育 ネットワークの現 状 と展開

○ 渡辺 薫 わたなべか おり 麗澤大学 におけるインターネ ット利用の 状況

第 2 期生：平成 10 年度卒

○芦澤朋 美 あしざわともみ 地域教育ネットワークの現 状

呉云 ごうん マルチメディア環境 の現状とその課題

白木美保 しらきみほ 教育用ネ ットワークの普及とその課題

第 3 期生：平成 11 年度卒

梅津彰能 うめづ あきよし 情報教育におけるプッシュ配 信技術利 用の可 能性

高橋希久 朗 たかはし きくろう 教育ネットワークにおけるマ ルチキャストの活 用

－ IPmulticast によるしし座 流星群観 察学習 を通して－

○朴紀秉 ぱく きぴょん 学校ネットワークの次世代 技術 － IPv6 移 行へのシナリオ－

第 4 期生 平成 12 年度卒 該当ゼ ミ生 なし

第 5 期生：平成 13 年度卒

王晴晴 うぁんちぇんちぇん TV 会議システムと教育的 応 用

遠藤麻里 子 えんどうまりこ 学校教育 ネットワークにおけるセキュリティ

－校内 LAN 分 割に用いるローカルルータの性能 評価－

高橋哲也 たかはしてつや 学校情報 化における校内 LAN の役割とその構 築

○塚本正 隆 つかもとまさたか 教育現場 におけるインターネ ット利用の 諸相

－学校 インターネット運用の 現状と諸問 題－

深山陽美 みやまひろみ 無線 LAN 装置の 性能 および 電磁波強度の測定

第 6 期生：平成 14 年度卒

上杉裕幸 うえすぎひろゆき 校内 LAN への ブロードバン ドルータの応用

上田美栄 子 うえたみえこ Web キャッシュサーバの性 能向上に関する一 方策

○大鷲正 和 おおわしまさがず 物理アドレス認証 付きマ ルチインターフェース

DHCP サー バの実装と運用 ☆

郭強 かくきょう ギガビットネットワークに対応 するネットワークベンチマーク

テスト機の試 作とギガビットルータの性能 評価

藤田美絵 ふじたみえ IT 講習会に対応する PC 教 室ネットワーク構成の

動的変更システム （MIE）

第 7 期生：平成１５年度卒

新井可乃 子 あらいかなこ カメラ付 き携帯電話に対応する W eb 掲示板システムの 試 作

金子哲也 かねこて つや Web インターフェースによるメーリングリスト管 理システム

-KIU 標 準メーリングリストシステム機能 強化 -
○呉東哲 ごとうてつ 校内トラフィック記録シ ステム の試作 ☆
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第 8 期生：平成 16 年度

大木涼子 おおきりょうこ インターネットによる定点 気 象観測ユニッ トの試作

大塚香織 おおつか かおり 校内 LAN におけるポート単 位のトラフィック測定シ ステム

大波純子 おおなみじゅん こ 遠隔再起 動システム “リモートでポン ”の開発と運 用 ☆

○柴崎恭 一郎 しばざききょういちろう 学校単位に設置 する不正侵 入検知システムの構築

林嬌 りんきょう 学校教育 用マルチメディア 配 信システムの構 築

第 9 期生：平成 17 年度

○掛野裕 行 かけのひろゆ き NTP を用いた学校チャイム 管理システムの試作と運 用 ☆

第 10 期生：平成 18 年度

○七社耕 造 しちしゃこうぞう 学校単位 に設置 するネットワーク監視システム の

開発と運用 ☆

- 自動更新 機能とルー プ検 知機能を持つ新 ANNEX -

第 11 期：平成 19 年度

遠藤啓介 えんどうけいす け 柏市教育 用イントラネット「はやて」における

ネットワークの総 合監 視ツールの開 発 ★

○黄炎晟 こうえんせ い 電子メールで 投稿する Blog システム"PLOG"の 構築 ☆

第 12 期生 該当ゼ ミ生なし

第 13 期生 平成 21 年度 (13 期より 15 期までは牧野 ゼミ合同の NetTeam として活動 )
○鄒運祥 しゅううんしょう ネットワークを使ったスタンプラリーシステムの 構築

林飛峰 りんひほう 赤外線センサ ーを用いた防 犯システム

- お留守番にゃんこ 2 号の開発 -
第 14 期生 平成 22 年度

○馮 嶷威 ひょう ぎい 音声通知を行うネ ットワーク死活監視システムの開 発

本村 哲也 もとむら てつや 2009 年松陰大学陸 上部へ 移籍

第 15 期生 平成 23 年度卒 業見込み

落合あゆ み おちあいあゆみ 一人暮らし老 人の見 守りシス テ ム“あかずきんちゃん”の 開発

○渡部 伸之 わたべのぶ ゆき 電力情報 集約システム ～GRIP～の製作

潘 東一 はんとういち γ線放射 線量の連続記録シ ステム GRACE（グレース）の

開発と福島で の試験 運用

千葉輝久 ちばてるひさ Java による Android アプリケーション 試作と評価

聴講生 （土井ゼミ所属）

第 16 期生 平成 24 年度卒 業見込み

○藤城江 美子 ふじしろえみこ 学内使用電力表 示システム「麗澤電力」の 開発と運 用

3 年次発表 英語・日本語学習プログラム「英ちゃん・和ちゃん」

第 17 期生 平成 25 年度卒 業見込み 該当なし

陳泓旭 ちんおうきょく 聴講生（大学院研究 生）

善養寺紗弥 ぜんようじさや 聴講生（山下 ゼミ所属）

第 18 期生 平成 26 年度卒 業見込み 平成 25 年 1 月 現在候補生

松原綾音 まつばらあやね

（平成 25 年 1 月現在）

記号 ○印はゼミ長を示す

☆マークは合同卒論発表会最優秀賞を示す（平成 14 年度から 19 年度まで優秀賞選定が行われた）

★マークは優秀賞を示す（平成 19 年度のみ）
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