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● ご注意 
教室内は飲食禁止です。 ロビーをご利用ください。 
建物・敷地内は禁煙です。プラザ棟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 Reitaku-Free-WiFi 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。 
共有キーはありません 
SSID 55penguin WPA2/PSK パスフレーズ penguin55user 
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。 
 
本サービスは当日中会場付近での利用が可能です。 
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資料集採録発表 左の数字が発 表番号で す  ※ハイライト（濃い色で印刷）されている部分の資料が採録されています  

 
 

[1]  CSR 情報と株価の関係性に関する分析～リーマンショックをテーマとして～  

野尻 拡（経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年） 

[2] 財務情報を中心としたお菓子業界 3 社の経営分析 
神保 葉月（経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年） 

[3]  休講情報システム開発へ向けての考察－他大学にみる情報提供方法の長所と短所－  

大道 聖斗（経済学部経済学科・大塚ゼミ 3 年） 

[4]  LINE 公式アカウントの登録動機に関する研究  

 大島 隼（経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年） 

[5] サーバー構築実習のための私家版用語集「さーばぁはじめました」の作成   

  荒井 夏奈（外国語学部国際交流・国際協力専攻・千葉ゼミ 3 年） 

 三浦 穂乃香（外国語学部ドイツ語・ドイツ文化専攻・千葉ゼミ 3 年） 

 山地 美吏（外国語学部英語・英米文化専攻・千葉ゼミ 3 年） 

[6]  ボードコンピュータを用いたプログラミング教育  

 金子 哲也（経済学部経営学科・大塚ゼミ 3 年） 

[7] 地域の web による情報発信のあり方～××の街を中心として～ 
 中嶋 広明（経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年） 

[8] 衣料品の販売促進に繋げる SNS の構築と評価 

  城之内 清悟（外国語学部英語・英米文化専攻・千葉ゼミ 4 年） 

[9] Java 技術をもちいた SNS 投稿システムの構築と運用 

  鞠 元佳（外国語学部日本語・国際コミュニケーション専攻・千葉ゼミ 4 年） 

[10] Google マップと連動した「麗澤の森・樹木マップ」の試作  

  勝間 翼（経済学部経営学科・八木ゼミ 4 年） 

[11] HTML5 を用いた「赤シート」機能つき電子教材の構築 

  早坂 千晴（外国語学部中国語専攻・千葉ゼミ４年） 

[12] 発表者急病のため発表取り消し 

[13] 日本におけるコーヒー受容の歴史－時系列分析を用いて－  
  竹俣 浩一（外国語学部英語・英米文化専攻・千葉ゼミ４年） 

[14] ウイスキーブームの再来とメディア報道－時系列分析からのアプローチ－  
  吉田 和真（外国語学部英語コミュニケーション専攻・千葉ゼミ 4 年） 
 



2016 年度  麗澤大学情報系卒論発表会プログラム 
日時 2017 年 1 月 28 日（土） 9:00-17:00 （8:45 開場） 

場所 麗澤大学生涯教育プラザ 1F プラザホール 

主催 麗澤大学情報教育センター 

参加費無料・参加申し込み不要 一般参加可（学生でなくても参加できます）。※事前参加申し込み歓迎。 

事前申し込み・お問合せ cite-apply@reitaku-u.ac.jp までメールにて 

----プログラム--------------------------------------------------------------------- 

■ 第 1 部 [9:10-10:10]  （3 年生の部 その 1） （司会：千葉） ※ 9:00 より諸連絡・開会挨拶  

[1]  CSR 情報と株価の関係性に関する分析～リーマンショックをテーマとして～ 

野尻 拡（経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年） 

[2] 財務情報を中心としたお菓子業界 3 社の経営分析 

神保 葉月（経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年） 

[3]  休講情報システム開発へ向けての考察 －他大学にみる情報提供方法の長所と短所－ 

大道 聖斗（経済学部経済学科・大塚ゼミ 3 年） 

■ 第 2 部 [10:20-11:40]  （3 年生の部 その 2） （司会：匂坂） 

[4]  LINE 公式アカウントの登録動機に関する研究  

 大島 隼（経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年） 

[5] サーバー構築実習のための私家版用語集「さーばぁはじめました」の作成  

  荒井 夏奈（外国語学部国際交流・国際協力専攻・千葉ゼミ 3 年） 

 三浦 穂乃香（外国語学部ドイツ語・ドイツ文化専攻・千葉ゼミ 3 年） 

 山地 美吏（外国語学部英語・英米文化専攻・千葉ゼミ 3 年） 

[6]  ボードコンピュータを用いたプログラミング教育 

 金子 哲也（経済学部経営学科・大塚ゼミ 3 年） 

[7] 地域の web による情報発信のあり方～××の街を中心として～ 
 中嶋 広明（経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年） 

（昼休憩） 

■ 第 3 部 [13:00-15:00]  （システム開発・改良・評価） （司会：上村） 

[8] 衣料品の販売促進に繋げる SNS の構築と評価 

  城之内 清悟（外国語学部英語・英米文化専攻・千葉ゼミ 4 年） 

[9] Java 技術をもちいた SNS 投稿システムの構築と運用 

  鞠 元佳（外国語学部日本語・国際コミュニケーション専攻・千葉ゼミ 4 年） 

[10] Google マップと連動した「麗澤の森・樹木マップ」の試作 

  勝間 翼（経済学部経営学科・八木ゼミ 4 年） 

[11] HTML5 を用いた「赤シート」機能つき電子教材の構築 

  早坂 千晴（外国語学部中国語専攻・千葉ゼミ４年） 

■ 第 4 部 [15:20-16:50] （データ分析） （司会：吉田） 

[13] 日本におけるコーヒー受容の歴史－時系列分析を用いて－ 
  竹俣 浩一（外国語学部英語・英米文化専攻・千葉ゼミ４年） 
[14] ウイスキーブームの再来とメディア報道－時系列分析からのアプローチ－ 
  吉田 和真（外国語学部英語コミュニケーション専攻・千葉ゼミ 4 年） 

■ 総評・記念撮影 終了 17:00 予定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表番号 1 

  



 
 



永続企業モデルと株価急落イベントの関係性 野尻 拡

2016年度麗澤大学情報系卒論発表会 発表番号01

永続企業モデルと株価急落イベントの関係性
〜2008年リーマンショック前後の永続企業の株価変動〜

麗澤大学

経済学部経営学科3年 吉田ゼミ

野尻拡（Nojiri Hiro）
a14594h@reitaku.jp

発表の流れ

1. はじめに

2. 分析のアプローチと分析方法

3. 分析結果と考察

4. まとめ

5. 参考文献

2

はじめに
• 目的：永続企業の条件指標と株価の関係性の明示

• 使用指数：①永続企業の５大原則（倍・坂入・吉田 2012年）
②リーマンショック前後日、１ヶ月後、1年後の株価使用
③各株価の株価下落率、株価復元率

株価はどう変化したか株価急落
イベント

永続企業
（指標）

3

永続企業モデル５大原則

① 経営理念の共有化と展開

② 経営理念に基づく意思決定

③ 自律的な判断ができる組織作り

④ ステークホルダー・エンゲージメント

⑤ 事業活動を通じて経営理念を価値に変えていく

4

先行研究との比較

• 先行研究 荻野・高橋（２０１６）

o CSR情報と株価急落イベントにおける株価変動との関連性について
o 東日本大震災の事例を使用/東洋経済新報社のCSR情報を使用
o 分析方法：重回帰分析

o 結果：株価急落イベントについてはCSRへの取り組みが
充実してる程外部からの株価急落イベントがあっても

株価が下がりにくい。

• 本研究 野尻（２０１６）

o 永続企業モデル（倍・坂入・吉田 2012年）と株価急落イベントの
関係性について

o 2008年に起こったリーマンショックの事例を使用
o 分析方法：重回帰分析

o 結果：株価下落率、株価復元率について分析を試みた結果、どちら
も関係性を表す結果が見れた。

5

分析方法

重回帰分析

説明変数・被説明変数は以下の様に定義する。

1. 説明変数＝永続企業の条件（倍・坂入・吉田・
2012）のアンケートの各原則内の項目の平均値

1. 被説明変数＝株価急落の際の低下率と復元率

6



永続企業モデルと株価急落イベントの関係性 野尻 拡

2016年度麗澤大学情報系卒論発表会 発表番号01

分析方法

株価下落率と株価復元率は以下の様に定義する。

1. 株価下落率＝(a-b)/a
2. 株価復元率＝c/a

a=2008/9/12の株価
b=2008/9/16
c=Xの株価（X=1ヶ月後=①、1年後=②）

7

仮説

永続企業の条件に当てはまる企業ほど、リーマンショック
の様なネガティブな経済的ショックが起こっても、株価の
下落率が抑えられ、復元率も高いのではないだろうか？

8

分析結果と考察①
• 株価下落率

o 結果：原則２「経営理念に基づく意思決定」のみが有意な影響を与え
ていた。

o 考察：①創業時に掲げた不変的な経営理念

②基盤である経営理念に基づく「身の丈経営」

創業（経営）理念
＋

一心な身の丈経営

理念を基盤とする
経営モデルで

ダメージを軽減！

経済
危機

決定係数 .199
β 標準化係数

定数（切片） -1.716
経営理念の共有化と展開 -1.699 -0.111
経営理念に基づく意思決
定 3.675

**
0.289

自律的な判断ができる組
織作り -3.23 -0.189
ステークホルダー・エン
ゲージメント 1.962 0.124
事業活動を通じて経営理
念を価値に変えていく -1.996 -0.126

**p<.05

9

分析結果と考察②

• 株価復元率①（１ヶ月後）
o 結果：株価復元率（１ヶ月後）には原則３「自律的な判断ができる組
織作り」と原則４の「ステークホルダー・エンゲージメント」が有意
な影響を与えた。ただし、前者はポジティブ、後者はネガティブな影
響を与えた。

決定係数 .215
β 標準化係数

定数（切片） 70.844
経営理念の共有化と展開 -8.585 -0.206
経営理念に基づく意思決
定 2.374 0.069
自律的な判断ができる組
織作り 14.367

**
0.31

ステークホルダー・エン
ゲージメント -12.658

**
-0.294

事業活動を通じて経営理
念を価値に変えていく 2.606 0.061

**p<.05

原則３の要因

①危機に柔軟かつ自律的に対応
出来る人材の有無

②企業内の組織（部門）１つ１
つが自分の役割を認識しており
問題に対しての改善策を立てら
れる

原則４の要因

関連会社の利益変動等に影響を
受けたと考えられる

10

分析結果と考察③

• 株価復元率（1年後）
o 結果：有意となるはなかった。別の要因が関係してい
るのではないかと考えられる。

決定係数 .215
β 標準化係数

定数（切片） 118.062
経営理念の共有化と展開 -10.942 -0.158
経営理念に基づく意思決
定 8.93 0.156
自律的な判断ができる組
織作り 9.386 0.122
ステークホルダー・エン
ゲージメント -11.942 -0.167
事業活動を通じて経営理
念を価値に変えていく -7.834 -0.11

**p<.05

11

まとめ

• 本研究の分析方法
o 上場企業約１７０社のリーマンショック付近の株価データを使
用し、永続企業の５原則との重回帰分析から、株価復元率・株
価下落率との関係性を求めた

• 本研究から得た結果
1. 株価下落率には原則２がポジティブに影響している
2. 株価復元率（１ヶ月後）には原則３がポジティブに、原則４が
ネガティブに影響している

12
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参考文献

• [1] 荻原健人・髙橋正子（2016）「CSR活動が株価急落
の際にもたらす影響の分析」『経営情報学会誌 第24巻
第４号』、pp.325-329

• [2] 永続企業の条件〜環境変化に打ち克つ５原則〜、倍
和博・坂入克子・吉田健一郎

• [3] 日経NEEDS-FinancialQUEST
• http://cite.reitaku-u.ac.jp/needs-fq
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財務分析を中心としたお菓子業界３社の経営分析

2016年度麗澤大学情報系卒論発表会 発表番号02

神保 葉月

財務分析を中心とした
お菓子業界３社の経営分析

経済学部経営学科３年 吉田ゼミ

神保葉月

1

発表の流れ

１. はじめに
２. お菓子業界の市場動向
３. 収益性分析
３.１期間比較
３.２企業間比較

４.おわりに

2

１.はじめに

本研究では、財務の視点からお菓子業界
３社(江崎グリコ、カルビー、森永製菓)
を比較し、その結果から業績の差の要因
を探る。

企業間比較だけでなく、５年分のデータ
から期間比較も行う。

3

２.お菓子業界の市場動向

 平成27年の市場規模は3兆3,339億円

 外国人観光客の増加やアンテナショップの出店に
より小売金額が増加

 近年、大人をターゲットにしたこだわりを強めた
プレミアム商品の人気

31,500

31,700

31,900

32,100

32,300

32,500

32,700

32,900

33,100

33,300

33,500

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

菓子小売金額(単位：億円)

4引用：http://www.eokashi.net/siryo/siryo08.html

２. お菓子業界の市場動向
アンテナショップ

◦ カルビープラス

プレミアム商品
◦ ポッキーシャンパン仕立て
◦ Grand Jagabee

◦ ハイチュウPremium

5

引用：http://www.pocky.jp/products/index.html
https://www.calbee.co.jp/jagabee/product/
http://www.morinaga.co.jp/products/detail.php?id=PRD2009-10-0004

３.収益性分析

 収益性分析はROA(Return On Asset)を中心に行う

 ROA = 
事業利益
総資本

◦ ROA→企業活動の全体的な収益性を測る指標


事業利益

総資本
=
売上高

総資本
(総資本回転率)×

事業利益

売上高
(売上高事業利益率)

◦ 総資本回転率→総資本をどれだけ有効に活用しているか

◦ 売上高事業利益率→営業活動の収益力

6

(営業利益＋営業外収益)

(事業用資産＋金融資産）



財務分析を中心としたお菓子業界３社の経営分析
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神保 葉月

３.収益性分析

事業用資産
(機械等)

負債

純資産

売上高

営業外収益

貸借対照表

金融資産
(株式,債権等)

総
資
産

営業利益
事
業
利
益

 ROA(Return On Asset)

7

3.1 期間比較
 江崎グリコ

 カルビー

 森永製菓

平成24年3月平成25年3月平成26年3月平成27年3月平成28年3月

ROA 3.31% 3.61% 6.04% 6.76% 7.72%

売上高事業利益率 2.36% 2.71% 4.66% 5.83% 6.27%

総資本回転率 1.40 回 1.34 回 1.30 回 1.16 回 1.23 回

平成24年3月平成25年3月平成26年3月平成27年3月平成28年3月

ROA 11.80% 13.91% 14.80% 16.13% 16.41%

売上高事業利益率 7.84% 9.68% 10.44% 11.76% 11.66%

総資本回転率 1.51 回 1.44 回 1.42 回 1.37 回 1.41 回

平成24年3月平成25年3月平成26年3月平成27年3月平成28年3月

ROA 2.83% 2.53% 3.39% 4.52% 7.54%

売上高事業利益率 2.48% 2.33% 2.97% 3.88% 6.84%

総資本回転率 1.14 回 1.08 回 1.14 回 1.16 回 1.10 回

83社とも売上高事業利益率が増加している

3.1 期間比較
江崎グリコ

◦ 100分率損益計算書
平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月

売上高 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

売上原価 57.47% 57.39% 56.69% 55.66% 54.34%

売上総利益 42.53% 42.61% 43.31% 44.34% 45.66%

販売費及び一般管理費

運賃及び倉庫料 9.12% 8.96% 8.98% 8.74% 8.86%

販売促進費 13.31% 13.95% 14.30% 14.61% 14.89%

販売促進引当金繰入額 0.11% 0.00% 0.01% 0.47% 0.49%

広告宣伝費 3.84% 3.61% 3.34% 3.43% 3.60%

貸倒引当金繰入額 0.02% 0.02% -0.06% -0.01% -0.01%

給料及び手当 5.11% 5.16% 4.81% 4.78% 4.71%

賞与 1.56% 1.53% 1.38% 1.41% 1.44%

役員賞与引当金繰入額 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%

BIP株式給付引当金繰入額 - - - - 0.02%

退職給付引当金繰入額 0.51% 0.52% 0.50% 0.31% 0.27%

福利厚生費 1.60% 1.67% 1.62% 1.54% 1.50%

ESOP分配引当金繰入額 - - - - 0.40%

減価償却費 0.73% 0.73% 0.71% 0.74% 0.56%

その他 4.95% 4.88% 4.01% 3.84% 3.87%

販売費及び一般管理費合計 40.89% 41.06% 39.62% 39.88% 40.60%

営業利益 1.63% 1.55% 3.69% 4.46% 5.06%

営業外収益

受取利息 0.10% 0.08% 0.09% 0.13% 0.11%

受取配当金 0.25% 0.27% 0.26% 0.20% 0.52% 9

(売上高に対してどの項目の割合が下がっているか)

3.1 期間比較

江崎グリコ

◦ 100分率損益計算書
→売上原価の割合が減少している

販売費及び一般管理費は変化なし

◦ 理由
→・販売品種構成の変化

・増収による固定費の比率の低下

・乳製品、材料等の価格ダウン
10

売上原価
→商品を作るためにかかった費用
販売費及び一般管理費
→商品を売ることと会社を維持するためにかかった費用

3.1 期間比較
カルビー

◦ 100分率損益計算書
平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月

売上高 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

売上原価 57.69% 56.23% 56.38% 56.08% 56.51%

売上総利益 42.38% 43.77% 43.62% 43.92% 43.49%

販売費及び一般管理費

販売促進費 10.99% 12.11% 12.86% 12.79% 12.85%

広告宣伝費 2.20% 2.18% 1.73% 1.40% 0.99%

運賃 6.07% 5.57% 5.02% 5.15% 5.52%

給料・雑給 6.21% 5.62% 5.58% 5.29% 4.78%

役員退職慰労引当金繰入額 0.06% 0.05% 0.06% 0.05% 0.03%

賞与引当金繰入額 1.01% 1.31% 0.97% 0.94% 0.89%

役員賞与引当金繰入額 0.13% 0.11% 0.11% 0.09% 0.05%

株式給付引当金繰入額 - - 0.01% 0.04% 0.03%

役員株式給付引当金繰入額 - - - 0.06% -

退職給付費用 0.51% 0.52% 0.48% 0.39% 0.30%

貸倒引当金繰入額 - 0.01% - - -

その他 7.64% 7.49% 6.94% 6.83% 6.62%

販売費及び一般管理費合計 34.81% 34.96% 33.76% 33.03% 32.06%

営業利益 7.50% 8.80% 9.86% 10.89% 11.43%

営業外収益

受取利息 0.02% 0.02% 0.04% 0.12% 0.07%

受取配当金 0.03% 0.03% 0.01% 0.02% 0.01%

11

3.1 期間比較
 カルビー

◦ 100分率損益計算書
→売上原価、販売費及び一般管理費が

減少している

◦ 理由
 売上原価

→・工場稼働率や生産効率の向上

・集中購買

 販売費及び一般管理費

→・広告宣伝費の効率的な運用等の

コスト・リダクション
12
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3.1 期間比較
森永製菓

◦ 100分率損益計算書
平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月

売上高 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

売上原価 51.72% 51.27% 52.73% 54.40% 51.83%

売上総利益 48.28% 48.73% 47.27% 45.60% 48.17%

販売費及び一般管理費

販売促進費 20.66% 22.15% 21.96% 20.57% 19.96%

広告宣伝費 4.39% 4.76% 3.84% 3.74% 3.56%

運賃 4.12% 4.14% 4.13% 4.11% 4.15%

貸倒引当金繰入額 0.00% 0.02% 0.01% - -

給料手当 6.60% 5.47% 5.27% 4.90% 4.84%

賞与引当金繰入額 0.79% 0.66% 0.62% 0.61% 0.89%

退職給付費用 0.54% 0.53% 0.50% 0.42% 0.40%

減価償却費 0.76% 1.31% 1.76% 1.48% 1.26%

その他 8.51% 7.92% 6.84% 6.43% 6.81%

販売費及び一般管理費合計 46.37% 46.97% 44.93% 42.26% 41.87%

営業利益 1.91% 1.76% 2.34% 3.34% 6.30%

営業外収益

受取利息 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02%

受取配当金 0.22% 0.21% 0.18% 0.18% 0.17%
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3.1 期間比較

森永製菓

◦ 100分率損益計算書
→販売費及び一般管理費が減少している

売上原価に変化なし

◦ 理由
→・定番品率を高める

・市場ニーズの高い高単価高付加価値

商品の開発

・適切な在庫管理により販売費を抑制
14

3.1 企業間比較
 ROA

 売上高事業利益率

 総資本回転率

15
カルビーの売上高事業利益率が2社と比べて高い

平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月

江崎グリコ 3.31% 3.61% 6.04% 6.76% 7.72%

カルビー 11.80% 13.91% 14.80% 16.13% 16.41%

森永製菓 2.83% 2.53% 3.39% 4.52% 7.54%

平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月

江崎グリコ 2.36% 2.71% 4.66% 5.83% 6.27%

カルビー 7.84% 9.68% 10.44% 11.76% 11.66%

森永製菓 2.48% 2.33% 2.97% 3.88% 6.84%

平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月

江崎グリコ 1.40 回 1.34 回 1.30 回 1.16 回 1.23 回

カルビー 1.51 回 1.44 回 1.42 回 1.37 回 1.41 回

森永製菓 1.14 回 1.08 回 1.14 回 1.16 回 1.10 回

3.2 企業間比較
 江崎グリコ

 カルビー

 森永製菓

平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月

売上高 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

売上原価 57.47% 57.39% 56.69% 55.66% 54.34%

売上総利益 42.53% 42.61% 43.31% 44.34% 45.66%

販売費及び一般管理費 40.89% 41.06% 39.62% 39.88% 40.60%

平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月

売上高 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

売上原価 57.69% 56.23% 56.38% 56.08% 56.51%

売上総利益 42.38% 43.77% 43.62% 43.92% 43.49%

販売費及び一般管理費 34.81% 34.96% 33.76% 33.03% 32.06%

平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月

売上高 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

売上原価 51.72% 51.27% 52.73% 54.40% 51.83%

売上総利益 48.28% 48.73% 47.27% 45.60% 48.17%

販売費及び一般管理費 46.37% 46.97% 44.93% 42.26% 41.87%

16
カルビーの販売費及び一般管理費の割合が低い

3.2 企業間比較

17

 江崎グリコ

 カルビー

 森永製菓

平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月

売上高 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

販売費及び一般管理費 40.89% 41.06% 39.62% 39.88% 40.60%

販売促進費 13.31% 13.95% 14.30% 14.61% 14.89%

広告宣伝費 3.84% 3.61% 3.34% 3.43% 3.60%

平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月

売上高 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

販売費及び一般管理費 34.81% 34.96% 33.76% 33.03% 32.06%

販売促進費 10.99% 12.11% 12.86% 12.79% 12.85%

広告宣伝費 2.20% 2.18% 1.73% 1.40% 0.99%

平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月

売上高 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

販売費及び一般管理費 46.37% 46.97% 44.93% 42.26% 41.87%

販売促進費 20.66% 22.15% 21.96% 20.57% 19.96%

広告宣伝費 4.39% 4.76% 3.84% 3.74% 3.56%

カルビーの販売促進費、広告宣伝費の割合が低い

3.2 企業間比較
江崎グリコ

菓子

冷菓

加工食品

乳製品・デザート

育児用粉ミルク

食品・ファインケミカル

森永製菓

菓子

食品

冷菓

ウィダー

ヘルスケア

カルビー

菓子

シリアル

18

多角化 集中・選択
ローリスク・ローリターン ハイリスク・ハイリターン

事業が分散していることで様々な分野で販売促進費、広
告宣伝費がかかり、割合が高くなっているのではないか
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４.おわりに
 お菓子業界は近年、市場規模が拡大している。

 3社ともROAは増加している。
 企業間比較の結果

◦ カルビーのROAが他の2社に比べて高い。

◦ カルビーは菓子事業に集中し、カルビーショップを展開
することで、既存商品のプレミアム化を図っている。

◦ 菓子事業への集中が「私たちは、自然の恵みを大切に活
かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなく
らしに貢献します。」という企業理念の追求につながっ
ている。

◦ 安定性は江崎グリコと森永製菓にあり、カルビーは今後
もユニークで楽しい新商品を開発できるかがキーポイン
トとなる。

19
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休講情報システム開発へ向けての考察

－他大学にみる情報提供方法の長所と短所－

経済学部経済学科3年

大塚ゼミ 21期生

大道聖斗

1

発表の流れ

1. はじめに

2. 本学の休講情報の調査について

3. アンケート結果について

4. アンケートからの考察

5. 情報の提供手段について

6. 他大学の休講情報について

7. Androidアプリ「Qchan」の試作

8. おわりに

2

はじめに

• 休講情報は私達学生にとって重要な情報である

• 本学の休講情報は休講掲示板の他にネットを利用しての
Green Community ひいらぎ Café内にて提供されている

• 今回は現状の休講情報の評価と新たな方法の提案を行う

3

本学の休講情報の調査について

•調査方法：本学生に対しアンケートを実施した

•調査対象：本学生 経済学部1～4年生 計66人

•調査手法：授業内で配布

•調査目的：休講情報の入手方法や現在のグリ
コミの評価を調査し可視化する

対象人数 回答数 有効回答率

66人 740 93%

4

5

アンケート結果について（1）

教務グループ掲示板
37%

グリコミ
28%

友人、知人から
20%

特に調べない
9%

使ったことがない
6%

Q1 あなたはどのように休講情報を知りますか？

グリコミ 友人、知人から 特に調べない 使ったことがない

N=65
6
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月に数回使う
39%

週に２、３回使う
26%

使ったことがない
24%

わからない
6%

毎日使う
5%

Q2.グリコミはどのくらいの頻度で利用しますか？

月に数回使う 週に２、３回使う 使ったことがない わからない 毎日使う

アンケート結果について（2）

はい
70%

いいえ
30%

Q5 休講と知らずに授業に出たことがありますか？

はい いいえN=65
8

アンケート結果について（3）

Q5‘ 休講と知らずに授業に出たことがありますか？

9

回答数

あなたは休講と
知らずに授業に

参加しました
か？

はい いいえ

全体
65 人 45 人 20 人

100% 69% 31%
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
休
講
情
報
を
知

り
ま
す
か
？

教務課掲示板
24 人 17 人 7 人

100% 71% 29%

グリコミ
18 人 13 人 5 人

100% 72% 28%

知人友人から
13 人 7 人 6 人

100% 54% 46%

特に調べない
6 人 5 人 1 人

100% 83% 17%

わからない
4 人 3 人 1 人

100% 75% 25%

69%

71%

72%

54%

83%

75%

31%

29%

28%

46%

17%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
はい いいえ

全体

教務課掲示板

グリコミ

友人知人から

特に調べない

わからない

アンケート結果について（4）

スマートフォン
79%

パソコン
20%

その他
1%

Q6 あなたが使うグリコミへのアクセス方法はなんですか

端末 スマートフォン パソコン その他

N=53

10

アンケート結果について（5）

N=66

アンケート結果について（6）

スマートフォンへの通知
27%

スマートフォン対応ページ
24%

メールへの通知機能
22%

SNSを使った通知機能
18%

特にない
6%

わからない
3%

Q10.休講情報の提供方法でついて欲しい機能は何ですか？

スマートフォン対応ページ メールへの通知機能 SNSを使った通知機能 特にない わからない
11

グリコミの休講情報に課題がある人からの回答例

•休講情報を確認する際に手間がかかる

•トップページに情報を出して欲しい ひと目で
わからない

•いちいちログインしないといけないところ

•UIに課題がある

•分かりにくい どこを見ればいいかわからない

•PCサイトへの誘導が面倒

12



休講情報システム開発へ向けての考察 大道 聖斗

2016年度麗澤大学情報系卒論発表会 発表番号03

アンケートからの考察

• グリコミはそれほど使われていない

• 掲示板とグリコミに力の差はない

• グリコミの使用状況はパソコンからスマートフォンへ
移行している

•スマートフォンにも対応した提供方法

•簡単な操作方法で取得できる

これらの情報から新たな提供方法を提案する

13

情報の提供手段について（1）

• Pull型とPush型について
• スマートフォン対応ページ
• 学生メールを使った通知
• スマートフォンに通知する
• SNSで通知する

• Pull型とPush型について
• スマートフォン対応ページ
• 学生メールを使った通知
• スマートフォンに通知する
• SNSで通知する

14

情報の提供手段について（2）

Pull型

学生が情報を取得する

コストが安い

見てくれない場合がある

Push型

大学が情報を発信する

コストが高い

見る確率は高い

情報
収集

情報
取得

15

スマートフォン対応ページ

http://01.gatag.net/img/201507/20l/gatag-00011452.jpg http://free-illustrations-ls01.gatag.net/images/lgi01a201501110400.jpg

• スマートフォンのために
新たなサイトの作成

情報の提供手段について（3）

• OS

• 縦設計のウェブサイ
トなのでスマホでも見
やすい

• OSの壁もない 16

学生用メールを使った通知

• 現在のサービス
• OSの壁もない
• プッシュ機能の利用

• 個人情報の扱い

• 履修授業に合わせて
個別に送信はできない

• 休講情報の更新に合わ
せて休講の一覧を配信
する

• 休講情報の更新に合わ
せて休講の一覧を配信
する

情報の提供手段について（4）

17

スマートフォンに通知する

• スマートフォンの通知領域にて休講
授業を知らせる

• スマートフォンの通知領域にて休講
授業を知らせる

• 個人情報を扱わない
• 確認の手間が少ない

• OSの壁がある

情報の提供手段について（5）

18
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SNSで通知する

http://www.stampers.me/simulation/

• SNSアカウントを利用

• 文章や画像データで休
講情報を送信

• SNSアカウントを利用

• 文章や画像データで休
講情報を送信

• 登録するだけで取得できる
• OSの壁がない

• 手作業で入力するなど不便

情報の提供手段について（6）

19

他大学の休講情報提供について（１）

立教大学 東京農業大学

https://plus.google.com/100616676163869832240 https://twitter.com/nodai_mazyan_
20

他大学の休講情報提供について（２）

• ページが複数いらない
• 情報量が最小限

• PCでは見づらくなる

21

Androidアプリ「Qchan」の試作（1）

Qchanとは？

• 休講情報を通知してくれるアプリ
• パソコン側で休講情報を取得しAndroid側でマッチン

グさせている
• パソコン側ではエクセルのマクロ、Androidでは自動

実行アプリ「Tasker」を使用している

• 休講情報を通知してくれるアプリ
• パソコン側で休講情報を取得しAndroid側でマッチン

グさせている
• パソコン側ではエクセルのマクロ、Androidでは自動

実行アプリ「Tasker」を使用している

http://tascup.co.jp/wp-content/uploads/2015/10/xlsm.jpg
https://lh3.ggpht.com/5K71mXi2uEXHpWsVY62F1ItB47MgXoCjAFABgu6MqPUjwDCP5KFlLNLWysQVebnEwF8=w300

• アプリ側でマッチングできるので個人情報を扱わない

• 従来のページから取得できるのでコストに変化はしな
い

• Push型だから便利

22

Androidアプリ「Qchan」の試作（2）

http://www.irasutoya.com/2013/01/blog-post_8383.html http://www.irasutoya.com/2016/10/1.html
http://www.irasutoya.com/2016/07/blog-post_870.html

HTML TXT

サーバー

TXT

23

構築環境編

グリコミ

マクロ制御PC

Androidアプリ

Androidアプリ「Qchan」の試作（3）

24

マクロ編
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Androidアプリ「Qchan」の試作（4）

25

Taskerアプリ編

現状での問題点

•授業名を少しでも間違うと判別できない

•休講情報のテキストエディタには関係ないデータ

も混ざっている

•翌週の休講情報を取得できない

• iOSアプリは未完成

26

おわりに

•本研究では現状のグリコミをアンケートによ
り調査し考察した

•また他大学の提供方法を調査しデモを試作
することができた

•今後も休講情報について研究し「Qchan」の
改良、他方法の試作を行っていきたい

27

参考文献
• 明治大学休講情報https://www.meiji.ac.jp/shikaku/cancel/cancel.html

• Naoログhttp://blog.livedoor.jp/cn221283/archives/51219372.html

• 日本電信電話ユーザー協会http://www.jtua.or.jp/ict/column/analysis/201606_01analysis.html

• Taskerユーザーガイド

http://tasker-userguide.pralin.info/

• フェローズ

https://www.fellow-s.co.jp/data/ask/q221/

• いつも隣にITのお仕事

http://tonari-it.com/vba-ie-login/

• タブロイド

http://www.tabroid.jp/news/2015/01/ohayougo0082statusbar.html

• 麗澤大学

http://www.reitaku-u.ac.jp/

• 上武大学

http://www.jobu.ac.jp/cell_phone/bus.html

• 立教大学

https://spirit.rikkyo.ac.jp/spirit_mobile/Home.aspx

• 東京農業大学

http://products.ch3cooh.jp/kyuko-nodai
28
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LINE公式アカウントの
登録動機に関する研究
経済学部経営学科３年 吉田ゼミナール所属 大島 隼

発表の流れ

 1. はじめに
 2. 研究の目的
 3. 公式アカウントの登録動機
 4. 登録動機に多いもの（アンケート調査）
 5. 仮説の提起
 6. 仮説の検証
 7. まとめ

2017/1/252 LINE公式アカウントの登録動機に関する研究

1. はじめに

 LINEの国内利用者数は6,800万人以上（2016/1/28）
存在し日本人口の53％以上を占めている。そのため
SNSを利用したWEBマーケティングが注目されている。

 いくつかの先行研究によれば、LINEの公式アカウン
トをオンライン上で登録する動機として最も多いも
のはスタンプの配布である。

 しかし、それらの公式アカウントはその後すぐにブ
ロックされることが多いという結果が独自に行った
調査で明らかになった。

2017/1/25LINE公式アカウントの登録動機に関する研究3

2. 研究の目的

 オンラインの研究はあるがオフラインのものはない
 LINE公式アカウントの登録動機をオフラインに求め

る
 オフラインで公式アカウントを登録した後、それか

ら送られてくる情報に目を通し再び店舗に訪れる人
はどのような性質があるのか。

2017/1/25LINE公式アカウントの登録動機に関する研究4

3. 公式アカウントの登録動機

オフライン
 お店でLINE公式アカウントを勧められる
 お店に貼ってあるチラシ
 自ら好きなお店の公式アカウントを見つける

オンライン
 スタンプを獲得するため
 LINE内でのお知らせ
 ブログやＷＥＢニュースなどから

2017/1/25LINE公式アカウントの登録動機に関する研究5

アンケート概要

 対象者:関東地方に住む18～23歳の男女の学生
 調査期間:2016年9月
 男性:120人・女性:105人
 四件法で回答を得た（「1:全く当てはまらない」～

「4:よくあてはまる」）

2017/1/25LINE公式アカウントの登録動機に関する研究6
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4. 登録動機に多いもの

2017/1/25LINE公式アカウントの登録動機に関する研究7

Offline におけるLINE公式アカウントの登録動機 (平均値が高い順)

Offline におけるLINE公式アカウントの登録動機 平均
(1～4で回答)

標準偏差
割引またはドリンク１杯無料でもらえるなどの
サービスが受けられる 2.85 1.14

自分の好きな店の情報を得るため 2.31 1.15
公式アカウント登録でくじ引きができるなどと
いったユニークなサービスを受けるため 2.20 1.16

訪れた店舗が良かったため 1.94 1.02
店に貼ってある広告を見て、その店の情報を知る
ため 1.84 0.95

店員との会話を通して 1.79 0.96
友達など直接的に店と関係のない人からの口コミ
を聞いて 1.66 0.93

5. 仮説の提起

 仮説1.

価格・流行に敏感であればオフラインでLINE公式
アカウントを登録した後、それから送られてくる
情報に目を通しお店に行く

 仮説2.

スタンプ目的で登録された公式アカウントは、オ
フラインで登録した公式アカウントよりもブロッ
クされやすい

2017/1/25LINE公式アカウントの登録動機に関する研究8

6. 仮説1.の検証

価格に関する尺度 流行に関する尺度

どのくら
い安く

なってい
るかが気
にかかる

価格の変
化をまめ
にチェッ
クする

バーゲン
や特売を
逃すのは
つらいこ

とだ

安い商品
を見ると、
つい買っ
て しまう

価格の安
い商品が
見つかる
まで探す

バーゲン
や特売が
ある時に
購買する

商品を安
く買うた
めならば、
遠くのお
店まで行

く

流行は先
取りする

方だ

新しい流
行につい
て人に聞
かれるこ
とが多い

公式アカウン
トからの新製
品情報や割引
クーポンを受
け取り、店に
再び行くこと

がある

Pearson 
の相関係
数

.287** .268** .280** .339** .226** .347** .219** .254** .251**

有意確率
(両側)

.000 .000 .000 .000 .001 .000 .001 .000 .000

N 225 225 225 225 225 225 225 225 225

2017/1/25LINE公式アカウントの登録動機に関する研究9

オフラインで登録したLINE公式アカウントから送られてきた情報を
きっかけにお店に再び訪れるという項目と価格・流行に敏感の両者
に弱い正の相関がみられた。

-市川 嘉彦（2015），「情報感度」から見えてくる消費者セグメント，AD STUDIES Vol.51
-上田 隆穂，斉藤 嘉一（1999），価格関与尺度 開発の試み，『学習院大学 経済論集』 第36巻 第1号

価格・流行の尺度と公式アカウントからの情報による再来店の関係

5. 仮説の提起

 仮説1.

価格・流行に敏感であればオフラインでLINE公式
アカウントを登録した後、それから送られてくる
情報に目を通しお店に行く

 仮説2.

スタンプ目的で登録された公式アカウントは、オ
フラインで登録した公式アカウントよりもブロッ
クされやすい

2017/1/25LINE公式アカウントの登録動機に関する研究10

6. 仮説2.の検証

全く当
てはま
らない

あては
まらな

い
あては
まる

よくあ
てはま

る
総計

LINE公式アカウントは一時的なサービス
（店での割引など）を受けるため登録し、
その後はブロックする

30 52 89 54 225

13％ 23％ 40％ 24％ 100％

無料スタンプ獲得目的で登録した公式ア
カウントはその後送られてくる情報に必
要性を感じないため、ブロックする

36 31 41 117 225

16％ 13％ 19％ 52％ 100％

2017/1/25LINE公式アカウントの登録動機に関する研究11

無料スタンプ目的で登録した公式アカウントは、オフラインで登
録した公式アカウントよりブロックされやすい傾向にあるといえ
る アンケート結果

ブロック
しない

ブロック
する

6. 仮説2.の検証

2017/1/25LINE公式アカウントの登録動機に関する研究12

無料スタンプ獲得目的で登録した公式ア
カウントはその後送られてくる情報に必

要性を感じないため、ブロックする

合計

全くあて
はまらな

い
あてはま
らない

あてはま
る

よくあて
はまる

LINE公式アカウントは
一時的なサービス（店
での割引など）を受け
るため登録し、その後
はそれから送られてく
る情報は必要ないため
ブロックする

全くあて
はまらな
い

度数 23 1 0 6 30

総和の % 10.2% .4% 0.0% 2.7% 13.3%

あてはま
らない

度数 6 25 4 17 52
総和の % 2.7% 11.1% 1.8% 7.6% 23.1%

あてはま
る

度数 4 4 35 46 89
総和の % 1.8% 1.8% 15.6% 20.4% 39.6%

よくあて
はまる

度数 3 1 2 48 54
総和の % 1.3% .4% .9% 21.3% 24.0%

合計 度数 36 31 41 117 225
総和の % 16.0% 13.8% 18.2% 52.0% 100.0%

クロス表

8.9％ 32.9％58.2％



ライン公式アカウントの登録動機に関する研究 大島 隼

2016年度麗澤大学情報系卒論発表会 発表番号04

7. まとめ

 仮説1の検証結果
オフラインで登録したLINE公式アカウントから送られてくる
情報を見てお店に行く人は、流行・価格に敏感である傾向が
ある。

 仮説2の検証結果
スタンプ目的で登録されたLINE公式アカウントは、オフライ
ンで登録されたものよりもブロックされる割合が高い。

 今後の課題
性別を分けた分析を行う。
オフラインで登録されたLINE公式アカウントがブロックされ
ないためにはどのようなサービスを提供すればよいのかを明
らかにする。

2017/1/25LINE公式アカウントの登録動機に関する研究13

参考文献

 橋口 凌，渡部和雄（2016），LINE公式アカウント
による広告を利用してネットから実店舗へ顧客を誘
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 市川 嘉彦（2015），「情報感度」から見えてくる消
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サーバー構築実習のための
私家版用語集
「さーばぁはじめました」の作成
千葉ゼミ 外国語学部 外国語学科 国際交流・国際協力専攻 荒井夏奈
千葉ゼミ 外国語学部 外国語学科 ドイツ語・ドイツ文化専攻 三浦穂乃香
千葉ゼミ 外国語学部 外国語学科 英語・英米文化専攻 山地美吏

はじめに
 千葉ゼミでは、3年生の専門ゼミナールにおいてLinuxサーバーのインス

トール設定の実習を行っている。
 サーバー構築において、大量の専門用語の理解に苦労した。

⇒そこで、後輩がサーバ実習を行う際に使える用語集を作りたいと考えた。
 サーバー構築に役立つ用語集に類する書籍やサイトは既に数多く存在。

⇒しかし、「実習の流れを反映していない、
専門的すぎて初心者には難しい」などの欠点があった。

本研究では、専門ゼミのサーバー構築実習に密接に関係する用語
をピックアップし、必要な解説を行うオリジナルの用語集を編集
し、自習や復習の便宜をはかることをめざす。

用語集のコンセプト
 目的:サーバー構築実習の内容をよりよく理解させ、

予習・復習を支援する。
 ターゲット:専門ゼミの履修者
 内容:サーバー構築実習で具体的に扱う重要なコンピュー

タ、ネットワーク用語やソフトウェア、コマンドの解説
 手段:初心者にもわかりやすく、かつ実習に沿った内容で
 予算:なるべく安く

（⇒印刷物として使いやすい質を確保できる）

紙媒体および電子媒体の作成

●紙媒体
…読みやすく、「もの」としての
用語集の物理的な存在は欠かせない。
実習時にメモを取りやすいことも重要視した。

●電子媒体
…携帯端末に入れていつでも参照することができ、
持ち運びに便利。
採点機能を備えた復習用の問題集を電子的に作成し、
電子媒体の用語集に添付してはどうか?

分かりやすく、読みやすく
用語集は⾧い文章ではなく、
短くすっきりとした解説が良いと考えた。
さらに、専門用語は色や書体を変え、目立たせる。

仕組み編・操作編・ソフト編など、内容に合わせてスタイ
ルを変え、統一感を出す。
⇒用語集に収録していない用語については、マークはする
が色は付けないようにする。

読んでいて楽しい、飽きない

用語解説は、一般的に一遍の説明に終始してしまう。
＝面白味に欠けることが多い

学生がより楽しく読みやすいように、
●補足やQ＆Aを加えてはどうか?
●キャラクターに会話させるなど、ビジュアルや文章面でも

工夫してはどうか?
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見やすく、使いやすく
●紙媒体

フォーマットは見開き２ページで１つの項目が
完結するように編集。
実習時のために、十分なメモ欄を用意。
＋索引、目次も完備させ、用語を探しやすいように工夫。

●電子媒体
他の参考になるサイトやWebページへのリンクを作る。
復習用の問題集を作りリンクさせる。
…などの機能があればよいのではないか?

用語集の作成手順

 初めに、用語の目次を作成した。
 ⇒実習の内容を確認し、以下のような章立てにした。

 第1部 サーバーの基本

 第2部 CentOSのインストールと設定

 第3部 サーバーの管理と運営

 次に具体的な用語の選定を行った。
 現在、20項目程度の用語の編集が済んでいる。

 ⇒用語解説の執筆は、およびコンテンツの構築は各自分担して行った。

 執筆はPukiWikiに記述各自担当分を記入・保存していった。

 最後に復習用の問題集は、Webで閲覧する形式
で構築することにした。

 ⇒問題の作成はHot Potatoes Ver.6を用いた。

電子媒体Wikiについて

 Wikiとは何か?
独自の文法を使用し、Web上から簡単に内容を書き換えること

ができるWebサイト管理システムのこと

 編集の仕方
「新規」と書いてあるボタンを押す
と新たなページを作れる。
「編集」ボタン押すと
いつでも編集可能。

作業の進歩状況
 Wikiの用語編集

作業の進歩状況２

 みんなで書き込んでみる
結果
 みんなで編集することによって、

それぞれの個性が出る。

単語を説明する人もいれば、
図を使って説明したり、単語の歴史を
書いてくれる人もいる。

⇨解説の仕方が多種多様だから
自分に適した解説を見つけやすい!



サーバー構築実習のための私家版用語集「さーばぁはじめました」の作成 三浦 穂乃香, 山地 美吏, 荒井 夏奈
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Wikiで用語編集するにあたって

ネット環境があれば基本誰でも
気軽に編集可能

目次が左にあるから、コンテンツの
整理をするのにとても便利

●メリット

Wikiで用語編集するにあたって２

wiki独特の文法がありきちんと
覚えなくてはならない

⇨左図のような文字を強調するのに
「’」を使う必要がある

●デメリット

 問題集の作成

⇒問題の形式は、穴埋め形式に近い選択問題となっている

 用語集のページイメージ

今後の予定

 ・用語集の完成に向けて必要な用語解説の追加・編集データの作成を行う。

 ・紙媒体、電子媒体の２種類の用語集を作成するためのいくつかの検討

 ⇒それぞれのバージョンをどのようなソフトウェアを用いて作成するのか？

 （例：紙媒体であれば、DTPソフトウェアの選択）

 ⇒体裁をどのようにするのか？

 （例：電子媒体であれば、Webページとして公開するのか、PDFやEPUBの

 ような一定のファイル形式をもつものとするか、その際復習用の

 問題をどのように利用してもらうか）

 ・紙媒体については、印刷所で製本する形をとることで、めくりやすく使いやす

い小冊子として完成させる予定。

まとめ
 今回、千葉ゼミ履修者がLinuxにおけるサーバー構築を実

習するにあたり、実習に役立つ用語集を作成することに
した。

⇒作成はまだ道半ばではあるが、今後も編集を順次進めて
いきたいと考えている。
 用語集作成のため、過去に配布されたプリント、その他

参考書を参照することになり、メンバー自身も実習の内
容を改めて確認することができた。
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ボードコンピュータを用いたプログラミング教育 金子 哲也
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ボードコンピュータを用いた
プログラミング教育
麗澤大学 経済学部 経営学科 3年

大塚ゼミ 21期生
金子 哲也

1

もくじ
• 研究について
• シングルボードコン
ピュータについての説明

• RasberryPiの紹介
• IchigoJamの紹介
• IchigoJamについて
• IchigoJamでの開発環境
• 比較と考察

• ビジュアルプログラミ
ング言語についての説明

• Scratchでの開発画面
• Scratchについて
• MOONBlockの紹介
• [プログラミン]の紹介
• 各ビジュアルプログラミ
ング言語の特徴とその比較

• 考察
• まとめ

2

研究について
• 文部科学省が[小学校でのプログラミング教育の
必修化]の検討を発表

• ボードコンピュータ、ビジュアルプログラミング
言語に注目が集まる

*調べていくうちに、ビジュアルプログラミング
言語も利用されていることがわかったので、
こちらも紹介する。
今回は、時間の都合上それぞれから1つずつだけ
を細かく紹介する。

3

シングルボードコンピュータに
ついての説明

• むき出しの一枚の回路基板の上に、
電子部品等の最低限の機能・要素を実装した
コンピュータである

• 一般的なPCと比べると性能は低いが
廉価である

• 簡単なプログラミング言語を利用できる

4

• 値段は$5~$35
• 性能が値段によって変わる
• 有線LAN無線LAN対応の
ものもある

• GUIを使うことができる
• 拡張可能

RasberryPiの紹介

デジタル入出力

LANポート

USBポート
２×２

HDMI

電源

外部ディスプレイ

カメラ
サウンド*裏面にSDカードを挿入する 5 6

http://qiita.com/tomk79/ite
ms/cdc1b88358afba2c6337
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IchigoJamの紹介
• 値段は1500円
(完成版は2000円）

• コンポジットビデオ
ケーブル・キーボード・
電源をつなぐ

• CUIのみ

• すぐにプログラ
ミングができる

• 拡張可能

スイッチ
電源

P/S2ポート

コンポジットビデオ
信号用ポート

LED

デジタル入出力

圧電ブザー 7 8http://ichigojam.net/

IchigoJamについて
• 4つしかプログラムを保存することができない
• 1つのプログラムファイルには1024バイトし
か書き込むことができない

• 解像度は296×216(37×27文字)
• 2色のみでの表示
• CPUは48MHz

9 10

動画説明
• スイッチを入れた画面
• 次の行からプログラミングができる
• FILESでプログラムファイル表示する
• LOADと番号で指定のファイルを呼び出す
• RUNで実行
• 乱数を使うことができる
• キー入力や座標の判断をすることができる
• Escで実行中のプログラムを中断する
• LISTでプログラムの中身を表示する
• サブルーチンを使うことができる

比較と考察
RasberryPi IchigoJam

値段 $5~$35 $15

クロック周波数 700MHz~1.2GHz 48MHz

メモリ 256MB~1GB 4KB

電源 microUSB microUSB

映像 コンポジット・HDMI ビデオ線

キーボード USBポート PS/2

GPIO あり あり

OS Raspbianなど IchigoJam BASIC

プログラミング言語 Pythonなど BASIC 

その他 LANポート LED

4極ジャック 圧電ブザー

SDカード スイッチ

CSI

DSI

• IchigoJamでは1024バ
イトのプログラムしか書
けないが、十分プログラ
ミングの基礎を学べると
いえる。またCUIに慣れ
させることができる。

• RasberryPiはインター
ネットに接続できる。ま
たGUIなのでこどもも慣
れている環境で学習を開
始できる。

11

ビジュアルプログラミング言語に
ついての説明

• テキストを記述するのではなく視覚的なオブ
ジェクトを使いプログラミングする

• 操作が単純である
• こども向けに開発されたものが多い
• こどもが理解しやすくなっているものが多い

12
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動画説明
• 左上にプログラムブロックが分類されている
• ドラッグ＆ドロップで操作
• コスチューム、音、背景等を読み込むことが
できる

• それらを編集することができる
• キャラクターの座標を使うことができる
• 乱数を使うことができる

13

Scratchについて
• MITメディアラボが開発
• Scratchの使用上の特徴

• プログラムブロックは8種に分類されている
• プログラムブロックを複数ドラッグできる
• キャラクター・背景・音を読み込める
• 乱数や座標の設定をユーザーが行う
• リセットボタンが無い

14

• アプリケーションをスマートフォン
(Android型端末)に入れることによって、
スマートフォンのセンサーの情報を利用
し、傾き具合や明るさ、ジェスチャーな
どをスクラッチに送ることができる。

Scratchでの開発画面

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted 15

MOONBlockの紹介
• 秋葉原リサーチセンターがタブレット向けに開発
• 使用上の特徴

• プログラムブロックは10種に分類されている
• キャラクターをドラッグできない
• ゲーム作り向けの要素が用意されている
• IFが多く用意されている
• コピーができない

16

MOONBlockでの開発画面

http://moonblock.jp/# 17

[プログラミン]の紹介
• 文部科学省が開発
• 使用上の特徴

• プログラムが下側から順に実行される
• 弾を発射させるプログラムブロックがある
• プログラムを呼び出すプログラムがある
• コマ送りでプログラムを見ることができる
• 開発と再生の画面が同じ

18
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[プログラミン]での開発画面

http://www.mext.go.jp/programin/app/ 19

各ビジュアルプログラミング
言語の特徴とその比較

• 使用上の特徴 • アプリケーションの特徴

20

Scratch MOONBlock プログラミン

ウェブでの使用 可能 可能 可能

スマホでの使用 可能 可能

セーブ 可能 可能 可能

共有 可能 可能 可能

リミックス 可能 可能 可能

キャラ等の作成 可能 可能

キャラ等の読み込み 可能

コード化 可能 可能

無料での使用 可能 可能 可能

Scratch MOONBlock プログラミン

ブロックの分類 8 10 6

実行順 下から

コピー 全て できる 絵単位

コマ送り ある

キャラクター

のドラッグ
できる できない できる

乱数 ない

弾の発射 自力 ブロック ブロック

IFブロック 条件

複数のブロック

のドラッグ
できる

プログラムの

呼び出し
ない ない ある

上から

できる

囲い型

囲い単位

ある

考察
• シングルボードコンピュータについては、プ
ログラミングの学習が主な理由であるならば、
IchigoJam が 良 い と 思 わ れ る 。 し か し
RasberryPiならインターネットに接続でき、
より応用的な作品を作ることができる。

• ビジュアルプログラミング言語については、
まず[プログラミン]から始めるのが良いと思
われる。次に、応用的な要素のあるScratchで
学習すると良いと思われる。また、タブレッ
ト型端末を情報教育で使用している場合は
MOONBlockも適すと思われる。

21

まとめ
• シングルボードコンピュータのIchigoJamと
RasberryPiを試用した。

• ビジュアルプログラミング言語のScratchと
MOONBlockとプログラミンを試用した。

• それぞれの相違点を比較した。
• 教育現場での利用についての考察を行った。

22

参考
• [1] 1行リターンですぐ動く！BASIC I/Oコン
ピュータIchigoJam入門、国野 亘、CQ出版社

• [2] 日経Linux 2015年4月号 特別付録
RasberryPiを始めよう、森重 和春

• [3] AndroidスマートフォンとScratchを組み合
わせて使う話、http://ws.moyashi-
koubou.com/blog/android_scratch/

*その他の参考については論文集を御覧下さい

23

ご清聴ありがとうございました

24
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地域のwebによる情報発信のあ
り方～××の街を中心として～

経済学部経営学科３年 吉田ゼミ 中嶋広明

発表の流れ

1.初めに
2.分析手法
3.情報品質とは
4.市のメッセージ（柏、松戸、流山）
5.分析・考察

1. アクセスに関する情報品質

2. 表現・コンテキストに関する情報品質

6.おわりに

情報系卒論発表会 2

1.はじめに

 地方自治体は「××の街」というように、
様々なブランディングのための施策を行っ
たり、PRを行っている。

 しかし、掲げているキャッチフレーズと、
そのための情報発信の品質が合っていない
地域も散見される。

 そこで、自治体が掲げるキャッチフレーズと
情報発信の質・量の比較・検討を行い、両者
が一致/マッチするための情報発信のあり方に
ついての考察を行う。

情報系卒論発表会 3 情報系卒論発表会 4

 地方自治体から発信される情報は多種多様であり、発信
に利用されるメディアにはそれぞれに即時性や表現性な
どに⾧所と短所がある。

 自治体は情報を伝えたい対象（住民層）に的確かつ適切
に情報が届いて、その情報に基づく意思決定や活動・行
動によってQOLが向上するのであれば、提供された情報
は住民にとって役立ったということになる。

 このような観点から情報を評価する枠組みとして情報品
質（Information Quality）の概念がある。

 本研究ではこの情報品質のフレームワークを援用し、
キャッチフレーズとWebで公開している情報についての
分析を行う。

2.分析手法

3.情報品質とは

情報系卒論発表会 5

 情報品質はWanget.al. によれば、
「特定の時期に特定の利用者が特定
の目的のために行う利用にデータが
適合するかどうか」と定義される。

 情報そのものとしての情報品質（固
有性;intrinsic）、コンテクストに
応じた情報品質（文脈性;
contextual）、表現に関する情報品
質（表現性;representational）、
アクセス性に関する情報品質（利用
性;;accessibility）の４つの次元と
その下位にある15のサブカテゴリー
で測定できるとされている。

3.1「アクセス性に関する情報品
質」

 アクセス性に関する情報品質

アクセスの容易さとアクセスに関する安全性
から構成され、本研究では「トップページか
ら具体的な内容に入るまでの距離」と定義す
る。

情報系卒論発表会 6
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3.2「表現・コンテキストに関す
る情報品質」

コンテキストに関する情報品質

コンテキストに関する情報品質は理解可能
性、明確な表現、矛盾がないことなどから構
成され、本研究では「XXXの街として発信し
ているメッセージの内容がどの程度充実して
いるか」として定義する。

情報系卒論発表会 7

4. 柏・松戸・流山市のメッセー
ジ

 柏市 「創業の街・柏」
 柏市は２７０社（千葉県Ｈ２５工業統計調査）を超えるものづくり

企業が集積し、工場や物流拠点、複数の大学・研究機関をもち、イ
ンキュベーション施設もある、首都圏でも有数の『創業の街』であ
る。

 松戸市 「やさシティ、まつど。」
 松戸市は共働き子育てしやすい街として、全国９位県内１位（出典

日経デュアル調査「共働き 子育てしやすい街」2015） 共働きファ
ミリーにとって重要な、保育園への入園のしやすさや保育料の助
成、育児のサポート、病気の時でも子どもを預けられる病児保育な
どが評価。

 流山市 「母になるなら、流山市」
 流山市は子育て環境の整備に力を入れており、テーマは「働きなが

ら子育てができる街」。
働きながら子育てする家族、子育てが一段落したら再び働きたいと
考える家族が暮らしやすい街を目指している。主な取り組みとし
て、駅前送迎保育ステーションを設置、保育園を新設・増設、学童
クラブの整備などがある。

情報系卒論発表会 8

5.分析考察

 各市のホームページ上からキャッチフレーズの情報のペー
ジにつくまでのページ表示回数をアクセスに関する情報品
質とすると、以下の通りである。
 流山 2クリック
 松戸 3クリック
 柏 1クリック

 各市のホームページ上からキャッチフレーズの情報のペー
ジ数を表現に関する重要度の情報品質とすると、以下の通
りである。
 柏 かしわ起業家物語/かしわ創業塾/柏市の創業支援について

⇒3ページ
 松戸 まつどやさしい暮らしラボ/まつどやさしい暮らしガイ

ド⇒2ページ
 流山 母になるなら、流山市/わたしたちの「母になるなら、

流山市。」⇒2ページ
情報系卒論発表会 9

おわりに

 以上からキャッチフレーズに関する情報の発信量及び、
アクセスのしやすさが著しく低い事がわかった。

 各市は情報発信において力を入れる必要がある。その一
方、柏市や松戸市の情報発信の在り方で良い点もある。
マネジメントは市の行政が行い、発信のネタを柏市では
地域の大学生が、松戸市は市民がブログとして発信して
いることがあげられる。

 本研究で扱ったのは情報品質のうちの2つであり、か
つ、まだその分析手法についても発展途上の段階にあ
る。こうした情報発信について、客観的に分析できると
同時に、ユーザー視点で評価できる指標について開発を
行って生きたい。

情報系卒論発表会 10

参考文献

 [1] Wang, R.Y., E. M. Pierce, S. E. Madnick and C. 
W.Fisher(eds),関口恭毅監訳，情報品質管理，中央経済社
（2008）

 [2]柏市Webサイト
http://www.city.kashiwa.lg.jp/
（2017/1アクセス）

 [3]流山市Webサイト
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/
（2017/1アクセス）

 [４]松戸市Webサイト
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
（2017/1アクセス）
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衣料品の販売促進に繋げる
SNSの構築と評価

外国語学部
英語・英米文化専攻 千葉ゼミ

城之内清悟

1

研究の背景

 通販、オンラインショップの普及

 ファストファッションの流通

 SNSとの連携
 instagram

 LINE@...など

2

ファストファッションとは

ファストフードになぞられた造語

低価格で流行に沿ったデザイン

発展途上国で人件費を削り、生産

3

研究の動機

私自身がアパレル業界で働いていること

 SNSでファッションを取り扱うことが増えたこと

商品の魅力を伝えたい

4

SNSの機能、用語
 フォロー

 閲覧するユーザーの選択
 フォロワー

 自分を閲覧しているユーザー
 拡散

 「シェア」とも言う。他のユーザーの投稿を自分のアカウントを介して再発信する
こと

 タイムライン
 投稿の表示画面

 いいね!
 「なるほど」「面白い」など賛同の意思を表す

 ハッシュタグ
 キーワードのようなもの

5

ハッシュタグ「＃…」

6
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ファッションを扱うSNSの紹介

 instagram

 WEAR

 The STYLES

7

instagram

 画像がメインのSNS

 他のSNSと連携可能
 アプリ内に画像を加工する機能がある
 一緒に写っているユーザーのアカウントを画像上に表示できる

⇒
8

WEAR

 「ZOZOTOWN」で有名な株式会社スタートトゥデイが運営

 影響力のあるユーザーを「WEARISTA」として認定
 ZOZOTOWNで使えるポイントを月１０万円分を付与

 投稿したコーディネートのブランドや購入した店舗がわかりやすい

9

The STYLES

 衣服を撮影し、アプリ内の仮想クローゼットに保管
 外出先でも持っている服を把握できる
 有料でコーディネートの依頼ができる

10

現状での問題点

 敷居が高い
 自分のコーディネートに自信が…

 投稿する際に何を記入したら良いかわからない
 いざ写真を撮ったけれど…

 オシャレになるのかどうか

11

問題点に対しての改善案

 地域（店舗）密着型SNSとする
 同じ店舗に通う利用者がユーザー

 投稿フォーマットを供給する
 身⾧や着用アイテムを記入し、閲覧者にもわかりやすい投稿を作成する

 分かりやすく親しめる内容の投稿を提供する
 スタッフによるブログや、小まめにイベントの情報を呼びかける

12
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研究方法

 Facebookページを用いて、疑似的なSNSを作成
 困難、不可能な機能についてはゼミ生と協力、提案し構築
 改善案を視野に入れ、実際にどの程度機能するか考察する。

13

新たに提案する機能

 投稿フォーマット
 身⾧、年齢、性別、アウター、トップス、ボトムス、グッズの記入
 ハッシュタグなど自由に書ける欄も設ける

 画像の編集
 利用者のプライバシーの保護
 被写体以外のプライバシーの保護

14

調査結果の概要

 ローカルなSNS

 facebookページは登録すると全ての
投稿が閲覧できる

 フォローの必要がない
 顧客でSNSを形成することが可能

 投稿フォーマット
 アイテムを１つ１つ記入できる

 自由コメントは記入しなくても投稿可

15

調査結果の概要

 画像を編集し、投稿
 顔にモザイクをかけた

 モザイク以外にテキストを記入可能

 投稿に対して返信ができる
 着用アイテムのオンライン

ショッピングのURLの掲載

16

まとめと考察

 実際に店舗に協力してもらうことは出来なかった
 ローカルなSNSは顧客の意見が反映される場になり得る
 店舗の一方的な宣伝だけでなく、利用状況も確認できる

 内定先で実践してみたい!

17
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Java技術をもちいた
SNS投稿システムの構築と運用

1

外国語学部 外国語学科 日本語・国際コミュニケーション専攻4年

鞠元佳(キク ゲンカ) 千葉ゼミナール所属

目次

2

1. 開発のきっかけ
2. 研究のねらい
3. 開発環境
4. 開発プロセス
5. 運用説明
6. まとめ＆評価

１．開発のきっかけ

3

Javaシステム開発の経験を生かし、開発プロセスをよりよく理解
するため、卒業研究ではオリジナルのシステムを構築し、開発の
プロセスをひととおり経験しようと以前から考えていた。本研究で
は、そのアイディアを実践したものである。

２．研究のねらい

4

• 千葉ゼミに所属するゼミ生の城之内くんと協力し、研究
上のニーズを聴取したうえで、そのニーズを満たすWeb
システムをJavaで構築する。

• ウェブシステムの運行環境の構築から始め、システムの
コンセプトメイキング、仕様策定、設計、テスト、リリースと
運用・評価、改善計画の立案といったウェブシステムの
一連のプロセスを実際に経たシステムを実際に運用して
もらう。

• その過程で得た知識やノウハウを記録し、今後卒業研究
で同様の開発プロジェクトを立ち上げる人たちのために
共有するものである。

今回はファッション系SNSサイトの運用を支援するシステムを作
ることに決めた。（ 決めた理由は４．３ 章で説明する）

5

２．研究のねらい（つづき）

• 何をつくるのか？

３．本研究のシステム開発環境

 IDE ： Eclipse
 Webサーバー：tomcat 7.0
 サーバーOS：CentOS 7.0
 データベース：MySQL 6.0
 プログラミング言語：Java＆JavaScript

6
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４．開発プロセス

システムは以下の手順で構築をすすめた。

１． ドメインの準備
２． サーバーの構築
２．１ Java運用環境
２．２ データベース環境
２．３ レンタルサーバーの準備
３． 基本計画（要求定義）
４． 詳細設計
５． コーディング
６． テスト
７． 運用
８． 評価

7

４．１ ドメインの購入

今回は【お名前.com】を利用して、

ドメインは「spiclass.com」というドメイン

を登録した。登録年数は2年である。

8

４．２ サーバーの準備

今回使用したレンタルサーバーはConoHa VPSである。

1GBのプランを選んだ。

サーバーOS (CentOS 7)に ，今度の研究に使う

Java運行環境、MySQLデータベース及び

WebサーバーTomcatをインストールした。

9

※インストール方法は付録を参照されたい。

４．２ サーバーの準備(つづき)

10

IPアドレスとドメインを結び付ける

IP:133.130.122.115 spiclass.com 

DNSレコード設定によって

４．３ 基本計画（要求定義）
まず、どんなシステムをつくるのかをゼミ生と打ち合わせた。

 システム内に写真付きファション情報を投稿、閲覧、編集機能がほしい。

 またその内容をfacebookページに投稿する際、写真の顔にモザイクをか
けたい。

 毎回投稿内容を書くのが面倒なので、定型投稿機能がほしい。

それに従って、ファション系SNSサイトの運用を支援するシステムを作ることに
決めた。システムの流れは以下のようになる：

11

開発したサイトにログインし、自分のファション情報をアップロードし
て編集し、保存・蓄積する。また選んだ情報をFacebookページに投稿す
る。

具体的に実装する機能は以下のようになる。

● 投稿機能

● 定型コメント機能

● 投稿編集、削除機能

● 写真のアップロード、編集機能

● Facebookページへの投稿機能

12

４．４ システム詳細設計
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４．４ システム詳細設計(つづき)

1. システムアーキテクチャー設計

13

プレゼンテーション層

ビジネスロジック層

データモデル

DAO層

プレゼンテーション層設計

クラス名 説明

UserAction ユーザのログイン、登録の際の処理

UserInfoAction ユーザ情報の処理、増加、編集、削除の際の処理

FileUploadAction 写真の処理、アップロード、編集の際の処理

14

ビジネスロジック層設計

クラス名 説明

UserService ユーザに対する処理方法提供

UserInfoService ユーザ情報の処理方法提供

PictureService 写真の処理の方法提供

DAO層設計
インタフェース名 説明

GenericDao ジェネリックのインターフェース ジェネリックのCRUD操作提供

UserDao ユーザの表のデータの操作のインタフェース

UserInfoDao ユーザ情報表のデータ操作のインタフェース

PictureDao 写真表のデータ操作のインタフェース

プレゼンテーション
層

ビジネスロジック層

データモデル

DAO層

データベース

４．４ システム詳細設計(つづき)

２．データベース設計

15

名 タイプ 長さ null

Id
(主キー)

int 11 false

Username
（ユーザ名）

varchar 200 false

Password
（パスワード）

varhar 200 false

userテーブル(ユーザアカウントに関するデータ)

名 タイプ 長さ null

id(主キー) int 11 false

age（年齢） varchar 200 false

bottoms
（ボトムズ）

varhar 200 false

comment
（コメント）

longtext 0 false

gender（性別） varchar 200 false

goods（グッズ） varchar 200 false

height（身長） varchar 200 false

outers（アウター） varchar 200 false

tops（トップス） varchar 200 false

user_id(外部キー) int 11 false

user_infoテーブル(ユーザの個人情報を記録する)

16

pictureテーブル(写真データ)

17

名 タイプ 長さ null

Id(主キー) int 11 false

p_name（写真名） varchar 200 false

p_path（写真アドレス） varhar 200 false

p_size（写真サイズ） varhar 200 false

useri_nfo_id int 11 false

テーブル間の関係

User表
id

UserInfo表
id
user_id

Picture表

user_info_id

３．写真編集機能設計

18

Ariaryは無料の画像編集ソフトである。

https://www.aviary.com/

４．４ システム詳細設計(つづき)



JAVA技術をもちいたSNS投稿システムの構築と運用 鞠 元佳

2016年度麗澤大学情報系卒論発表会 発表番号09

４．FaceBookページ投稿設計

Facebookページへの投稿はFacebook SDKを用
いることにした。

https://developers.facebook.com/

19

４．４ システム詳細設計(つづき)

５．ページネーション設計

20

• ページネーションとは長い内容を複数のページに分割す
ることである。

• 今回のシステムでは、ページネーションはデータ件数5件
ごとに分割することにした。

４．４ システム詳細設計(つづき)

６．写真閲覧機能設計

 写真閲覧機能として今回使用したのはLightbox2.6とい
うJavaScriptのプラグインである。

http://www.ffpic.com/demo/140411195039126/

21

４．４ システム詳細設計(つづき) ４．５ コーディング

 システムのログのページ
(http://www.spiclass.com/log.jsp) にはコーディング
の進捗状況を記載した。

 研究とサーバーの構築準備時間を除いて、実際のプログ
ラミングには約2.5カ月かかったことがわかる。

22

４．６ テスト
今回の研究は一人でシステムを開発したため、テストも開発しな
がらおこなった。現段階ではバグは見つかっていないが、新た
なバグが存在する恐れもある。システムでエラー（プログラミング
が正常な動作でない場合）が発生した場合は以下のようなエ
ラー画面に切り替える仕組みを作ってある。

http://www.spiclass.com/logined/error.jsp

23

４．７ 運用

24
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４．８ システムの評価

25

自己評価

26

• 良いところ：Facebookへ投稿する際ステップが減ること。

• 残念なところ：使える場面が特定のSNSページへの投稿に限
られていること。

(城之内くん)
• 服装以外の身長などの項目は投稿するたびに記入するのではなく、

基本情報として登録できた方が良いのではないか。

• 写真を編集する機能はモザイク以外にもテキストを入れることができ、
紹介する幅が増え便利だと感じた。

• また、投稿内容を保存しておくこともできるので、ユーザーはこのサ
ービスを仮想のクローゼットとして活用できると思う。

まとめ＆今後の課題

27

まとめ

28

• システムを作る流れが自分のなかで明確になり、また
構築が完了した達成感があった。

• 要求仕様を明確にするべきだった。

• バグやシステム開発上の疑問点に数多く遭遇したが、
諦めず、繰り返しシステムの改良を続けることで解決す
ることができた。

今後の課題

29

[1] メールにて登録を確認する機能
[2] パスワード変更機能
[3] パスワードを忘れた場合の操作
[4] アップロードした写真のダウンロード機能
[5] 当システムのホームページにユーザーの投稿写真をランダム表示する
機能
[6] Facebookへの一定時間内の投稿回数を制限するセキュリティ機能
[7] Facebookページ「ファッションコミュニティ」以外への投稿 (例えば自分
のFacebookのタイムライン内に投稿する機能)
[8] Facebook内の投稿先の指定機能。
例えば投稿先に「麗澤大学」を指定すれば麗澤大学のFacebook公式ペー
ジに投稿することができるようになる，など。
[9] 個人情報・基本情報を保持してあらかじめ入力済みにする機能

参考文献

1] 草野あけみ (2013)「HTML&CSS標準デザイン講座」翔泳社
[2] 山岡 敏夫(2016)「JAVA  SE 7/8 Bronze」ソキウス・ジャパン
[3] 矢島裕子(2016) 「12C SQL基礎」インプレス
[4] 柏木厚(2016) 「栢木先生の基本情報技術者教室」技術評論社
[5] OSCA「CentOS/RedHatにTomcat 7 をインストールする手順」http://weblabo.oscasierra.net/installing-tomcat7-
on-redhat/ (2017年1月14日閲覧)
[6] サーバーにMySQLを入れるためのリソース (中国語ページ, 2017年1月14日閲覧)
http://www.mamicode.com/info-detail-503994.html
http://www.cnblogs.com/xyzdw/archive/2011/08/11/2135227.html
[7] Aviary SDKホームページ
https://developers.aviary.com/ (2017年1月14日閲覧)
[8] Facebook SDKホームページ
https://developers.facebook.com/docs/javascript (2017年1月14日閲覧)
[9] 「アクセストークンについて」(Facebook API公式ドキュメントの翻訳) 
http://qiita.com/AtsukiTak/items/12b74b1e6aa4e994ac22 (2017年1月14日閲覧)
[１0]「Facebook APIのアクセストークンを取得する方法」
https://wayohoo.com/facebook/tips/how-to-get-an-access-token-of-the-facebook-api.html(2017年1月14日閲覧)
[11] jQuery写真プラグイン [Lightbox2.6] ドキュメント
http://www.ffpic.com/demo/140411195039126/ (2017年1月14日閲覧)
[12] ConoHa VPNサービス利用ガイド
https://www.conoha.jp/guide (2017年1月14日閲覧)
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Googleマップと連動した「麗澤の森・樹木マップ」の試作 勝間 翼
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Googleマップと連動した
「麗澤の森・樹木マップ」の試作

麗澤大学経済学部経営学科４年
八木ゼミ（大塚ゼミ聴講生）

勝間 翼

1© 2015 Google Inc. All rights reserved. Googleは Google Inc. の商標です

もくじ
１． はじめに
２． 樹木情報の提供
３． “麗澤の森・樹木マップ”の開発
４． 開発手順
５． 活用事例と今後の課題
６． まとめ

2

１、はじめに
メディアへの掲載
教育での活用

3

１、はじめに

4

面積 45万㎡
※東京ドーム10個分
樹木の種類 300種
樹木の数 1万5千本

※写真左上からソメイヨシノ、
ヒトツバタゴ、紅葉、マンリョウ

１、はじめに

5

仁草木に及ぶ
（創立者 廣池千九郎）

１本伐ったら
２本植えよ

（廣池幹堂理事⾧）

“森との共生”
（中山理学⾧）

１、はじめに
メディアへの掲載
2016年キャンパス内の紅葉を
紹介したメディア

6
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１、はじめに
教育での活用
経済学部の授業で取り入れられている

7

検索

２、樹木情報の提供
樹名板

8

標準型
学名、和名、
解説、科名、
QRコード

立札型
学名、和名、
特徴、科名、
別名、寄贈者

手書き型
学名、科名

簡易型
学名、科名

２、樹木情報の提供

9

樹名板

読み込み

２、樹木情報の提供
樹名板
中にはこんなものも…

10

維持・管理には
それなりの

コストが掛かる

２、樹木情報の提供
書籍
『麗澤の森』

11

165の樹木に
ついて詳細に

記述されている
唯一の書籍

２、樹木情報の提供
樹木情報の提供における課題

12

地図から樹木を特定
できるようにしたい

変化するキャンパス
の配置に対応したい
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３、“麗澤の森・樹木マップ”の開発

Googleマップ

13

３、“麗澤の森・樹木マップ”の開発

システム構想

14

×樹木の数

３、“麗澤の森・樹木マップ”の開発

完成版
http://plants.penguin55.net/

15

正門
ゾーン

大学
ゾーン

調査不能
エリア
※

校舎あすなろ

４、開発手順
木の情報収集

16

東門
ゾーン

73種/165種
（44.2％）

＋
23種※あすなろ
＝132種

※道徳科学研究センター、貴賓館、第一グ
ラウンド、旧東部住宅、麗澤館、麗澤中
学・高等学校、廣池学園ゴルフクラブ

４、開発手順
サーバの用意

17

独自の
サーバ作成

バーチャル
サーバを利用

既存サーバに
相乗り

CPU Pentium4 4.0GHz
Memory 512M

HDD 40G

IP 157.17.40.10/24

Hostname plog.penguin55.net

OS FreeBSD6.2R
Http Apache2.2
MTA Postfix2.3

DB MySQL5.0

開発言語 Perl5.8.8 PHP5.2

その他 Jvim3,phpadminなど

http://plants.penguin55.net/

４、開発手順
ウェブ上の作業
..¥html¥index.txt

マーカー挿入タグ

18

使用する
言語
HTML
CSS

data.push({position: new google.maps.LatLng
(35.832169 ,139.954546 ), 

緯度 経度
content: “クスノキ<br><img src=‘img/002.jpg’>

樹木名 画像ファイル
<br><a href=txt/2.htm ‘ target=’_blank‘>紹介</a>”});

テキストファイル 文
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５、活用事例と今後の課題
活用事例

19

学生、来訪者に
ご利用いただくなど
可能性が広がります

５、活用事例と今後の課題
ホームページの維持・管理について

20

特定のスキルがあれば維持管理
ができるようにすること
樹木名から場所の特定ができる
ようにすること
画像の更新
位置情報機能との連動

まとめ

 本学は自然豊かなキャンパスを有する
 そのキャンパスは注目を集めている
 キャンパスの自然を形成する樹木情報の課題をITの側

面から解決したい
 Googleマップとテキストファイルを用いて樹木情報を

提供するウェブアプリを開発した
 残された課題は運用の過程で改善していきたい

© 2015 Google Inc. All rights reserved. Google は Google Inc. の商標です

21
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HTML5を用いた
「赤シート」機能つき
電子教材の構築

外国語学部 千葉ゼミ４年
1134350183 早坂千晴

目次

はじめに –昨年度の研究-
1. 研究のねらい
2. 「赤シート」について
3. 研究方法
4. 「赤シート」機能の構築方法
5. まとめと今後の課題
参考文献

はじめに –昨年度の研究-

 昨年度(2015年度)「EPUB3を用いた大学授業教
材の構築のために」を研究。

 EPUB2.0.1で作成した教材をHTML5を用いた
EPUB3へ変換する形でサンプルとなる電子教材
を作成した。

1.研究のねらい
 2015年度の研究で、教材に備わっていると嬉しい機

能として挙がった「赤シート」機能をもった電子教
材のプロトタイプを、HTML5, CSS, JavaScriptを用
いてWebページの形で構築する。
（仕様上、HTML5で作成したWebページであれば

EPUB3へ問題なく実装することが可能。）

 本来のキーワードを隠す機能に加え、ヒント提示機
能、学習者がキーワードを自由に設定できる機能の
実現方法についても短く考察する。

2.「赤シート」について

 「チェックペン」は緑、「チェックシート」は
赤を使う学習者が多く、「赤シート」という通
称で周囲の生徒たちに親しまれていた。

 「赤シート」という名称は比較的通用性が高い
が商標登録などはされていないため、今回の研
究で制作する電子教材のコンセプトにこの通称
を使用する。

2.1「赤シート」とは
 ゼブラ株式会社から発売されている暗記用

文房具シリーズのこと。

 チェックペン
 チェックシート
 チェックテープ

の名称で販売され、
それぞれ緑と赤の2色で展開されている。
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2.2「赤シート」の使用方法
学習者が隠したい部分に緑ペンでマーク

↓

赤のシートを乗せる
↓

隠れる!!
（赤いペンを用いる場合は緑のシート）

 シートをずらすことで答えを簡単に確認するこ
とができ、繰り返し覚えることが容易になる。

2.3「赤シート」の原理
 赤と緑はお互いの補色で、互いが最も色を通し

にくい色とされている。

 そのため、緑の光が反射している部分に赤い
シートをかぶせると、緑の光が赤いシートに吸
収されて通過しなくなり、マークした部分が黒
くなって隠れる。

↓

色の原理を利用した方法である。

2.4「赤シート」機能をもった
アプリケーション

 AnkiSnap アンキスナップ
 ぺんてる株式会社から発売(iOS, Android)

 アプリケーション専用暗記用マーカー
「アンキスナップ スマホで暗記ペン」が必要。

 専用マーカーでマークした部分をアプリから撮影すると
黒く隠れる。

 専用マーカーの有効期限が１年となっている

引用:ぺんてる株式会社

2.4「赤シート」機能をもった
アプリケーション

 「i-暗記シート-写真で作る問題集-」
 DAISUKE KAWAMURA氏が展開。(iOS, Android)

 緑のマーカーであればなんでも良い。(蛍光でも可)

 赤字になっている部分も同時に隠れる。
 画面に赤いシートを

表示することが可能、
自分で確認ができる。

2.5 アプリケーションの評価と課題
 どちらのアプリも学習者が勉強したいと思ったも

のにマークをして使うもので、学習者が自身が
マークしたい部分を自由に編集できる機能を持っ
ている。

 ユーザーが紙媒体マーカーを引く、というアナロ
グとデジタルを繋ぐ要素を持っていることも特徴
の一つ。

 今回の研究はあらかじめ完全デジタルで構築済み
の授業教材として提供される問題集を想定してお
り、紹介した2つのアプリとは目指しているものが
異なる。

3.研究方法

 本研究では以下の機能を実装した電子教材のサンプル
の構築を行う。
 キーワードを隠す機能
 ヒントを提示する機能

ヒント機能については、わからない部分の頭一文字
だけ表示できるような機能の実装を試みた。
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3.2 構築の手順

1. HTML5を用いてベースとなるWebページを作る。

2. CSSで装飾をする。

3. Javascriptで動的な機能の実装

(本研究ではコーディングに
MicroSoft Visual Studio Codeを用いている)

4.1 HTML5を用いたベースの構築
 隠したい部分をキーワードとして<span>タグで範囲

をマークアップする。

 ここでは「筋書き通り」と「ジミーサムＰ」を
span要素で挟み、属性class=“key”で記述、
赤シートで隠したい部分であることを明示。(下線部)

4.1 HTML5を用いたベースの構築

 赤シート機能のON/OFFにするためのボタン、
ヒント機能を出すためのボタンも設置した。

4.2 CSSによる装飾
前節で作ったHTMLにCSSで装飾を施す。

 キーワードを背景と同じ色になるように設
定し文字を隠す方法を選んだ。

 キーワードが隠れる部分に下線を入れ、
どこか隠れているのかを見やすくした。

4.3 JavaScriptによる機能の動作
HTMLとCSSで作ったベースにJavaScriptで動的

な機能の実装をする。

 当初はCSSのプロパティとしてdisplay=“none”
ではなくvisibility=“hidden”を適用するような
JavaScriptを想定していたが、これだとキー
ワード部分に残しておきたい下線まで消えて
しまうことが分かり、採用しなかった。

4.3 JavaScriptによる機能の動作
ボタンを押したときに背景色とボタンの文字

(赤シートON!/赤シート解除, ヒント/ヒント解
除)の切り替え、それぞれ解除ボタンを押したと
きに指定した効果が解除されるように設定。
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4.4 ヒント機能の追加
3.1節で述べたように、ヒント機能としてキーワード

の頭一文字だけ表示する動作を組み込む。

この動作を組み込むにあたってまずHTML上でキー
ワード頭一文字の部分だけをspan要素で挟み、属性
class=“top”で記述しておく。

 ここでは筋書き通りの「筋」とジミーサムPの
「ジ」を範囲指定している。

4.4 ヒント機能の追加
先ほど指定した頭一文字をJavaScriptで表示させる。

 Class属性でくくった要素を取り出すには以下の手順を
取る。

1. getElementsByClassNameメソッドを使ってNodeListを取得
する。

2. 要素が一つの場合、NodeListの先頭に該当するnodeがある。
3. Nodeから要素の内容を呼び出す

こうすることで特定のclass属性でくくった内容を呼び出
すことができる。

4.4 ヒント機能の追加
最新のCSS機能であるtransitionプロパティを用いて

classで括られた要素が指定された秒数で色が変わるよ
うにし、頭一文字がヒントとして表示できるようにし
た。
 Transitionプロパティを用いることで、JavaScriptの

複雑なsetTimeoutやsetIntervalを使わずに、CSSだけ
で容易に時間の設定を行うことができる。

5. まとめと今後の課題

本研究では、HTML5, CSS, JavaScriptを用いて「赤
シート」機能をもつ電子教材のプロトタイプをWeb
ページで構築した。

 今回はプロトタイプの作成にとどまっているが、今
後、実証実験を行い、ユーザビリティの評価をして
機能の改善をはかっていく必要がある。

 このサンプルでは隠したい部分をあらかじめspanタ
グで挟む作業が発生してしまうため、2.4節で紹介し
たアプリのように、学習者が自由に範囲を指定でき
るようにすればいいのかは今後の大きな課題である。

5. まとめと今後の課題

さらに、授業教材として以下のような機能を追加す
ることができれば、より使いやすいものになるのでは
と考えている。

 覚えられたキーワードや間違えたキーワードに
チェックをいれ、後に見返すことができる機能

 正答率を記録し、正答率の低いものをピックアップ
して出題する機能

参考文献
[1]早坂千晴、竹俣浩一(2015)『EPUB3を用いた大学授業教材の構築のために』2015年度麗澤
大学情報系ゼミ合同卒論発表会論文集p.15-22

[2]狩野祐東 (2015)「確かな力が身につくJavaScript『超』入門」SBクリエイティブ株式会社
[3]草野あけみ (2013)『HTML&CSS 標準デザイン講座【HTML5&CSS3対応】』株式会社翔泳社

[4]松尾泰 (2006)『改訂 XML入門』株式会社エスシーシー
[5]ゼブラ株式会社
http://www.zebra.co.jp/  (最終閲覧日: 2017年1月10日)

[5]ぺんてる株式会社「AnkiSnap」
http://www.pentel.co.jp/products/degitalstationery/ankisnap/ (最終閲覧日: 2017年1月10
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[7]TAG index  HTML&CSS Web製作リファレンス

http://www.tagindex.com/index.html (最終閲覧日:2017年01月08日)

[8]「ジャバスクリプト 初心者お助けサイト」
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日本におけるコーヒー受容の歴史
―時系列分析を用いて―

麗澤大学

外国語学部 英語・英米文化専攻 4年

竹俣 浩一

目次

1. はじめに

2. 先行研究

3. 時系列分析について

4. データの分析

5. 考察

6. まとめ

3.1 Ngram Viewerと時系列分析
3.2 明治・大正・昭和の新聞記事データの調査
3.3 コーヒーの異体字・旧字体の調査

2

１.はじめに

3

２.先行研究

4

図.１ 日本最初の喫茶店

5

３. 時系列分析について
３.1 Ngram Viewerと時系列分析

図.２ Ngram Viewerの検索結果の例
6
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図.３ Ngram Viewerの例 (5年で平準化)

7

３.２ 明治・大正・昭和期の新聞記事データの
調査

図.４ 『ヨミダス歴史館』の検索画面
8

３.３ コーヒーの異体字・旧字体の調査

図.５ 『日本国語大辞典』で「コーヒー」を検索 9

•漢字表記：骨喜, 滑比, 架非, 加菲, 
哥非乙, 哥喜, 歌兮, 茄菲

•片仮名表記：コヒー, コッヒー, コッ
フィー, コウヒイ, カッヒー, カヒー, カ
フェー

10

検索件数０件

•漢字表記：骨喜, 滑比, 架非, 加菲, 
哥非乙, 哥喜, 歌兮, 茄菲

•片仮名表記：コヒー, コッヒー, コッ
フィー, コウヒイ, カッヒー, カヒー, カ
フェー

11

検索する上での注意

図.６ 「コーヒ」を検索 (「コーヒ NOT コーヒー」)
12



日本におけるコーヒー受容の歴史 竹俣 浩一

2016年度麗澤大学情報系卒論発表会 発表番号13

４.データの分析

•カフェー(kafee)
•コーヒ（koohi）
•コーヒー(koohii)
•珈琲(kahi1)
•加非(kahi2)

13

図.７ コーヒーの表記別記事数の分布

14

図.８ データを3年で平準化したもの

15

図.９ データを5年で平準化したもの

16

図.１０ 1933年新聞記事「キーの紅茶」
17

図.１１ 1935年新聞記事「キー印コーヒー」

18
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図.１２ 1935年新聞記事「エロカフェーに営業停止」
19

記事を分類

1. 無関係の記事 (例：コーヒーの看板の下を云々)

2. コーヒー関係のニュース記事

3. コーヒー関係のコラム (美味しい飲み方)

4. コーヒーの販売に関係するニュース記事 (例：店
舗，価格)

20

図.１３ カテゴリー１を除いたコーヒーの記事数

21

図.１４ カテゴリー１を除いたデータ ３年で平準化

22

図.１５ カテゴリー１を除いたデータ ５年で平準化

23 24
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25 26

27

５. 考察

• 1888年に日本初の喫茶店が開店してから喫茶店の数
は増加したが、図14-15のグラフを見ると1888年に向
かって記事数が増えている

• 2つめと3つめのピークである1900年前後と1910年から
の山については、コーヒーの普及が進んだ時期である

• 喫茶店が数多く出店する1930年前後から記事数が増
え、一度記事数が減少ののち、コーヒーの輸入制限に
関わる時期に記事数がピークを迎えていることが分か
る。その後、1942年にむけて記事数は激減している

28

全日本コーヒー協会が掲載している「コー
ヒー歴史年表」は、以下のような出来事に言
及している。

 1899年：加藤サトリ氏がインスタントコー
ヒーを発明。

 1911年：銀座に「カフェ」を称する店が相
次いで開店。

 1912年：水野龍氏が「カフェ・バウリスタ」
設立。

29

カテゴリー2. 一般的なニュース (news(2))
カテゴリー3. コラム (taste(3))
カテゴリー4. 販売に関するニュース (shop(4))

30
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図.１６ カテゴリー別コーヒー表記別記事数の分布

31

図.１７ カテゴリー１別のデータ ３年で平準化

32

図.１８ カテゴリー１別のデータ ５年で平準化

33 34

35 36
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• 4節で述べた４つのピークで、該当する記事内容が
異なる

• データの分布は、この節の初めに述べた社会情勢
やコーヒー関係の出来事の発生時期とほぼ符合
しており、カテゴリーの種類による分析が時系列の
解釈を裏付けていることが確認できた

37

６.まとめ

• コーヒーに関連したキーワードで得られた記事は
内容の精査が必要不可欠

• このような細かい分析はGoogle Ngram Viewerでは
おこなうことができない

• 将来日本語の利用が可能になった際も、本研究で示さ
れた注意点を考慮する必要がある

• 最終的に残った記事数が少なかった。新聞媒体を
増やすなど、より大きなデータで考察する必要が
ある

38

参考文献

• 財務省『日本のコーヒーの輸入量の推移』全日本
コーヒー協会が公開本研究ではいる「通関統計」
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ウイスキーブームの再来と
メディア報道
外国語学部外国語学科

1134310781

吉田和真

1.目次

はじめに
研究動機
研究目的、手法
分析結果
まとめ

2

2.はじめに

時系列分析の手法を用い、再燃しているウイスキーブームが
新聞記事の内容や記事数の推移にどのように反映されるかを
明らかにするとともに、実態と量的に明らかにし、新聞記事
が社会経済活動の実態をどのように反映しているかを時系列
分析の観点から論じるもの とする。

3 3.現代のウイスキー話題4

3.2 ウイスキー消費量

引用:ウイスキー消費数量の推移（洋酒酒造
組合）

5 4.研究の動機

1. メディアで取上げられるウイスキー話題の増加を感じた。

2. 若者のビール離れから、ウイスキーへの思考転向。

3. 自身が好むアルコール飲料がウイスキーであったため、話題
には敏感であった。

6
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4.1研究のねらい

はっきりとされていないウイスキー人気の足跡を追跡し、詳
細化することで、ウイスキー人気再燃するまでの時代背景を
読み取り、人気が復活した理由とされる出来事を明確にし、
メディアでの話題度と実際のウイスキー消費量の因果関係は
あるのかを分析する。

7 5.Google ngram Viewer

Googleがデータ化した数百万もの電子化された書籍データ 。

西暦1500年から西暦2008年 まで検索可能。
検索されたキーワードがどの年代にどの程度出現しているか

の出現比率に基づきグラフ化して閲覧できる 。
英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、中国語に対応し

ているが、日本版は存在していない。

8

5.Google ngram Viewer9 6.研究目的

ウイスキーブーム再来までに起こった出来事の足取りをつか
むことで、ウイスキー消費量に最も影響を及ぼした原因とし
て考えられる要素とは何かについて考察を試みること

10

7.研究手法

時系列分析
1. ヨミダス歴史館

（読売新聞）

11 7.研究手法

時系列分析
2. 聞蔵Ⅱ（朝日新聞）

12
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7.2 検索設定

検索期間
1986年１月１日～2015年12月31日
（朝日新聞のアエラは含まない。）

異体字
ウィスキー、ウヰスキー。

ウイスキーに関する出来事

13 7.3 分野への分類

 分類1 “経済”
・ウイスキー市場への影響を話題としている記事

 分類2 “マイナー”

・ウイスキーについて取り上げてはいるが、市場への影響を話題としている
わけではない。
 分類3 “事件”

・犯罪、事件

 分類4 “?”（関連性無し）

・全く関係ないと判断したもの。

14

7.3 各分野の分類結果

朝日新聞『聞蔵II』記事の内訳 読売新聞『ヨミダス歴史館』記事の内訳

15 7.4調査結果の視覚化

経済分野の時系列分析結果

<Python 2.7およびPandas & matplotlibモジュール >

16

7.4移動平均による平準化

移動平均法時系列分析（3年間隔） 移動平均法時系列分析（5年間隔）

17 7.5 総記事数に対する割合18
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8.データ概略

1.朝日新聞の1995年～2000年 の急な上げ幅

2.1980年代後半から下降しているが、記事で取り上げられてい
る件数は上昇。

3.2000年から2004年まで朝日は上昇しているが、読売は大幅に
減少。

19 8.1 両社の共通点

 1990年～1993年の間、両社の落ち込み度。

 2004年～2006年の間、記事数上昇度の酷似。

 2011年以降の急激な上昇度

20

9. データの分析と考察

1.1995年～2000年 の急な上げ幅

・両社間で注目する記事の相違

・両社の総記事数による差

朝日:1208

読売: 831

2.1980年代後半から下降しているが、記事で取り上げられている件数は上昇。

両社間で注目する記事の相違。

・1986年の酒税改正による酒類全体の価格変動。

21 9.データの分析と考察（つづき）

3. 2000年から2004年まで朝日は上昇しているが、読売は大幅に減少。

・記事の話題の作り方による相違

朝日新聞＝焼酎の消費量上昇に関する記事多数

読売新聞＝焼酎を取り上げながらも、ウイスキーの落ち込み度に触れている。

22

9.1酒税改正による記事数と消費量のズレ

通常、法改正等がメディアで話題となるのは、法改正の施工前。

1989年や、1997年、2006年の酒税法前の年度で消費量と記事数を比較すると、

どの年度も上下が類似。

酒税改正はウイスキー人気再燃につながる大きな要因の一つ??

23 9.2マイナー記事の分析

時系列分析（マイナー記事）

24
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9.2 マイナー記事の分析:総記事数に対す
る割合

時系列分析（マイナー記事）

25 10.まとめ

ウイスキー市場の動きと今回のデータの観察結果にはある程
度の類似性や関連性を見いだすことができた。

ウイスキー推進のための記事を絞り出すために記事内容の細
分化が必要 。

時間と手間がかかり過ぎたため、より効率のよい作業方法を
考えなければならない。

26

参考文献
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