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● ご注意

ホール内は飲食禁止です。 外のロビーをご利用ください。

建物・敷地内は禁煙です。玄関脇の喫煙コーナーのみ喫煙可能です。

● 本資料について

この資料は口頭発表の配布資料をまとめたものです。

提出されたものをそのまま印刷しているので通しのページ番号はついていません。

著作権はいずれも発表者が保有します。

この資料に記載された内容についての転載は禁止します。

● WiFi のサービスについて

会場内には臨時の AP が用意されています。

SSID Penguin でアナウンスしていますので、ご利用頂くことが可能です。

セキュリティは WEP 40bit で共有キーは R123# です（R は大文字です）。脆弱!!
本サービスについて生じる障害等については一切の責任を負いませんので

あらかじめご了承ください。

サービス提供時間は 8:30 から閉会までです。
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関東圏の観光地の
言語景観に関する比較研究

外 国 語 学 部 英 語 ・ 英 米 文 化 専 攻

（ 千 葉 ゼ ミ ナ ー ル ）

石 川 マ リ サ 石 塚 幸 子

a11102m@reitaku.jp a11103s@reitaku.jp

＊目次

１．はじめに(言語景観とは)

２．研究目的の詳細

３．調査結果の分析

４．調査結果の考察

５．GPSを用いたデータ保存・活用

６．まとめ

１．言語景観とは

＊視覚的な情報かつ公的な場で見られる文字言語

＊不特定多数の読み手に発信される情報

＊自然に受動的に視野に入るもの

１．２ 研究方法

調査対象である観光地のメインストリート200Ｍを位置情報
付きの画像として撮影。

＊比べる内容
・首都圏の中心と辺境の言語景観の違い
・新旧の観光地の周辺の言語景観の違い

撮影したデータはGPSの位置情報を用いて
Google Maps上に登録して整理し、
保存するとともに分析に活用。

２．１ 調査地点の選定

＊予備調査
柏駅前のメインストリート

＊首都圏と辺境を比べる
・首都圏の観光地『浅草』
・郊外の観光地『川越』

＊新旧の観光地周辺を比べる
・新しい観光地『スカイツリー周辺』
・古くからある観光地『浅草』

www.hatsuneya.jp
furui.at.webry.info
ja.wikipedia.org

２．２ 調査方法

＊浅草：雷門通り

Google Maps 使用
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２．２ 調査方法

＊川越駅方面から菓子屋横丁方面

川越駅方面

菓子屋横丁方面

Google Maps 使用

２．２ 調査方法

＊浅草通り

Google Maps 使用

２．２ 調査方法

１．撮影したGPS情報付きの写真データをExif

Reader を用いてテキスト情報として抽出し、そこ
からGPS情報を文字情報として取り出し整理。

２．Google MapsのAPIを使って地図上にGPS情報に
従って写真データをプロットすることで、撮影

データを空間的に配置する実験を行う。
※プロット作業はGPS Vidualizer の

Plot data pointsサービスを用いる

３．撮影者と撮影場所(通り)ごとに分けてCSVデー

タを作成し、そのデータを元にGoogle Mapsデータ
を生成・保存

＊撮影資料の整理について

３．調査結果の分析

看板総数 日本語 英語 中国語 韓国語

川越 55 48 19 2 2

浅草 91 78 31 3 3

押上 93 76 32 2 2

柏 159 90 87 0 0

※ 一つの看板に複数言語が表示されていた
場合、それぞれの言語の看板としてカウント
している。

３．１ 川越

＊特徴

＊看板が少ない

＊多言語化された看板はバスの標識や個人経営の店の看板

看板を数えた
結果数 日本語 英語 中国語 韓国語

川越 55 48 19 2 2

・看板が少ないのは、郊外の観光地であるため？

・外国語の看板の比率がそれほど高くないのは、
多言語化された観光地図が提供されているため？

３．１ 川越

日: 札の辻
英: Fuda-no-
tsuji
中: 札之辻
韓: 후다노쓰지

日: 取り扱い時間
英: Service
Hours

日: レターパック
英: Letter Pack
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３．１ 川越

個人経営の店の看板の例：表と裏で表記言語が異なる

・To Go OK
・２F CAFÉ
・１F BAKERY

・テイクアウトOK
・２F カフェ
・１F ベーカリー

３．１ 川越

個人経営の店の看板の例

日：店内は飲食禁止です。

英：No drinks and
foods in the shop,
sorry.

英：We have no
restrooms here.
中：店内没有厠所.

３．２ 浅草

看板を数えた
結果数 日本語 英語 中国語 韓国語

浅草 91 78 31 3 3

＊特徴

・雷門側の通りと反対側の通りでは看板数が異なる。
・雷門側の通りの方が看板数が多い。
・多言語化されていた看板はチェーン店などの店の名前や、
公共機関であるバス標識

・利用する人が多い通りに看板が多い

・住民による外国人旅行者むけの表示が極めて少ない

３．２ 浅草

日: 浅草雷門
英: Asakusa Kaminarimon
中: 淺草雷门
韓: 아사쿠사가미나리몬

３．２ 浅草

日: 台東都税事務所
英: Taito Met Tax Office日: 赤身

英: Red Tuna

３．３ 押上

看板を数えた
結果数 日本語 英語 中国語 韓国語

押上 93 76 32 2 2

＊特徴

・日本人向けの外国語表記が多い

・スカイツリー側の通りの方が反対側と比べ、看板が多い

・利用する人が多い通りに看板が多い

・住民による外国人旅行者むけの看板が極めて少ない
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３．３ 押上

日: おしなりく
ん
英:
Oshinarikun

日: 古紙,びん,缶,ペットボトル
英: Used paper Bottles Cans PET
bottles

３．３ 押上

日: タンドリーチキン
英: Tandoori Chicken

日: 駐輪禁止
英: No Bicycle
Parking

３．４ 柏 (予備調査 )

看板を数えた
結果数 日本語 英語 中国語 韓国語

柏 159 90 87 0 0

＊特徴

・看板数が圧倒的に多い

・外国語表記の看板は、ほとんど柏市が設置した看板
・英語表記はほとんど店の看板

３．４ 柏 (予備調査 )

日: その他の郵便
英: Others(Express-International Mail-
Etc)

日: 近くの駐輪場をご利用ください。
英: Please use a bicycle parking area
nearby

４．１ 川越と浅草

＊相違点
・看板総数が大きく異なる。（川越:５５枚、浅草:９１枚）
・浅草のほうが英語名の店が多く英語の看板が多い結果に。
・川越には個人経営の店舗などで外国人旅行者を意識した表示
がみられる。→浅草には住民発信の多言語情報は殆どなかった。

＊類似点
・交通機関であるバス停の表記がどちらも日・英・中・韓の四
か国語である。（外国人観光客向けの情報）

＊考察：多言語による観光情報の提供の必要性
・川越観光のための外国語パンフレットは地図のみ。
・浅草の観光情報はさまざまな言語・メディアで提供されてい
る。

４．２ 浅草とスカイツリー周辺

＊類似点

・看板総数、内容ともに殆ど違いなし。
・繁華な通りのほうが看板数が多い。
・両地点とも、住民発信の多言語情報が殆どみられない
・交通機関であるバス停の表記は日・英・中・韓の四か国語

＊考察：浅草と押上で違いがないのはなぜ？
・浅草は修正・更新の簡単な紙媒体資料(パンフレットや地図)

の多言語化が進んでいる
・従って看板の他言語化の必要性が薄れている可能性がある
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５．１ GPSを用いたデータ保存・活用

GPS Visualizer

５．２ GPS VISUALIZERを用いた
データの視覚化

1. データをフォルダごとに整理

2. Exif Readerを用いてExif情報をテキストとして抽出
3. Perlスクリプト(千葉先生作成)を用いてテキストから

GPS情報を抽出。ファイル名や撮影場所、撮影者、
地図表示用のサムネイル情報とともにCSVデータを作成

4. GPS VisualizerでCSVを読み込み，撮影情報をプロット
5. 生成された撮影情報つき地図データを保存

５．３ GPSの精度の違い

iPhone 撮影 Android 撮影

６ まとめ

＊考察
♫川越＆浅草
・川越は古い店が多い？こと、浅草はチェーン店が多いことで看板総数が
異なった。この違いは郊外と都心の観光地の違いなのかもしれない。

・多言語化の現状はさほど変わらなかった。しかし川越では住民が発信する
他言語情報が観察された。

♫浅草＆スカイツリー周辺
・看板総数がほぼ同じであり、人通りが多いほうが看板が多い。
・他言語化の量的状況もさほど変わらなかった。

＊課題
・正確な撮影記録を含む地図を作成するため
カメラのGPS機能の精度を上げる方法を研究する

ご清聴ありがとうございました。
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小学校英語教育の実態と課題
～千葉県の公立小学校を例に～

外国語学部外国語学科

英語コミュニケーション専攻4年

榎本有花

1

発表の流れ

 はじめに

 問題提起

 研究のねらい

 必修化前の問題点

 インタビュー調査結果

 まとめ

 今回の調査の反省点、感想

 参考文献

2

はじめに

 現在、経済や社会の様々な面でグローバル化、外国語でのコミュニケー
ションの機会が増えている。文部科学省は、「小学校の英語教育につい
ては、グローバル化は発展する中でその必要性が高まっており、国際的
にも急速に導入が進められている。今後は、小学校英語教育を充実する
ことにより、次世代を担う子どもたちに国際的な視野をもったコミュニ
ケーション能力を育成する必要がある。 」という考えがある。

 2002年度～・新学習指導要領のもとで「総合的な学習」の一環として
「国際理解教育」が導入。

 2011年度～・「外国語活動（英語）」が5，6年生を対象に必修化。こ
の「外国語活動」は教科ではなく、成績が数値化されない、道徳と同じ
扱いになる「領域」という区分。学習指導要領には、「外国語を通じて，
言語や文化について体験的に理解を深め，積極的にコミュニケーション
を図ろうとする態度の育成を図り，外国語の音声や基本的な表現に慣れ
親しませながら，コミュニケーション能力の素地を養う。 」と記されて
おり、外国語を用いて積極的にコミュニケーションを図ることができる
ようになるということが目的であり、文法や英単語などの定着が目的で
はないということがわかる。また、「柔軟性がある小学生の段階では、
音声や基本的な表現に慣れ親しむことに適しており、実践的なコミュニ
ケーション能力の向上につながる」という意図がある。3

問題提起

必修化が決まった当時、世間ではこの制度に対して賛否が分かれて
いた。実施されてから約2年が過ぎた今もなお、様々なメディアで

問題が挙げられているが、実際に小学校ではではどのような対策を

とっているのだろうか、また実施前に挙げられた問題は今どうのよ
うに変化したのか。

主に問題点として挙げられている「他教科の学力低下」、「指導者

への負担」、「他教科の時間削減」、「母国語が疎かになる」とい
う4点を中心に、千葉県の小学校の教員にインタビュー調査を行い、

実施された当時と現在の変化を調査し、その実態と今後の課題につ

いて考察する。

4

研究のねらい

賛成派：「英語は国際語。早い段階から親しみ、興味を持たせた方

がいい」「国際性やコミュニケーション能力を養える」「中国や韓
国も必修化した」

反対派：「小学校段階では外国語よりもまず母語」「英語と国際性
は別次元」「指導体制が未整備」「早期学習の効果は不明」

「教師への負担」、「母国語が疎かになる」、「他教科の時間数が

削減される」、「他教科の学力が低下する」という問題点がめだっ

た。実際に現場ではどのような対策をとっているのだろうか。本研
究では、実施前から懸念されていた4つの問題がどのような変化が

あるのかを調査し、今後の課題を考察していく。

5

必修化前の問題点

 他教科の時間数削減

2011年度から、小学5,6年生に年35コマ、週1回というカリキュラムが
導入された。「国語、算数、理科、社会などの基本教科の学習時間が英
語を導入することで多少なりとも減るのではないか？」実施前にそう
いった意見もあった。文部科学省が出した、新学習指導要領をもとにど
のようなカリキュラムで実施されているのかを明らかにする。

 他教科の学力低下

授業のコマ数が減ることによって、学力が低下するという意見も見られ
る。しかし、「英語を取り入れることで他教科の学力低下に繋がる」と
いう具体的な検証は明確になっていない。メディアで挙げられている意
見から、多くの人の懸念に繋がっているのではないかと考えた。

6
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 母国語が疎かになる

この問題についても検証で明らかになっていない。北海道教育大学の准教
授の野村忠央氏のサイト：『小学生は外国語の英語よりも母語の日本語を
もっときちんとやるべきだと思います。大学生を見ていても、小・中・高
を通して、「自分の主張を論理的な日本語で表現する（「話す」・「書
く」の両方を含め）」という訓練が欠けている、と強く思います。その基
礎が一番なされるべきは小学生の時期です。国語はその意味で一番の基礎
教科です。他の教科の授業時間を減らしてまで英語をやる必要があるので
しょうか。』 この意見をもとに、現場では実際影響があるのかを調査す
る。

 教員への負担

英語の教員免許を持っていないことから、慣れない英語をどのように教え
ればいいのか、教師の方の授業に対しての不安の声が挙がっている。また、
小学校は中学校と違い教科担任制ではなく、全教科を受け持っているので、
そこに更に英語が加わることで授業の準備が忙しくなると言われている

7

インタビュー調査

 調査の実施状況

・2013年11月8日に我孫子市のA小学校に電話をし、T
先生（女性）に代わっていただき、本研究のインタ
ビュー調査に協力していただくお願いをした。11月20
日にA小学校へ伺い、おおよそ30分程度お時間をいた
だいた。1対1の会話形式でメモを取りながら話を聞か
せていただいた。

・2013年12月13日に柏市のB小学校に電話をし、外国
語活動代表のY先生（女性）に代わっていただき、12
月17日にお伺いし、おおよそ40分程度お時間をいただ
いた。後者のインタビュー調査では、ICレコーダーで
私と先生の会話を録音させていただくことができた。
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我孫子市Ａ小学校
・ 授業内容、スタイル

5，6年生の授業は週１回で、担任とALTがペアになって行う。授業の説明はALTが
英語で話すが、生徒らが理解しているかを確認しつつ担任が補足をいれている。授
業の内容としては、簡単な自己紹介、ゲーム、歌などをALTが主導して行う。

・ 授業の雰囲気

5，6年生は思春期に入っているので、そういった子たちがテンション高く英語の授
業に参加しているわけではない。生徒らの態度としては、クラスによって異なるが、
積極的に参加する子や、塾に通っていて難しいと感じない子もいれば、やっぱり苦
手意識がある子もいる。

・ 必修化になって忙しいと感じること

英語の授業だけでなく、他の授業の準備があり忙しい。英語の教員免許を持ってい
ない先生は、私に相談する時間も無いくらい忙しい。

・ 「母国語が疎かになる」と考えますか？

団塊世代の先生たちはやはり国語や基礎的な授業が大事という考え。時代的にこれ
からどんどん英語が必要とされていくし、若い先生も増えていくし、世代が変るほ
ど英語が必要ではないかと思います。子どもたちには世界で活躍できるような人た
ちになってほしいと思います。
9

我孫子市Ａ小学校

・ 保護者からの意見

特に要望はありません。もちろん学校には期待しているだろうし、より
喋れるようになってほしいと考える家庭では塾に通わせる。

・ この制度についてこれからの課題とは何だと思いますか？

『適性の教師が必要。ただ英語が喋ることができるだけではいけない。
しっかり教えられるかも大切。先生だけが突っ走ってしまっても、余計
に生徒たちが引いてしまう。「中学校で習いやすくするため」という目
的ではない。あくまで小学校の段階では学ぶための素地を作ることが目
的。それぞれの学校で学習指導要領を把握して、他校と連携をしていく
ことが大事。子どもたちには楽しく授業を受けてほしい。また、担任と
ALTの連携を強化すること。現状に満足するのではなく、生徒たちが楽
しんでいるのかを考えて向上していくことが大事。その他には、学校の
英語に対する意識を上げていくこと。リスクを理解した上で、自分の学
校の現状に合ったスタイルを追求していく。我孫子市では、教育委員会
で話す機会も有るし、他校とも連携したりするので、これからも期待で
きそう。
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Ａ小学校調査でわかったこと

 ・5，6年生の授業は週1回で、担任とALTがペアになって行う。授業の説明
はALTが話すが、生徒らが理解しているかを確認しつつ担任が補足を入れる。

 ・授業を受ける生徒たちの雰囲気は、全員がテンション高く英語の授業に参
加している訳ではない。態度としては、クラスによって異なるが、積極的に
参加する子や、塾に通っていて難しいと感じない子もいれば、苦手意識があ
る子もいる。

 ・この制度による教員への負担を伺ったところ、授業の準備の範囲が増えて
忙しくなったという点である。

 ・他教科へのリスクはあるのかという質問に対しては「他教科の時間が減る
という点に関しては、他の授業のコマ数を減らしてまで英語をやるべきか考
える必要がある。」と述べていた。

 ・A小学校の中では必修化に対して、若い教員より団塊世代の教員の方が、
国語や基礎的な授業の方が大切だという考えが強い。

 ・保護者からは、必修化に対して何か意見を言われることは今までにない。

11

Ａ小学校調査を終えての反省点

 まず、勉強不足なことから、深く聞き出すことができなかった

という点である。質問の内容に関しても、課題を考察するにた
めにはもう少し問題提起を具体的に絞る必要があると考えた。

 次の調査では、第3章で述べた4つの問題点に絞り、改めて違う

千葉県内の他市の小学校に伺うことにした。また、インタ

ビュー中はメモを取りながら行っていたが、それだけだとどう

しても限界があり聞き逃してしまったところもあったので、次
回はICレコーダーで会話を録音させていただけるようお願いし

ようと考えた。

12
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柏市調査B小学校
・ 授業内容、スタイル

５，６年生週１回 年間３５時間（文科省指定）週３で総合があったが、外国語活動が必修化さ
れ総合の時間を週２に減らし、外国語を週１で行うという形。ALTの派遣は市町村によって地域
のボランティアを要請するかどうかは各学校によって任される（ボランティア・英語が堪能な保
護者など。）法的なALTの形になると、直接雇用したり管理したりするのは教育委員会の仕事に
なるので、市町村単位で行われていて、松戸と柏ではもちろん形態が違う。

・ 柏市のALTの制度について

『人材派遣会社に委託をする場合と、直接市が雇用する場合がありますが、柏市は3分の２直接
雇用と、3分の１委託雇用です。年間35時間のうち、今年度は3分の2ぐらいうちの学校の場合
は直接市が雇用しているALTが派遣されます。そのALTとティーム・ティーチング。（ＡＬＴと
の打ち合わせは）すごく時間がないので、放課後30分とか、5時間目で子どもが帰れば1時間あ
るかないか。でも部活動とかもあるので、主に私のような担当を中心に打ち合わせしたりしてい
る。』

・ 「英語が入ることによって他の教科の学力が落ちてしまう」という声がありましたが実際
は？

『他の教科に影響を与えるほど割合が高くないです。週1時間ですから。』

・ 母国語が疎かになるっていう心配がありましたが？

『それはありえないです。毎日週5時間あるものに、週1時間しかやらないものが影響を与え
るっていうことはない。子どもたちが英語で施行している訳ですし、あくまでも新しく入ってく
る目新しい物に接する1時間。国語や算数に阻害するような悪影響を与えるっていうのは現実的
には考えられないです。』
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・ 英語が入ったことによってすごく忙しくなったと感じますか？

『色んな準備とか研修する時間があるかというとかなり厳しい。あるときは理科
の実験の準備をし、高学年なんかになると古文も入ってくる。そういう中で英語
の語学学習についての勉強はしてきてないですからかなりの負担ですね。』

・ 対策として何かしていますか？

『研修ですとか、夏休みの時にあったりします。それぞれ市町村の教育委員会が
主催したり、県で主催したりします。』

・ 市内の学校などと連携したりしますか？

『私のように学校を代表する外国語活動担当者の集まりがあります。集会やら年
に3回程行われ、こういう風にしてくださいとか、ALTとの顔合わせの会ですと
か、中学校区で集まったり、中学校の先生と情報を交換したりします。』

・ 今伺ったこと以外に、問題点は他にありますか？

『それはもう山ほどあると思います。（この必修化の制度は）何を狙ってると思
いますか？（英語を必修にする学年を）下げれば話せるのかっていう問題がでて
きますよね。今までのやり方で結局だめだったなら、どっか変えなきゃいけない
んじゃないかって出てきますよね。』
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・ やっぱり専科の先生がいた方がやりやすいっていうのはあるんでしょうか？

『そういうのを思っている方は多いと思います。文科省や日本の国が何を目指して英語
を下ろしていくのかっていう点で「クローバル化であるから」っていうんだけれども、
じゃあどうしたらグローバル化するの？っていうのが矛盾しているところが色々あって、
難しい。

（英語を）話すって、そんなに容易くできないですよね。英語を喋るうんぬんよりも、
グローバルというのなら、自分たちと違う習慣があって、違う人たちが身近にいて、将
来的にそういう人たちとなんとか歩調を合わせていかないとやっていけないんだよって
いうことを、「英語」と特化しないで、小学校は色んなことをいっきにできる場所だか
ら、考えていけるような中に英語があるならば歓迎なんです。』
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Ｂ小学校調査でわかったこと

 ALTの派遣は市町村によって地域のボランティアを要請するかどうかは各学校によって任さ
れる。直接雇用したり管理したりするのは教育委員会の仕事で、それぞれ市町村単位で行わ
れている。松戸と柏ではもちろん形態が違う。

 人材派遣会社に委託をする場合と、直接市が雇用する場合があり、柏市は3分の２直接雇用
と、3分の１委託雇用。

 年間35時間のうち、今年度B小学校は3分の2ぐらい直接市が雇用しているALTが派遣された。
そのALTとティーム・ティーチングをやるような形で行っている。35時間全部配当するほど
のALTを雇用することができないので、3分の２は外国人講師がくるが、来ない日もあります。

 ALTと行う授業の内容：文科省から出されている「Hi! friends」に沿ったガイドラインを柏
市で作っていて（市内の5，6年の担任すべてに配られている）、「Hi! friends」の内容に
沿って行う。もちろんALTにも渡されていて、全て内容通りではなく少々アレンジはする。
現実は学校の予定などで32、33時間になることもある。

 ALTと授業の打ち合わせなどをする場合、どのような連携をとっているか：打ち合わせをす
る時間はすごく少ない。放課後に30分から1時間あるかないか。

 デジタル教科書とは：これも文科省から渡されている教材。大きな電子黒板を用意した教室
があるのでそこに移動して5，6年生は学習するので、それを操作しながら行います。
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 5，6年生の先生は英語の教員免許の有無：持っている方はほとんどいない。その学校の規模
にもよるが、5，6年生の教員の中で1人くらいは必ず、英語に慣れている人や、免許を持って
いなくても海外留学経験がある方が入る傾向はここ2，3年ある。逆に英語があるから高学年
やりたくないという教員もいる。

 地区の中学校では英語の先生が足りない。

 外国語活動の必修化は、週に1回の授業なので他の教科に影響はない。また、母国語（国語）
が疎かになることはありえない。毎日週5時間あるものに、週1時間しかやらないものが影響
を与えるっていうことはあまりない。「新しく入ってくる目新しい物に接する1時間」なので、
それが国語や算数に阻害するような悪影響を与えることはない。

 教師への負担：英全部日本語でやるわけにはいかないが、新たに色んな準備や研修する時間
もない。他の授業の準備もいくつもある。英語を勉強してきていない教員がいるので、その
対策としては、夏休みに研修を行う。

 研修について：それぞれの市町村の教育委員会や、県で主催する。年に3回程度Y先生のよう
に学校を代表する外国語活動担当者の集まりがあり、指導の仕方の会議、ALTとの顔合わせな
ど。中学校区でも集まる事もあり、情報交換をする。英語そのもののスキルに関しての勉強
会というのはない。個人に委ねられる。中学の先生と話し合って、中学1年生のレベルの英語
はどのような感じか小学校6年生で試したりなどもする。
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 Y先生が抱く必修化に対する考え：何のために早く英語を学ばせる

のか。早く学ぶことで話せるようになるのか。何年も英語を勉強

しても喋れるようになる学生は少ないのだから、どういう風に教

育の仕方を変えていくのかを考えるべき。文部科学省や日本の国

が目指している「グローバル化」とは何か。自分たちと違う習慣

があり、将来そういう人たちと歩調を合わせなくてはいけないと
いうことを考えていけるような中で英語があるならば歓迎。

 習字やピアノの習い事より、英語塾に通う生徒が増えた。・専科
の教員がいた方がいいという教員は多い。

18
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インタビュー調査の分析

2つの小学校の比較

 教師への負担に関して：それぞれが負担と感じていた点は、授
業の準備の時間が無いことであった。他の授業の準備もあるの
で、増えたことにより更に時間がなくなった。

 英語の塾に通う生徒について：外国語が必修化され、生徒自ら
通わせるというより保護者が通わせている傾向がある。

 教育委員会や、他校との連携：研修や会議など、校内だけでな
く校外とも連携している。

残念ながら、今回の2つのインタビュー調査は内容の相違点が多く、これ以
上の比較のポイントを見つけることは難しい。

今回の調査をもとに、第3章で述べた小学校の英語教育の４つの問題につい
て次のように分析する。
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 他教科の時間数削減について

文部科学省がコマ数を指定しており、全国共通で、週3回あった総合の時間を週2に減らし、その週1
時間に外国語活動の時間を設けている。総合の授業時間は減ったが、教科へ悪影響を及ぼすことはな
かった。このことから、「時間数が減ってしまう」という世間の懸念は一種の考えに過ぎないと考え
た。

 他教科の学力低下について

授業の時間数が減ったことによる悪影響が無かったことから、時間数削減＝学力低下になるというこ
とはなかった。英語に接し、慣れ親しむことが目的なのだから、必死になって文法を学ぶ必要は小学
校の段階では必要ないので、国語や算数の学力に阻害することはない。

 母国語が疎かになることについて

日本語と同じくらい英語を使うくらいの量を喋らない限り、日本語を忘れてしまったり、誤った覚え
方をしてしまうということも考えられない。「英語の授業を実施する前に日本を話せるようになって
からだ」という意見があったが、外国語活動の授業が新しく入っても、国語のスキルを上げることは
可能であり、それを外国語活動は下げてしまうことも考えられないというのが現場の声だ。

 教員への負担について

今回の調査では、この問題が一番大きかったと感じた。どちらの教員の方もおっしゃっていたように、
英語の授業以外にも準備があるので、教える側の仕事量が増えた。外国語活動の研修もあるので、他
の教科のことも踏まえると、学校がある日も無い日もやることが多い教師の仕事に更なる負担が圧し
掛かっている。しかし、ほとんどの学校では数名が英語の知識や経験がある教員がいるので、現場で
はその人たちを中心にサポートし合っている。英語のスキルに関しては、それ自体の研修や勉強会と
いうのはそれぞれの教員に委ねられているが、その時間を作ることも難しい。市町村の教育委員会や
他行と連携をしているので、問題を対策する制度はある。20

まとめ

現場と世間の意見は異なっている

 外国語活動のコマ数は週１回と文部科学省で決められており、もともとあった
週３の総合の時間が週２に変わり、残りの週１回の枠に外国語活動が入った為、
実際に国語や算数など他の教科に変化は無い。

 必修化されたことによって他教科の時間数は減っていない。

 時間割の中の１コマが外国語活動に変わっただけでは他の教科の学力が下がっ
たという例も聞かなかった。総合の時間が減ったが、総合の評価の出し方は、
他の国語や算数と違い数字では評価しない教科である。取り組む態度や意欲か
ら判断する教科の為、学力とは別であると考える。英語必修化＝他教科の学力
低下は考えられないとする。「母国語が疎かになる」という問題に関しても、
週１回の英語の授業が、日本語を誤って覚えてしまう原因になるほどの影響は
与えることはない。普段使っている日本語と同じくらいの量を話さない限り阻
害にならないというのが現場の考えだ。
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一番問題だと感じたのは「教員への負担」

 小学校はほとんどの教科を担任が教えるため、何教科もの授業の準備をし

なくてはならない。その上で新しく外国語活動の準備をしなくてはならな

いのだから、仕事量はもちろん増えた。

 準備意外にも、外国語活動の研修も校内や郊外で行われるのでますます時

間が無いのが事実。それぞれの英語のスキルに関しては、その為の勉強会

や研修は行われていないので、英語の教員免許を取得していない方や、経

験が無い先生たちはそれぞれに委ねられている。そうなるとますます時間
が無いのが現実である。
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今後の課題について

 B小学校のY先生がおっしゃっていたように、「文部科学省や国の考えるグローバル
化とは何か、何のために英語を喋れるようにするのか」という点を考える必要があ
る。

 2020年には東京オリンピックも開催されることもあり、ますます日本は海外との関
わりは増えていく。そしてその開催の年に合わせて、今の外国語活動は正式に「教
科」となることも文部科学省は決定の意を示した。どんどん早期の段階から英語始
めていくようになっているが、英語を喋れるようにすることができたとしても、そ
れは果たして「グローバル」と言えるのだろうか。世界には自分たちと違う習慣や
考えをもっている人たちがいるということや、そういった自分と異なる人たちを受
け入れ歩調を合わせていくということが大切であると考える。

 文部科学省によると2020年に教科化になってからも、学級の担任を中心に指導する
という方針であり、専科教員を活用していく考えもあるようだが、さらに研修制度
が増えていくようだ。そうなると、今以上に教員への負担は募る一方であり、現場
と政府の考えには差異があると考えられる。

 今後も、小学校では地域や教育委員会、自治体との連携を取り、サポートし合う環
境を作っていくことは大切である。そういった連携がなければ、教科化しても教育
制度を強化していくことに繋がらなくなってしまう。

 教員たちがこれからの研修制度に取り組めるような体制を整える必要がある。外国
語活動以外に関しても、教員への負担を減らし、一人ひとりのスキルを上げていく
ことで、より質のある授業ができると考える。
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調査に関する反省点・感想

今回2つの学校を調査したが、異なった質問をしている点と、質問

の内容を深く掘り下げていく必要があったという点が反省点である。

その為、比較できる範囲が少なく見出せていない事実があるかもし
れない。

特に、初めてのインタビュー調査ということで準備不足ということ
から、事前に知っておくべき知識が足りず、質問することが限られ

てしまったと考える。しかし、自分で小学校へ依頼すること、お会

いしてインタビューをするという経験はめったにない新鮮なものの
で、とても貴重な経験ができたと思う。
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スマートフォンを用いた英語学習の実態と
学習アプリケーションの評価

英語コミュニケーション専攻 ４年

１１０４３１０６８８

山田 祐未

1

目次

• 研究の目的

• ｍ-ラーニングの問題点

• ｍ-ラーニング5か条

• 実態調査について

• 英語学習アプリの利用率

• 英語学習アプリの利用目的

• 英語学習アプリを利用した学習の効果

• 英語学習アプリの機能

• 英語学習アプリの評価

• 結論

• 参考文献

2

研究の目的

• 実際にｍ-ラーニングを利用している学生はどのくらいいるの
か調査する。（本学の学生に限る）

• 利用している学生はどのように利用しているのか利用実態を
明らかにする。

• ｍ-ラーニングが長年に渡り、期待されつつも導入にまで至ら
ないのはなぜかを学習者の立場から探る。

3

ｍ-ラーニングの問題点

• 通信インフラ

• 入力のしづらさ

• 画面サイズと明瞭化

先行研究

奥田（２００７）より

4

ｍ-ラーニング５か条

• コンパクト

→１画面で完結（画面スクロールの不要なコンテンツにする）

• 興味の持続

→デザインや設問形式が魅力的で一定でないこと

→学習管理機能システム（LMS）がついていること

→学習者間や学習者と指導者間でコミュニケーションの場があること

→マルチメディアが豊富に用いられていること

→エデュテイメントであること

＊エデュテイメントとはeducational-entertainmentが組み合わされた
造語であり、ゲーム感覚で楽しみながら行う教育または学習のこと。

次ページへ続く…

5

ｍ-ラーニング５か条 つづき

• 反復性

→何度も反復することで暗記できる学習システムであること

• 簡単入力

→煩雑な入力操作がないこと

• 短時間

→短時間（５分～１０分）で１ユニットが完結できること

→コンテンツの起動及び反応時間が速いこと

6
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実態調査について

• アンケート回答者２８人（男性３人、女性２５人）

• スマートフォン所持率

４年生 ３年生 ２年生 １年生 その他
１７人 ５人 ３人 １人 ２人

学年

英コミ 英米 IEC その他
１３人 １０人 ３人 ２人

所属

＊wi-fi接続のみの機種含む

7

英語学習アプリの利用率

• 問１、英語学習アプリを利用したことがありますか。

8

英語学習アプリの利用目的

• 問１２、英語学習アプリを利用して学習したいことは何ですか。
最も重要視するものを選択してください

9

英語学習アプリを利用した学習の効果

利用目的 効果

10

英語学習アプリを利用した学習の効果

• 語彙力、リスニング力に関しては学習目的としての結果を実
感できたとの数字が表れているが、会話表現力に関しては効
果の実感がない、という興味深い結果となった。

11

英語学習アプリの機能

• 問１４、利用する英語学習アプリを選ぶ際、どんな機能を重視
して選びますか。優先度の高いものを３つ選択してください。

１、音声が聞ける/解説やアドバイスがしっかりしている

２、間違えたところを繰り返し学習できる/学習レベルが選べる

３、学習が進むにつれ難易度も自動的に上がる

重視する機能 票数

プログラムの起動や動作がもたつかない 1

音声が聞ける 7

間違えたところを繰り返し学習できる 4

辞書が引ける 2

学習レベルが選べる 4

わからない単語をリストアップして単語帳が作れる 2

学習が進むにつれ難易度も自動的に上がる 3

大事なポイントを保存しておける 0

学習履歴を確認できる 2

解説やアドバイスがしっかりしている 7

デザインがよい 2

登場キャラクターがかわいい 0

12
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英語学習アプリの評価

• 英語学習アプリの良いと思う点

→たまごっちのように育成できるので楽しい

→操作が簡単

→短時間でちょっと時間ができたときに学習できる

→音声も出てリスニングの学習にもなるから

→音声のスピードを調整できる

→テストで間違えた問題の復習ができる

→間違えた単語を単語帳に登録できる

→好きな映画を見ながら英語を学べる

→重い教材を持ち運ばなくても学習できる

→音声付きであるため、CDに落とす手間がない

13

英語学習アプリの評価

• 英語学習アプリを途中でやめてしまった理由

14

結論

コンテンツの改善

①問題の難易度

→問題が難しすぎる

→問題が簡単すぎる

②問題提示の工夫

→問題の出題順や選択肢の提示順が毎回同じ

→問題数が多すぎる

→問題数が少なすぎる

③操作の簡略化

→操作が難しすぎる

④無料と有料のハッキリとした区別

→有料版でないとできない機能がある

15

結論

• 現在の課題

→ｍ-ラーニングをどのように教育現場に導入していくか。

メインの学習端末としての導入は難しい（スマートフォンを所有
していない学生もいるため）

→学習者と指導員との間でのコミュニケーションも必要。

学習アプリ内で学習者が本当に必要としている情報を確実に
指摘できるかどうかが疑問であるため。

16
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インターネットショッピングに
おけるレビューの

相互評価の実態について

外国語学部 外国語学科 英語・英米文化専攻
鈴木真澄

目次

 研究目的

 商品選択の理由

 サイト選択の理由

 レビューデータベースの作成

 調査結果
・総合評価（★の数）と「参考になった」
・文字数での比較
・マイニング

 レビューの研究

・有益なレビュー
・総合評価は高いが「参考になった」がおされて
いないケース
・総合評価が低い＋「参考になった」おされてい
ない

 研究結果

 まとめ

 参考文献
2

研究目的
 私は総合評価(星の数)が高ければ、それに比例してよいレビューだとは考えない。なぜなら
総合評価の低いレビューを見て、商品のデメリットを知りたいと思う人もいると思うため。

 20代前半の一人暮らしの女性が購入することが想定される複数の商品を分析対象として、複
数のインターネットショッピングサイト の商品レビューの実態を調査する。

 「参考になった、役に立った」と評価されるレビューの特徴の分析を通じて、どのようなレ
ビューが我々にとって有益なレビューかを考察する。

「商品の総合評価が高いと、良いレビューといえる」
という仮説を立てた。

「商品の総合評価が高いと、良いレビューといえる」という仮説が実際にどの程度支持されるか (されな
いか)を分析する。

3

商品の選択
 「コスメ」、「家電」、「ファッション」の３つのジャンル

 具体的に調査した商品
①「イオンアイロン ウルトラ シャイニープロ(アップマート)「家電」

②クラシックショートブーツ (UGG Australia、型番5825)「ファッション」

③イオニックプロターボ (ヤーマン、ホワイト、型番 STA-98E)「家電」

④ケラスターゼ NU ソワン オレオリラックス(日本ロレアル)「コスメ」

⑤MISSHA BBクリーム(ミシャジャパン、No.23)「コスメ」

⑥シアバターハンドクリーム (ロクシタン)「コスメ」

(以下、これらの商品は丸つき数字で示す。 )

4

サイトの選択

 Yahoo Japan

 楽天

 アマゾン

選んだ理由
・３つのサイト全てに
＊「レビュー数」
＊「総合評価 (星の数)」
＊「日付の記載」
共通しており、比較できるため。

・レビューにユーザーが「参考になった」かどう
かの投票をおこなうことができる (「参考になっ
た」のほかサイトによってはYahoo!のように「役
に立った」など他の呼び方をされることがある。

5

商品レビューの概要

商品名 楽天 Yahoo Amazon

①
レビュー数 705 1742 49
評価平均 4.43 4.55 4.3
参考になった 22 246 102

②
レビュー数 1684 121 86
評価平均 4.56 4.17 3.9
参考になった 645 84 901

③
レビュー数 115 42 51
評価平均 4.17 4.31 3.6
参考になった 13 5 911

④
レビュー数 395 153 74
評価平均 4.58 4.64 4
参考になった 37 19 232

⑤
レビュー数 1006 25 74
評価平均 4.39 4.48 4
参考になった 21 16 44

⑥
レビュー数 381 25 29
評価平均 4.54 4.48 3.8
参考になった 54 16 76

表1：商品レビューの概要

6



インターネットショッピングにおけるレビューの相互評価の実態について 鈴木 真澄

2013年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 発表番号04

レビューデータベースの作成

 詳細の分析のために、実際のレビュー内容
を入力したレビューデータベースを作成し
た。

 商品のレビューを「参考になるレビュー
順」に並び替え、原則として上から50件を
研究対象とした。

 50件に満たないものは、もともとのレ
ビューの総件数を入力した。

商品名 楽天 Yahoo Amazon 合計

① 50* 50* 49 149

② 51* 51* 50* 152

③ 50* 41** 51* 142

④ 50* 50* 50* 150

⑤ 49* 22** 51* 122

⑥ 30* 25** 29** 84

合計 280 239 280 799

*参考になるレビュー順で上から50件。
**全てのレビューデータを入力。

表2：データベース化したレビュー数

7

調査結果

各サイトのレビュー詳細をエクセルのピボットテーブルを用いて項目ごと
に比較した。

本研究で出発点として挙げた仮説「商品の総合評価が高いと、良いレ
ビューといえる」という仮説は成り立たなかった。

8

文字数で分析
 「参考になった」が押されているレビューの文字数の平均を出すと楽天は 192

文字、yahooは112文字、Amazonは160文字。全てのサイトがそれぞれのレ
ビューの文字数の平均以上であった。

 サイトごとのレビューの文字数の平均を出すと楽天は 126文字、Yahooは96文字、
Amazonは131文字であった。

全体の
平均文字数

「参考になった」ありの
平均文字数

「参考になった」なしの
平均文字数

楽天 126.4 191.9 76.1

Yahoo 90.6 111.7 69.5

Amazon 131.7 160.1 81.4

文字数の多少はレビューの内容の充実度に関わっていると考えることができる。
消費者が参考になると考えるレビューは内容がしっかりしていることが重要である 。
文字数は内容の充実度をある程度反映しているのである。 9

マイニング

 レビューデータの内容をさらに分析するため，レビューデータの文章
によく使われる表現を簡易テキストマイニングツールによって抽出し
た。

・「参考になった」が押されているか

・★がいくつあるか

でカテゴリーを細分化した。

10

評価が高いレビュー



履いてみての感想がある点、同じ商品を 3回購入して他の2つと比較している点、
実際に商品に関する問い合わせをしている点が消費者にとって有益なレビューになっていると考察できる 。
また、画像の添付があるのでレビューの信用性がさらに高まっているように見受けられた。 11

総合評価は高いが「参考になった」がおされ
ていないケース

商品の説明がないものは、参考になっていないように見受けられた。総合
評価が低いものでも、レビューが参考にならないものもあった。
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総合評価が低い＋「参考になった」おさ
れていない

商品の説明がないものは、参考になっていないように見受けられた。
総合評価が低いものでも、レビューが参考にならないものもあった。

13

「参考になった」が押されていない
レビューの共通点
 「最高の1品です。」

 「迅速かつ丁寧に商品が届きました！次回もお願いします」

 「大変対応の良いお店です。配送も早かったです。」

 「非常に、よかったです。」

 「購入して正解でした！！」

 「注文から一か月が過ぎましたが、まだ届きません・・・。」

などといった抽象的なレビューは参考になっていない傾向があった。

抽象的なレ
ビューは参考に
なっていない傾
向があった。

「最高の1品です。」だと何が最高なのか、どのように最高なのかが、消費者には分からない。
また、「迅速かつ丁寧に商品が届きました！次回もお願いします」などのような配達に関する レビュー
など、商品に直接かかわりのないものも「参考になった」が押されていない傾向が見受けられた。 14

まとめ
 商品の総合評価が高くないものに、多く「参考になった、役に立った」が押される傾向。

 「参考になる」というレビューには、マイナスの評価が書かれているレビューもある。高い
評価をつけたレビューについても、カタログどおりの評価が書かれたレビューは「参考にな
る」とは言えず、高い評価であれば、なぜそれが評価に値するか、という点が明確に示され
ていることが必要のようである。

 レビューが低い評価であればよいかというと、そうでもない。我々にとって有益なレビュー
というのは、実体験が書かれているもの、具体的に書かれているもの、語数が短すぎず長す
ぎない傾向のもの、これから商品を買う人に注意を促すことにつながっているレビューで
あった。

15
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－日本の状況

▶MOOCの様々なサービス
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▶ディスカッション
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―MOOCの利用価値

▶まとめ

2

はじめに
―研究の背景―

▶e-learningの広がり（教育組織全体のICT化）

―アプリによるオンライン学習、学習コミュニティによる情報共有、授業コース管理システム、

ポートフォリオ等

▶OPEN EDUCATIONとしてのMOOC

―ウェブ上で教材や講義が無償で提供

▶日本の大学の地位低下
―大学進学率から見た高等教育の普及状況が日本 51％（OECD加盟国平均62％）

―海外で学ぶ日本人学生が年々減少傾向にある

3

はじめに
―研究の狙い―

▶MOOCの実態について

▶中・小規模大学のMOOC参入の可能性

▶中・小規模大学のMOOCの利用価値

以上の３点を明らかにする。

4

MOOCとはなにか

MOOC（Massive Open Online Courses）

＝大規模公開オンライン講座

▶高等教育機関や非営利団体、教育ベンチャー企業などが
提携

▶インターネット通信環境が整っていれば誰でも無料で受講
可能

5

MOOCとはなにか
―MOOCの特徴―

インターネット上で公開され、無料

受講者数が多い（一講座当たり数万人規模）

複数週にまたがる（5－15週間等）

講義や説明動画が短く、受講者の負担にならないように配慮されてい
る（10分以内）

受講期間中に小テストや課題提出が複数あり、採点もなされる（自動
／相互採点機能）

受講者同士の学びを尊重（掲示板機能、相互採点）

修了認定証が得られる講座もある（場合によっては単位認定もある）
6
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MOOCとはなにか
―アメリカの状況―

▶大学の問題

―授業料高騰

―収容率

▶2011年秋ごろ、スタンフォード大学の教授らが無料オンライ
ン教育サービス、Udacity を立ち上げた

▶2012年にかけて、同様の教育サービスであるCoursera、
edXといった教育ベンチャーが立ち上がった

▶社会的にも注目を集めている（人材紹介システム）
7

MOOCとはなにか
―日本の状況―

▶東京大学がCourseraに、京都大学がedXに参入
―日本のトップ大学としての看板を背負い世界に講義を配信

▶JMOOCの設立
―現在日本の主要大学13校が参加を表明

―大学関係者の他、NTTドコモやネットラーニング、住友商事などの企業もプラットフォーム構築
に参加

―JMOOCの調査によると、日本人には国際的なMOOCの利用に対して語学力という壁がある模
様

MOOCへの関心は高まりつつある

8

MOOCの様々なサービス

プロバイダーとしてのMOOC コンソーシアム形式のMOOC 小規模なMOOC

Udacity

Coursera

edX
Future Learn

Khan Academy
e-education

注）プロバイダーとしてのMOOC、コンソーシアム形式の MOOCに関しては、重田（2013）の分類に従ったもので

ある。
9

MOOCの様々なサービス
―プロバイダーとしてのMOOC―

Udacity Coursera

▶2012年2月、スタンフォード大学の教員3
名により設立

▶講義はコンピューター系が多く22コース

が開講（2013年2月時点）

▶受講者は40万人（2012年9月時点）

▶開講日が決められていない

▶講義を開講しているのは大学単位では
ない

▶2012年4月、スタンフォード大学の教員2
名により設立

▶講義のジャンルは幅広く、223コースが

開講（2013年3月時点）

▶受講者は270万人（2013年2月時点）

▶開講日が決められている

▶講義の開講には62大学が参加

10

MOOCの様々なサービス
―コンソーシアム形式のMOOC―

edX Future Learn

▶2012年4月、マサチューセッツ工科大学

とハーバード大学が共同して設立

▶講義のジャンルは幅広く、24コースが開

講（2013年2月時点）

▶受講者は70万人（2013年2月時点）

▶開講日が決められている

▶講義の開講には12大学が参加

▶2013年9月にイギリスのOpen University
によって設立

▶講義のジャンルは幅広く、36のコースが

開講（2013年12月時点）

▶140ヶ国の学生が受講登録済み

▶講義の開講にはイギリスの21の大学に

加え、大英図書館や大英博物館も参加

▶スマートフォン、タブレット端末からも利
用可能

▶2014年初頭までは試験版として運用 11

MOOCの様々なサービス
―小規模なMOOC―

Khan Academy e-education

▶「ネットを通して高水準の教育を誰にでも

無償でどこでも受けられるようにする」と
いうSalman Khanの理念のもと、2006年に

開設

▶Google社やビルゲイツ財団からの財政

支援を受け、運営されている

▶現在4,500本以上の教育ビデオが登録

済み

▶初等教育から大学レベルの講義まで多
岐にわたる

▶2010年に税所篤快（早稲田大学4年）に

よって始まったプロジェクト

▶DVDを用いた映像授業を通し、途上国の

教育を支援するためにつくられた

▶主にバングラデシュ国内で活動が行わ

れており、貧しい学生たちに学習の機会
をつくる

12
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MOOCの様々なサービス
―その他―

オープンなMOOC ： mooc.org

▶2013年9月、edXとGoogle社が提携してmooc.orgを開設

▶オープンソースなので誰でもMOOCの講座が開設、管理できる

JMOOC同様、まだ機能していないこれから始まるサービスである

13

ディスカッション
―MOOC参入の可能性―

1. JMOOCに参入
・大学の宣伝になる

・会員になり、年会費を払う必要がある
（会費を納めたからといってコースがすぐに作成、提供できるわけで

はない）
2. mooc.org を利用し講義を公開

・世界中からのアクセスが見込める
・オープンソースなので無料でコースが作れる

・提供されるコースは膨大な数であるので作成した講座が学習者の
目に留まるか...
3. 企業と提携

・まだまだ未知数である
14

ディスカッション
―MOOCの利用価値―

▶大学がMOOCのユーザーとなり、他大学が配信している

講座を教材として取り入れる。

▶反転授業の推進

▶中・小規模大学だからこそ可能な少人数制クラスが活きる

15

まとめ

海外のMOOCの活用の実態と日本のMOOCへの取り組みを
調べた。日本はMOOCのサービス自体も認知度もまだまだで

あることが分かった。

中・小規模大学がMOOCに参入し、配信していくことは、現在
のところ、不確定要素が多く、今後の展開によって判断して

いく必要がある。

大学がMOOCのユーザとなり、MOOCを教材として授業に取
り入れるという活用の仕方が中・小規模大学の一番理にか

なった利活用の仕方だと考える。

16

参考文献

[1] 山内祐平／重田勝介／風間正弘／八木玲子 (2013)『MOOC―大学の革命―』日
経BP社 (Kindle版)

[2] 細川雅史／相澤まり江／風間正弘／河合道雄／高木夕貴／下村太郎／林壮一
(2013)『10年後の教室 ICTで変わる学びの未来』日経BP社 (Kindle版)

[3] 高橋琢磨(2013)『新世代オンライン教育、MOOCsと大学改革―「秋入学」の挫折
を糧に、アベ教育改革を超えよ』ぽから (Kindle版)

[4] de Waard, Inge Ignatia (2013) MOOC YourSelf - Set up your own MOOC for
Business, Non-Profits, and Informal Communities. Amazon Services International.
(Kindle版)

[5] 船守美穂(2013a)「21世紀の新たな高等教育形態 MOOCSs―①」『リクルートカ
レッジマネジメント』181：36-41

[6] 船守美穂(2013b)「21世紀の新たな高等教育形態 MOOCSs―②」『リクルートカ
レッジマネジメント』183：44-49

17

参考資料

[１] 重田 勝介 『オープンエデュケーションとMOOCｓがもたら
す開かれた「学び」』http://www.slideshare.net/katshige

[2]浦部 洋一 「オンライン教育・MOOCsの現状、課題、可能

性 ー Courseraで東大の講義配信開始」
http://kisobi.jp/online-learning/3604/

18



中・小規模大学とOPEN EDUCATION 西 恵理子

2013年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 発表番号05

本研究で言及したMOOCサービス

[1] Udacity (https://www.udacity.com/)
[2] Coursera (https://www.coursera.org/)

[3] edX (https://www.edx.org/ )
[4] Future Learn (https://www.futurelearn.com/)
[5] JMOOC (http://www.jmooc.jp/)

[6] Khan Academy (http://www.khanacademy.org/)
[7] e-education (http://eedu.jp/)
[8] mooc.org (http://mooc.org/)
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大学生のコミュニケーションにおける

非言語的要素の影響

～しぐさに感じる不快感を中心に～

英語・英米文化専攻 ４年
1104020562
田岡沙織

1

非言語コミュニケーションとは

‣言語以外の手段でのコミュニケーション方法
たとえば・・・

視線、しぐさ、表情、姿勢、

声の高低、声の大きさ、

話すスピードや滑らかさ、匂
い、

ジェスチャー、服装、髪型、

アクセサリー、持ち物・・・など

2

非言語コミュニケーションの重要性

※ アルバート・メラビアンによるメラビアンの法則

7%

非言語コミュニケーション

38%

55%
93%

言語コミュニケーション

非言語コミュニケーション

音声・音質

しぐさ・表情

非言語コミュニケーションの占める割合

3

研究の背景

相手のしぐさが気になる

⇒ 普段自分のしぐさは意識していない

自身の無意識のしぐさで相手に不快感を与えている
ことがあるのではないか？

⇒ それらの不快感に違いはあるのか？

（男女差、関係性、個人のパーソナリティー、家族構成）
4

研究方法
アンケート調査

⇒ 大学生を対象にアンケートを実施

（男性：45名、女性：64名、計１０４名）
※ 研究の対象者102名（男性：44名、女性：58名）

分析

⇒ 解析ソフトSPSSを用いての分析
※ 高度な分析やデータ加工が可能な統計解析ソフト。

分析メニューは、30種類以上・グラフ出力20種類以上。 5

アンケート内容1

異性の知人

異性の親しい友人

恋人（彼氏/彼女）

同性の知人

同性の親しい友人

家族

1：あてはまらない

2：すこしあてはまる

3：まあまああてはまる

4：かなりあてはまる

5：完全にあてはまる

対象者 回答方法

6
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アンケート内容２

髪を触っている

目線を合わせてくる

どこか遠くを見ている

爪をいじっている

頬杖をついている

腕組みをしている

足を組んでいる

貧乏ゆすりしている

両足を大きく広げて
座っている

電話に応対している

メールに返信している

ゲームやアプリをして
いる

しぐさの調査項目の12種類の行動

7

アンケート内容３

 社交的な方だ

 異性の友人が多い

 人見知りだ

 おしゃべりが好きだ

 気が弱い方だ

 流されやすい方だ

 知らない人とも平気で話ができる

 神経質な方だ

 家族と仲が良い

 大勢でいるより一人でいる方が好
きだ

 引っ込み思案な方だ

 一人でいる時間はほとんどない

 自分の意思をつき通す方だ

 他人の目をあまり気にしない

 異性とコミュニケーションをとるの
は苦手だ

 休日は家でゆっくり過ごしたい方
だ

 人目に立つようなことは好まない

自身のパーソナリティーを問う17項目

8

分析

貧乏ゆすり・・・不快感を抱く人が 多い

恋人・・・不快感が高い

家族・・・不快感が低い

全体としての傾向

同性 ＜ 異性

親しい ＜ 疎い

階層関係
で表すと…

9

不快に感じるしぐさについての対象者別平均値

10

アンケート全体の平均値

異知人 異友人 恋人 同知人 同友人 家族 平均 自身

髪 1.5 1.4 1.6 1.4 1.2 1.2 1.4 3.0

目合う 1.2 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 2.9

遠く見る 1.9 1.6 2.2 1.5 1.6 1.3 1.7 2.6

爪 2.1 1.9 2.2 1.6 1.6 1.5 1.8 1.8

頬杖 1.5 1.5 1.6 1.4 1.4 1.2 1.4 2.8

腕組み 1.5 1.5 1.7 1.3 1.3 1.2 1.4 2.8

足組む 1.3 1.3 1.5 1.2 1.2 1.2 1.3 3.3

貧乏ゆすり 3.3 3.1 3.4 3.0 2.9 2.8 3.1 1.5

足広げる 2.0 1.9 2.5 1.9 1.8 1.5 1.9 2.3

電話 1.8 1.8 2.3 1.6 1.6 1.1 1.7 2.1

メール 1.8 1.6 2.6 1.4 1.4 1.2 1.7 3.0

ゲーム 2.9 2.5 3.2 2.4 2.3 1.6 2.5 1.9

11

自身の行為と他者への不快感

全体として反比例の関係にある！ 12
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パーソナリティー

パーソナリティーを問う17項目にクラスター分析

４つのパーソナリティーグループ

※ 異なる性質のものが混ざりあっている集団の中から互いに似た
ものを集めてクラスター（集団）を作り、対象を分類する分析方法

①内向的
②孤独を好む
③家族重視
④社交的 13

自己認識によるパーソナリティーのグループ分け

①

②

③

④
14

性別
男性よりも女性が同性の知人に抱く不快感の方

が高い

男女による同性の知人全体に感じる不快感

男女 平均値 度数 標準偏差 最小値 最大値 中央値

男 17.9318 44 6.14324 12 35 16
女 21.6724 58 6.3284 12 42 21
合計 20.0588 102 6.49116 12 42 19

同性の知人全体

15

家族構成

異性の兄弟姉妹がいないという被験者の方が
家族に感じる不快感が高い

異性の兄弟姉妹の有無による家族全体に感じる不快感

異性兄弟 平均値 度数 標準偏差 最小値 最大値 中央値

いない 18.875 40 8.6534 12 60 16
いる 15.9194 62 5.97069 12 40 13.5
合計 17.0784 102 7.24902 12 60 15

家族全体

16

まとめ
大学生が不快に感じる行為には、共通の傾向

がみられる

不快感の大小は、 によって異なる

は、無意識のう
ちに自らも行わない傾向がみられる

本人の や の違いによってしぐさに
感じる不快感の意識も異なる

不快感の大きさは、 さまざまな要因
が組み合わされて、決定される！

17

今後の課題と方向性

アンケートの設問の追加

大学生以外にもアンケートを実施する

魅力的な非言語的要素についての研究

18
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ご清聴ありがとうございました
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【大学生の非言語コミュニケーションについてのアンケート】

卒業論文の執筆にあたり、大学生を対象に表題の件に関するアンケートを行っています。このアンケートは完

全に無記名です。なお、回答していただいた内容は統計的に処理し、個人が特定されるものではありませんので

正直に直感でお答えください。ご協力よろしくお願い致します。

【１】以下、①～③で当てはまるものに☑してください。

① 性別をお答えください。 女性 □ 男性 □

② 兄弟姉妹構成を教えてください。

・兄がいる □ 弟がいる □

・姉がいる □ 妹がいる □

・一人っ子である□

③ 小学校から高校までについてお答えてください。

・小学校は・・・共学であった □ 男子校であった □ 女子高であった □

・中学校は・・・共学であった □ 男子校であった □ 女子高であった □

・高校は・・・・共学であった □ 男子校であった □ 女子高であった □

【２】ここからは、異性の知人、異性の親しい友人、彼氏/彼女、同性の知人、同性の親しい友人、家族とのコ

ミュニケーションに関するアンケートです。あなたが対象者とコミュニケーションをしている最中に、質問文に

あるような行為をされたらどのくらい不快に感じますか。各質問に対し、１〜５点の「あてはまらない」〜「完

全にあてはまる」までを直感的に選び◯で囲んでください。３点が中間点とします。

異性の知人と２人でいる時、相手がメールに返信していることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

異性の知人と２人でいる時、相手が髪を触っているのは不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

異性の知人と２人でいる時、相手が頬杖をついていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

異性の知人と２人でいる時、相手が両足を大きく広げて座っていることが不快に

感じる。
１ ２ ３ ４ ５

異性の知人と２人でいる時、相手が腕組みをしていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

異性の知人と２人でいる時、相手が貧乏ゆすりしていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

異性の知人と２人でいる時、相手が電話に応対していることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

異性の知人と２人でいる時、相手が目線を合わせてくることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

異性の知人と２人でいる時、相手が爪をいじっているのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

異性の知人と２人でいる時、相手がゲームやアプリをしてるのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

異性の知人と２人でいる時、相手がどこか遠くを見ていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

異性の知人と２人でいる時、相手が足を組んでいることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５
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ここからは、異性の親しい友人とのコミュニケーションに関するアンケートです。あなたが異性の親しい友人

と２人でる時に、以下のような行為をされたら不快に感じますか当てはまる数字を直感的に選び○で囲んでくだ

さい。

異性の親しい友人と２人でいる時、相手がメールに返信していることが不快に感

じる。
１ ２ ３ ４ ５

異性の親しい友人と２人でいる時、相手が髪を触っているのは不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

異性の親しい友人と２人でいる時、相手が頬杖をついていることが不快に感じ

る。
１ ２ ３ ４ ５

異性の親しい友人と２人でいる時、相手が両足を大きく広げて座っていることが

不快に感じる。
１ ２ ３ ４ ５

異性の親しい友人と２人でいる時、相手が腕組みをしていることが不快に感じ

る。
１ ２ ３ ４ ５

異性の親しい友人と２人でいる時、相手が貧乏ゆすりしていることが不快に感じ

る。
１ ２ ３ ４ ５

異性の親しい友人と２人でいる時、相手が電話に応対していることが不快に感じ

る。
１ ２ ３ ４ ５

異性の親しい友人と２人でいる時、相手が目線を合わせてくることが不快に感じ

る。
１ ２ ３ ４ ５

異性の親しい友人と２人でいる時、相手が爪をいじっているのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

異性の親しい友人と２人でいる時、相手がゲームやアプリをしていることが不快

に感じる。
１ ２ ３ ４ ５

異性の親しい友人と２人でいる時、相手がどこか遠くを見ていることが不快に感

じる。
１ ２ ３ ４ ５

異性の親しい友人と２人でいる時、相手が足を組んでいることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

(2) 異性の親しい友人とのコミュニケーション
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ここからは、彼氏/彼女とのコミュニケーションに関するアンケートです。あなたが彼氏・彼女と２人でる時

に、以下のような行為をされたら不快に感じますか。当てはまる数字を直感的に選び○で囲んでください。

（※現在、彼氏・彼女がいない場合は、いたと仮定して

お答えください。）

彼氏/彼女と２人でいる時、相手がメールに返信していることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

彼氏/彼女と２人でいる時、相手が髪を触っているのは不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

彼氏/彼女と２人でいる時、相手が頬杖をついていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

彼氏/彼女と２人でいる時、相手が両足を大きく広げて座っていることが不快に

感じる。
１ ２ ３ ４ ５

彼氏/彼女と２人でいる時、相手が腕組みをしていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

彼氏/彼女と２人でいる時、相手が貧乏ゆすりしていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

彼氏/彼女と２人でいる時、相手が電話に応対していることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

彼氏/彼女と２人でいる時、相手が目線を合わせてくることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

彼氏/彼女と２人でいる時、相手が爪をいじっているのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

彼氏/彼女と２人でいる時、相手がゲームやアプリをしてることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

彼氏/彼女と２人でいる時、相手がどこか遠くを見ていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

彼氏/彼女と２人でいる時、相手が足を組んでいることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

ここからは、同性の知人とのコミュニケーションに関するアンケートです。あなたが同性の知人と２人でる時

に、以下のような行為をされたら不快に感じますか。

同性の知人と２人でいる時、相手がメールに返信していることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の知人と２人でいる時、相手が髪を触っているのは不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の知人と２人でいる時、相手が頬杖をついていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の知人と２人でいる時、相手が両足を大きく広げて座っていることが不快に

感じる。
１ ２ ３ ４ ５

同性の知人と２人でいる時、相手が腕組みをしていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の知人と２人でいる時、相手が貧乏ゆすりしていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の知人と２人でいる時、相手が電話に応対していることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の知人と２人でいる時、相手が目線を合わせてくることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の知人と２人でいる時、相手が爪をいじっているのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の知人と２人でいる時、相手がゲームやアプリをしてるのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の知人と２人でいる時、相手がどこか遠くを見ていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の知人と２人でいる時、相手が足を組んでいることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５
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(4) 同性の知人とのコミュニケーション

(3) 彼氏/彼女とのコミュニケーション
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ここからは、同性の親しい友人とのコミュニケーションに関するアンケートです。あなたが同性の親しい友人

と２人でる時に、以下のような行為をされたら不快に感じますか。

同性の親しい友人２人でいる時、相手がメールに返信してるのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の親しい友人２人でいる時、相手が髪を触っているのは不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の親しい友人２人でいる時、相手が頬杖をついていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の親しい友人２人でいる時、相手が両足を大きく広げて座っていることが不

快に感じる。
１ ２ ３ ４ ５

同性の親しい友人２人でいる時、相手が腕組みをしていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の親しい友人２人でいる時、相手が貧乏ゆすりしているのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の親しい友人２人でいる時、相手が電話に応対しているのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の親しい友人２人でいる時、相手が目線を合わせてくるのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の親しい友人２人でいる時、相手が爪をいじっているのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の親しい友人２人でいる時、相手がゲームやアプリをしてることが不快に感

じる。
１ ２ ３ ４ ５

同性の親しい友人２人でいる時、相手がどこか遠くを見てるのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

同性の親しい友人２人でいる時、相手が足を組んでいることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

ここからは、家族とのコミュニケーションに関するアンケートです。あなたが家族のメンバーと２人でる時に、

以下のような行為をされたら不快に感じますか。

家族と２人でいる時、相手がメールに返信していることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

家族と２人でいる時、相手が髪を触っているのは不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

家族と２人でいる時、相手が頬杖をついていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

家族と２人でいる時、相手が両足を大きく広げて座っていることが不快に感じ

る。
１ ２ ３ ４ ５

家族と２人でいる時、相手が腕組みをしていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

家族と２人でいる時、相手が貧乏ゆすりしていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

家族と２人でいる時、相手が電話に応対していることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

家族と２人でいる時、相手が目線を合わせてくることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

家族と２人でいる時、相手が爪をいじっているのが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

家族と２人でいる時、相手がゲームやアプリをしていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

家族と２人でいる時、相手がどこか遠くを見ていることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

家族と２人でいる時、相手が足を組んでいることが不快に感じる。 １ ２ ３ ４ ５

(5) 同性の親しい友人とのコミュニケーション
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(6) 家族とのコミュニケーション
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ここからは、あなた自身が無意識に行っている行為についてのアンケートです。普段のあなたの生活で当ては

まる数字を直感的に選び○で囲んでください。

私は他者と２人でいる時、メールに返信していることがある。 １ ２ ３ ４ ５

私は他者と２人でいる時、髪を触っていることがある。 １ ２ ３ ４ ５

私は他者と２人でいる時、頬杖をついていることがある。 １ ２ ３ ４ ５

私は他者と２人でいる時、両足を大きく広げて座っていることがある。 １ ２ ３ ４ ５

私は他者と２人でいる時、腕組みをしていることがある。 １ ２ ３ ４ ５

私は他者と２人でいる時、貧乏ゆすりしていることがある。 １ ２ ３ ４ ５

私は他者と２人でいる時、電話に応対していることがある。 １ ２ ３ ４ ５

私は他者と２人でいる時、目線を合わせていることがある。 １ ２ ３ ４ ５

私は他者と２人でいる時、爪をいじっていることがある。 １ ２ ３ ４ ５

私は他者と２人でいる時、ゲームやアプリをしていることがある。 １ ２ ３ ４ ５

私は他者と２人でいる時、どこか遠くを見ていることがある。 １ ２ ３ ４ ５

私は他者と２人でいる時、足を組んでいることがある。 １ ２ ３ ４ ５

【３】以下の質問にお答えください。

・あなたが特に異性のしぐさで不快に感じるものがあれば自由にお書きください。

・あなたが特に同性のしぐさで不快に感じるものがあれば自由にお書きください。

・あなた自身についてお答えください。以下のあてはまる項目を直感的に全て☑してください。

・社交的な方だ□ ・異性の友人が多い□ ・人見知りだ□ ・おしゃべりが好きだ□

・気が弱い方だ□ ・流されやすい方だ□ ・知らない人とも平気で話ができる□

・神経質な方だ□ ・家族と仲が良い□ ・大勢でいるより一人でいる方が好きだ□

・引っ込み思案な方だ□ ・一人でいる時間はほとんどない□ ・自分の意思をつき通す方だ□

・他人の目をあまり気にしない□ ・異性とコミュニケーションをとるのは苦手だ□

・休日は家でゆっくり過ごしたい方だ□ ・人目に立つようなことは好まない□

(7) あなた自身が無意識に行っている行為
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・彼氏/彼女はいますか？ 【 現在いる□ 以前いた□ いたことがない□ 】

・また、彼氏/彼女が現在いる、以前いたと答えた人にお聞きします。その相手とはあなたにとってどんな存在

ですか。また、彼氏/彼女がいたことがないという人は、彼氏/彼女とはどんな存在であると思いますか。

以下のあてはまる項目を直感的に全て☑してください。

・趣味が同じだ□ ・よくケンカをする□ ・幼馴染だ□ ・他人に自慢したい□

・外見が好みだ□ ・頻繁に会っている□ ・頼りない□ ・なんでも言い合える□

・価値観が合う□ ・遠距離恋愛である□ ・信用できる□ ・相手の考えがわかる□

・年齢が離れている□ ・一緒にいると落ち着く□ ・長く付き合っていけるか不安だ□

・結婚を考えている□ ・常に連絡を取っている□ ・一緒にいると疲れる□

・食事の好みが同じだ□ ・家族のような存在だ□ ・生活習慣が似ている□

・お互い気を使わない□ ・相手がリードしてくれている□

ご協力ありがとうございました。
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1.システム製作の経緯
現在の落し物管理方法
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改善できる点１
手作業での記入
⇒困難な検索

改善できる点２
掲示がない
⇒持ち主が自分で
気づかなくてはならない

3

①届けられた
落し物情報を入力

学生支援グループ

②CSVファイルに書き込み

④落とし主が
モニター等で確認

し取りに来る

⑥落とし主に
引き渡される

ヘルプデスク

2.落し物表示・管理システムとは

4

③モニターに表示

⑤Webページにて
本人確認を行う

!
落し物発見！

1.手作業での記入

2.掲示がない

情報のデータ化

自動でモニターへ表示

【改善策】【改善できる点】

3.使用言語と仕組み

5

言語：Perl
プログラミング言語の1つ。
正規表現など文字列処理が他言語より優れている。

仕組み：CGI
Common Gateway Interface(=CGI)
Webサーバ上でプログラムを動かすための仕組み。
プログラムの処理結果に基づいて、Webページを
表示できる。

学生支援Ｇ

落し物発見!

入力ページ

確認ページ

送信ページ

データ書き込み

データ読み込み

モニターページ

Informationセンター

図書館
ヘルプデスク

管理台帳ページ

並べ替え
受取チェック

選択非表示
棚卸チェック

学生用検索ページ

4.処理の流れ

6
検索

並べ替え

検索
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落し物情報
入力ページ

5.実際に入力してみる

7 8

6.まとめ

・場所を取らず、管理が容易になった。
・検索・並べ替え等の機能を利用することで、

本人確認の時間を短縮できる。(予定)

■落し物情報のデータ化

■落し物情報の公開
・モニターへ自動的に表示し、掲示の手間を省いた。
・学生用検索ページで、いつでも確認が

可能になる。(予定)

・複数の受付が最新の情報を確認できる。(予定)

9

7.謝辞
・学生支援グループの皆様
・情報システムセンターの皆様
・ヘルプデスクの皆様
・企画広報室の皆様
・大塚ゼミの皆様
・他、応援いただいた皆様

本システムに多大なご協力を頂きました。
深く感謝致します。

ご清聴
ありがとう
ございました

10
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WordPressを利用したゼミナール用
ホームページの構築と運営

実態調査に基づく ゼミナールホームページの
果たすべき機能に関する研究

麗澤大学外国語学部

外国語学科（英語・英米文化専攻）

千葉ゼミ4年 山室志織

• ホームページを活用する
• ＷｏｒｄＰｒｅｓｓについて
• 調査①②③
• コンセプトメイキング
• ＷｏｒｄＰｒｅｓｓを使ったホームページの構築
• ホームページの運用
• 今後の作業
• まとめ
• 今後の課題
• 参考文献

もくじ

2

★知的財産のストックとしてホームページを活用

ホームページを活用する

3

WordPress = ブログシステム + CMS

• オープンソース
• プラグイン
• デザイン
• 静的ページと動的ページの作成

★専門知識、プログラミングスキルがなくても
ホームページが簡単に作れる

WordPressについて

4

掲載コンテンツ

ゼミナール生紹介 教授紹介 更新情報

調査①～他大学ゼミナールのホームページ調査～

１ 2 ３

その他
• 活動内容

• スケジュール

• お知らせ
• 進路先

• サイトマップ

• アルバム

• 過去の活動記録

• ブログ

• リンク

• ブログ

• 掲示板
• Twitter連携

• facebook連携

• 動画

• 卒論テーマ

• 文献紹介

• ゼミ生向け情報

• ＯＢ／ＯＧ向け情報

• 講義資料
• ＲＳＳ

5

• 問題点

調査①～他大学ゼミナールのホームページ調査～

！

個人情報の取り扱い

個人を特定できる情報の羅列

• フルネーム

• 写真

• 学年

• 出身地

• 誕生日 等

6
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f9fea7

調査②～ゼミナールでのグリコミ使用状況調査～

7

アンケートは19人からご回答をいただきました。
お忙しい中、ご協力ありがとうございました。

★マルチデバイス対応

コンセプトメイキング

ターゲット層
• 年齢：18～22歳くらい
• 性別：男女
• 社会的属性：学生

8

コンテンツ
• ホーム画面

• ゼミナール紹介

• ゼミナール生紹介

• アルバム（写真）

• スケジュール・カレンダー

• 就職活動・就職先情報

• ゼミナール活動日記

• ゼミ室について

• 資料教材置き場

• 更新情報

• お知らせ

• ゼミナール生向けの情報

• ゼミ希望者（2年生）向け
情報

コンセプトメイキング

9

内向きページと外向きページの割振り

コンセプトメイキング

10

ワイヤー

フレーム

コンセプトメイキング

11

WordPress 3.8の動作環境
• PHP バージョン 5.2.4 以上
• MySQL バージョン 5.0 以上

今回は以下の5つを設定した。
• PHP 5.3.3
• MySQL 6.1.5
• Apach 2.2.15
• CentOS 6.3 final
• Postfix 2.6.6

WordPressを使ったホームページ構築

12
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WordPressのインストール
MySQLの設定（Wordpress→wp-config-sample.phpより）

/**WordPressのためのデータベース名*/
define(‘DB_NAME’, ‘detabase_name_here’);

/**MySQLデータベースのユーザー名*/
define(‘DB_USER’, ‘username_here’);

/**MySQLデータベースのパスワード*/
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’);

/**MySQLのホスト名*/
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

WordPressを使ったホームページ構築

WordPress日本語版ウェブページ（http://ja.wordpress.org/）13

ＷｏｒｄＰｒｅｓｓの設定

WordPressを使ったホームページ構築

14

プラグインの追加

～選定基準～

1. 作成者がWordPressチーム

2. 適度に更新し、使用しているWordPressの最新
バージョンで対応できる

3. ユーザー数が多い

4. WordPressのプラグインのクリップサイト「Plip」参照

WordPressを使ったホームページ構築

WordPressのプラグインのクリップサイト 「Plip」 http://www.plugin-clip.com/ 15

導入プラグイン
• WP Multibyte Patch（日本語対応）

• Add Multiple Users（ユーザー登録）

• WordPress Access Control

（内向き・外向きを分ける）

• Unfiltered MU

（インラインフレームiframeの使用）

• NextGEN Gallery by Photocrati

（アルバム・写真管理）

• Ａkismet（スパム対策）

• Category Order（カテゴリの順序変更）

WordPressを使ったホームページ構築

16

グローバルナビゲーションを作る
～内向き用メニュー・外向き用メニューの作成～

WordPressを使ったホームページ構築

17

phpとcssファイルを編集する

• index.php(トップページの編集)

• sidebar.php（サイドバーの編集）

• functions.php（ログイン画面の編集）

• style.css

• chibasemi.css

WordPressを使ったホームページ構築

18
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セキュリティ

• adminユーザーの消去

• WordPressの最新バージョンへの更新

• スパム対策 「Ａｋｉｓｍｅｔ」の導入

• robots.txt（インデックス情報を出さない）

WordPressを使ったホームページ構築

19

インデックス情報を出さない robot.txt

WordPressを使ったホームページ構築

Before

After

User-agent: *
Disallow: WordPressの画像ギャラリーの絶対パス

Apacheの設定を -Indexes に変更した。
Options -Indexes FollowSymLinks

20

ユーザー登録 ～ＷｏｒｄＰｒｅｓｓのユーザー権限～

• プラグイン「AddMultiple Users」を使用

• 最低一人の管理者が必要

WordPressを使ったホームページ構築

21

WordPressを使ったホームページ構築

千葉ゼミ

ホームページ

22

http://chibasemi.reitaku-u.ac.jp/main/

～運用体制を整える～

• 権限を与える

• 新ゼミ生を招待

～コンテンツ整備～

• コンテンツの中身を補充

• 固定（静的）ページの書き換え

ホームページ運用

23

～ユーザー対応～

1. 引き継ぎ

2. 新ゼミ生を招待

3. 実際に使ってもらう→ヒアリング→改善作業

～マニュアル化・パッケージ化～

• 運営マニュアルを制作

• ゼミナール用にまとめたホームページデザイ
ンやプラグインのパッケージ化

今後行う作業

24
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• カスタマズでき柔軟

• 簡単に記事を投稿できる

• プラグインで様々なコンテンツの追加が可能

• 内向き用ページと外向き用ページがつくれる
↓

★ＷｏｒｄＰｒｅｓｓは最適★

セキュリティ対策の強化が必要

結論

25

！

• 卒業後の引き継ぎ

• マニュアル化・パッケージ化

• コンテンツの更新

• セキュリティ強化

今後の課題

26
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専門ゼミナール用ホームページに関するアンケート

1.性別

○ 男

○ 女

2.ゼミナールは創設何年目ですか

○ １～２年目

○ ３～５年目

○ ６～９年目

○ １０年以上

3.現在ゼミ生は何人ですか

３，４年生合わせた人数で回答してください

○ １～５人

○ ６～１０人

○ １１～１５人

○ １６～２０人

○ ２１～２５人

○ ２６～３０人

○ ３１人以上

4.Green Community（以下グリコミ）を使ったことがありますか

アクセス頻度についてお答えください

○ よくアクセスする（1 週間に数回またはそれ以上）

○ 時々アクセスする（1 か月に数回）

○ アクセスしたことはあるがあまり使っていない

○ ほとんど使っていない・使ったことがない

5.グリコミに専門ゼミナールのコミュニティ（以下ゼミコミュニティ）がありますか

○ ある

○ ない

○ あるけれど１年以上使っていない

6.ゼミコミュニティの更新頻度はどれくらいですか

グリコミにゼミコミュニティがない方は「使っていない」にチェックしてください

○ 毎日

○ 週１

○ 月１

○ 半年１

○ 年１
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○ いつ更新したか覚えていないくらい昔

○ 使っていない

7.ゼミコミュニティの参加方法は

グリコミにゼミコミュニティがない方は「使っていない」にチェックしてください

○ 自由参加

○ コミュニティの管理者（教員など）の承認が必要

○ 参加者（ゼミ生）からの招待が必要

○ 管理者（教員など）からの招待が必要

○ わからない

○ 使っていない

8.ゼミコミュニティ のトピックを作成できる人は

グリコミにゼミコミュニティがない方は「使っていない」にチェックしてください

○ コミュニティの管理者（教員など）のみ

○ 管理者と参加者

○ わからない

○ 使っていない

9.ゼミコミュニティのトピック公開範囲は

グリコミにゼミコミュニティがない方は「使っていない」にチェックしてください

○ 全公開

○ 参加者だけに公開

○ わからない

○ 使っていない

10.グリコミのコミュニティの公開範囲は「全公開」または「参加者だけに公開」の 2 つか

ら選択することになっています。ゼミコミュニティの公開範囲についての考えをお聞かせ

ください。

○ 今のままで十分

○ トピックによって「全公開」と「参加者だけに公開」をトピックごとに分けたい

11.ゼミコミュニティにはどんなトピックを載せていますか あてはまるものをいくつで

もお選びください

グリコミにゼミコミュニティがない方は「使っていない」にチェックしてください

☐ ゼミ活動記録

☐ 写真

☐ イベント日程・スケジュール

☐ 教材・資料

☐ リンク

☐ 動画
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☐ 使っていない

☐ その他:

12.ゼミコミュニティでは誰に向けて情報を載せていますか あてはまるものをいくつで

もお選びください

グリコミにゼミコミュニティがない方は「使っていない」にチェックしてください

☐ ゼミに所属する３年生

☐ ゼミに所属する４年生

☐ ゼミを卒業した OB/OG

☐ ゼミ加入希望者

☐ 本学生（学部を問わない）

☐ 教員

☐ 外部・一般

☐ 使っていない

☐ その他:

13.ここからは、ゼミでホームページを持つと仮定した質問です。ホームページに追加した

いコンテンツについてお聞かせください。写真・アルバムについて

○ ゼミ生だけに公開

○ 一般の人に公開

○ ゼミ生と一般の人に公開

○ 必要ない

14.ゼミ生紹介ページについて

○ ゼミ生だけに紹介

○ 一般の人に紹介

○ ゼミ生と一般の人に紹介

○ 必要ない

15.ゼミの活動記録について

○ ゼミ生閲覧用に掲載

○ 一般の人に掲載

○ ゼミ生と一般の人に掲載

○ 必要ない

16.ホームページに載せたいコンテンツはほかにどんなものですか あてはまるものをい

くつでもお選びください

（上記のアルバム、メンバー紹介ページ、ゼミの活動記録を除く）

☐ イベント・スケジュール管理カレンダー

☐ 教員紹介ページ

☐ ２年生（新ゼミ生）向けアナウンスページ
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☐ 教材・資料置き場

☐ リンク集

☐ ゼミ生専用お知らせページ

☐ 一般向けお知らせページ

☐ 上記のアルバム、メンバー紹介ページ、ゼミの活動記録だけあれば十分

☐ その他:
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akazukinR

一人暮らし老人の

見守りシステム

“赤ずきんちゃんＲ”の開発

麗澤大学経済学部経営学科4年
山下ゼミ所属・大塚ゼミ聴講生

善養寺紗弥（ぜんようじさや）

1

akazukinR

目次

• 目的

• 先行研究

• 赤ずきんちゃんRシステム

• システムの動作概要

• ハードウェアとソフトウェア

• サーバプログラム

• 実演
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akazukinR

目的
• 高齢化社会の到来

• 経済的問題や施設の受け入れ問題

• ICTを活用することで手軽に安否確認する
見守りシステムを開発する

• 携帯電話などの専用回線を用いない

• ADSLなど廉価な通信回線で利用できる

• プライベートアドレス空間からでも利用できる

独居老人の増加

3
先行研究
赤ずきんちゃんシステム（初代）

見守り対象の独居老人宅に赤外線人感センサーを設置し
反応検知をSMTPメーラーボードによりサーバに送信

日常の活動をまとめて保護者にメールで報告

一定時間反応検知メールが到達しない場合、

異常として保護者にメールで通知

2011年12月から
実証実験中

4

akazukinR

先行研究の結果
• クライアント・サーバ方式による動作が

概ね安定していることが確認された。

問題点

①夏場の温度対策

②障害からの回復

リクエスト

①反応間隔の柔軟な調整

②曜日によるスケジュール管理

③簡単な状況確認

5
赤ずきんちゃんＲシステム

初代の赤ずきんちゃんシステムの

問題点を受け・・・

改良版システムの開発

• システムはArduino UNOで製作

• データ送信はHTTPのGETメソッドで送る

• Arduino UNO, Ethernet Shield,
赤ずきんちゃん R Shield,無線ブリッジで構成

• 初代と同様にトイレに設置することを想定

6
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システムの動作概要
7

akazukinR

8
Arduino UNO

• イタリア製の基板型マイコンボード

• CPUとメモリが内蔵されている

• 初心者でも3カ月ほどで使えるようになる

• ハードウェアの構造・ソフトウェアが

オープンソースになっている

Ethernet Shield
• Arduino UNOと組み合わせて使う

• TCP/IPのライブラリが用意されている

• インターネットに繋ぐことが出来る

akazukinR

開発環境①
• 専用のソフトウェアをダウンロードする。

• プログラム言語はC/C++がベースとなっている。

• USB経由でプログラムを覚えさせる。

• 覚えたプログラムはどこでも

同じように使える。

9

＊

akazukinR

開発環境②

10

setup:初期設定を書く

ｌoop:メインルーチンを書く

＊戻る

akazukinR

赤ずきんちゃん R Shieldについて

• 赤ずきんちゃん R Shieldとは

• Arduinoから外部の機器を制御するための専用基板。

• ユニバーサル基板を用いて自作した。

• このシールドの上にはリセットボタン、
赤外線センサー・温度センサーのコネクタついている。

11

表 裏

akazukinR

12
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akazukinR

赤ずきんちゃんRシールドの構成部品
赤外線センサー

http://www.sengoku.co.jp/
mod/sgk_cart/detail.php?c
ode=5A2C-MNGX#

• パナソニック株式会社

• 夏場の温度対策

• 温度差4℃で応答

• 誤作動を極力防ぐ

温度センサー

http://akizukidenshi.com/cata
log/g/gI-02753/

• ナショナル

セミコンダクター

ジャパン株式会社

• システムの温度を計測

• 障害発生時の原因追及

手段の一つ

ドアスイッチ

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04025/

• 駿融企業有限公司

• ドアの開閉時に反応

• 赤外線センサーを補完する

リレースイッチ

http://www.omron.co.jp/ec
b/products/pry/111/g5v_1.
html

• オムロン株式会社

• 障害からの回復方法

• 自動的にスイッチを押してくれる

• リセットの自動化が可能となった

13

akazukinR
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白いおうち 内部

Arduino一式無線ブリッジ

白いおうち

akazukinR

赤ずきんちゃんRサーバ

最上位のディレクトリ

/web/akazukin2

user

post2.cgi

stat.cgi

wd

log_mov
e

・・・

20XX-OO-△△.txt

01 LOG

20XX

00

02

・・・

・・・

20XXは年が入る

00には月が入る

△△には日が入る

一人分のファイル

15

• マシンルームにある

UNIXマシン

• 赤ずきんちゃんシステムと同居

• OSはFreeBSD6.2Rを使用

akazukinR

サーバプログラム

16

• post2.cgi
Arduinoからの情報を処理するCGI

• wd
Watch Dog Timerを処理するプログラム

• stat.cgi
Webページを表示するCGI

• log_move
見守り対象者のLOGを移すプログラム

すべてperlで作成

akazukinR

post2.cgi

ユーザ名

①

② post2.cgi

ACTIVE Init.dat

③

初期値

白いお家

• Arduinoから送られてきた情報を処理するCGI

17

akazukinR

18

http://akazukin2.penguin55.net/user/01/post2.cgi?mode=ACTIVE
&mac=90:a2:da:e:de22&uptime=514&temp=278&reset=26669

GETメソッド

GETメソッドの例

Arduinoから送られてくる情報



一人暮らし老人の見守りシステム”赤ずきんちゃんR"の開発 善養寺 紗弥

2013年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 発表番号 09

akazukinR

19

mode名 内容

ACTIVE 赤外線センサーに反応があった時

OPEN 扉が開いた時

CLOSE 扉が閉じた時

HB Arduinoから自身が正常であることを
知らせるために15分おきに自動的に

送られてくる。

DHCP DHCPに成功した時

RUN DHCPに成功してシステムが動き始めた時

Arduinoから送られてくるmodeの一覧

akazukinR

wd
• Watch Dog Timerの値を処理するプログラム

20

Watch Dog Timer とは？

• Watch Dogで番犬という意味

• システムが正常に動いてくれてるかどうか監視してくれるタイマー

• システムが正常に動作していることを確認するために使われる

http://www.internationalsupermarketnews.com/news/5522

akazukinR

21

wd=wd-1

wd < 0

wdを書き込む 緊急連絡をする

wdを読み込む

①cronにより10分ごとに
このプログラムが起動する。

②wdに書かれている値を
読み込む。

③wdから1引いた値を
wdに入れなおす。

④0よりも大きかったら
その値をwdに書き込み
終了。

⑤もしwdが0より小さい場合
緊急事態として保護者に
メールが送られる。

YES

NO

緊急事態!!
緊急通知

cron

END

http://www.zenginkyo.or.jp/tvcm/01_chara.html akazukinR

stat.cgi
• 見守り対象者の
活動をWebで
確認するための
プログラム

赤外線に反応があった時

ドアが閉じている時

ドアが開いている時

22

akazukinR

実演

• 緊急メールが送られる様子

23

log_move
• その日の見守り対象者の活動の記録を

送信するプログラム

post2.cgi

stat.cgi

wd

log_move

・・・

20XX-OO-△△.txt

01 LOG

20XX

00
・・・

・・・

20XXは年が入る

00には月が入る

△△には日が入る

実際に送られるメール

24
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akazukinR

5. まとめと今後の課題

• 先輩のシステムを進化させることで確実に

安否確認できるシステムが開発できた

• 安否状況の確認が容易になった

設置例

連続稼働実験中
今後の課題

• 動的な設定変更の仕組み

• セキュリティ面の向上

25

akazukinR

ご清聴ありがとうございました。

26
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メタルに関するアンケート

麗澤大学外国語学部外国語学科ドイツ語ドイツ文化専攻４年 鎌田翼

総回答数： 日本 １６人

ドイツ ２３人

集計期間： 日本 ２０１３年１２月４日から２０１３年１２月１５日迄

ドイツ ２０１３年１２月５日から２０１３年１２月１５日まで

【１】性別：いずれかにチェックをつけてください。

１）□男性 ２）□女性

日本：

１）男性：１２人 ２）女性：３人 無回答：１人

ドイツ

１）男性：１３人 ２）女性：１０人

【２】年代：いずれかにチェックをつけてください。

１）□１０代 ２）□２０代 ３）□３０代

４）□４０代 ５）□５０代 ６）□６０代以上

日本

１）１０代：０人 ２）２０代：１４人 ３）３０代：１人

４）４０代：１人 ５）５０代：０人 ６）６０代以上：０人

ドイツ

１）１０代：０人 ２）２０代：２２人 ３）３０代：１人

４）４０代：０人 ５）５０代：０人 ６）６０代以上：０人

【３】現在お住まいの国、地域：いずれかにチェックをつけてください。

１）□日本 ２）□国外

※２）国外と答えた方で可能な場合、その国をお答えください。

日本

大学の卒業論文でメタルについて取り上げます。主に日本とドイツのメタル受容につ

いて比較し、それぞれの国のメタルファンの個性や傾向の違いを研究しています。

皆様にご回答いただいた内容は、個人が特定できない形で集計して使用します。また

記述式の回答を引用する場合がありますが、その場合も個人が特定できないよう配慮い

たします。お手数をおかけしますがご協力よろしくおねがいします。
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１）日本：１４人 ２）国外：２人

ドイツ

１）ドイツ：２１人 ２）国外：２人

【４】ご職業：いずれかにチェックをつけてください。

１）□学生 ２）□会社員 ３）□主婦

４）□フリーター ５）□求職中•無職 ６）□その他

※６）その他を選択した方は具体的に書きください。

日本

１）学生：７人 ２）会社員：５人 ３）主婦：０人

４）フリーター：１人 ５）求職中•無職：２人 ６）その他：０人 無回答：１人

ドイツ

１）学生：１８人 ２）会社員：２人 ３）主婦：０人

４）フリーター：１人 ５）求職中•無職：２人 ６）その他：０人

【５】メタルを聴くようになったきっかけは何ですか？いずれかひとつにチェックをつけ

てください。

１）□家族の影響 ２）□ラジオやテレビで聴いて（見て）

３）□友人からのすすめ ４）□CD ショップなどでたまたま手にとって

５）□たまたまライブなどを見る機会があった

６）□きっかけはわからないが自然と聴くようになった

７）□メタルのスタイルや外見がかっこいいと思って ８）□その他

※８）その他を選択した方は具体的にお書きください。

日本

１）家族の影響：２人

２）ラジオやテレビで聴いて（見て）：５人

３）友人からのすすめ：２人

４）CD ショップなどでたまたま手にとって：０人

５）たまたまライブなどを見る機会があった：０人

６）きっかけはわからないが自然と聴くようになった：３人

７）メタルのスタイルや外見がかっこいいと思って：１人

８）その他：３人

「MLB」

「組んだバンドがメタルだったから！」

「Zeitschriften（雑誌）」

ドイツ
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１）家族の影響：５人

２）ラジオやテレビで聴いて（見て）：５人

３）友人からのすすめ：１２人

４）CD ショップなどでたまたま手にとって：０人

５）たまたまライブなどを見る機会があった：０人

６）きっかけはわからないが自然と聴くようになった：２人

７）メタルのスタイルや外見がかっこいいと思って：０人

８）その他：１人

「im Internet – Musik-Download-Portal」

（インターネットで–音楽ダウンロードポータルサイト）

【６】バンドを好きになるうえで重要なポイントは何ですか？あてはまるものに３つまで

チェックをつけてください。

１）□好みのジャンルであるか（スラッシュメタル、デスメタルなど）

２）□そのバンドの出身による ３）□自分と同じ出身かどうか

４）□人気であるかどうか

５）□扱っているテーマ（歴史、神話、宗教など）

６）□CD の価格や特典、限定版などの付加価値

７）□演奏の上手さやテクニック ８）□コンサートの善し悪し

９）□これといってない １０）□その他

※９）その他を選択した方は具体的にお書きください

日本

１）好みのジャンルであるか（スラッシュメタル、デスメタルなど）：１２人

２）そのバンドの出身による：１人

３）人気であるかどうか：０人

４）扱っているテーマ（歴史、神話、宗教など）：４人

５）CD の価格や特典、限定版などの付加価値：０人

６）演奏の上手さやテクニック：７人

７）コンサートの善し悪し：４人

８）これといってない：２人

９）その他：５人

「速さ、メロディ、歌詞」

「感覚」

「曲調が自分の好みや気分と合うかどうか……？」

「Qualität des Gitarrensounds, dramatische Sounds（ギターサウンドのクォリティド

ラマティックなサウンド）」
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「自分の好きな曲を創ってるかどうかが一番重要（必ずしもジャンル、テクニックに縛ら

れない）」

ドイツ

１）好みのジャンルであるか（スラッシュメタル、デスメタルなど）：１８人

２）そのバンドの出身による：１人

３）人気であるかどうか：０人

４）扱っているテーマ（歴史、神話、宗教など）：１１人

５）CD の価格や特典、限定版などの付加価値：０人

６）演奏の上手さやテクニック：１８人

７）コンサートの善し悪し：７人

８）これといってない：０人

９）その他：５人

「Musiktexte/ Lyrics」

（歌詞）

「Ihr Klang ist unverwechselbar, d.h. der Sänger hat eine einzigartige Stimme

oder sie mixen die Stile / Instrumente wie keine andere Band.」

（取り違えようのない音、すなわち他に類を見ない声を持っているボーカリスト、もしく
は他に類を見ないスタイルや楽器のミキシング）
「Individualität. Ich meine, dass die Band neue, interessante Ding einbauen

soll. Zum Beispiel Instrumente, die man sonst nicht beim Metal benutzt. Die

Lieder müssen sich von einander unterscheiden, aber trotzdem den speziellen Stil

der Band zeigen.」

（個性。つまりバンドは目新しい、興味深いものを取り入れるべきだ。例えばそれまでメ
タルには用いられてこなかった楽器とか。楽曲はそれぞれ異なるべき、だがしかしバンド
の特殊性は見せるべき）
Qualität der Gitarristen」

（ギタリストのクォリティ）
「sofern mir die Songs gefallen, ist die Band und so ziemlich alles andere

egal」

（曲が気に入りさえすればバンドも他の物も気にしない）

【７】どれくらいの期間、メタルのファンですか？いずれかひとつにチェックをつけてく

ださい。

１）□１年未満 ２）□１〜２年 ３）□３〜５年

４）□６〜１０年 ５）□１０年以上

日本

１）１年未満：０人 ２）１〜２年：１人 ３）３〜５年：７人

４）６〜１０年：６人 ５）１０年以上：２人

ドイツ

１）１年未満：０人 ２）１〜２年：０人 ３）３〜５年：３人



ヘヴィメタル受容の国際比較 付録 鎌田 翼

2013 年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 発表番号 10５

４）６〜１０年：１７人 ５）１０年以上：３人

【８】CD やグッズ、コンサートなど、どの程度お金や時間を使いますか？以下の質問に

お答えください。

［８−１］CD の購入について。いずれかひとつにチェックをつけてください。

１）□CD をたまに買う ２）□CD を頻繁に買う

３）□CD はほとんど買わない

日本

１）１年未満：０人 ２）１〜２年：１人 ３）３〜５年：７人

４）６〜１０年：６人 ５）１０年以上：２人

ドイツ

１）CD をたまに買う：１３人 ２）CD を頻繁に買う：６人

３）CD はほとんど買わない：４人

※１）か２）にチェックをつけた方は、新品の CD の購入と中古の CD の購入と比べて多い

物にチェックをつけてください。

１）□新品の CD ２）□中古の CD

日本

１）新品の CD：９人 ２）中古の CD：２人

ドイツ

１）新品の CD：１６人 ２）中古の CD：３人

［８ー２］楽曲のダウンロードについて。いずれかひとつにチェックをつけてください。

１）□楽曲のダウンロードをたまにする ２）□楽曲のダウンロードを頻繁にする

３）□楽曲のダウンロードはほとんどしない

日本

１）楽曲のダウンロードをたまにする：０人

２）楽曲のダウンロードを頻繁にする：４人

３）楽曲のダウンロードはほとんどしない：１２人

ドイツ

１）楽曲のダウンロードをたまにする：５人

２）楽曲のダウンロードを頻繁にする：１０人

３）楽曲のダウンロードはほとんどしない：６人

無回答：１人

※１）か２）にチェックをつけた方で可能な場合のみ、それが有料か無料か答えください。

１）□有料 ２）□無料
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日本

１）有料：０人 ２）無料：３人 無回答：１人

ドイツ

１）有料：５人 ２）無料：１１人

［８−３］バンドグッズについて。いずれかひとつにチェックをつけてください。

１）□ほとんど買わない ２）□たまに買う

３）□頻繁に買う

日本

１）ほとんど買わない：１１人 ２）たまに買う：５人 ３）頻繁に買う：０人

ドイツ

１）ほとんど買わない：１２人 ２）たまに買う：８人 ３）頻繁に買う：３人

［８−４］コンサートなどのなどのイベントへの参加について。いずれかひとつにチェッ

クをつけてください

１）□行ったことがない ２）□１年に１〜２回程度

３）□頻繁に行く

日本

１）行ったことがない：６人 ２）１年に１〜２回程度：８人

３）頻繁に行く：２人

ドイツ

１）行ったことがない：１人 ２）１年に１〜２回程度：１５人

３）頻繁に行く：７人

【９】メタルファッションを日頃していますか？いずれかひとつにチェックをつけてくだ

さい

１）□日頃からしている ２）□コンサートやイベントの時のみしている

３）□たまにする ４）□ほとんどしない

日本

１）日頃からしている：２人 ２）コンサートやイベントの時のみしている：１人

３）たまにする：１人 ４）ほとんどしない：５人

ドイツ

１）日頃からしている：９人 ２）コンサートやイベントの時のみしている：６人

３）たまにする：５人 ４）ほとんどしない：３人

【１０】メタルのジャンルについて。質問にお答えください。

［１０−１］メタルのどのようなジャンルを特に好んで聴きますか？
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［１０−２］［１０−１］で答えたジャンルのなかで、特に好きなバンドをお答えください。

日本

【70 年代ハードロック（KISS）、NWOBHM（VENOM）、スラッシュ（SLAYER）、ストーナ

（KYUSS）、ジャパニーズ（OUTRAGE）】

【メロスピ、V系メタル、インスト／angra、DELUHI、Demetori】

【メロディックメタル／好きなバンド: チルドレン オブ ボドム】

【特にこだわりはありません／好きなバンドは、Mötley Crüe です。】

【メロコア、メロスピ、８０年代 HR／メロコア(Trivium,August Burns Red)メロ ス

ピ(Dragonforce,Dreamtale,Edguy)80'sHR(Def Leppard,Night Ranger,TNT)】

【シンフォニックメタル、ゴシックメタル／within temptation、evanessence、

nightwish】

【シンフォニックメタル／Nightwish,Tarja,Within temptation】

【スラッシュ、クロスオーバースラッシュ、フォーク／the exploited, sacred reich,

slayer, metallica, razor, korpiklaani 】

【ブラックメタル、その他ジャンル問わず／METALLICA、Evanescence】

【基本的にジャンルは気にしないが、特に Viking／Amon Amarth】

【インダストリアル？／Strapping Young Lad】

【メロディックデスメタル、デスラッシュ、ブルータルデスメタル／disarmonia mundi、

kalmah、inferi】

【メタルコア、ポストハードコア／I KILLED THE PROM QUEEN、attack attack!など】

【「Thrash-Metal, Traditional Heavy Metal, Melodic Death Metal／Iron Maiden,

Metallica, In Flames」

【こだわりは無く、良いと思うものを聞く／CHTHONIC】

【最近はメタルコアですかねー／最近は bring me the horizon が好きですね】

ドイツ

「Power Metal, Melodic Death Metal, Heavy Metal ／Power Metal: Damnation

Angels/Sabaton || Melodic Death Metal: Wintersun 」

「Epic, Trash, Symphonic, Melodic, Death, White, Visual Kei, Progressive,

Alternative／In Legend, In Flames, Insomnium」

「Nu Metal, Deutscher Mittelalterrock, Folk Metal, Alternative Metal, Symphonic

Metal／MUCC, Subway to Sally, In Extremo」

「Black Metal, Doom Metal, Melodic Metal／Dark Tranquillity, Draconian,

Insomnium」

「Folk-Metal, Black-Metal／Korpiklaani, Finntroll, Aaskereia」

「Ich interessiere mich nicht für Genre. Ich höre die Musik und die Bands, die

mir gefallen, egal zu welchem Genre sie gehören.／Crown the empire, Avenged

Sevenfold, Trivium」

（私はジャンルには興味が無い。気に入った音楽やバンドならどのジャンルに属している
かなんて関係なく聞く。）
「Pagan/Viking Metal, Symphonic/Power Metal／Týr, Turisas, Kamelot」

「keine besondere／Chthonic, His Excellency Demon Kogure, Coppelius」

（これといってない）
「Gothic Metal , Melodic Death Metal／Lacrimas Profundere, Dark Tranquillity,

Trail of Tears」

「“traditional” Heavy Metal／Judas Priest, Black Sabbath, Motör Head」
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「als ich noch regelmäßig metal gehört habe: gothenburg oder auch melodic death

metal／derzeit: tedeschi trucks/derek trucks band ; Allman Brothers; Warren

Haynes Band」

（まだ頻繁にメタルを聞いていたときは–）
「Symphonic Metal／X-Japan (einige Songs fallen in dieses Genre), Within

Temptation」

「Black-Metal, (Neo)Folk-Metal, Pagan-Metal／Finsterforst, Dimmu Borgir,

Sôlstafir」

「Melodic Death Metal, Nu Metal, Power Metal, Metalcore, Progressive Metal,

Symphonic Metal (bei nur einer Antwortmöglichkeit bitte Nu Metal verwenden)／

System of a Down, Avenged Sevenfold, Maximum the Hormone」

「Metalcore, Post-Hardcore／Dir en grey, Bullet for my Valentine, Crossfaith」

「Alternative Metal, Death Metal, Industrial Metal, Nu Metal／Deathgaze,

Rammstein, Slipknot」

「Death Metal, Thrash Metal, NWOBHM／Megadeth, Iron Maiden, Amon Amarth」

「Metalcore／Breakdown of Sanity, Parkway Drive, Heaven Shall Burn」

「Metalcore, J-Rock Metal／Killswitch Engage, Loudness, Onmyouza」

「Black Metal / Folk Metal／Summoning (Black Metal), Alcest (Black Metal),

Menhir (Folk Metal)」

「Melodic Death／Trivium, Soilwork, Amon Amarth」

「MetalCore (z.B. Killswitch Engage)／Killswitch Engage, Disturbed, Pay Money to

My Pain」

【１１】言語について、質問にお答えください。

［１１−１］メタルで使われる言語はそのバンドの母国語であるべきだと思いますか？い

ずれかひとつにチェックをつけてください。

１）□そう思う ２）□ジャンルによる

３）□英語で歌われるべき ４）□とくにこだわりはない

日本

１）そう思う：０人 ２）ジャンルによる：１人

３）英語で歌われるべき：１人 ４）とくにこだわりはない：１４人

ドイツ

１）そう思う：３人 ２）ジャンルによる：５人

３）英語で歌われるべき：１人 ４）とくにこだわりはない：１４人

※３）英語で歌われるべき、と答えた理由としてあてはまるものいずれかひとつにチェッ

クをつけてください。

１）□たいていのバンドが英語で歌っているため

２）□英語の響きや韻などの方がメタルに合っているため

３）□（日本語歌詞の場合）歌詞が解らない方が良いため

４）□その他

※４）その他を選択した方は具体的にお書きください
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日本

１）たいていのバンドが英語で歌っているため：１人

２）英語の響きや韻などの方がメタルに合っているため：０人

３）（日本語歌詞の場合）歌詞が解らない方が良いため：０人

４）その他：０人

ドイツ

１）たいていのバンドが英語で歌っているため：１人

２）英語の響きや韻などの方がメタルに合っているため：０人

３）（日本語歌詞の場合）歌詞が解らない方が良いため：０人

４）その他：１人

「Die Sprache selbst ist in erster Linie für mich uninteressant, Melodie, Themen

und Texte sind wichtig (bevorzuge daher Metal in Sprachen die ich beherrsche) 」

（言語自体は私には重要でない要素の最前に来る、メロディ、テーマそして歌詞が重要
だ。なので私の理解できる言語のメタルの方をむしろ好む））

［１１−２］あなたの母国語で歌われるメタルについてどのような印象持っていますか？

いずれかひとつにチェックをつけてください。またその理由をお答えください。

１）□非常に良い ２）□良い

３）□悪い ４）□非常に悪い ５）□どちらでもない

日本

１）非常に良い：１人 ２）良い：５人

３）悪い：０人 ４）非常に悪い：０人 ５）どちらでもない：１０人

ドイツ

１）非常に良い：４人 ２）良い：８人

３）悪い：１人 ４）非常に悪い：０人 ５）どちらでもない：９人

無回答：１人

【理由：自由に記述してください】

日本

「そもそも聞いたことがない」

「まだほとんど聞いたことはないが、自分が気に入れば聞く」

「日本語で歌われるメタルを聞いたことがないから」

「ジャンルに依るが曲の雰囲気が和を感じさせるものなら日本語の方が良い」

「メタル・デスメタルを敬遠している人でも比較的聴きやすい。その手のジャンルを好き

になる上での導入になる為。下手な発音の英語よりはずっと良い。」

「Wenn es zur Melodie passt, finde ich es gut（メロディに合っているなら、良いと

思う）」

「普通の J-pop に比べて大衆向けかと言われたらそうではなく、好みの差が出るのでメタ
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ルがあまり好きでない人が居ても全く気にならない。」

ドイツ

「Wenn das Lied auf Deutsch ist, bin ich gezwungen den Text zu verstehen. Bei

anderssprachigen Liedern brauche ich mich nur mit dem Text zu beschäftigen, wenn

ich das auch möchte 」

（もし歌詞がドイツ語だとそれを理解しようとしてしまう。他の言語で歌われる曲であれ
ば、自分でそうしたいときだけ理解すればいいだけ。）
「Ich verstehe Songtexte lieber nicht, sondern lasse mich von der Musik und der

Stimme mitreißen. 」

（できることなら歌詞は理解したくない、そうではなくもっと音楽に熱狂したい。）
「Es gibt ein paar gute deutsche Metal-Songs, z.B. von Powerwolf」

（いくつかドイツ語の良いメタルがある、例えば Powerwolf とか）
「Deutsch eignet sich sehr gut für einige Themen und Genres」

（ドイツ語はいくつかのテーマやジャンルには非常に適している）
「Mir ist vollkommen egal auf welcher Sprache gesungen wird. Ich finde es

wichtig, welches Gefühl die Musik mir vermittelt. Es ist also nicht unbedingt

notwendig, dass die Bands auf Deutsch oder irgendeiner anderen Sprache singen,

solange ich die Musik und die Aussage des Liedes fühlen kann.」

（私にはどの言語で歌われているかどうかは本当にどうでも良い。私にはどのような感覚
を音楽がもたらすかが重要。私は音楽や表現を感じられるのであれば、ドイツ語やどんな
言語で歌われているかは必要では無い。）
「Wenige deutsche Bands singen auf Deutsch, da Englisch weiter verbreitet ist.

Allerdings empfinde ich den Gebrauch der deutschen Sprache bei vielen Bands aus

Deutschland als angebracht, sofern dies zum Stil der Band passt (z.B. bei In

Extremo)」

（多くはないドイツのバンドが英語（で歌うこと）が広まっていてもドイツ語で歌ってい
る。スタイルがバンドに合っている限りでは、もちろん多くのドイツ出身にドイツの言語
の習慣を適切に感じる。（例えば In Extremo））
「Solange es insgesamt gut klingt und man sich eine Übersetzung der Texte

besorgen kann, ist mir die Sprache völlig egal.」

（全体的に良く聞こえ、歌詞の訳を入手できる限りにおいては、私には言葉は問題ではな
い。）
「Hängt von der Qualität der Texte ab. Wenn auf Deutsch gesungen wird  bin ich

empfindlicher als bei englischen Texten.」

（歌詞の出来による。ドイツ語で歌われていると、英語よりもより敏感になる。）

「Es kommt auf den Interpreten und das Lied an sich an.」

（演奏や曲による）
「Wenn es zur Band passt, finde ich das durchaus angebracht (z.B. Rammstein)」

（バンドに合っていれば。十分に適切だと思う。（例えば RAMMSTEIN））
「Es gibt genauso gute wie schlecht Bands/Musik auf deutsch, wie auch auf

englisch, oder in sonst irgendeiner Sprache, mir sind Melodien sehr wichtig」

（ドイツ語、英語または他の言語歌われるバンド、音楽にはどれもも良いものと悪いもの
が同等に存在する。私にはメロディがより重要。）
「Deutsch ist, wie viele andere Sprachen auch, für Songtexte geeignet. 」

（ドイツ語は他の言語同様、歌詞に向いている。）

「Erneut, die Sprache ist nicht wichtig, wenn die Musik gut ist」
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（改めて、音楽さえよければ言語は重要じゃない。）
「Heimatgefühl」

（郷愁）
「Wenn Deutsch die Muttersprache ist, werden Gefühle sehr gut ausgedrückt. Die

Gefühle in der Musik wirken ehrlich: Hass, Eifersucht, Schmerz u.s.w.」

（ドイツ語が母国語だと感覚はより良く表現される。音楽の中の感覚は正直だ：憎悪、嫉
妬、痛みなど）
「Ob ein auf Deutsch gesungener Song als gut oder schlecht für mich gilt hängt

von verschiedenen Faktoren ab. 」

（ドイツ語で歌われる曲が良いかどうかは私には（他の）様々な要素による）
「Da die deutsche Sprache relativ hart klingt, ist es oft für Metal-Songs sehr

passend.」

（ドイツの言葉は比較的堅く聞こえるので、たいていメタルとの相性は適している。）
「Die Sprache ist mir zwar egal, aber japanisch klingt doch am schönsten」

（確かに言語は重要ではない、しかし日本語は最も美しく聞こえる）
「Im Metal sind mir deutsche Texte oft sehr positiv aufgefallen, vor allem im

Black Metal. Dort findet man oftmals sehr gut durchdachte oder lyrisch

hochwertige Texte mit beispielsweise (gesellschafts-)kritischem Charakter. Durch

das Kreischen oder Growlen versteht man ja auch nicht sofort alles, was mich

dazu anregt mir die Texte nochmal durchzulesen. Natürlich gibt es auch viele

Black Metal Bands deren Texte stumpfsinnig und nichtssagend sind, aber im

Allgemeinen findet man aussagekräftigere Texte als bspw. in der Popmusik.」

（メタルにおいてドイツ語の詞は、とりわけブラックメタルにおいて私に良い印象を与え
ている。例えば（社会的）批判的な特性など、たびたびとてもよく考察された、もしくは
叙情的な価値の高い詞を見ることがある。金切り声やグロウルを通してではもちろんすぐ
に全てを理解することはできないが、それにより詞をもう一度読み直そうと刺激すること
はある。もちろん無感動で無意味な詞を書くバンドも多い、しかし全体的には例えばポッ
プ音楽と比べて表現の豊かな詞は多い。）
「Die Sprache ist nur ein Instrument und muss je nach Wahl der Sprache

entsprechend eingesetzt werden, damit sie in den Song passt.」

（（音楽における）言葉は楽器の一部に過ぎず、曲に合うように言葉に応じて適合される
べきである。）
「Es ist unterschiedlich. Rammstein ist gut, aber Heaven Shall Burn würde nicht

passen. Da wo der Gesang verständlich ist, wäre es okay.」

（様々である。Rammstein は良いけど Heaven Shall Burn には合わない。歌唱が理解でき
るものであれば、良いだろう。）

【１２】ジャーマンメタル、北欧メタル、ジャパニーズメタルなど、バンドや演奏のスタ

イルには国や地域により様々な特色があります。またドイツや北欧などでは中世の伝統、

ヴァイキングや神話など、掲げるテーマにもそれぞれ違いがあります。あるバンドを聴い

たり興味を持つ際、そのようなバンドの掲げるテーマやバンドの出身はあなたにとって重

要ですか？いずれかひとつにチェックをつけてください。

［１２−１］バンドの掲げるテーマ

１）□最も重要 ２）□重要な要素のひとつ

３）□それほど重要では無いが気になる ４）□重要ではない
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日本

１）最も重要：０人 ２）重要な要素のひとつ：６人

３）それほど重要では無いが気になる：７人 ４）重要ではない：２人

無回答：１人

ドイツ

１）最も重要：１人 ２）重要な要素のひとつ：１２人

３）それほど重要では無いが気になる：９人 ４）重要ではない：１人

［１２−２］バンドの出身

１）□最も重要 ２）□重要な要素のひとつ

３）□それほど重要では無いが気になる ４）□重要ではない

日本

１）最も重要：０人 ２）重要な要素のひとつ：１人

３）それほど重要では無いが気になる：６人 ４）重要ではない：９人

ドイツ

１）最も重要：０人 ２）重要な要素のひとつ：５人

３）それほど重要では無いが気になる：１０人 ４）重要ではない：８人

※１）、２）または３）と答えた方で、好きなバンドの出身地、またその出身で好きなバ

ンドをお答えください。

日本

「特になし」

「therion/sweden」

「フィンランド／Korpiklaani」

「オーストラリア／I KILLED THE PROM QUEEN」

「アメリカ／Disturbed」

ドイツ

「Schweden-Sabaton/ Finnland-Wintersun/ Norwegen-Damnation Angels」

「Japan-MUCC/ Deutschland-Subway to Sally, In Extremo/ Amerika-Linkin Park」

「Schweden-Draconian, Dark Tranquility/ Finnland-Sonota Arctica, Insomnium」

「(Skandinavien),Finnland-Korpiklaani, Finntroll/ Deutschland-Askereia,

Equilibrium」

「Finnland-Turisas, Turmion Kätilöt, Apocalyptica.../ Deutschland-Heaven Shall

Burn, Avantasia/ USA-Kamelot」

「Japan-Demon Kogure, Dir en grey, Sex Machinguns/ Deutschland-Coppelius, Lord

of the Lost, Subway to Sally」

「Deutschland-Lacrimas Profundere/ Norwegen-Trail of Tears, Dimmu Borgir/

Schweden- Dark Tranquility, In Flames」

「USA-System of a Down, Metallica, Slipknot/ Japan- Mucc, Maximum the Hormone,

Dir en Grey/ Finnland-Apocalyptica」
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「Norwegen-Dimmu Birgir/ Deutschland-Finsterforst/ Island-Sôlstafr」

「USA-A7X, SoaD, Metallica, Korn, Slipknot u.A./ Japan-Onmyouza, Maximum the

Hormone, Detroit Metal City, Shadow, Double Dealer u.A./ Schweden-Hammerfall,

Opeth, In Flames, Amon Amarth u.A.」

「Japan-Dir en grey, Crossfaith, Sex Machineguns」

「Japan-Deathgaze/ Deutschland-Rammstein/ Dänemark-Artilley」

「Japan-Dir en grey, Maximum the Hormone/ Finnland- Nightwish, Sonata Arctica,

Wintersun/ USA-The Ghost Inside, August Burns Red, Madball」

「Skandinavien-Immortal, Ensiferum, Manegarm, Svartsot, Skyforger/ Österreich-

Dornenreich, Summoning, Angizia/ Deutschland- Menhir, Gernotshagen, Nagelfar,

Empyrium, Equilibrium, Finsterforst」

「Schweden-HIM, Soilwork, Sonic Syndicate .../ Amerika-Soil, Killswitch Engage,

Stone Sour .../ Japan-Pay Money to My Pain, Each of these Days, Cold Rain, Metal

Safari, Fear and Loathing in Las Vegas ...」

【１３】ドイツや北欧のバンドにはヴァイキングや北欧神話、中世の伝統をテーマとして

掲げるバンドが多く存在し現地では人気を博しています。（日本では、例えば「人間椅子」

というバンドは日本語で歌詞を書き、落語や津軽三味線を思わせるフレーズなど日本の風

土から強く影響を受けたと思われる曲を作っています。）

［１３−１］例にあげたような、バンドの出身国や地域由来の伝統をテーマとして掲げる

メタルバンドの存在をご存知ですか？いずれかひとつにチェックをつけてください。

１）□知らなかった ２）□知っていた

日本

１）知らなかった：６人 ２）知っていた：１０人

ドイツ

１）知らなかった：０人 ２）知っていた：２３人

［１３−２］あなたは、あなたの出身地（国、地域）と同じ出自のバンドがその土地由来

のテーマをメタルに取り入れることについてどのように考えますか？それに対する印象を

ひとつ選び、その理由をお答えください。

１）□非常に良い ２）□良い

３）□どちらでもない ４）□興味はある

５）□悪い ６）□非常に悪い

日本

１）非常に良い：７人 ２）良い７人

３）どちらでもない：１人 ４）興味はある：１人

５）悪い：０人 ６）非常に悪い：０人

ドイツ

１）非常に良い：８人 ２）良い９人

３）どちらでもない：４人 ４）興味はある：１人

５）悪い：１人 ６）非常に悪い：０人
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【理由：自由に記述してください】

日本

「母国由来のテーマは、その地域のバンドにしか深く探究できないと思うからです。」

「ひとつの個性となるため」

「自らの文化を大切にすることは良いことだと思うけれども、こだわりすぎるのもよくな

いと思う。」

「テーマを持つことによりバンドがさらに個性的になって印象に残る。そして、その歴史

について興味がわいてくる」

「出身国のことを違った方面からアピールするいい機会になると思ったので」

「他国に興味を持つきっかけになる。」

「単純にどんなものか聞いてみたい。」

「メタルに限らず音楽はジャンルに囚われるべきではないと思うので、積極的に取り入れ

てもらいたいと思います。」

「その国の人だからこそ出来る表現があればなお良いと感じるため」

「バンドとして一つのテーマを掲げることはとても重要だと思う。その上で、地域や言語

を使う事は個性を演出しやすく、バンドとしての特色を生み出しやすい。ARKONA のよう

に、自分の出身地を使ってそれを演出するだけでなく、WHISPERED のように、自分の好き

な国や文化を使って演奏・表現する事も同じように良い事だと思う。」

「日本民謡などの和音を曲に取り入れることによって独特の味が出る。」

「Passt gut zu den Melodien und die Texte bekommen so mehr Tiefe（メロディや歌詞

が合っていれば更なる深みが得られる）」

「国や文化を発信する際に、様々で表現される方がより深みが出るのではないかと思いま

す。」

ドイツ

「Die meisten Bands die dies tun gehören dem Rechts Rock an. Geschichte in Songs

ist ok so lange es unpolitisch ist」

（この手のジャンルの多くのバンドは右寄りなロックに属している。非政治的であれば歴
史を扱った曲も良い。）
「Mich interessiert der Inhalt nur selten. Mir geht es eher darum, dass die

Musik insgesamt gut klingen muss 」

（私が内容に興味を持つのは稀だ。私にはむしろまず良い音楽であるかどうかが問題。）
「Es ist immer schön mehr über die Bands und ihre Herkunft zu erfahren,

insbesondere wenn es Mythologie betrifft.」

（よりバンドやその出自について知れることはいつでも素晴らしいことだ、とりわけそれ
が神話に関係していれば。）
「Lokale Mythologie bietet sich als Thema für Metal-Songs an」

（土地由来の神話メタルのテーマとして非常に向いている。）
「Diese Themen sind sehr interessant 」

（こういうテーマは非常に面白い）
「Durch die verwendeten Themen beginnt man sich manchmal mit dem Land

auseinanderzusetzen und lernt viel über die Geschichte und Mythologie.」

（使われているテーマを通して時にその国を解釈し始め、そして歴史や神話についても学
び始める。）
「Durch die Verwendung/Aufarbeitung der Geschichte des eigenen Landes wird diese

für Menschen aus anderen Ländern bekannt. Weiterhin trägt dies zur Erhaltung der
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Geschichte bzw. Mythen eines Landes bei. 」

（自身の国の歴史の扱うことにより他の国の人々に知られる。その上国の歴史あるいは神
話の維持にも貢献している。）
「Sorgt für thematische Abwechslung und Identifikation mit der Band!」

（テーマの方向性の変更やいつも同じことをしているのが心配）
「Bringt mich oft dazu den Hintergrund der Texte nachzuschlagen」

（しばしば詞の背景について考えさせられる。）
「Es ist immer interessant, wenn man mehr über die Geschichte und Mythen eines

Landes lernen kann, besonders über Musik. Außerdem wird dabei aktiv dazu

beigetragen, dass die Geschichte, etc. nicht vergessen wird und sogar populär

bleibt.」

（国の歴史や神話について学べることは、特に音楽においてはいつでも興味深いことだ。
さらに歴史などについて忘れず、そのうえ広く知られることにも貢献している。）
「musik ist frei und jede/r Band/Künster sollte die Form von Musik wählen, in

der er sich am besten ausdrücken und mit der er sich identifizieren kann.」

（音楽は自由であり、どのバンドや芸術家も音楽の形を自身を最高の形で表現し、個性づ
けられるようにすべきである。）
「Ich finde es gut wenn heimatliche Mythen in Songs verarbeitet werden, weil es

die Kultur verbreitet/bekannt macht.」

（故郷の神話を音楽に取り込むことは、文化を伝え、有名にさせるため良いことだと思
う。）
「So gibt es viele mögliche Themen und die Bands werden individueller. Außerdem

kann man etwas über interessante, fremde Bräuche, Mythen, Sagen und Religionen

erfahren.」

（そういった実現できるテーマは多くあり、バンドはさらに個性的になる。さらに興味深
い外国の習慣、神話、伝説そして信仰について知ることができる。）
「ich interessiere mich nicht für heimatliche Geschichte」

（私は故郷の歴史などには興味が無い。）
「Es ermöglicht einen anderen Zugang zu Geschichte und wie diese wahrgenommen
und konsumiert wird. 」

（歴史を知覚し消費するように別の視点から理解することを可能にする。）
「Es ist interessant, über die Musik zusätzlich etwas über die jeweilige Kultur

zu lernen. Außerdem finde ich es gut, wenn Musiker zu ihren Wurzeln stehen und

diese in ihrer Musik verarbeiten.」

（音楽を介してさらに当時の文化を学ぶことは興味深い。さらに音楽家が彼らの根源に立
ち、それを音楽として消費することは良いことだと考える。）
「Man lernt eine neue Interpretation der Geschichte und falls man es nicht weiß

etwas neues.」

（歴史の新たな解釈を学べ、知らないことであったなら新たに知ることができる。）
「Mythologie ist meistens exotisch und interessant anzuhören. An sich sind

Songtexte oft unwichtig, vor allem im Fall, wenn man sie ohnehin nicht verstehen

kann. Aber wenn sie interessant sind oder den Klang der Musik in seiner Wirkung

unterstützen, dann erhalten sie Bedeutung; ob Mythologie oder nicht.」

（神話はたいていエキゾチックで聞いていると非常に興味深い。歌詞は、そうでなくとも
理解できない場合は特に重要ではない。しかし興味深く、音楽の響きに効果的に働いてい

れば歌詞は意味を持つかもしれない、神話であろうとなかろうと。）
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「Ich habe nie darüber nachgedacht 」

（考えたこともなかった！）

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
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１１月１日に公開

SNSを用いて拡散

ゼミの授業中に宣伝、使用方法の説明

ゼミ生に利用促進メールの送信

広報

72013年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 発表番号11

電子書籍の製作と活用に関する実験的研究 荒井 美香子 西條 真未

アクセス状況の調査

大学祭期間（11月2～4日）
１日３回8：00、14：00、20：00に
アクセス数記録
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フォローアップアンケート

2013年11月18日より、アンケート を実施

期限は二週間

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「スプレッドシート」
に自動的に記録され、集計される

https://docs.google.com/forms/d/1AyBL2SZU
ugFEaZaTtgUVfL_Yg0iSzsFa0GPqhNBw03k/vie
wform?edit_requested=true#
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実験経過

予備調査

MAPの製作と公開
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予備調査として試験的に製作

ゼミ生のみ公開

木陰ベンチMAP
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MAPの製作

1200×900で画像を製作
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MAPの製作

必要項目の入力

後から編集可能
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MAPの製作

リンクボタンの設定

Vote!ボタンの設置
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実験結果

アクセス結果
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実験結果

Q：普段利用している端末の種類は何ですか？
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実験結果

Q：アクセスに使用した端末は何ですか？
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Q：大学祭期間中、合計でアクセスしましたか？

実験結果
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実験結果

Q：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ機能を利用しなかった理由
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考察

利用者が少なかった理由の推測

− 紙媒体と違い

− SNSとの連携、コメントの入れ方について

− スマートフォン での表示のされ方
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まとめ

運営者としてもっと情報を発信するべきだっ
た。

１ページだけでも見やすい電子書籍を製作
する為にbookpicで公開されている電子書籍
を見て参考にするべきだったと反省。

今後はコンテンツの整理や機能の拡張など
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。

212013年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 発表番号11

電子書籍の製作と活用に関する実験的研究 荒井 美香子 西條 真未

利用しなかった理由の結果である「つぶやくの
が面倒だったから」、「普段からつぶやかないか
ら」が意見として多いことから、アクセスした人に
次のステップであるつぶやくという行動をしてもら
うために、何か特典を加える。

ステルスマーケティング （有名人などに実際に

コミュニケーション機能を伴う電子書籍を利用し
てもらい、それを見た人たちに利用してもらい利
用率を上げる）ということも一つの手段。

まとめ
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ユーザー視点による
ヘルプデスク対応データの分類とその応用

~D3.JSによる可視化の試み〜

千葉ゼミ 阿部一成

ヘルプデスクとは

麗澤大学情報FDセンター

ヘルプデスク

ユーザー

外部業者に運営を委託

質問・相談・申請
年間約５０００件年間約５０００件

2

対応記録データベース

麗澤大学情報

FDセンター
ヘルプデスクデータベース

ユーザー

3

目的と手段

目的

手段

対応記録データベースをもとにWeb上にヘルプデスクのQ＆Aページを設置して、

ユーザーが窓口を訪れる前に疑問を解決できる環境を考察する。

・対応記録データベスをユーザー視点で分類し、新たなキーワードフィールドとして追加。

・D3.jsを用いて可視化した対応記録のキーワードをWord CloudとしてWeb上に設置し、

Q&A情報にアクセスできるようにする。

4

先行研究

・対応記録の改編
・個人情報の問題
・学内PCの更新

課題

5

対応記録データベースの分類

3つの分類が合わさることで対応記録が種類分けされる例。上から「相談」
が区分、「ソフトウェア大学PC」が分類、以下続く項目は「対象」である。

区分

分類

対象

問い合わせ

この分類はユーザーが想定す
る分類と必ずしも一致しない。
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キーワード作成

データベース

障害、相談、その他

を抽出

キーワード原案

(97項目)

1,058件

障害、相談、その他

キーワード

(89項目)

グループ１ グループ２

原案作成 キーワード作成

キーワード原案

から選択

7

一致率によるキーワードの考察

TRUE 総計 一致率

全体 672 1058 63.6%

二回以下除外 644 998 64.5%

出現上位５位除外 338 505 66.9%

63.6%

64.5%

66.9%

件数の多少はカテゴライズの
精度には影響しない。

TRUE or FALSEによる一致率
全体は全データの一致率を計算している。
件数二回以下を除外することにより出現回数上位の一致率を求める。
出現上位５位以上を除外して件数の少ない案件の一致率を求める

8

一致率によるキーワードの考察

一致率の項目には学部生がよ
く利用するものが並んでいる。

分類作業も学部生が行ったた

め分類しやすかったと推測され
る。

キーワード 合計 一致した件数 一致率

anzu 50 49 98.00

スキャナ 27 26 96.30

キーボード 13 12 92.31

Active!Mail 25 23 92.00

Wi-Fi 36 33 91.67

satsuki 22 20 90.91

Gmail 22 19 86.36

印刷[設定] 223 192 86.10

PowerPoint 13 11 84.62

アプリケーションサーバー 6 5 83.33

シッテテネット 6 5 83.33

文具借用依頼 6 5 83.33

ID/パスワード 44 36 81.82

Excel 15 12 80.00

研究室PC 16 12 75.00

moodle 4 3 75.00

USB 7 5 71.43

グリコミ 7 5 71.43 一致率70%以上、合計3以上のデータ一覧

9

一致率によるキーワードの考察

問い合わせがよく行われる案件

への一致率が高いのが見て取
れる。

「業務連絡」の数値が低いのは

キーワードが限定的ではなく広

い意味を持たせてしまったため
と考えられる。合計データ個数の多いもの上位５件

キーワード 合計 一致した件数 一致率

印刷[設定] 223 192 86.10

業務連絡 82 23 28.05

anzu 50 49 98.00

Word 45 30 66.67

ID/パスワード 44 36 81.82
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分類結果の分析と問題点

対象では「[印刷]FinePrint」が

113件と大半を占め、印刷に関

するものが多く含まれている。
問い合わせに対して対象とキー

ワードともに「印刷」に関係して

いると共通の認識があったこと
が分かる 。

キーワード印刷[設定]が含む、現データベースで使用されている
分類、対象の一覧
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分類結果の分析と問題点

現分類とユーザーの差異

対象の中では機器接続が多い。キーワードでは「anzu/satsuki/Wi-Fi」が７割を占

めていた。ヘルプデスク職員が考える機器接続の多くはユーザー視点のキーワー
ドでは学内Wi-Fiの問い合わせなのである。

対応記録の分類としてはanzuもsatsukiも機器接続で間違いないが、学生ユーザー

の視点でこの二つを見ると接続機器がPCなのかスマートフォンかの違いがある。

対応数減少のための提案

キーワードで全体の３割が印刷関係の問い合わせであった。

印刷の中で件数が多いのはFinePrintの問い合わせである。その内容は殆どが一

度理解してしまえば簡単な設定だったが、初めてではなかなかうまく印刷すること
ができない。

FinePrintのマニュアルは情報FDセンターホームページに掲載されている。ユーザー

を誘導できれば、問い合わせを減らすことができるのではないだろうか。
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分類結果の分析と問題点

キーワード入力の問題

作成したキーワードは89件にも上り、それらを新しい案件に当てはめていく作業

がこれから行われていく。どのキーワードに合致する案件かを選択する際にコウ
モリ問題や誤入問題に陥る懸念が生じる。

今後継続的に分類を行っていくとキーワードの一貫性は損なわれていくことが懸
念される。

対策

問い合わせに複数のキーワードづけを可能にすること。

キーワードを再考して追加や削除などの適宜改訂する定期メンテナンスを行うこと。

13

D3.jsとは

Data Driven Document

Mike Bostockが作成したJavaScriptライブラリ、

データ可視化ツールとして広く利用されている。

端末アプリケーションに帰属せず、HTMLに埋め込むことができるため、

広くWebに接続する端末での利用が可能であること

JavaScriptライブラリのため一度設計してしまえば更新が容易であること

OSやハードウェアなどの条件に縛られない。

対応記録データベースからCSVファイルを作成し、公開する。

データベースの更新に伴い、CSVの自動生成も可能である。

14

キーワードの可視方法

word cloudの可視化の例

Word Cloud

対応内容のキーワード件数に応じて

キーワードが大きく表示される。

ページの見栄えも文字だけの堅苦し

いものとは異なり、楽しく、親しみやす
くなる。

15

プログラムの設計

出現回数順CSV例

CSV

キーワードを出現回数順に整理、EXCELと使って

CSVファイル。

Excelでは文字コードがShift_JISで書き出される。

作成したWord CloudのJavaScriptのライブラリは

UTF-8に設定しているため、CSVの文字コードを

UTF-8 に変換したうえでD3.jsに読み込ませる必

要がある。

CSV読み込みプログラムコード

16

プログラムの設計

レイアウト

D3.jsをもちいたWord Cloudとして、GitHub で公開され

ているJason Davies氏が作成したレイアウトを使用。

このプログラムは大きな変更なしに今回のデータに適
用することができた。

17

プログラムの設計

追加プログラム

描画されるSVGのキーワードにxlinkを用い

てリンク要素を追加する。

表示されるテキストをクリックすることで該
当するQ&Aページにリンクできるようにな

り、効率よくアクセスすることが可能。
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まとめ

D3.jsを用いたキーワードの可視化

ユーザー視点のキーワード設定

WEBページ上にWord Cloudを設置することで先行研究の抱えていた

個人情報の保護、開発の手間などの問題を回避。

ページの見栄えも文字だけの堅苦しいものとは異なり、楽しく、親しみやすくなる。

ユーザー視点での分類は実験の結果からキーワードの一貫性を持たせることが
できたと言える。

持続的な更新を行っていくにつれて一貫性が失われて行く可能性があり、対策が
必要である。

19

今後の課題

 問い合わせに複数のキーワードづけを可能にする。

キーワードを再考して追加や削除などの適宜改訂する定期メンテナンスを行う。

 D3.jsによる可視化はサンプルを組み合わせて使用しただけで公開しており、デ

ザインの向上や安定した出力について検討する。加えてD3.jsおよびJavaScriptの
深い知識が必要となる。

 Word Cloudのリンク先のQ&Aの作成はまだ始まっていない。運用試験を重ね、

システムの本格運用に向け準備をする。
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