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● ご注意

ホール内は飲食禁止です。 外のロビーをご利用ください。

建物・敷地内は禁煙です。玄関脇の喫煙コーナーのみ喫煙可能です。

● 本資料について

この資料は口頭発表の配布資料をまとめたものです。

提出されたものをそのまま印刷しているので通しのページ番号はついていません。

著作権はいずれも発表者が保有します。

この資料に記載された内容についての転載は禁止します。

● WiFi のサービスについて

会場内には臨時の AP が用意されています。

SSID Penguin55 でアナウンスしていますので、ご利用頂くことが可能です。

共有キーは R123admin です（R は大文字です）。

本サービスについて生じる障害等については一切の責任を負いませんので

あらかじめご了承ください。

サービス提供時間は 9:30 から閉会までです。

2014 年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会. (2015.01.31)
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Ajax技術を用いた画像とGPS情報の

連動
～言語景観の調査データ活用のために～

外国語学部 英語・英米文化専攻
千葉ゼミ ４年 石川 マリサ
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1. はじめに

• 言語景観とは街角などの公的な場で見られる文
字言語の情報であり、音声言語やチラシ等のこ
とは含まれない。

• 言語景観の研究方法として考察対象となる街角
のストリートを撮影し、データ記録することが
行われている。

デジタルカメラやスマートフォンを用いて
GPS情報を記録することが可能。

3

2.1研究のねらい

• 言語景観の分析において、調査データが最重要。
• 調査地を撮影することでメリットはあるが、大

量のデータの整理と蓄積、分析は手間がかかる。
• 携帯端末のGPS機能を使用し、取得した位置情

報と画像データを用いて画像をオンラインの地
図と連動させて効率よく蓄積・閲覧ができるシ
ステムの構築を試みる。

• 言語景観の調査者にとって特に大切であると思
われる、閲覧・分析のしやすい環境とは何かを
検討する。

4

2.2 研究のねらい

• 當山ら(2007)は文字研究の際には撮影した画像
がいつ・どこで撮影されたものであるかという
ことが必須事項であると言及している。

• 発表者自身が、昨年度(2013年度)の情報系発表
会にてGPS情報を含む画像情報などが入った
CSVデータを作成し、GPS Visualizerを用いて
データ保存を試みた。

5

2.3 問題提起

• スマートフォンの位置情報をGPSで取得する機
能を用いて、撮影データにGPS情報をジオタグ
として埋め込むことが可能である。

• 2013年度の研究時に作成したアプリケーション
の弱点および反省点

(1)画像からこれがどこで撮影されたものか判明
することが出来なかった。
(2)サムネイル画像の大きさのミス。
(3)個々に撮影した看板の画像を使用しなかった。

6
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3.本研究で使用するアプリケーション

• Multi-level Photo Map（開発者:Pedro Botelho氏)
を利用しデータの整理・研究の応用を試みる。

• このアプリケーションは写真に関連した場所をイ
メージギャラリーから選択することが可能であり、
いくつかの基本部分から構成されている。

• URL：
http://tympanus.net/Development/MultiLevelP
hotoMap/

7

4.1 言語景観データの収集

• 「銀座」「六本木」「新宿」の三か所に出向き、
iPhone 4SとAndroid(GALAXY JSC-02F)の二
機を使用し、選定したストリート内を撮影した。

• 各地の100ｍの通りを8ｍ間隔で撮影し、その範
囲内に看板があればストリートとは別に個別に
撮影を行った。

8

4.2 データの整理と加工

• 画像の大きさを変更するために、Adobe
Photoshop CS6のバッチ処理を使いサイズ変更
を行った。

• 撮影された画像データのGPS情報はExif Reader
を用いて抽出した。

9

5.1 試作品の作成

• 試作品作成のため、収集したデータをサンプル
データに置き換えた。

• 画像のメタ情報（アルバム全体情報、撮影地点
ごとの一般情報、撮影データごとの画像情報）
を記述するalbum.xmlはXMLで記述する。XML
ファイルは文字データのみからなる。

10

5.1.1 試作品作成時に起きた問題点

• オリジナルのalbum.xmlに書かれたGPS情報と
Exif Readerで抽出したGPS情報の書き方の違い。

●オリジナル：DEG方式（例 35.691266)
●Exif Readerで抽出：

DMS方式（例 35°41’28.5576）

DMS方式では正確な場所が現されないため、
DEG方式に変換する必要がある。

11

5.1.1 試作品作成時に起きた問題点

• Excelを用いてDMS方式からDEG方式に変換する。

12
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5.2.1 photos内の整理

• Photosフォルダを作成し、その中に画像の地点
である ginza, shinjuku, roppongiのフォルダ
を作り、その中にthumbsフォルダを作成する。

photos内の階層表

13

5.2.2 album.xmlの書き換え

• 試作品作成時に起きた問題を考慮し、１枚目の
ワークシートに「地名+GPS変換」というシー
ト名をつけて撮影地点・撮影担当者ごとにExcel
ファイルを作成。

• 2枚目のシートにはalbum.xmlに記述する内容
をXMLで書き出す際に使用するため、「地名
+XML変換」とした。

• Excelファイル例：gps/iphone/ginza

14

5.2.3 データをXML方式のファイルに変換

• ExcelのXML書き出し機能を用いて作成したファ
イルをXMLに変換する。

書き出したXMLファイルの一部

15

5.3 本作業で起こった問題点

• GPS情報の誤差から撮影場所がとても離れて表
示された箇所が見られた。

• さらに、同じ場所で撮影されたわけでもないの
に撮影データのGPS情報が同じになり、アイコ
ンが重複してしまった。

• GPS情報の粗さの問題を解決するためにGPS情
報を手直ししたデモページを作成した。
URL：http://www.fl.reitaku-

u.ac.jp/~schiba/chibasemi/2014/demo/
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6.考察
6.1 言語景観研究にどう役立てるか
• 調査者が画像ファイルを個別に閲覧する手間を

省くことが出来る。
• アプリケーションの形に整理することで撮影

データの保存・蓄積にも役立つことだろう。
• デモページにおいてalbum.xmlのdescription要

素に写真の解説を入れた。これは研究者が写真
を見てコメントを入力し、保存することで後か
ら写真とコメントを一緒に閲覧することが可能
である。

17

6.2 GPS情報の精度

• 5.3節で示したように、GPS情報の精度が充分正
確ではない箇所が多く見られた。そのため、
GPS情報を画像から抽出した後に、より正確な
GPS情報に修正することが必要である。

• AndroidとiPhoneの２種類の地図・画像一覧を
作成したが、２つの地図を比べてみるとGPS情
報のずれの大きさが異なる。

18
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6.2 GPS情報の精度

• 57枚のデータがある銀座のページにおいて
Androidでは二種類の座標のみ抽出した。
iPhoneではアイコンが17カ所しかない。

• iPhoneの撮影データは等間隔でGPS情報が抽出
されている。この間隔は現在のiPhoneのGPS情
報の限界なのではないだろうか。

• 正確な位置情報を記録するための試行錯誤を今
後も続ける必要がある。

19

7. 結論と今後の課題

• 昨年度の研究時と比べ、複数の撮影地点のデー
タを一つのページにまとめて閲覧・表示出来る
利点が現れた。その一方で、GPS情報の誤差の
せいで正しい撮影ポイントが地図上に表示され
ないという問題が解決すべきことである。

• 更なる発展として、description（説明文）要素
の内容を自分で書き換えることが出来れば調査
者にとっても便利であるだろう。

20

7. 結論と今後の課題

• また、誤ったGPS情報を地図上に正確にマッピ
ングし直すための微調整が画面上で出来ればな
お良くなるだろう。

• 言語景観に関するメタデータを注釈のように記
入することで画像を絞り込み検索することが可
能になれば、分析者にとっても、データを閲覧
する人にとっても使いやすくなることだろう。

21
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ご清聴ありがとう
ございました。
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外国人に人気の歓楽街の

言語景観について

外国語学部 英語・英米文化専攻

石塚 幸子（a11103s@reitaku.jp）1
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7.考察：手書き看板の比較
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10.参考文献
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はじめに

外国人観光客の誘致

ビジット・ジャパン・キャンペーン

・海外での日本旅行の広報
・外国人旅行者向きインフラの整備

岐阜県高山市の観光案内ホームページ

・11ヶ国言語表示
・市街地の案内表示も英・中・韓の３ヶ国併記

外国人観光客2003年には約521万人だったが
2013年約1,036万人に増加

3

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

・自然に受動的に視野に入るもの
・不特定多数の読み手に発信される情報

4

調査の詳細

東京にある外国人に人気の歓楽街に焦点をあて、
看板数とその内容を調査する。

・東京の歓楽街にはどの程度外国語の看板があるか

・その言語景観にはどのような特徴や違いがあるか

調査の目的

5

調査の観点

1.外国人に対する情報量：
外国語で書かれた看板の比率

2.看板の種類：
純外国語かどうか、手書きかどうか

3.看板の提示対象：
外国人観光客のためか、
地元に住む外国人のためか（cf. バックハウス）

6
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各調査地点の特徴

銀座＊みゆき通り

・ショッピング街が並び外国人観光客に人気の歓楽街
・ぶらぶらとショッピングを楽しむ人が多い

六本木＊外苑東通り

・各国の大使館が集まる場所
・銀座よりも「歓楽街」のイメージが強い
・レストランや遊戯施設に有名な場所が多い

新宿＊ゴールデン街

・小さな居酒屋が数多く立ち並ぶ（似たような店が多い）
・外国人旅行者向けのガイドブックや

旅行サイトにも取り上げられる
7

調査地点の選定

銀座＊みゆき通り

Google Maps 使用
8

六本木＊外苑東通り

Google Maps 使用

9

新宿＊ゴールデン街

Google Maps 使用 10

調査方法と結果

ストリート100メートルを8メートル間隔で撮影し、
全部で143枚の調査データが得られた。

看板

総数

日本語 英語 中国語 韓国語

銀座 133 98 69 1 1

六本木 191 133 122 3 3

新宿 106 72 67 0 0

100メートル内の看板数と言語の関係

・中国語や韓国語が利用されている看板は極端に少ない 11

英語の看板の内容の内訳

英語の

看板枚数

店名 販促 メニュー 忠告 お知らせ

銀座 69 52 6 7 0 4

六本木 122 83 2 11 15 11

新宿 67 50 4 12 0 1

合計 258 185 12 30 15 16

・店名を英語で掲載する看板が最も多い
・六本木では忠告とお知らせが多い

12
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地域別の看板の多言語状況

銀座

日：カフェラテ
英：Caffe Latte

英：ALL DRINKS AND FOOD 300YEN

13

六本木

日：客引きをすること
英：To call them to stop as prospective customers

14

六本木

日・英・中・韓・露
アラビア・ポルトガル

日：六本木三丁目12
英：ROPPONGI 3-CHOME 12 15

新宿

英：Recommend Cocktail
All ¥800

英：CHARGE 800yen
DRINK 600yen

16

外国人に対する情報量の比較

考察
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銀座 六本木 新宿
日本語 外国語

日本語：58％
英 語：42％

日本語：51％
英 語：49％ 日本語：52％

英 語：49％

・六本木と新宿は日本語と外国語の情報が半々

・銀座は約60％が日本語の情報
六本木と新宿の方が

多言語化が進んでいる 17

店舗数と看板数の関係

店舗数 看板枚数 1店舗あた

りの看板数

英語の

看板枚数

1店舗あた

りの英語の

看板数

銀座 55 133 2.4 98 1.8

六本木 88 191 2.1 133 1.5

新宿 57 106 1.9 72 1.2

1店舗あたりの看板数と1店舗あたりの英語の看板枚数は銀座が多い

店舗のスタイルの違い

銀座・六本木：ビルが多くビル内に店舗が複数存在する場合が多い
新宿：ほとんどの建物が2階建てであり、店舗が小さいものの

店舗数は少ない
18
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純外国語の看板数の比較

銀座 六本木 新宿

外国語のみの

看板数
14 36 26

純外国語の看板の内容

銀 座：店名が英語のみの看板が多く、他は販促看板1枚のみ
六本木：店名が英語のみの看板が多く、客引き禁止（忠告）看板が
12枚、

メニュー表は6枚のみ
新 宿：店名が英語のみの看板が少なく、

メニュー表やチャージ料等の看板が多い

新宿では外国人観光客向けの多言語情報を積極的に提示

19

純外国語の看板

新宿：Cover Charge ￥1000

六本木：TAX FREE 8%OFF

銀座：We welcome the foreigner tourist!!

20

手書き看板の比較

銀座 六本木 新宿

手書き看板

の枚数
1 1 11

銀座・六本木：積極的に住民は多言語化を進めていない
新宿：ほとんどが同じような建物の作りをしていて違いを出すことが
難しいため、どんどん客を呼び込む看板を住民（店側）が作っている

21

手書き看板

新宿

銀座

六本木

22

看板の提示対象

外国人観光客向けの看板？ そこに住む外国人住民向け？

銀 座：メニュー表記やSALE看板等外国人観光客向けの看板のみ
六本木：外国人住民向けの看板は地名を示す看板、

客引き禁止の看板
新 宿：メニュー表記等の外国人観光客向けの看板のみ

外国人住民に対する看板は少ない

23

まとめ

銀座

1.高い建物が多く小さい看板（店名）の看板が多い。

2.日本語の看板の割合の方が多いが、

1店舗あたりの看板枚数は3地点の中で最も多い。

3.英語表記の看板はメニュー表記や

SALE等の販促看板が多い。

4.中国語や韓国語の看板が極端に少ない。

5.純外国語の店名の看板が多い。

6.手書き看板が1枚と極端に少ない。
24
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六本木

1.高い建物が多く小さい看板（店名）の看板が多い。

2.外国語看板と日本語看板の割合はほぼ同じである。

3.英語表記の看板は、メニュー表記が多いが、

忠告の看板が3地点の中で最も多い。

4.中国語や韓国語の表記はファストフードの

メニュー表記に見られた。

5.純外国語の店名が多く、忠告看板が12枚と多い。

6.手書き看板が1枚と極端に少ない。
25

新宿

1.ほとんどが2階建ての建物で看板数は3地点の中で最も少ない。

2.外国語の看板よりも日本語の看板の方が割合的には多い。

3.英語表記の看板は、メニュー表記が多いが、

チャージ料の英語看板等もあった。

4.中国語や韓国語の看板が無かった。

5.純外国語のメニュー表記やチャージ料の看板が多い。

6.手書き看板が3地点の中で最も多い。

住民（店舗）が外国語の看板を手軽で直接的なツールとして
積極的に活用し、外国人観光客にアピールしている 26

まとめ

各地域の言語景観の特徴を

単純な看板数の比較だけでは充分に表せない

・看板数の比較
・純外国語の看板数と内容の比較
・手書き看板の量と内容の比較
・看板の提示対象

多角的な考察が重要

27

今後の課題

外国人観光客は韓国人、台湾人、中国人の順に多いが
今回の調査では中国語・韓国語・朝鮮語の情報は非常に少なかっ
た。 （バス停の標識やファストフードのメニュー表記等）

・日本（地域）は英語以外の看板設置をさらに進める必要がある
・英語以外の外国語の看板がどの程度増えていくか、

継続的な観察が望まれる

28
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2014年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 発表番号04

企業広告の宣伝キーワードに見る
教育情報システムの現状や動向について

外国語学部外国語学科
英語・英米文化専攻

千葉ゼミ４年 武田侑奈

1

目次
教育の情報化について

研究のねらい

研究方法

研究結果と考察

結論

今後の課題と展望

2

教育の情報化とは

• 情報教育
コンピュータやネットワークを適切に活用できる知識や能力の育成

• 教科指導におけるICT活用
授業でプロジェクタ、デジタル教科書を活用し内容理解を助ける

• 校務の情報化
生徒の学習活動や成績情報を校務システムで共有することで教員の事務負担軽減

3

研究のねらい

ICT設備の普及率、カリキュラムに着目したものが大半
教育内容全般を年代を追って定量的に分析している研究は少ない

広告に用いられているキーワードを年ごとに定量化
教育情報システムの動向や教育方法、教育の流行、多様性を調査

4

研究方法
• 調査対象
日本教育工学会の全国大会プログラム集巻末の企業広告
2012年度、2014年度版

• 調査方法
企業広告の中で使用されているキーワード（語句）を抽出、分類
どのような分野のキーワードが多いのかを比較

抽出したキーワードはExcelを使用し1広告1シートにまとめた
2012年、2014年、年別にファイルを分けて行った

5

研究方法
• 抽出時のルール

アルファベットの大文字・小文字、漢数字と算用数字、ひらがな・カタカ
ナ・漢字の表記揺れは区別しない

語句中のスラッシュや中黒など記号の有無は区別しない

会社名、学校名は除く

一つの広告の中で同じキーワードがある場合は１カウントとする（但し指
している対象が違う場合は分けてカウントする）。

同じ意味の言葉は一つの言葉に統一して入力する。

6



企業広告の宣伝キーワードにみる教育情報システムの動向 武田 侑奈

2014年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 発表番号04

研究方法
• 抽出したキーワードの整理
通し番号（ID）
広告番号
情報化種類

キーワードを分野や内容ごとに分類するため
主要分類項目（システムや機器などの関連語）
大項目（ジャンル）
中項目（型式や目的）
小項目（機能や仕様）

7

研究結果と考察
• キーワード数と広告数

• キーワード分類結果
大項目が8項目、主要分類項目20項目、中項目が22項目、小項目が28項目

広告数 キーワード数
２０１２年 ２４広告 ５７５語
２０１４年 ２４広告 ６３２語

8

研究結果と考察
• 分類の詳細

図A-1 学習

9

研究結果と考察
• 大分類（ジャンル）

授業を運営する
教材や機器の設備

授業や校務の
サポートシステム設備

10

研究結果と考察
• 主要分類項目

 2012年、2014年ともにLMSやポートフォリオが流行している
 電子黒板のキーワード数が大幅に減少（86→35）
 デバイスの種類が増え多様化している

11

研究結果と考察
• 教育の情報化

授業効率や授業理解の向上に力
を入れている

校務の情報化増加
授業で活用するICTの充実？

校務支援システムの数も
増えていくのではないか

25→116

12
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研究結果と考察

• デバイスの変化による影響

2012年 2014年

キーワード数 13個 18個

スマホ
タブレット端末の

扱われ方

LMSやポートフォリオ

に

アクセスするための

補助（サブ）ツール

デジタルペーパーや

タブレット端末保管
カート

メイン機器

Sony
http://www.sony.jp/professional/education/dps/

テックウインド株式会社

http://www.tekwind.co.jp/products/
13

研究結果と考察
• LMSとポートフォリオに関連するキーワード

自律的に学ぶ個別学習

他者とともに学ぶ協調（協同）学習

e-learningシステム，Facebook，学習時間確保，
グループワーク，掲示案，ケーススタディ，
コラボレーション，マネジメント，レポート，連絡

14

結論
• 「授業を運営するためのICT」→「授業や校務をサポートするための

ICT」

• LMSやポートフォリオなどの学習システムが２０１２年、２０１４年
ともに流行している。

• デバイスでは電子黒板の数が減り、新たなデバイスの種類が増え多様
化してきている

• 様々な教育情報システムを活用しながら授業を運営することが期待さ
れている

教育情報システムの
動向、教育の流行、教育方法、多様性

を調査

15

今後の課題と展望
• 効率化と精密度の向上

キーワードの抽出に日本語の自動解析ツールを利用

キーワード分析に専門用語辞典や類義語辞典を活用

作業を複数人で行い、一致率をk係数などで統計的に確認

16

ご清聴ありがとうございました

17
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落 し 物 管 理 シ ス テ ム

ア ル カ モ
の開発と運用

経済学部 経営学科 4年
大塚ゼミ１８期生

松原 綾音 (まつばら あやね)

1

1. 過去の制作物 →『アルカモ』
2. 中原小の落し物管理
3. 『アルカモ』について
4. 実際のシステム
5. スケジュール
6. 現在の状況
7. 今後の展開と課題
8. 謝辞

2

目次

情報のデータ化 自動モニター表示

手作業での記入 掲示がない

①届けられた
落し物情報を入力

③落とし主に
引き渡される

問題点

2014年2月～運用中『落し物表示管理システム』in 麗澤大学

②モニターに表示

改善点

1-1. 去年の製作システムの紹介

3 4

2014年2月～
麗澤大学 にて運用中
『落し物表示管理システム』

2014年10月～
中原小学校 にて運用予定
『 ア ル カ モ 』

中原小学校校長
西田先生

中原小学校にて運用する
落し物管理システム開発の依頼

http://itot.jp/12217/63

1-2.本システムの制作経緯

5

1F廊下の落し物箱→

↓落し物箱 拡大

2-1.中原小学校の落し物管理1

http://itot.jp/12217/63

改善策１
学校WEBサイトに落し物を載せる

改善策２
写真を用いて簡単に記録を行う

落
し
物
発
見

6

改善できる点１
落し物箱を見る人が限られている

改善できる点２
数が多いため記録をつけていない

落
し
主
が
気

が
つ
い
た
ら

箱
か
ら
取
り

出
す

一
階
廊
下
の

落
し
物
箱
に

入
れ
ら
れ
る

ア ル カ モ

2-2.中原小学校の落し物管理2
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保護者が閲覧。
見覚えがあれば
落し主に知らせる

担
当
職
員
が

落
し
物
の

写
真
を
撮
影

2014/6/27
アルミの 筆箱

落し物の情報を
サーバに送信

Webページに
落し物情報が
掲載される 7

3-1.『アルカモ』の概要
落
し
物
発
見

落
し
主
が
気

が
つ
い
た
ら

箱
か
ら
取
り

出
す

一
階
廊
下
の

落
し
物
箱
に

入
れ
ら
れ
る

8

データベース

入力ページ 閲覧ページ

職員アカウントで
ログイン

落し物情報の
入力

担当職員

落し物情報
の表示

保護者保護者アカウントで
ログイン

入力した情報を
DBに保存する

DBにアクセスし
てデータを取得

3-2. 『アルカモ』の仕組み

9

[入力ページ] [確認ページ] [送信ページ]
[管理ページ]

[閲覧ページ]

3-4. システムの流れ

開発環境：LAMP

Linux Apache MySQL PHP
(OS)       (Webサーバ) (データベース) (言語)

…それぞれの分野で定番の上記4つを用いて、
Webシステム開発を行う、近年主流の開発環境。

10

3-3. 『アルカモ』の開発環境

サーバ：Apache

OS : CentOS
Linuxディストリビューション※の一つ。
企業向けOSであるRHELのオープンソースを再編集した
もの。個人でも無料で入手できるため人気が高い。
ディストリビューション…OSの基本機能(=カーネル)、ドライバ、
アプリケーションをパッケージにしたもの。

最も人気の高いWEBサーバの一つ。
無料で利用でき、世界的に多くのシェアを持つ。

11

3-3-1. 使用するOSとサーバ

12

言語：PHP

DB : MySQL
データベースの一つ。
マルチユーザ、マルチスレッドで動作し、OSSのため無償
で利用できる。多くのOSで動作するため、人気が高い

プログラミング言語の一つ。
WEBアプリケーションの作成に特化し、
HTMLに埋め込んで記述可能

3-3-1. 使用するDBと言語
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13

言語：PHP

DB : MySQL
データベースの一つ。
マルチユーザ、マルチスレッドで動作し、OSSのため無償
で利用できる。多くのOSで動作するため、人気が高い

プログラミング言語の一つ。
WEBアプリケーションの作成に特化し、
HTMLに埋め込んで記述可能

3-3-1. 使用するDBと言語

14

プログラミング言語の一つ。
WEBアプリケーションの作成に特化し、
HTMLに埋め込んで記述可能

4. 実際のシステム

15

卒論発表会

5. スケジュール

15

2014年5月28日
要件定義書の提出

2014年6月18日~7月28日

開発
作業

2014年10月16日~

試験運用

16

6. 現在の状況

2014年10月～

試験運用中

17

7. 今後の展開と課題

2015年4月～
本格運用開始

2015年1月31日
卒論発表会

追加機能の開発
アカウント情報変更機能など

18

データベースの一つ。
マルチユーザ、マルチスレッドで動作し、OSSのため無償
で利用できる。多くのOSで動作するため、人気が高い

プログラミング言語の一つ。
WEBアプリケーションの作成に特化し、
HTMLに埋め込んで記述可能

8. 謝辞

本システム製作・運用にあたり、
多くのご協力いただきました。
深く感謝致します。

・中原小学校職員の皆様
・情報システムセンターの皆様
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モーションキャプチャ技術による
身体動作の意識化について

―Kinect™を用いたダンスの動きの改善―

麗澤大学 外国語学部 外国語学科
千葉ゼミ

大坪 ありさ

1

目次

はじめに

研究のねらいと先行研究

研究方法

調査結果

結論

今後の課題と反省点

2

はじめに

コンピューター機器の発達、機械の小型化、

また普及が急速に進んでいる

運動界では、高速度ビデオカメラを用いて、
選手の動き（フォーム）の分析可能になった

最新の研究では誰でも手軽に使えるKinectセンサー
による3次元での動作の分析ができるようになっている

3

Kinect™について

• Microsoft社から2010年に発売された新しいデバイス

• デバイスキャプチャを使用しており、プレイヤーからキ
ネクトまでの距離を3次元で計測し、プレイヤーの骨格
のさまざまな動きを検出する

• 以前の製品は高額で、特定のマーカーをキャプチャす
る対象に装着する方法が使われる傾向があった

⇒Kinectは今までの製品より安価であり、体に何かを
つける必要もなく、より自然な動きをキャプチャすること
ができる

4

Kinectセンサーで撮影することにより、物体との距離(深度)
を計測しながら画像を撮影・録画

データを利用して人間の骨格を解析し、人の動きが関節単
位でわかる映像を撮ることができる

5

スポーツと映像による動きの分析

• ビデオをとることにより、選手の体の部位の動きの確認でき、
改良できる点や選手の癖などが見える

⇒動画を取り、身体動作を客観視することが，

実際のスポーツの現場では頻繁に行われている

• ビデオの問題は、本来の3次元の動きを完全に記録してい
るわけではないということ

⇒モーションキャプチャ技術は、データを3次元で解析・記録
するものであり、動きそのものを捉えるという点で画期的な
意味をもつ

6
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研究のねらい
鏡での練習～3つの問題～

・記録できないこと

・体の細かい動きが明確にわからないこと

・自分ばかりを見てしまうこと

Kinectを使うことで、、

・関節単位で動きを記録し、相手と比較することで、自分
の特徴や人との違いを理解できれば、動きの自己分析や
意識的な動作の改善に結びつくのでは

・意識しながら動くことで意識する前とどのような違いが生
まれたかを記録し比較することができるのでは

7

先行研究

• 谷本（2013）はKinectを利用することによるダンス支援シス
テムの提案

• 被験者が踊っている分析写真と模範が踊っている写真を並
べて表示する形式でフィードバックを提示

被験者の画像にアドバイスのフィードバックを表示

• 研究の結果、画像を比較するフィードバックはダンスの練
習に効果的であると結論づけられている

• 問題にあげられたのが、細かいアドバイスが表示できない
こと

8

問題定義

• 先行研究（谷本 2013）から、Kinectの画像情報はダ
ンスの改善につながることが期待できる

• 本研究の提案

Kinectの棒人間状の映像情報をダンス動作の改善に
応用すること

Kinectの2名の動作を同時に解析する機能を活用

9

調査の流れ

• Kinect for Windowsセンサー を接続したPC (Windows 8.1)
にKinectのSDKをインストールし、Kinectの動作の制御を
おこなう環境を整える

• 動きの収集には麗澤大学ダンス部の部員に協力を仰ぎ、
データを採取する

• 自己分析をする際にはこちらで用意したメモ用紙を使って
もらい気がついたことを自由に記入してもらう(メモ用紙は
回収する)

10

1回目の流れ 2回目の流れ

11

Skeleton Basicの特徴について

• Skeleton Basicで閲覧できる映像は骨格データであり，
スケルトン・データと呼ばれる20ケ所の関節部分を三
次元座標値として返す。それぞれの点を線で結んで表
示させると認識された人物の動作が画面に再生される

12
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調査アンケートについて

• 1.何を意識して踊ったか

• 2.意識した点の改善にキネクトの動画は役立ったか（5段階評価、理由）

• 3.鏡を見た場合と比べて、Kinectで収録した動画を観たことで発見したこと

• 4.Kinectの動画を観た感想（良かった点、悪かった点、その他）

• 5.前(々) 回の動画と今回の動画を比べて、前回より改善できている部分（2
回目のみ）

• 6.動画を比較した感想（2回目のみ）

• 7.Kinectの動画を利用することは、自分のダンスの改善に役立つか（5段階
評価、理由）

• 8.Kinectの動画を利用することは、ダンスの指導に役立つか（先輩のみ回答、
5段階評価、その理由）

• 9次回の練習までに直しておきたいところ

• 10.今日の練習についての感想

• 11.調査の感想

13

調査結果

5

5

5

5

5

5

3

3

2

2

0

意識した部分
Kinectが改善に役立ったか（5段
階の点数表記）

腰の動き
動きの大きさ

腕の高さ

足の高さ
軸（姿勢）

フォーム（体の形）
キレ

ノリ
目線
胸の使い方
アイソレーション

14

15

Kinectの動画を見て発見した改善点

• 自分の軸の崩れるタイミングがわかった

• 軸が崩れている時に動きがあわただしいことがわかった

• 棒立ちになっていたのがわかった

• 姿勢が悪い

• 細かいところのとめ

• 音が取れていない

• 部分の動きと体の全体と比較してわかる

• 足があがっていない

• 形が汚い

• 動きが硬い

16

鏡とKinectの違い

• １つ１つの動きがわかる（腕の高さや角度など）

• 相手と比較しやすく、相手との違いが判る

• 鏡より客観視的に見れる

• 鏡より自分の動きがわかることにより改善点がわかり、
意識することができた

• 相手がどのように体を使って踊っているかがよりみえた
ので自分の改善につながる

• １つ１つの動きや重心を鏡で治すのは難しいがKinectで
はできる

• 自分の動きの確認や意識ができる

17

Kinectはダンス改善に役立つか

• 鏡で見えない部分がKinectでは見ることができる

• 自分の動きをより再確認することができる

• 使った練習以上の改善点がKinectでは見つけられる

⇒Kinectはダンス改善に役立つという意見が多く出た
ものと思われる

• 先輩後輩で比べることにより自分の動きを再確認し、
どのように改善すべきか、という点をKinectで探し出
せたと思う

18
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結論

• Kinectを用いることで、鏡で気づけなかった自分の改
善点を見つけることができ、改善することができたとい
う回答が得られた

• Kinectで2名同時に解析することで、自分の動きを相

手と比較でき、相手との違いが明確になり改善につな
がったことがアンケートから明らかになった

• Kinectを用いたダンス練習は、1人の個人練習より対

象者がいる練習の方が役に立つということができるだ
ろう

19

今後の課題と改善点

• 事前にKinectの前で何回か踊るような機会を設けれ
ばよかったと反省

• 動画を被験者にビデオとして送り手軽に閲覧してもら
うことが出来なかった

• 他のジャンルのダンスも調査し、結果を比べることで
各ジャンルへのKindleの応用可能性を調査していき
たい

20
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「キネクトを使った身体動作の意識化」アンケートと回答

チーム名： 性別：女・男 学年： 年 氏名：

練習日：2014年 月 日

問い１．今回の練習で、あなたは何を意識して踊りましたか？足の高さ、腕の角度など

具体的に列挙し、アルファベットで番号をつけてください。

A)
問い２．今回、練習にあたって、キネクトで収録した動画を観ましたが、１．で意識し

た点の改善にキネクトの動画は役立ちましたか？

問い１で挙げた点について、アルファベットの後に数字で 1 (全く役に立たなかった)から

5 (大いに役に立った)の 5段階のスケールを書いて答えて下さい。また、その評価の理由も

書いてください。役立ったかどうか不明の場合は「0」を記入して理由を書いてください。

A)

問い１と問い２の回答をチームごと、調査回ごとまとめたものを下記に示す。

なお、問い１は、動画を撮る前（踊る前）に回答してもらった。

チーム 1 1回目

1年 女

意識した部分 点数 理由

腰の動き 5 鏡ではわかりにくい動きがわかりやすく見えた

腕の高さ 5 先輩と比べてどこを直せばいいのかわかりやすかった

動きの大きさ 5 先輩の動きと比較しやすかった

4年 女

意識した部分 点数 理由

腕の高さ 5 線が見えているから位置がよくわかる

足の高さ 5 上に同じ

シルエット 3 形がどうなっているのかはわかる

キレ 3 止まっているかは直接見た方がわかる

チーム 1 2回目

1年 女

意識した部分 点数 理由

腕の高さ 5 線で見ることで腕の高さがわかりやすかった

動きの大きさ 5 動きが小さいと体の真ん中の先頭での線がくっついて

しまうので変化がわかりやすかった
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足の高さ 4 膝から出ているかどうか少しだけわかりにくかった

軸 4 身体の真ん中にラインがあることでわかりやすかった

目線 3 Kinectを使わなくてもできると思った

4年 女

意識した部分 点数 理由

腕の高さ 5 角度までしっかりわかる

足の高さ 5 相手との違いも明確にわかる

キレ 5 線で見えるのでブレとか気にせずに確認できる

胸の使い方 1 横から見た上下の動きを見たかった

チーム 2 1回目

１年 男 Lock未経験者

意識した部分 点数 理由

目線 2 鏡の方が見やすかった

キレ 5 止まれていないところがわかった

動きの大きさ 5 動きの区別ができていないことがわかった。

１年 男 Lock 6ヶ月

意識した部分 点数 理由

足の高さ 5 挙げられた

軸 5 思ったよりかへにゃへにゃしていた

胸の使い方 5 タイミングは合っていた

チーム 2 2回目

１年 男 未経験者

意識した部分 点数 理由

足の高さ 5 前回よりも改善されていた

軸 5 ぶれずにできた

胸の使い方 5 アップとの差が出た

１年 男 6ヶ月

意識した部分 点数 理由

胸の使い方 5 前回より大きくなっていた

ノリ 5 ノリとキレで差が出るように意識し、その差が出た

キレ 5 上に同じ

姿勢 5 相手と比較し、まだ低くできると思った
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チーム 3 1回目

１年 女

意識した部分 点数 理由

腰の動き 5 相手との比較ができ改善点がわかった

腕の出し方 5 タイミングが改めてわかった

ノリ 2 Kinectでなくてもわかる

4年 男

意識した部分 点数 理由

軸 5 身体を線で見えるのでわかりやすい

シルエット 5 上に同じ

キレ 3 Kinectでなくてもよい

チーム 3 2回目

１年 女

意識した部分 点数 理由

腰の動き 4 先輩の形に近づけることができた

腕の出し方 5 形は違うのがはっきりわかった

アイソレーショ

ン1

0 Kinectでなくても確認できる。Kinectでは少しわかり

づらい

4年 男

意識した部分 点数 理由

腰の高さ 5 点が下がっていたので改善でいいたのがわかった

腕の出し方 5 点でわかりやすい

軸 5 横にぶれていたのがわかった

チーム 4 1回目

１年 女

意識した部分 点数 理由

軸 5 思ったよりかぶれているのがわかった

腰の動き 5 線で見えるためダメなところがわかった

胸の使い方 5 上と同じ

１年 女

意識した部分 点数 理由

3体の各部分を単独で動かす動き。顔、首、肩、腕など様々な部分の切り離しが可能。
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腰の高さ 5 タイミングがわかった

足の高さ 4 銭でわかりやすい

動きの大きさ 5 鏡で見るより小さいのがわかった

チーム 4 2回目

１年 女

意識した部分 点数 理由

腕の高さ 5 意識するようになり、練習した改善できたと思う

足の高さ 5 上に同じ

身体の動き 5 上に同じ

キレ 5 上に同じ

１年 女

意識した部分 点数 理由

腰の動き 4 前回の方がよいと思った

腕の出し方 2 タイミングがずれてい終った

腕の高さ 4 改善できた点であると思う

胸の使い方 1 Kinectではわかりづらい

問い３．問い１で挙げた点以外に、鏡を見た場合と比べて、キネクトで収録した動画を

観たことで発見したことはありますか？苦手な部分、うまく行っていない部分、一緒に踊

っている人との違いなど、発見した内容を具体的に書いてください。

 鏡では見えていない自分の軸の崩れるタイミングがわかった

 軸が崩れている時に自分の動きがあわただしいことがわかった

 棒立ちになっていたのがわかった

 姿勢が悪い

 細かいところのとめ

 音が取れていない

 部分の動きと体の全体と比較してわかる

 足があがっていない

 形が汚い

 動きが硬い

 １つ１つの動きがわかる（腕の高さや角度など）

 相手と比較しやすく、相手との違いが判る

 鏡より客観視的に見れる

 鏡より自分の動きがわかることにより改善点がわかり、意識することができた

 相手がどのように体を使って踊っているかがよりみえたので自分の改善につながる
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 １つ１つの動きや重心を鏡で治すのは難しいが Kinectではできる

 自分の動きの確認や意識ができる

問い４．キネクトの動画を観た感想をお願いします。よかった点（４．１）、悪かった点

（鏡の方がよい点、４．２）、その他の点（あれば、４．３）の 3つに分けて書いてくださ

い。

４．１ よかった点（鏡よりもよい→ 例：～がよくわかった）

腰の位置、高さがみやすい

体の線を正確にとらえられる、（身体の中心がわかりやすい）

相手と自分の形がはっきりわかる

身体の持ってき方がわかりやすい

１つ１つの位置がわかりやすい

高さの比較がしやすい

腰の動きが明確に見える

手足の角度が見える

鏡より客観的に見られることがいい

４．２ 悪かった点（鏡の方がよい→ 例：～の部分がよく見えなかった、わからなか

った）

アイソレーションが見えづらい

もっと細かい線を見たい(例：手首から先の速い動きが分析できない）

ダンスに大切なノリが見えない

表情、目線がわかりにくい

手首から先の速い動きが分析できない

機械が軸を読み取れない時があった

環境が異なり、踊りづらかった

足の速いステップは見づらい

４．３ その他の点（その他気がついた点があれば何でも）

スロー再生機能が欲しい

問い５．【動画の比較をおこなう練習回のみ回答してください】前(々)回の動画と今回の

動画を比べて、前回より改善できている部分はありましたか？キネクトで収録した動画を

比較して発見した内容を具体的に書いてください。

主たる調査対象者と比較対象ごとにまとめたものを下記の表にまとめる。

なお、問い 5、6は 1回目と 2回目の動画を見比べながら記入した。
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主たる調査対象者が改善できたと考える点

チーム１ 腕の高さ、軸、とめ、腕のフォーム

チーム 2 足の高さ、上半身の動き、身体の向き、

チーム 3 腰の使い方、腕のフォーム

チーム 4 動きの大きさ、腰の動き、腕の高さ、足の高さ

比較対象者が改善できたと考える点

チーム１ 足の高さ、上半身の動き

チーム 2 上半身の動き、軸、

チーム 3 腰の使い方、軸

チーム 4 腰の動き、軸、とめ

問い６．【動画の比較をおこなう練習回のみ回答してください】問い５で挙げた点以外に、

前(々)回の動画と今回の動画を比較した感想があれば自由に書いてください。

前回より課題が改善されてよかった

今回の課題も改善してゆきたい

ダンスの技術が上がったことがわかった

自分の体の使い方がわかった

改善すべき点を再確認できた

1週間で改善できた点があった

これからも意識するべき点を意識してゆきたいと思った

問い７．キネクトの動画を利用することは、自分のダンスの改善に役立つと思いますか。

以下から 1つ選んでください。また、選択肢を選んだ理由を簡単に挙げてください。

1. ほとんど役立たないと思う。

2. あまり役立たないと思う。

3. どちらとも言えない。

4. まあまあ役立つと思う。

5. 大変役立つと思う。

理由：

主たる調査対象者と比較対象ごとにまとめたものを下記の表にまとめる。

主たる調査対象者の回答

チーム 点数 理由

1 5 ・ビデオで一つ一つの動きを止めてみることは出来ても、
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腰の動きや腕の高さ、重心などは Kinectじゃないと分からないから

2 5 ・いつも鏡で自分の動きを確認しているので動画でとって後から見て改善点を

見つけるのはとても良いと思おう

・自分のジャンルでも動きの確認するようになった

3 5 ・相手はどのように体を使って踊っているのがより見え、自分のダンスの改善

に繋がる

・自分の動きを改めて確認認識ができる

4 5 ・自分では気づけない部分が気づけた

・踊りながら鏡で自分の動きを見るよりも、ダメなところがわかるので、どこ

がダメなのか意識して直そうとできたのでよかった

比較となる先輩側の回答

チーム 点数 理由

1 5 ・踊るうえで線（Kinectで表示される線）を確認することは大切だと思うから

・Kinectを使い、細かい位置を意識することで、手、足の位置がそろい、より

良いものになっていくから

2 5 ・鏡で見えない部分も見える（腰の動きなど）

・普段と違った点に着目することができる

・ビデオより比較がとても分かりやすい

3 4 ・より客観的に見れる

・練習より、ショーケースの練習には役立つと思う

4 5 ・鏡で見えない自分がわかる

・棒人間を見てよくなったと事だけでなく、悪くなったこともわかったから

問い８．【指導にあたっている先輩のみ回答してください（計 4 名）】キネクトの動画を

利用することは、ダンスの指導に役立つと思いますか。以下から 1 つ選んでください。ま

た、選択肢を選んだ理由を簡単に挙げてください。

1. ほとんど役立たないと思う。

2. あまり役立たないと思う。

3. どちらとも言えない。

4. まあまあ役立つと思う。

5. 大変役立つと思う。

理由：

ダンス指導にKinectは
役立つか

理由

大変に役立つと思う 線で見せることで理解しやすく、どう直せばいいかわかりやすい

服などで見えない部分も棒人間効果でよく見える.

鏡を使うよりより多くの反省点が見えたから
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まあまあ役立つと思う うまい人と比べられる

他ジャンルには向き不向きがある

問い９．次回の練習までに直しておきたいところはどこですか?目線、足の高さなど具体

的に挙げてください。また、挙げた点をどのように直したいかについてもできるだけ詳し

く書いてください。

・ダウンで差を見せることと足をしっかりあげる

・身体の向きを意識する

・ターンの時のぐだぐだ感をなくす

・ポイントの時、腕をまっすぐ伸ばし高さにも意識する

・スキーターなどもっと足が上がると思うので意識する

・クロスハンドの時の腕の角度を意識する

・腕の高さの固定

・上げるところ、下げるところの意識（足、腕）

・力まない

問い１０．今日の練習について、気がついた点を自由に書いてください。

・キネクトを使って反省点に気づく⇒映像を見た後に指摘でもっと気づくというサイクルはいいと

思う

・新しい改善点がわかったので、前回の改善点も意識しつつ新しい改善点も直していけるように

頑張る

・前回の注意したいところはほぼ改善できたので、今回注意すべきポイントも意識すればよくなる

と思うのでより意識していきたい

・普段の練習では気づけないような自分の体の動きや軸がはっきり見えてこれからも改善しようと

思った

・1年生がうまくなっていた

・アドバイスを意識するだけで 1週間だけでも改善できた部分がある

・自分のジャンルでも動画を取って確認するようになった

・他のジャンルでは使えるのかと思った

ご協力ありがとうございました。
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日本語オノマトペの認知処理
に関する反応実験

〜反応時間測定ソフトウェアDMDXを用いて〜

外国語学部 英語英米文化専攻 4年

千葉ゼミ所属

染谷麻理奈

目次

1. はじめに（オノマトペとは）

2. 研究の目的

3. 実験について

4. DMDXのデモ

5. 実験結果と考察

6. まとめと今後の課題

1. オノマトペとは

•擬音語（擬声語）・擬態語を指す。

• オノマトペを用いることで、自分が五感で感じ
たこと・状況・状態を１語で豊かに伝える事が
出来る。

• 日本語はオノマトペが豊富
• 新しい表現も次々に生まれている

• 現代の若者はどのようにオノマトペの表現を
理解しているのだろうか？（次スライドで研究
の具体的な目的を説明）

2. 研究の目的

• オノマトペの認知処理について、心理言語学

的に実験する

• 刺激文を提示し、反応時間や正答率を計測

• 以下の3点を明らかにする：

1. 擬音語と擬態語では実験結果に違いがあるか

2. よく使われるオノマトペとそうでないもので

違いがあるか →頻度が高いもの・低いもの

3. 男女による違いはあるか

3. 実験について

わくわく

ガタガタ

3.1 実験内容

•DMDXを用いた心理言語学的実験

•被験者は大学生１０名（男女５名ずつ）

•刺激文を提示し正誤判断をしてもらう

• 正解かどうか、また刺激文の提示から解答
までにかかった時間を記録

•実験データはExcel及びSPSSを用いて
整理・分析
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3.2 実験で用いたオノマトペ

• オノマトペの主要分類：まず3グループに分類

•擬音語

•擬態語

•奇異的な語
• 「奇異的な語」は2種類

• 新しい流行語、アニメ等で流通している特殊な語彙

• 自作した架空の語彙

• 擬音語、擬態語はさらに頻度の高低で下位分類

• 1億語の日本語コーパスで出現頻度を調査

3.2実験で用いたオノマトペ（つづき）

3.3 問題文の作成

•実験データは全部で５０問
• 刺激文は正しいものと間違っているものを混ぜる。

• 以下のように合計50問を作成した。

• 擬音語：正１０問・誤１０問

• 擬態語：正１０問・誤１０問

• 奇異的語：正５問・誤５問

3.3問題文の作成（つづき）
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3.4 DMDXについて

• 反応時間測定ソフトウェアであり，Windows
で動作するフリーソフト

• 制作者はJonathan C. Forster (アリゾナ大学
心理学部)

• 特徴：

• 提示した刺激への反応速度をミリ秒単位で計測

• 正誤判断の結果も記録

• 刺激はランダムに提示できる

3.5 実験データの作成と結果の保存

•DMDXの実験データの作成は簡単！

• Wordで作成しリッチテキスト形式で保存

•実験結果は azk という拡張子のファイル
に自動的に保存・蓄積される

• テキスト形式なのでWindowsの「メモ帳」等
で開いて内容を確認できる

• 本研究ではデータはExcelに保存し整理した

•詳細はこの後デモでご覧いただけます。

4. DMDXのデモ

• DMDXの利用の流れを紹介する。

1. 実験データの作成

2. DMDXの起動

3. 実験の実施

4. 実験結果 (azkファイル) の確認

5. 実験結果

5.1 被験者ごとの実験結果

全体平均反応速度：
2416.34

女性平均反応速度：
2419.12

男性平均反応速度：
2413.00

5.2 擬音語・擬態語・奇異的な語の分析

• グループごとの平均正答数ランキング

1014「にこにこ」を除い

た場合、順位は２位に
上昇する。（平均９）

擬音語のオ
ノマトペと名
詞との自然
な判断の難
しさが原因
でないか？



日本語オノマトペの認知処理に関する反応実験 染谷麻理奈

2014年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 発表番号07

5.2 (つづき)
• グループごとの平均反応速度ランキング

擬音語・擬態語とも、高頻度のグループの
ほうが正答数・反応速度ともに上位にくる。

5.3 検索数と反応速度の相関
仮説：

• コーパスの出現頻度が多ければ実験での反応速度が早くな
る、つまりより素早く認識できる語彙である

• この仮説を検証するために、「検索数順位」と「反応速度順
位」の順位相関分析を行なったところ「検索数順位」と「反応速
度順位」の間に5%水準で有意な相関が得られた（r=.31
p<.05）。つまり、出現頻度の順位が高いほど反応速度の順位

も高いということが確認された。

6. まとめ
• 大学生１０名を対象にオノマトペの反応実験を行なった。

1. 男女による差は反応速度・正答数共に統計的に

有有意な差は見られなかった。

反応速度：（t=-.022, df=8, n.s ) 正答数：(t=-.272, df=8, n.s .)

2. コーパスの検索数が多いオノマトペは反応速度も
速いことが統計的に明らかになった。（r=.31* p<.05）。

3. 高頻度の擬音語(グループ1a)の反応速度が最も
速く、正答数も最も高かった。

低頻度の擬音語 →刺激文に用いた名詞に原因？

今後の課題

•異なる年齢の被験者に実験を行なう。

•被験者人数を増やして実験する。

•実験に用いるデータの改良を行なう。

• 正答・誤答の設定

• 刺激文の再検討

ご清聴ありがとうございました。
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実験で使用したオノマトペについて、以下に設問番号、オノマトペ、刺激文(実験で提示した文章)、正誤の

設定、実験での正答率、反応速度の平均を示す。

設問 オノマトペ 問題文 正誤 正答率 反応速度

1001 もふもふ この動物の毛はもふもふしている。 正 90% 995.582
1002 キュン かっこいい仕草にキュンとした。 正 100% 2775.927
1003 てへぺろ 約束を忘れて友達にてへぺろをした。 正 90% 2596.754
1004 ごるごる 朝からお腹がごるごるする。 正 60% 3020.077
1005 シーン 広場はシーンとしていた。 正 80% 2362.863
1006 がっかり 彼女の手料理が美味しくなくてがっかりした。 正 100% 2575.668
1007 うんざり 弟の愚痴を聞くのにうんざりしてる。 正 90% 3035.904
1008 わくわく 夢のステージに立ってわくわくした。 正 100% 2324.156
1009 ぐったり 大事にしていた花がぐったりしてた。 正 80% 2498.248
1010 いらいら 意見がまとまらずいらいらした。 正 90% 2454.364
1011 ふらふら お酒を飲み過ぎて歩くとふらふらする。 正 100% 724.214
1012 ぽつり 母がぽつりと呟いた。 正 90% 1966.476
1013 うろうろ 迷子になってうろうろした。 正 30% 3387.577
1014 にこにこ 赤ちゃんと目が合ってにこにこした。 正 0% 2509.258
1015 さらさら 田舎の雪はさらさらしていた。 正 100% 2238.757
1016 トントン ドアをトントンノックした。 正 100% 947.886
1017 ドーン 花火がドーンと打ちあがった。 正 100% 2283.711
1018 カリカリ この揚げ物はカリカリで美味しい。 正 100% 2560.529
1019 パラパラ 雹がパラパラ降ってきた。 正 80% 2546.168
1020 サクサク クッキーはサクサクのものが好きだ。 正 100% 2326.12
1021 バタバタ 寝坊してバタバタ走る。 正 90% 2424.719
1022 ポーン ボールがポーンと弾む。 正 80% 2443.419
1023 ズルズル 片足をズルズル引きずる。 正 90% 2421.063
1024 ガタガタ 地震でガタガタ揺れる。 正 90% 2418.683
1025 ブーン 蜂がブーンと飛ぶ。 正 90% 2218.342
2001 めけめけ 急に手足がめけめけした。 誤 60% 2732.125
2002 ちゃいちゃい あの兄弟はいつもちゃいちゃいだ。 誤 100% 3039.048
2003 メキョ 寝不足で目がメキョっとする。 誤 70% 2049.575
2004 ぱだぱだ 掃除が終わってぱだぱだ出来る。 誤 100% 2756.96
2005 まもまも 幼児語はまもまもしてる。 誤 90% 1963.109
2006 しどもど 人ごみでしどもどした。 誤 90% 3008.851
2007 ぬたくた 寒い中外で待ってぬたくたした。 誤 100% 2716.073
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2008 ぽわぽわ 我家の犬はぽわぽわしている。 誤 90% 2875.827
2009 むぐむぐ 賑やかな食卓でご飯をむぐむぐ食べた。 誤 90% 2796.166
2010 しおしお 友達と再会してしおしおした。 誤 20% 2721.456
2011 わちゃわちゃ 子供達が悲しそうにわちゃわちゃした。 誤 100% 2055.411
2012 つけつけ 彼女はためらいながらつけつけ言った。 誤 100% 2783.039
2013 しゃなりしゃなり 大柄な男がしゃなりしゃなり歩いてきた。 誤 90% 2023.282
2014 けたけた 子供がけたけたと怒った。 誤 100% 2473.901
2015 ぎゃふん ケンカで負けてぎゃふんと負かせた。 誤 100% 2078.729
2016 バキュン 風船がバキュンと浮かぶ。 誤 90% 2509.785
2017 ピーポー パトカーがピーポー鳴っている。 誤 30% 2672.835
2018 カキーン 木刀でカキーンと打つ。 誤 100% 2764.041
2019 カシャカシャ タオルをカシャカシャ洗う。 誤 100% 2607.406
2020 ジャリジャリ チーズはジャリジャリする。 誤 100% 1708.854
2021 がたんごとん トラックががたんごとん走る。 誤 80% 2570.081
2022 ジョキジョキ カッターでジョキジョキ切る。 誤 80% 2633.21
2023 ニャーニャー 犬がニャーニャー鳴く。 誤 80% 2195.691
2024 にちゃにちゃ お煎餅をにちゃにちゃ食べる。 誤 90% 2624.909
2025 ガチガチ スライムはガチガチしている。 誤 100% 2386.297

以上
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１．はじめに

ホラー映画とは映画のジャンルの一つであり、見る者が恐
怖感を味わって楽しむことを想定し制作された映画である。

スプラッターホラー、スラッシャーホラー、サイコホラー、

オカルトホラーなど様々なジャンルがある。

「呪怨」「リング」をはじめとする日本のホラー映画は

“ジャパニーズホラー”と呼ばれ、海外作品と一線を

画し独自のカテゴリーを形成している。

3

２．研究の目的と方法
ジャパニーズホラーとして「リング」

ジャパニーズホラーに影響をうけた作品として「The Ring」

アメリカのオカルトホラーとして「エクソシスト」

以上3つの作品における人を怖がらせるために設けたと考
えられるシーンの時間配分を計測。

また「リング」「The Ring」の変更点も調べる。

また、最終的な考察の足掛かりにするため「呪怨」「女優
霊」「サイコ」「ブレアウィッチプロジェクト」を適宜参照する。

4

３．恐怖の対象について

「死ぬまでに見るべき歴代ホラー映画」(2014年5月公開)

恐怖の対象 映画

人 サイコ、シャイニング、悪魔のいけにえ、ハ
ロウィン、ローズマリーの赤ちゃん、ウィッ
カーマン、サスペリア、キャリー、赤い影、
オーディション、フリークス、28日後．．

動物 ジョーズ、鳥

魔女 ブレア・ウィッチ・プロジェクト

ゾンビ ゾンビ

怪物 吸血鬼ノスフェラトゥ、エルム街の悪夢

幽霊 ポルターガイスト
whatculture.com

5

３．恐怖の対象について
最も怖いジャパニーズホラーランキングＴＯＰ10

恐怖の対象 映画

人 黒い家

幽霊 リング、呪怨、仄暗い水の底から、本当にあった

怖い話シリーズ、学校の怪談、死国、稲川順二

シリーズ

その他 感染

有形の実体を持つものがほとんどであったアメリカに
比べ、日本は実体を持たないものがほとんどである。

6
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４．ジャパニーズホラーの手法

小中千昭 脚本家

「邪願霊」「ほんとにあった怖い話シリーズ」

などの脚本を執筆

中田秀夫、黒沢清、高橋洋らが展開していく

“ジャパニーズホラー”に大きな影響を与える。

7

１．恐怖とは段取り

２．主人公に感情移入させる必要はない

３．因縁話は怖くない

４．文字は忌まわしい

５．情報の合致は恐ろしい

６．登場人物を物語内で殺さない

７．霊能力者をヒロイックに扱ってはならない

４．ジャパニーズホラーの手法

8

８．ショッカー場面はアリバイである

９．幽霊の見た目はありえない

１０．幽霊はどう見えたら怖いのか

１１．幽霊ナメもやってはいけない

１２．幽霊はしゃべらない

１３．恐怖する人間の描写こそ恐怖そのものを生み出す

１４．本当に怖いのは幽霊しかいない

４．ジャパニーズホラーの手法

9

５．「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較

以下の時間を計測

①キッカケからのタメの時間

②幽霊が出る、もしくは何らかの衝撃が落ち着くまで
の時間

「リング」より一例

①呪いのビデオを見た後に電話が鳴り恐る恐る電話に
近づく浅川 【28:36～28:56 20秒】

②電話に出ると奇怪な音が聞こえ電話を急いで切る

【28:57～29:06 9秒】

10

「エクソシスト」における時間計測結果

① 平均 27秒 ②平均 26秒

「リング」における時間計測結果

① 平均 38秒 ② 平均 13秒

「The Ring」における時間計測結果

① 平均 44秒 ② 平均 13秒

５．「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較

11

「エクソシスト」はタメと同等に衝撃の時間がとられ
ている。

「リング」と「The Ring」では衝撃よりもタメの時間
を長くとっている。

→アメリカは衝撃そのものからくる恐怖に重点を置い
ているが、日本はタメの時間から得られる恐怖を大事
にしているのではないだろうか

５．「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較

12
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★リメイク版での変更点から見る文化の違い

「リング」がアメリカでリメイクするにあたり、設定
やストーリーの変更は文化や恐怖の感受性の違いに大
きく関係すると考え、変更点をあげ比較する。

５．「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較

13

★設定における変更点

• 高山にあたるノアは超能力を持っていない。

• 山村志津子にあたるアンナ・モーガンは能力者では
なく普通の人

• 山村貞子にあたるサマラは本当のアンナの子供では
なく、孤児であったサマラを流産を繰り返し子供を
熱望していたアンナがひきとり養子として育てた。

• リメイク版では「呪いのビデオ」という都市伝説の
存在を割愛している。

• リメイク版では呪いのビデオを見ると、写真などの
人の顔の部分を塗りつぶしたり、鼻血が出たりする。

５．「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較

14

★ストーリー上での変更点

• 呪いのビデオの内容

• 物語の最後、ノアと浅川にあたるレイチェルは復縁
する。

• サマラを井戸に突き落したのはアンナ

• サマラの能力を恐れたアンナとアンナの夫はサマラ
を馬小屋の納屋に幽閉する。

• 不眠症に悩まされていたサマラ病院に行っていたが
治療と称し実験をうけていた。

５．「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較

15

★ストーリー上での変更点

• 高山と陽一は一度も話すことはなかったが、ノアと陽一
にあたるエイダンは会話を重ねパパであることを伝え、
エイダンが書いた絵をレイチェルにプレゼントするよう
ノアが提案するなど家族関係が見て取れる。

• レイチェルはエイダンのためにハウスキーパーを雇う。

• 日本版では浅川が息子のために自分の父親を身代りにす
ることを決意するシーンがあるがリメイク版にはそれが
ない。

• 日本版では必要最低限以外の人間の個性を排除していた
が、リメイク版はコテージのオーナーはマジック好き、
ハウスキーパーはすこしおちゃめ、などと登場人物に個
性をもたせていることも特徴的。

５．「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較
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「リング」：一度も血が出ない。

「The Ring」：呪いのテープを見てしまった人の症状

として鼻血、馬の血で海が赤く染まる。

→死を連想させる血はアメリカは恐怖を引き出すのに必要
なのではないか

「リング」：恐怖に恐れ叫ぶカットがない。

「The Ring」：主人公が何度も叫ぶ上に呪いのビデオ

の音声に人の叫び声に近いものを使用。

→悲鳴の大きさが恐怖の大きさに関わってくるのではない
だろうか

５．「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較

17

貞子（サマラ）がＴＶから這い出てくる場面において

「リング」：這い出てくるのにも時間がかかれば立ち
上がるのにも歩いて近づいてくるのもたどたどしく時
間がかかる。

「The Ring」:サッと這い出てきたかと思えばスッと
立ち上がり簡単に近づいてくる。

→貞子は特異な存在ではあるが人間らしさがあるが、
リメイク版においてはすでに人間を逸脱した“何か”

５．「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較

18
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貞子とサマラの違い

５．「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較

19

★人間味の違い

リメイク版における親子愛

主要人物以外にも持たせた個性

サマラがしゃべる

→「リング」は人間が無機質であるのに対して、

「The Ring」は人間味をもっている。

５．「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較

20

★恐怖がもたらす影響

映画の中での最初の被害者である主人公の姪が死んだ
あとの被害者の母の反応

日本：顔から表情がなくなる。感情の消失。抜け殻状態

アメリカ：泣く。声をあらげる。レイチェルに調査を依頼。

→日本の恐怖は精神を崩壊させる。

５．「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較

21

日常的な恐怖に身を置いたジャパニーズホラー

６．考察とまとめ

呪怨 スキマ、屋根裏、押入れ、水、電話

リング 髪の毛、鏡、ビデオ、井戸

The Ring 髪の毛、鏡、ビデオ、井戸、梯子、医療用コード

22

６．考察とまとめ

23

恐怖の本質

アメリカ：ショックの度合い、悲鳴の大きさ、視覚的恐怖

日本：日常の恐怖の感受性、不条理、

恐怖の重点

アメリカ：霊の出現それ自体

日本：キッカケからのタメ 想像からくる恐怖

６．考察とまとめ

24



恐怖の感じ方―ホラー映画における恐怖表現の日米比較研究― 斎藤茜子

2014年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 発表番号08

７．最後に

1999年公開 三池崇史監督

「ホラー映画トップ25」 米国ＴＩＭＥ誌（2007年）

邦画で唯一のランクイン

『The 100 Scariest Movie Moments』

米国のケーブルテレビ局Bravo 11位

「ホラー映画オールタイムベスト50」

イギリスの映画雑誌Total Film 29位

http://matome.naver.jp/odai/2138415726885621601
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