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2013 年度 麗澤大学情報系ゼミ 合同卒論発表会 プログラム

------------------------------------------------------------------------------
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発表概要

[1] 石塚 幸子, 石川 マリサ（外国語学部千葉ゼミ 3 年）

論題：関東圏の観光地の言語景観に関する比較研究

概要：「言語」景観とは公共空間に見られる文字言語、特にその多言語状況を指して用いられる概念で

ある。本発表では、関東地方の観光地数箇所を対象にメインストリート 200 メートルを位置情報つきの

画像として撮影し、多言語状況の比較分析をおこなう。また、撮影データは GPS を用いて Google
Maps 上に登録して整理し、保存と分析に活用することを試みる。今回は、具体的な調査目標として以

下の 2 点を設定した：(1)首都圏の観光地(浅草)と郊外の観光地(川越)の言語景観にどのような違いが

あるか。(2) 新しい観光地(スカイツリー周辺)と古くからの観光地(浅草)の言語景観にどのような違い

があるか。

[2] 榎本 有花（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

論題：小学校英語の実態と課題 ～千葉県の小学校を例に～

概要：2011（平成 23）年より小学校で「外国語活動（英語）」の授業が実施されることになった。文部科

学省は、社会のグローバル化に対応し、発達段階的にも柔軟性がある小学生段階の方が英語に慣れ

親しみやすく、コミュニケーションへの積極的な態度を育むことができるとし、小学校からの英語教育の

効果に期待する考えがあるようだ。しかし実際のところ、この必修化の導入については実施後 2 年が

経過した今でも賛否が分かれている。本発表では、他教科の学力低下」、「指導者への負担」、「他教

科の時間数削減」、「母国語が疎かになる」という 4 つの問題を中心に千葉県の複数の小学校の教員

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、現在の実態と今後の課題につい

て考察する。

[3] 山田 祐未（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

論題：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

概要：本研究ではスマートフォンで動作する英語学習アプリケーション(以下「アプリ」)の利用実態を調

査する。紙媒体と比べ、手軽に始められ、持ち運びに便利で、音声も聞くことができるアプリを活用し、

実際に英語学習をしている人がどのくらいいるのか、また利用している人はどんなアプリをどのように

使っているのか、どの程度使い続けることができているかを調査する。さらに、アプリ利用の感想を分

析することで、継続して利用し続けることができるアプリの特徴やアプリを用いた英語学習の効果・課

題を考察する。

[4] 鈴木 真澄（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

論題：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

―「参考になる」レビューとは何か―

概要：インターネットショッピングサイトには、サイトユーザーによる商品に対する評価やコメント(以下

「レビュー」)が掲載されるのが普通である。また、「役に立った」「参考になった」といったボタンが用意さ

れ、ユーザーがレビューを相互に評価する仕組みが備わっていることも多い。このようなレビュー情報

はテレビ CM や雑誌広告で発信される「作られた」商品イメージとは対極にある消費者の生の声であり、

インターネットショッピングの利用者はレビューを大いに参考にしていることが予想される。本研究では、

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し、レビューの実態、特に「参考になった」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。
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[5] 西 恵理子（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

論題：中・小規模大学は OPEN EDUCATION をどう活用できるか

―MOOC 参入の可能性とその効果を巡って―

概要：今日、e-learning は自律的学習としてのツールの枠を超え、アプリによる携帯端末を使った手軽

なオンライン学習、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やポートフォリオといっ

た教育組織全体の ICT 化など、大きなひろがりをみせている。高等教育の解放(open education)の
取り組みとして今日最も注目されているのが MOOC (Massive Open Online Courses)である。

MOOC は高等教育機関や非営利団体が提供し、大学の講義のような講座が誰でも無料で受講できる

大規模公開オンライン講座である。現在、アメリカを中心に世界規模で展開されている MOOC である

が、日本でも普及の兆しをみせている。日本国内でも「日本の高等教育を国際的に孤立化させない」と

の観点から JMOOC が設立されたほか、草の根 MOOC ともいえる小規模なコース提供サービスもは

じまっている。本研究では、現在運営されている MOOC の様々なサービスの特徴と、麗澤大学のよう

な日本の中・小規模大学の参入という観点から比較する。

[6] 田岡 沙織（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

論題：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～

概要：非言語コミュニケーションとは言葉以外の手段を用いたコミュニケーション方法のことである。私

たちは普段のやりとりの中で意識せずとも多くの非言語的要素の影響を受けていると考えられる。大

学生活の中で私たちはさまざまな人とコミュニケーションをとるが、自分のしぐさを意識する機会は少な

い。しかし、自分たちが意図せず行っているしぐさが相手に不快感を与えていることがあるように思わ

れる。本発表では、無意識におこなうしぐさに感じる不快感を中心に、私たち大学生が普段の生活の

中でどのくらい非言語コミュニケーションを意識しているのかをアンケート調査を通して考察する。私た

ちは相手のどのようなしぐさに不快感を抱くのか？その不快感の大小は対象となる相手との関係性に

よって異なるのだろうか？

[7] 松原 綾音（経済学部大塚ゼミ 3 年）

論題：落し物表示管理システムの開発

概要：本研究はWeb と cgi を用いて、「落し物表示・管理システム」を開発、運用することを目的としたも

のである。現在、学生支援グループに届けられる落し物は、手書き名簿に記入し、落し主が取りに来た

場合、本人確認の後に返却するという方法で処理される。この方法を、落しものをした方、管理をする

学生支援グループの方の両者にとって、より手間の掛からない簡単な方法にすることを目標に落し物

表示・管理システムの開発を行った。落し物表示・管理システムは、Web インターフェースで落し物情

報を入力すると、サーバ上に落し物の情報を記録し、かえで１階ラウンジ等に設置されている「麗澤電

力・みえパネ」に表示する。

[8] 山室 志織（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

論題：WordPress を利用したゼミナール用ホームページの構築と運営

概要：本研究では，ブログと CMS の機能を併せ持つ WordPress を使用した大学ゼミナール用ホーム

ページの構築について報告する。従来、ホームページをつくるには HTML やプログラミング言語、さら

にはサーバ設定の知識が必要であった。しかし、ブログや CMS の登場により、HTML や FTP などの

専門知識がない人でも簡単に Web ページの編集や管理ができるようになった。WordPress は多くの

プラグインが備わっているためサイトの目的や機能に合わせてカスタマイズが可能である。本発表では、

学内外の大学ゼミナールのホームページの現状を調査し、ゼミナールのホームページに一般的に必

要なコンテンツが何かを調査する。また、調査結果をふまえ、ゼミナールのホームページの運営に必要

な機能を WordPress を用いて実装し、実際にホームページの構築をおこなう。
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[9] 善養寺 紗弥（経済学部山下ゼミ 4 年）

論題：一人暮らし老人の見守りシステム

”あかずきんちゃん R”の開発

概要：一人暮らしの老人を、情報技術を用いて見守るシステムを開発した。このシステムは見守り対象

者の宅内に設置した赤外線センサーにより活動を記録し、反応がない場合に警報を発するもので、

2011 年に試作された「あかずきんちゃんシステム」（大塚ゼミ 15 期生落合あゆみ）をベースに開発した。

本システムは過去 2 年間の試験運用の成果から得られた問題点を改善し、より信頼性を向上させたも

のである。具体的には Arduino Ethernet というワンボードコンピュータを見守り対象の宅内に設置して、

サーバと TCP/IP による通信を行うことで状況を監視する。Arduino からは赤外線センサーの応答、ド

アの開閉状況、温度などがサーバに送信され、サーバ上の CGI が活動状況を記録する。一定時間反

応が認められなかった場合、緊急メールが保護者に送信されるという仕組みである。通常時は、Web
で活動状況を確認することもできる。また、指定時刻にレポートを送信する機能も開発した。

[10] 鎌田 翼（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

論題：ヘヴィメタル受容の国際比較－日本とドイツを中心として－

概要：本発表では、ドイツと日本の比較を軸に、ヘヴィメタルの各国での発展・受容の実態を調査する。

ヘヴィメタルという音楽は、一般的に知られるより遥かに細分化された様々なジャンルが存在する。そ

のジャンルの中には、各国の伝統、歴史、宗教などから強く影響を受け、地域性が表れているものが

存在する。ドイツなどヨーロッパでは特にその地域性の違いが顕著であり、自身の国の言語でその国

の伝統や歴史を扱うようなバンドも多い。一方、日本でのヘヴィメタルの文化は海外出身のバンドの影

響を受けたものが多く、地域性のあるバンドはあまり受け入れられていないように思われる。各国のヘ

ヴィメタル受容の実態はどのように異なるのであろうか？本発表では両国のバンド情報や CD の売り

上げ情報を調査し各国のヘヴィメタルの特徴について分析をおこなうほか、アンケートを実施して、地

域性や特定のテーマを持ったヘヴィメタルのジャンルに対する意識を調査する。

[11] 荒井 美香子, 西條 真未（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

論題：コミュニケーション機能を伴う電子書籍の活用に関する実験的研究

概要：本発表では、bookpic (http://bookpic.net/)という Twitter や Facebook と連携してコメントを共有

するコミュニケーション機能をもつ電子書籍サービスを用い、麗澤大学大学祭(麗陵祭) MAP を製作し

た。オンライン公開した MAP を大学祭期間中に使ってもらい、SNS への拡散がどれくらいできるか、そ

してどれほど多くのユーザーと感情を共有することが出来るかを実験した。発表ではその経過と結果を

報告すると共に、SNS 連携機能をもつ電子書籍にどのような活用方法があるかを考察する。

[12] 阿部 一成（外国語学部千葉ゼミ 4 年）

論題：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～

概要：麗澤大学情報 FD センターは教職員・学生が使用する情報システムの導入、運用を行っている

組織である。ユーザーからの申請や相談の窓口は情報 FD センターが委託するヘルプデスクが担当し

ているが、その問い合わせ件数は年間 5,000 件にも達する。ヘルプデスクへの問い合わせの対応記

録は内部報告用にデータベース化されている。本研究では、ヘルプデスクの対応記録データベースを

ユーザー視点で分類し、問い合わせ内容の分析をおこなう。また、問い合わせ件数の多いカテゴリー

の内容をユーザー向け Q&A として整理し、オンラインで公開する仕組みを考案する。さらに、問い合わ

せ状況を JavaScript ライブラリ D3.js のワードクラウドを用いて可視化し、Q&A に効率よくアクセスでき

るインターフェースを開発する。
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関東圏の観光地の言語景観に関する比較研究

石塚 幸子 石川 マリサ

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

Marisa Ishikawa Sachiko Ishitsuka
a11102m@reitaku.jp a11103s@reitaku.jp

概要：「言語」景観とは公共空間に見られる文字言語、特にその多言語状況を指して用いられる概念である。本

発表では、関東地方の観光地数箇所を対象にメインストリート 200 メートルを位置情報つきの画像として撮影し、

多言語状況の比較分析をおこなう。また、撮影データはGPSを用いてGoogle Maps上に登録して整理し、保存

と分析に活用することを試みる。今回は、具体的な調査目標として以下の 2 点を設定した：(1)首都圏の観光地

(浅草)と郊外の観光地(川越)の言語景観にどのような違いがあるか。(2)新しい観光地(スカイツリー周辺)と古く

からの観光地(浅草)の言語景観にどのような違いがあるか。

キーワード：言語景観、関東地方、観光地、多言語、GPS、Google Maps

1. はじめに

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される情

報自然に受動的に視野に入るものであり、特にその

多言語化状況を指す [1]。
今回の調査では、調査対象とする観光地のメイン

ストリート 200 メートルを位置情報付きの画像として

撮影し、言語景観の状況について以下の 2 つの観

点を考察する。

● 首都圏の中心と辺境で言語景観に違いがある

かどうか

● 新旧の観光地の周辺の言語景観に違いがある

かどうか

さらに、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、保存ととも

に今後の分析に活用することを試みる。

2. 研究目的の詳細

本調査では、観光地において多言語表記された

文字言語がどれくらいあるのかを比較分析する。

2.1 調査対象の選定

比較対象として、多言語表示にどれだけの相違が

あるのかを明らかにするため、首都圏の観光地であ

る浅草と郊外の観光地である埼玉の川越、そして新

しい観光地であるスカイツリー周辺と古くからある観

光地として浅草を選定した。また、予備調査として本

大学から近く、比較的栄えている柏駅前のメインスト

リートを選定した。

2.2 調査方法

観光客が駅から観光地へ向かうために必ず通ると

予想されるメインストリートの始発地点または目標地

点から 200ｍを計測し、メインストリートの両方の通り

を撮影することを試みた。各観光地の始発点は以下

の通りである。（１）浅草：雷門を始発点とし、雷門通り

を西へ200ｍ撮影。（図1）（２）川越：川越駅方面から

観光客が訪れる菓子屋横丁を目標地点とし 200ｍを

撮影。（図 2）（３）スカイツリー周辺（以下、押上と表

す）：押上駅から浅草へ向かう方面へスカイツリーを

目標地点として浅草通りの 200ｍを撮影。（図 3）

撮影方法は二人一組になり、看板の設置密度に

応じ 4m もしくは 8m 間隔で通行人の目線の高さで

通りを撮影し、調査の基本データとした。また、その

200m 範囲内で多言語情報が表示された看板があ
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った場合、詳細を記録するため個別に看板の写真

撮影をした。

最近のスマートフォンは位置情報を GPS で取得

し撮影データにジオタグとして埋め込むことができる。

本研究では、言語景観の調査記録の保存と活用を

効率化するため、調査データとして GPS 情報を記

録できるスマートフォンでデータを撮影することとす

る。この際、GPS の精度の違いを検証するため、撮

影はできるだけ iPhone と Android をそれぞれ所持

している調査者がペアになっておこない、両名とも

同じ地点で基本データを撮影することにした。

図１ （1）浅草：雷門通り (地図は Google Maps を

使用)

図 2 （2）川越：川越駅方面から菓子屋横丁

図 3 （3）押上：スカイツリー前の浅草通り

2.3 調査結果の整理と分析の方法

撮影した写真は発表者が整理し、撮影した写真を

一枚ずつ確認しながら、看板や標識の数を重複の

ないように数える。その後その看板の中にどんな言

語が含まれているのかを調査して数値化する。また、

特徴のある他言語表示については個別に分析す

る。

撮影した GPS 情報付きの写真データは、デジタ

ルカメラデータ解析ツールである Exif Reader 1
を

用いて Exif データを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する。

さらに、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もおこなう。プ

ロット作業には GPS Vidualizer 2
の Plot data

points サービスを用いる。調査した情報を撮影者と

撮影場所(通り)ごとに分けて CSV データを作成し、

このデータを元に Google Maps データを生成・保

存した。

3. 現地調査の概要

本調査の調査日は二日間設けた。2013 年 12 月

27 日（金）に川越へ、2014 年1 月5 日（日）に浅草・

押上にて調査を実施した
3

。いずれも天候は曇り

であった。

本調査に先立ち予備調査として 2013 年 11 月 27
日(水)に石川・石塚両名で柏駅前のメインストリート

の撮影をおこなった。本調査に向けた調整と課題の

発見のための調査であったが、このデータも必要に

応じ比較対象として利用する。予備調査の際、夕方

であったため日が沈み、フラッシュを使わなかった

ため写真が暗くなってしまった。この予備調査での

反省点を活かし、本調査である川越・浅草・押上で

は人通りが午後と比べて少ないと思われる午前中に

行うことにした。

メインストリートの基本データの記録枚数は撮影間

隔により異なる。看板数が比較的少なかったため川

越は 8m 間隔、浅草は 4m、押上は 8m 間隔で撮影

した。その結果、川越は全50 枚、浅草は全103 枚、

押上は全 55 枚の基本データが得られた。それ以外

1 http://www.rysys.co.jp/exifreader/jp/
2 http://www.gpsvisualizer.com/
3

川越の調査に参加したのは千葉ゼミ 4 名 (石川、石塚、染谷、小濱)、
浅草・押の調査者は５名 (石川、斎藤、小濱、大坪、鈴木)であった(敬
称略)。調査に協力してくれたゼミ生に感謝します。
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の撮影枚数を加えると、全部で 323 枚の調査データ

が得られた。

4. 調査結果の分析

各観光地のメインストリート 200ｍ範囲内にある看

板の総数と多言語状況を一枚ずつ撮影した写真を

見て数え、以下の表のような結果となった（図 4）。以

下の表の見方は、看板総数が単純に看板を数えた

結果数であり日本語、英語、中国語、韓国語の数は

一つの看板に何か国語も表示されていた場合でも

一か国語ずつ数える。（図 5 参照）

なお、この分析では通りを町の中心方向(川越、押

上は駅、浅草は雷門)から離れる形で撮影したデー

タのみを調査対象とする。

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

図 4 各観光地の看板の多言語状況

図 5 多言語表示の看板の数え方

この場合日本語と英語が書かれているため日本語１、英語１として数

える。

看板総数については川越が最も少なく、浅草・押

上にはさほど違いがないことがわかった。また、外国

語の看板は日本人向けに作られた店の名前や広告

が多く、殆どの看板がそうであった。そのため、外国

人向けに作られた看板はとても少なかった。また、予

備調査として行った柏は駅前の繁華街ということもあ

り、最も看板総数が多かった。

次に、観光地別に詳しく分析をおこなう。

4.1 川越

看板が比較的少ないということもあったが、二つの

通りの看板数を比べても数に差はなかった。どちら

の通りもチェーン店が少なく、多言語化されていた

看板は公共機関であるバスの標識（図6）か、個人経

営の店にあった（図 7a、図 7b）。なお、図 7 の看板

は、表向きと裏向きで言語が異なる。

図 6 バス標識の多言語化（日・英・中・韓）

図 7a あるカフェの看板（表向き）

図 7b あるカフェの看板（裏向き）
裏と表で完全な 2 カ国語表記の看板になっている。
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4.2 浅草

雷門側の通りと反対側の通りでは看板数が異なり、

雷門側の看板数が多く、人通りも多かった。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であった（図 8）。

図 8 バス標識の多言語化（日・英・中・韓）

4.3 押上

スカイツリー商業施設に観光客が殺到しているた

め、商店街がそこまで栄えているわけではないと予

想していたが、看板数は日本語、英語とも浅草と殆

ど変わらず少ないという結果になった。

多言語化されたほとんどの看板はカフェやレスト

ランの名前に多く見られたが、それは日本人向け

（西洋化）の外国語表記であった。また、ギフトショッ

プではこの通りの商店街キャラクターのグッズの名

前がローマ字表記にもされていた（図 9）。

また、通りのどちら側かによって看板総数が異なる

ことがわかった。浅草では雷門側の通りの看板総数

が多く、押上駅周辺ではスカイツリー側の通りの看

板総数が多かった。(図 10a、10b 参照)

図 9 商店街キャラクターのローマ字書き
ア ル フ ァ ベ ッ ト で Oshinarikun 、 そ の 下 に は Oshiage &

Narihirabashi と書かれている。おしなりくんが何なのかの説明は英

語ではおこなわれていない。

看板

総数

日本語 英語 中国語 韓国語

雷門側 59 51 21 1 1
反対側 32 27 10 2 2
図 10a 浅草の通り別看板総数の違い

看板

総数

日本語 英語 中国語 韓国語

スカイ

ツリー

側

56 44 13 1 1

反対側 37 32 19 1 1
図 10b 押上駅周辺の通り別看板総数の違い

4.4 参考：柏

駅前の繁華街ということもあり、観光地よりも看板

数が圧倒的に多かった。主に店の看板が多かった。

多言語化された英語標識のほとんどが店のローマ

字書きだったが、チェーン店の店頭には外国人向け

に作られた看板があった。（図 11）また、市が作成し

た看板には日本語・英語の表記がされていた。

図 11 ある食堂チェーン店での外国人向け看板

5. 考察

以上の調査結果の分析を基に、本調査の目的で

ある首都圏の観光地である浅草と郊外の観光地で

ある川越、そして新しい観光地である押上(スカイツリ

ー周辺）と古くからある観光地である浅草を比較考

察する。また Google Maps 上で調査データの視覚化

を試みた結果を述べる。

5.1 言語景観に関する調査結果の評価

ここでは各観光地の言語景観に関する比較分析

をおこなう。特にバックハウス[2]が指摘する、外国人
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訪問者むけに用意された表記の存在に着目する。

川越と浅草

川越と浅草での大きな相違は看板総数であった。

浅草の看板総数が多かった原因としてまず取り上げ

られるのが、どちらも個人経営の店が多かったのだ

が、川越と比較すると浅草にはチェーン店が多かっ

た。また、交通機関であるバス停の表記がどちらも

日・英・中・韓の四か国語であった。これは観光客向

けに発信されている情報であると考えられる。しかし、

このバス停の標識以外には中国語・韓国語が表記さ

れた看板はなかったのは意外であった。

また、川越にあった看板(図 7a, b 参照)では表裏

が日英の異なる言語で書かれていた。英語面には

「café」「bakery」「to go OK」、日本語面には「カフェ」、

「ベーカリー」、「テイクアウト OK」などと日本語で表

記されており、英語の表記内容は外国人向けに店

舗が意識的に発信しているものと推察される。同様

の表示は川越のいくつかの店舗で観察された。以

下の図 12 はかわいらしい和小物を中心にとりそろえ

た雑貨店の入り口の掲示である。

図 12 川越の他言語使用の例

このような外国人を意識した表示は川越の町並み

に特徴的であり、興味深いことに、観光客が多く訪

れるスポットであるはずの浅草寺雷門からはじまる浅

草の調査地点では見ることがなかった。このような違

いの存在は今回の調査地点の性質の違いと併せて

どのように解釈できるだろうか？

仮説として、地図や観光案内パンフレット、Web サ

イト等を通じて、言語景観には含まれていないところ

で当該調査地域の観光情報が充分に提供されてい

る場合、外国人旅行者が看板等の他言語表示を参

照しないで済む状態になっている可能性がある。実

際、川越観光のために提供される外国語のパンフレ

ットは基本的に地図
4

のみだが、浅草は歴史が古く

さまざまなリソースが提供され他言語でも多様な情

報が得られる
5

ため、店側が多言語で自ら外国人

にアピールする必要性をあまり感じないという状況

が推測される。

浅草とスカイツリー周辺（押上駅周辺）

浅草とスカイツリーの看板総数に相違はほとんど

見つからなかった。どちらも交通機関であるバス停

の表記は日・英・中・韓の四か国語だった。これはど

ちらも観光客向けに発信されているものではないだ

ろうか。しかし、このバス停の標識以外には中国語・

韓国語が表記された看板はなかった。

他言語の看板数が新旧 2 つの観光地で一定であ

ったことは考察に値する。浅草のような雑踏では、外

国語による充分なサポートがなければ外国人旅行

者は目的地にたどり着くことが難しい。にもかかわら

ず両者の看板数に違いがなかったのはなぜであろ

うか。看板などの多言語化は費用がかかる。そのた

め、観光地では修正や更新の簡単なパンフレットや

地図の他言語化が率先して進められている結果看

板の他言語化の必要性が薄れている可能性がある

のではないか。同様に、外国人観光客むけの Web

コンテンツの整備状況についても現状を調査する必

要があるかもしれない(cf. [3])。

一方、押上においては、スカイツリー施設が提供

しているスカイツリー施設の多言語情報はあるが、そ

こには押上周辺の情報は載っていなかった。このこ

とから、押上にはそのようなツールとしての多言語情

報が少なく看板の他言語化に一定の需要があるの

ではないかと予測される。図 9 で挙げた押上の土産

屋にあったローマ字表記をしたキャラクターの看板

4
川越市が配布している外国語版観光パンフレット(英・中(簡体字)・

韓)は以下で閲覧することができる。URL:
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1304321103
342/index.html
5

浅草の浅草文化観光センターによれば、公式に発行されている観

光地図は日本語，英語，中国語(簡体字，繁体字)，韓国語，タイ語，イ

タリア語，スペイン語の 7言語8地域に及ぶ。Japan-guide.com の観

光ガイド(URL: http://www.japan-guide.com/e/e3004.html)をはじ

め英語で閲覧できる浅草の観光情報は Web 上にも数多く見つけるこ

とができる。
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は、そのような意味で住民から外国人観光客向けに

発信されたメッセージの例と解釈できるだろう。

5.2 GPS を用いたデータ保存・活用

Exif Reader を用いてテキスト情報として抽出した

Exif 撮影データから、Perl スクリプトを用いて GPS
情報を抽出し、ファイル名や撮影場所、撮影者、地

図表示用のサムネイルといった情報とともに CSV デ

ータを作成した。

以下の図 13 は GPS Visualizer を使い実際に川

越の撮影基本データの一つを視覚化したものであ

る。

図 13 川越のデータを GPS Visualizer でプロット

プロットした地点にマウスを当てるとそこで撮影した

画像のサムネイルや詳細情報を得ることができる。ま

た、サムネイルをクリックすることでオリジナルの撮影

データが閲覧できる。図14は柏の撮影データをポッ

プアップ表示した例である (右上図参照)。
このように、地図情報とともにデータを保存するこ

とで、記録データを分かりやすく蓄積することができ、

分析・記録上メリットがあると考えられる(画像はロー

カルのコンピュータ上に保存しておいても、Web サ

ーバ上に置いてもよい)。また、言語景観の調査デ

ータを将来オンラインで公開する際にもこの手法が

役に立つと考えられる。

図 14 サムネイルと撮影情報の表示
撮影プロット上にマウスを当てると撮影場所(kashiwaA)、サムネイル

画像、撮影者情報がポップアップ表示される。ポップアップの撮影場

所およびサムネイルをクリックすると大きな画像が表示される。

一方で、この方法による調査データの視覚化には

問題点がいくつかあることも分かった。まず、iPhone
とAndroid ではGPSの精度が異なることが明らかと

なった。以下の図 15 は柏駅前の同一の通りを撮影

した iPhone と Android それぞれの撮影地点のプロ

ットを比較したものである。

図 15 iPhone (左)と Android (右)の GPS 情報の精

度の比較例

この比較から明らかになるように iPhoneでは比較

的正確にプロットが並べられている。その一方で

Android は等間隔で撮影されたデータにも関わら

ず、プロットの位置にずれが生じている。よって、

Android よりも iPhone の GPS 情報の精度が正確

で正しいとわかる。

次に、GPS で記録された地点は必ずしも撮影地

点と全く同じとは言えず、殆どの場合数 m～数 10m
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の誤差があることが分かった。従って、正式なデータ

として記録に用いるには GPS 情報を抽出するだけ

では充分ではないことがわかった。

以上のことから、データの保存においては画像の

撮影地点の情報として撮影データの GPS 情報をそ

のまま使うよりも、地図を参照しながら位置情報デー

タを補正したうえでデータベース化するといった調

整をおこなうことが妥当であると考える。Excel 等で

緯度・経度を直接編集する方法が考えられるが、位

置情報の調整のためのツールを開発すると便利か

もしれない。

6. まとめと今後の展開

本調査では関東圏の観光地の多言語化状況に

ついて、首都圏と郊外の観光地・新旧の観光地の 2
つの視点で調査・分析した。その結果、川越・浅草

では看板総数が異なるが、多言語化の現状はさほ

ど変わらなかった。また、浅草とスカイツリー周辺（押

上駅周辺）では看板総数もほぼ等しいことや多言語

表示の状況も量的に変わりがなかった。

今後の課題として、写真で通りを撮影して言語景

観の実態を調査するということもあり、やはり見通しを

良くするために天気が良い時に調査をするということ

を配慮するべきだ。また、今回の調査では通りを通

行人目線で撮影したが、街全体を見渡すと通行人

目線ではなくなるが、至る所に多言語表示された看

板があったため、別の調査方法を用いてこのような

看板についても調べたいと考える。また、今回の調

査結果をデータ化することに成功したため、このデ

ータを活かすためにも再び同じ観光地を将来的に

調べ、今回とのデータを比較したい。

さらに、技術的な課題として、スマートフォンのカメ

ラの GPS 機能の精度をあげるための方法を研究す

ること、Google Maps API を用いて正確的な撮影記

録を含む地図を作ることがあげられる。今後調査を

広くすすめていくうえで、このような試みによる正確

なデータの蓄積が言語景観の研究に役立っていく

ものと期待している。
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本研究を行うにあたり、調査と分析協力してくださ

った千葉ゼミ３期生に厚くお礼を申し上げたいと思

います。ご協力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

～千葉県の小学校を例に～

榎本 有花

麗澤大学

外国語学部 外国語学科 英語コミュニケーション専攻 千葉ゼミ

Enomoto Yuka
a0047y@reitaku.jp

概要：011（平成 23）年より小学校で「外国語活動（英語）」の授業が実施されることになった。文部科学省は、社

会のグローバル化に対応し、発達段階的にも柔軟性がある小学生段階の方が英語に慣れ親しみやすく、コミ

ュニケーションへの積極的な態度を育むことができるとし、小学校からの英語教育の効果に期待する考えがあ

るようだ。しかし実際のところ、この必修化の導入については実施後 2 年が経過した今でも賛否が分かれてい

る。本発表では、他教科の学力低下」、「指導者への負担」、「他教科の時間数削減」、「母国語が疎かになる」

という４つの問題を中心に千葉県の複数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、現在の実態と今後の課題について考察する。

キーワード：小学校 英語 インタビュー調査

1. はじめに

現在、経済や社会の様々な面でグローバル化が

急速に進み、人や物、情報や文化などの国境を越

えた移動が活発となっている。また、外国人労働者

の増加やインターネットの普及などにより、国内でも

外国語でのコミュニケーションの機会が増えている。

このように、将来的にも今以上に国際化が発展して

いくことを見据え、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。
1
」という考えがある。

小学校での英語教育については1990年より文部

科学省で本格的な検討が始まり、2002 年度から新

学習指導要領のもとで「総合的な学習」の一環として

1
文部科学省「小学校における英語教育の現状と課題」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo
/06040519/002/002.htm（2013 年 12 月 11 日閲覧）

「国際理解教育」が導入された。これは必ずしも英語

の授業をしなくてはいけないというわけではなく、内

容は特に指定されておらず、各学校の創意工夫が

求められている授業であった。その後 2011 年より

「外国語活動（英語）」が 5，6 年生を対象に必修化さ

れた。

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

に入っている。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。
2
」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

2
文部科学省「新学習指導要領・生きる力 第 4 章 外国語活動 第 1

目標」

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/gai.h
tm（2013 年 12 月 11 日閲覧）
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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」
3

という意図がある。

1.2 問題提起

小学校の英語教育の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。賛成

側の例としては、「以前より早い段階で英語に触れる

ことで将来的に英語力向上に繋がる」という期待の

声があがっていた。その反面、「母国語をしっかり身

につけてから学ぶべきだ」や「他教科の時間が減る

上に、人材も環境も今のまま導入してしまうとしわ寄

せがくるのが当然だ」という意見がある。

確かに、実際に授業を行うことは教師にとって大き

な負担があると考えられる。まず、国際理解を取り入

れた学校全体のカリキュラムの編成や英語学習のシ

ラバスを作らなければならない。その他、使用する

教材や指導の体制も整える必要がある。そういった

問題が指摘されるなか、2011（平成 23）年 4 月から

日本のすべての小学校で「外国語活動」の授業が開

始されたのである。

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。本研究では主な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。

2. 研究のねらい

2006 年、中央教育審議会外国語専門部会では

「小学校における英語教育について」と題して審議

の状況を取りまとめた。この報告で、高学年は英語

教育を「領域」または「総合的な学習の時間」として

位置づけた。このとき既に多くの小学校で「総合的な

学習の時間」の中で英語活動が行われていた。

以下に挙げる例のように、当時の新聞記事からは、

英語活動に対する賛否が分かれていることが分か

3
文部科学省「小学校における英語教育について」【目標・内容 関係】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/015/siryo
/07100309/005.htm（2013 年 12 月 11 日閲覧）

る。

『中央教育審議会は三月、小学五、六年生に週一

回程度、コミュニケーション能力を重視した英語の授

業を必修化すべきだとの報告をまとめた。以来、専

門家間で大論争が始まった。賛成派が「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」などと主張すれば、反対派は「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」などと反論。互いに譲らない。今回の調査

では、小学校での英語必修化に「賛成」「どちらかと

言えば賛成」が七〇・〇％、「反対」「どちらかと言え

ば反対」が二五・五％で、圧倒的に必修化支持だっ

た。その理由を聞くと、賛成では「早く始めた方が上

達する」、反対では「日本語（国語）を学ぶ方が大切」

が、ともに八〇％を超した。重視すべきは早期学習

のメリットか、母語教育か――。それが意見の分かれ

目だ。』(日本経済新聞，2006 年 5 月 29 日)

『「せっかく築いてきた総合学習はどうするのか。

少人数や習熟度別の指導など工夫次第で基礎学力

との両立はできるはずだ」。名古屋市立の小学校教

頭は中教審の基本方針に異論を唱える。高学年へ

の英語導入に関しても「必要ない。他教科へのしわ

寄せや担任への負担増が心配」と話す』（同2007 年

10 月 31 日）

こういった当時の記事を読むと、英語必修化にお

いて「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」という問題点が目立つ。問題を残したまま必

修化が実施され 2年が過ぎているが、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これら 4 つの問題に

どのような変化があるのかを調査し、これからの小学

校英語教育の課題を考察していく。

3. 必修化実施前の問題点

本節では、前節で挙げた 4 つの問題について、

現在判明している事実をまとめる。
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3.1 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。必修化に

おいて挙げられている問題のひとつとして、英語

の授業が増えたことで他教科の時間数が減って

しまうということだ。「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必要があ

る。

3.2 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。この問題は、メデ

ィアで挙げられている意見を読む限り、多くの人

の懸念に繋がっていると考えられる。

3.3 母国語が疎かになる

この問題についても世間では「英語が必修化に

なったことによって母国語が疎かになった」とは

明らかになっていないが、メディアで見受けられ

ることは多々あった。北海道教育大学の准教授の

野村忠央氏のサイトでは次のように述べられて

いる。『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。あるいは、

国語のみならず、既存の算数、理科、社会などどの

教科でもいいですが、（ただでさえ授業時間数が減っ

ている）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。』
4

このような意見をふまえ、現場では実際影響があ

るのかを調査することが必要である。

4
野村忠央『のむらの受験英語ワンポイント講座第 14 回』（2014 年 1

月 1 日）URL:
http://www.wako.ac.jp/bungaku/teachers/nomura/nomura014.h
tml

3.4 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、教師から授

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。具体的な

指摘の例として、少し長くなるが以下の新聞記事を

引用したい。

『4 月からの小学校の英語必修化を前に、学級担

任の約 7 割が不安を抱えている――。ベネッセ教育

研究開発センターの調査でこうした実態が 15 日、浮

き彫りになった。大半の学校が担当教員を配置して

いるが、専門教員は少ないのが実情。教材準備や

外国語指導助手（ALT）との打ち合わせの時間の不

足などを指摘する声もある。調査は、昨年 7～8 月、

全国の公立小学校 8 千校を抽出して実施。教務主

任と学級担任計約５千人が回答した。

調査によると、全体の 8 割の小学校が高学年で年

間３５時間以上の英語活動を実施しており、81％の

担任が「うまくいっている」と回答。しかし、指導に「自

信がある」との回答は 3 割にとどまり、68％が「自信

がない」。また 62％が指導に「負担を感じる」と答え

た。

担任に実施した英語指導の校内研修は 2009 年

度から昨年夏まで平均 6.8 時間で、「ゼロ」も 2 割あ

った。経験の少なさから自信を持てない担任も多い

とみられ、7 割が「専門教員が教えたほうが良い」と

回答していた。

教務主任を対象とした学校の体制についての質

問では、8 割が「英語活動の推進を担当する教員が

いる」と回答。だが、「これまで英語活動の先進校に

勤めていた教員がいる」は 2 割、「英語活動を専門

に指導する教員がいる」は 1 割で、担当教員も十分

な経験がないケースが多いようだ。

授業の課題として、「教材の開発や準備のための

時間」（57.9％）、「ALT などの外部協力者との打ち

合わせの時間」（39.7％）など時間不足を挙げるケー

スが目立つ。

自治体からの支援は「講師派遣など人的な支援」

が最多で 83.6％。「教員研修の実施」（59.4％）、「指

導計画・指導書などの提供」（38.9％）、「教材・教具

などの提供」（32.3％）も目立った。
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英語活動の中心指導者には誰があたっているの

かとの質問では、6 割が ALT とした 4 年前に比べ、

今回は7割が「学級担任」と逆転。調査にかかわった

上智大外国語学部の吉田研作教授は「必修化後は

担任が授業の中心となるのは望ましい。ただ、十分

な教師への研修時間の確保など条件整備が必要と

なる」と話している。』（2011 年 2 月 16 日、日本経済

新聞）

4. インタビュー調査

本研究では前節までに述べた問題点について実

態を明らかにするため、千葉県の小学校の教員にイ

ンタビュー調査を行った。本節では本研究で実施し

たインタビュー調査の内容について述べる。

4.1 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。また、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。

4.2 我孫子市A 小学校調査

インタビュー調査に協力いただいたT先生は中学

校の英語の教員免許と同時に小学校の教員免許を

取得された。以下がインタビュー内容である。

 どのような授業の内容を行っているのですか？

『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。』

 実際に必修化になってから授業をしてみて、授

業の雰囲気はどうですか？

『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。』

 必修化になり、担任の負担が増えたと感じるこ

とはありますか？

『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。』

 必修化になり、他教科へのリスクはあります

か？

『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。』

 必修化になり、母国語が疎かになるという考え

についてどのように考えますか？

『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があります。私は、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。』

 保護者からの意見を聞くことはありますか？

『特に、ああしろ、こうしろという要望はありませ

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
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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。』

我孫子市立A小学校T先生へのインタビュー

調査の概要は以上である。

4.3 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

われたことは今までにない。

4.4 調査の反省点

第1回目のインタビュー調査ということで、いくつも

の反省点が出てきた。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。

そこで次の調査では、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。

4.5 柏市調査B小学校調査

B 小学校でインタビューに応じていただいた Y 先

生（女性）は B 小学校の外国語活動教員の代表を務

めていらっしゃる。

IC レコーダーで録音ができたことで，詳細なイン

タビュー記録をとることができた。インタビュー記録

は書き起こし，Y 先生にもご確認いただき内容をチ

ェックした。

インタビュー内容の詳細は 4.6 節でまとめることと

し、以下ではインタビューのなかで特に引用の価値

があると思われる点についてまとめる。白抜きカッコ

『…』で示した文章はインタビューからの直接の引用

である。

 授業のスタイル

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。』

 授業は先生が一人で行っているのですか？

『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・ティーチングをやるよ

うな形で行っています。多分市内の学校ですべてが

そう。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。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、

これは市内の 5，6 年の担任すべてに配られている

もので、文科省からでている「Hi! friends」（ALT にも

渡されている）の内容に沿った授業で、ALT がきた
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らこれ基づいてちょっとアレンジはしたりする。』

 ALT と授業の打ち合わせなどをする場合、どう

いった連携をとっていますか？

『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。』

 他の先生は英語の教員免許は持っています

か？

『ほとんどいないと思います。私が前いた学校でも 5，

6 年生をやる方には、その学校の規模にもよります

けど、1 人くらいは必ず、そういったことができるとか、

免許を持っていなくても海外留学経験がある方が入

るっていうが傾向はここ 2，3 年あります。逆に英語が

あるから高学年やりたくないって人もいます。』

 必修化になる前に賛否が分かれていましたが

挙げられている点として、たとえば「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」っ

ていう心声がありましたが、実際はどうです

か？

『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。』

 時間が減って、他の教科、たとえば国語の面で、

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

とはあまりないですし、まず形態が全然違う。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時間でしかないの

です。それが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。』

 他の英語の教員免許を持っていない方は必修

になってから負担っていうのは？

『それはすごく大きいと思います。』

 他の授業の準備があると思うのですが、英語が

入ったことによってすごく忙しくなったっていう

のは？

『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。』

 対策としてはどのようなことを行っていますか？

『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）何を狙っていると思いますか？（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。』

 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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4.6 今回の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。

 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：英語の授業を全部日本語でや

るわけにはいかないが、新たに準備や研修す

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

強会というのはなく、その向上は個人に委ねら

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。

 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。

今回の調査の反省点：私の勉強不足で、お話を

聞かせていただいてはじめて理解したことがいくつ

かあった。

5. インタビュー調査の分析

千葉県内の2つの市から調査を行ったが、比較

できる点をまとめる。

 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。
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 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、校内だけでなく郊外とも連携

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。

最後に、今回の調査をもとに、第3節で述べた

小学校の英語教育の４つの問題について以下に

分析する。

 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。

6. まとめ

今回の調査を終えてまず気付いたことは、現場と

世間の意見は異なっているということだ。実施前、英

語が必修化されるということについて賛否は分かれ

ていたが、実際に教員の方に伺うと、現場では「必修

化されたことによって他教科に悪影響を与える」とい

うことは問題視されていなかった。

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。

ゆえに、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。また、時間割の中の１コマが外国

語活動に変わっただけで他の教科の学力が下がっ

たという事例も聞かなかった。総合の時間が減った

が、総合の時間は、国語や算数と違い数字では評

価せず、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られる。よって、「英語必

修化＝他教科の学力低下」は考えられないと結論づ

けることができる。同様に、「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。

４つの中で１番の問題であったと感じたのが「教員

への負担」であった。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。準備以外にも、外国語活動の研修が校内や郊

外で行われるのでますます時間が無いのが事実。し

かも、それぞれの英語のスキルに関しては、その為
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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

ちはそれぞれにスキルの向上への努力が委ねられ

ている。そうなるとますます時間が無くなるのは自明

である。

今後の課題についであるが、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「グローバル化」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

ことも英語の教授と同じくらい大切であると考える。

また、文部科学省によると 2020 年に教科化にな

ってからも、小学校の教育は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、結果的には研修制度が本格化し、

さらに研修が増えていくようだ。そうなると、今以上に

教員への負担は増える一方となり、現在の現場のか

かえる問題が深刻化していくと考えられる。

もちろん、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。その意味で柏市の取り組みは非常に

充実していると感じる。

また、教員たちがこれからの研修制度に積極的に

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、その分

研修などに力を入れ一人ひとりのスキルを上げてい

くことで、より質の高い授業ができると考える。

7. 調査に関する反省点・感想

今回2 つの学校を調査したが、充分な準備ができ

ていなかったこともあり 2 つのインタビューで異なっ

た質問をせざるをえなかった点と、インタビューの中

で質問の内容をもっと深く掘り下げていくことができ

なかった点が反省点である。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と思う。

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、先生にお会いし

て直接インタビューをするという経験はめったにない

新鮮なもので、とても貴重な経験ができたと思う。イ

ンタビューにご協力いただいた先生方にこの場を借

りて心から御礼を申し上げたい。
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概要：本研究ではスマートフォンで動作する英語学習アプリケーション(以下「アプリ」)の利用実態を調査する。

紙媒体と比べ、手軽に始められ、持ち運びに便利で、音声も聞くことができるアプリを活用し、実際に英語学習

をしている人がどのくらいいるのか、また利用している人はどんなアプリをどのように使っているのか、どの程度

使い続けることができているかを調査する。さらに、アプリ利用の感想を分析することで、継続して利用し続ける

ことができるアプリの特徴やアプリを用いた英語学習の効果・課題を考察する。

キーワード：英語学習, スマートフォン, 学習アプリケーション, e-learning

1. はじめに

近年コンピュータやインターネットを利用して学習

するｅ-ラーニング(Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｌｅａｒｎｉｎｇ)が盛んに

なってきている。ｅ-ラーニングとは情報技術を用いて

行う学習のことである。日本では政府の高度情報通

信ネットワーク社会推進戦力本部がｅ-Ｊａｐａｎ重点計

画を発表した２００１年から幅広い層に注目されるよう

になり、現在ｅ-ラーニングは大学の授業などにも取り

入れられている。ｅ-ラーニングに使用する機器として

は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ＣＤ-ＲＯＭ、ＤＶ

Ｄ-ＲＯＭ、デジタルテレビ、携帯端末（携帯電話、Ｐ

ＤＡ(携帯情報端末)等）があげられる。特に携帯端

末を利用した学習については、ｍ-ラーニングとも呼

ばれる。ｍ-ラーニングはｅ-ラーニングの新しい形と

して注目されるようになり、現在ではさまざまな団体

がｍ-ラーニング用のソフトやプログラムを開発して

いる。２００６年１２月にユビキタス・ラーニング推進協

議会の事務局が行ったアンケート調査の結果による

と、「モバイル・ラーニング利用分野および、今後希

望する利用分野」の項目で「利用したことのある分野」

「利用してみたい分野」ともに語学に対する希望が

突出していることが明らかになっている。（資料『モバ

イル・ラーニングに関するアンケート調査概要の紹

介』より）実際にスマートフォンのアプリケーションラ

ンキングにおいて、教育カテゴリの上位には語学関

連の学習アプリが並んでいる。スマートフォンの普及

に伴い日本の情報通信技術も進化し、m-ラーニン

グの導入が期待されていた１０年前より通信環境が

格段に向上している。以上のことを踏まえ、ｍ-ラー

ニングの需要はますます高まることが予想されるだ

ろう。そこで、本研究ではｍ-ラーニングのアプリ・ダ

ウンロード型に焦点を当て、調査・考察を進めていく。

まず、スマートフォンで動作する英語学習アプリケー

ション(以下「英語学習アプリ」)の利用実態を調査す

る。紙媒体と比べ、手軽に始められ、持ち運びに便

利で、音声も聞くことができるアプリを活用し、実際

に英語学習をしている人がどのくらいいるのか、また

利用している人はどんなアプリをどのように使ってい

るのか、どの程度使い続けることができているかを調

査する。さらに、アプリ利用の感想を分析することで、

継続して利用し続けることができるアプリの特徴やア

プリを用いた英語学習の効果・課題を考察する。
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1.1 ｍ-ラーニングとは

ｍ-ラーニング（Ｍｏｂｉｌｅ Ｌｅａｒｎｉｎｇ）とは各種モバ

イル機器を利用した学習形態のことである。学校教

育から企業内教育、社会人教育などで幅広く活用さ

れている形態の１つでｅ-ラーニングを、より柔軟な形

で利用できるものとして発達してきている。ｅ-ラーニ

ングと同じくＬＭＳ（Ｌｅａｒｎｉｎｇ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔ

ｅｍ）上に設置されるのが原則である。ｍ-ラーニン

グ・コンテンツの種類と形態は奥田（２００７）によって

以下のように５つに分類されている。

1.1.1 アプリ・ダウンロード型（＜スタンドアローン

型）

各キャリアのサーバからアプリケーションをダウン

ロードして学習する。

1.1.2 情報提示型（＜非ＬＭＳ型＜ネットワーク

型）

多数存在する、一般ユーザが作成した情報提示

型英語学習サイトを活用して学習する。文字情報を

提示するものがほとんどであるが、単語の発音や定

型句の発音を聴くことができるものもある。

1.1.3 問題解答型（＜非ＬＭＳ型＜ネットワーク

型）

携帯サイト上で問題を解いて正答や得点が示さ

れることで学習を進めるタイプのものであるが、ＬＭ

Ｓを利用していないので学習履歴が残らない。

1.1.4 ＣＡＬＬコースウェア補完型（＜ＬＭＳ型＜ネ

ットワーク型）

主に学校教育で用いられることが多い、いわゆる

ＬＭＳ型ＣＡＬＬ教材を補完学習する形で利用されて

いる。学校でＰＣを利用して集中的に学習し、学校

外での予習、復習として携帯端末を利用する。

1.1.5 携帯電話端末用コースウェア型（＜ＬＭＳ型

＜ネットワーク型）

完全に携帯電話端末用にＬＭＳ型コースウェアが

できているサイトを利用して学習する。

1.2 先行研究

奥田（２００７）は、大学生がほぼ１００％の割合で

所持している唯一の学習端末といえる携帯電話を利

用した英語モバイル・ラーニング（英語ｍ-ラーニング）

がインフラとともに発展していく可能性についての研

究結果を残している。奥田（２００７）はｍ-ラーニング

が導入されない原因として通信技術の問題を大きく

挙げている。

さらに、携帯電話端末の機器本体の問題点につ

いても言及している。

①コンパクトさ：

・１画面で完結すること。（画面スクロールの不要なコ

ンテンツにすること。）

②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
1

であること。

③反復性：

・日常生活の中で不規則に訪れるスキマ時間に合

わせて何度も反復することによって、暗記できる学習

システムになっていること。

④簡単入力

・煩雑な入力操作がないこと。

⑤短時間

・スキマ時間を利用して短時間（５～１０分以内）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。（学習

意欲を裏切らない）

奥田（２００７）は英語ｍ-ラーニング・コンテンツの

条件として、以上の５条件を提示している。

以上の条件を踏まえて考えれば、英語ｍ-ラーニ

ング・コンテンツとしては現在のところ反復練習が効

果的な単語や文法の学習がやはり最適なコンテンツ

の１つであると考えられる。

奥田（２００７）が述べた通り、現在でも学習者が英

語学習アプリを利用して学習する目的に多く見受け

られるコンテンツは英単語であるとアンケート結果よ

り数字として表れている。しかし、２００７年では現在

1
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である。もともとはｅ-
ラーニング・ソフトウェアの分野においてよく使用されていた言葉であ

るが、最近では一般的な教育分野でも使用されることが多くなってい

る。
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ほどスマートフォンが普及しておらず、携帯電話端

末の主流はガラパゴス携帯だった。

スマートフォンで画面をスクロールすることは、学

習者にとって大きな負担にはならないと推測される。

したがって、コンパクト（スクロールの不要なコンテン

ツ）という条件は現在の英語ｍ-ラーニング・コンテン

ツからは外れるだろう。

さらに、スマートフォンは画面のタッチ操作で簡単

に操作できるため煩雑な入力という項目もクリアでき

ると考えられる。また、現在はスマートフォンが普及

したことにより音声を聞くことも以前より容易になった

ため、リスニング学習もｍ-ラーニング・コンテンツとし

て最適なコンテンツとして考えられる。

2. 研究のねらいと研究方法

以前からｍ-ラーニング用ソフトやプログラムが開

発され、様々なプロジェクトも進行しているという報

告があるにも関わらず、ｍ-ラーニング導入は大々的

に進行していないのが現状である。

２０１２年３月、ｍ-ラーニングの現状と展望をＥＤＵ

ＣＡＵＳＥ（情報技術の活用によって高等教育を進歩

させることを目的とするＮＰＯ）が議論している。議論

の結果、「ｍ-ラーニングを導入するための最初の一

歩はハードルを低くすることである。」との結論に達

した。議論の中で、携帯端末支援学習導入につい

て「最初一人の教員が小規模かつ規則的に始める

こと。」また、「学習時に携帯端末が簡単に使える環

境を作ること。」以上の２点がｍ-ラーニング導入への

近道であるという結論が出ている。

今、様々な場所でｍ-ラーニング導入を目標に議

論が重ねられている。日本でも近年、ｍ-ラーニング

を推奨するｍＬＣという団体が設立され普及活動が

行われている。ｍＬＣはモバイルラーニングコンソシ

アムの略称でスマートフォンやタブレット端末での学

習に特化した団体として２０１２年６月に設立された。

設立目的として、ｍ-ラーニングの普及促進、モバイ

ル端末の教育への利活用の促進、ｍ-ラーニング・コ

ンテンツの検討などを掲げている。

このように、ｍ-ラーニングの普及活動は今も行わ

れ続けている。しかし、実際にｍ-ラーニングが教育

の場に導入されている例は数少ない。以前は通信

技術の問題が壁となり、ｍ-ラーニング導入を難しくさ

せていたが通信技術は格段に進化し、導入を妨げ

る問題は別の場所にあると考える。

2.1 研究のねらい

私自身、英語を学習してきた４年間、英語学習ア

プリを活用する機会がとても多かった。卒業研究の

テーマを選ぶ際に、スマートフォンが普及し英語学

習アプリを利用している学生は多いのではないかと

考えた。またスマートフォンが学習端末として導入さ

れないことに疑問を感じた。

ほとんどの学生がスマートフォンや携帯電話端末

を所有している今、いつでも・どこでも・手軽に学習

ができるスマートフォンアプリは学習を効果的にサポ

ート出来るのではないかと考える。

そこで本研究では、学習者に英語学習アプリの利

用実態についてアンケート調査を行う。

学習アプリを利用している学生はどのくらいいる

のか、また利用している学習者は実際にどのように

して学習しているのか、どのような学習アプリなら使

い続けることができるのか、ｍ-ラーニングにどのよう

なことを期待しているのか、といった点をアンケート

の形式で調査し、学習者の立場からｍ-ラーニング

導入の課題を探ることを目的とする。

2.2 研究方法

英語学習アプリの実態調査は、本学の学生（学

部・学科・学年を問わない）を対象にアンケートを実

施しておこなう。

アンケートは、英語学習アプリを利用しているか、

どんなアプリをどのように利用しているか、アプリを

実際に利用してみた感想など、英語学習アプリの利

用実態に関する質問２５問をグーグルドライブのフォ

ームを用いて作成した。本学の学生または大学院生

にフォームにアクセスしてもらい調査を実施した。ア

ンケートの具体的な文面は付録として収録する予定

である。

3. 実態調査について

本節では英語学習アプリの利用実態に関するア

ンケート結果の概要を報告する。回答してくれた学

生の人数は 28 人(男声 3 人、女性 25)であった。そ

の内訳は以下の通りである：
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表 1: アンケート回答者の内訳 (学年)

学

年

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

表 2: アンケート回答者の内訳 (所属)

所

属

英コミ 英米 IEC
その

他

１３人 １０人 ３人 ２人

図１: アンケート回答者のスマートフォン所持率

タブレットは Wi-Fi 接続のみの機種を含む

3.1 英語学習アプリの利用率と利用目的

まず、アンケートの問 1 では、「今までに英語学習

を目的として、スマートフォンやタブレット端末で動く

英語学習アプリを利用したことがありますか」という質

問をした。「はい」と答えたのは９人で全体の３２％だ

った。

アンケート対象者の半数以上が英語コミュニケー

ション専攻と英語・英米文化専攻所属の学生である

ことから英語学習アプリの利用率は多少高いものと

予想していたが、先ほど述べたｍ-ラーニングの背景

を考えると現状をよく表している結果だと言えるだろ

う。

次に、この結果をふまえ、英語学習アプリを利用

したことがあると答えた人を対象に、今までに利用し

たことがある英語学習アプリを英単語学習アプリ、Ｔ

ＯＥＩＣ学習アプリ、日常英会話学習アプリ、リスニン

グ学習アプリに分類して調査したところ、英単語学習

アプリとリスニング学習アプリの利用率が８人と高か

ったのに対し、日常英会話学習アプリを利用してい

るのは２人という結果になった。

この結果は、学習者が英語学習アプリを活用し、

何を学習したいと考えているかを顕著に表す結果と

なった。

アンケートの問１２で「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」という質問をした。選択肢には

 語彙力を高めたい

 リスニング力を高めたい

 読解力を高めたい

 文法を身につけたい

 会話表現を学びたい

 英文を書く力を養いたい

 その他

以上の７項目を設置し、複数回答してもらったところ、

以下のような結果となった。

図 2: 英語学習アプリを利用して学習したいこと

英単語学習アプリは種類も豊富で iPhone のダウ

ンロードランキングでも常に上位にランクインしてい

るため、英単語の学習を目的として学習アプリを利

用する人が多いと考えられる。

次に選択した人が多かった項目はリスニング力と

なった。音声が聞けるという機能は、スマートフォン

またはタブレット端末での学習の特徴の一つであり、

イヤフォンがあれば人目を気にすることなくどこでも

英語の音声を聞くことができる。紙媒体では、音声は

聞くことができなかったし、ＣＤも一度パソコンに取り

込み、各自所有している音楽再生プレーヤーなどに

ダウンロードしなければならなかった。しかし、英語

学習アプリであればアプリをダウンロードするだけで

音声を聞くことができる。スマートフォンまたはタブレ

ット端末だけあればすぐにリスニングの学習が始め

られるという利便性からリスニングを目的として英語

学習アプリを利用する人が多いと考えられる。

アンケートの問１３では、英語学習アプリを利用し

た学習での効果を調査した。学習効果を感じた項目

を選択してもらう形式で、項目は問１２の項目に「特

27
1
2
2

0

0 10 20 30

スマートフォン

ガラケー

タブレット

iPod touch

持っていない

5

4

0

0

2

0

0 1 2 3 4 5 6

語彙力を高めたい

リスニング力を高めたい

読解力を高めたい

文法を身につけたい

会話表現を学びたい

英文を書く力を養いたい
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にない」を追加した８項目を設置した。問１２の回答

結果は表２にみたような数字なったが、問１３で実際

に実感できた効果は、以下のような結果になった。

 語彙力 5 人 50%
 リスニング力 4 人 40%
 特にない 1 人 10%

図 3: 英語学習アプリの学習効果

語彙力と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。

3.2 英語学習アプリの機能

現在非常に多くの英語学習アプリが配信されてい

るが、搭載されている機能は様々で、どのアプリも学

習がしやすいように工夫されている。大量のアプリの

中から学習アプリを選ぶ学習者はどんな機能を重視

しているのかを調査した。

問１４の設問は「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」である。結果は以下

の通りである。

表 3: 英語学習アプリで重視する機能

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

その他 0

リスニングを学習目的としている人が多いという結

果から、やはり音声が聞ける機能は必須であると考

えられる。同票で重要視されている機能は解説やア

ドバイスがしっかりしていること、だった。英語学習ア

プリを利用して学習する際、ほとんどの場合が一人

での学習になると考えられるため、解説やアドバイス

がしっかりしていることは学習者にとって必須となる

だろう。

次いで重要視されている機能は間違えたところを

繰り返し学習できる、と学習レベルが選べるという結

果になった。アプリは自動で答え合わせができ、さら

に間違えた問題だけを自動で判別し復習できる機

能がついていれば学習がよりスムーズに行えるであ

ろう。

3.3 学習場所と学習時間

英語学習アプリを利用している学習者はいつ、ど

こで、どのように学習しているのか、また英語学習ア

プリを利用し始めたきっかけや、利用している期間を

調査した。

図 4: 英語学習アプリを利用する場所

電車やバスなど移動時間を利用して英語学習ア

プリを利用している、が９０％という結果になった。や

はり「いつでも・どこでも・手軽に」というｍ-ラーニング

の定義通り、スキマ時間を利用して学習している人

が多いようである。通学時間を利用して大学の授業

などの予習・復習ができるアプリやプログラムが利用

できるようになれば、学習の効率化が図れるであろ

う。
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続いて問１８で「英語学習アプリを利用して１回に

学習する時間の平均はどのくらいですか」という質問

をした。

図 5: 1 回に学習する時間の平均

・２時間以上 ０人 ０％

・１時間以上２時間未満 ０人 ０％

・３０分以上１時間未満 ０人 ０％

・２０分以上３０分未満 ２人 ２０％

・１０分以上２０分未満 ３人 ３０％

・５分以上１０分未満 ５人 ５０％

上記のように、学習者は５分以上１０分未満という

短い時間で英語学習アプリを利用している傾向が見

られる。図 4 のアプリを使って学習する場所に関す

る質問(問い１９)の回答から、通学時間のようなスキ

マ時間を利用して学習している学習者が多い。した

がって、英語学習アプリでの学習は少しの時間で簡

単に学習していると考えられる。

スキマ時間を利用した学習では短い時間でいか

に内容の濃い学習ができるかが重要になってくる。

リスニングや単語学習であれば、短い時間でもある

程度の内容は学習できるが、長文読解や英作文とな

るとやはり、ペンとノートを利用して時間をかけて学

習する方が学習効率も上がると推測できる。

以上のことを考えると、問１２で英語学習アプリを

利用して学習したいことは何か。という質問に語彙力、

リスニング力といった項目に回答が集中したことの説

明となり得る。

実際に、１回の学習がどのくらいの時間で完結す

る英語学習アプリの構成が理想的かを以下のように

学習者に質問した：

問１５「利用する英語学習アプリが複数のレッスンで

構成されているとします。１レッスンが終了するのに

かかる時間はどの程度が適切で利用しやすいと思

いますか」

図 6: 教材 1 レッスンにかける時間

・１０分未満 ６人 ５５％

・１０分以上３０分未満 ５人 ４５％

・３０分以上１時間未満 ０人 ０％

・１時間以上２時間未満 ０人 ０％

・２時間以上 ０人 ０％

１０分未満が６人、５５％。１０分以上３０分未満が５

人、４５％という結果になった。スキマ時間を利用す

る学習者が多いため１回のレッスンが短ければキリ

のよいところまで学習でき学習しやすいと考えられ

る。

奥田（２００７）は自身の研究で第４世代携帯電話

（４Ｇ、現在の携帯電話端末）に対応する英語ｍ-ラ
ーニング・コンテンツの５条件の１つとして、スキマ時

間を利用して短時間（５分～１０分）で１ユニットが完

結すること、コンテンツの起動及び反応時間が速い

こと（学習意欲を切らさない）、と述べている。学習者

の要望にも合致し効果的な学習に繋がるだろう。

現在、学習者がどのくらいの頻度で英語学習アプ

リを利用しているか以下のように質問した。問１７「現

在、英語学習アプリを利用して学習する頻度はどの

くらいですか。」

・毎日 ０人 ０％

・２～３日に１回 ０人 ０％

・１週間に１回 ３人 ３０％

・１ヶ月に数回 ２人 ２０％

・ほとんどやらない ５人 ５０％

２時間以上

１時間以上２時間

未満

３０分以上１時間

未満

２０分以上３０分

未満

１０分以上２０分

未満

１０分未満

１０分以上３０分

未満

３０分以上１時間

未満

１時間以上２時間

未満

２時間以上
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図 7: 英語学習アプリの学習頻度

ダウンロードしたものの結局やらない、という回答

が多かった。その他の回答を見ても、メインの英語

学習というよりは英語学習のサポートとして英語学習

アプリを利用していると考えられる。教育の場にｍ-ラ
ーニングを導入するにあたり、学習のサポートとして

活用することを主な目的として考える必要があると思

われる。現在、学生のほとんどが所持しているスマ

ートフォンまたはタブレット端末を学習端末として活

用することは、学習の効率化に繋がるだろう。

3.4 英語学習アプリの評価

この節では、学習者は英語学習アプリいつごろか

ら利用しているのか、またどのくらいの期間に渡って

利用し続けているのかを調査した結果をまとめる。さ

らに使い続けることができた理由や、途中で利用を

やめてしまった理由を考察し学習アプリを評価して

いく。アンケートの問１６で以下のように質問した。

「英語学習アプリを利用し始めたのはいつごろです

か。」

図 8: 英語学習アプリを使い始めた時期

英語学習アプリの利用を始めてから２年以上経っ

ていると回答した人が１番多い５人、５０％という結果

になった。総務省調査による平成２４年通信利用動

向調査によると、主な情報通信機器の世帯保有状況

においてパソコン保有率が下がる一方でスマートフ

ォン、タブレット端末保有が急速に伸びているという

結果が明らかとなった。平成２２年には９．７％だった

スマートフォン保有率が翌年の平成２３年には２９．

３％と急速な普及傾向を示した。さらに平成２４年に

は４９．５％まで保有率が伸びた。パソコンからのイ

ンターネット利用率が平成２３年から平成２４年の１年

間で６２．６％から５９．５％と減少している一方、スマ

ートフォンからのインターネット利用は同年の１年間

で１６．２％から３１．４％まで増加している。以上のこ

とからスマートフォンが日本で普及し始めた頃とほぼ

同時期に学習アプリでの学習も普及してきたと考え

られる。

では、学習者が英語学習アプリを利用し始めたき

っかけは何だったのだろうか。アンケート調査から以

下のようなことが明らかとなった。問８「英語学習アプ

リを利用し始めたきっかけは何ですか」

・友人に勧められた 0 人 0%
・先生に勧められた 1 人 13%
・アプリの価格が安かった 1 人 13%
・ＷＥＢで見た 4 人 50%
・雑誌に掲載されていた 0 人 0%
・ＴＶで紹介されていた 0 人 0%

図 9: 英語学習アプリを使い始めたきっかけ

現在は Web 上でスマートフォン、英語学習とキー

ワードを入力し検索すると英語学習アプリのランキン

グや、クチコミが多数出てくる。したがって、英語学

習アプリについての情報を目にする機会も多いと考

えられる。

毎日

２～３日に１回

１週間に１回

１ヶ月に数回

ほとんどやらない

３年以上前から

２年以上前から

１年以上前から

半年以上前から

半年未満

友人に勧められた

先生に勧められた

アプリの価格が安

かった

WEBで見た

雑誌に掲載されて

いた



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 山田 祐未

30 2013 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集

図 10: 気に入っている英語学習アプリの利用期間

・２年以上 １人 １３％

・１年以上２年未満 ３人 ３８％

・半年以上１年未満 １人 １３％

・３ヶ月以上半年未満 １人 １３％

・１ヶ月以上３ヶ月未満 １人 １３％

・１ヶ月未満 １人 １３％

１年以上２年未満という答えが３人 ３８％と１番多

い結果となった。

問６では利用し続けている英語学習アプリを実際

に教えてもらった。回答してもらったアプリの一覧は

論文末に付録として掲載したので参照されたい。

問７では、答えてもらった長く利用している英語学

習アプリの良いと思う点を自由記入形式で回答して

もらった。結果は以下の通りになった。

表 4: 気に入っている英語学習アプリのよい点

英語学習アプリを利用したいと思う理由

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時に学習できる

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

テストしたあとに、できなかった部分の復習ができ、

単語帳に登録もできる

好きな映画を見ながら英語を学べる

重い教材を持ち歩か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

以上のように、スマートフォンならではの機能が利点

として挙がった。ｍ-ラーニングの特徴として、教材を

持ち歩かなくても常に所有しているスマートフォンで

学習ができるため時間、場所を気にせず好きな時に

簡単に学習を始めることができる。イヤフォンがあれ

ばどこでも音声が聴けるため、音楽プレーヤーを持

ち歩く必要もない。動画も再生できるため、電車や

バスなどの移動時間に映画を見ながら英語を学習

することができる。また、自動でテストの答え合わせ

をし、さらには間違えた単語を判別し自分専用の単

語帳も作成できる。今まで自身で行っていた作業の

一部を自動でしかも素早く完結させてくれるため、学

習の効率化を図ることが可能であると考えられる。

次に問１０で「英語学習アプリを利用するのを途中

でやめてしまった経験はありますか」という質問には

78％の７人がはい、と回答した。英語学習アプリの

利用を途中でやめてしまった理由として、以下のよう

なデータが得られた(複数選択)。

図 11: 英語学習アプリの利用をやめた理由

奥田（２００７）はｍ-ラーニングの問題点として以下

の 3 点を挙げている。

 通信速度インフラの未整備

 入力のしづらさ

 画面のサイズと明瞭度

通信速度インフラの問題は通信技術の大幅な進

歩により、現在学習アプリを利用した学習の妨げに

はならないほどに改善されていると考える。

さらに、今回実施したアンケート調査の結果から、

少なくとも画面のサイズ・明瞭度を問題とする意見は

見られなかった。

また、利用し続けている学習アプリとして回答のあ

ったアプリのうち、文字入力を要求するような問題を

出題するアプリは非常に少なく、タッチ機能で殆ど

の操作をおこなうことができる。従って、タッチ機能

の充実している端末が普及している現在、入力のし

づらさと画面のサイズ・明瞭度に関して、現在の英語

２年以上

１年以上２年未満

半年以上１年未満

３ヶ月以上半年未

満

１ヶ月以上３ヶ月

未満

0 1 2 3 4 5
有料版でないとできない…

難しすぎた

アプリのバグにより突然…

学習履歴保存機能がな…

問題数が多すぎた

無料版だったため途中ま…

学習する時間を取ること…
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学習アプリはその問題をほぼクリアしているものと考

える。

では、現在の英語学習アプリの学習を妨げる問題

点とは一体何なのだろう。図 11 のアプリの利用をや

めた理由としてアンケート結果で票が入った７つの

項目をもう一度振り返ってみよう。すると、６つが英語

学習アプリのコンテンツや機能の問題であることが

明らかになる(以下に網かけで示す)。コンテンツや

機能以外で得票のあった唯一の項目は「学習する

時間を取ることができなかった」(4 票，以下にゴシッ

クで示す)というものである。

表 5: アプリの学習をやめた理由 (全選択肢)
有料版でないとできない機能があっ

た（有料版の「おためし」としてごく一

部のみを体験できるアプリは除きま

す。）

2 票 15%

難しすぎた 3 票 23%
簡単すぎた 1 票 8%
問題の出題順や選択肢の提示順が

毎回同じだった
1 票 8%

問題数が多すぎた 1 票 8%
操作が難しかった 1 票 8%
学習する時間を取ることができな

かった
4 票 31%

画面が小さく学習しづらかった 0 票 0%
アプリのバグにより突然動かなくなる

ことがあった
0 票 0%

起動が遅かった 0 票 0%
学習履歴保存機能が搭載されてい

なかった
0 票 0%

問題数が少なすぎた 0 票 0%
無料版

2
だったため途中までしか

できなかった
0 票 0%

内容と機能に関する回答から、ｍ-ラーニング導入

にあたり、まず見直さなければならない点が明らか

になった。以下のような英語学習アプリのコンテンツ

の不具合さを改善する必要がありそうだ。

2
有料版の「おためし」としてごく一部のみを体験できるアプリは除く。

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

以上の問題を解決した英語学習アプリであれば、

ｍ-ラーニング・コンテンツとして学習しやすく、また

継続して学習できる教材となり得るのではないだろう

か。

3.5 英語学習アプリの種類

学習者がどのような学習アプリを利用しているの

か学習コンテンツを、英単語学習アプリ、ＴＯＥＩＣ学

習アプリ、日常英会話学習アプリ、リスニング学習ア

プリの４つの分野に分類して調査したところ、結果は

以下の通りとなった。

表 6: 利用している英語学習アプリの種類

アプリの種類 利用人数

リスニング学習アプリ ８人

ＴＯＥＩＣ学習アプリ ８人

英単語学習アプリ ４人

日常英会話学習アプリ ２人

本学では、卒業条件にＴＯＥＩＣの点数が定められて

いるためか、ＴＯＥＩＣ学習アプリの利用が多く見られ

た。ＴＯＥＩＣで必要となるリスニングも利用者が多く

見られた。１番多いと予想していた英単語学習アプリ

は４人という結果になった。英単語学習アプリは継続

が難しいという意見もあった。

具体的なアプリとしては、「ＴＯＥＩＣ 重要単語」が

最も利用されており、次いでＴＯＥＩＣ運営団体が配

信する学習アプリが利用されていた。奥田（２００７）

が述べていたｍ-ラーニング・コンテンツに最適な文

法学習は利用者が０という結果となった。

文法学習アプリを起動し、試してみたが操作が難

しくどのように学習を進めていけばよいのかわからな
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い学習アプリがいくつか見受けられた。したがって

文法学習アプリの利用者が少ないと推測できる。

しかし、日本の英語学習ではとても重要視されて

いる文法学習の需要は多いと考えられる。今後操作

が簡単で学習が進めやすい文法学習アプリが登場

すれば、ダウンロード数が増加する可能性が大いに

あり得るだろう。

4. 結論

ｍ-ラーニングは以前から教育現場への導入を期

待されてきたが、未だその実現にむけた取り組みは

検討途中であるのが現状である。

本研究は学習者の目線からその理由を探ることを

目的として調査・考察した。大きく問題として浮き上

がってきたのは、問題の難易度、問題提示の工夫、

操作の簡略化、無料と有料のハッキリとした区別で

ある。これらの英語学習アプリのコンテンツの不完全

さが学習者の利用実態調査から明らかになった。実

際に利用している学生も少なく、ｍ-ラーニング普及

の現状を反映している結果となった。奥田（２００７）

が問題点として上げていた通信インフラ、入力のし

づらさ、画面サイズと明瞭化の 3 点は技術の向上、

進歩により大幅に軽減したと言っても過言ではない

だろう。

現在の課題はｍ-ラーニングをどのように教育現場

に導入していくか、という点である。アンケート結果

からもわかるように、メインの学習端末として導入す

るにはまだコンテンツの問題やスマートフォンを持っ

ていない少数の学生への対応が問題となってくる。

したがって、授業で学習した内容と同じ内容を復習

するために活用する端末として導入することを最優

先で考えるべきである。授業内で一度学習した内容

を復習する程度であれば、スマートフォンを所有し

ていない学生への不公平もないと言える。

また、奥田（２００７）も述べていた通り、学習者と指

導員との間でのコミュニケーションも必要となるだろう。

解説やアドバイスを充実させたプログラムを開発す

ることを目標に新たな学習アプリも配信されていくこ

とが予想されるが、学習者が本当に必要としている

情報を確実に指摘することができるかどうか疑問で

ある。やはり、学習には指導員の力が欠かせないと

いうことが今回の研究で改めて明らかとなった。

5. 今後の課題と反省点

今回の研究と論文作成を終え、反省として取り掛

かりの遅さが大きな反省点として上げられる。

アンケート調査がメインとなる研究にもかかわらず、

アンケート内容の検討作業を１週間という短期間で

終わらせなければならないような進行スケジュール

にしてしまったこと、テーマがなかなか決まらなかっ

たとはいえもう少し取り掛かりが早ければ今回の研

究で明らかになることも多かったのではないかと思

う。

また、今後の研究課題として、学習を継続できる

英語学習の開発が上げられる。英語学習の開発の

事前準備として今回のアンケートでは情報が少なす

ぎるため、アンケートの再実施も必要となるだろう。

今回の研究で明らかとなった学習者の英語学習

アプリへの要望と問題点をもとに英語学習アプリの

開発をし、授業に取り入れてみることでまた新たに判

明する事実や発見がある可能性が期待できる。

教育現場に導入することを目標とし、大学側も今

後積極的に英語学習アプリ教材の試作に力を注ぐ

べきである。学生は何をどのようにして学ぶべきなの

かを考えることができ、そして学生の学習をコミュニ

ケーションをとりながらサポートできることができる立

場にある大学側が学習アプリの開発を手がけること

で、学習が効果的に行われるのではないかと考える。

これからますます進化していくインターネット社会で

ｍ-ラーニングの導入は大学の大きな魅力の１つとな

ることだろう。
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付録：アンケート回答者が利用し続けている評価の

高いアプリ一覧

 超 字 幕 映 画 で 英 語 は 上 達 す る

（SOURCENEXT CORPORATION）

ハリウッド映画、海外ドラマ、ドキュメンタリー番組

などを見ながら本格的な英語学習ができる。特徴と

して、セリフ単位の頭出しやスキップが可能。セリフ

の再生スピードの調整が可能。日本語と英語の字幕

を同時表示。用例や解説も豊富。といった点が挙げ

られる。

学習アシスト機能多数搭載している。好きなシー

ンや覚えたいセリフを登録し一覧からピンポイントで

音声を再生できる「お気に入り字幕」機能。マスター

したい単語を登録できる「お気に入り単語」機能。再

生した字幕数や登録した単語数などを確認できる

「学習履歴」機能。など、学習支援機能が充実してい

る。

 TOEIC ENGLISH UPGRADER （The
Institute for International Business
Communication）

ＴＯＥＩＣ運営団体、一般財団法人 国際ビジネス

コミュニケーション協会が提供する英語学習アプリ。

ビジネスや日常などさまざまなシチュエーションで使

われる英会話のスキットに基づいて、フレーズ解説

や理解度チェッククイズ、フレーズ集などで構成され

ている。

 iDaily Pro （FrontierOne Software）

アメリカ合衆国営ラジオ放送の最新ニュースを毎

日配信しリスニングのレベルアップをサポートする。

普段の会話よりもやや緩やかなスピードで読み上げ

るためリスニング学習には最適なコンテンツを内蔵し

ている。学習支援機能として、以下の機能が搭載さ

れている。毎日新しいコンテンツを配信。再生中の

音声に対する英文がセンテンスごとに自動的にハイ

ライトされる。

 TOEIC600 点【聴力】チャレンジ（Huminghua）

英単語の発音を聞きながら８つの選択肢から５秒

以内で回答を選ぶ。間違えた単語を繰り返し学習す

ることで単語を習得し、同時に発音までマスターする

ことができる。「全単語から」、「末テスト」及び「よく間

違う」単語を対象に出題単語を選択できる。問題数も

１０問、２０問、５０問、１００問と設定できる。出題順は

「ＡＢＣ順」と「ランダム」の２種類がある。リトライ機能

が搭載されていて間違えた問題だけを再テストする

ことも可能。単語一覧ではすべての単語が一覧に表

示され、キーワード検索もできる。単語カードに英語

の発音、例文及び通訳文が表示される。

 聴いて育てる英会話 えいたま（Dream Co.

Ltd）

英会話リスニング学習アプリ。キャラクターを育て

ながら日常的な英会話表現を楽しく学ぶことができ

る。以下、主な機能。ネイティブな英会話フレーズを

学ぶ。（シチュエーション別学習。）学習しながらキャ

ラクターを育てる。リスニング学習をするとキャラクタ

ーが育つ。登場キャラクターは約５０種類。テストで

良い点数を取ると、新しいたまごが手に入ることもあ

る。『スマコロ』機能。『スマコロ』とは英語を学びたい

人が集まるコミュニケーションサービス。つぶやきや

コミュニティーで一緒に学習する仲間を作れる。
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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

－「参考になる」レビューとは何か－

鈴木 真澄

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

Suzuki Masumi
a10159m@reitaku.jp

概要：インターネットショッピングサイトには、サイトユーザーによる商品に対する評価やコメント(以下「レビュ

ー」)が掲載されるのが普通である。また、「役に立った」「参考になった」といったボタンが用意され、ユーザー

がレビューを相互に評価する仕組みが備わっていることも多い。このようなレビュー情報はテレビ CM や雑誌

広告で発信される「作られた」商品イメージとは対極にある消費者の生の声であり、インターネットショッピング

の利用者はレビューを大いに参考にしていることが予想される。

本研究では、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し、レビューの実態、特に「参考になった」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。

キーワード：インターネットショッピング, 商品レビュー, 相互評価, 20 代女性

1. はじめに

1.1 研究の背景

通信販売のはじまりは、1872 年のアメリカ中西部

において、農民を対象にカタログが販売されたこと

だといわれている。市価より４割ほど安く販売されて

いたということで、農民から好評を得ていたそうだ。

その後、鉄道の普及や郵便事業の発展とともに通信

販売は広がりをみせていき、わざわざ都市部まで行

かなくても買い物ができるということで農民たちにと

って非常に便利なものとして注目を集めたのであ

る。

日本では、1876 年の農業雑誌に、アメリカ産トウ

モロコシの種を通信販売したのが始まりである。アメ

リカで、メールオーダー形式で種が売られていたこ

とがモデルになったようで、当時はまだ「郵便注文営

業」と呼ばれていたそうだ。本格的に定着したのは、

戦後になって大手百貨店が参入してからで、その後

1960 年代に初めてカタログ通販業者が設立され、

1970年代にはラジオ、テレビを通しての通販が開始

された。それが宅配事業の発展によってさらに広が

りをみせたが、ネット通販が普及するのはそれからし

ばらくたって1995年前後である。インターネットの普

及とともに自然とネット通販へのシフトがすすんでい

ったのである。
1

こうして考えるとネット通販の歴史は

非常に浅いものだということがわかる。

最初は本や CD、PC や PC 周辺機器など非常に

狭い範囲の商品の購入に限られていたが、今やネ

ットショップで買えない商品はないというぐらいに販

売商品が多くなった。生鮮食品から各地方の名産品、

大型電気製品、家具など、多種多様な商品が 24 時

間いつでも購入でき、Web サイトで様々な情報を確

認してから注文できることで、今では通販の主流は

インターネットを利用したものとなっている。

1
http://nettsuuhan.info/rekishi.html
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大手ショッピングサイトの Amazon.co.jp は 2000
年に Amazon.com の日本版サイトとしてオープンし

た。当初は書籍のみの販売だったのが、徐々に取り

扱い品目を増やし、今ではありとあらゆる商品を購

入することができるようになっている。国内最大級の

インターネットショッピングモール「楽天市場」は

1997 年にオープンした。こちらはショップが楽天市

場に出店するという形式をとっており、現在の出店数

は 38,553 店(2011 年 12 月時点)2、今後ますます出

店するショップ数が増えているのが現在である。

これら２つの大手サイトだけでなく、現在大小さま

ざまなショッピングサイトが運営されている。利用す

る人も増える一方で、これからもネット通販は発展し

つづけると思われる。

1.2 ネットショッピングにおけるレビューとは

ネットショッピングの特徴として、一番の利点は物

理的な店舗の大きさに制限されることなく、とにかく

商品数が多いところである。大手のネットショップ専

門のサイトをのぞいては、ショップ１つあたりで扱っ

ている商品数は少ないところもあるが、たくさんある

ショップがすべて選択範囲であると考えれば、購入

できる商品数は限りなくあるということになる。日本に

いながら海外のネットショップから商品を購入するこ

ともできるのだ。また、たくさんのショップを即座に比

較できるので、同じ商品でもサイトによって違う価格

で売られていることもすぐにわかる。さらに、ネットシ

ョッピングは、他ユーザーのレビューを利用できると

ころも非常にメリットである。ネットショッピングにおけ

るレビューとはどのようなものなのだろうか。

レビューとは、商品を既に利用したことのあるユー

ザーがネット上に使いごこちや感想を掲載する、い

わゆる口コミ情報である。そのショップが信頼できる

ショップかどうか、または商品を知るのに便利なのが、

レビューだ。

これから商品を買おうとする人は、レビューを参考

にして購入を検討することができるのだ。また、ショッ

プ自体の口コミ情報を利用できる場合もあるので、

信頼のおけるショップかどうかを見分ける手助けに

なる。そのショップを利用した人、商品を買った人が、

買い物をした時の感想や商品の使い勝手などを投

稿したもので、誰でも閲覧できるようになっている。

2 http://adsales.rakuten.co.jp

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

いと思う人もいるからだ。きっとこのような考えを持つ

人は他にもたくさんいると思う。

本研究では、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。特に「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。上記の私の仮説を踏まえ「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. 調査方法

3.1 商品の選択

たくさん種類のあるインターネットショッピングのジ

ャンルの中から、本研究では、20 代前半の一人暮ら

しの女性がインターネットショッピングで閲覧・購入し

ていそうなジャンルとして「コスメ」、「家電」、「ファッ

ション」の３つを選んだ。

まず、「コスメ」は消耗品であること、体に合う、合

わないがあるため、レビューを参考にして買う人が

おおいのではないかと考え選択した。「家電」は一

回買うと比較的長く使うものであり、値段も高いもの

が多いので、家電を買うときはレビューを参考にする

ことが多いと考えた。「ファッション」は、インターネッ

トショッピングで服を買う場合、試着することができな

いので、実際に他の方が着てみたレビューを参考に

して買う人が多いのではないかと考え選択した。

3 ジャンルから充分なレビュー数が取得できる以

下の商品を選び、具体的に調査を進めた(以下、こ

れらの商品は丸つき数字で示す)。

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」
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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」

⑤ MISSHA 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」

3.2 サイトの選択

本研究で調査に使用するサイトは、「楽天」、

「Yahoo」、「Amazon」の 3 つのサイトである。これら

3 つのサイトの選択理由は、レビュー項目について

「レビュー数」、「総合評価(星の数)」、「日付」が記載

されているので、同じ条件で調査を進めることができ

ることによる。また、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。ま

た「参考にならなかった」ことを投票することができる

サイトもある)。
本研究では、取り上げた複数の商品について、

「星の数」「日付」「レビュー数」「『参考になった』数」

を調べる。エクセルに商品ごとの詳細を記録してサ

イトごとの特徴を分析し、その後、「参考になった、役

立った」というレビューの中身を具体的に分析する。

最初に掲げた仮説「商品の総合評価が高いと、良い

レビューといえる」が証明されるか研究していく。レビ

ューにサイトを越えた共通点はあるのか、評価が高

ければ良いレビューといえるのか、評価が悪ければ、

悪いレビューなのかを追求していく。

①～⑥の商品の全レビューの状況は以下のよう

な表にまとめられる。サイト、商品によって、レビュー

数、参考になった数が異なることが分かる。

表 1：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

次に、各サイトの総合評価を図に示す。結果は以

下の通りである。図 1 に凡例を示す。

図 1：楽天

図 2：Yahoo

図 3：Amazon
次に、各サイトで「参考になった、役に立った」が
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押された数をグラフで示す。図 4 に凡例を示す。

図 4：楽天「参考になった数」

図 5：Yahoo「役立った数」

図 6：Amazon「参考になった数」

3.3 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。

入力したレビューを最新の投稿順にせず、「参考

になるレビュー順」にした理由は、なるべく多くの「参

考になった」と評価されたレビューを収録するためで

ある。

表 2：データベース化したレビュー数

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。

「参考になった」数と「総合評価(★の数)」をクロス

集計表にすると以下のようになる。

表 3：楽天

参考になった

数／★の数
1 2 3 4 5 総計

0 合計 1 3 10 57 87 158

1-5 合計 16 10 9 19 36 90

6-10 合計 2 4 2 0 4 12

11-20 合計 4 3 1 1 4 13

21-50 合計 3 1 0 1 1 6

51-200 1 0 0 0 0 1

合計 27 21 22 78 132 280

表 4：Yahoo
参考になった

数／★の数
1 2 3 4 5 総計

0 合計 0 1 11 26 81 119

1-5 合計 8 1 30 23 34 96

6-10 合計 2 5 14 1 0 22

11-20 0 0 1 0 0 1

21-50 1 0 0 0 0 1

総計 11 7 56 50 115 239

表 5：Amazon
参考になった

数／★の数
1 2 3 4 5

総

計

1-5 合計 10 10 25 31 65 141

6-10 合計 3 4 2 3 10 22

11-20 合計 2 0 2 5 2 11

21-50 合計 7 2 4 2 1 16

51-100 合計 4 2 1 1 0 8

101-200 合計 1 0 0 0 0 1

201-300 合計 2 0 0 0 0 2

総計 30 22 46 71 146 315

4. 調査結果の分析
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4.1 参考になったと総合評価

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結果、「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

が成り立たないということがわかった。

「参考になった」と「総合評価(星の数)」で分析を行

った結果、楽天では、楽天の 280 件のレビューのう

ち、「参考になった」の多い順に並べてみると、上位

1～5 までは商品の総合評価が★１つのものが４つ

を占めている。それにも関わらず、138 人もの人が

「参考になった」と押していることから、最初に立てた

仮説のようには比例していないことが分かる。

Yahoo では、239 件のレビューのうち、「参考にな

った」の多い順に並べてみると、上位 1～5 までは商

品の総合評価が★１つのものが 3 つを占めている。

総合評価が★1つのレビューに29人もの人が「参考

になった」と評価していることから、私の立てた仮説

に関係ないことが分かる。反対に、「参考になった」

が押されていないものは商品の総合評価が★5 つ

のものが多い傾向が見られた。

Amazon では、315 件のレビューのうち、「参考に

なった」の多い順に並べてみると、上位 1～5 までは

商品の総合評価が★１つのものが３つ、★2 つのも

のが 2 つあった。Amazon で、商品の総合評価だけ

で比較してみると、★5つが146件、★4つのものが

71 件、★3 つのものが 46 件、★2 つのものが 22 件、

★1 つのものが 30 件であった。総合評価では★5
つのものが一番多いにも関わらず、228 人もの人が

「参考になった」と押していることから、私の立てた仮

説のようには比例していないことが分かる。反対に、

「参考になった」が押されていないものは商品の総

合評価が★5 つのものが大半を占めている。

サイトごとに比較した場合、3 つのサイト全てにお

いて、私の立てた仮説「商品の総合評価が高いと、

良いレビューといえる」は成り立たなかった。商品の

総合評価が★1 つや★2 つといった低いものでも、

「参考になった」とする消費者がいることが分かった。

このことは、単に、総合評価が高いものが良いレビュ

ーなのではなく、我々消費者が実際にネットショッピ

ングにおいて有益なレビューだと思うものは、評価

の低いレビューが含まれるということであると考える。

4.2 文字数

次に、「参考になった」の数とレビューの「文字数」

で分析を行った。

表 6: サイトごとのレビューの文字数の分析

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

まず、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。

次に、「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。

反対に 1 つも「参考になった」がおされていないレ

ビューだけの文字数の平均は、楽天 76 文字、

yahoo 69 文字、Amazon 81 文字という結果であっ

た。

「参考になった」が押されているものは押されてい

ないものに比べて文字数が多く、約 2 倍～3 倍弱の

文字数の差があった。

一番「参考になった」が多くおされていたレビュー

の文字数は、楽天 333 文字、Yahoo 202 文字、

Amazon 635 文字であった。

反対に、「参考になった」が押されていないレビュ

ーの中には、文字数が短い傾向が見受けられた。

一番文字数が短いものは、楽天20文字、Yahoo5文

字、Amazon30 文字であった。これら全て「参考に

なった」が 1 つも押されていなかった。

楽天、Yahoo、Amazon の 3 つのサイトとも、レビ

ューで「参考になった」が押されているものの共通点

として、文字数が押されていないレビューよりも長い

ことが挙げられた。しかし、この傾向はあくまで傾向

であり、例外もある。

ここで、文字数が短くても「参考になった」評価さ

れている事例をみていく。以下のレビューは、

Amazon の②のレビューで、文字数は 88 文字で少

なめであるが、「参考になった」が 170 件も押されて

いるものである。
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1年ほど前の購入。縫い目がちょっと雑だったり、なんと

なく皮の質が悪いような気がしましたまま数回使用して、

しまっておいたのですが、先日正規店で確認したところ、

アウトでした・・・

このレビューは、文字数は少ないが、簡潔にまとめ

てあり、読めば商品の様子がわかる。さらに、商品が

偽物だったということがわかるので、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

である。

次に、文字数が長くても参考になっていないもの

の具体例を見ていく。

以下のレビューは、楽天の①のレビューで、文字

数は 842 文字でかなり長めであるが、「参考になっ

た」が 1 件しか押されていないものである。

図 6: 長すぎるが参考にならないレビュー

このレビューは、文字数は非常に多いが参考にな

っていない。長すぎて何を伝えたいのかが分からな

くなってしまっていると思われる。

以上のことから、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よう。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。

4.3 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 TinyTextMiner (以下 TTM)
3

によって抽出した。TTM は松村真宏氏・三浦麻子

氏の両名によって開発された「テキストマイニングの

ための「前処理ツール」という位置付けのソフトウェア」

(松村・三浦 2009: 6)で、カテゴリーを付けたテキスト

について、テキストを形態素解析し、カテゴリーごと

に出現頻度を整理・集計してくれるものである。

今回はレビューデータベースから「サイトの種類」

および「商品の種類」に着目し，これら 2 つのカテゴ

リーごとに

 「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。作成したデータのタグは

以下のようになる。

表 7: TTM で分析したデータのカテゴリー

データ iine1: サイトの種類+「参考になった」あり

(1)・なし(0)
タグ例：楽天 0, 楽天 1, Yahoo0, Yahoo1,
Amazon0, Amazon1

データ iine2: 商品の種類+「参考になった」あり(1)・
なし(0)

タグ例：①ヘアーアイロン 0, ヘアーアイロン 1
[…]⑤BB0, BB1 ⑥...

データ star1: サイトの種類+★の数(1-5)
タグ例：楽天 1, 楽天 2, 楽天 3, 楽天 4, 楽天

5...
データ star2: 商品の種類+★の数(1-5)

タグ例：⑤BB1, BB2, BB3, BB4, BB5...

解析元のデータはCSV で作成し，TTM にて (1)
形態素(単語)単位 (2) 係り受け単位のマイニング

データを作成した。(1) はフリーの形態素解析ソフト

ウェア MeCab 4
を，(2) はフリーの係り受け構造

3 http://mtmr.jp/ttm/
4 https://code.google.com/p/mecab/
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解析ソフトウェア CaboCha 5
を使用している。

TTM はいくつかの集計方法を提供しているが，

今回の分析では単語の出現頻度のタグ別集計

(ttm1) と単語×タグの出現頻度のクロス集計

(ttm3) をそれぞれ単語と係り受けの 2 種類でおこ

なった。

係り受けデータでは品詞が省略されているので、

助詞を適当に補って見る必要がある(例：気＋する←

気にする)。また、単語は全て基本形に戻した状態で

集計される(例：よい＋使う←よく使う)。
以下に解析データの概要として、サイトの種類、

商品の種類と「参考になった」のあり・なしで形態素と

係り受けの頻度を集計した結果を示す。表から明ら

かになるように、形態素、係り受けの数とも「参考にな

った」が押されたレビューのほうが数が多い。これは

さきの語数の分析と符合し、「参考になった」レビュ

ーのほうが文章が長いことを表している。

表 8: サイトの種類+「参考になった」の解析結果

形態素数 係り受け総数

楽天 0 2,168 1,587
楽天 1 4,216 3,066
Yahoo0 1,537 1,137
Yahoo1 2,386 1,817
Amazon0 1,505 1,095
Amazon1 5,225 3,792

表 9: 商品の種類+「参考になった」の解析結果

形態素 係り受け

①
ヘアーアイロン 0 753 551
ヘアーアイロン 1 2,201 1,716

②
UGG0 562 397
UGG1 3,589 2,549

③
ターボ 0 1,476 1,076
ターボ 1 1,933 1,397

④
ケラス 0 991 735
ケラス 1 1,803 1,333

⑤
BB0 850 632
BB1 1,429 1,052

⑥
ロクシタン 0 578 428
ロクシタン 1 866 628

5 https://code.google.com/p/cabocha/

以下，選択した 4 つのカテゴリーについてその特

徴を分析する。今回は名詞および名詞がかかわる

係り受けに注目した。

「参考になった」が押されているレビューとそうで

ないレビューについて，レビューに出現した語彙の

特徴(違い)を観察する。

 「購入」という単語でマイニングした結果

・3 つのサイトとも「参考になった」に押されている

ほうが多い。

・「安い+購入できる」では楽天は「参考になった」

を押していない傾向がある。

 「使用」という単語でマイニングした結果

・Amazon は参考になった人多い。４倍。

・yahoo は参考になった人多い。

・楽天は参考になったを押していない人が多い。

「音」はサイトによる違いが大きく出た形態素である。

● 「音」という単語でマイニングした結果

・Amazon は参考になった人多い。6 倍。

・yahoo は参考になったを押していない人が多

い。

・楽天は参考になったを押していない人が多い。

● 係り受けでみた結果、

「音＋静か」（名詞＋名詞）

・Amazon は参考になった人が多い。(0 と 9)
・yahoo は参考になったを押していない人が多い。

(6 と 1)
・楽天は参考になったを押していない人が多い。

(8 と 0)

● 「音＋する」(名詞＋動詞)
・Amazon は参考になった人多い。(2 と 4)
・yahoo は参考になった人が多い。(2 と 3)
・楽天は参考になったを押していない人が多い。

(5 と 3)

● 「髪」という単語でマイニングした結果

・Amazon では 0 と 1 で 7 倍もの「参考になった」

が押されている。

・3 つのサイト全部「参考になった」のが多い。

・Amazonを係り受けでみてみると「髪＋なる」だと
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参考になったが多い。

→消費者は髪がどうなったのかを知りたい。

・Yahoo を係り受けでみてみると、「髪＋痛む」が

参考になっている人が多い。

● 「香り」という単語でマイニングした結果

・３つとも参考になったを押している人の数が多

い。

・「香り+好き」楽天の場合、「参考になった」押して

いるひといない。

・「香り+ある」の場合

Yahoo→押している人いない。

Amazon→押している人が多い。

楽天→半々。

5. 考察

私が一番初めに立てた仮説の「商品の総合評価

が高いと、良いレビューといえる」は成り立たないと

いうことが分かった。本研究で使用した楽天、Yahoo、

Amazon の 3 つのサイトでは、全てのサイトにおい

て、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」が押される傾向が観察された。

単に、総合評価が高いものが良いレビューなのでは

なく、我々消費者が実際にネットショッピングにおい

て有益なレビューだと思うものには、実際の商品の

評価の低いレビューも含まれていることが分かった。

我々、消費者がインターネットショッピングにおい

て「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。消費者はショップ側

が提示する商品情報を見れば、簡単に商品の良い

ところを知ることができるが、消費者は総合評価の低

いレビューを見て、商品のデメリットをも知りたいので

ある。

では、実際に「参考になるレビュー」として評価さ

れているレビューはどんな内容を含んでいるのであ

ろうか。サイト全体の傾向として明らかになったのは、

使ってみての感想、実体験が記されているレビュー

が参考になるレビューとして高い評価を得る場合が

多いことだ。以下、例を挙げて説明する。

まず、良いレビューの特徴を述べていく。

以下は楽天の商品③のレビュー(総合評価★★、

参考になった数 99 件、総文字数 215 文字)である。

良い点

１，フィルター交換がいらない

悪い点

１，ファンがなく、音が少ないという話だったがとてもう

るさい

一定の音が鳴り続けているのではなく、「プシュ、プシュ、

プシュ、プシュー」とリズムがあるのでとても気になる。

２，外装が汚れる

白特有なのかも知れないが、使用後一ヶ月もすると外装が

非常に汚くなる。しかもまだら状。

コーティングされているわけでもなく、段があるので掃除

は難しいし、しても落ちない。

結論 オススメしません。

このレビューは非常に評価の高いレビューである。

その理由は実際に使ってみての感想が良い点 1 つ，

悪い点２つと整理されて示されているからである。こ

のレビューには、使ってみた人しか分からない音の

情報や、汚れやすいといった具体的な内容が含ま

れている。さらに、このレビューの作者は「おすすめ

しない」という結論を書いてくれているので、消費者

は商品のデメリットを知ることができる。箇条書きでみ

やすく書いてあるので、消費者の目にも留まりやす

いように感じられる。

もう 1 つ、総合評価が低いが評価の高いレビュー

の例をみてみたいと思う。楽天の②のレビュー例(総
合評価1、参考になった数138件、333文字)を以下

に示す。

ここのショップは信頼出来そうだったから購入したのに、

本当に本物なのかは疑問だらけ。今までUGGは日本の正規

店での購入と海外で購入したことがあり今回で３足目だ

ったけど、はじめて靴底のズレが半端ないほどすごかっ

た。初期不良品かと思い交換希望でショップに写真掲載で

問い合わせしたが「初期不良じゃない」の一点張り。まあ

ね、海外ブランドは多少のズレとか多いから少しならば別

に気にすることもないのだけど(現に持っている 2 足も完

全にぴったりではない)ここのは明らかに酷過ぎ。返品し

ようかと思ったけど、ある意味おもしろすぎるので勉強代

として手元に置くことに。偽物じゃないとは思いたいけ

ど、頭の中は？ばかりです。神経質な人は購入を控えたほ

うがよいと思いますよー

追記 画像添付してます
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というレビューがあった。このレビューは総合評価が

★１つと低いのにも関わらず、多数の「参考になった」

が押されている。どういう点が参考になっているので

あろうか。

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。

このような良いレビューの特徴は高い評価をつけ

たレビューについても当てはまる。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。

以下に例を示す。

長年の憧れの UGG ゥ～☆☆☆ こんなお値打ち価格で購入

出来るなんて（＞＜）V♪ 言う事無し！感無量！！！ 冬

が待ち遠しいわぁ～♪♪♪

このレビューはYahooの②(総合評価5、役立った

数 1)のものである。総合評価は高く、レビュー自体

にはマイナスになるようなことが一切かかれていない。

また、購入した人がずっと欲しかったものであるとい

うことは分かるが、それを聞いたからといって参考に

なると考える人はあまりいない。総合評価が 5 だから

といって、必ずしも参考になるとはいえないのである。

あくまでも総合評価はレビューを書いた人の評価で

あって、総合評価と参考になった数は必ずしも関係

がないことが分かった。

逆に、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。以下の例のように、ユーザーにとって

参考になりにくい個別の事例が述べられたレビュー

は「参考になった」とは評価されないことが多い。

楽天⑤(総合評価 1、参考になった数 1)のレビュ

ーによると、

楽しみにしていたのですが届いていません

なんででしょう

このような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。

次に、「参考になった」が押されないレビューの特

徴を述べていく

● 「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

いような印象を受けた。

例えば、「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。

以上を踏まえ、

 実際に自分が使った感想

 これから商品を買う人におススメかあまりおス

スメではないのかを簡潔に書かれているか。

 文字数が長すぎず、短すぎないもの。

が書かれていると消費者が「参考になった」と思える

のではないだろうか。

理想のレビュー例を以下に挙げる。

②（ジャンル：コスメ）の例(総合評価1、参考になった

数 138 件、333 文字)：
ここのショップは信頼出来そうだったから購入したのに、

本当に本物なのかは疑問だらけ。今までUGGは日本の正規

店での購入と海外で購入したことがあり今回で３足目だ

ったけど、はじめて靴底のズレが半端ないほどすごかっ

た。初期不良品かと思い交換希望でショップに写真掲載で

問い合わせしたが「初期不良じゃない」の一点張り。まあ

ね、海外ブランドは多少のズレとか多いから少しならば別

に気にすることもないのだけど(現に持っている 2 足も完

全にぴったりではない)ここのは明らかに酷過ぎ。返品し
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ようかと思ったけど、ある意味おもしろすぎるので勉強代

として手元に置くことに。偽物じゃないとは思いたいけ

ど、頭の中は？ばかりです。神経質な人は購入を控えたほ

うがよいと思いますよー

追記 画像添付してます

①（ジャンル：家電）の例(総合評価 1、参考になった

数 29 件、202 文字)：
49 歳にして初めてヘアーアイロンに挑戦。一回の使用で

髪がパサパサになってしまい艶感も無くなってしまいま

した。即効痛んだのにはショック。怖くて温度も160度で

しか使えません。この年でヘアーアイロンは無謀な挑戦だ

ったのかも…毛先にカールを付けようと数秒固定しただ

けでジリジリ聞こえるし、髪の毛には良くないかな。サロ

ンでの仕上がりのようにはいきません。髪質が若い子たち

と比べると良くないせいかもしれませんね。レビューを参

考に期待をして購入しましたが残念です。スタイル例をあ

げての使い方説明がないのも残念かな

②(ジャンル：ファッション)の例(総合評価 1、参考に

なった数 177 件、88 文字)：
1年ほど前の購入。縫い目がちょっと雑だったり、なんと

なく皮の質が悪いような気がしましたまま数回使用して、

しまっておいたのですが、先日正規店で確認したところ、

アウトでした・・・

6. まとめと今後の課題

6.1 まとめ

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」という仮説はなり

たたなかった。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」が押される傾向が

観察された。

我々、消費者がインターネットショッピングにおい

て「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。

一方、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。

6.2 今後の課題

本研究では参考になるレビューを中心にデータを

収集したため、参考にならないレビューを充分に調

査することができなかった。どのようなレビューが「参

考にならない」レビューなのかということについて、

研究を進めていく必要がある。

また、「参考になった」の評価のついていないレビ

ューの共通点にはどのようなものがあるのかも調査

していく必要がある。「参考になった」が押されてい

ないレビューを収集し、本研究のデータと比較する

ことで興味深い結果がしていきたいと考える。

さらに、今回は楽天、Yahoo、Amazon の 3 つの

サイトで 6 つの商品しか調査することができなかった

ので、今後はもっと多くの商品やサイト、例えば化粧

品販売専門のインターネットショップなどを用いて引

き続き研究していきたい。また、本研究では「コスメ」

「ファッション」「家電」の３つのジャンルに絞って調査

を行ったので、他のジャンル、例えば「書籍」などの

ジャンルの分析にも挑戦していきたいと考える。
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中・小規模大学と OPEN EDUCATION をどう活用できるか
―MOOC 参入の可能性とその効果を巡って―

西 恵理子

麗澤大学

外国語学部 外国語学科 英語コミュニケーション専攻 千葉ゼミ

Nishi, Eriko
a10084e@reitaku.jp

概要：今日、e-learning は自律的学習としてのツールの枠を超え、アプリによる携帯端末を使った手軽なオン

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やポートフォリオといった教育組織全体

の ICT 化など、大きなひろがりをみせている。高等教育の解放 (open education) の取り組みとして今日最も

注目されているのが MOOC (Massive Open Online Courses)である。MOOC は高等教育機関や非営利団

体が提供し、大学の講義のような講座が誰でも無料で受講できる大規模公開オンライン講座である。現在、ア

メリカを中心に世界規模で展開されている MOOC であるが、日本でも普及の兆しをみせている。日本国内で

も「日本の高等教育を国際的に孤立化させない」との観点から JMOOC が設立されたほか、草の根 MOOC と

もいえる小規模なコース提供サービスもはじまっている。本研究では、現在運営されている MOOC の様々な

サービスの特徴と、麗澤大学のような日本の中・小規模大学の参入という観点から比較する。
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1. はじめに

今日、e-learning は自律的学習としてのツールの

枠を超え、アプリによる携帯端末を使った手軽なオ

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やポートフォリオといった教育

組織全体の ICT 化など、大きな広がりを見せてい

る。

e-learning は 1990 年代から広まり始めた。当時は

サーバに乗せられた システムやデータベースを使

ってコンテンツやページを表示し、それをクライアン

トのパソコンのブラウザで学習するというものであっ

た。

近年、e-learning の進化形ともいえる OPEN

EDUCATION へ教育形態がシフトチェンジしつつあ

る。OPEN EDUCATION とは、ウェブ上で教材や講

義が無償で提供されることで、インターネットにアク

セスさえできれば、いつでも誰でも新たな学びを得

ることができる取り組み（石倉洋子・慶應義塾大学大

学院教授）
1

である。

また、グローバル化、ICT 革命が進展する中、日

本の高等教育、大学の地位低下が起きている。高等

教育の普及状況を大学進学率から見ると、日本の

51％は OECD 加盟国平均の 62％を下回り、決して

高いとは言えない。また、多数の外国人学生が日本

の大学で学んでいるものの、海外で学ぶ日本人は

多くない。2005年に62,853人に達して以来下降し続

け、2011年においては、38,535人の日本人学生が、

海外の高等教育機関に外国人学生として在籍して

いる（OECD「図表でみる教育 2013」）。つまり、日本

の高等教育機関に在籍する学生のわずか 1.0%しか

海外で学ぶことを選択していないのだ。これは、オ

ーストラリア、チリ、メキシコ、米国と並んで最も低い

レベルである（OECD 調査より）。そのような中で、

1
オープンエデュケーションがもたらす人材革命

http://www.academyhills.com/school/detail/tqe2it00000gwtn4.ht
ml
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OPEN EDUCATIONを大学が広く社会に提供するこ

との価値が叫ばれているのである。

本研究では、OPEN EDUCATION のひとつの潮

流である MOOC に着目し、本学のような中・小規模

大学の MOOC への参入、そして MOOC の利活用

について明らかにする。

2. MOOC とはなにか

2.1 MOOC の特徴

MOOC とは、Massive Open Online Courses の略

で、高等教育機関や非営利団体、教育ベンチャー

企業などが提携している、大規模オンライン講座で

ある。インターネット通信環境が整っていれば大学

の講義のような講座が誰でも無料で受講できる。

MOOC の特徴として以下のことが挙げられる（船守

2013a より）：

 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回あ

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）

似たような動きはこれまでもあった。それは 2002

年にマサチューセッツ工科大学が開始したオープン

コースウェア（以下 OCW）である。OCW では基本的

に教室における講義が録画され、そのまま配信され

る。1 時間以上の講義を自宅のパソコンで観るには

相当の忍耐力を必要とした（船守2013a）。MOOC の

サービスはどれも 10 分程度の視聴ごとに教材が区

切られている。テーマごとに区切り、タイトルを付すこ

とで、受講負担を軽減したのである（前掲書）。また、

学習者のサポート材料が様々用意されていることも

MOOC の学習しやすさを増しているといえる。

2.2 アメリカの状況

高橋（2013）によれば「2012 年は、e 教育元年とも

いわれ、高等教育の歴史における画期であった可

能性もある年である」。具体的には、まず、スタンフォ

ード大学の Sebastian Thrun, David Steavens, Mike

Sokolsky らが「99％の人たちへの教育サービス」（高

橋 2013）を目指し 2011 年秋ごろ無料オンライン教

育サービス、Udacityを立ち上げた。このことをきっか

けに、2012 年にかけ、同様の教育サービスである

Coursera や edX などといった新しい教育ベンチャー

が立ち上がり、オープン教育の動きが一気に加速し

たのである。

近年、アメリカには、大学の入学基準を満たし、入

学希望でもあるのに、大学に入学できない学生がた

くさんいる（船守 2013a）。これは、授業料高騰や、大

学の収容率の問題が大きな原因である。このような

状況下で登場したのが MOOC である。MOOC であ

れば、即効性をもって、安価で大勢に高等教育を提

供することができるからである（船守 2013b）。入学し

たくても学生定員の制約の問題で入学できない学生

を大学に通わずに、しかもその多くは無料で大学の

授業を受講できるからである。

また、MOOC は高等教育という観点のみならず、

社会的にも注目を集めている。現在一つの興味深

いビジネスモデルとして実行されているのが人材紹

介システムである。これは MOOC を運営する企業が

人材紹介の役割を果たし、企業に優秀な人材を紹

介して、その紹介料を受け取ることによって収益を上

げるというビジネスモデルである
2
（柳浦 2013）。 この

ことには、MOOC コースの実際の修了率がわずか

10％程度と低いことが関係していると思われる。つま

り、修了した学生は優秀であると予想され、その学生

を企業に紹介し、その紹介料で収入を得るのである。

また、企業でも社員に MOOC の単位を取れば昇給

などのメリットと関連付けるなどの動きも起こってお

り 、これが MOOC の学生数の増加 の一つの理由

になっている。

2.3 日本の状況

現在日本では、アメリカで展開されている MOOC

に参入した大学が２つある。東京大学と京都大学で

2
柳浦 猛 「MOOCs（ムークス）とアメリカの大学 Part 1 ビッグデ

ータ」（アメリカ大学事情 Vol.1） 2013 年 4 月 8 日 URL:
http://www.postsecondaryanalytics.com/us_highed_blog001/
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ある。
3
東京大学は Coursera に、京都大学は edX に

参入し、日本のトップ大学としての看板を背負い講

義を世界に配信している。

新たな試みとして、日本国内でも「日本の高等教

育を国際的に孤立させない」との観点から日本オー

プンオンライン教育推進協議会（略称：JMOOC）が

2013年10月11日に設立された。現在、日本の主要

大学13 校が参加を表明している。JMOOC は「目標

は日本の大学すべてが参加すること」（福原美三事

務局長）と述べ、今後の提携大学の拡大を見込んで

いる。JMOOCは大学関係者のほか、NTTドコモ、ネ

ットラーニング、住友商事、富士通などの日本の企

業もプラットフォーム構築に参加している。JMOOC

の目的は、以下のようにまとめられる。
4

 MOOC が社会的に認知されるような活動を行

っていくこと

 誰にでもオープンに教育を提供すること

 日本のみならず日本に興味を持つアジア諸国

の人たちへのサービス提供をも見込んでいくこ

と

 反転授業を推進していくこと

 ICT を活用し今後の学習支援技術を研究して

いくこと

 JMOOC で得た知識を社会への貢献に活かし

ていくこと

日本において、MOOC への関心は少しずつ高ま

りつつあるが、一方で国際的な MOOC の利用には

語学力という点で壁があるようである。日本オープン

オンライン教育推進協議会によると、利用したいと思

わない理由の第 1 位が、語学力がないからとなって

いる（図 1）。また同調査において「(MOOC を) 利用

したことがありますか。または、今後利用したいと思

いますか」という問いに対し「利用したことはなく、今

後も利用したいと思わない」という回答が 53.4％を占

めている（図 2）が、この回答も MOOC のコースの殆

どが英語によるものであることが影響していると思わ

れる。日本人講師による日本語での講義があれば

受講したいかを問う質問で「受講したいとは思わな

い」と回答したのがこれより少ない 31.2％に留まって

3
各大学の MOOC サイトは論文末の MOOC サービスリストを参照。

4
詳しくは「JMOOC の狙い」を参照。URL：

http://www.jmooc.jp/about/

いることもその表れといえる（図 3）。

図 1: MOOCを利用したいと思わない理由
5

図 2: MOOC を利用したことがあるか。今後利用し

たいと思うか (出典は図1と同じ)

5
日本オープンオンライン教育推進協議会がおこなったインターネッ

トリサーチによる調査結果。詳細は福原美三 (2013）「JMOOC 組織

紹介」を参照。URL: http://www.jmooc.jp/about/

0.9%
0.5%

45.2%
53.4%

過去1年以内に利用したことがある

過去1年以上前に利用したことがある

利用したことはないが、今後利用したいと思う

利用したことはなく、今後も利用したいと思わない
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図 3: 日本人講師による日本語での講義があれば

受講したいと思うか (出典は図1と同じ)

なお、日本の大学における MOOC 活用の状況に

ついては後述する。

3. MOOC の様々なサービス

MOOC には様々なサービスが存在する。この節

では、大きく3つに分けてMOOCのサービスを分類

し、主要な MOOC の特徴を述べる。また、第 4 の

MOOC として今後展開が期待されるサービスにつ

いても言及する。

表 1: MOOCの分類

プロバイダーとしての MOOC

（3.1 節）

Udacity

Coursera

コンソーシアム形式の MOOC

（3.2 節）

edX

Future Learn

小規模な MOOC

（3.3 節）

Khan Academy

e-education

この分類のうち最初の2つは重田（2013）に従った

ものである。

本節で紹介する MOOC を含め、本論文で言及す

る MOOC サービスの URL 一覧は論文末にまとめて

いる。

3.1 コース提供サービスプロバイダーとしての

MOOC

Udacity は 2012 年 2 月にスタンフォード大学の教

員 3 名（Sebastian Thrun, David Steavens, Mike

Sokolsky）によって設立された。授業はコンピュータ

ー系が多く 22 コースが開講されている（2013 年2 月

時点）。受講者は 40 万人（2012 年 9 月時点）。開講

日は決まってないので授業を受けたいときに受講す

ることが可能。授業を開講しているのは、大学単位

ではなく、スタンフォード大学、ヴァージニア大学な

どの教員個人である。

Coursera は 2012 年 4 月にスタンフォード大学の

教員 2 名（Andrew Ng, Daphne Koller）によって設立

された。授業のジャンルは幅広く、223 コースが開講

されている（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。授業

の開講にはスタンフォード大学、コロンビア大学など

62 大学が参加している。

3.2 オープンソースに基づくコンソーシアム形式の

MOOC

edX は 2012 年 4 月に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された。授業のジ

ャンルは幅広く、24 コース が開講されている（2013

年2月時点）。受講者は70万人（2013年2月時点）。

開講日が決まっている。授業の開講にはマサチュー

セッツ工科大学、ハーバード大学など 12 大学が参

加している。

FutureLearn は 2013 年 9 月にイギリスの Open

Universityによって設立された。授業のジャンルは幅

広く 36 のコースが開講されている（2013 年 12 月時

点）。140 ヶ国の学生が受講登録済み。授業の開講

にはバース大学、レスター大学など 21 のイギリスの

大学、ブリティッシュ・カウンシル、大英図書館、大英

博物館が参加している。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

運用される。

同様のコンソーシアム形式で運営される予定のサ

ービスが日本の JMOOC である。現在、13 の大学が

参加を表明しており、2014 年4 月から 13 コースが開

講される予定となっている。JMOOC では MOOC の

機能を会員（年会費を要する）とボランティアの協力

のもと提供する。

3.3 第 3 の MOOC：小規模な MOOC

第 3 の MOOC と銘打って紹介するのが、Khan

Academy と、草の根から教育を変えていこうというプ

ロジェクトの e-Education である。多数のサービスが

公開・運用されているが、ここでは2つの事例を紹介

する。

Khan Academy はネットを通して高水準の教育を

15.0%

53.8%

31.2%

受講したい

講義内容による

受講したいと思

わない
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誰にでも無償でどこでも受けられるようにするという

サルマンの理念を基に Google やビルゲイツ財団の

財政支援を受け、オンライン教育サイトとして世界中

からアクセスされている。現在4,500本以上の教育ビ

デオが登録されており、初等教育から大学レベルの

講義まで、内容は多岐にわたっている。

e-Education は、DVD を用いた映像授業を通し、

途上国の教育問題を若者の力で解決するプロジェ

クトである。このプロジェクトは 2010 年に税所篤快

氏（早稲田大学 4 年）の発案によってスタートした。

『距離やお金といった壁を壊し、全ての若者が可能

性に挑戦できる世界を作る。これが e-Education

Project の目標です。途上国と呼ばれる国には、生ま

れた環境で未来をあきらめる若者が沢山います。そ

んな子どもたちの未来を切り開きたい。e-Education

プロジェクトは ICT の力を駆使して、途上国の都心

部と農村部における教育格差を壊し、若者に希望の

光をともすことを証明していきます』（「e-Education と

は？」より抜粋）。この取組みは、主にバングラデシ

ュ国内で行われており、国内最高峰の先生の授業を

DVD に撮り、それを貧しい学生たちに提供し、学習

の機会を作るものである。

3.4 オープンな MOOC：mooc.org

2013 年 9 月 10 日、edX と Google 社が提携して

mooc.org を開設した。オープンソースの edX のプラ

ットフォームを利用し、大学や企業、政府、教員らが

それぞれ MOOC の講座を開設、管理できる新たな

ウェブサイトである。この MOOC は誰でも講義を作

って公開できることに特徴がある。JMOOC と同様、

まだ機能していないこれから始まるサービスである。

4. ディスカッション

ここでは、中・小規模大学の MOOC 参入の可能

性と MOOC の利用価値について論じる。

4.1 MOOC 参入の可能な選択肢

日本の中・小規模大学が MOOC に参入しようとす

る場合、どのサービスに介入していくべきかを考える

と、3 つの選択肢があると考えられる。1 つ目は

JMOOC に参加すること、2 つ目は mooc.org を利用

し講義を公開すること、3 つ目は企業と提携すること

である。

まず、JMOOC に参加することによって得られる最

大のメリットは、大学の宣伝になることだと考えられる。

JMOOC の組織の一員になることによって、他の日

本の主要大学と呼ばれる大学と肩を並べて授業の

公開に踏み出すことができる。

ただし、JMOOC の組織に入るためには、費用を

要する。JMOOC の中で講義を配信するには、正会

員（本会の目的に賛同し、その達成に協力し、援助

する団体、企業及び学校法人等、並びに個人）にな

る必要がある。正会員は 1 口 10 万円で 5 口以上

（JMOOC、入会のご案内より）の年会費を納めなけ

ればならない。しかも、この費用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。
6

次に、オープンなMOOCとして紹介したmooc.org

の方はどうか。mooc.orgに講義を公開することによっ

て得られる最大のメリットは、世界中からのアクセス

が見込めることだと考えられる。また、オープンソー

スなので、無料でコースを作ることが可能であること

も魅力である。ただし、オープンな MOOC なので、

提供されるコースの量は膨大であると予想されるた

め、中・小規模大学の講座が学習者の目に留まるか

微妙なところではある。さらに、人気のある講座は一

度に何万人もの「無料で受講する」ユーザーをかか

えることにもなるという危惧もあり、学習支援機能の

低下や、教授自身の負担が増えることも予想され

る。

最後に、企業と提携するという選択肢はどうか。仮

に apple 社と提携して iTunes U 参入ということも考え

られなくもないが、中・小規模の大学の規模でどの

程度の費用で運営ができるかは、未知数である。し

たがって、今回の議論からは除外せざるを得ない。

本章では、MOOCへの参入に関して、JMOOCへ

の参加とmooc.orgでの講義の公開、この2つの方向

性で検討してきた。東京大学、京都大学は特殊な例

であって、中・小規模大学が MOOC で講義を公開

することには、まだ不確定要素が多く、これから始ま

るサービスを実際に見て判断していく必要がある。

4.2 MOOC の利用価値

4.1 から、中・小規模大学の MOOC 参入はこれか

らだということが分かった。では、中・小規模大学が

MOOC をどう活用していくことが好ましいかを考えて

みたい。すると、もう一つの方向性があることに気付

6 http://www.jmooc.jp/news/report/p205/
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く。それは大学が MOOC のユーザーになることであ

る。他大学が配信している講座を教材として授業の

中に取り入れるのである。

MOOC の活用に関しては、実際に JMOOC が反

転授業としての活用を推進している。「反転授業

（Flipped Classroom）」は、授業を文字通りひっくり返

すものである。一言で表せば、「授業は家で受け、

宿題でやってきたような応用問題は教室でやる」と

いうのが反転授業の考え方だ（山内 2013）。この反

転授業の取り組みは今後の大学の授業改革で大き

なテーマになることが予想される。我が国の首相で

ある安倍内閣総理大臣が日本の高等教育、大学の

地位向上のため、教育改革を提唱した「これからの

大学教育の在り方について」（第三次提言）（平成 25

年 5 月 28 日）には以下のことが書かれている（首相

官邸 HP より一部抜粋
7
）。

1. 徹底した国際化を断行し、世界に伍して競う大

学の教育環境をつくる。

 海外トップクラスの大学の教育プログラム

や教員等の誘致や、日本の大学の海外展

開の拡大のため、制度面・財政面の環境を

整備する。

 外国人教員を積極採用し、海外大学との

連携、英語のみで卒業可能な学位課程の

拡充を行い、国際化を断行するスーパー

グローバル大学（仮称）を重点的に支援す

る。

 今後 10 年で世界大学ランキングトップ 100

に 10 校以上ランクインさせる。

 地域社会のグローバル化を担う大学の取

組を支援する。

安倍内閣総理大臣が述べる、海外トップクラスの

教育プログラムとはまさにMOOCのことである。海外

の MOOC を日本の大学の中で活用することを推進

しているのである。

このような反転学習の実現可能性はその知識の

習得のための事前学習をどの程度学生がこなせる

かにかかっている。中・小規模大学だからこそできる、

少人数制のクラスでは、サポートも充実するだろう。

7 http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kyouikusaisei2013.html

本大学では、大学の特徴として、少人数教育、国

際性を挙げている。実際に、本大学の授業で海外の

一流大学の講義を教材として取り入れ、専門知識を

英語で学ぶというスタイルの学習は学生にとって、と

てもいい刺激になるのではないかと考える。

5. まとめ

本研究では、海外の MOOC の活用の実態と日本

の MOOC への取り組みを比較した。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を述

べた。

中・小規模大学が MOOC 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。むしろ、大学が

MOOC のユーザーとなり、MOOC を教材として授業

に取り入れていく活用の仕方が、中・小規模大学の

一番理にかなった利活用の仕方であると考える。
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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～

田岡 沙織

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

Taoka Saori
a10166s@reitaku.jp

概要：本研究では、現代の大学生の非言語コミュニケーションの実態について調査する。非言語コミュニケー

ションとは言葉以外の手段を用いたコミュニケーション方法のことである。私たちは普段のやりとりの中で意識

せずとも多くの非言語的要素の影響を受けていると考えられる。大学生活の中で私たちはさまざまな人とコミュ

ニケーションをとるが、自分のしぐさを意識する機会は少ない。しかし、自分たちが意図せず行っているしぐさ

が相手に不快感を与えていることがあるように思われる。本発表では、無意識におこなうしぐさに感じる不快感

を中心に、大学生が普段の生活の中でどのくらい非言語コミュニケーションを意識しているのかをアンケート調

査を通して考察する。私たちは相手のどのようなしぐさに不快感を抱くのか。その不快感の大小は対象となる

相手との関係性によって異なるのだろうか。大学生のコミュニケーションにおける非言語的要素に対する実態と

意識を調査し、相対的に考察する。結果としては、大学生のコミュニケーションにおける非言語的要素に感じる

不快感は、その対象者によって生じるものではなく、その行為自体に感じているものであるということだ。また、

不快感の大小には、被験者と他者との関係性が影響する。

キーワード：大学生, 非言語コミュニケーション, 不快感, SPSS, クラスター分析

1. 非言語コミュニケーションの重要性

非言語コミュニケーションとは言葉以外の手

段を用いたコミュニケーション方法のことであ

る。コミュニケーションというと言語を用い、相手にメ

ッセージを伝えようとする言語コミュニケーションを思

い浮かべる人が多いかもしれないが、日常生活にお

けるコミュニケーションの場では､言語コミュニケーシ

ョンのみに頼っているのではない｡むしろ、相手の言

語以外の要素である視線・表情・しぐさ・ジェスチャ

ーなど非言語的要素が重要であるといえる。

アメリカの社会心理学者、アルバート・メラビアン

によると非言語コミュニケーションはコミュニケーショ

ンの 93％を占めるという。この 1968年に発表された

メラビアンの法則では、メッセージ全体の印象を

100%とした場合に言語内容の占める割合は 7%､音

声と音質の占める割合は38%､表情としぐさの占める

割合は 55%という結果を示した [1]｡

2. 研究の背景

私たちは普段のやりとりの中で意識せずとも多く

の非言語的要素の影響を受けている。実際、大学生

活の中で私たちはさまざまな人とコミュニケーション

をとる。しかし、その多くのコミュニケーションの場で

は、相手のしぐさに注目する機会はあっても、自分

のしぐさを意識する機会は少ない。

本研究では、無意識におこなうしぐさに感じる不

快感を中心に、私たち大学生が普段の生活の中で

どのくらい自分と他人のしぐさを非言語コミュニケー

ションの表出媒体として意識しているのかをアンケ

ート調査を通して考察する。私たちは相手のどのよう

なしぐさに不快感を抱くのだろうか。その不快感の大

小は対象となる相手との関係性によって異なるのだ
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ろうか。もしくは、性別や個人のパーソナリティーや

家族構成などの要因によって異なるのだろうか。

3. 研究方法

本研究では、大学生にアンケート調査を実施し、

その結果を分析・考察していく。

本アンケートでは、大学生を対象にし、コミュニケ

ーションにおける非言語的要素について調査した。

前提条件とし、その相手と二人でコミュニケーション

をとっている際に、行われるものとした。しぐさの調査

項目としては 12 種類の行動を設定した。

3.1 アンケート内容

しぐさの調査項目は以下の 12 種類の行動を設定

した。

① 対象者と二人でいる時、相手が髪を触って

いるのは不快に感じる。

② 対象者と二人でいる時、相手が目線を合わ

せてくることが不快に感じる。

③ 対象者と二人でいる時、相手がどこか遠く

を見ていることが不快に感じる。

④ 対象者と二人でいる時、相手が爪をいじっ

ているのが不快に感じる。

⑤ 対象者と二人でいる時、相手が頬杖をつい

ていることが不快に感じる。

⑥ 対象者と二人でいる時、相手が腕組みをし

ていることが不快に感じる。

⑦ 対象者と二人でいる時、相手が足を組んで

いることが不快に感じる。

⑧ 対象者と二人でいる時、相手が貧乏ゆすり

していることが不快に感じる。

⑨ 対象者と二人でいる時、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。

⑩ 対象者と二人でいる時、相手が電話に応対

していることが不快に感じる。

⑪ 対象者と二人でいる時、相手がメールに返

信していることが不快に感じる。

⑫ 対象者と二人でいる時、相手がゲームやア

プリをしていることが不快に感じる。

各項目は 3 問ずつ、

①～③：顔・顔周辺

④～⑥：上半身

⑦～⑨：下半身

⑩～⑫：携帯電話・スマートフォン

の 4種類に大別することができる。

さらに、コミュニケーションの対象者として、

 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

の 6項目に分けて設問を作成した。

最後に、これらの設問①～⑫の 12 項目の行動を

自身はどのくらい行っているかの設問を設けた。

回答方法は 1 から 5 の 5 段階選択にした。3「まあ

まああてはまる」を中間として、

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

の内容で回答してもらうことにした。

また、自身のパーソナリティーを問う質問として以

下の 17 項目を設けた。

1、社交的な方だ

2、異性の友人が多い

3、人見知りだ

4、おしゃべりが好きだ

5、気が弱い方だ

6、流されやすい方だ

7、知らない人とも平気で話ができる

8、神経質な方だ

9、家族と仲が良い
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10、大勢でいるより一人でいる方が好きだ

11、引っ込み思案な方だ

12、一人でいる時間はほとんどない

13、自分の意思をつき通す方だ

14、他人の目をあまり気にしない

15、異性とコミュニケーションをとるのは苦手だ

16、休日は家でゆっくり過ごしたい方だ

17、人目に立つようなことは好まない

アンケートでは、これらの中で自分の性格にあては

まると考える項目を複数回答で選んでもらった。

4. 分析

先にも述べた通り、本研究ではアンケート調査を

実施し、その結果をもとに分析を行っていく。本節で

は、アンケート分析の方法とその実施結果について

述べる。

4.1 SPSS

調査内容の分析には IMB 社の統計パッケージＳ

ＰＳＳを使用した。ＳＰＳＳとは、高度な分析やデータ

加工を実行することが可能な統計解析ソフトである。

また、分析メニュー30 種類以上・グラフ出力 20 種類

以上あり、豊富な分析メニューとグラフ機能により、

高度な分析と分かりやすい結果を得ることが可能。さ

らに、作成した分析結果やグラフ・表は、Excel や

PowerPoint をはじめ、PDF などにも簡単に出力が

可能である。

4.2 アンケート実施結果

本アンケートは大学生を対象に 109 名（男性：45
名、女性：64 名）に実施した。うち、回答内容に欠損

のある 7 名（男性：1 名、女性：6 名）を除外した 102
名（男性：44 名、女性：58 名）を研究の対象とした。

4.3 全体的な傾向

アンケート調査での 12 の設問に対する不快感に

ついて全体での平均値と対象者別の平均値を算出

した。全体 102 名（男性：44 名、女性：58 名）の傾向

を捉えるため、12 項目ごとの不快感を対象者別にグ

ラフにまとめた（図１、表１参照）。

また、対人コミュニケーションの際に、自身が無意

識的に行っている行為と他者の行為に対する不快

感の関係性捉えるために、全体の平均同士で比較

した（図 2 参照）。

図 1. 不快に感じるしぐさについての対象者別平均

値

表 1. アンケート全体の平均値

図 2. 自身が無意識的に行っている行為と他者の行

為に対する不快感の平均値

全体の傾向としては 12 項目のうち、相手が貧乏

ゆすりをしていることに不快感を抱いている人が多

いことがわかる。

次に、対象者別にみると、恋人（彼氏／彼女）に不

快感を抱きやすく、逆に家族への不快感は低い傾

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
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向が観察できる（図 1、表 1 参照）。このことから不快

度の高さは以下のような階層関係で表すことができ

る。

同性 ＜ 異性

親しい ＜ 疎い

さらに、自身が無意識にしている行為と他者にさ

れて不快に感じる行為を分析すると(図 2 参照)、両

者は全体として反比例の関係にある。つまり、他者と

二人でいるときにされて自身が不快と感じる行為は

自分自身も行わないといえる。

4.4 パーソナリティー

本アンケートの自身のパーソナリティーを問

う 17 項目にクラスター分析をおこなった。クラ

スター分析とは、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

法である。距離クラスタ結によるデンドログラムを図

3 に示す。

図 3. 自己認識によるパーソナリティーのグループ

分け

この結果、被験者を自己認識により以下の 4 つの

パーソナリティーグループに分類することができた。

① 内向的

（もの静かで気が弱く、流されやすい）

② 孤独を好む

（一人の時間を大切にする）

③ 家族重視

（親密さを求める、一部の人と深く関わる）

④ 社交的

（誰とでも気兼ねなく打ち解けられる、友好

的）

この 4 つのパーソナリティーごとにしぐさの不快感

について分散分析を行ったが、パーソナリティー別

の、他者に感じる不快感には有意な違いはみられな

かった。

4.5 性別

性別による比較を行うため、相関分析を行った

ところ、男女の差は有意であった（t（100）＝－2.9，

ｐ＜.01）。しかし、その行為の対象者が同性の知

人の時のみに有意性がみられた。したがって、男

性が同性の知人に抱く不快感よりも女性が同性

の知人に抱く不快感の方が高いことが言える（表

2 参照）。

表 2. 男女による同性の知人全体に感じる不快感

4.6 家族構成

異性の兄弟の有無による比較をするため、相関

分析を行った。その結果、有意な相関が得られた

ので、確かめるために、1％水準で両側のｔ検定を

行った。この結果、異性の兄弟姉妹の有無での差は

対象者が家族である時のみ、有意であった（t（100）

＝－2.0，ｐ＜.01）。したがって、異性の兄弟姉妹が

いるという被験者よりも、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という

ことが言える（表 3 参照）。

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
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表 3. 異性の兄弟姉妹の有無による家族全体に感じ

る不快感

5. 考察

本節では、アンケート分析をもとに、特に注目す

べき点について考察していく。

5.1 全体に共通する不快感

全体の傾向としてすべての被験者に共通し、不快

に感じる行為を行う対象者（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）によって不快感の差はみられなか

った。つまり対象者に関係なく、どんな関係性の相

手であっても不快と感じる行為は共通しているのだ。

その中でも特に不快感が高かったものは「貧乏ゆす

り」である。この項目に対しては、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・家族のどの対象者にされても比較

的不快感が高いということが言える。

このことから、大学生のコミュニケーションにおけ

る非言語的要素に感じる不快感はその非言語的要

素自体にあり、その行為を行っている対象者の違い

で不快感を抱く行為の内容が異なることや、対象者

におしなべて不快感を持っているわけではないと考

えられる。

5.2 パーソナリティーによるしぐさの意識

クラスター分析により抽出した 4 パターンのパーソ

ナリティーを比較した結果、特に差はみられなかっ

た(cf.3.4)。自己認識で、他人との関わりを苦手と感

じていても、それに伴い相手に不快感を抱くことは

ないと考えられる。逆に、社交的ですぐに他者と打

ち解けられるような人でも、相手の行為により、不快

感を抱くことはあると言える。

このことから、自己認識のパーソナリティーが異な

っても、相手のしぐさによる不快感は、ある程度共通

していると考えてよいと思われる。

5.3 性別によるしぐさの意識

男女差を調べるため、ｔ検定を行ったところ、男女

の差は有意であった。男女別でみると、対象者が同

性の知人であるときのみ、有意がみられた（cf.3.5、

表 2）。この結果より、男性と比較すると女性の方が

同性に不快感を抱きやすいことがわかった。

このことにより、女性は女性同士に対する意識が

高いように考えられる。集団行動や、グループ行動

が目立つのも女性のように思える。女性同士では、

女性内だけの特融の仲間意識があるように考えられ

る。そのような背景により、女性は同性の無意識な行

為に不快感を抱きやすくなっているのではないだろ

うか。

5.4 家族構成によるしぐさの意識

異性の兄弟姉妹の有無で他者に抱く不快感に差

が出るかを分析したところ、異性の兄弟姉妹がいると

いう被験者の方が家族に感じる不快感の値が低いと

いう結果がでた（cf.3.6、表 3）。つまり、異性の兄弟

がいない、被験者に比べると異性の兄弟がいるとい

う被験者の方が家族への不快感が低いということ

だ。

このことより、日常生活で兄弟姉妹との関わりによ

り、他者に対する不快感の抱き方も変わるということ

が言える。異性の兄弟姉妹がいるとう被験者は異性

の兄弟がいないという被験者に比べ、家庭内での対

人コミュニケーションの機会が多くなると考えられる。

その際に、他者に感じるしぐさの認識に差が生じた

と思われる。

6. まとめ

本研究では、現代の大学生の非言語コミュニケー

ションに対する意識について研究を進めてきた。特

に無意識的に行っている行為によって与える不快感

に焦点を当てた。

大学生が不快に感じる行為には、ある共通の傾向

がみられることがわかった。さらに、不快感の大小は、

対象者によって異なる。また、自分が不快と感じると

いう行為は、無意識のうちに自らも行わない傾向に

ある。一方で、本人の性別や家族構成の違いによっ

てしぐさに感じる不快感の意識も異なることが明らか

になった。行為に感じる不快感の大きさは、これらさ

まざまな要因が組み合わされて、決定されるのであ

る。

本研究での対象者別の不快感の高さを階層関係

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
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で表すと以下のようになる（図 4 参照）。

家族 < 同性親しい友人 < 同性知人

< 異性親しい友人 < 異性知人 < 恋人

図 4. 対象者別の不快度の高さ

7. 今後の課題と方向性

本研究では、二人でコミュニケーションをとってい

る際の他者のしぐさの調査項目として12種類の行動

を設定した。そして、その 12 項目を対象者別と自分

自身がどのくらい行っているかの設問も設けた。ここ

での設問は、対人コミュニケーションの際に自分が

行っている行為としていたが、それとは別に日常生

活でそれらの行為をどのくらい行っているのかを問う

設問が必要であったと考えられる。

今回のアンケート調査では、パーソナリティー別

の差は特にみられなかった。しかし、「一日に何通く

らいメールのやり取りを行っているか」など、日常生

活の中で本アンケートの 12 項目の行動に関連する

行為をどの程度行っているかは今回調査を行わな

かった。生活習慣の違いによる意識の違いを分析す

ることで、パーソナリティーと意識との相関よりもがは

っきりとした相関関係が明らかになるように思われ

る。

また、本研究では、被験者を大学生に限定したが、

異なった年代にアンケート調査を実施することによ

って世代別の比較が可能となり、大学生に特有の非

言語コミュニケーションに対する意識がより明確にな

ると思われる。

さらに、今回は研究の対象としていなかったが、

対人コミュニケーションの際における魅力的な非言

語的要素についても意識調査をしていくことが望ま

しい。他者に感じる不快感と魅力的要素について比

較し、その関係性を追求することで、不快な行為と魅

力的な行為に共通する原理原則や、男女間で快・

不快の価値の逆転する行為を発見できると面白い。

以上のことを踏まえ、対人コミュニケーションにお

ける非言語的要素の意識について、さらに詳細に考

察していきたい。
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概要：本研究は、WEB と CGI を用いて、「落とし物表示管理システム」を開発、運用することを目的としたもので

ある。現在、学生支援グループに届けられる落とし物は、手書き名簿に記入し、落し主が取りに来た場合、本人

確認の後、に返却するという方法で処理される。この方法を、落とし物をした方、管理する学生支援グループの

方の両方にとって、より手間の掛からない簡単な方法にすることを目標に、開発を行った。落とし物表示管理シ

ステムは、WEB インターフェースで落とし物情報を入力すると、WEB サーバ上のファイルに落とし物の情報を

記録し、かえで1階ラウンジ等に設置されている「麗澤電力・みえパネ」に追加表示する。また、WEBインターフ

ェースにて今までの入力情報の一覧を詳細表示し、同ページにて落とし物の受取、棚卸し情報の変更を行うこ

とができる。

キーワード：落し物 , 表示管理 , Perl , CGI, , WEB

1. はじめに

麗澤大学では様々な管理や掲示を、手書きや、

プリントアウトした紙を張り出す等の方法で行ってお

り、落とし物の管理もその一つである。この方法は、

目に見える管理が行える等の利点がある一方、情報

量が増えると、必要な収納スペースの確保や、検索

スピードの低下等の問題が生ずる。

私は、ゼミナールで学習したperl1 ,CGI2
の知識

を生かして、この落し物管理方法を、より良い方法に

出来ないかと考え、管理を行う学生支援グループの

職員の方に開発を申し出た事が、本研究を行うきっ

かけとなった。

本稿では「落とし物表示管理システム」の概要、シ

ステムの流れについて説明する。

1
プログラミング言語の一種。他言語よりも文字列処理に優れて

おり、CGI を記述する際に用いることが多い。

2 Common Gateway Interface の略。Web サーバ上でプログ

ラムを動かし、表示する Web ページの内容を動的に変化させる仕

組みのこと

2. 「落し物表示管理システム」の概要

本システムでは、落とし物の表示と管理を行う。専

用の WEB ページから落とし物の情報を入力するこ

とで、WEB サーバに情報が蓄積され、その情報を

基に、液晶ディスプレイへの表示や、専用管理

WEB ページにて管理を行うことができる。

この一連の流れ(図 1 参照)を説明するために、デ

ータの蓄積方法、データを蓄積するファイル、デー

タの表示管理の 3 つに分け、以下に説明する。

2.1 落とし物データ蓄積の流れ

まず、落とし物が届けられると、学生支援グループ

の職員により、職員専用の WEB 入力ページ(図 2
参照)にて落とし物情報の入力を行う。入力を終え、

同ページ下の確認ボタンを押すと、確認を行うペー

ジに移る。

次に、移動先の確認ページ(図 3 参照)では、入力

された情報を基にエラー処理を主に行う。エラー処

理を終え、確認がとれた場合、同ページ下の送信ボ

タンを押すことで、送信を行うページに移る。
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最後に、移動先の送信ページでは、入力した情

報をWEB サーバ上にあるCSV ファイル へ追加書

き込みを行う。

以上の流れで、1 つの落とし物データの蓄積が完

了する。この蓄積されたデータを読み取り、表示や

管理を行う。

2.2 データ蓄積を行う CSV ファイル

2.1 で送信されたデータは、同 WEB サーバ

上にある CSV ファイルへ
3
書き込まれる。一つの

レコードは計 12 のデータで構成されており、デ

ータ間はカンマ、レコード間は改行にて区切ら

れている(図 4 参照)。なお、CSV ファイルのレコ

ードの内容は以下の通りである。

① 日付

入力ページにて入力する、届出がさ

れた日付のデータ。

② 届出者

入力ページにて選択する、届出者の

データ。「学生」「職員」「教員」「その

他」のいずれかが入る。

③ 物品名

入力ページにて入力する、物品名の

データ。

④ 特徴

入力ページにて入力する、落し物の

詳細な特徴のデータ。

⑤ 発見場所

入力ページにて選択する、発見場所

のデータ。

⑥ 落し主名

落し主の名前がわかれば入力ページ

にて入力するデータ。※貴重品のみ

⑦ 落し主情報

落し主についての情報がわかれば入

力ページにて入力するデータ※貴重

品のみ

⑧ 入力者名

入力ページにて入力を行った人の苗

字のデータ。

⑨ 保管場所

入力ページにて選択する、落し物の

保管場所のデータ。

⑩ 受取フラグ

受け取り情報を表すデータ。落し物が

まだ未受取であったら「0」、受取済に

3 Comma Separated Value の略。カンマでデータを区切るテ

キストファイル形式の一種である。Excel 等の表計算ソフトでも利用

できるため、汎用性が高い。本システムでは CSV 形式のファイル

がマスターファイルとなる。

図 2 職員専用 「入力ページ」画面
入力ページは受付の種類等に合わせて現在 3 種類あり、それぞれの

受付が入力しやすいよう表示が異なる。図 1 は学生支援グループに

届く、貴重品ではない落し物用の入力ページである。

図 3 職員専用 「確認ページ」画面
確認ページでは、エラー処理を行う。必須項目の入力漏れや、文字

数制限オーバー等のエラーがあれば、同ページ内に送信ボタンを表

示せず、入力ページに戻るよう説明が出る。
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なったら「1」、棚卸しを行ったら「2」と

変更される。

⑪ 貴重品フラグ

貴重品かどうかを表すデータ。落し物

が貴重品なら「1」、そうでないなら「0」

が入る。

⑫ 固有ナンバー

個々の落し物情報に被ることなく付け

られている固有のナンバーのデータ。

⑩の受取フラグの変更時に利用す

る。

2.3 落し物データの表示・管理

2.2 のファイルよりデータを読み取り、「麗澤電

力・みえパネ」への表示、職員専用の管理ページ

の表示、学生用の検索ページの表示に用いる。

以下にそれぞれの詳細を説明する。

2.3.1「麗澤電力・みえパネ」への表示

「麗澤電力・みえパネ」
4
では、12 枚の WEB ペー

ジが約 20 秒ごとに自動的に切り替わって表示され

ている(図5参照)。そこでこの一連のページの後に、

本システムのページを割り込ませて表示させること

にした。(図 6 参照)。本システムの表示が終了次第、

再び「麗澤電力・みえパネ」の表示が開始される。

本システムの表示ページ数は、条件に一致する

落し物の件数によって異なる。一致条件は、”その週

4
大塚ゼミ 16 期生 藤城江美子先輩が製作したシステムで、学園

内の使用電力量をリアルタイムにディスプレイに表示し、節電を促

すシステムである。

に受付に届けられ”かつ”まだ落し主が受け取りに来

ていない”落し物である。

表示するページは、一致件数を掲載するタイトル

ページ(図 7 参照)と、落し物情報を掲載するデータ

ページ(図8参照)の2種類である。タイトルページ表

示の後、一致件数分のデータページを表示する。

図 4 CSV ファイルのデータ保存例
12 のデータをカンマで区切り、個々の落し物情報を改行によって区切

って保存する。なお上の画像はテスト時の入力情報であり、実際の落

し物の情報ではない。

図 5「麗澤電力・みえパネ」WEB ページ
「麗澤電力・みえパネ」は、かえで棟 1 階、あすなろ棟 2 階、生涯教育

プラザ 1 階、廣池学園事業館の計 4 箇所に設置され、主に電力の使

用状況をグラフやイラストを用いて表示している。表示ページ数は 12

ページである・

図 6 本システムのパネル WEB ページ
「麗澤電力・みえパネ」の全 12 ページの表示が終了した後、本システ

ムのパネルページが何枚か表示される、それが終われば、再び「麗

澤電力・みえパネ」の表示に戻る。本システムの表示ページ数は、条

件に一致した落し物の数によって毎回異なる。

図 7 パネル表示「タイトルページ」画面
「麗澤電力・みえパネ」WEB ページに割り込ませる本システムの複数

のページの内、必ず一番初めに表示させるページである。このペー

ジに表示された該当落し物件数の分だけ、図 8 のデータページが表

示される。
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2.3.2 職員専用「管理台帳ページ」

管理台帳ページは、今まで送信した全ての落と

し物の詳細な情報を閲覧し、落し物を管理するこ

とを目的としたページである(図 9 参照)。

このページの、検索、表示データの選択、並べ

替え等の機能を利用し、落し主が受付へ問い合

わせた際、本人確認を行う。

また、無事に受取がされた場合や、落し主が半

年以上現れず棚卸しをした場合には、該当するデ

ータにチェックを入れ、同ページ下の「チェックし

た落とし物を受取済にする」ボタン、または「チェッ

クした落とし物を棚卸し済にする」ボタン(図 10 参

照)をクリックすると、確認ページの後、チェックし

た未受取の落とし物情報を、受取済、棚卸し済み

にそれぞれ変更することが出来る(図 11 参照)。
2.4 学生用落し物検索ページ

学生が自分の落し物を調べることが出来るよう、

学生用の検索ページ(図 12 参照)を用意した。物

品名や場所を指定して検索することで、一致した

落し物のデータのみを表示する。検索できるのは、

一ヶ月以内に届けられた未受取の落とし物のみで

ある。

このページは、グリコミ
5
よりアクセスすることが可

能である。このページで落し物の検索を行い、自

分の落し物の可能性があるデータが表示された

場合、ページ内に保管場所に問い合わせるよう指

示が出る。

5
「Green Community ひいらぎCafe」WEBページの略。麗澤大学

生・教職員専用のコミュニティーサイト。

https://www.sps.reitaku-u.ac.jp/shuffle/app/login/html/login.html

図 8 パネル表示「データページ」画面
図 7 のページの後、該当落し物件数分だけ表示されるページである。

該当するのはその週に届けられ、かつ未受取の落し物データである

図 9 職員専用「管理台帳ページ」画面
落し物の管理を行うページである。データの検索や、受取済・棚卸し

済みデータの非表示、4 種類の並べかえ等の機能がある。表示ファイ

ルを変更することにより、過去の年度(25 年度～)のデータの閲覧、デ

ータの変更も行うことが出来る。

図 10 受取済・棚卸し済への変更ボタン
管理台帳ページの落し物一覧にある「受取」欄には、チェックボックス

があり、未受取の落し物のみチェックができる。未受取の落し物を、受

取済・棚卸し済に変更したい場合には、該当する落し物のチェックボ

ックスにチェックを入れ、画像にあるボタンをクリックする。

図 11「受取」欄のチェック
管理台帳ページの落し物一覧下にあるボタンで受取情報の変更を行

うと、「受取」欄の「未」が、「済」または「×」に変化する。「済」は受取済

を表し、「×」は棚卸し済を表す。一度変更を行うと、チェックボックス

が無効になり、チェックすることが出来なくなる。
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3. セキュリティ

本システムの全てのプログラムは、麗澤大学の

WEB サーバ上にて動作しているため、現在、アク

セスは大学内からのみ許可されている。そのため、

大学外からの不正アクセスは、WEB サーバのセ

キュリティにより防ぐことができる。残る大学内から

の不正アクセスを防ぐため、WEBページにベーシ

ック認証を設定した(図 13 参照)。

認証の例外として、学生検索ページ、パネル表

示ページは、認証を行わなくても WEB ページを

閲覧できるように、認証を除外した。

4. 運用

本システムの開発は 2013 年 12 月末にほぼ終

了し、そこから 2014 年 1 月上旬から下旬にかけて

テスト・調整を行った。そこで最終的に問題ないと

学生支援グループより判断を頂き、2014年1月27

日より運用を開始することが決定した。現在、落し

物情報を入力頂く受付は、学生支援グループの

みである。いずれは他の受付にもご協力頂ける様、

まずは確実に運用を行っていきたい。

5. 今後の課題

本システムが、私にとって初の開発となるため、

開発初期に製作したプログラムのコードは、読み

にくく冗長な部分も少なくない。私が卒業した後に

も本システムが利用される場合を想定し、読みや

すく簡潔なコードに書き換える必要がある。

また、他の受付にもご協力を仰ぎ、システム規

模の拡大を目指す。

6. まとめ

この研究は、CGI を用いて、大学に届く落し物

の管理をWebページにて行えるようにすることで、

落し物管理の簡易化を目指したものである。運用

開始時に、実際に本システムを使用する学生支援

グループより、「入力しやすい」「使いやすい」との

声を頂き、当初の開発の目的である”よりよい方法

にする”を達成することができた。今後もシステム

を改善しつつ、システム規模の拡大を目指した

い。
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図 12 学生用 検索 WEB ページ
物品名・発見場所を検索することで、一致した、一ヶ月以内に届けら

れた未受取の落とし物を表示する。なお、詳細な落とし物の特徴は表

示しない。日付順で並べ替えが可能で、もし一つも一致しなかった場

合は、代わりに検索のヒントが表示される。

図 13 ベーシック認証

認証を必要とする Web ページファイルが存在するディレクトリ以上の

階層に、.htaccess ファイルを作成。認証除外する Web ページ

は、.htaccess 内に、<File>タグで指定した。
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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

山室 志織

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

Yamamuro Shiori
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概要：本研究では，ブログと CMS の機能を併せ持つ WordPress を使用した大学ゼミナール用ホームページ

の構築について報告する。従来、ホームページをつくるにはHTML やプログラミング言語、さらにはサーバー

設定の知識が必要であった。しかし、ブログや CMS の登場により、HTML や FTP などの専門知識がない人

でも簡単にWebページの編集や管理ができるようになった。WordPressは多くのプラグインが備わっているた

めサイトの目的や機能に合わせてカスタマイズが可能である。本発表では、学内外の大学ゼミナールのホーム

ページの現状を調査し、ゼミナールのホームページに一般的に必要なコンテンツが何かを調査する。また、調

査結果をふまえ、ゼミナールのホームページの運営に必要な機能を WordPress を用いて実装し、実際にホ

ームページの構築をおこなう。

キーワード：CMS, WordPress, php, ゼミナール, プラグイン

1. はじめに

ホームページを上手に活用し、ゼミナールにある

研究過程や成果、思い出、スケジュールなどを一括

管理できないだろうか。本節では、ゼミナールでの

ホームページ活用を提案し、簡単にホームページを

作れる CMS である WordPress について述べる。

1.1 ホームページの役割

ゼミナールでは、研究の過程や成果があるはず

である。講義のレジュメや参考資料、卒業論文を書く

にあたって集めたデータやリンク、書籍、これらがす

べてまとまっていれば後々加わる新しいゼミナール

生にとっての資料になり、ゼミナールで受け継がれ

ていくべきなのではないかと考える。貴重な研究過

程や成果を一代限り、ましてや一人限りかもしれな

いが、代々受け継いでいけないのはもったいなくは

ないだろうか。この知的財産をストックし、ゼミナール

生に受け継がれ、活用していくにはどうしたらよいの

か。

その一つの案がホームページの活用である。ホ

ームページにアップロードすることで、ゼミナールの

資料管理、ゼミナール生個人が卒業論文を書くにあ

たって得たデータや書籍、リンクなどをほかのゼミナ

ール生との共有もできる。また、同ホームページでイ

ベントや発表会などのスケジュールの宣伝やイベン

トの写真などもアップロードするとゼミナールの歩み

が目に見えてわかるようになる。ホームページの活

用は情報公開や宣伝のために使われることも多い

が、本研究では、ホームページを情報公開のためだ

けでなく、ゼミナールの記録や資料ストックの場、卒

業論文の成果を公開し、後々のゼミナール生も必要

となるようなものを公開して活用するべきだと考え

る。
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1.2 WordPress とは

WordPress は、オープンソースのブログシステム

として 2003 年に登場した。はじめはブログシステム

として登場したが、CMS機能も持ち合わせホームペ

ージ作成も可能になり、ブログと CMS（コンテンツ・

マネージメント・システム）の両方を持ち合わせ、専

門的な知識がなくても簡単にホームページが作れる

システムとなった。ホームページ作成が可能になっ

たのは「固定ページ」が加わったからである。従来の

「投稿」はブログのように 1 番新しい投稿がトップにく

る。「固定ページ」ではグローバルナビゲーションと

の連携ができ、サイトのトップページを常に同じ記事

を表示することができる。そのため、更新を必要とし

ないホームページの作成も可能になる。

また、多くのプラグインが備わっているため、ペー

ジの目的や機能に合わせてカスタマイズが可能で

あり、もちろん、HTML や CSS を用いた高度な

Web デザインの適用も可能である。オープンソース

であるため、世界中の人々や団体で開発が進めら

れ、最新のトレンドを用いたプラグインやデザインも

多く取り揃えている。

さらに、WordPressのユーザーが利用できる機能

や運用の作業範囲を決める「権限」が定められてお

り、権限の高い順から管理者、編集者、投稿者、寄

稿者、購読者の 5 つから割り振ることができる（図

1）。

図 1 WordPress のユーザーの種類と権限

権限が低い購読者はホームページの閲覧しかでき

ないが寄稿者になるとホームページの閲覧に加え

て記事の編集ができる。このように権限が上がるとで

きることが増えていく。投稿者になると閲覧から記事

の編集・投稿、ファイルのアップロードができ、編集

者になるとさらに投稿された記事の編集や、リンクや

カテゴリーの管理までもができる。そして権限が最も

高い管理者はホームページに関するあらゆることが

何でもできる。この「権限」によって、複数人でのホー

ムページ運営が可能となる。

このように、柔軟にホームページを作れ、複数人

数での管理可能であるなど様々な利点を持ち、さら

にフリーソフトであることから、WordPress を利用し

たサイトは数多く存在する。WordPress を全面的に

使って作成しているコーポレートサイトで例を挙げる

と株式会社カカクコム（図 2）、一部使用している例を

挙げるとヤマハ株式会社（図 3）、株式会社松屋フー

ズ（図 4）などがある。

図 2 株式会社カカクコム
URL: http://corporate.kakaku.com/

図 3 ヤマハ株式会社 サポート・お問い合わせページ

URL: http://jp.yamaha.com/support/
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図 4 株式会社松屋フーズ

URL: http://www.matsuyafoods.co.jp/

2. 研究のねらいと先行研究

本節では、研究目的と研究過程を述べ、また、先

行研究として教育系ホームページの活用を例に挙

げる。

2.1 研究のねらい

ゼミナール用ホームページの構築・運営には、ゼ

ミナールならではの作るうえでの必要条件がいくつ

かあると考える。

例えば、ゼミナール用ホームページなので、運営

するのはゼミナールに所属する学生やゼミナール

担当教員というように、複数人数で管理していくこと

が一般的であろう。また、卒業で世代交代があること

から、誰でも簡単にホームページをつくることができ、

管理がしやすい CMS（コンテンツ・マネージメント・

システム）機能が付いたものにする。そして、セキュリ

ティの観点から、ホームページの公開範囲を一般ユ

ーザー用とゼミナール用と分けることと、たくさんの

機能が必要であると予測される。

上記の必要要件を満たす、様々な対応ができる

WordPress でゼミナール用ホームページをつくるこ

ととする。作成したホームページ上で、ゼミナールの

研究過程や成果、授業で使用したレジュメや資料、

また、スケジュールや思い出の写真をも管理し、ゼミ

ナールの歴史をホームページ上に記録していく。そ

れが運営している現ゼミナール生だけでなく、のち

に加入する新しいゼミナール生にとっても必要な情

報であり、どのゼミナールに入ろうか迷う大学 2 年生

をはじめとする下級生にとっても有益な情報が掲載

されたホームページを目指す。

2.2 先行研究

ゼミナールホームページの構築について扱った

先行研究はほとんどない。学業内容を配信するホー

ムページやウェブログに関する著書はいくつかある

ので、そのうちの 3 つを例として挙げる。

 岡本真（2006）『これからホームページをつくる

研究者のためにウェブから学術情報を発信す

る実践ガイド』築地書館

岡本真氏が述べるのは、研究者の学術情報を載せ

たホームページが増えていかないことから述べ、研

究者が個人ホームページを運営するにはどのような

注意が必要で、どのようなコンテンツを載せたらよい

のかを提案している。

 中川一史、稲垣忠（2006）『すぐできる！教育

ブログ活用入門―おもしろかんたん学校から

の情報配信―』

中川一史氏、稲垣忠氏は、学校教育の現場を保護

者に伝えるためのブログについて述べている。新し

く更新された記事が 1 番上に並ぶブログシステムだ

からこそ、更新頻度に注意することを呼び掛けてい

た。また、転勤などで、教師が入れ替わる現場なの

で、記事を更新する人の引き継ぎをしっかりと行わな

ければ途絶えてしまう危険性があると述べる。

 neuve project（2006）『NPO・NGO ボランティ

ア団体のための情報共有サイトの作り方』九天

社

タイトル通り、NPO/NGO ボランティア団体のための

情報共有サイトの作り方と注意点を述べている。ボラ

ンティア団体のサイトでは、非会員ページと会員ペ

ージを分けて作り、非会員ページにはボランティア

団体についての欄を充実させ、会員ページでは、会

員のユーザー同士がコミュニケーションをとる場を設

け、円滑なコミュニティサイトになるように心がけると

言う。

2.3 研究方法

はじめに、他の大学ゼミナールホームページでは

どのようなコンテンツが含まれており、どのように使

われているかの実態調査を実施する。同様に、

Green Community で麗澤大学内のゼミナールの

ホームページやグループページがどのように活用さ

れているのかを調べる。その後、ゼミナールのホー

ムページに最適なコンテンツとはなにか考え、コン

セプトメイキングやシナリオ分析を行い、ゼミナール
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用ホームページの構築を行い、その後は運営方法

とともにゼミナールのホームページの在り方に関す

る提案をまとめる。WordPress を利用してそのコン

テンツを実装したホームページを作成するとともに、

そのコンテンツをまとめてインストールするパッケー

ジを作成する。

3. 大学ゼミナール用ホームページの調査

本章では、他の大学ゼミナールホームページや

Green Community で麗澤大学内のゼミナールの

ホームページやグループページがどのように活用さ

れているのかを調査する。また、関連サービスの特

徴を調べ比較し、ゼミナールホームページに適する

ものを考える。

3.1 他大学ゼミナールのホームページ調査

他大学のゼミナールホームページにアクセスし、

どのようなコンテンツが含まれているか、また、どのよ

うに使われているかを調べた。

3.1.1 掲載コンテンツ

 ゼミ生紹介

 教授紹介

 活動内容

 スケジュール

 お知らせ

 進路先

 更新情報

 サイトマップ

 2 年生向けアナウンス

 アルバム

 過去の活動

 リンク集

 生徒更新ブログ

 教授のブログ

 掲示板

 Twitter 連携

 Facebook 連携

 動画

某大学では、サイトのトップページに各ゼミナー

ルのホームページのリンクをまとめて掲載してあった

（図 5）。

図 5 ゼミナールホームページ入口

3.1.2 調査結果

他大学のゼミナール用ホームページにはたくさん

のコンテンツが用意されており、どのコンテンツも充

実していた。ある程度の更新頻度は大切なことがわ

かり、数年に及び更新がないページには現在の情

報を知り得ることができなかった。また、ホームペー

ジの雰囲気や写真、活動の様子からゼミナールの

雰囲気も伝わることがわかった。大学のゼミナール

ホームページへの入り口がまとめられているサイトで

はゼミナールの比較がしやすくどこのゼミナールに

入ろうか迷う学生にとっては参考にしやすいだろうと

感じた。

3.1.3 問題点

実態調査によって既存ゼミナールホームページ

に問題点が見つかった。それは、個人情報の問題

である。ゼミナールホームページにあるゼミ生紹介

ページには多くの個人情報が掲載されており、誰で

も見ることができるようになっている。個人を特定でき

るような情報、例えば、フルネーム、出身地、写真、

誕生日、学年などが並列して載せられている。個人

を特定できてしまうような情報の取り扱いには十分な

注意が必要であり、ホームページの運営者がどんな

情報をどこまで載せるのかの判断がとても大事であ

り、複数人数で運営する場合は特に全員共通の掲

載基準が必要であると考える。

3.2 ゼミナールでの Green Community の使用

状況調査

ゼミナールでの Green Community の使用状況

を調べるために、アンケートを作成する。2013 年時

点で、専門ゼミナールの担当教員にご協力いただ

いた。アンケートは、Green Community のアクセス

頻度やゼミナール用コミュニティの有無、活用方法、
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誰に向けてどんな情報配信しているか、もしホーム

ページを持つとしたらどんなコンテンツがほしいかを

伺った。アンケートの詳細は配布資料に添付した。

以下、アンケートの結果とまとめである。アンケート

の回収率は約 52.8 パーセントであり 19 人からご回

答をいただいた。

3.2.1 アンケート結果

以下はご回答いただいたアンケートを集計しまと

めたものである。

まず、Green Community のアクセス頻度を調査

した。

 週に数回アクセス：3 名

 月に数回アクセス：7 名

 ほとんどアクセスしたことはない：9 名

この結果から Green Community のアクティブユー

ザー10 名、ノンアクティブユーザー9 名でほぼ半分

半分であることがわかった。

次に、Green Community 内にゼミナールのコミ

ュニティがあるか調査した。すると、19 名中 7 名が、

ゼミナールコミュニティがあるとご回答いただいた。

ゼミナールコミュニティがあるとご回答いただいた中

で、そこではだれに向けた情報を載せているかを聞

いたところ、ゼミナールに所属する 4 年生、3 年生に

向けた情報という答えが多く、その次は卒業生、ゼミ

希望者、麗澤大学生という順だった。

また、Green Communityのコミュニティでの公開

範囲について尋ねた。コミュニティでは、だれでも見

ることができる「全公開」またはコミュニティ参加者だ

けが見ることのできる「参加者だけに公開」の 2 つか

ら選択しなければならない。公開範囲について聞い

たところ、19 人中 6 名が掲載情報によって「全公開」

と「参加者だけに公開」を分けたいという意見が出

た。

ゼミナールコミュニティに載せている情報を聞い

たところ、ゼミの活動記録やスケジュール、教材を掲

載することが多く、その他は、写真やリンクといったも

のもあった。

最後に、もしゼミナールでホームページを運営す

るとしたらどんな情報を誰に向けて載せたいかを聞

いた。載せたい情報は、Green Community のゼミ

ナールコミュニティで載せている情報と同様に、ゼミ

活動記録やスケジュール、教材、写真、リンクが多く、

その他にもゼミ生紹介、教員紹介、ゼミ生用情報、一

般ユーザー（ゼミナール生以外）用情報、ゼミナー

ル加入希望生（2年生）用情報を載せたいという希望

も上がった。誰に向けて情報を載せたいかという質

問には、ゼミナール生に向けて載せたいという声が

一番多かったものの、一般ユーザーに向けて情報

を載せたいという声や、ゼミ生や一般ユーザーにも

情報を配信したいという声も上がった。

3.2.2 アンケート結果のまとめ

アンケート結果から公開範囲とコンテンツについ

て考える。公開範囲には、誰でも見ることができるペ

ージ、参加者だけが見ることができるページがある。

Green Communityのコミュニティではどちらかを選

択しなくてはいけないことから、制作するゼミ用ホー

ムページではだれでも見ることができる情報と参加

者だけが見ることができる情報とをトピックごとに選

べるようにしたいと考える。コンテンツはアンケート内

でのほしいトピックに応えられるように、ゼミ活動記録、

スケジュール・カレンダー、教材置き場、写真、リンク

集、ゼミ生紹介、教員紹介、ゼミ生用情報、一般ユー

ザー（ゼミナール生以外）用情報、ゼミナール加入

希望生（2 年生）用情報のすべてに対応できるホー

ムページを目指し、コンテンツの取捨選択は各々で

決めてもらうようにしていきたい。

3.3 関連サービス

WordPress のほかに、グループをつくることがで

き、情報共有ができるサービスの特徴を調べる。そ

の特徴を WordPress で作るホームページの参考に

取り入れる。

3.3.1 Facebook のグループ

Facebook には３つの公開グループが設けられて

いる。1 つ目は「公開グループ」である。公開グルー

プの情報は、グループのメンバーだけでなく、

Facebook を利用していない人でも閲覧することが

できる。誰でも自由に閲覧できるため、ファンサイト

に多い。2 つ目は「非公開グループ」である。グルー

プのメンバーだけはだれでも閲覧可能だが、グルー

プ内の情報はメンバーに入らないと閲覧することが

できない。3 つ目は、「秘密のグループ」である。グ

ループの存在やメンバーを一般の人が見ることがで

きない。したがって、秘密のグループ設立者からの

招待がないと存在すら知ることができない。
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Facebook でゼミナールのグループを作成すると

なると、公開グループを選択すれば、多くの人にゼミ

ナールのことを知ってもらう機会が増えるだろう。ま

た、非公開グループや秘密のグループを選択すれ

ば、グループ内だけで情報のやり取りをすることが

できる。しかし、言い換えれば、初めのグループの

選択で、誰でも閲覧できる外向きのページになるの

か、グループ内だけに公開する内向きのページに

なるのかが決まってしまい、情報ごとに外向き情報と

内向き情報を書き分けることができない。また、ゼミ

ナールという何年も情報を積み上げていくグループ

での活用であるため、投稿順に様々なカテゴリーの

情報が並んでいては、知りたい情報にすぐにたどり

着けない可能性がある。メリットは、Facebook の普

及率から簡単に導入でき、情報共有することができ

ると考えられる。

3.3.2 グループウェア

グループウェアとは、ウェブブラウザを通して情報

の管理や共有するためのシステムである。様々な機

能が 1 つに集約されている。グループウェアの一例

としてザイボウズが挙げられる。ファイル管理やスケ

ジュール管理、ワークフロー、Web メールなどの機

能をワンパッケージで提供し、スマートフォンや携帯

電話からも利用することができる。主に企業向けの

システム。アクセスできる IP アドレスを限定し、ユー

ザーID とパスワードでログインするため、完全な内

向き用ページである。グループウェアを導入すると

はじめからたくさんのコンテンツが用意され、情報共

有することができるが、内向きページしか作ることが

できず、外には情報を掲載することができない。

3.3.3 その他のCMS
CMS とは Content Management System の頭

文字で、日本語で言うと「コンテンツ管理システム」で

ある。CMS では、公開情報を管理し、ブラウザ上で

アップロードすることができる。そのため、誰でも簡

単に作業が行うことができる。コンテンツ要素とデザ

イン要素を別々にデータベースで管理しているため、

コンテンツの追加にはコンテンツ要素だけをブラウ

ザ上で更新すれば自動的に新しいコンテンツが追

加される。また、php ファイルで動いているため、メ

ールフォームやアンケート、ブログなど動的コンテン

ツも簡単に取り入れることができる。

CMSの代表例としてフリーソフトウェアのZOOPS
が挙げられる。ZOOPS とは eXtensible Object
Oriented Portal System の略で、「拡張可能なオ

ブジェクト指向のポータルシステム」である。ZOOPS
では、たくさんの種類のプラグインがあり、組み込む

ことによって機能をカスタマイズできる。また、日本人

である小野和己氏によって開発されていることもあり、

日本語に対応されていることも特徴である。

4. 大学ゼミナール用のホームページ構築と運

用

「ホームページに関する手引きといえば、どのよう

に公開するのかを解説するものばかりである。ホー

ムページで何を公開するのかを解説する手引きはま

ず見当たらない。」（岡本真『これからホームページ

をつくる研究者のために ウェブから学術情報を配

信する実践ガイド』築地書館、2006 年、ⅲページ）

岡本氏が述べるように、ホームページ作成・公開

手順の解説があるにもかかわらず、ホームページで

何を載せるとよいのか述べているものは少ない。本

章では、WordPress でのホームページ構築方法、

ゼミナールで使うホームページにはどんなコンテン

ツが必要なのかを考察する。また、ゼミナールのホ

ームページは様々なメンバーが作成に携わること、

また卒業などで世代交代があること、教員だけでなく

ゼミナールのメンバーが共同で行うことを考え、ゼミ

ナールのホームページの効率的な運営方法を考え

る。

4.1 コンセプトメイキング

ホームページを実際に作る前にどんなページを

作っていくのか、コンセプトメイキングを行う。

4.1.1 ターゲット

本ホームページの閲覧者は、ゼミナールの情報

配信ページなので、ホームページを運営していく学

生や教員や本学生と推測される。よって、ターゲット

層は主に学生と考えられる。

メインターゲット層

 年齢：18～22 歳くらい

 性別：男女

 社会的属性：学生
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4.1.2 ポジショニング

前章で述べた関連サービスを使ったグループと

の差異化を図るため、本ホームページのポジショニ

ングを考える。Green Community や Facebook で

は、内向き用ページか外向き用ページのどちらか一

方を選択しなければならず、グループウェアでは、

内向きページしか作ることができない。そこで、作成

したコンテンツを同時に内向き用ページとしても外

向き用ページとしても(またどちらか一方専用として

も)作成できる WordPress のプラグインを使用し、管

理を合理化することを提案する。

4.1.3 コンテンツ

今回作成するホームページのコンテンツは、他大

学のゼミナールホームページ調査やアンケート調査

の結果から以下のコンテンツを製作することにする。

 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

本研究で構築するゼミナールページでは、ゼミナ

ール生と担当教員だけが見ることのできる内向きペ

ージと一般ユーザーが閲覧する外向きページを作り、

内向きページと外向きページで異なる内容を掲載で

きるようにする（図 6、右上図）。個人情報やプライバ

シーに配慮し、外向きページには何を載せるのかに

注意をする。

4.1.4 デザイン

デザインは、WordPressで用意されているテーマ

をもとに編集し、必要に応じて php や css のファイル

を書き換える。また、ゼミナールのモーチーフになっ

ているパンダをヘッダーに持ってきて、千葉ゼミナ

ールらしさを出す。

図 6 ホームページの階層構造

他大学のゼミナールホームページを調査したとこ

ろ、使われているメインカラーはブルー系が多く、そ

の次は、エンジやオレンジが多かったので、差異化

を図るためにも、色は活発で明るく元気のよいゼミナ

ールのイメージが伝わるよう黄色にする。このイメー

ジを伝えるため背景とヘッダー画像に黄色を全面的

に使う。標識にも使われるほど、黄色背景に黒は可

読性が高く、また、背景色とレイアウト部分（コンテン

ツ掲載部分）にコントラストがつくため、レイアウト部

分に視線が集りやすいという効果もあると思われる。

さらに、テキストを読んでもらうため、記事の見出しは

わかりやすくするため、大きく太い文字にする。また、

ユーザーの多くが学生だと考えられるため、パソコ

ンからだけでなくタブレット端末や iPhone、Android
からもアクセスされることを考えてマルチバイトに対

応できるレスポンシブルデザインのテーマを選択す

る。

4.2 WordPress を使ったホームページ構築の手

順

実際に WordPress でホームページを構築した経

過と作業内容を記す。

4.2.1 WordPress の設定

WordPress 3.8 の動作環境には PHP バージョ

ン 5.2.4 以上と MySQL バージョン 5.0 以上が最

低限必要である。今回は以下の 5 つを設定した。
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 PHP 5.3.3
 MySQL 6.1.5
 Apach 2.2.15
 CentOS 6.3 final
 Postfix 2.6.6

WordPress 最新バージョン（2013 年 12 月 16 日

時点でWordPress3.8）をWordPress日本語版ウェ

ブページからインストールする。

インストールした wordpress ファイル内の設定フ

ァイル wp-config-sample.php で MySQL の設定を

行う。

/**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’);

4.2.2 WordPress ホームページの編集

WordPress をインストールし、設定が終わると、

WordPress ホームページが立ち上がる。ログインを

すると、管理画面であるダッシュボードが表示される

（図 7）。

図 7 ダッシュボード

ホームページの編集はダッシュボードで行う。ま

ず、ダッシュボードの「設定」→「一般設定」でサイト

タイトルを登録する。本ページでは「千葉ゼミのペー

ジ」と登録した。

次に、ページを作成する。ページの作成方法は

「投稿」と「固定ページ」の 2 種類ある。「投稿」は、ブ

ログのように日付順に並び、新しい記事が上に掲載

され、カテゴリーでの分類やタグ付け、フォーマット

でデザインを変えることができる。そのため、随時更

新する内容を記述するのに適している。一方、「固定

ページ」は、ホームページで常に表示したい固定し

たページを作成する。カテゴリーがないので「親子

関係」でページ同士を関連つけることができる。更新

することが少ない内容を記述するのに適している。

ゼミナール用ホームページでは以下のように「投

稿」と「固定ページ」に載せる内容を分けた（図 8）。

図 8 投稿と固定ページへのコンテンツ振り分け

ホームページのグローバルナビゲーションは投稿

記事のカテゴリーと固定ページから選び作ることが

できます。ダッシュボードの「外観」→「メニュー」から

設定します。次に、ページデザインのテンプレート

である「テーマ」を設定する。この設定で、ホームペ

ージの外観を変えることができる。ダッシュボードの

「外観」→「テーマ」からテーマを新規追加して有効

化にする。本ページでは、WordPress の純正テー

マである Twenty シリーズの「Twenty Twelve」を設

定した。「Twenty Twelve」はレスポンシブルデザイ

ンであり、マルチデバイスに対応している。基盤とな

るテーマを選んだら、「外観」→「ヘッダー」でヘッダ

ー画像（ホームページのタイトル画像等）の設定、

「外観」→「背景」で背景の色または画像の設定、「外

観」→「ウィジット」で、サイドバーに置きたいウィジッ

ト表示の選択を行い、ゼミナールにイメージに合わ
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せてホームページをカスタマイズする。

さらに使いやすくするために php ファイルを書き

換えた。ウィジットを含むサイドバー部分を変更する

ため sidebar.php を Dream Weaver で編集する。

サイドバー変更箇所：

 ログイン画面への誘導ボタンをわかりやすくす

る

 ログイン状態かログインしていない状態か表示

する

 「最近の投稿」を内向き用ページと外向き用ペ

ージとで分ける

まずは、ログイン画面への誘導ボタンをわかりや

すくする。WordPress のダッシュボード内でも「外観」

→「ウィジェット」からメタ情報をサイドバーに移行す

るとメタ情報内にログイン画面に誘導するボタンがあ

るが、小さく分かりづらい。そこでログインボタンを大

きめにし、上部へ配置する。

次に、内向きページと外向きページがあるため、

ログインしているときは「今ログインしています！」と

表示されるようにし、ログインしていないときは「ログ

インしますか？」表示されるように php ファイルを書

き換える。

最後に、「最近の投稿」の欄を内向きページ用と

外向きページ用とで変わるようにする。「ウィジット」

にも「最近の投稿」を移行するとサイドバーに表示さ

れるが、内向き用の情報も外向き用ページの「最近

の投稿に」掲載されてしまう。そこで、外向き用ペー

ジの「最近の投稿」に並ぶ投稿記事には選択したカ

テゴリー記事しか載らないように設定する必要があ

った。

4.2.3 プラグイン導入

WordPress で構築したホームページにはプラグ

インを追加し、機能を付けることが可能である。数多

くのプラグインがあるため、安全性の面からプラグイ

ンの選択基準を以下のように設けた。

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（具体的にする）

4. Plip（http://www.plugin-clip.com/） 1
を参照

上記の基準をもとに、ダッシュボードの「プラグイ

ン」→「新規追加」から以下のプラグインを導入した。

 WP Multibyte Patch
マルチバイト文字の取り扱いに関する不具合の

調整と強化をするプラグイン。日本語に対応さ

せるのと、バグなどを取り除くために使用する。

 Add Multiple Users
ユーザーを招待するためのプラグイン。毎年新

しいゼミナール生が加入するので、ゼミ用ホー

ムページに毎年複数人招待する必要がある。

WordPress のダッシュボードで管理者が一人

ずつ新規ユーザー情報を登録するのは、複数

人数いた場合とても大変なので、このプラグイ

ンを利用し、一度に複数人数をホームページに

招待し、個人個人で細かい情報登録してもらう

ことができる。

 WordPress Access Control
内向きページと外向きページを作るためのプラ

グイン。本ページではゼミ生と担当教員だけが

閲覧できる内向きページと、一般ユーザーが閲

覧できる外向きページの 2 種類が必要のため、

ログインしてないときと、ログインしたときとでは

表示が異なるようにできる。

本研究で作成したホームページでログイン前

とログイン後で異なるコンテンツはグローバル

ナビゲーションである。ダッシュボード内にある

メニューでは内向きページ用と外向きページ用

の 2 種類のグローバルナビゲーションを管理で

きる。管理はダッシュボードにある「外観」→「メ

ニュー」より行う。

今回は、内向きページ用のグローバルナビゲ

ーションには、ホーム画面、ゼミナールについ

て、ゼミ生紹介、スケジュール、アルバム、就職

活動関連情報、活動日記、ゼミ室について、資

料・教材置き場を設けた。外向きページ用のグ

ローバルナビゲーションには、ホーム画面、ゼミ

ナールについて、活動日記、アルバム、2 年生

向け情報を設けた。また、このプラグインでは投

稿記事の閲覧制限をログインしているユーザー

1 WordPress のプラグインのクリップサイト。
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とログインしていないユーザーごとや、権限ごと

に分けることができる。

 Unfiltered MU
HTMLのインラインフレーム iframeを使えるよ

うにするプラグイン。本ページのスケジュール

管理はgoogleカレンダーで行っている。google
カレンダーをホームページに埋め込むときに

Iframe が使われているが、WordPress の投稿

では Iframeが使えない。このプラグインを入れ

ることで Iframe を使えるようにし google カレン

ダーを表示させる。

 NextGEN Gallery by Photocrati
写真・アルバムの管理と投稿が行えるプラグイ

ン。プラグインを有効化にするとダッシュボード

に新しく「Gallery」が追加される。「Gallery」→

「Add Gallery/ Images」から写真をアップロー

ドする。そうすると、「Manage Galleries」に写

真管理ができる。ギャラリーには ID 番号がふら

れ、固定ページや投稿ページするときは

[gallery=ID 番号]を記述すると写真を載せること

ができる。載せた写真はスライドショーで閲覧す

ることもできる。

 Akismet
コメント・トラックバックスパムから保護するプラグ

イン。このプラグインをインストールして有効化

にし「Akismet APIキーを登録」のリンクをクリッ

クしたら Get an Akismet API Key をクリックす

る（図 9）。手順に従って名前やメールアドレス

を入力すると、メールにて API キーが届くので

そ れ を ダ ッ シ ュ ボ ー ド の 「 プ ラグ イ ン 」 →

「Akismet」にて登録する。

図 9 Akismet API Key 取得画

URL: http://akismet.com/wordpress/

 Category Order
カテゴリーの順序を変えられるようにするプラ

グイン。本来なら、作った順番にカテゴリーが

掲載され、順番を変えることができない。この

プラグインを有効化するとダッシュボードの

「投稿」→「Category Order」が生成され、そ

こからカテゴリーの順番をドラッグして変更し

Order Categories ボタンを押し変更する。

4.2.4 セキュリティ対策

WordPress はオープンソースであるがゆえに、セ

キュリティ上の脆弱性と常に向き合う必要がある。ク

ラッカーらの標的になる恐れもある(Monaye Win
2011)。少しでもホームページのセキュリティを強化

し狙われないようにするための対策を考える。

まずは、インストールしたときのデフォルトユーザ

ー「admin」のままだと、パスワードの推測だけで中

に入られてしまう危険性がある。デフォルトユーザー

の「admin」は狙われる原因になるので消去した。次

に、スパム対策を考える。何もしていない状態だと、

スパマーにとってスパムコメントし放題になってしまう。

そこで、プラグインの Akismet を追加してスパムか

ら保護することにした。

次に、内向きページに載せた情報、例えば写真

が掲載されているアルバムのページなどは、その画

像のＵＲＬを知っていれば誰でも見ることができてし

まい、また、画像の直リンクを張られてしまえばだれ

でもアクセスできるようになってしまう（図 10）。

図 10 ファイルのインデックス情報が表示されてしまう

その対策として、robots.txt ファイルを設定
2

し、さ

らに、フォルダのインデックス情報をむやみに表示さ

2 robots.txt に記載した内容は以下の通り：

User-agent: *

Disallow: WordPressの画像ギャラリーの絶対パス
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せないよう Web サーバー(Apache)の設定
3

を変

更する。後者の設定により図 10 に示したインデック

ス情報は標準で表示されなくなる(図 11 参照)。

図 11 インデックス情報を出さない

そして、WordPress の最新バージョンへの更新も

セキュリティを高めることにつながるのでバージョン

アップも欠かさないことも重要である。もちろん、これ

だけではまだ完全ではないので、これからも引き続

きセキュリティ対策を行っていく必要がある。

4.2.5 ユーザー登録

プラグインの Add Multiple Users を使用し、ユ

ーザーをホームページに招待した。必須項目は、ユ

ーザーID（user login）、ユーザーパスワード（user
pass）、ユーザーアドレス（user email）、権限（role）。

なお権限は、管理者＝ administrator、編集者＝

editor 、投稿者 ＝author、寄稿者＝contributor、
購読者＝subscriber であり、英語で記述する。

Microsoft Excel で CSV ファイルを作成しインポ

ートするか、プラグインに設けてあるテキストボックス

に上記の内容を記述する。Next Step ボタンをクリッ

クすると、先ほどのデータの順序を聞かれるので、

Add Standard Column Names から記述順序をド

ラッグアンドドロップで選択し、テキストボックスに並

べる（図 12）。以上で招待は終了である。

図 12 ユーザー登録画面

招待したユーザーにはメールが届き、そのメール

からホームページにアクセスし、名前やニックネーム

3
具体的には Apache の設定を -Indexes に変更した。

Options -Indexes FollowSymLinks

など必要に応じて登録してもらう。今回は、自動生成

したパスワードをそれぞれのユーザーに振り分けた

ので、新しいパスワードに変更してもらうことを必須と

した。

4.3 ホームページの運用

ホームページの構築が終わり、公開されると、これ

からは運用のための作業になる。ここでは運用方法

や注意点を述べる。

4.3.1 運用体制

卒業や世代交代で人員が変わるゼミナールでは、

どのようにホームページを運営していくのか、という

方針が必要である。効率的に運用していく方法を考

え、運用体制を確立する。WordPress には管理者、

編集者、投稿者、寄稿者、購読者という 5 つ権限グ

ループが設定できるようになっている。まず、管理者

が一人必要である。管理者はすべての権限を持つ

ので、ゼミナール担当教員やゼミナール生の中から

一人から二人が望ましい。ゼミナールメンバーでワ

ークフローを決め、それに応じた権限を与える。

4.3.2 コンテンツの整備

WordPress やプラグイン、テーマは新しく更新さ

れていくため、最新バージョンにアップグレードする

必要がある。アップグレードを行わないと、新しい

WordPress のバージョンに対応できなくなることもあ

るので注意する。また、必要に応じてコンテンツの追

加や削除をゼミナールごとに行うようにする。また、

使いやすくなるよう必要に応じてphpファイルやプラ

グインを編集する。

4.3.3 今後おこなう作業 1：ユーザー対応

ゼミナールでは、卒業や新ゼミナール生の加入が

繰り返される。そのため、権限の引き継ぎや、ホーム

ページへの招待を行う。そして、実際に使ってもらい、

使いにくいところやわかりづらい箇所をヒアリングし

改善していく。本ホームページでも、ゼミナールの担

当教員、同期や後輩に使用してもらい改善点を修正

していく。

4.3.4 今後おこなう作業 2：マニュアル化、パッ

ケージ化

ゼミナール用ホームページの特徴の一つが、卒
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業によって毎年のように管理者が変わることである。

卒業後に後輩へホームページを引き継ぐ必要があ

る。そのため、使い方や注意事項をマニュアル化し

引き継ぎを行えるようにする。マニュアルには以下の

3 つを含む。

 個人情報取り扱いの注意点

 内向き用ページと外向き用ページへの記事の

投稿

 固定ページの更新について

上記のマニュアルとは別に管理者用のマニュアル

も別途用意する。管理者用マニュアルには以下を記

述する。

 ユーザー登録・管理について

 php ファイルについて

マニュアルは現在作成途中であり、完成したら研

究室に保管し、さらに、ホームページの内向き用ペ

ージに掲載する予定である。また、パッケージ化も

今後進めていきたい。インストールすると誰でも簡単

に使えるように、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を目指す。

5. 結論と今後の課題

今まで調べてきた結果からゼミナール用ホームペ

ージの作成と運用のまとめをするとともに、これから

どのようにしていくかの課題を述べる。

5.1 結論

WordPress を利用してのゼミナール用ホームペ

ージの作成は、カスタマズでき柔軟であること、簡単

に記事を投稿できること、プラグインで様々なコンテ

ンツの追加が可能なこと、ユーザーＩＤとパスワード

で内向き用ページと外向き用ページがつくれること

により最適なのではと考える。

一方で、セキュリティ面の強化のためにどんな対

策があるのか考えていく必要がある。

運用時の注意点は、他大学のゼミナール用ホー

ムページに見られたように、個人を特定できてしまう

情報を掲載しないよう、投稿にはマナーが必要であ

る。この点、ゼミナールごとに事情が異なると思われ

るので基準や指針を設けるべきだと考える。

5.2 今後の課題

今後の課題はゼミナール用ホームページの運用

とさらなるコンテンツ整備にある。まず運用に関して

は、卒業した後の引き継ぎを行うことである。次の管

理者が運用時に困らないよう、ホームページ運用方

法をまとめたマニュアルが必要である。マニュアル

には、WordPress の権限についてとユーザーへの

権限の振り分け方、投稿記事と固定ページの分け方、

それぞれのページの使い方や注意点などをまとめ

たい。また、WordPress を使って一からホームペー

ジを作るときのために別途マニュアルと制作したホ

ームページのパッケージ化も進めていきたいと考え

る。

さらに、インストールから設定までをわかりやすく

まとめた説明書を作成し、ゼミナール用に編集した

ホームページデザインやプラグインをまとめてパッ

ケージ化し、利用したい方には、インストールするだ

けですぐに使い始められるようにする。卒業までに

ある程度まとめ後輩に残して(または託して)いきた

い。

一方コンテンツ整備に関しては、特に内向き用と

外向き用に関するコンテンツの整備が必要である。

現在の時点では、記事を投稿する際、ダッシュボー

ド内の Only accessible by members?をチェックし、

さらにカテゴリーを選択しチェックしなくてはならない。

Only accessible by members? をチェックし忘れる

と全公開されてしまう。チェックし忘れを防止するた

めの対策が必要である。プラグインの編集や php フ

ァイルの編集によって解決できるようにしたい。また、

コンテンツを充実させるために、各ページの情報の

追加や更新を行っていく。
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http://www.xugj.org/modules/documents/index.php(2014
年 1 月 6 日最終閲覧)
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一人暮らし老人の見守りシステム“あかずきんちゃん R”の開発

善養寺紗弥

麗澤大学

経済学部経営学科 山下ゼミ

Zenyoji Saya
a10647s@reitaku.jp

概要：一人暮らしの老人を、情報技術を用いて見守るシステムを開発した。このシステムは 2011 年度に試作さ

れた「あかずきんちゃんシステム」（大塚ゼミ 15 期生落合先輩）をベースに開発したもので、2 年間の試験運用

の成果から得られた問題点を改善し、より安定した運用を行うことを目指したものである。具体的には Arduino

Ethernet というボードコンピュータを見守り対象の宅内に設置して、サーバと TCP/IP による通信を行うことで状

況を監視するものである。Arduino からは赤外線センサーの応答、ドアの開閉状況、温度などがサーバに送信

され、サーバ上で動作する CGI が見守り対象者の活動状況を記録する。一定時間反応が認められなかった場

合、緊急メールが保護者に送信されるという仕組みである。通常時は、Web で状況を確認することができる。さ

らに、指定した時刻に一日の活動をまとめて保護者へメールで送る機能も開発する。

キーワード：Arduino, CGI, perl, Web, 独居老人, 安否確認, メール通知

1. はじめに

我が国では高齢化にともない、一人暮らしの老人

の数が増加している。総務省の国勢調査
1
によると

2030 年には 762 万人に達すると予想されている。

調査開始から増加の一途をたどっているのである。

近年では、一人暮らしの老人の孤独死問題がクロー

ズアップされている。本研究の目的は、一人暮らし

の老人が室内で病気や転倒によって危機的な状況

になった場合、データセンター等で用いられるサー

バ監視技術を応用することで、その状況を可能な限

り早く検知し、救命につなげることができるシステム

を開発することである。

ところで、情報センター等ではサーバ類の動作監

視を常時おこなっているが、それは監視装置側から

一定間隔で監視対象に信号を送り、応答が無い場

合に異常として警報を発するものである。一方、監

視対象側から一定間隔で信号を送り、監視装置側で

1
内閣府が国勢調査の結果とその他のデータをグラフにしてホーム

ページにまとめている。http://www8.cao.go.jp/kourei/ whitepaper
/w-2013/ zenbun/s1_2_1_03.html

は規定の時間内に信号が無ければ、監視対象が異

常と判断する方法もある。後者の方式はシステムが

複雑になるが、監視機器側からの呼によって動作す

るため、ネットワーク機器のリモート監視の場合に都

合がよい。次項から既存システムを分析し、その後

本研究で使用する方式を検討する。

2. 類似のシステムと先行研究

2013 年現在、製品化されている見守りシステムに

は、セコム株式会社から出ている「ココセコム」、株式

会社インターフェースから出ている「安否確認見守り

システム」、立山科学グループから出ている「たてや

まみまもり eye」、日本電気株式会社の「e みまもり」、

東京ガス株式会社の「みまも～る」、株式会社 JSP
の「みまもりシステム」など数多くのシステムが出てい

る。本稿では、その中で「ココセコム」、「安否確認見

守りシステム」、「たてやまみまもりeye」の3つを代表

して紹介していく。さらに類似のシステムと先行研究

をする。
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2.1 ココセコム

ココセコムは、セコム株式会社から出ているマルチタ

イプの見守りシステム[1]である。このシステムは、持ち

歩くことが出来る装置である。装置の内部には GPS が

備わっており、携帯やパソコンで見守り対象者の居場

所を随時特定できる。また、装置の操作も簡単な為、対

象者側から手軽に操作することが可能である。緊急の

際にはセコムの緊急対処員が駆けつけ、迅速な対応

が可能となっている。このため、徘徊老人対策として期

待できる。しかし、このシステムを使うには月額料金が

必要である。また、持ち歩く装置の充電が必要で、老人

にはこの操作が面倒で煩わしい。これらの点をを考慮

すると、独居老人の見守り向きとは言い難い。

2.2 安否確認みまもりシステム

このシステムは、有限会社インターフェースから出

ているセンサーを利用した高齢者見守りシステム[2]
である。宅内にインターネットに繋ぐための親機と子

機となる、人感センサー及び呼出ユニットで構成さ

れている。子機は状況に応じで増やすことが可能で

ある。親機と子機は ZigBee2
という規格の無線でつ

ながっており、宅内配線をする必要がない。親機と

子機を設置すると電子メールで活動状況が知らされ

て、高齢者の安否を確認することが出来る。また、高

齢者側からも呼出ユニットを使い保護者側へメッセ

ージを送ることも可能である。

2 ZigBee とは ZigBee Aliance が仕様を定義している IEEE
802.15.4 上で動作する無線通信プロトコルのこと。ミツバチが蜜を見

つけた際に巣に帰り、ほかの仲間にジグザグの踊りをすることで蜜の

場所を教える様子からつけられた。ジグザグ踊り、情報を伝える様子

をネットワークに見立てている。ZiｇZag と Bee をつなげた造語である。

[3]

図 1 ココセコム

GPSが内蔵された持ち歩きシステムである。縦7.9cm、横 4.3.cm、

厚さ 2.25cmと小型なため持ち運びに非常に便利である。また操作

するのはボタンだけなので操作で迷うことがない。

（http://www.855756.com/aged/model.htmlから引用して編集。）

http://www.855756.com/aged/model.html

http://www.mimamori24.com/

http://www.mimamori24.com/

図 2 見守りシステムの概要

みまもりシステムを図で表したものである。高齢者の家に子機と

親機を置き、親機を通してインターネットと接続する。活動状況

はパソコンや携帯電話からいつでも見ることが出来る。

（http://www.mimamori24.com/から引用して編集。）

【子機】人感センサー

人の動きを検知し、

親機に知らせる。

〈ワイヤレス・複数台増設可〉

【子機】呼出ユニット

（押しボタン式）

電話が欲しいことを

親機に知らせる。

〈ワイヤレス・複数台増設可〉

【親機】安否確認システム本体

子機からの受信信号を

登録されたメールアドレスに

自動的にメールする。
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通信回線は NTT ドコモの FOMA を使っており、

専用ソフトで常時状況を確認することが出来る。また、

メールアドレスを設定しておけば自動的に指定した

時間にメールが送られる。月額料金は最小構成で

回線料金を含め 5,500 円である。

2.3 たてやまみまもり eye

「たてやまみまもり eye」は立山科学グループから

出ている高齢者見守りシステム[4]である。前述の

「安否確認みまもりシステム」と同様にセンサーを利

用している。しかしこのシステムでは、通信回線を新

しく用意する必要はない。つまり、既存の回線を用

いることが出来る。このシステムは「制御装置」「セン

サー」「メッセージ送信器」の 3 つの機器で構成され

ている。制御装置でセンサーとメッセージ送信器か

ら得られた情報を既存の回線で専用のサーバに送

信する。送られた情報はインターネットを通じてパソ

コンや携帯からいつでも確認することが可能である。

料金は月額制か買い取りかの 2 種類あり、月額制の

場合初期導入費用で 23,625 円かかる。その後の月

額料金は最小構成で 1,365 円である。

2.4 3G アライアンスのシステム

このシステムは株式会社ハローシステムの 3G シ

ールドを用いた見守りシステム[5]である
3
。3G とは

ITU（国際電気通信連合）によって定められた

IMT-2000 規格に準拠したデジタル携帯電話の方

式の総称である。本研究と同じように Arduino（後述）

とNPO法人3Gシールドアライアンスが製作した3G
シールド

4[6]を組み合わせて製作されている。シス

テムを見守り対象者側に置き、何か起こった際はイ

ンターネットを通して保護者に伝わる仕組み
5
である。

緊急ボタン、人感、温湿度などのセンサーと無線で

つながっているため 15ｍ以内であれば室内のどこ

でも設置が出来る。しかし、このシステムは現在試作

の段階である（本稿執筆時点）。

3
高等教育・学術研究機関における情報通信技術を利用した教育・研

究・経営の高度化を図り、我が国の教育・学術研究・文化ならびに産

業に寄与する」ことを目的とした ICT 協議会が 2013 年度に開催した

大学 ICT 推進協議会のポスターセッション大会において筆者らへの

質問からこの研究の存在を知った。

4 Arduino との接続が容易な3G通信機能を持つ拡張ボードのことで

ある。3G通信機能やGPS機能などを持ち、広域でのワイヤレス・セン

サネットワークを実現することが容易なツールとなる。

5
このシステムの開発は落合先輩と同時期に進められたことになる。

http://www.tateyama-mimamori-eye.com/hns/index.html

制御装置
センサーの検知情報をサーバへ送信するほか、異常

を検知した時やメッセージ送信機が押された時のメ

ッセージ送信を行います。

制御装置には、「インターネット回線利用タイプ」

と「アナログ回線利用タイプ」の2種類があります。

センサー
高齢者の動きを検知し、検知情報を制御装置に送信

するワイヤレス焦電センサーです。

メッセージ送信機
「外出します」「電話してください」などの定型文

メールをワンタッチで送信できるワイヤレス送信機

です。

http://www.tateyama-mimamori-eye.com/hns/index.html

図 3 焦電センサーと制御装置の設置例

☆の記号で記されているものが制御装置である。この例では制御

装置を中心に置き、各部屋にセンサーを設置している。センサー

は何台も置くことが可能である。

（http://www.tateyama-mimamori-eye.com/hns/index.html から引用し

て編集。）

図 4 3Gシールドを用いた高齢者見守りシステム

それぞれセンサーは本体と EnOcean の通信規格を利用した無線で

つながっている。無線の為配線する必要がない。ボタンはスイッ

チを押す力により発電する環境発電である。そのほかの電池も太

陽光発電の為、メンテナンスフリーである。

（http://3gsa.org/conference130907/20130907deguchi.pdfから引用して

編集。）

☆
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2.5 赤ずきんちゃんシステム

落合(2011)は、一人暮らしの老人を比較的簡単な

設備で見守る評価システムを開発した[7]。これを

「赤ずきんちゃん」と呼ぶ。このシステム ではセンサ

ーの反応を SMTP6
メーラーボードを用いてメールメ

ッセージとしてサーバに送信する。SMTP メーラー

ボード
7

は、有限会社トライステート社が株式会社秋

月電子通商を通じて販売しているもので、デジタル

8ch,アナログ 16ch のイベントに対して、あらかじめ

設定された異なるメールアドレスに簡単なメッセージ

を送信することができる。このボードには DHCP クラ

イアント機能があり、無線ブリッジを介して、宅内の

無線ルータ等から IPv4 アドレスの取得が可能であ

る。センサーは、株式会社イーケイジャパン（エレキ

ット）社製のリレー付き人体感知センサー
8

を用いメ

ーラーボードのデジタル入力としている。

図 5 は宅内に設置される「赤ずきん」装置の内部

を模式的に示したものである。図 6 は実装状況を示

すものである。また、図 7 は実証実験のために実際

の独居老人宅のトイレに本装置の設置中の様子を

示している。実証実験機ではボタンが省略されてい

るが、これは老人の誤操作を防止するためである。

サーバは一定時間ごとに加算するカウントデータ

による Watch Dog Timer として機能する。これは、

見守り対象のカウントデータを UNIX の cron9
により

30 分毎にインクリメントし、保護対象ごとに異なる設

定値を超えた場合に、緊急通知メールを保護者に

送信するものである。保護対象と保護者の電子メー

ルアドレス、カウント規定値については、ユーザ定義

ファイルに記載してあり、複数の保護対象を同時に

見守ることができる。赤外線センサーが反応すると、

SMTP メッセージが送信されるが、保護対象はメッ

セージ内の From アドレスで区別する。サーバはメ

ッセージを受信すると、保護対象のカウントデータを

6 SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）とはインターネットやイン

トラネットで電子メールを送信するためのプロトコルである。サーバ間

でのメールのやり取りや、クライアントがサーバにメールを送信する際

に用いられる。

7
メーラーボード Ver2 キット, 製品番号：K-02428,2008 年 7 月発売,

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-02428/
8

リレー付き人体感知センサー,製品番号:PS-3241 , 2008 年10 月発

売, http://www.elekit.co.jp/product/50532d33323431
9 cron とは UNIX 系システムの常駐プログラムの一種で、ユーザの

設定したスケジュールに基づいて設定したコマンドやシェルスクリプト

などを自動実行してくれるプログラム。[8]

図5 赤ずきんちゃんの木のお家

メーラーボードと人体感知センサーは木製の箱に収容された。こ

の箱を「赤ずきんちゃんの木のお家」と呼ぶ。箱に開けられた穴

の部分に赤外線センサーが装着されており、その信号を人体感知

センサーが処理する。反応があれば、メーラーボードの所定のbit
を ON にすることでメールが無線ブリッジを介して宅内のルータ

経由でサーバに送信される。図には示されていないが、特定 bit
をONにするボタンが箱側面に付けられている。

図6 赤ずきんちゃんの木のお家内部構造

手前の 3つのボタンは右から「おでかけ」ボタン、「緊急」ボタン、

「リセット」ボタンである。「おでかけ」ボタンを押すと「おでか

け」モードメールが送信され、システムはカウントダウンを停止

する。また、「緊急」ボタンを送信すると保護者に緊急メールを即

時通報する。「リセット」ボタンは電源投入後に無線リンクが確立

する前に DHCP が起動しアドレス取得に失敗した場合にメーラー

ボードを手動でリセットして DHCP を再試行する際に使用する。

なお、実証実運ではボタン部分の改良が行われ、リセットボタン

のみの配置となった。

図7 実際の設置の様子

写真は実際の独居老人宅に設置しているシステム 2 号機の様子で

ある。ボタンが省略されているのは複数のボタン操作が実際には

難しいことと、赤外線センサーがボタンのように見えるため、誤

って押し込む事例が発生したことにより、再発防止のため撤去し

た。そのためメーラーボードのリセットボタンのみ形状を変えた

ものを上部に設置している。なお、左下に延びるケーブルは電源

ケーブルである。
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リセットし、新たにカウントを開始する。この動作をま

とめたものが図 8 である。

3. 赤ずきんちゃんの実証実験

2.5 で述べた通り、本システムを大塚・善養寺

（2013）らは実際の独居老人宅のトイレに設置して

実証実験を行った。[9]
データ採取期間は 2011 年 12 月 15 日から 2013

年 10 月 25 日で、現在も継続して運用している。実

証実験の結果は以下の通りである。

被験者 84 歳（開始時年齢） 女性 1 名

稼働日数 681 日

入院等による不在を除く在宅日数 527 日

センサー反応数（メール送信回数） 7,566 回

1 日平均 11.4 回 （SD 6.48）

日内最大反応数 35 回 最小数 0 回

システム停止 3 回（いずれも停電後の復帰不能）

緊急メール送信閾値 9 時間

緊急メール送信数 18 回 （誤警報 17 検知 1）

サーバメンテナンスによる停止回数 2 回

この期間運用から以下の問題点が指摘された。

① 赤外線センサーの反応持続時間は、約 90 秒

間である。従って、90秒以内の重複反応は無

視される。しかし、90 秒間では 1 回の利用で、

複数の通知メールが送信されることになる。

正確な状況把握
10

のためには、反応間隔の

柔軟な調整が必要となる。

② デイサービス等で長時間留守の際、送迎の

都合で帰宅時間が遅れると、異常として緊急

メールが送信されるケース（誤警報）が比較的

多い。このため、曜日によるスケジュール管

理機能が必要である。

③ 夏季に赤外線センサーが応答しないというケ

ースが認められた。これは室内温度上昇の影

響と考えられるため、背景温度が上昇した場

合の対策が必要である。赤外線センサーを補

完する仕組みも重要である。

④ 停電後に無線 AP とのネゴシエーション前に

メーラーボードが起動し、DHCP によるアドレ

ス取得に失敗して、通信不能となる事例が 3
回発生した。そのためリセットスイッチを押す

必要があるが、遠隔から電話連絡によって老

人に操作を指示することが難しい
11

、という問

題も指摘された。障害からの回復方法を検討

する必要がある。

⑤ 1 日に 2 回の活動レポートがメールで送信さ

れるが、随時状況を確認することができるよう

に Web 表示などの機能が必要である。

10
トイレの利用回数を正確に把握することは本システムの目的ではな

い。そもそも来客があった場合などトイレの利用回数が著しく増加する

ことになる。従って、反応の回数は厳密には大きな意味をもたないが、

安否確認という点からはなんら問題はないと言える。

11
赤外線センターの形状がボタンに見えるため、誤って押し込むとい

う事態が発生した。そのため、ボタンの形や設置場所が変更された。

図 8 赤ずきんちゃんサーバの動作

赤ずきんちゃんサーバはクラウド上（実際は麗澤大学情報システ

ムセンター内のマシンルーム）の FreeBSD マシンである。このサ

ーバでは、ユーザ毎のカウンタが crontab の設定により 30 分間隔

で増加する。カウンタの値が規定値を超えると登録されている保

護者のアドレスへ緊急メールが送信される（上図右のフローチャ

ート）。

見守り対象の宅内で赤外線センサーが反応するとメーラーボード

がサーバにメールを送信する。サーバはメールを受信すると From
アドレスからユーザを特定し、当該ユーザのカウンタを 0 に戻す

（上図左側のフローチャート）。

早朝と深夜にそれぞれ活動状況を知らせるレポートメールが送信

される。
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4. 開発するシステムのポイント

前述のように、すでにいくつかの見守りシステムが

あるが、どれも見守り対象側に比較的機能の高い装

置をおく必要がある。また、専用の通信回線を使用

しているところもあり、一定のランニングコストがかか

る。さらに、実証実験から①～⑤の問題点の改善の

必要が分かった。

そこで本研究では①～⑤の問題点を改善しつつ、

既存のシステムを参考に、通常のインターネット回線

を利用し比較的簡単な構成で手軽に設置できるよう

なシステムを目指した。

設計したシステムは IPv4 のプライベートネットワ

ーク内に設置された監視機器からの呼によって、イ

ンターネット上のサーバで動作する Watch Dog
Timer12

をリセットする方法を採用する。具体的には

独居老人宅内のトイレ等確実に出入りする場所に設

置した赤外線センサーにより活動を検知した場合に、

ネットワーク上の監視サーバに http アクセスを行い

サーバ上の cgi13
を起動する。監視サーバ上の cgi

はアクセス内容を処理し、Watch Dog Timer のカウ

ントをリセットする。Watch Dog Timer の値が閾値を

超えると、異常検知と判断する。装置自体の異常に

つ い ては赤外線セ ンサー等の反応と は別に

Heartbeat として一定間隔で稼働状況を通知する。

この通知によって、装置の正常動作を確認し、装置

が正常動作していて、かつ Watch Dog Timer によ

り異常を検知した場合に、老人の保護者や団体等

へ電子メールによって緊急通報を行うものとして開

発を行うこととした。

比較的簡単な構成であっても、監視ミスを起こらな

いようにしなければならない。通常、見守りシステム

で考えられる状況は図 9 のように 4 通りである。その

ためには、システム自体の状況を監視する必要があ

る。このため本研究では一定時間ごとに装置からサ

ーバに対して動作確認の信号を送る方式をとった。

5. 赤ずきんちゃんR システムの概要

前項でのべたようにシステムの実証実験の結果か

ら、改良システムの開発の必要性が示された。これ

12 Watch Dog Timer とは Watch Dog で番犬という意味がある。それ

の Timer なのでシステムが正常に動作しているかどうか監視するデ

バイスの総称である。[10]
13 Common Gateway Interface の略称。Web サーバが 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しくみ[11]

を受けて「赤ずきんちゃん」の問題点を改良したシス

テムを開発した。改良システムを「赤ずきんちゃん R」

と呼ぶ。赤ずきんちゃん Rでは柔軟な動作設定を可

能とするため、宅内に設置するセンサー部分を基板

型マイクロコンピュータの Arduino UNOを用い、通

信や反応検知の調整等はすべてソフトウェア的に行

うこととした。赤外線センサーはパナソニック製のア

ンプ内蔵型人体検出赤外線センサーNaPiOn14
の

デジタル出力タイプを用いた。また、リードスイッチ

によるドア SW も追加可能とした。これは室温上昇に

よる赤外線センサーの感度低下を補うものである。

ネットワークはArduino Ethernet shield R3を用い、

宅内 LAN との接続には無線ブリッジ装置 を用いた。

AP と無線ブリッジ装置間のネゴシエーションを待機

する時間は Arduino 側のソフトで調整する。DHCP
によるアドレス取得の回数や待機時間もソフトによっ

て調整する。さらにセルフリセット機構を組み込むこ

とにより、一定間隔で強制的にリセットを行い、不具

合が生じても比較的短期間に回復できるようにした。

赤ずきんちゃん R システムではイベントの送信に

電子メールではなく HTTP15
を使う。このため、従来

SMTP メッセージの From アドレスで識別していた

ユーザは Arduino Ethernet shield の MAC アドレ

スを cgi の引数としてサーバに渡すことで行う。

また、宅内設置システムの正常動作を確認するた

め、一定間隔でサーバにアクセスするシステム自体

の WatchDogTimer 動作を追加した。図 10 は

Arduino のプログラムの流れを示している。また図

11は、赤ずきんちゃんRの接続概要を示したもので

ある。

14
夏場の温度対策として採用した。背景との温度差が 4 度あれば応答

する。 http://www3.panasonic.biz/ac/j/control/sensor
/human/napion/index.jsp
15 HTTP とは、Webサーバと Webブラウザなどがデータを送受信す

るのに使われる通信プロトコルのこと[12]

状態 \ 判断 正常 異常

正常 平穏 誤警報

異常 検知ミス 検知

図9 状態検出

見守りシステムの検知状態を示す。このシステムでは誤警報(false
alarm)は実際に電話連絡等で安否確認可能であるため許容できる

が、見守り対象が異常であるにも関わらず、正常と判定する検知

ミスは許されない。
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6. システムの構成要素

通常、ネットワーク機器の場合、プローブとなる機

器と監視サーバ間は双方向通信が可能であるが、

プライベートアドレスを用いるネットワークの場合に

はアドレス変換と経路制御にも工夫が必要となる 。

監視サーバを遠隔（この場合には独居老人宅側）に

置く場合にはネットワーク上での対応（DDNS や

P2P 技術による双方向通信網）が必要となる 。本研

究では IP アドレスを固定することができず、さらにダ

イナミックDNSなどの機能を持たない廉価な接続サ

ービスで動作することを想定し、クラウド上にサーバ

を置きクライアント・サーバモデルで動作させることと

した。

6.1 Arduino UNO

見守り対象者の状況をサーバへ送信するには

Arduino UNOを用いた。ArduinoUNOとはイタリ

ア製の基板型マイクロコンピュータのことである。

CPU には ATMEGA328 が使用されている。

プログラムを書き込む作業は USB 経由で行われ、

覚えさせたプログラムは電源を入れさえすれば、ど

こでも同じように動作することができる。Arduino
IDEと呼ばれるプログラムの開発環境をWeb上から

ダウンロードするだけで簡単にプログラムを作ること

が出来る。

プログラム言語は C/C++がベースになっている。

もともと、Arduino は「回路やプログラミングに詳しく

ない人でも、簡単に早く電子回路を使った作品など

が作られるように」という目的の元作られたため、ハ

ードウェアの構造がオープンソースになっており理

解しやすく、またソフトウェアもオープンソースのた

め手軽に情報の入手が可能である。図 13 が実際の

開発風景である。

図11 赤ずきんちゃんR 装置概要

図は赤ずきんちゃん R のシステム概要を示している。外枠で囲ま

れた部分が宅内の接続で、内側の四角で囲まれた部分が「赤ずき

んちゃんの白いお家」に対応する部分となる。Arduinoを採用する

ことで、従来の機能をプログラム化することが可能となったため、

機能変更や追加が簡単にできるようになった。プログラムは

C/C++がベースになっている言語を用いて開発する。

図 10 赤ずきんちゃんR Arduino の動作

Arduino は起動時に 30 秒待った後DHCP によるアドレス取得を 5
回繰り返す。この間に取得に成功すると loopに入る。時間はタイ

マー割り込みによって秒単位の精度を持ち、30分ごとにHeartbeat
信号としてサーバの規定 cgiへアクセスする。赤外線センサーが反

応した場合とドアスイッチが反応した場合はサーバの規定 cgi に
アクセスし活動を通知する。起動時にNTPサーバに接続して時間

を確認しそこからタイマー割り込みで時間を計測している為、ち

ょうど 24 時間経過したときに自身を強制的にリセットすること

が出来る。
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6.2 Ethernet Shield

サーバとの通信には Ethernet Shield を用いた。

Arduino UNO 単体ではインターネットに接続する

ことが出来ない。そのため、Ethernet Shield と組

み合わせることにした。Etnernet Shield は TCP/IP
のライブラリが用意されていて通信を行うものである。

ArduinoUNO の本体に乗せるだけで組み合わせ

ることができ、RJ45 ケーブルでインターネットに繋ぐ

ことが出来る。これによりサーバへ情報を送信するこ

とが可能となった。

6.3 赤ずきんちゃんR Shield

Arduino から外部の機器を制御するために汎用

基板を用いて専用の基板を自作した。これを「赤ず

きんちゃん R Shield」と呼ぶ。赤ずきんちゃん R
Shieｌｄには赤外線センサーのコネクタ、温度センサ

ーのコネクタ、ドアスイッチのコネクタ、タクトスイッチ、

リレースイッチ、LED の以上 6 点を設置した。図 15
が実際に組み立てたもので、図 16 が赤ずきんちゃ

ん R Shieldの各部品と動きの詳しい説明である。各

装置の配線は図 18 に示した。

図 15 Arduinoと各シールドを組み合わせたもの

写真のように両脇にあるピンソケットに各シールドから出ている

ピンヘッダをさして組み合わせる

この写真の通り下からArduino、Ethernet Shield、赤ずきんちゃんR
Shieldの順番に刺していく。

図 13 プログラムの開発風景

Arduinoへの記述方法は「setup」と「loop」の 2つの部分で構成さ

れた独自のものである。Setup には初期化部分の処理を書き、loop
には繰り返してほしい動きを書く。このプログラムはLEDの点滅

を繰り返すものである。「setup」の部分に 8ポートに出力するとい

う初期化の処理を書き、「loop」の部分には点滅を繰り返すように

LEDをつける。消すという処理を書く。

図 12 Arduinoの写真

左上にある差し込み口を通してUSBケーブルとパソコンをつなぐ

ことが出来る。上下のピンソケットに組み合わせるものをさして

重ねていく。

http://store.arduino.cc/index.php?main_page=product_info&cPath=1
1&products_id=195

図 14 Ethernet Shieldの写真

左上にある差し込み口がRJ45ケーブルが刺さる場所。無線ブリッ

ジでルータと接続できる。上下のピンソケットの下にヘッドピン

がついているので、それをArduino にさして接続する。

http://store.arduino.cc/index.php?main_page=product_info&cPath=3
7_5&products_id=199
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LED 点灯の意味

赤 赤外線反応時点灯

青 データ送信時点灯

緑 1 秒ごと点滅

赤 青 点 滅 起動時

赤連続点灯 DHCP 取得中

送信エラー

DHCP エラー

ドアスイッチ

品 番 ： MC-14AG

駿融企業有限公司

役割：ドアの開け閉めを磁石によって検知できる装置。

赤ずきんちゃんR Shieldでは見守り場所の扉につけて開け

閉めを検知する。基板上のコネクタに刺して使う。

4の実証結果から赤外線センサーの誤動作が認められた

ため、補完として設置した。扉の開け閉めの際にはサーバ

に情報が送られる。

部品名：リセットボタン

品 番 ：ＯＢＳＦ－３０－K

会社名：三和電子株式会社

役 割 ：パーツにはめ込んで使う押しボタン。

赤ずきんちゃん R Shield では Arduino をリセットする際に

使われる。基板上のコネクタに刺して使う。

障害からの回復方法として設置した。ボタンが押される

と Arduino が強制的にリセットされる。なお、基板上にあ

るタクトスイッチは同じ役割を持っている。

部品名：赤外線センサー

品 番 ：AMN32112

会社名：パナソニック株式会社

役 割 ：赤外線を感知できる装置。

赤ずきんちゃん R Shield では見守り対象者の活動を感知するため

に使われる。基板上のコネクタに刺して使う2ｍの距離で20ｃｍの

動きを検出する。活動を検出するとサーバに情報が送られる。

部品名： リレースイッチ

品 番 ：G5V-1 マイクロリレー

会社名： オムロン株式会社

役 割 ：電磁石でスイッチを ON/OFF させることができる装置。

赤ずきんちゃん R Shield では自動リセットの際に使われる。

4 の実証実験から得た「障害からの回復方法」の問題点を解決

するために採用した。毎日決まった時間に電流が流れ自分自身

をリセットする。

図16 赤ずきんちゃんR shieldに使われているパーツの一覧

赤ずきんちゃんR shieldに使われているパーツの一覧である。LEDは秋葉原にある千石電商で購入したものである。赤ずきんちゃんR
Shieldのボード上には3つのLEDが現在の状態を示すためにつけられている。通常、緑のLEDが一秒ごとに点滅して動作中であること

を示す。

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

部品名：温度センサー

品 番 ：ＬＭ61－ＢＩＺ

会社名：ナショナル セミコンダクター

ジャパン株式会社

役 割 ：温度を測ることが出来る装置。

赤ずきんちゃん R Shield では白いお家の

中の温度を測る際に使われる。

4 の実証結果から温度による赤外線セン

サーの誤動作が認められたため、原因追

及の一つの手段として設置した。Arduino

がサーバに情報を送る際に温度が計測さ

れて一緒に送られる。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-02753/
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図18実態配線図

この図はArduinoのユニバーサル基板を裏から見た図である。赤色の線が5V、青色の線がGND、緑の線がリセットにつながっている。

黒はそれぞれの出力線である。線が太くなっているところはアルミ線で配線し、細くなっているところは被覆してあるケーブルで配

線した。右上の写真が基板背面の様子を示したものである。

図17 赤ずきんちゃん R shieldの配線図

水魚堂から出ている BSch3V を使って描いた配線

図。中心にあるのが Arduino を省略して書いたも

のである。センサーとドアスイッチは基板上のコ

ネクタを通して使うことになるので、はんだ付け

する際にはコネクタに固定することになる。
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6.4 赤ずきんちゃんR 白いお家

本システムは赤ずきんちゃんシステムと同様に設

置する箱を木で組み立てた。これを“赤ずきんちゃ

ん R 白いお家”と呼ぶ（以下、白いお家）。白いお家

の中には赤ずきんちゃん R Shield から延長された

赤外線センサー、温度センサー、リセットボタン、ド

アスイッチが入っている。通信を行うために Planex
社製の無線ブリッジ「MZK-RP150N」を用いた。白

いお家の内部構造は図 19 のようになっている。

6.5 サーバプログラム

システムはクライアント・サーバモデルで構成され

ている。Arduino 上で動くプログラムがクライアント

で Arduino から送られてきた情報を処理するプログ

ラムがサーバプログラムとなる。サーバコンピュータ

は麗澤大学のマシンルームに設置されている、OS
のバージョンは FreeBSD6.2 で構築されている。

サーバプログラムは①Arduino から送られてきた

情報を処理するプログラム（post2.cgi）、②一定時間

ごとに Watch Dog Timer の値を処理するプログラ

ム（wd.cgi） 、③活動状況を表示するログラム

（stat.cgi）。④指定した時間にその日の報告メール

を送信し、ログファイルを保存するプログラム

（log_move）。以上4つのプログラムで構成されてい

る。これらのプログラムはサーバ上で図 20 のように

配置されている。以下に各プログラムの概要を説明

する。

図20 ファイルの構造

user が上位のディレクトリになっており、その下に個々の user デ
ィレクトリがある user は番号で管理されており、user ごとにプロ

グラムが一式入っている。活動の記録は userごとのLOGファイル

の中にそれぞれ書かれる。

図 19 白いお家の内部構造

①正面からの様子。左にある赤いボタンがリセットボタンであ

る。右にあるのは赤外線センサーである。②後ろから見た様子。

左から出ているのが電源コードその隣にある小さい穴は温度セ

ンサーを固定する場所である。③箱の内部の様子。中にはArduino
一式、無線 LAN ブリッジ、電源が入っている。④底面の様子。

白いお家内は熱がこもりがちになるので、温度を正確に計測する

ために底に穴をあけ風通しを良くした。

①

②

③

④
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6.5.1 post2.cgi
白いお家から送られてきた情報を処理するプログ

ラムが post2.cgi である。見守り対象者が人感センサ

ーに反応すると白いお家内の Arduinoが HTTPの

GET メソッドで図 21 のような文字列を送信する。情

報は図22のように送られる。post2.cgiは送られてき

た文字列からmodeを判定してそのmodeに対応す

るファイルを処理する。図 23 は送られてくる mode
の種類を一覧にしたものである。

6.5.2 wd.cgi
wd.cgi は Watch Dog Timer の値を処理するサ

ーバ上のプログラムである。これは UNIX の

crontab により 15 分ごとに実行され Watch Dog
Timer の値を初期値から 1 ずつ引いていく。この値

が 0 より小さくなった場合、保護者に対して警報メー

ルが送られる。wd.cgiの仕組みは図24のようになっ

ている。

6.5.3 stat.cgi
stat.cgi は保護者が見守り対象者の活動を Web

で確認するためのプログラムである。図 25 のように

表示される。図 25 の上部はドアスイッチの開閉によ

って変化するボタンや赤外線センサーが反応を検

知したら変化するボタンなど、白いお家からサーバ

へ送られてくる情報を見やすくまとめたものである。

下部は今日の活動の記録で新しいものから表示

されている。古い活動の記録はスクロールしてみる

ことが出来る。それよりも以前の前日のログや過去の

ログはページ上の URL をクリックすれば見ることが

出来る。

図 21 実際にサーバに送られてくる情報

下の画像が拡大したもの。1行目から4行目が横に並んで送られて

くる。上から順に情報が送られた日にちと時間、グローバルアド

レス、起動してから経過した秒数、温度、再起動するまでの秒数、

情報が送られるまでに起こった通信エラーの回数、プライベート

アドレスの情報が送られる。

図 22 post2.cgiの仕組み

①白いお家から赤ずきんちゃんRサーバ上へHTTPのGETメソッ

ドで情報が送られてくる。②これを処理するのがpost2.cgiである。

③modeに応じて、各ファイルに値が処理される。例えばACTIVE
であったら、Watch Dog Timerの値を初期値に（元の値を90だと

した場合 90に戻すという処理をする）。

図 23 送信データの主なmode一覧

AC,OPEN,CLOSEはArduinoからサーバに送信されてくるが、

WDのモードだけはArduinoから送られるのではなく、サーバ

上で crontab により 15 分おきに自動で実行されて送られてく

る。その他にDHCPに成功した時に送られるDHCPモード、

起動時に送られるRUNモードがある。

図 24 wd.cgiの仕組み

①init.datの値を読み込む。②で crontabにより 15分ごとに cgiに書

かれた変数から 1ずつ引いていく。③もしも数えている変数が 0
以下になってしまった場合保護者へ緊急連絡する。
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6.5.4 log_move
log_move はその日一日の見守り対象者の活動

の記録をメールに添付して保護者に送信するプログ

ラムである。crontab で一日一回深夜に動作する。

活動の記録は html ファイルで log にファイルとして

「年」、「月」のフォルダに追加されて保存される。保

護者には図 26 のようなメールが送信される。

7. 運用テスト

本システムは 2013 年 12 月頃から部分的に試験

運用を行った。試験運用は大学院プラザ棟の3階女

子トイレと赤ずきんちゃんシステムと同様に北海道函

館市に在住の 86 歳の独り暮らしの女性に被験者と

してご協力いただき、計 2 か所で行った。

7.1 プラザ棟３階トイレ

2013年12月5日からプラザ棟の 3階トイレに「白

いお家」2 号機を設置した。ドアスイッチは設置する

ことが難しかった
16

ため、白いお家の蓋の裏側につ

け、扉の代わりに蓋の開け閉めで反応を検知させる

ことにした。2 号機は設置してから現在まで正常に稼

働している。1 月 9 日から 1 月 16 日までの送信され

たデータ数は 1083 回である。白いお家からサーバ

へ文字列を送信する際に最大6回のリトライが生じる

ことがあったが、運用上大きな障害は認められなか

った。

16
ドアスイッチを設置するには、白いお家からトイレの扉までケーブ

ルを伸ばす必要があり、かつケーブルをサドルで固定しなければなら

なかったため許可が下りなかった。

図 25 stat.cgiで表示されるページ

ユーザごとにWebで確認できるようにしている。下の文字列が活

動の記録である。上の door と sensor のボタンはドアスイッチと赤

外線センサーに反応があった際それぞれ色が変わり、視認性の向

上を図った。前日の記録も見ることが出来る。

図 26 保護者に送られるメール

現段階でできている送られるメールの内容。行になっており見づ

らいが、ACTIVEがあった時間と 10分ごとに白いお家から送られ

てくるHeart Beat信号が書かれている。1日分の内容がすべて送ら

れる

図 27 実際の設置の様子

写真は実際にプラザ棟の 3 階女子トイレに設置したシステムの様

子である。温度の計測を確認するために隣に温度計を合わせてお

いた。ドアスイッチはつけることが出来なかったため省略してあ

る。
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7.2 被験者宅

2013 年 12 月 6 日に「白いお家」2 号機を置かせ

ていただいたが、安定して Arduino から情報が送ら

れないというトラブルが発生した。トラブルの原因は

回線の種別の違いによる応答速度の違いであった。

次に 2013 年 12 月 30 日に対策を加えたプログラム

を Arduino に入れ替えて設置したが、今度はドアス

イッチがうまく作動しない状態が発生した。これはケ

ーブルの長さによる電圧降下が短時間に繰り返され

たものだと考えられたため、プログラムに書かれてい

るドアスイッチ判断の値を修正したものを 2014 年 1
月 10 日に設置したところ、現在まで正常に稼働して

いる。

以上 2 か所の運用から安定した情報送信が出来

ると認められた。また、複数を同時に見守ることが出

来ると確認することも出来た。

8. 今後の課題

現在の時点で見守り対象者側から緊急を知らせる

ための仕組みが確立されていない。そのため、宅内

で利用する緊急ボタンを設置する必要性がある。ま

た、図 29 のように携帯端末でも Web 画面を通して

見守り対象者の動きは確認できるようになっている

が、Arduino に設定している反応を無視する時間や

リセットする時間をユーザごとに保護者側から変更

する仕組みが出来ていない。そのため保護者側か

らアプローチできる仕組みも整える必要がある。

また、セキュリティ面の対策としてユーザごとの認

証システムの環境を整備する必要がある。

9. まとめ

本研究は一人暮らしの老人の安否確認が簡単に

できる「赤ずきんちゃん」システムの改良を目的に行

った。これまでの実証実験から、クラウド側に監視サ

ーバを置くことで、宅内の設備が簡単に構成できる

ことが明らかになってきた。2013 年 12 月ごろから運

用して現在も稼働している。
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向かって右がタブレット端末、左がスマートフォンになっている

表示してある画面は実際に被験者宅に置いてある白いお家から

送られてくる情報である。
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ヘヴィメタル受容の国際比較

―日本とドイツを中心として―

鎌田 翼

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 千葉ゼミ

Kamata Tsubasa
a10269t@reitaku.jp

概要：本論文では、ドイツと日本の比較を軸に、ヘヴィメタルの各国での発展・受容の実態を調査する。ヘヴィメ

タルという音楽は、一般的に知られるより遥かに細分化された様々なジャンルが存在する。そのジャンルの中

には、各国の伝統、歴史、宗教などから強く影響を受け、地域性が表れているものが存在する。ドイツなどヨー

ロッパでは特にその地域性の違いが顕著であり、自身の国の言語でその国の伝統や歴史を扱うようなバンドも

多い。一方、日本でのヘヴィメタルの文化は海外出身のバンドの影響を受けたものが多く、地域性のあるバン

ドはあまり受け入れられていないように思われる。各国のヘヴィメタル受容の実態はどのように異なるのであろ

うか？本発表では両国のバンド情報や CD の売り上げ情報を調査し各国のヘヴィメタルの特徴について分析

をおこなうほか、アンケートを実施し、地域性や特定のテーマを持ったヘヴィメタルのジャンルに対する意識を

調査する。

キーワード：音楽、ヘヴィメタル、日独比較、地域性、アンケート調査

1. はじめに

1.1 研究の背景

私は音楽、とりわけヘヴィメタルというジャンルの

音楽をきっかけとして、好んで聴いていたバンドの

出身地の文化に大きな関心を持った。それは言語

学習への関心へも繋がり、英語で歌うバンドが非常

に多い中自身の出身の言語を用いるバンドも目にし、

英語以外の言語の習得に大きな関心を持つように

なった。大学ではドイツ語を専攻し、実際にドイツへ

留学に行き、私が語学を学習の軸とする要因となっ

たヘヴィメタルのコンサートなどへも頻繁に足を運ん

だ。

ヘヴィメタル文化が非常に活発なドイツでは単純

に日本ではなかなか目にすることのないバンドを見

られることも大きな成果ではあったが、ドイツを含めヨ

ーロッパでは各バンドのスタイルや掲げるテーマに

強い地域性を感じることが頻繁にあった。私が留学

していたドイツでは中世の楽器や民謡、また古い言

語などをヘヴィメタルに取り入れたスタイルの

「Mittelalter-Rock」というものが存在し、同国の大

規模なヘヴィメタルフェスティバルでも最大の注目を

集めるなど、クラシックなテーマにも関わらずこれほ

どの人気があることに驚いた。またドイツ以外でも北

欧では各国の神話やヴァイキング、民族叙事詩など

をテーマとして取り入れ、台湾では「霧社事件
1
」や

「二二八事件」
2

など、その国の歴史をテーマとして

掲げているバンドがいる。

各国のバンドのジャンルの違いは音楽性そのもの

も大きく関わっているが、私はバンドの方向性に最も

1
１９３０年１０月２７日に起こった台湾原住民による日本統治時代後期

最大の抗日暴動事件。

2
１９４７年２月２８日に台湾で発生した本省人（台湾人）と外省人（在台

中国人）との大規模抗争。
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強い影響を与えるものはその地域毎の文化や風習

だと考えている。しかしそういったバンド自身の出自

の風土を全面に押し出すバンドは日本でも確かに

存在するがその存在感は限りなく薄い。そもそも日

本ではヘヴィメタルそのものの受容があまり高くはな

く、ファンの国産のメタルバンドに対する捉え方もド

イツなどとは相当な隔たりを感じる。

1.2 研究目標

日本とドイツのメタルシーンの傾向、また国民性な

ども関わりファンの傾向も相当に差異があるものと思

われる。しかし私にとって最も興味深いのは、ファン

の心理である。

日本で伝統的な楽器や芸能が若者文化と結びつ

くかと言えばそうとは言えないだろう。しかしドイツで

はそういった伝統をメタルに取り込み、幅広く支持を

得ていると私は明確に感じる。ヘヴィメタルそのもの

が音楽であることを考えるとやはり「音」を最も重要な

要素として捉えるのも当然のことなのだが、やはりこ

こまでメタルへの文化の取り込み方に差を感じると

いうことは、ファンやバンドにとって掲げるテーマ

や世界観の方向性というものがヘヴィメタルの

重要な要素のひとつであると考えられる。

日本とドイツのメタルファンの依存度や傾向

の差はどれほど違うのか、それとも規模の違いこ

そあれそれほど大きな差はないのか。本研究では

このような疑問をアンケート等によって研究してい

く。

2. 研究方法

「ファンやバンドにとって掲げるテーマや世

界観の方向性というものは重要な要素のひとつ

と考えられる。また日本とドイツのメタルファン

の依存度や傾向の差はどれほど違うのか、それと

も規模の違いこそあれそれほど大きな差はない

のか」という仮説を明らかにする為、いくつかの

方法を用いてこれらの傾向を調査する。無論両国

の大多数のメタルファンに対して調査を行える

わけでもなく、さらに友人を通してアンケートを

依頼するのでファンの傾向にも偏りが出る場合

がある。本研究においてはそれを考慮したうえで

結果を考察していくこととする。

2.1 各国の市場調査

アンケート調査によるファンの傾向を調査する前

に、現在日本とドイツの両国においてどのような傾向

のバンドが人気を得ているかを調査する。これには

各種インターネット販売サイトやチャート調査会社を

参考にする。また両国における比較的規模の大きい

ヘヴィメタルフェスティバルへの出演バンドの傾向も

調査し、それぞれどのような傾向、また国籍のバンド

が多く出演しているか、また国内バンドの扱いなども

調査する。

2.2 アンケート調査

日本とドイツのメタルファンに対してアンケート調

査を実施し、実際にヘヴィメタルにどの程度依存し

ているか、また言語や風習といった文化の取り込み

に対する意識も調査する。ドイツ人に対してもアンケ

ートへの回答を御願いするため、ドイツ語翻訳版も

作成し、ドイツ人の友人に添削をお願いし内容に誤

差が生じないようにした。

アンケートの実施は日本人に対しては友人やそ

の知人に対して回答をお願いし、またレコードショッ

プへメールにての回答のお願いをした。ドイツ人に

対しては私が留学していた大学の Facebook 上のコ

ミュニティ上へ論文の趣旨の説明とアンケートへの

回答のお願いを掲載した。

3. 市場調査と分析

本項では日本とドイツにおいてどのようなバンドが

現在人気を得ているかを数値的にみるために音楽

チャートなどを参考に調査する。またドイツや日本で

は例年多くのメタルフェスティバルが開催されており、

世界的な注目を集めている。両国におけるフェステ

ィバルでの出演バンドの傾向を調べ、どの程度自国

からバンドを出演させているかなども、販売面以外

から好まれているバンドの傾向を知る為に調査する。

しかし今回日本におけるメタル／ハードロックバ

ンドの人気の度合いを図ろうといくつかのイン

ターネット通販サイトや音楽サイトにて試みた

が、日本出身のメタルバンドは例外無くメタルの

チャートには一切入っておらず、日本のヘヴィメ

タルバンド全てが「J-POP」としてカテゴライズ

されている。今回は「Amazon.jp」「HMV Online」

「TSUTAYA DISCAS」「ORICON STYLE」を参考にし

たが、その全てがそのような結果となり、チャー

ト内の国産バンドの総数を図ることは出来なか
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った。本項ではチャートの調査に関してはドイツ

のみとし、フェスティバルの出演バンドの調査に

おいて具体的な比較をしていく。

3.1 チャート調査

はじめにドイツ国内の各種チャートを比較し、

市場の傾向を調査した。またチャート内にどれほ

ど国内のバンドが入っているかも調査し、アンケ

ート調査の結果と合わせ分析の参考にする。はじ

めに今回参考にしたサイトを紹介する。

Amazon.de

ドイツ国内のAmazon。サイト内には日本のもの

同様、いくつものベストセラーなどのチャートが

あり、「Metal & Hard Rock」の項目の１位から５

０位までを調査した。また Amazon でのチャート

は一定期間毎に自動で集計される為、今回の調査

時期を「２０１３年１２月１６日２３時」と予め

ここに記しておく。

SATURN

ドイツにある大型家電量販店で CD などの音楽

ソフトの取り扱いもある。このサイト内では CD

の販売のチャートは無く、ダウンロードのチャー

トのみとなり、その「Heavy/Alternative」の項

目の内１位から５０位までを参考にする。また

SATURN のチャートはジャンルが明確にメタルや

ハードロックとカテゴライズされておらず、

「Heavy/Alternative」とされておりチャート内

に様々なジャンルのバンドが入ってしまってい

る。今回調査した内容においても、メタルやハー

ドロックにカテゴライズされるバンドは４割程

であったためランクインしているバンドの紹介

にとどめ、全体の数での比較は避ける。

mix1.de

ドイツの 音楽産業を代表する 団体の

「Bundesverband Musikindutrie（音楽産業連邦

教会）」から委託を受けるドイツの公式音楽チャ

ートの集計と発表をする「Media Control GFK

International」、そのチャートを配信する音楽チ

ャ ン ネ ル 。「 die offiziellen deutschen

Metal-Rock-Charts（公式ドイツメタル−ロックチ

ャート）」がチャンネル内にあり、３０位まで情

報を配信している。

グラフ 3.1：Amazon.de のチャート

やはりドイツのメタルシーンがイギリスのヘヴィメタ

ルから強く影響を受けて来たということもあり、現在で

も多くのイギリスのバンドがランクインしている。また

その全てが「Black Sabbath」や「Led Zeppelin」といっ

た大御所のバンドとなっている。市場規模の大きさ

からやはりアメリカのバンドは非常に多く、また他の

国同様デンマークの「Volbeat」は大きな人気を誇っ

ている。ドイツからは６作品５バンドが入っている

が、ドイツメタルの立役者でもある「SCORPIONS」の

作品を除けば全て「RAMMSTEIN」、「IN EXTREMO」、

「SCHANDMAUL」、「SALTATIO MORTIS」というドイツ語

で歌われるバンドでさらにその内「RAMMSTEIN」以外

は中世をテーマとしており、明確に伝統的なドイツ

らしさというものが表れる結果となった。

SATURN のチャートはやはり全体的にアメリ

カのバンドが目立つが、Amazon.de での結果と大

きく違うのは若手のバンドが非常に多くランク

インしていることだろう。やはり CD での販売だ

と過去作品の再販や限定版、またベスト盤が長き

に渡り売れ続けるなど影響も受けるが、ダウンロ

ードでのチャートだとそういった影響も少なく、

同一のバンドの作品が複数入ることも若干では

あるが減っている。ドイツ産のメタルバンドは

「RAMMSTEIN」、「POWERWOLF」、「AVANTASIA」がラ

ンクインしている。Amazon.de での結果と違い、

中世や伝統的な事物をテーマとしたバンドはラ

ンクインしていないが、いくつかのジャンルが混

在する中でドイツ出身のバンドはメタルにカテ

ゴライズされるバンドのみが入っている。
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グラフ 3.2：mix1.de のチャート

他のチャート同様、mix1.de においてもアメリ

カのバンドは群を抜いてランクインしている。こ

ちらでは若手や中堅どころといったバンドがそ

れぞれ一定数あり、またジャンルも伝統的なロッ

クからニューメタル、デスメタル、スラッシュメ

タルなど多用になっている。ドイツからは６バン

ドが入っているが、中世をテーマにしたバンド以

外にもスラッシュメタルやハードロック路線の

バンドがある。

3.2 チャート調査の総評

以上ドイツにおける音楽チャートを３つ参考にした

が、やはり世界的な流行や市場の大きさからもアメリ

カ出身のバンドは非常に多く見られる。そしてドイツ

のメタルシーンがイギリスからの強い影響を受けて

いると考えるとイギリス出身のバンドが多く入ってい

ることも当然だと思える。また新しいバンド、ジャンル

が短い期間流動的に入れ替わるポップ音楽と違い、

メタルのシーンを築いて来た重鎮や立役者の作品

が今もなお一定数評価されていることも印象的であ

る。

ドイツ出身のバンドはどのチャートにも一定

数あり、またその傾向もいくつかのバンドが新譜

を出したということも影響するが、本研究の要で

ある中世等をテーマとするドイツらしさが色濃

く出たバンドも多く見られる。他の国からも

「Amonamarth」のようなヴァイキングをテーマと

するバンドは入っているものの、はっきりとテー

マを最前面に打ち出しているバンドはドイツと

比べると少ない。北欧独特のシンフォニーを取り

込んでいるような「北欧らしさ」のあるバンドは

多いがやはりドイツと比べると地域性のあるテ

ーマは薄いと感じる。非常に限られた期間の調査

なので一概にドイツでのメタルの傾向を断定付

けることは避けるが、それでもやはり国産のバン

ドに求める部分はある程度傾向としてドイツ産

らしさが重要な要素となっているのは明らかだ

ろう。

3.3 フェスティバル出演バンドの傾向

様々な国の多くのバンドが一同に会するフェステ

ィバルに出演するバンドの傾向は、レコード会社が

売り出したいバンドがいるというのも主な要因の一つ

であると考えられるがファンの要望も多いに関係す

ると考える。また「ライブバンド」という言葉ができるほ

どライブに注力するバンドも決して少なくはない。そ

う考えるとチャートでの傾向とは別にフェスティバル

の出演バンドの傾向も調査することでチャートでは

見えなかったバンドの傾向、またどのようなジャンル、

テイストのバンドへ会社側が注力しているかが見え

てくるはずである。違った目線での分析結果を得る

為にいくつかの例をあげ、その傾向を分析する。

Metal Fest Open Air 2012
ドイツの Dessau、Loreley、またオーストリアの

Miningで開催されたメタルフェスティバル。ドイツに

は Wacken Open Air というドイツ北部の村を丸ごと

使って行われる世界最大のメタルフェスティバルが

あり、それには及ばない中規模なフェスティバルで

あるが３日間にわたりインディーズバンドも含めると７

５組ものバンドが集結する。インディーズバンドは小

規模なテント式の開場で行われ、通常のバンドは大

規模な屋外ステージで演奏する。

LOUD PARK 2012 – LOUD PARK 2013
２００６年より始まる日本では最大のメタル

／ハードロックのフェスティバルで幕張メッセ、

もしくはさいたまスーパーアリーナで毎年２日

間に渡り開催されている。開始年となる２００６

年にはアメリカの「MEGADETH」や「SLAYER」とい

った豪華なラインナップが話題となった。２０１

１年には開催こそされたものの、東日本大震災の

影響で１日のみの公演となり、２０１２年もその

影響により１日のみの公演だったが２０１３年

には２日制が復活した。
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グラフ 3.3：Metal Fest Open Air2012 の出演バンド

グラフ 3.4：Loud Park2012 の出演バンド

グラフ 3.5：Loud Park2013 の出演バンド

両国で共通しているのは、やはりチャートでの調

査でも明らかであったようにアメリカ出身のバンドの

人気だろう。単純に市場の規模の大きさというのも主

な要因であることに間違いはないだろう。

また近年特に注目を集めている北欧出身のバン

ドは両国で高い人気を誇っており、とりわけ日本の

LOUD PARK2013 ではフィンランドとスウェーデンと

合わせて１０組出演しているなど、その人気の程が

際立っている。以前はメタルに対して好意的な印象

を持っていなかった層からも、キャッチーなメロディ

や独特で風変わりなキャラクターなども相まって日本

では北欧、とりわけフィンランドのバンドへの注目が

集まっている。以前よりバンドの質も高くヨーロッパで

も高く評価されており、ドイツでは特にメロディを重視

し壮大な雰囲気を曲に取り込み、人気を得ている。

両国における国内バンドの出演数だが、これはほ

ぼ真逆と言っても良いほど異なっている。ドイツで開

催されているフェスティバルでは、同国出身のバンド

が最も多く次いでアメリカやヨーロッパの各国になる。

やはりチャートでの結果同様、中世をテーマとした

バンドやジャーマンメタルの根幹でもあるパワーメタ

ルがメインで非常にドイツらしさが出たラインナップと

なっている。しかし日本はその真逆で出演バンドは２

０１３年と２０１２年を合わせてもわずか４組となってお

り、その存在感は割合だけで見れば非常に薄いもの

となっている。

チャートやフェスティバルへのバンドの出演状況

などを見ても、少なくとも日本とドイツのそれぞれの

出身のバンドに対する企業側の扱いは極めて差が

あることは明確である。少なくともドイツにおいては

自国のバンドがセールス面を見ると非常に大きな人

気を誇っており、またフェスティバルでも自国のバン

ドに優位をつけている。これは人気のバンドというこ

ともあるが、やはり「ドイツ出身のバンドに大トリという

華を持たせる」ということに特別な意味を見いだして

いるのではないかと推測する。

以前日本で開催された「Ozzfest Japan」というアメリ

カでも例年開催されいる「BLACK SABBATH」の

Ozzy Osbourne 主催のフェスティバルでは、主催の

違いが影響したのか日本のバンドが多く出演し物議

をかもした。その主因となるのがやはり Ozzfest という

様々なバンドが集まる場で、国内で頻繁に見られる

日本のバンドをわざわざ見たくないというものであっ

た。そういった意見を見るとやはり国内チャートで国

内出身のバンドがそもそもカテゴライズされないこと、
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日本のフェスティバルでの状況が良くないなどの不

遇さを見るに、日本のメタルファンにとって純粋なヘ

ヴィメタル文化の発信源を日本に見いだしていない

ように思える。

4. アンケートの分析

本項目においてアンケート結果の分析を行う。ア

ンケートの全文は本章には載せず、必要箇所のみ

を抜粋して掲載し残りは別紙アンケートを参照とする。

アンケート回答の回収期間は以下の期間とした。

日本語版

２０１３年１２月４日より１１日間

ドイツ語版

２０１３年１２月５日より１０日間

はじめに回答者の基本情報を掲載する。

表 4.1：回答者数と男女比

日本人 ドイツ人

男性 １２ １３

女性 ３ １０

無回答 １

総合 １６ ２３

表 4.2：回答者の年代

日本人 ドイツ人

２０代 １４ ２２

３０代 １ １

４０代 １

表 4.3：回答者の職業

日本人 ドイツ人

学生 ７ １８

会社員 ５ ２

フリーター １ １

求職中 ２ ２

無回答 １

以下、質問毎の設問と回答を掲載し、分析を行う。

設問５：メタルを聴くようになったきっかけは何

ですか？

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

グラフ 4.1：設問５の回答

ドイツ人の回答が家族や友人など、人からの影響

を受けたと回答する方がほとんどであるのに対し、

日本人が「ラジオやテレビで聴いて（見て）」を多く選

んでおり非常に対照的な結果となった。また日本人

で「その他」を回答した方でも雑誌やスポーツを通し

て知ったと記述しており、ドイツでは家族や友人など、

人からの影響が強く、これはやはり単純にメタルファ

ンの人口の多さが原因ではないかと考える。ファン

でなくとも、メタルの傾向のある音楽を聞く一般の人

も少なくはないのもその要因だと考える。

設問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？（最大３つまで）

１）好みのジャンルであるか

２）そのバンドの出身による

３）人気であるかどうか

４）扱っているテーマ（歴史、神話、宗教など）

５）CDの価格や特典、限定版などの付加価値

６）演奏の上手さやテクニック

７）コンサートの善し悪し

８）これといってない

９）その他
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グラフ 4.2：設問６の回答

バンドを好きになるきっかけにはそれぞれ３つま

で選択肢から選んでいただいたが、日本とドイツそ

れぞれ共通する部分が多い結果となった。やはり１）

のジャンルの重要度は非常に高いようでどちらも最

も多く、次いで「６」演奏の上手さやテクニック」もドイ

ツではジャンルと同じく非常に重要な要素となって

いる。やはりこれはメタルや音楽そのものとしての要

素が重要なのではないかと考えられ、バンドの方向

性やスタイルの特殊性も「４」扱っているテーマ（歴史、

神話、宗教など）」がある程度数があることを考えれ

ば重要な要素の一つと捉える人もいるとは思うがバ

ンドそのものの質を求めるのは当然のことではない

だろうか。また「３」人気であるかどうか」や「５」CD の

価格や特典、限定版などの付加価値」を選択する回

答者が一人もいなかったことは、他の多く選択され

た選択肢よりも如実にメタルファンの傾向を表してい

ると思う。その他を選択した方に具体的な記述をお

願いしたが、例えば「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）」、「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）といったようにメタルを純

粋に音楽として捉え、その他の付加価値に重要性

は見いだしていないのだろう。

設問７：どれくらいの期間、メタルのファンです

か？

１）１年未満 ２）１〜２年 ３）3〜5年

4）６〜１０年 5）10年以上

グラフ 4.3：設問７の回答

回答者の多くが学生で２０代であったことを

考えると日本人の場合大学への入学などの前後

に興味を持ち始めることが多いと考えられる。ま

たドイツも「４）６〜１０年」が特に多く選ばれ

ているが、メタルはやはり一過性のマイブームと

いうよりは長期に渡って好まれる傾向があるの

ではないか。

設問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？

［８−１］CDの購入について。

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

グラフ 4.4：設問８–１の回答

［８ー２］楽曲のダウンロードについて。

１）ダウンロードをたまにする

２）ダウンロードを頻繁にする

3）ダウンロードはほとんどしない
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グラフ 4.5：設問８–２の回答

［８−３］バンドグッズについて。

１）ほとんど買わない

２）たまに買う

３）頻繁に買う

グラフ 4.6：設問８–３の回答

［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。

１）行ったことがない

２）１年に１〜２回程度

３）頻繁に行く

グラフ 4.7：設問８–４の回答

設問８の各質問は両国のメタルファンの依存度、

また金銭面からの傾向の違いを比較するために作

成した。比較するとやはり CD やアーティストグッズ

のようなものの購入率は極端な差は無いがドイツ側

が多く、特にコンサートへ行く頻度に関しては日本

人のおよそ４０％がそもそも行ったことがないと回答

している。

また設問［８–２］の楽曲のダウンロードに関する質

問では日本人は大抵がしないと答え、またする場合

には頻繁に無料ですると回答している。ドイツ人に

関しても楽曲のダウンロードをすると回答した方が大

半だがやはりその多くは無料でと回答している。著

作権等が本研究の中心では無いのでこれ以上の追

求は避けるが、やはりチャート調査において得られ

た人気のバンドの傾向もやはり売り上げだけが単純

に人気とは結びつくとは考えづらいだろう。

設問１０：メタルのジャンルについて。

［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？

［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

設問１０では回答者に対し、回答者の最も好んで

聴くジャンルとそのジャンルのバンドを質問した。バ

ンド自体は参考に過ぎないが好まれるジャンルの傾

向にはやはりある程度の差が出た。別紙にて回答で

得られたジャンルの詳細があるのでそちらを参考に

し、分析を進める。

日本で は「 Thrash Metal 」 、「 Melodic Death
Metal」を筆頭にスピードや攻撃性を重視したバンド、

また伝統的な正統派メタルが好まれている、特に８０

年代や７０年代とその時期も明記されている回答もあ

る。メタルバンドに限ったことではないか長い歴史を

持つ音楽家はその中で音楽性を幾度となく変えるこ

とは決して稀なことではない。実際に年代を明記し

たのもバンドの特定の期間に所謂黄金期というもの

を見いだしているのではないか。第４章で調査した

フェスティバルに出演するバンドの傾向とやはり共

通し、北欧出身のバンドが得意とする「Melodic
Death Metal」、「Melodic Speed Metal」、また数は

少ないが「Folk Metal」、「Symphonic Metal」もそれ

ぞれ聴かれている。しかし項目３での分析結果と同

じく、日本のバンドを好んで聴くと回答した人はわず

か２名と極端に少なく、日本のメタルファンの国産バ

ンドへの受容がなかなか難しい状況にあることは間

違いないだろう。
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対してドイツは日本と同じく「Melodic Death Metal」
が最も多く聴かれており、ドイツ国内でもこのジャン

ルを演奏するバンドが増えてはいるが、やはり北欧

のバンドを記述する人は非常に多かった。また「Folk
Metal」や「Black Metal」といった宗教や土着の文化

など、非常にテーマ性の強いジャンルもいくつか挙

げられている。

アンケートの配布を主に大学の日本学にした

為、対象者に日本語を学ぶ学生が非常に多くいく

つか日本のバンドをあげる回答者もおり、その数

が日本人の回答を上回る結果となった。

設問１１：言語について

［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？

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

グラフ 4.8：設問１１–１の回答

［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？

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

グラフ 4.9：設問１１–２の回答

［１１–２］はその理由を記述式で回答を求めた。記

述式回答の全文は別紙参照のこと。

言語に関しては回答者の多くが「４」とくにこだわり

はない」、また回答者の母国語で歌われるメタルに

対する印象に関しても大半が「５」どちらでもない」と

し、言語に関しては特別にこだわりを持つ人は少な

いようである。しかし「２」ジャンルによる」との回答も

一定数ある。また［１１–２］への回答でも母国語で歌

うメタルに対してネガティブな印象を持つ人は非常

に少なく、関心を持つ人は概ね良い印象を抱いて

いるようである。またその理由として、日本人からは

ジャンルに合うかどうかやメロディへの調和によって

は日本語で歌われるメタルも良いとしている。しかし

日本人の数人はそもそも日本語のメタルを聞いたこ

とがないと記入している。

ドイツ人にとってドイツの言語はメタルに適してい

るとする回答者が多くあり、その発音の力強さの他に

もいくつかのバンドのテーマには非常に適している

と捉えられているようだ。それが宗教的観点からも語

られており、ドイツ社会へのキリスト教の影響が音楽

にも結びついていることは不思議なことではない。し

かし大半が歌声もひとつの楽器に過ぎず、言語は重

要では無いという意見が多く、また母国語で歌われ

ると意味を追ってしまい曲に集中できないという意見

もある。

日本とドイツの回答者を比べてメタルにおける言

語というものは特定のジャンルを除いてはやはり重

要な要素とは成り得ないようである。また日本におい

ては日本語で歌われるバンドそもそもの知名度が非

常に低く、改めて多くのバンドが英語を主流としてい

る現状が見える。
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設問１２：バンドの掲げるテーマ、バンドの出身

の重要度

［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

グラフ 4.10：設問１２–１の回答

［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

グラフ 4.11：設問１２–２の回答

設問［１２–２］において１）、２）または３）を選択した

方には別途記述式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記述していただいた。記述

式回答の全文は別紙参照のこと。

バンドのテーマはそのバンドの出身に最も強く依

存すると考えられ、本研究における重要な要素であ

り、メタルに見られる地域性をいかにファンは捉えて

いるかという疑問にも直結する。

設問［１２−１］のテーマに関して、ドイツ人におい

ても最も重要な要素と位置づける回答者は一人に留

まったが、日本人とドイツ人の両国から「２）重要な要

素のひとつ」または「３）それほど重要では無いが気

になる」とテーマに対する強い関心が見られた。

対してバンドの出身を重要と捉える人は両国とも

少なく、また「４」重要ではない」と回答する人が非常

に多く、大きく音楽性に影響していると考えられるテ

ーマ性は重要だが、やはり最重要要素は設問【６】か

ら推測したように音楽の質そのものであり、テーマや

バンドの出所まで興味を持つ人は少ないようだ。し

かし設問［１２–２］に関連付けて興味のある出身地や

その出身のバンドを質問したがその回答には際立っ

た傾向が見られた。まず質問対象が日本語学科のド

イツ人で大半あったということもあり、日本のバンドを

好む回答者が非常に多く見られた。また同数で自国

の、ドイツのバンドも多く挙げられており、日本とは全

く異なる結果が得られた。

設問１３：地域性のあるテーマを掲げるバンドに

ついて

［１３−１］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？

１）知らなかった ２）知っていた

グラフ 4.12：設問１３–１

［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？

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
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グラフ 4.13：設問１３–２の回答

設問［１３–２］の理由も記述式での回答を御願いし

た。回答全文は別紙参照のこと。

アンケートの最後の質問ではメタルで扱われるテ

ーマに対する印象を聞いた。まず設問［１３−１］だが、

想像以上に明確に結果が別れた。土着の伝統や文

化をテーマとするバンドの知名度を聞いたがドイツ

人の全ての回答者が知っていたのに対し、日本人

では知らなかったと回答した方が４割ほどいた。

設問［１３–２］に対しては両国共に大多数の回答

者が良いことだと捉えているようである。またその理

由を記述式で回答を求めたが、日本人からは「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」「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。」と文化

的側面から非常に好意的な印象を受ける意見が

あった。またバンド自身の出自などの独特の世界

観はバンドの個性として活かせると音楽的観点

からもその独自性を増すために重要な要素だと

捉えられているようだ。

ドイツ人からの回答では特に神話に対してバ

ンドの世界観を深め、また日本人回答者と同様に

文化的側面からその国の文化や伝統を発信する

のに非常に有効な手段だという意見がある。宗教

的観点や北欧など地続きの欧州諸国の文化や伝

説に非常に親しみがあるようでそういった文化

の発信の媒体としてメタルは非常に相性が良く、

文化的に素晴らしい貢献をしていると言う。

5. 結論

それぞれの調査を用いて、とりわけドイツ人に関し

ては地域性のあるテーマに強い関心があると考えら

れる。音楽そのものとしてメタルというジャンルが好ま

れていると考えるとやはり美しいメロディやテクニック

などの音楽面での質はやはり日本とドイツ両国のフ

ァンにとって最重要となっているが、地域性のあるテ

ーマがサウンド面で深みを増し、また文化的側面か

らも自国、またはバンドの出自に関して広く知れ渡り、

文化交流の一端を担うと、ドイツのメタルファンにとっ

てバンドのテーマはやはり重要な要素のひとつであ

ることは間違いないと言えるだろう。

また自身と同じ出自のバンドに対しても、言語

面でもテーマのような要素をとってもドイツ人

には非常に好意的に捉えられている反面、日本人

は好意的であるにしても関心があまりなく、市場

調査やアンケート調査では日本出身のメタルバ

ンドの影響は非常に薄く感じた。この点から、や

はり両国のメタルファンにとってメタルという

ジャンルに対する捉え方が根本的に違うようだ。

ドイツはその歴史からも最大規模の市場を誇る

アメリカとは一線を画したスタイルを貫き、頑固

な迄に良いものを追求してきた、その影響からか

自国のバンドに少なからず誇りのようなものを

持っているのではないか。対して日本では日本の

バンドによるメタルムーブメントは確かに存在

したが、国内と国外バンドの棲み分けがあまりに

も明確にされているように思える。それはチャー

トにおいて国産バンドがメタルとカテゴライズ

されていないこともその要因で、一般的にメタル

は海外のバンドが作るもの、という意識が強いよ

うに思える。このようなファンの傾向の違いから

も、バンドの掲げるテーマ、とりわけ自国のバン

ドに関しては議論を交わす以前に国内バンドの

知名度の低いうということもあり、非常に影響が

薄い。
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(音楽専科社)

映画

[4]サム•ダン監督(2007)「メタル ヘッドバンカーズジャーニー」

(アミューズソフトエンタテインメント)

[5]サム•ダン監督(2009)「グローバルメタル」(アミューズソフ

トエンタテインメント)

CD

［６］Chthonic（２００５）「Seediq Bale」（ハウリングブル）

［７］Chthonic（２００９）「Mirror of Retribution」（ハウリングブル）

ウェブサイト

［８］Amazon.de (http://www.amazon.de/)

米大手通信販売会社のドイツ支社。チャートの参考に用いた。

［９］SATURN (http://www.saturn.de/?langId=-3)

ドイツの大手家電量販店。同サイト内の MP3 チャートを参考に用い

た。

［１０］mix1.de

(http://wdjc.de/mrc/index.php?PHPSESSID=8v8vipfk7kga3qvi737i4u9

765&LG=de&ID=1)

ドイツの公式音楽チャートの集計と発表を行っている。その「die

offiziellen deutschen metal-rock-charts」を参考に用いた。



コミュニケーション機能を伴う電子書籍の活用に関する実験的研究 荒井・西條

2013 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集 105

コミュニケーション機能を伴う

電子書籍の活用に関する実験的研究

荒井 美香子

西條 真未

麗澤大学

外国語学部 外国語学科 英語コミュニケーション/英語・英米文化専攻 千葉ゼミ

a10040m@reitaku.jp（荒井）

a10144m@reitaku.jp（西條）

概要：本発表では、bookpic (http://bookpic.net/)という Twitter や Facebook と連携してコメントを共有するコ

ミュニケーション機能をもつ電子書籍サービスを用い、麗澤大学大学祭(麗陵祭) MAP を製作した。オンライン

公開した MAP を大学祭期間中に使ってもらい、SNS への拡散がどれくらいできるか、そしてどれほど多くの

ユーザーと感情を共有することが出来るかを実験した。発表ではその経過と結果を報告すると共に、SNS連携

機能をもつ電子書籍にどのような活用方法があるかを考察する。

キーワード：bookpic、電子書籍、SNS 連携、コミュニケーション機能

1. 研究のねらい

書籍
1
とは、木、竹、絹布、紙等の軟質な素材に、

文字、記号、図画等を筆写、印刷し、糸、糊等で装

丁・製本したものである。電磁的またはレーザー光

等により記録した情報や、ネットワークで流通させた

情報は電子書籍という。

われわれは今、ペーパーレス化の波のなかにい

る。本研究の主役の技術は、電子書籍端末である。

Amazon 社の Kindle、Apple 社の iPad の相次ぐ

成功をふまえ、2010 年は電子書籍元年と呼ばれて

いる。これまでの私たちが考える、紙が最も好まれる

理由は「読む」という局面においてであると推測する。

これまでの技術と異なり、電子書籍端末はこの「読む」

という行為を直接的に支援する。デバイスの形状を

読む行為に特化し、書籍配信のインフラを整備する

ことで、電子書籍と電子書籍端末の売上は現在、急

速に伸びている。

Kindle の設計思想について、Amazon 社の会長

1
コトバンク「書籍とは」

http://kotobank.jp/word/%E6%9B%B8%E7%B1%8D

Jeff Bezos は次のように述べている。

「本の最大の特色は、読み始めると消えてしまうこ

とだ。本を読んでいる最中に、インクの糊や紙の綴じ

は気にならない。著者の世界にはまり込むわけだ。4
年前に Kindle を開発し始めた時にデザインの第

一目標にしたのが、このコンセプトだ。Kindle は消

えなければならない。そうしないと、読者が著者の世

界に入れないことになる」（『キンドルの衝撃』より引

用）

読み始めると読むためのデバイスは意識にのぼら

ないくらい端末の操作が自然なものであり、手に馴

染むツールである必要がある。Bezosはこれを「消え

なくてはならない」と表現している。そこで、表示パネ

ルには軽くて、省電力で、自然光で読める電子ペー

パーを採用している。また、デバイスにプラスチック

素材のカバーを用いて、カバー側面が丸みを帯び

たデザインになっているのは、読書中の持ちやすさ、

携帯しやすさを考慮しての工夫だと考えられる。

Kindle が読むことに特化した端末であるのに対して、

iPad はそれ以外の用途も備えた汎用のツールであ

る。『キンドルの衝撃』の中の調査で、iPadユーザー
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290 名から得たフリーコメントを分析したところ、ユー

ザーが感じているiPadの利点は第1に「起動の速さ」

（31%）、第 2 に「携帯しやすさ」（17%）、第 3 に「使

いやすさ・操作性」（10%）であった。軽くて、バッテリ

ーが長持ちすることで、携帯しやすいツールとなっ

ている。また、タッチパネルを用いて指先で操作でき、

デザインもシンプルでキーボードもないという点が使

いやすい印象を与えている。さらには、表示が綺麗

で、低コストという要因もある。iPad の利点を分析す

ると、iPad の特徴は「きれい」「簡単」「軽い」「速い」

「バッテリーが長持ち」「低コスト」「どこでも繋がる」の

7 つに集約される。

そして、製本または電子的により記録した情報は、

変えられることはない。本研究は、その変えられるこ

とのなかった情報に変化が現れた場合の、電子書

籍の利用状況を観察調査し、SNS 連携機能をもつ

電子書籍にどのような活用方法があるかを考察す

る。

また、私たちが本研究で大学祭を選んだ理由は、

大学内のイベントで一番盛り上がりがあり、私たち自

身が参加できること、又、一般の方ともつながりがあ

ることを考慮した結果、他のイベントよりもより多くの

人たちに参加してもらえるのではないかと感じ、大学

祭で研究することを決定した。

2. 実験の意義と背景

現在の出版業界の流通について、村瀬拓男は著

書の中で次のように述べている。

「現在の出版業界の流通について依然として再販

売維持価格制度（再販制）と委託販売制度（返品制）

に負うところが大きい。しかし 1995 年前後まで不況

知らずといわれ続けてきた出版業界も、96 年のピー

クを境に低迷の一途をたどっており、昨今は出版不

況と呼ばれる現状を打破することができずにいる。

新刊点数自体は増加しているにもかかわらず、販売

部数は右肩下がりを続け返品率は 4 割の大台に乗

ろうとしている。

深刻化する出版不況の要因として消費需要低迷

や少子高齢化による潜在的な読者の減少が挙げ

られるほか、インターネット利用人口増加に伴う

情報摂取方法・娯楽文化の多様化や新古書店、漫

画喫茶の二次流通市場の出現などの構造不況が

指摘されている。

さらに近年では、電子書籍の台頭が出版業界に

大きな波紋を呼んでいる。もっとも、「電子書籍元年」

と言われた 2004 年には SONY とパナソニックがそ

れぞれ電子書籍専用端末を売り出すも、売上げの

伸び悩みにより撤退。携帯電話端末向けの電子書

籍市場が売上を伸ばす一方で国内での新たなプラ

ットフォームの展開は下火になっていたが、2009 年

10 月に米 Amazon の「Kindle」が発売されたことを

皮切りに電子書籍ブームが再燃、その認知度をか

つてよりも高めた。さらに翌年 2010 年 5 月にはアッ

プルから「iPad」が発売され、現在もスマートフォンと

呼ばれる高機能携帯端末も各社から続々と発売さ

れており、その売り上げ、認知度ともに着実に増やし

ている。いずれも電子書籍のデバイスとしての活用

が期待できるものであり、おそらく今後の私たちの読

書スタイルの在り方により広く影響を及ぼしていくこと

になるだろう。電子図書館や電子教科書、電子新聞

など電子書籍を活用した新たなマーケットの拡大に

今後は大いに期待が持てる。

しかし、スクリーン越しに本を読むという従来な読

書スタイルとのギャップや電子データの不確実性、

規格の統一など、諸々の事由から電子書籍は劇的

な普及を出来ずにいる。また、紙媒体の書籍が自由

競争の範疇から外される日本の出版流通に電子書

籍が与える影響も看過する事はできない。」（『電子

書籍の真実』）

紙媒体での出版産業が減退し、電子出版産業が

成長している。電子出版には人と書籍や雑誌等の出

版物が出会う機会を提供できる可能性がある。オン

ライン上の消費者行動を捉え、読書行動に適した情

報提供をさらに行うことで、SNS サービスを用いて

出版物と人が出会う機会をつくると人々にどのような

影響を与えるのか、読書体験の共有によってこの先

もたらされる書籍の価値の変化、電子書籍のもつ可

能性について研究してみたい。

2.1 電子書籍の普及

電子書籍とは、従来の紙媒体の印刷物とは異なり、

デジタル機器の画面で読む「書籍」である。既存の

印刷物をそのままデジタルデータに変換したものか

ら、デジタル機器の特性に合わせて映像や音が流

れたり、文字サイズを変更できるようにしたもの、内

容が自動的に更新されるものなど、いろいろなタイ

プの電子書籍があり、呼称については電子書籍の

他、電子ブック、デジタル書籍、デジタルブック、E
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ブック、オンライン書籍といった呼称が存在する。

電子書籍の普及に向けた条件は３つある。１つ目

は電子書籍を読むための端末が普及したこと。端末

の軽量化や高画質化、通信環境の進歩も相まって

通勤時の電車でも家の中でも楽しめるようになった。

２つ目はコンテンツが充実してきたこと。小説／実用

書のみならず、コミックや雑誌もそろう。書籍の新刊

を出すと同時に、電子書籍を発売する出版社も増え

てきた。３つ目はクラウドや SNS との連携によって、

紙の書籍にはない楽しみ方や利便が提供できるよう

になりつつある。米アマゾンは、口コミの商品レビュ

ーを参考にして製品を選ぶという新しい買い物体験

を提供することでユーザーを増やした。

電子書籍が身近になりつつある今、ユーザーにと

って電子書籍を読むメリットは保管の場所を取らない

ところだ。まず、大量の書籍を手軽に持ち運べること。

端末にたくさんの書籍データを記録できるので、重く

てかさばるといった悩みがない。そして書籍をたくさ

ん買っても場所を取らない。書斎の本棚がいっぱい

になったり、泣く泣く本を処分したという人もいるだろ

う。電子書籍は記録容量がある限り、いくらでも保存

できる。インターネット経由でいつでも書籍を購入で

きるのも大きな利点である。夜に長編小説を読んで

いて続きが気になって仕方がないという場合でも、

次の日まで待つ必要がない。

コンテンツの流通と再生の方式の違いにより、携

帯電話や携帯情報端末などで携帯電話ネットワーク

やインターネットからダウンロードして閲覧するタイ

プ、PC 等でインターネットからダウンロードして閲覧

するタイプ、PC 等でインターネットからダウンロード

後、さらに再生用小型機器にダウンロードして閲覧

するタイプ、と３つの形式が存在する。

電子書籍を読むために使う端末は主に４種類ある。

これらの長所と短所を把握しておくと、より便利に利

用できるだろう。スマートフォンは小型で携帯性が高

いが、画面サイズは小さめ。電子ペーパーを搭載し

た専用端末は、軽くて目が疲れにくいが、表示はモ

ノクロで、画面の書き換え速度は遅い。タブレット端

末は画面が大きく、コミックや雑誌を読むのに有利。

今後は Windows 8 を搭載した端末が登場し、グー

グルの Nexus7 など小型の製品もそろう。選択肢が

増えるとともに、電子書籍を読む端末として定着して

いく可能性もある。

ここで小説／実用書、コミック、雑誌など幅広い電

子書籍を扱う代表的な６つの総合書店サービス、

BookLive! 2
、 GALAPAGOS STORE （図２ ）

3
、

honto 4
、Reader Store5

、紀伊國屋書店 Book
Web/Kinoppy6

、電子ブック楽天〈kobo〉
7
を紹介す

る。本研究で用いる bookpic については 3.1 を参照

されたい。

BookLive 社のBookLive!は 2012 年9 月時点で

約 98,000 冊を公開しており、Windows、iPhone、

iPad、Android、専用端末で見ることができる。シャ

ープ社の GALAPAGOS STORE は 2012 年 9 月

時点で約 74,000 冊公開しており、iPhone、iPad、

Android で見られる。トュ・ディファクト社の honto は、

Windows、iPhone、iPad、Android で見られる。ソ

ニー社の Reader Store は 2012 年 9 月時点で約

65,000 冊公開しており、ソニー社のみの Android、

専用端末で見られる。紀伊國屋書店社の紀伊國屋

書店 Book Web/Kinoppy は 2012 年 9 月時点で約

55,000 冊公開しており、Windows、Mac、iPhone、

iPad、Android、ソニーの Reader で見られる。楽天

社の子会社カナダのコボの電子ブック楽天〈kobo〉

は、2012 年 9 月時点で約 60,000 冊公開しており、

Windows、Mac、iPhone、iPad、Android、専用端

末で見ることができる。

もっとも、「書籍の数」が多ければよいというわけで

はない。自分が読みたいと考えているジャンルの書

籍が豊富かを確認するべきであろう。６社のサービ

スを表にまとめた（表１）。

「SNS／クラウド連携」の機能を強化する電子書

籍サービスも目立ってきている。kobo Touch は

Facebook との連携機能を持っている。本の一覧か

ら「Facebook に投稿」を選ぶと読んでいる本につい

て表紙の写真付きでコメントや感想を Facebook に

投稿できる。このほか「2 時間連続で読書をする」「深

夜に読書をする」といった条件を満たすとバッチと呼

ばれるマークが現れる。このバッチを Facebook に

投稿する機能もある。

2 http://booklive.jp/
3 http://galapagosstore.com/
4 http://honto.jp/
5 http://ebookstore.sony.jp/
6 http://www.kinokuniya.co.jp/
7 http://kobo.rakuten.co.jp/
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表１ 総合書店サービスで取り扱っているコンテンツ数

サービス名 日本語の書籍数 小説／実用書 コミック 雑誌

BookLive! 約 98,000 冊 約 65,000 冊 約 26,000 冊 約 1,900 冊

GALAPAGOS STORE 約 74,000 冊 約 46,000 冊 約 25,000 冊 約 3,200 冊

honto 約 67,000 冊 約 46,000 冊 約 20,000 冊 約 700 冊

Reader Store 約 65,000 冊 約 40,000 冊 約 23,000 冊 約 2,200 冊

BookWeb 約 55,000 冊 約 37,000 冊 約 18,000 冊 1 冊

kobo 約 60,000 冊 約 50,000 冊 約 10,000 冊 ———

表２ 2012 年 9 月下旬時点の書籍販売価格

BookLive!は書店の三省堂が運営するソーシャ

ル本棚サイト「読むコレ」との連携機能がある。サイト

上では電子書籍と三省堂で購入した紙の本を同時

にリスト表示可能。それぞれの本にレビュー記事を

書いて、他のユーザーに公開できる。

電子書籍は印刷や製本または流通の費用がかか

っていないので、紙の本より安くなるといわれている。

ただ、実際のところは出版社の販売戦略上の理由な

どによって紙と電子で価格差がないこともある。例と

して、一部の書籍で値段を見比べた（表２）。

表２からわかるとおり、紙と電子で全く値段が変わ

らない本もあれば、実用書などでは紙の本の約６割

になっている本もあるが、電子書店の間で価格差は

ほぼなかった。

電子書籍のレイアウトには 2 つの種類があり、「リ

フロー型」と「固定レイアウト型」の二つである。どちら

が適切かは、どんな本を作りたいかで変わってくる。

まず『リフロー型』。電子書籍には自由に文字の大き

さやフォントを変更できる機能があるが、早い話、こ

れが出来る本は全てリフロー型の本である。小説や

エッセイだったり、参考書だったり、読み物系は主に

このリフロー型である場合がほとんどである。文字の

大きさの変更などに応じて、1 ページに収まる文章

の量が増えたり減ったりと、レイアウトが状況に応じ

て変化するというのがこのリフロー型の特徴である。

ただし、カスタマイズ性に優れている反面、思い通り

に「見せる」事は不可能に なってしまう。文章だけの

本であればあまり問題にはならないが、例えば、あ

る文章の直後に表示される挿絵があったとして、そ

れを同じページの中で見て欲しいという事があった

とする。読者がフォントや文字の大きさをカスタマイ

ズする事で、その挿絵が出てくるページのレイアウト

がズレて、挿絵は次のページになってしまう事が十

分起こりえる。そのあたりを完全にコントロールしてこ

だわれないのがリフロー型の弱点だ。

では『固定レイアウト型』はというと、完全に一つの

ページの中に表示する画像や文字の位置を固定し

てしまう方式。これは主にマンガや絵本、画集や写

真集だったり、画像を中心に扱う書籍に使われる事

が多いレイアウト方式である。やはり絵を中心に本の

流れが作られるタイプの本だと、勝手にレイアウトが

変わられては作者の意図通りに読者が読む事が難

しくなる為、それを避ける為にはレイアウトを固定す

るしか方法はない。固定レイアウト型は作者がイメー

ジした通りの形を保つ事が出来るが、読者にとって

はカスタマイズの自由性がなくなるという捉え方もで

きる。

スティーブ・ジョ

ブズⅠ（講談社）

のぼうの城

上（小学館）

営業マンは「お願

い」するな！(サ

ンマーク出版)

テルマエ・ロマエⅠ

(エンターブレイン)

宇宙兄弟

（1）

（講談社）

BookLive! ¥1,995 ¥473 ¥800 ¥450 ¥525
GALAPAGOS STORE ¥1,995 ¥472 ¥800 −−− ¥525
honto ¥1,995 ¥473 −−− ¥450 ¥525
Reader Store ¥1,995 ¥473 −−− ¥450 ¥525
BookWeb ¥1,995 ¥472 ¥800 ¥450 ¥525
Kobo ¥1,995 ¥473 ¥800 ¥429 ¥525

紙の本 (Amazon.co.jp) ¥1,995
文庫 ¥480

ハード¥1,575 ¥1,365 ¥714 ¥580
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2.2 SNS の普及

2010 年は「ソーシャルメディア元年」と呼ばれるほ

ど SNS(Social Networking Service)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

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友人関係を構築する

場も提供する会員制のサービスである。
8

近年、アメリカ発の SNS が世界中で爆発的なブ

ームを巻き起こしている。日本でも Twitter や

Facebook 等の利用者が急増しており、2012 年 12
月末時点の国内ネットユーザーが9,556万人なのに

対し、SNS 利用者はそのうちの 52％にあたる 4,965
万人だった

9
。

Facebook に関しては、創始者であるマーク・ザッ

カーバーグ氏をモデルとした映画「ソーシャル・ネッ

トワーク」が公開され、大きな話題となった。

インターネットの世界に最初に SNSが登場したの

は、2003 年 3 月頃、アメリカの「Friendster10
」という

サービスが起源と言われている。Friendster は 3 か

月で100万人のユーザーを集めたとして大きな話題

となった。日本に SNS の存在を広く知らしめるきっ

かけとなったのは、2004 年 1 月に開始された

「Orkut11
」だ。これは Google のエンジニアが開発し

たものであり、Google の知名度も手伝って、日本で

SNS が話題になるきっかけとなった。

SNS は一種のコミュニティであり、参加するため

にアカウントを作成すると自分のホームページのよう

な「領域」が与えられ、そこに自分のプロフィールを

公開し、自己紹介することによって同じ SNS 内の他

人が趣味等の共通点をもとにグループを作ったり、

コミュニケーションしたりすることができます。

日本でも 2004 年2 月から「GREE」や「mixi」とい

うサービスがスタートした。これらのサービスは娯楽

的な使い片をされるのが主ですが、「出会い系」で

はなく「知り合い系」と表現するのが適切だ。多くの

SNS の特徴として、参加者は既存の参加者からの

8 IT 用語辞典 e-Words URL:http://e-words.jp/
9 http://www.rbbtoday.com/article/2013/05/30/108575.html
10 URL:http://www.friendster.com/
11 URL:http://www.orkut.com/

「招待制」になっており、基本的に知り合い同士が

SNS の中に参加している状態になっている。つまり、

出会い系のように見ず知らずの他人同士が知り合う

のではなく、知り合い同士がメールやメッセンジャー

を使うのと同じように、SNS を使ってコミュニケーショ

ンを取り合っている。

また、知り合い同士である安心感から、インターネ

ットにありがちな匿名性が低くなっているのも SNS
の特徴だ。実際、多くの人が本名を公開していること

によって、たとえば自分の友人との間に別の共通の

友人がいることに気づいたり、長い間連絡先がわか

らなくなっていた友人に再会できたりというケースが

多く聞かれるようになっている。

SNS はバーチャルなものではなく、リアルの世界

の「人のつながり」をネット上に作り上げたものであり、

従来のコミュニティのような不特定多数の人々をひと

まとめにしたつながりではなく、誰と誰がどのような

つながりを持っているかという「個」の関係にフォー

カスを置いている点が特徴である。

ここで「Twitter」を例であげてみる。Twitter とは

140 文字以内の短い投稿(ツイート)を入力して、み

んなで共有する無料のサービスである。利用者は政

治家から有名人、芸能人、タレント、モデル、ミュー

ジシャン、有名な社長、宇宙飛行士など、あらゆるジ

ャンルの国境を越えた老若男女が幅広く活用してい

る。ツイートは Web 上に公開されているので、その

人が自分のツイートを非公開に設定していなければ、

Twitter ユーザーでなくても、読むことが出来る。相

手のツイートが自分のホーム画面に自動的に表示さ

れるようにすることをフォローという。SNS の友達登

録に似ている。自分のことをフォローしてくれている

人たちを「フォロワー」と呼んでいる。

そして、Twitter のなかでででくる RT(リツイート)
が拡散できるものである。もともとブログ文化の

「ReBlog」という言葉から来ている。「Reblog」とは、

他人が書いたブログ記事を自分のブログに再掲載

することを示す造語であり、その Twitter 版が

Retweet であり、それを略して「RT」と表記している。

リツイートすると自分のフォロワーがその人のことを

フォローしていなくても、フォロワーのタイムラインに

そのツイートが表示される。それが繰り返されると図

のようにフォロワーのフォロワーに拡散されていく仕

組みである。
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図 1 拡散の仕組み

2.3 麗澤大学の在学生の IT 環境

PC、スマホの所持率の状況について、匂坂・千葉

(近刊)の調査結果を紹介する。新入生の PC 所有率

と利用状況については、98％が自宅に PC を所有し

ていると答えている。そのうち 32％は「自分専用の

PC を所有」し、16％は「家族で PC を共有している

があまり使わない」だった。インターネットの接続状

況については、92％が自宅にコンピューターを所有

しネットにも接続していると答えている。

次にスマートフォンの所有状況については、2012
年度の新入学生の 60％が「所有している」と答え、

2013年度の新入学生は85％が「所有している」と答

えている。また 2012 年度の所有者のうち、入学前か

ら長期にわたりスマートフォンを所有しいているもの

は 40％、2013 年度は 70％だった。つまり 2013 年

度の新入生の7割は高校生の時からすでにスマート

フォンを使用している。2012 年度から 2013 年度に

新入生のスマートフォン所有率は急激に増加してい

る（入学時点での所有率60％→85％、そのうち長期

所有者：40％→70％に増加）。

以上のことから，スマホなどで学生がインターネッ

ト上のさまざまなコンテンツにリアルタイムでアクセス

できる素地が急速に整っていることがわかる。

3. 研究方法

3.1 bookpic について

本研究で使用した bookpic は、電子書籍・画像ビ

ューアである。他の電子書籍と異なり、bookpic では

SNSと連携して用いてbookpic上にコメントをつけら

れる。誌面のそれぞれの場所に配置される「Vote!
（投票）ボタン」はユーザーの興味のバロメーターで、

Vote!すると数値が上がっていくので、人気度をはか

ったり、比較をすることができる。本のリリース後も本

の作者からのコメントや動画、商品へのURLが追加

される。これにユーザーのつぶやきが日々加わって

bookpicは毎日変化する。掲載されている商品をクリ

ッ ク して 、 その ま ま 商品サ イト で 購入した り 、

YouTube や Ustream とリンクして動画を楽しんだり、

誌面に設定されているリンクボタンを通じてシームレ

スに外部サービスを利用でき る特徴がある。

（『bookpic マニュアル』から引用）

bookpic の書籍の作成には、無料の bookpic
Editor をダウンロードしインストールする。bookpic
は、固定レイアウト型なので、文章だけだとリフロー

型に比べ、見づらくなってしまう。

作り方は１度 jpegの画像を製作し、Editorで一つ

にまとめ、ファイルを書き出す。そしてそれをネット上

にアップロードすることで本になる。

3.2 研究方法

本研究の実験で期待することは、麗陵祭運営者

だけでなく来場者の方々やたくさんの人に閲覧され、

コメントも残してもらうことである。それによって麗陵

祭の来場者数も上昇させ、最後の項にこの「麗陵祭

おたのしみ MAP」についての意見を書く場所を設

けたので、そこに利用者の意見を書いてもらう。そし

てその意見を次回 bookpic を利用して電子書籍を

製作する際に参考にしてもらうというのが私たちの意

義である。

本研究では、大学祭 MAP の制作と公開を通し、

コミュニケーション機能を伴った電子書籍の利用状

況を観察調査する為、以下のような研究方法を用い

た。

3.2.1 実験用データの構築

今回の研究では、研究ツールとして紹介した

bookpic を使用し、MAP を制作した。まず、一回きり

の大学祭のチャンスを逃さないために、サンプルと

して「大学内木陰ベンチ MAP」（全１１頁）
12

を試験

的に作成し、ゼミ生に公開した。大学内木陰ベンチ

12
麗澤大学木陰ベンチ MAP

URL: http://books.bookpic.net/826684710621794
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MAP は以下のように学内のマップのベンチがある

場所に番号を振り、写真付きでコメントも入れて紹介

したものである。

図 2 麗澤大学木陰ベンチ MAP ４頁目

作成と公開は特に問題なく終了し、その後ゼミ生

からの意見を参考に、本題データの構築に取り掛か

った。

そして、本題のデータの構築である。「麗陵祭お

たのしみ MAP」（全２６頁）
13

として、コミュニケーショ

ン機能を伴う MAP を作成した。

表紙ページには、麗澤大学麗陵祭公式サイト
14

や

麗澤大学へのアクセス方法が掲載されているペー

ジ
15

、2011 年・2012 年の麗陵祭ムービーへ飛べる

ようにボタンを設置した。

2 頁目には、学校全体の MAP を掲載し、後に詳

しい説明の全体図として理解しやすいようにした。さ

らに、三日間の各ステージで行われるタイムテーブ

ルへ飛べるようボタンを設置した。

3 頁目から 16 頁までは、各場所の MAP と詳しい

説明、それに連携した公式サイトページへ飛べるよ

うボタンを設置した。

そして、18 頁からは、閲覧した人からの感想を求

められるよう、感想ページを作成した。これは

bookpic の特徴である本に集まることで、多くのユー

ザと意見を共有することが出来るという部分を生かし

たものである。

さらに、以下の画像のようにどこの場所でも自由に

つぶやき（コミュニケーション機能）を利用できるよう

に設定した。

13
麗寮祭おたのしみ MAP

URL: http://books.bookpic.net/643424447067458
14

麗澤大学麗陵祭公式サイト http://www.reiryousai.com/
15

麗陵祭公式サイトの麗澤大学へのアクセスページ

URL: http://www.reiryousai.com/access/

図 3 大学祭 MAP「麗陵祭おたのしみ MAP」表紙

図 4「麗陵祭おたのしみ MAP」内容 １２頁目

MAP は全体公開前にゼミ生に公開し、意見など

をもらい改良を繰り返した。

3.2.2 アクセス状況調査

アクセス状況の調査として、大学祭期間（11 月 2
～4日）に一日三回8：00、14：00、20：00にアクセス

数を記録した。

3.2.3 フォローアップのアンケート

2013 年 11 月 18 日より、実際に利用したユーザ

ーや利用していないユーザーを対象に、意見を求

めるためアンケートを実施。期限は二週間とした。

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「スプレッドシート」に自動的に

記録され、集計することができる。
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4. 実験の経過

4.1 予備調査

予備調査として、bookpic Editor を使って麗澤大

学の敷地内にある日陰のベンチの場所を示した「麗

澤大学木陰 MAP」というものを製作した。これはオ

ンライン公開したのみで拡散をしていないのにもか

かわらず公開１か月で閲覧数 100 を上回った。

MAP の詳細は論文末の付録１を参照されたい。

キャンパスの地図については大学広報課に問い合

わせ，複製利用の許可をもらっている。

予備調査で作成した MAP の作成作業からいくつ

かの制作上のヒントを得た。bookpic Editor で電子

書籍を製作する場合、表紙と最後のページ以外は

全て見開き１ページとして閲覧されるが（スマートフ

ォン以外）見開き１ページを製作するときは２ページ

別々に画像を製作する。今回は画像を１枚ずつ製

作し、華やかになり、かつ統一性をもたせることがで

きるよう背景画像を統一した。しかし、１枚ずつ製作

すると左右で多少のずれがあり、背景画像を設定す

ると文字が見づらいことが判明した。そして縦長で製

作していたが、特にサイズは設定せずに製作したら

サイズが違うページを２つ並べるとビューアで閲覧し

た際に伸びてしまうことが分かった。本調査での

MAP の製作はその３点を改善することにした。

4.2 本調査

4.2.1 MAP制作と公開

まず見開き１ページを 1200×900 の大きさで製

作し、その画像を２つに切り出した。Bookpic Editor
を起動し、タイトルと必要な箇所を入力する。これら

は全て後から編集可能である（図 5）。

図 5 本の製作

そして製作した画像の２つに切り出したものをドラ

ッグする（図 6a, b）。それを繰り返す。

図 6a 画像のドラッグ先

図 6b 画像をドラッグ後，読み込み途中

メニューの右から３番目のボタンで見開きを確認

することができる。（図 7a, b）

図 7a メニュー確認ボタン

図 7b 見開き確認画面

次にリンク作成作業について説明する。

これらのアイコンはリンクを挿入するためのもので、
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URL を入力するだけだが、読者に分かりやすく情

報を提供するためにそのリンク先の HP の情報に合

わせてアイコンが変更される。このアイコンは大きさ

が大中小あり、そのページによって使い分けること

ができる。このアイコンもドラッグして置きたい場所ま

で持っていき、クリックして URL を入力する。（図 8）

図 8 リンクの設定

bookpic には Vote!機能というユーザーの興味の

バロメーターを表示する機能がある。Vote!すると数

値が上がっていくので、人気度をはかったり、比較

ができる。またアイコンを変えるだけでネガティブな

意味でも調査することができる。これも同様にドラッ

グして設置する。（図 9）

図 9 Vote!機能

最終的にできあがった書籍を export ボタンを使

ってファイルとして書き出し、upload ボタンで

bookpic サイトにオンライン公開する（図１0）。

図１0 ファイルアップローダー

しかし、今回制作した MAP では、その際に何度や

ってもエラー画面がでてしまい、正常なアップロード

ができなかった。（図１０）リンクと Vote!ボタンを使い

すぎたせいだと判断し、極限まで減らしたところ、よう

やくアップロード出来た(下記に示す通り，実際には

これは発表者の勘違いであった)。bookpic 運営局

に問い合わせたがリンクと Vote!機能の利用制限は

ないとのことで、トラブルの原因が明らかにならない

状態が続いた。最終的には、アップロードに成功し

た最小限に減らしたバージョンで実験を行なわざる

を得なかった。

なお、麗陵祭終了後、bookpic 運営局にエラー画

面がでてしまったファイルを送って検証してもらった

ところ、URL を入力する画面（図８）で改行を入れて

しまった為ということが分かった。詳細な工夫を取り

入れた最初のバージョンを実験に使えなかったこと

はとても残念である。

4.2.2 運用と広報

実験用データの公開は、大学祭前日の 11 月 1 日

から実施し、データ利用の推進としては以下の項目

を行った。

 自分達の Twitter や Facebook などの SNS サ

ービスを通じて、リツイートなどを通して広く拡

散してもらい、協力を募る。

→計１７リツイートしてもらい、アクセス数向上

につながった。

 ゼミ生に利用促進メールを送ったり、ゼミの授

業中に直接アクセス方法を呼びかけて、利用

促進を図る。

4.2.3 アクセス結果の総括

アクセス結果については、大学祭前日の拡散した

後からアクセス数を伸ばし、以下のような結果となっ

た。

表３ 大学祭 MAP のアクセス数の累計

0
200
400
600
800
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詳しいアクセス数は 11 月2 日に 482、524、558。

11 月3 日に 574、599、607。11 月4 日に 630、637、

691 とアクセス数を伸ばした。拡散直後の一日目に

最もアクセス数を伸ばし、二日目・三日目はあまり大

きな変化は表れないという結果になった。

また、bookpic 上に投稿されたコメントのコミュニケ

ーションの数は管理者を除いて５件だった。

4.2.4 フォローアップアンケートの実施

アンケートを実施するにあたり、設問を１４問

設けた。以下にその設問内容を記述する。

Ｑ1.性別をお答えください。

Ｑ2.普段利用している端末の種類は何ですか？

Ｑ3．あなたは大学祭に参加しましたか？

Ｑ4．bookpicを使った「大学祭ＭＡＰ」に大学祭

期間中 (11/2-11/4) アクセスしましたか？

Ｑ5.Ｑ4.で『いいえ』と答えた人にお聞きします。

アクセスしなかった理由にあたると思われるこ

とがらをいくつでも選択してください。

Ｑ6.Ｑ4.で『はい』と答えた人にお聞きします。

アクセスに使用した端末は何ですか？

Ｑ7．Ｑ4.で『はい』と答えた人にお聞きします。

大学祭期間中、合計で何回アクセスしましたか？

Ｑ8．Ｑ7.で『２～３回』または『４回以上』と答

えた人にお聞きします。複数回閲覧した理由をお

聞かせください。

Ｑ9.Ｑ4.で『はい』と答えた人にお聞きします。

ＭＡＰの感想を自由にお聞かせください。

Ｑ10．Ｑ4.で『はい』と答えた人にお聞きします。

ＭＡＰにつぶやきをしましたか？

Ｑ11．Ｑ10.で『つぶやかなかった』と答えた人

にお聞きします。つぶやきをしなかった理由にあ

たると思われることがらをいくつでも選択して

ください。

Ｑ12．Ｑ10.で『つぶやこうと思ったがやめた』

または『つぶやこうとしたができなかった』と答

えた人にお聞きします。その理由にあたると思わ

れることがらをいくつでも選択してください。

Ｑ13.あなたは千葉ゼミ生ですか？

Ｑ14.Ｑ13.で『はい』と答えた人にお聞きします。

あなたは何年生ですか？

次にアンケート調査について述べる。アンケート

に回答してくれたユーザーは、合わせて 9 人となっ

た。その内、男女比は男性 3 人（33%） 女性 6 人

（67%）となった。

１３問目には、「あなたは千葉ゼミ生ですか？」と

いう回答に対し、「はい」が56％、「いいえ」が44％と

いう結果となった。アンケートの回答者の半数が、千

葉ゼミ生の回答ということである。さらに、回答者に

学年を尋ねたところ、3 年生が 43％、4 年生が 57％

となった。これは、千葉ゼミ生以外の回答者も含まれ

ている結果である。

「普段利用している端末の種類」は、iPhone が

42％、Android が 33％、ノート/デスクトップ PC が

25%という結果となった。こちらは複数回答可にし

た。

図 11 利用している端末

さらに、大学祭の参加率は 100%で全員が「出店

をした」と回答した。

図 12 大学祭の参加率

次に大学祭MAPへのアクセス率について質問し

た。結果は、「アクセスした」が 44％、「アクセスして

いない」が56％となった。およそ半分のアンケート回

答者がアクセスしたこととなる。

図 13 大学祭 MAP へのアクセス率

アクセスした端末については、iPhone が 50％、

Android が 50％という結果となった。
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図 14 アクセスに使用した端末

合計アクセス回数としては、全員が１回だけという

結果となった。

図 15 合計アクセス数

さらに、bookpic の特徴であるコミュニケーション

機能の利用率については、「つぶやいた（利用した）」

が 50％、「つぶやかなかった（利用していない）」が

50％という回答になった。

図 16 コミュニケーション機能の利用率

利用しなかった理由としては、「つぶやくのが面倒

だったから」が 40％、「つぶやき方がわからなかった

から」が 20％、「普段からつぶやかないから」が

20％、「閲覧する端末の調子が悪かったから」が

20％となった。

図17 コミュニケーション機能を利用しなかった理由

図 18 ゼミ生率

図 19 学年

5. 実験結果の評価と考察

まず、4.2.3 で述べたように、実験に用いた MAP
に充分な機能を実装できなかったことが反省点とし

て残る。実装できなかった機能とは Vote!機能と、リ

ンクである。そして拡散方法が充分ではなかった。

アクセス数に関しては、麗陵祭では、来場者全員

にパンフレットが配られる。麗陵祭実行委員会の実

行委員は全員一人１部そのパンフレットを持ってい

る。この麗陵祭おたのしみ MAP はそのパンフレット

とホームページに記載されているものを載せている

ため、うまくアクセスが伸びなかったと考える。紙媒

体と違うところは、毎日新しいコメントや情報がその

ページに書き込め、共有出来るところだが、参加者

からのコメントは少なく、自分でも雨天日程で運営す

るなどの新しい情報を発信しなかったところに原因

があるとみる。また、情報を拡散されて麗陵祭という

ものを知った人に向けての、麗陵祭の当日のイベン

トの様子や出店の写真などを違う Web ページを作り、

そこに載せてコメント機能でその URL を載せたら麗

陵祭にいってみようという気持ちが生まれたのでは

ないかと考えている。

また、情報の拡散方法に関しては、麗陵祭実行委

員会の方々に協力していただき、チラシを作り、パン

フレットと共に渡すようにしたらより来場者の方にお

たのしみ MAP を見ていただけたのではないか。

今回 SNS や E-mail を使って拡散
16

したが、拡散

16
コトバンク「拡散」URL:

http://dic.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=kb&p=%E6%
8B%A1%E6%95%A3&dic_id=all&stype=prefix
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した対象が麗澤大学の学生が大半を占めていたた

め、閲覧してくれた人も麗澤大学の学生が多いと推

測する。よって出店やイベントで忙しく、スマートフォ

ンやタブレットで MAP にコメントを入れる時間がな

かったのではないかと考える。まずその MAP にコメ

ントをいれるためには、Twitter にログインしなけれ

ばならないからだ。現在、スマートフォンやタブレット

での twitter はアプリで利用している人が大半であ

る。アプリは１度ログインしたら ID とパスワードはもう

入力する必要がないので忘れてしまう可能性がある。

また facebook ではいいね！機能しか利用すること

ができず、もし facebook でつぶやきたい場合は

twitterとbookpicのアカウントを作る必要がある。そ

して bookpic にログインし、次に twitter にログイン

し、facebook と連携するという項目にチェックをいれ

てコメントをいれると twitterと facebook両方でつぶ

やくことができる。コメントしようとしてパスワードを忘

れてしまいログイン出来ずにコメントを入れられなか

ったという来場者の方がいたのでそれが原因だと考

える。

リンクと Vote!機能を使い、最初に公開しようとして

いたバージョンを論文末の付録２に示した。

また、スマートフォンから見ると１ページずつ見え

るということを確認しておらず、ただ見開き１ページ

を２ページに切り出しただけのものなので、文字が

途中で切れてしまうところもあり、事前に調べ、１ペ

ージでも見やすい電子書籍を製作するべきだった。

今回の研究で 691 件のアクセス数を獲得すること

ができたが、実際にコミュニケーション機能を利用し

てくれた人は、2 人という結果になった。アンケート

結果の合計アクセス回数は、アンケート回答者全員

が１回だけアクセスしたという結果であった。一度ペ

ージを閲覧した後、再度サイトにアクセスすることが

なかったようだ。

なぜ再度アクセスすることがなかったのか。これは、

アンケートのＱ11 の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」、「つぶやき方が

わからなかったから」、「普段からつぶやかないから」

とあるように、普段からコミュニケーション機能を利用

しない人がいることがわかった。「つぶやき方がわか

らなかったから」（Android：男性）という意見に関し

ては、MAP の利用を拡散した際に、画像つきつぶ

やき方を解説したのだが、利用者の興味をひきつけ

ることができなかったようだ。

「閲覧する端末の調子が悪かったから」（iPhone：

女性）という少数意見もあったが、これは MAP を閲

覧する際 100％の確率で iPhone や Android など

のスマートフォンを利用していることから、アクセスし

たその場の電波状況が悪かった可能性も考えられる。

データ構築の段階で、できるだけ重いデータにしな

いよう努力もしたので、この意見はより各スマートフォ

ンの電波状況が良くなれば、改善される問題である

と考える。

手軽で便利なスマートフォンでサイトにアクセスで

きる一方、その便利さからかサイト内容も軽く見られ

てしまう傾向も感じられる。紙と電子の違いは、この

軽視される事であると推測される。これは、bookpic
のコミュニケーション機能の利用率と、アンケートの

回答率の低さからも感じられる結果となった。

また、アンケート回答者のすべてが「大学祭に参

加した」ということから、やはり自分自身がイベントに

参加しない場合は、アンケートなどには非協力的で

あると感じた。

さらに、電子書籍としては十分であっただろうか。

アンケート結果のＱ9 の「MAP の感想を自由にお聞

かせください」と尋ねたところ、「可愛かった」

（iPhone：女性）と回答があったことから、デザインや

見やすさに問題はなかったようだ。だが、その他の

意見を聞くことはできなかった。

また、MAP を利用しなかった理由として、意外に

も「プライバシーの心配」の回答がなかったことに驚

いた。今の SNS 機能はプライバシーの問題が重要

視されているが、今回の研究ではプライバシーの心

配をする回答者は一人もいなかった。これは推測で

あるが、現在の SNS 機能には公開設定
17

があり、あ

まりプライバシーについては過敏にならなくても安心

になってきているからではないだろうか。

6. まとめ

今回の研究ではコミュニケーション機能を伴う電

17
自分の発言を公開、または非公開に設定することができる。公開に

した場合、プロフィールページは誰にでも閲覧される可能性があり、

検索結果にも反映される。非公開にした場合、フォロワー以外は非公

開の内容を閲覧できない。また検索結果にも反映されない。参考：ツ

イナビ 「公開設定とは」

http://twinavi.jp/guide/section/twitter/glossary/%E5%85%AC%
E9%96%8B%EF%BC%8F%E9%9D%9E%E5%85%AC%E9%9
6%8B%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%A8%E3%81%AF
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子書籍をどのように製作したら見やすい電子書籍が

できるのか、見やすい電子書籍とはなにか、コメント

はどのような影響を及ぼすかを調査する目的で、電

子書籍(MAP)の公開実験をおこなった。

残念ながら実験の結果は芳しいものとは言えなか

った。コメントをただ待っているのではなく運営者とし

てもっと情報を発信するべきだった、そして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している。

今後は利用してもらう実験対象の電子書籍のコン

テンツの整理や機能の整備拡張などについてより詳

細な検討をおこない、ユーザーの更なる利用を促す

仕組みを検討して、電子書籍とコミュニケーション機

能についての実験研究を進めることが望ましい。

さらに、ユーザーが今後コミュニケーション機能を

伴う電子書籍をさらに利用してもらうための改善点に

ついての検討が必要である。MAP を利用しなかっ

た理由として「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、たとえば何か特典をつける

等の工夫があればよかったのではないかと感じてい

る。よくあるステルスマーケティングのように、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だろう。
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付録１：麗澤大学木陰 MAP
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付録２：当初公開予定の MAP ページ
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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〜

阿部 一成

麗澤大学

外国語学部 外国語学科 国際交流・国際協力専攻 千葉ゼミ

Kazunari Abe
a10224k@reitaku.jp

概要：麗澤大学情報FDセンターは教職員・学生が使用する情報システムの導入、運用を行っている組織で

ある。ユーザーからの申請や相談の窓口は情報 FD センターが委託するヘルプデスクが担当しているが、そ

の問い合わせ件数は年間 5,000 件にも達する。ヘルプデスクへの問い合わせの対応記録は内部報告用にデ

ータベース化されている。本研究では、ヘルプデスクの対応記録データベースをユーザー視点で分類し、問

い合わせ内容の分析をおこなう。また、問い合わせ件数の多いカテゴリーの内容をユーザー向け Q&A として

整理し、オンラインで公開する仕組みを考案する。さらに、問い合わせ状況を JavaScriptライブラリ D3.js のワ

ードクラウドを用いて可視化し、Q&A に効率よくアクセスできるインターフェースを開発する。

キーワード：麗澤大学情報 FD センター, ヘルプデスク, 対応記録, D3.js, JavaScript

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・学生が使用

する情報システムの導入、運用を行っている。ユー

ザーからの申請や相談は外部業者に委託し、ヘル

プデスクとして窓口を設置している。

1.1 ヘルプデスクの利用状況

ヘルプデスクへの問い合わせ件数は年間５０００

件にも達しており、学内ユーザーの問い合わせ窓口

として機能している。4、5月は新規ユーザーが多く、

問い合わせ件数が年間で最も多くなる。

その内訳は学部生が約5割、次いで教員・職員が

3割となっている。また、受付方法の約8割は窓口で

行われている。
1

1.2 対応記録データベース

日々寄せられる問い合わせをヘルプデスクでは

対応記録データベースとして記録・蓄積している。そ

1
ヘルプデスク対応記録データベース(2013 年4月−9月)から算出。

のデータベースはヘルプデスクと情報 FD センター

が定期的に行う会合で対応内容の報告・参照に使

用されているが、現時点ではそれ以外の利用はされ

ていない。

2. 本研究の目的と手段

本研究では対応記録データベースをユーザーの

為に有効活用できないかと検討し、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。

対応記録データベースをもとに問い合わせ回数

の多いキーワードをユーザー向けに公開することを

目標に、そのためのキーワードの整備を中心に研究

する。また、キーワードは Word Cloud の形で可視

化し、問い合わせが多いキーワードを大きく表示し

目立たせる。また、本研究終了後も情報を更新でき

るよう更新方法を考案する。なお、Q＆A 本文の作

成は本研究には含めないこととする。

上記の目標達成のために、具体的には以下の２

点を研究の中心に置く。
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① ヘルプデスクの対応記録データベースをユ

ーザー視点で分類し、新たなキーワードフ

ィールドとしてデータベースに追加する。

② 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。

また研究終了後もデータを更新できる仕組

みを提案する。

3. 先行研究

ヘルプデスク対応記録データベースをユーザー

向けに公開する研究が、千葉ゼミ一期生の古川・山

崎によって「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」(2012, [1])とし

て行われた。

古川・山崎(2012)はヘルプデスク対応記録データ

ベースをアプリケーションという形でユーザーに提

供することで、利便性の向上を図る試みであった。

研究では Q＆A アプリケーションの設置が最重要と

されており、アプリケーションを通じたデータベース

内の対応記録の公開が提案されていた。

研究の結果、検索アプリケーション構築に必要な

キーワードのインデックス化などのアプリケーション

開発は十分に可能なものになり、その利便性も証明

された。

しかしながら、その中で問題となったのが年間

5000 件にも及ぶ案件を、個人情報や文脈に気を使

いながら一つ一つ修正しなければならないことであ

った。また、iOS 用のアプリの提供が Apple の審査

が入ることにより難しいことや、2013 年に行われた

学内 Windows PC の更新に伴いヘルプデスクの対

応内容が大幅に刷新されることなどをふまえ、検索

アプリケーションサービスを持続的に提供するのは

困難であると判断し、違った方面からユーザーの利

便性にアプローチすることとした。

4. 対応記録データベースの分類

現在ヘルプデスクで行われている対応記録デー

タベースは、区分、分類、対象の 3 つの種類のカテ

ゴリーで対応内容の分類が行われている(図 1)。

相談

ソフトウェア大学 PC

[Browser]Web ブラウザー

[Mail]ActiveMail

[Mail]Gmail

[Office]Mac Office

[Office]MS Office

[OS]Mac OS

[OS]MS Windows

[印刷]FinePrint

その他

図 1 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。

上記の図のように「相談＞ソフトウェア大学 PC＞

[Browser]Web ブラウザー」のように 3 つの分類が

組み合わされることで対応記録が種類分けされる。

この分類はヘルプデスクと情報 FD センターとの間

の対応内容の報告に使用されており、対応業務の

報告や分析には十分な分類であるといえるだろう。

しかし、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。例えば、図 1 中では Office 系ソ

フトウェアの対応が「[Office]MS Office」のようにまと

められているが、質問内容は Office 全般のことでは

なく、対応内容を精査すると Word 関連の質問件数

が約 4 割を占めている。

このような不一致をなくすには、対応記録データ

ベース内にユーザー目線での「キーワード」を新た

に追加することが望ましい。何を対象に問い合わせ

が行われたのかをユーザーの質問内容に即して分

類できれば、その実態の調査に基づいて、優先度

の高い項目をみつけ、Q&A を効率よく作成すること

ができると考えられる。本研究では、このような観点

から、ユーザー視点での対応記録データベースの

再分類を試みる。

4.1 キーワード原案作成

はじめに、対応記録データベースの区分から障

害、相談、その他を取り出した。それら以外の整備

や忘れ物対応といった対応は Q＆A の作成が必要

な内容ではないと判断される。このようにして取り出

した対応記録は全部で 1,058 件あった。

抽出したデータについて、以下のフィールドをも

つファイルを作成した。(図 2)
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図2 キーワード原案作成のために抽出した列フィールド一覧

次にプロトタイプとなるキーワードの作成作業をお

こなった。作成したデータベースを５つに分割し、千

葉ゼミ３年生に協力してもらい手分けしてキーワード

案の入力を行った。
2

受付内容と対応内容を読んで

もらい、思いつくキーワードを自由に入力してもらっ

た。

次に入力されたキーワード案を集計し整理した。

例えば、Excel と excel など同一キーワードのバリエ

ーションがある場合はそれらを 1 つにまとめた。

学内印刷関係の対応記録はプリンター、印刷、

FinePrint3
など複数のキーワードが含まれており、

問い合わせ内容からはそれらのキーワードのどれに

関するものかはっきり言えないものが多く、正確な分

類ができないことがわかった。そこで、発表者のほう

で「印刷［設定］」「印刷［ハードウェア］」「印刷［ソフト

ウェア］」といったキーワードに手直しを行った。作業

の結果、全部で97件のキーワードリストの原案(以下

「キーワード原案」と呼ぶ)を作成した (付録参照)。

4.2 ユーザー視点でのカテゴリー整理

キーワードの正確な関連づけを行うためキーワー

ド原案を用いて再度キーワードを選択してもらう実験

をおこなった。

分類は１グループ２人で作業してもらい、選択した

キーワードをパートナーにチェックしてもらい、相談

して最適なキーワードを決定してもらうことにした。

その結果、キーワード原案 97 件中、89 件が選択

された。この実験で選択されたキーワードをデータ

ベースに実装し、Word Cloud を作成する。

4.3 選択キーワードの一致率

２つのグループによって選択されたキーワードは

どの程度一貫性があるだろうか。以下ではキーワー

ドの一致率を検証する。

グループ１とグループ２が選択したキーワードを

Excel の EXACT 関数を用いて一致していたら

2
千葉ゼミ３年生の石川、染谷、斎藤、鈴木の協力があった。記して感

謝します。

3
学内で使用されているプリンタドライバ

FinePrint−株式会社NSD(http://www.nsd.co.jp/share/fineprint/)

TRUE、不一致の場合は FALSE と書き出した。そ

の結果，対応記録総計1,058件のうち672件で両グ

ループが同一のキーワードを選択した。これは全体

の 64%であった。3 回以上選択されたキーワードに

限定しても一致率は 65%と大きな変化は見られなか

った。逆に、問い合わせ件数の多い出現上位５位ま

でを除外し、細かなカテゴライズにどの程度一貫性

があるか調査を行った。結果は総計 505 件であり一

致率は67％と変化があまり見られなかった (図3) 。

TRUE 総計 一致率

全体 672 1,058 63.5%
件数二回以下除外 644 998 64.5%
出現上位５位除外 338 505 66.9%
図3 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。

次に、個々のキーワードの一致率を検討する。

キーワード原案作成の際に３つに分けた印刷関係

のキーワードの一致率は以下の通りであった (図
4)。

キーワード 合計 一致件数 一致率

印刷[設定] 223 192 86.10%
印刷[ハードウェア] 13 1 7.69%
印刷[ソフトウェア] 30 0 0.00%
図 4 キーワードを印刷に絞り、各グループが選択したキーワードの選

択回数と一致した件数から一致率を求めた表

キーワードの細分化を試みたわけだが、結果は１つ

に集中することになった。印刷の中では[設定]の一

致率が 86.10％と非常に高かった。以上のことから、

ユーザー視点では印刷の問い合わせの大半は設

定と見なされることが分かった。

次に、一致率の高いものについて述べる。一致率

も７０％以上で対応件数が少数ではなく一定の数に

達しているのは以下のようなキーワードであった(図
5)。

キーワード 合計
一致

件数
一致率(%)

anzu 50 49 98.00
スキャナ 27 26 96.30



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 阿部 一成

124 2013 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集

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
図 5 一致率７０％以上、合計３以上のデータ一覧

一致率の高いキーワードには、利用者の５割を占め

る学部生の学校生活でよく利用される項目が並んで

いる。分類作業を学部生がおこなったため、問い合

わせ内容が理解しやすかったのではと推測される。

選択されることの多かったキーワード上位５件を抜

き出した。(図 6)

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
図 6 合計データ個数の多いもの上位５件

上記の表から、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、ばらつきが出たと考えられ

る。

TRUE or FALSE を用いた一致率の調査では問

い合わせ件数が少ないものも全体平均とあまり変わ

らなかったため、件数の多少はカテゴライズの精度

に影響しないと判断できる。また、件数の多いキーワ

ードについては非常に高い一致率が得られた。

以上の調査から、本研究でおこなったキーワード

づけ作業では、問い合わせ件数の少ないマイナー

な案件も、メジャーな案件にも、ある程度の一貫性を

持ったカテゴライズがおこなわれているといえる。

5. データベースの分類結果の分析と問題点

5.1 キーワード上位と現在の分類

最も選択されることの多かったキーワードである印

刷[設定]を通して、現在使用されている分類とキーワ

ードがどのように一致しているかを以下の図に示す

(図 7)。

図7 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

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。

5.2 データベース分類結果から現分類について

の考察と提案

ヘルプデスク対応記録データベース(2013 年 4
月−9 月)に２グループが出したユーザー視点のカテ

ゴリーと、現在ヘルプデスクで使用されている分類

を比較したところ、以下のことが判明した。

問合対象でその他を除き、１番問い合わせ件数の
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多いのは「機器接続」である。機器接続をキーワード

によって細分化してみると「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。

現在のヘルプデスクの問い合わせ分類には

Wi-Fi という分類が存在していない。確かに対応記

録の整理といった観点では「機器接続」という分類は

問い合わせに対して妥当かもしれないが、ユーザー

が必要とし考えるキーワードとはかけ離れているとい

える。

さらに、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。この二つの違いはユーザー

としては大きい。スマートフォンを大学の Wi-Fi に接

続したい理由の多くはネットサーフィンを快適に行う

ためだろう。これに対し PC を接続したい場合は、レ

ポート作成などの学習を学内で自分の PC を使って

行いたいからではないだろうか。

また、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。印刷機器はレポート提出時期にな

れば利用者が数倍にもなり、教員はほぼ毎日のよう

に利用しているだろう。それだけ利用者の多い印刷

機に関する問い合わせが多数を占めているのは当

然といえる。

印刷の中で目立って件数が多いのは FinePrint
の問い合わせである。その内容は殆どが「このように

印刷したいがずれて印字されてしまう。」などソフトウ

ェア上の設定に関するものであった。一度理解して

しまえば簡単な設定だが、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。

マニュアルへユーザーを誘導できれば、相当数の

問い合わせを減らすことができるのではないだろう

か。

5.3 ユーザー視点の分類情報の意義と課題

ユーザー視点による分類の追加は、データベー

スの分析の観点を増やすことができ、情報 FD セン

ター運用に有益な情報をもたらすと考えられる。ユ

ーザーが求めているものは提供側である情報FDセ

ンターからの視点では見えにくいものであることを前

節で指摘した。

一方で、ユーザー視点の分類にも大きな欠陥が

あることがわかった。キーワード原案を作成後、原案

のリストを参照しながら改めて対応記録にキーワード

を適用する作業をしてもらった際、作業者から項目

が多すぎてどの項目に分類していいのか分からな

い、キーワード原案の中に類似したカテゴリーがあり

どちらを選ぶべきか分からない、などのコメントや質

問が多く寄せられた。

これは分類作業でみられる「コウモリ問題」
4
である。

コウモリ問題とは、検索能率を意識したカテゴライズ

ではカテゴリーが情報量と比例して増えていき、どこ

に分類していいか分からなくなり、破綻することであ

る。分類作業は知的負荷の高い作業であり、厳格な

階層構造をもつ体系だったキーワードリストを用いた

としても、カテゴリー付けは徐々に一貫性がないもの

となってしまいコウモリ問題を回避することは難し

い。

野口悠紀雄氏は著者『「超」整理法』(1993)で分類

の問題点として次の点をあげている。

・ コウモリ問題（どこに分類したか、するべ

きかがわからなくなる）

・ その他問題（情報量と比例してその他ばか

りが増えてしまう）

・ 誤入問題（分類を誤入力してしまい、検索

不可となる）

・ 分店時の在庫引き継ぎ問題（分類を細分化

しようとすると一貫性が保てなくなる）

・ 君の名はシンドローム（何に分類したのか

わからなくなる）

これらはファイルの整理整頓などの問題点だが、

データベースのカテゴライズの作業にも同じことが

言えるだろう。

今回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

するのは知的疲労を伴うものであり、コウモリ問題や

誤入問題に陥る懸念が生じる。

ユーザー視点での対応記録データベースのカテ

ゴライズにある程度の一貫性を持たせることは今回

の作業で可能であったが、今後継続的に分類を行

4
野口悠紀雄 (1993)『「超」整理法』中公新書



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 阿部 一成

126 2013 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集

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。

対策として、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で

一貫性は守られると考える。

6. D3.js による可視化とQ&A との連携

6.1 D3.js とは

D3.js (Data Driven Document) 5
は Mike

Bostock (mbostock)が作成した JavaScript6
ライブ

ラリで、データ可視化ツールとして広く利用されてい

る。本研究で D3.js を採用する理由は以下の２点で

ある。

① 端末アプリケーションに帰属せず、HTML7

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

② 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

理由の①は、先行研究[1]でアプリケーションの開

発が行われたが、iPhone のアプリケーションは

Apple にコードを公開しなくてはならず、個人情報

の問題で頓挫してしまったことの反省をふまえたも

のである。特定の OS やハードウェアなどの条件に

縛られずに多くのユーザーが使用できるものを目指

すことが期待される。

②は、本研究の終了後も更新できる仕組みとして

JavaScript が最適であると判断した。

今回の研究では、D3.js による可視化のためのデ

ータは対応記録データベースから CSV 8
ファイル

を作成し、Web 上で参照できる場所に公開する形で

実装する。CSV を更新することで最新の情報がブラ

ウザに表示される。この仕組みは維持しやすく、また

データベースの更新に合わせてCSVの生成を自動

化することも可能であると考える。

5 http://d3js.org/
6

文字や画像、データなどを読み込ませ動かすことのできるオブジェ

クト指向型のスクリプト言語

7 Web ページを記述するためのマークアップ言語

8
データをカンマ(,)で区切って並べたファイルの形式

6.2 SVGによる可視化データの表示

D3.js ではレンタリング表示に SVG (Scalable
Vector Graphics)を用いることができる。通常の

HTML では不可能な様々な可視表現が可能となり、

D3.js のマークアップが本領を発揮する。

SVG とは XML をベースとした２次元ベクター画

像記述言語である。SVG は HTML などのマークア

ップ言語によって Web ページに埋め込むことを意

識して設計されているため、SVG コードを HTML ド

キュメントに直接記述できるなど相性がよい。また、

Web ブラウザー上で使用されることを念頭に開発さ

れたため、Internet Exploer8 以前のバージョンを

のぞく全てのモダン Web ブラウザーでネイティブサ

ポートされているのも強みである。

6.3 キーワードの可視方法

D3 による可視化には Word Cloud（図 8）を用い

るのが適当だと判断した。Word Cloud では「タグク

ラウド」とも呼ばれる可視化方法で、対応内容のキー

ワードの件数に応じてキーワードが大きくなる。

Word Cloud は見た瞬間に何を示しているかがわか

りやすく、難しいギミックがないため PC 操作に熟練

していない人でも使うことができると考えた。

図 8 word cloud の可視化の例

6.4 プログラムの設計

これまでの研究によって得られたキーワードを出

現数順に整理し、EXCEL を使って CSV ファイルと

して書き出した。(図 9)

件数 キーワード

223 印刷[設定]



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 阿部 一成

2013 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集 127

82 業務連絡

50 anzu
45 Word
44 ID/パスワード

36 Wi-Fi
30 印刷[ソフトウェア]
28 教室設備

27 スキャナ

25 Active!Mail
24 学内設備使用問い合わせ

22 Gmail
22 satsuki

図 9 出現回数順 CSV 例

Excel で は CSV フ ァ イル は文字コ ー ドが

Shift_JISで書き出される。作成したWord Cloudを

はじめ D3.js の JavaScript のライブラリは文字コー

ドを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。

D3.js に CSV を読み込ませるプログラムのコード

を示す(図 10)。

図 10 JavaScript による CSV の読み込み

D3.jsをもちいたWord Cloudとして、本研究で用

いたのは、GitHub 9
で公開されている Jason

Davies 氏が作成したレイアウトである(図 11)。

9 https://github.com/jasondavies/d3-cloud

図 11 Word Cloud Layout (GitHub)

このプログラムは以下のリンク要素の追加をのぞ

き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。

6.5 プログラムの実装と運用

Word Cloud を Q&A で有効に利用するため、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。これにより Word Cloud に表示さ

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った (図 12)。

図 12 リンク要素の追加
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上記のコードによって「（描画されたテキスト）.html」
へのハイパーリンクが作成される。このようなしくみ

により，ハイパーリンクのリンク先にある Q&A に効率

よくアクセスすることができる(図 13)。

図 13 キーワードへのリンク要素の追加

マウスでクリックすると当該のキーワードの Q&A に遷移する。

7. まとめ

本研究では、ヘルプデスク対応記録データベー

スをユーザー視点で分類し、それによって得られた

キーワードを D3.js の Word Cloud によって可視化

するシステム開発の試みを目標としてきた。先行研

究が抱えていたアプリケーション故の個人情報の保

護や開発の手間などの問題を回避することができ、

新たなヘルプデスクの Q&A の公開の方法を提案し

た。

WEB ページに Word Cloud を設置することは

Q&A が単純に羅列されているよりもユーザービリテ

ィに優れている。また、ページの見栄えも文字だけ

の堅苦しい印象とは異なり、楽しく親しみやすいもの

となる。

本研究の重要な要素であったユーザー視点の分

類についても、実験の結果からキーワードに一貫性

を持たせることに成功したと言える。しかし、目標に

掲げた持続的な更新を行っていくには、多数のキー

ワード項目からなる分類特有の問題が散在しており、

案件数が増えるにつれて分類の一貫性が失われて

いく危険性を拭いきれないと考えている。

8. 今後の課題

本研究の貢献の方向性はユーザー視点の分類と

D3.js による可視化の２点に分けることができる。そ

れぞれの残された課題について述べていく。

ユーザー視点での分類を本研究では行った。手

法自体に問題はなく、ユーザーが考えるキーワード

原案を得られたと考える。今後、ヘルプデスクの対

応データベースにユーザー視点のキーワードを実

装することで、この情報を継続的に入力することが可

能となる。今回はキーワードの入力実験において分

類をダブルチェックで行ったため、入力されたキー

ワードの一貫性をある程度保証することに成功した。

しかし、今後のデータ増加により一貫性が失われて

いくことへの対策の検証には至らなかった点が残っ

ている。

D3.js による可視化については、今回はサンプル

を組み合わせて使用しただけで目的の可視化が実

装できたわけが、デザインの向上や安定した可視化

の出力といった点については今後さらに検討してい

く余地があると思われる。より柔軟なプログラミングを

おこなうためには D3.js および JavaScript の深い

知識が必要になる。

また、Word Cloud へのハイパーリンクの実装は

できたが、対応するリンク先の Q&A の作成作業は

現時点ではまだ始まっていない。今後 Q&A の整備

をすすめていく過程で可視化プログラムを情報 FD
センターホームページで実際に公開し、運用試験を

重ねることで、システムの本格運用へむけた準備を

おこなっていきたい。
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これからのデジタル著作権管理（DRM）のあるべき姿を探る

―音楽データと電子書籍の比較をもとに―

池田 沙織

麗澤大学

外国語学部 外国語学科 英語コミュニケーション専攻 千葉ゼミ

Ikeda Saori
a10043s@reitaku.jp

概要：インターネットの普及により様々なメディアのデータの流通が普及する中、音楽や動画、書籍やゲームと

いったデータの有償・無償の配信サービスで著作者や販売者をどのように保護するかが問題になっている。

DRM (Digital Rights Management) と呼ばれる技術は、デジタルコンテンツの利用や複製を制限するために利

用されるもので、データ配信のこれからの方向性を決める鍵であると言える。本研究では、DRM のありかたを、

その現状が全く異なる音楽配信と電子書籍配信の2つのサービスの比較をもとに検討する。具体的には、配信

サービスと DRM の現状を調査するとともに、メディアのダウンロード利用を含めたユーザーの利用実態のアン

ケート調査をおこない課題を検討する。

キーワード： デジタル著作権管理，DRM，音楽データ，電子書籍

1. はじめに

1.1 DRMとは

近年におけるインターネットの著しい普及にともな

い、インターネット上では様々なメディアのデータの

流通が普及している。デジタル化されたコンテンツ

は地理的な制約を受けることがないため、遠くの人

にデータを送ることができるので便利であるが、コピ

ーを何度重ねても品質が劣化しないためにコピーコ

ンテンツの不正利用のリスクが伴う。それを防ぐため

に DRM と呼ば れる技術が存在する 。 DRM
(Digital Rights Management)はデジタル著作権

管理の略であり、デジタルコンテンツの利用や複製

を制限するための技術の総称である。コンテンツの

コピーを防止する、コピーガードが代表的な例であ

る。

1.2 さまざまなメディアと DRM

私たちの身近にある、さまざまなメディアの DRM
を見てみる。まず音楽 CD では、以前コピーコントロ

ール CD というものが採用されていた。2002 年 3 月

にエイベックスが導入したのが最初であり、その後も

大手企業がこぞってコピーコントロール CD を発売

するようになった。コピーコントロール機能が付加さ

れた音楽 CD では、再生は可能であるが、PC の

CD-ROM ドライブからパソコンに取り込むことはで

きない。エイベックスは、CD の売り上げが減少した

ことをファイル共有ソフトでの違法なファイル交換の

ためであると主張し、コピーコントロール CD を開発

した。だが音質が悪いという点があり、アーティストは

嫌がり、再生できないプレーヤーも多々あるなどの

デメリットがあったため、企業らは撤退を宣言または

事実上の撤退をしている。

次に、映像作品の DVD に目を転じると、コピーを

防ぐために CSS（Content Scrambling System）と

いう技術が採用されている。CSS は、映像データを

暗号化し、その暗号をもとに戻すことのできるプレー
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ヤーのみで再生できる仕組みになっている。しかし

CSS を解読されてしまったことにより、フリーソフトを

使えば DVD を簡単にコピーすることが可能で、不

正コピーが蔓延している。このような状況をうけ、

2012 年 10 月に改正施行された著作権法（著作権

法第 30 条第 1 項第 2 号）により、この技術的保護手

段を回避してのコピーは違法とされた。

最後に、近年普及している Blu-ray ディスクにつ

いて述べる。違法コピーの蔓延の原因となった CSS
の反省を踏まえて、より強力な AACS（Advanced
Access Content System）と呼ばれる技術が採用さ

れた。もしも AACS のコピーガードが破る方法が発

見された場合でも、それ以降にリリースされる

Blu-ray は対策を施した状態で出荷されるため、コ

ピーガードの解除を一から解析し直さなければなら

ない。そのため今後 AACS は破る側とのいたちごっ

この状態に陥る可能性があるが、DVD と比較すると

不正にコピーされる可能性は低い。

このように、DRM は完全に不正を防止するわけ

ではないが、デジタルコンテンツにおいて近年問題

となっている海賊版の蔓延を抑止する役割がある。

1.3 海賊版とは

海賊版とは、著作権者の許可を得ず、複製または

販売しているもののことを指す。その種類は音楽・

CD・DVD・ゲームソフト・電子書籍・映画・ソフトウェ

アなど幅広く、デジタルコンテンツに海賊版はつきも

のと言える。私たちがコンテンツに代金を払うことは、

クリエイターに対価を払うということであり、そのことが

あってクリエイターは利益を得ることができ、次への

創作へと取り組むことができる。著作権は、このよう

な文化の発展を目的として存在する。

ところが、海賊版が蔓延すると、クリエイターはコン

テンツの対価を得られないということになってしまう

ので、著作権が侵害されることになる。著作権法によ

り著作権侵害は刑罰として、10 年以下の懲役または

1,000万円以下の罰金（またはその両方）が科される。

また、違法にアップロードされた海賊版の音楽・映像

を、違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2
年以下の懲役又は 200 万円以下の罰金、あるいは

その双方と規定されている、違法ダウンロード刑罰

化は2012年の 10月施行の著作権法改正で初めて

盛り込まれた。

2. 研究目的と研究方法

2.1 研究目的

野口[1]は DRM について、「技術そのものは中立

な技術であり、この技術をコンテンツに適用する条

件次第で、情報流通を制限し管理する報告にも、情

報流通や再利用を促進する方向にも用いることがで

きるが、実際には、商業コンテンツの世界では、

DRM は情報をより強力に管理する報告で用いられ

る場合が多いのが現状だ」と述べている（139 ペー

ジ）。さらに野口氏は近年の社会のデジタル化やメ

ディアの普及を前に、著作権のあり方を再考すべき

ではないかと発言しており、現在の著作権の何が問

題で、何を変えねばならないのかを考えねばならな

いのかと言及している。私も現在の DRM はユーザ

ーの肩身を狭くしているということについては同じ意

見を持っており、急激に変わる時代の流れに合わせ

て DRM のあり方を変えねばどんなに良いデジタル

コンテンツも充分にかつ適切に普及することはない

のではないかと考える。本研究では、DRM の問題

点を調べ、これからの DRM のあるべき姿を考察し

たいと考える。

音楽データは現在 DRM フリーのものが一般的と

なってきており、そのことが現在の CD 購入から音楽

配信の利用への流れの加速にある程度関係してい

ると考えられる。一方の電子書籍は、スマートフォン

やタブレット PC、Kindle などの電子書籍専用端末

の普及に伴って、だんだんと普及してきてはいるが、

音楽配信のような普及状況に至るにはまだまだ遠い

と言える。そこで、今後電子書籍の DRM が緩和さ

れるとどうなるか、ユーザーは電子書籍をどのように

使うのかということを予測するためにも、本研究では、

まず、DRM が緩和されている現在の音楽データの

利用状況について、ユーザーがどのように使ってい

るのか、その実態を調査することにする。

2.2 研究方法

本稿では音楽データを中心に議論を進める。私

自身、音楽データをパソコンに取り込んで MP3 プレ

ーヤーで視聴しており、音楽データを扱う基礎知識

は持っている。しかし、音楽データの配信や視聴に

関わる音楽著作権の保護の現状が、他のメディアの

著作権と比してどのような特徴を持っているのかは、

他のデジタルメディアにおける著作権保護の実態と
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比較してみなければ分からない。そこで、本研究で

は比較対象として近年市場として急速な成長を遂げ

ている電子書籍を取り上げ、両者の著作権の現状を

比較する。

調査で明らかになった音楽データの著作権保護

の特徴をもとに、ユーザーの配信サービスとメディア

のダウンロードの利用実態についてアンケート調査

をおこなう。利用実態とは具体的に、配信サイトの利

用や、メディアのアップロード・ダウンロードの利用を

指す。アンケート調査は、高等学校時代と比べ、自

己判断が必要な機会が増加する大学生を対象に実

施する。

3. 音楽データと電子書籍の比較

3.1 音楽データのDRM

音楽配信は、電子書籍よりも早くデジタル化の波が

押し寄せた。まず、携帯向け音楽ダウンロード配信

が DRM の付加したファイルを使うことが一般的だっ

た頃は、一度購入した楽曲であっても携帯電話を買

い替えた際にデータを移すことができず、再度購入

する必要があった。現在はスマートフォンや iPod な

どのポータブル音楽プレーヤーやスマートフォンが

普及し、楽曲の配信が普及したが、その配信におい

て DRM は使われないのが一般的である。

Apple が運営する音楽と映像コンテンツを販売す

る「iTunes Store」でも、数年前までは独自の DRM
である「Fair Play」を利用していたが、2012 年 2 月

に DRM フリーの「iTunes Plus」に提供楽曲が対応

した。2012 年秋頃からは、「レコチョク」をはじめとし

た日本国内の音楽ダウンロードサイトも、一斉に

DRM フリーで楽曲の販売を開始した。このような

DRM フリーの急速な流れによって消費者の利便性

はかなり向上したが、その一方で、「Napster」や

「Skype」を始めとする P2P（peer to peer の略語で、

たとえばパソコンなど端末同士がインターネット回線

を経由して直接つなげる通信方式であり、お互いの

パソコンが特定できれば通話することもできる。）ソフ

トを利用した音楽ファイルの違法交換が著作権侵害

の大きな問題になっており、ここ数年 CD 業界の売

上げが急減した原因は、ファイルの違法交換とも考

えるレコード会社もいるようだ。そのため、レコード会

社を中心として著作権保護の意識向上を消費者に

求めるキャンペーンが広く展開されている。

3.2 電子書籍のDRM

電子書籍は紙の本と比べ、大量の本を手軽に持

ち運ぶことができ、たくさん書籍を買っても場所をと

らず、インターネット経由で買うことができ、文字サイ

ズを変えることができ、メリットがたくさんある。紙の本

ではどこの書店で本を買っても、書店に関係なく本

を読むことができるが、それが電子書籍の場合には

DRM が各書店で異なっているため、購入した電子

書籍書店のサービスに紐付いている端末やアプリで

しか読むことができない。例えば Amazon で電子書

籍を購入し、その後電子書籍リーダーをKindleから

Sony に買い換えた場合、Amazon で購入した書籍

はSonyリーダーでは読めない、ということになる。結

局、新たなデバイス用に同じ書籍を買い直さなけれ

ばならない。これだけでも電子書籍が将来普及する

ための障害になっているのだが、それに加え長期間

の保存ができないということも懸念されている。その

書店がサポートを終了してしまうと、同時に購入した

電子書籍は DRM が付加しているために読めなくな

る場合があるのだ。

そのため今、DRM フリーであり、かつ PDF や

EPUB など一般的なフォーマットの電子書籍が注目

を集めている。EPUB（イーパブ）は、電子書籍ファ

イルの形式のことだ。EPUBで電子書籍を制作すれ

ば、スマートフォンや iPad 等で読むことができるの

で、将来的に閲覧するデバイスを変更することや、

保存しておくメディアを変更しても問題なく本を読む

ことができる。

一方、EPUB 以外の汎用的な電子書籍の形式と

して、パソコンなどで閲覧用文書としてよく用いられ

る PDF（Portable Document Format）がある。こ

の形式で保存された書籍や文書を電子書籍と呼ん

でもよいだろう。

近年、自ら所有する書籍や雑誌を、イメージスキャ

ナ等を使ってデジタルデータに変換する行為を指

す「自炊」という作業が顕在化しており、個人で自炊

する分には私的利用であるため許容されているのだ

が、自炊代行業者というものが存在する。自炊代行

は 1.3 節で述べたようにクリエイターが利益を得られ

なくなるため著作権の侵害にあたるので、問題視さ

れている。

3.3 音楽データと電子書籍のDRMの比較

電子書籍は、書店ごとに DRM が異なっているた
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めに同一の電子書籍専用端末でさまざまな書店の

電子書籍を読むことは難しく、長期保存することがで

きるかも曖昧であるということが分かった。一方の音

楽データは、ユーザーは携帯電話を買い換えた際

も楽曲を買い直す必要がなく、MP3プレーヤーも互

換性があり、掲示板やファイル共有ソフトでアップロ

ード・ダウンロードが自由にできるようになっている。

音楽データと電子書籍の比較の結果、音楽デー

タは DRM がかなり緩和されておりユーザーの自由

度が高いという特徴があるということが明確になった。

次節では、このことをふまえて、ユーザーはどのよう

に音楽データを使っているのかアンケート調査をお

こなう。

4. アンケート調査

4.1 アンケート概要

電子書籍の DRM が緩和された場合にユーザー

らはどのように電子書籍を使うのかということを検討

するために、大学生を対象にアンケート調査を実施

し、音楽データおよび電子書籍の利用調査をおこな

った。

アンケート調査に利用したツールは、Google ドラ

イブ上でオンライン利用できるフォーム機能である。

Google ドライブとは、Googleが提供するインターネ

ット上にファイルを保存できるオンラインストレージサ

ービスであり、5GB までは無料で提供されており、

それ以上は有料で提供される。今回はGoogleドライ

ブのフォーム機能を利用しアンケートを作成し調査

をおこなった。

4.2 アンケート結果

アンケート調査は、平成 25 年 12 月 26 日（木）か

ら 12 月 28 日（土）の期間に実施し、Facebook・

Twitter・LINE の 3 種類の SNS（ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス）を用いて大学生を対象にメッ

セージを送信し、アンケートを依頼した。その結果、

合計で 64 件の回答を得ることができた。（男性：28
女性：36 名）なお、質問内容と回答結果は付録とし

て資料集に記載し、本節では必要に応じてアンケー

ト項目を抜粋して示すことにする。

4.3 音楽データの複製と配布

まず、CD のデータをユーザーはどのように扱っ

ているのかを調査するために、「CDのデータを家族

以外の誰かにあげたことはありますか？これまでし

たことがあるものをいくつでも選択してください。（複

数選択可能）」という質問をした。図 1 が回答結果の

概要である。

一番割合が高かったのは、「これらのいずれの形

でもあげたことはない」という回答であったが（24％）、

「CDをそのまま CD-R や MD にコピーしてあげたこ

とがある」（22％）、「いろいろな CD から曲を選んで

音楽CDを作ったりMD にまとめてあげたことがある」

（19％）、「CD からパソコンに楽曲を取り込み、USB
メモリなどにコピーしてあげたことがある」（17％）、と

いう回答をした人の割合も上位を占めており、このこ

とから、ユーザーは音楽データを家族以外の人と共

有する際には、CD-R や MD、USB メモリなどの媒

体に記録する手段を主としていると推測することが

できる。

無償であり非営利目的であっても、音楽データを

家族以外に配布することは著作権法違反となるのだ

が、回答者は CD データをこのように扱うことが著作

権違反となる事実を知らない可能性がある。どちら

にせよ、ユーザーには著作権についてさらに認知し

てもらうことが必要であり、著作権侵害をユーザーに

させないために音楽データの DRM フリーの体制を

改めることが必要だと考える。

図.1 CD のデータの扱い方

次に、YouTube などの無料で利用することのでき

る動画投稿サイトの利用実態を調べるために、

「YouTube などの動画投稿サイトでアーティストの

PV（プロモーションビデオ）やライブ映像を見たこと

があると答えた方にお伺いします。動画データまた

は音楽データを自分のパソコンにダウンロードしたり、

19

16

15

8

21

7

0 5 10 15 20 25

CDをそのままCD-RやMDにコピーしてあ

げたことがある

いろいろなCDから曲を選んで音楽CDを
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CDからパソコンに楽曲を取り込み、USB
メモリーなどにコピーしてあげたこと…

SkypeやNapsterなどのP2P技術を使った

ファイル共有ソフトでデータを相手に…

これらのいずれの形でもあげたことはな

い

その他
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パソコンで録音したことはありますか？」という質問と

「どのようにダウンロードしましたか？（複数回答可

能）」という質問をした。図2と図3が回答結果の概要

である。

図 2 では、あると回答した人の割合が高く（47％）、

このことから、動画投稿サイトを利用しているユーザ

ーのおよそ半数は、無料で利用するこのできる動画

投稿サイトを使って動画データや音楽データを不正

にダウンロードしていることが分かった。次の図 3 で

ダウンロードの方法を調査した結果、「パソコンで無

料のソフトを利用した」という回答の割合が一番高く

なっており（59％）、次に「スマートフォンで無料のア

プリを利用した」という無料のものを利用したという回

答の割合が高いことから（33％）、ユーザーはインタ

ーネット上で出回っている無償のソフトあるいは無料

で手に入れることのできるアプリを使って、動画デー

タや音楽データを手に入れている傾向があると伺え

る。

図.2 動画データまたは音楽データを自分のパソコ

ンにダウンロードしたり、パソコンで録音することの経

験の有無

図.3 どのように動画データ音楽データをダウンロー

ドしたか

4.4 電子書籍の普及状況

次に、電子書籍の普及状況を調べるために、「あ

なたは電子書籍を利用したことがありますか？（複数

選択可能）」という質問と「電子書籍を利用したことが

ある方にお伺いします。今までどれくらい電子書籍

を読んだことがありますか？」という質問をした。図 4
と図 5 が回答結果の概要である。

図 4 を見てみると、「無料の漫画を読んだことがあ

る」と回答した人の割合が一番高くなっており

（27％）、有料・無料のもの別に結果を見てみても、

無料で電子書籍を利用したという割合が全体的に高

くなっている。このことから、無料でなければユーザ

ーは電子書籍を読むことをせず、有料の電子書籍を

敬遠しているように見える。そのため電子書籍の価

格を見直すことが必要だと考えられる。

次に割合が高いのは「電子書籍を読んだことがな

い」という回答であり（26％）、電子書籍が生活に浸

透しているとは言い難い現状である。図 5 を見ても、

「無料のものを試しに読んでみた程度」と回答した人

の割合が一番高くなっており（59％）、「これまでに

10 冊以上購入している」（13％）、「有料のものを数

冊読んだことがある」（21％）と回答した人の割合が

低いことからも電子書籍があまり普及していないこと

を伺うことができ、このことから、現在の電子書籍に

は普及するための何かが欠落しており、電子書籍の

普及には何らかの変化が必要だということが考えら

れる。

図.4 利用したことのある電子書籍の種類
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図.5 これまでの電子書籍の利用数

4.5 アンケートの結果から分かること

音楽データの利用調査では、MP3 やパソコンを

所持している殆どの人は音楽を試聴する環境が整

っており、アンケート作成時に予測していたよりも遥

かに多くの人が音楽データを不正に扱っているとい

うことに気が付いた。音楽データが DRM フリーであ

ることがユーザーの不正な利用に大きく影響を及ぼ

していることを伺うことができ、同時に、音楽データ

のユーザーがDRMフリーであることを濫用している

ように伺うことができるので、電子書籍が DRM フリ

ーになった場合でも、コンテンツの不正な利用をす

るユーザーは絶えないのではないかと考える。

一方、電子書籍の利用状況も調査したが、「無料

の漫画を読んだことがある」と回答した人の割合が高

かったことや（27％）、「無料のものを試しに読んで

みた程度」と回答した人の割合が一番高かったこと

から（59％）、有料のコンテンツを購入してまで電子

書籍を利用することはあまりされておらず、電子書籍

の普及はまだまだ先であり、ユーザーは有料のもの

を購入することを敬遠しているように伺うことができ

る。

このことから、電子書籍の普及には現在の乱立し

た電子書籍端末間の互換性の問題を無くし、ユーザ

ーが被る不便さを取り除くことや、現在の電子書籍

の価格などのユーザビリティを見直し、ユーザーが

電子書籍を利用する敷居を低くすることが必要では

ないかと考える。

5. 考察

本研究を進めていく上で、まず音楽データと電子

書籍の DRM の比較をおこなった。両者は多くの相

違点があり、音楽データの DRM の特徴が明らかと

なった。次におこなったアンケート調査では、音楽

データのユーザーは、アンケート調査をする前に私

が予測していたものを上回る量の不正な利用をして

いたことが明らかとなった。ユーザー自身が不正を

自覚しているのかどうか定かではないが、ユーザー

は音楽データを知人と共有することに積極的であり、

その結果著作権を無視しているという傾向を見ること

ができる。

電子書籍の DRM を緩和していけば電子書籍は

さらなる普及を期待でき得るかもしれないが、もし電

子書籍の DRM がこれから緩和された場合に、アン

ケート調査の回答結果をふまえて、ユーザーはデー

タの不正な共有をやめることはないのではないかと

予測することができるため、ユーザーが悪意の有無

に関係なく不正を起こし著作権侵害をすることがな

いようにする必要がある。さらに電子書籍の現在の

DRM はユーザーの正当なコンテンツ利用を阻害し

ていると言え、過剰に DRM を強化しているようにも

見られので、現在の電子書籍のDRMに代わる何か

しらの代価案を採用するべきである。

その代価案として、ソーシャル DRM を積極的に

採用していくべきなのではないかと考える。ソーシャ

ル DRM とは、コンテンツの中に購入者をなんらか

の形で特定できる情報を埋め込み、心理的・社会的

に違法コピーの抑止効果を狙う仕組みで、広義には

これも DRM と言うことができる。最初に述べた

「iTunes Plus」で購入した楽曲には、テキストエディ

タで開くと購入時の AppleID が埋め込まれており、

不正を行った場合 Apple から見れば誰が流出させ

た張本人かが分かるようになっている。電子書籍で

も、欧米で発売された「ハリー・ポッター」シリーズの

EPUB 版では、DRM の代わりにソーシャル DRM
が採用されている。事業者がコンテンツ利用者から

販売ライセンスを受けるための許諾の条件がケース

バイケースであるために採用が難しいとされている

が、電子書籍の現在の DRM のように端末の制約が

なく自由度が高いとされており、加えて心理的・社会

的に不正を抑止することができユーザー側も権利者

側も安心して利用・配信することができるため、ソー

シャル DRM は今後広まっていくべきだと考える。

6. まとめ

本研究では、音楽データと電子書籍の比較をもと

これまで
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に、今後電子書籍の DRM が緩和されるとするなら

ばユーザーは電子書籍をどのように使うのかというこ

とを検討するために、現在の DRM の緩和された音

楽データをユーザーがどのように使っているのかを

アンケート調査し、これからの DRM のあるべき姿に

ついての研究を進めてきた。

まず音楽データと電子書籍の DRMを比較した結

果、音楽データがユーザーの自由度が高いもので

あると同時に、現在の電子書籍の DRM は、ユーザ

ーに不自由を被るものであることが明らかとなった。

次にアンケート調査をした結果、予想を上回るユ

ーザーが不正に音楽データを扱っていることが明ら

かとなった。回答者の中には、不正を自覚している

ユーザーの他に、自覚していないユーザーもいると

予測すると、電子書籍のDRMを緩和することは、そ

のようなユーザーが知らないうちに著作権侵害をし

てしまう可能性があると考えられる。

以上の点から、今後は現在の DRM に代わるもの

が必要であり、その代価案として心理的・社会的に

違法コピーの抑止効果を狙うことができるソーシャル

DRM を挙げた。この案が必ずしも正しいかは判断

し難いが、これからのDRMのあるべき姿を考える上

で、ユーザー側・権利者側の双方の視点から慎重に

検討をしていくことが必要であることが分かった。
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アンケートの質問内容および回答結果

● アンケート調査期間：平成 25 年 12 月 26 日（木）から平成 25 年 12 月 28 日（土）

● アンケート対象：大学生

● アンケート回答数：64 件（男性：28 人 女性：36 人）

普段あなたが携帯端末として使用しているものを教えてください。（複

数選択可能）

携帯電話 3 4%

スマートフォン 63 91%

タブレット端末（iPad など） 3 4%

持っていない 0 0%

その他 0 0%

あなたは MP3 プレーヤー（iPod やウォークマン）を持っていますか？
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持っている 59 92%

持っていない 5 8%

MP3 プレーヤーが何であるかわからない 0 0%

あなたは音楽を普段聴きますか？

はい 63 98%

いいえ 1 2%

わからない 0 0%

音楽を普段聴く方にお伺いします。音楽を聴く上で何を重要視します

か？あてはまるものにチェックをしてください。（複数選択可能）

歌詞 40 22%

メロディ 55 31%

声・歌唱力 39 22%
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ジャンル 21 12%

音質の良さ 14 8%

ルックス 6 3%

その他 4 2%

あなたは現在パソコンを持っていますか？（ノートパソコン以外のデス

クトップパソコンも含みます。）

自分専用のパソコンを持っている 44 69%

家庭で共用のパソコンを持っている 18 28%

持っていない 2 3%

あなたはパソコンで音楽を聴きますか？

はい 43 68%

いいえ 19 30%

わからない 1 2%

パソコンで音楽を視聴する方にお伺いします。パソコンで音楽を視聴

する目的は何ですか？（複数選択可能）
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ステレオなどを持っていないため 9 9%

iTunes などで手軽に楽曲を選んで視聴するため 19 20%

有料の楽曲コンテンツを購入して視聴するため 2 2%

Web 上に公開されているコンテンツを視聴するため 31 32%

MP3 プレーヤー（iPod やウォークマンなど）に楽曲を転送して聴くため 25 26%

CD の曲を編集してオリジナルの CD を作るため 7 7%

ビデオなどを制作する際の BGM に使うため 2 2%

楽曲を加工・編集するため 0 0%

その他 1 1%

CDを持っている方にお伺いします。自分の CD を友達に貸したことが

ありますか？

ある 63 98%

ない 1 2%

わからない 0 0%
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あると答えた方にお伺いします。CD のデータをパソコンにコピーしたこ

とがありますか？

ある 54 87%

ない 8 13%

わからない 0 0%

CDのデータをコピーして友達にあげたことはありますか？

ある 24 38%

ない 39 61%

わからない 1 2%

CDのデータを家族以外の誰かにあげたことはありますか？これまで

したことがあるものをいくつでも選択してください。（複数選択可能）

音楽データおよび電子書籍の利用調査 池田 沙織
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CD をそのまま CD-R や MD にコピーしてあげたことがある 19

22%

いろいろな CD から曲を選んで音楽 CD を作ったり MD にまとめてあげたことがある 16 19%

CD からパソコンに楽曲を取り込み、USB メモリーなどにコピーしてあげたことがある 15 17%

Skype や Napster などの P2P 技術を使ったファイル共有ソフトでデータを相手に送ってあげたことがある 8 9%

これらのいずれの形でもあげたことはない 21 24%

その他 7 8%

有料音楽配信サイトで楽曲を購入したことがある方にお伺いします。

購入した楽曲を友達にあげたことがありますか？

ある 1 2%

ない 39 95%

わからない 1 2%

楽曲を友達にあげたことがあると答えた方にお伺いします。どのように

して友達にデータをあげたことがありますか？

CD-R や MD にデータを焼く 6

55

%

Skype や Napster などの P2P 技術を使ったファイル共有ソフトでデータをアップロード 0 0%
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する

USB にデータを入れる 5 45

%

その他 0 0%

YouTube などの動画投稿サイトに動画をアップロードしたことがあり

ますか？

ある 15 23%

ない 49 77%

わからない 0 0%

YouTube などの動画投稿サイトでアーティストの PV（プロモーション

ビデオ）やライブ映像を見たことがありますか？

ある 63 98%

ない 1 2%

わからない 0 0%

YouTube などの動画投稿サイトでアーティストの PV（プロモーション

ビデオ）やライブ映像を見たことがあると答えた方にお伺いします。視

聴した動画の楽曲が気に入ったら、その楽曲が入った CD を買うこと

がありますか？

ある 38 60%

音楽データおよび電子書籍の利用調査 池田 沙織

2013 年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 補足資料

ない 21 33%

わからない 4 6%

YouTube などの動画投稿サイトでアーティストの PV（プロモーション

ビデオ）やライブ映像を見たことがあると答えた方にお伺いします。動

画データまたは音楽データを自分のパソコンにダウンロードしたり、パ

ソコンで録音したことはありますか？

ある 33 52%

ない 29 46%

わからない 1 2%

どのようにダウンロードしましたか？（複数回答可能）

スマートフォンで有料のアプリを利用した 3 7%

スマートフォンで無料のアプリを利用した 15 33%

パソコンで無料のソフトを利用した 27 59%

パソコンで有料のソフトを利用した 0 0%

その他 1 2%
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YouTube などの動画投稿サイトで動画データや音楽データをダウン

ロードしたことがあると答えた方にお伺いします。ダウンロードしたデー

タをMP3プレイヤー（iPodやウォークマン）に入れて視聴したことがあ

りますか？

ある 38 73%

ない 14 27%

わからない 0 0%

SkypeやNapsterなどの P2P技術を使ったファイル共有ソフトを使っ

たことがありますか？

Skype や Napster などで写真などのファイル送信をしたことはあるが、楽曲の送信はしたことが

ない

9

14

%

Skype や Napster などを使ったことはあるが、ファイルの送信はしたことがない 1

2

19

%

Skype や Napster で写真などのファイルや楽曲を送信したことがある 1

2

19

%

Skype や Napster を使ったことがない 1

9

30

%

わからない 1

2

19

%
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パソコンで音楽を視聴している方にお伺いします。以下の 3 つの事例

について、あなたはどのように対応しますか？よく読んであなたが普段

どのようにしているかを率直にお答えください。

新しく発売された楽曲の PV が YouTube などの動画投稿サイトで期間限定で公開され

ていたとします。その楽曲をすごく気に入っている場合、あなたは普段どうしています

か？あなたがすることに一番近いと思う選択肢をひとつ選んでください。

CD を買う 17 34%

有料の楽曲コンテンツを買う 4 8%

パソコン等で視聴するだけ 16 32%

パソコンにダウンロードしてパソコン上で聴く 4 8%

パソコンにダウンロードした後 MP3 プレーヤーにコピーして聴く 9 18%

新しく発売された楽曲の PV が YouTube などの動画投稿サイトで公開されていたとし

ます。公開期限は不明です。その楽曲をすごく気に入った場合、あなたは普段どうして

いますか？普段あなたがすることに一番近いと思う選択肢をひとつ選んでください。

公開されている期間でも CD を買う 15 28%

公開されている期間でも有料の楽曲コンテンツを買う 2 4%

音楽データおよび電子書籍の利用調査 池田 沙織
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公開が終了するまでパソコン等で視聴し、公開が終了したら CD を買う 8 15%

公開が終了するまでパソコン等で視聴し、公開が終了したら有料の楽曲コンテンツを買う 0 0%

公開が終了するまでパソコン等で視聴し、その後視聴はやめる 15 28%

公開されている期間中にパソコンにダウンロードしてパソコン上で聴く 2 4%

パソコンにダウンロードした後 MP3 プレーヤーにコピーして聴く 11 21%

新しく発売された楽曲の PV のコピーが YouTube などの動画投稿サイトで違法に公開

されていたとします。その楽曲をすごく気に入っている場合、あなたは普段どうしていま

すか？普段あなたがすることに一番近いと思う選択肢をひとつ選んでください。

公開されているかに関係なく CD を買う 1

7 31

%

公開されているかに関係なく有料の楽曲コンテンツを買う 2 4%

公開されなくなる（サイトから削除される）までパソコン等で視聴し、公開されなくなったら CD を買う 2 4%

公開されなくなる（サイトから削除される）までパソコン等で視聴し、公開されなくなったら有料コンテンツを買

う

1 2%

公開されなくなる（サイトから削除される）ま でパソコン等で視聴し、公開されなくなったら視聴をやめる 1

7

31

%

公開されなくなる（サイトから削除される）前にパソコンにダウンロードして聴く 5 9%

公開されなくなる（サイトから削除される）前にパソコンにダウンロードした後 MP3 プレーヤーに入れて聴く 1

0

19

%

音楽データおよび電子書籍の利用調査 池田 沙織

2013 年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 補足資料

あなたは電子書籍を知っていますか？

名前もどのようなものかも知っている 49 77%

名前は知っているがどのようなものか知らない 10 16%

名前もどのようなものなのかも知らない 2 3%

わからない 3 5%

あなたは電子書籍を利用したことがありますか？（複数選択可能）

有料の小説を読んだことがある 6 7%

有料の漫画を読んだことがある 7 8%

有料の雑誌を読んだことがある 4 4%

無料の小説を読んだことがある 14 15%

無料の漫画を読んだことがある 25 27%

無料の雑誌を読んだことがある 10 11%

電子書籍を読んだことがない 24 26%
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わからない 2 2%

電子書籍を利用したことがある方にお伺いします。Kindle や koboな

どの電子書籍専用端末を持っていますか？電子書籍専用端末とは電

子書籍を閲覧するための専用端末のことです。

自分専用のものを持っている 3 6%

家庭で共用のものを持っている 2 4%

持っていない 38 81%

わからない 4 9%

電子書籍を利用したことがある方にお伺いします。電子書籍を何のデ

バイスで閲覧しましたか？（複数選択可能）

携帯電話 6 12%

スマートフォン 27 53%
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タブレット PC（iPad など） 9 18%

電子書籍専用端末（Kindle など） 5 10%

パソコン 4 8%

その他 0 0%

電子書籍を利用したことがある方にお伺いします。今までどれくらい電

子書籍を読んだことがありますか？

これまでに 10 冊以上購入している 5 13%

有料のものを数冊読んだことがある 8 21%

無料のものを試しに読んでみた程度 23 59%

電子書籍に興味がない 3 8%

電子書籍を利用したことがある方にお伺いします。電子書籍ストアで、

試し読み（無料で話の途中まで読むことができる）をして書籍（漫画や

雑誌を含む）を読んだことがありますか？

試し読みで小説を読んだことがある 8 21%
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試し読みで漫画を読んだことがある 21 55%

試し読みで雑誌を読んだことがある 1 3%

試し読みをしたことがない 8 21%

電子書籍ストアで無料あるいは試し読みの書籍（漫画や雑誌を含む）

を読んだことがある方にお伺いします。その後続きを読みたくなり、続

編を有料で購入したことがありますか？

ある 9 23%

ない 30 75%

わからない 1 3%

電子書籍を利用したことがある方にお伺いします。あなたがこれまで

にしたことにあてはまるものを、以下のうちからいくつでも選んでくださ

い。（複数選択可能）
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課金・ポイント消費型の電子書籍サイト 12 40%

定額型で読み放題の電子書籍サイト 2 7%

電子書籍のレンタルサービス 1 3%

本の裁断・スキャン代行サービス 0 0%

電子書籍をすべて無料で読むことのできるサイト 15 50%

自分で電子書籍を作成・配信する 0 0%

自分で本を裁断・スキャンする 0 0%

その他 0 0%

電子書籍ストアを利用したことがある方にお伺いします。電子書籍スト

アで、サンプルとして 1 巻すべて無料で読むことができるサービスを利

用したことがありますか？

ある 18 53%

ない 14 41%

わからない 2 6%
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付録

外国語学部 ............................... 千葉ゼミ・ゼミ生名簿

経済学部 .................................. 大塚ゼミ・ゼミ生名簿
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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

卒業論文タイトル

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

メタファーは理解の助けになるか―Ｑ＆Ａサイトを通じて―
1094310036 石井 誠 いしい まこと 英語コミュニケーション専攻

中小企業と海外進出―「しちりん」の経営理念―
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―
1094320019 青栁 美紀 あおやぎ みき 英語・英米文化専攻

HTML5、CSS3 を用いたマルチデバイス Web サイトの構築

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雑誌広告とインターネット広告の比較研究

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 における利用調査と利用意識に関する研究

1094321009 平野 拓也 ひらの たくや 英語・英米文化専攻

テキストコミュニケーションにおけるフィラーの使用について―チャットと話し言

葉の比較の観点から―
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 iOS むけ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

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 C#を利用したデスクトップ向け

検索アプリケーションの開発

■第 2 期生（14 名）○ゼミ長

学籍番号 氏名 ふりがな 専攻

卒業論文タイトル

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

bookpic を用いたコミュニケーション機能を伴う電子書籍の制作

1104310050 池田 沙織 いけだ さおり 英語コミュニケーション専攻
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これからのデジタル著作権管理(DRM)のあるべき姿を探る―音楽データと電

子書籍の比較をもとに―

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

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―

1104310464 西恵理子 にし えりこ 英語コミュニケーション専攻

中・小規模大学と OPEN EDUCATION―MOOC 参入の用件と効果を巡って―

1104310498 根本 佳菜 ねもと かな 英語コミュニケーション専攻

Processing による地理情報を用いた統計情報の視覚化

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

少子化時代の家族関係

1104310688 山田 祐未 やまだ みく 英語コミュニケーション専攻

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

1104320348 西條 真未 さいじょう まみ 英語・英米文化専攻

コミュニケーション機能を伴う電子書籍の活用に関する実験的研究

1104320497 鈴木 真澄 すずき ますみ 英語・英米文化専攻

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―「参

考になるレビュー」とは何か―

1104320562 田岡 沙織 たおか さおり 英語・英米文化専攻

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―

1104320968 松山 奈保実 まつやま なほみ 英語・英米文化専攻

LDOCE と OED の比較を通じた英英辞典の特徴分析―学習者向けの英英辞

典の活用にむけて―

★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

WordPress を利用したゼミナール用ホームページの構築と運営

★3 年次発表 Ajax 技術を利用したオンライン Web 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

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―

★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

ヘヴィメタル受容の国際比較―日本とドイツを中心に―

■第 3 期生（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

★3 年次発表 関東圏の観光地の言語景観に関する比較研究

1114320114 石川 マリサ いしかわ まりさ 英語・英米文化専攻

★3 年次発表 関東圏の観光地の言語景観に関する比較研究
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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

■第 4 期候補生（5 名）

学籍番号 氏名 ふりがな 専攻

1124310444 辻 竜彦 つじ たつひこ 英語コミュニケーション専攻

1124320493 嶋 絵里子 しま えりこ 英語・英米文化専攻

1124320774 野田 佳菜子 のだ かなこ 英語・英米文化専攻

1124320782 野平 かおり のだいら かおり 英語・英米文化専攻

1124340160 紙屋 佑成 かみや ゆうせい ドイツ語・ドイツ文化専攻
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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 年度卒業

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 年度卒業

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 年度卒業

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 Web 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の機能強化-
○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 年度卒業

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 年度卒業

○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 年度卒業

○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 年度卒業

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 年度卒業 (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 年度卒業

○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

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

(3 年次発表) 電子メール自動応答システム「ツンデレやぎさん」開発物語

○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

(3 年次発表) 「Web おみくじ」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

(3 年次発表) ウェブによる TA 勤務のサポートアシスタントの試作

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

○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（※院生を除く）

陳泓旭 ちんおうきょく 聴講生（大学院修士課程 1 年ラウゼミ所属）

善養寺紗弥 ぜんようじさや 一人暮らし老人の見守りシステム

”あかずきんちゃん R”の開発

聴講生（山下ゼミ所属）
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第 18 期生 平成 26 年度卒業見込み

○松原綾音 まつばらあやね 落し物表示管理システムの開発 （3 年次発表）

第 19 期候補生 2014 年 1 月現在 2 年生

井口和泉 いぐちいずみ

馬 いく ば いく

陸 欣宇 る しんゆ

佐取 直樹 さとり なおき ※2014 年 3 月より候補生の予定

（2014 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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