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 この論文集は、2016 年度の情報系卒論発表会において発表する学生の予稿論文をまと

めたものである。学生は発表会当日口頭でパワーポイントなどを用いて発表するが、そ

の内容を事前に論文としてまとめているわけである。 

 情報系卒論発表会で発表する学生は、本学の両学部にわたる情報系ゼミに所属する学

生が中心であるが、例年発表会では卒論を作成する 4 年生だけでなく、3 年生の自主的

な研究発表も行っている。今年度の発表件数は 14 件で件数としては今回が一番多くな

ったが、うち７件が 3 年生の発表、７件が４年生の卒論の発表となった。 

 発表の内容は、経営分析から大学情報システム、プログラミング教育、システムの開

発・改良・評価、コーヒーの受容やウイスキーブームについてのデータ分析など多岐の分

野にわたっている。これらの発表は、情報系ゼミでの活動の中でゼミ担当教員の熱心な

指導のもと、日々研鑽を積んできた結果つくりあげられた成果である。発表ではその成

果をいかんなく発揮してほしい。 

 さて、この情報系卒論発表会は、従来から情報系のゼミ担当教員有志によって毎年開

催されてきたものであるが、近年は情報系ゼミ合同卒論発表会実行委員会の主催で実施

されてきた。従来からこの発表会には本学の情報システムセンター、情報 FD センター、
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情報システム室が協力してきたが、今回からこの発表会は情報教育センターの主催とし

て実施されることになった。これは一昨年情報 FD センターと情報システムセンターが

情報教育センターとして統合され、本学における情報教育を中心的に担当するようにな

ったことによるものである。そのため今回は参加対象を、大学院生や情報系ゼミに所属

しない学生も含め、全学に拡大した。残念ながら今回の発表にはそれらの学生の参加は

なかったが、今後は積極的に参加してくれることを期待したい。情報教育センターとし

ては、この卒論発表会を本学の情報教育における重要な教育活動の一つとして今後もま

すます発展させていきたいと考えている。 

 この発表会に参加される方々には、学生の発表を聞き本論文集を読まれて、ぜひ活発

な質問や問題提起をいただきたい。それらを学生が真摯に受け止め対応していくことが、

さらに発表した学生の力を伸ばすことになると期待するからである。 
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 2016 年度  麗澤大学情報系卒論発表会 

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） ※ 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） 

[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） 

[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） 

[12] 原油価格と日本経済 注）著者インフルエンザのため発表辞退。そのため公式発表にはならないが論文は採録。 

  齊藤 雄哉（経済学部経営学科・上村ゼミ 4 年） 

[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 
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発表概要 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
[1] 野尻 拡（のじりひろ） 経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年 

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～  

概要：本研究では、永続企業の条件となる指標と株価の関係性について明らかにすることを目的としている。永続企

業とは安定的に収益を計上しながら、創業してから多くの年数を重ねている企業群を指す。こうした永続企業を測る

一つの指標として、倍・坂入・吉田（2012）では、「経営理念の共有化と展開」「経営理念に基づく意思決定」「自律的

な判断ができる組織づくり・人材育成」「ステークホルダー・エンゲージメント」「事業活動を通じて経営理念を価値に変

えていく」の 5 つを挙げている（以下、5 原則とする）。これら 5 つの原則が当てはまる企業ほど、リーマンショックのよう

なネガティブな経済ショックに対しても、株価が安定しているのではないかと考え、リーマンショックの直前直後（前日、

翌日）、1 ヶ月後、1 年後の各企業の株価から、下落率と復元率を計算し、倍・坂入・吉田（2012）が示した 5 原則の指

標との関係性を明らかとする。 

 

 

[2] 神保 葉月(じんぼはづき) 経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年 

財務情報を中心としたお菓子業界 3 社の経営分析 

概要：本研究は、お菓子業界３社（江崎グリコ、カルビー、森永製菓）の財務分析を通して、各社の強みや弱みを財務

情報の視点から明らかにするものである。具体的には、まず産業レベル（セミマクロ）において、お菓子業界の市場規

模を確認した後に、収益性分析、安全性分析、成長性分析の３つの財務分析を実施する。この中で中心となるのは

収益性分析である。ROA の計算に始まり、総資本回転率と売上高利益率に分解し、収益性の源泉が回転率と利益

率のいずれにあるのかを特定する。その後、損益計算書をベースとしたコスト構造についても言及していく。 

 

 

[3] 大道 聖斗（だいどうまさと）  経済学部経済学科・大塚ゼミ 3 年 

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― 

概要：大学生にとって休講情報は極めて重要な情報のひとつである。休講情報の提供の方法は掲示板による紙の貼

り出しから Web を使う方法、電子メールによる通知など大学よって様々である。本学の場合は Web による掲示板を利

用しており、学外からでもパソコンを使えば休講ページを閲覧することができる。しかし、スマートフォンの場合はモバ

イルサイトから見ることができず PC サイトに遷移する手間が必要で手軽ではない。本研究では、本学の休講情報の提

供方法についてアンケートを実施し利点や課題について分析する。また、他大学例えば箱根駅伝出場大学の休講情

報ページと比較を行い、休講情報提供の方法について考察を行う。 

情報系 

卒論発表会 
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[4] 大島 隼（おおしまはやと） 経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年 

LINE 公式アカウントの登録動機に関する研究 

概要：本研究は、O2O（オフライン to オンライン）の消費者動向に関する研究である。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高いのはスタンプの配布と言われている。しかし、筆

者が独自に調査したアンケートでは、ユーザーが一時的に公式アカウントを登録したとしても、その後すぐにブロックし

てしまい、結局、ユーザーに情報が届くことは多くないという結果を得ている。そこで、本稿では LINE 公式アカウント

の登録動機をオンラインではなくオフラインに求め、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

広告に目を通し、再び来店する人はどのような性質があるのかを関連付ける研究を行う。 

 
 
 

[5] 荒井 夏奈（あらいかな） 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（みうらほのか） 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（やまじみり） 外国語学部英語・英米文化専攻・千葉ゼミ 3 年 

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 

概要：専門ゼミナールでは Linux (CentOS 6.8)を用いたサーバー構築実習を行っている。本発表ではその補助教材と

して使用する用語集の設計と構築の経過について報告する。用語集は紙と電子媒体の 2 つのバージョンで作成し，

ハードの準備と OS のインストール，ネットワークの設定やファイルシステム，ユーザー管理を含むサーバーの基本設

定とその方法(エディタの使用方法を含む)，実習で導入する各種サービスの導入と管理の方法までを扱う。実習の内

容に即して情報をコンパクトに提供するとともに，文章は読みやすさを意識し，また図やイラストを用いて分かりやすい

説明をめざす。紙媒体の用語集ではメモのためのスペースも確保し，また開きやすくページが探しやすいよう製本方

法も工夫する。電子媒体の用語集にはリンクと問題出題機能の実装を試み，復習のための利便性を高める。 

 
 

 

[6] 金子 哲也（かねこてつや） 経済学部経営学科・大塚ゼミ 3 年 

ボードコンピュータを用いたプログラミング教育 

概要：文部科学省は 2020 年度から「小学校でのプログラミング教育の必修化」を検討することを発表してから、小中学

校でのプログラミングの教育が注目されるようになった。例えば PC 上で比較的簡単なロジックでプログラムすることが

可能な Scratch を利用した教育や BASIC プログラミングが可能な IchigoJam などのボードコンピュータの活用などさま

ざまである。本研究では、そこで実際に初等教育に用いられている複数のプログラミング環境を紹介するとともにその

比較を行いたい。また、近年注目されている IchigoJam や RasperryPi, arduino といったボードコンピュータを複数稼

働させ、その可能性を比較検討する。 

 

 

 

[7] 中嶋 広明（なかしまひろあき） 経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年 

地域の web による情報発信のあり方～××の街を中心として～ 

概要：近年、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 をしたりしてい

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、看板倒れと

なっている地域も少なくない。そのような背景には、そもそも自治体組織における原課と広報広聴課間におけるコミュ

ニケーションロスや一定期間単位の人事ローテーションなどがあるため、地域としての潜在的な能力や魅力があるに

も関わらず、それが地域内外の人々に適切に届いていない点が挙げられる。そこで本稿では、大学近隣の自治体を
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事例として、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い、適切な情報発信モデルを提案する。 

[8] 城之内 清悟（じょうのうちしんご） 外国語学部英語・英米文化専攻・千葉ゼミ４年 

衣料品の販売促進に繋げる SNS の構築と評価 

概要：近年、多くの衣料品店がオンラインショッピングのサービスを開始しているが、その一方で注目されるのがファッ

ションに関する SNS (以下 FSNS と略す)の出現である。自分の衣服の着こなしを投稿できるものや、投稿された写真

に値段が表示され、そこからオンラインで買い物が可能なものもある。FSNS はそれぞれ異なる機能や特長を持ってお

り、問題点や弱点も散見される(LINE の公式アカウントがあるが、一方的に情報を流すだけで利用者間の交流がない、

など)。本発表では、これまでの FSNS の利用状況をまとめるとともに、FSNS をどう販売促進に繋げるかを検討し、問

題点や改善点をふまえて Facebook のページを試作する。Facebook だけでは実現のむずかしいユーザー情報の管

理、写真の編集と投稿の各機能については共同研究者のゼミ生と協力して投稿システムを構築し、FSNS サービスと

して運用し評価を行う。 

 
 
 

[9] 鞠 元佳（きくげんか） 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 

Java 技術をもちいた SNS 投稿システムの構築と運用 

概要：Java 技術は 1992 年の誕生以来様々な領域で使われているが、現在 Java がもっとも人気があるのは企業など

エンタープライズ部門のシステム構築においてであろう。Java で作られたシステムはたくさんあるのが、本発表では

Java 言語の知識を生かしオリジナルのシステムを構築・運用してみたい。今回は、ゼミ生を仮想のカスタマーとして、

SNS の運用を支援するウェブ投稿システムの構築を Java をもちいておこなった。投稿システムにはユーザー登録、プ

ロフィールの編集・保存、写真の編集、SNS 記事の編集と投稿といったいくつかの機能を実装する必要がある。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

一連のプロセスを通じ、システム開発の実際と、そこで得られたノウハウをまとめ報告する。 

 
 
 
[10] 勝間 翼（かつまつばさ） 経済学部経営学科・八木ゼミ４年 

Google マップと連動した「麗澤の森・樹木マップ」の試作 

概要：本研究は、廣池学園内にある樹木の位置を Google マップ上に表示させ、リンクを開くと樹木の紹介ページを閲

覧することができるウェブアプリを開発するものである。同時に、Google マップをスマートフォンの位置情報機能と連動

させ、園内を散策中でも手軽に木の情報を知ることができるようにする。現在、園内の樹木には QR コードが貼付され

ており、QR コードから樹木の情報を入手することができるが、それは外部のウェブサイトへのリンクによるものである。

そこで本研究では、新たにサーバを用いてウェブサイトを作成することで、「麗澤の森」を通じて創立者の意志に触れ

ることができる独自のウェブアプリを開発する。 

 

[11] 早坂 千晴（はやさかちはる） 外国語学部中国語専攻・千葉ゼミ４年  

HTML5 を用いた「赤シート」機能つき電子教材の構築 

概要：「赤シート」は誰もが一度は目にしたことがある暗記学習用文房具であり、株式会社ゼブラが発売する暗記用ペ

ンとともに使用するシートの略称である。赤と緑のシートが一般的であるが、「赤シート」と呼ばれることが多く、多くの学

生が学習の際使用した経験があると思われる。本研究では、昨年度の「EPUB3 を用いた大学授業教材の構築のため

に」の研究で実装に至らなかった「赤シート」機能を HTML5, JavaScript, CSS3 を用いて構築する。キーワードを隠す

本来の機能に加え，ヒントを出す機能などいくつかの拡張も試み、電子媒体での自己学習に役立つ機能の実装をめ

ざすとともに、暗記したい箇所を学習者が自由に決められる機能の実現方法など、今後の展開についても考察する。 
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[12] 齊藤 雄哉（さいとうゆうや） 経済学部経営学科・上村ゼミ 4 年 

原油価格と日本経済  (インフルエンザのため発表辞退） 

概要：本研究は原油価格が企業業績に与える影響を調べることを目的とする。原油からはガソリン、石油、軽油、天然

ガス、プラスチック製品など多くの燃料や製品が精製され、特にガソリンは自動車の燃料であり家庭になくてはならな

いものである。また、原油やガソリンは企業、特に運輸業、航空業、電力業などにとって欠かせないものであるため、

原油価格は日本経済に大きな影響を及ぼすと考えられる。そこで、本研究では東京証券取引所 33 業種の株価指数

と原油価格の関係を回帰分析によって調べた。それによって、どのような業種が原油価格によって影響を受けるかを

検証した。 

 

 

[13] 竹俣 浩一（たけまたこういち） 外国語学部英語・英米文化専攻・千葉ゼミ４年  

日本におけるコーヒー受容の歴史－時系列分析を用いて－ 

概要：現代日本でのコーヒー人気には驚くべきものがある。コーヒー輸入量は 2013 年度時点でアメリカ、ドイツ、イタリ

アに次ぎ世界第 4 位で 2013 年度にはコーヒー輸入量が 50 万トンを超えた。缶コーヒーのような、欧米にはない製品

も日本には定着している一方、スターバックスなどカフェの人気も根強く、最近ではコンビニエンスストアでも淹れたて

が安くまた手軽に購入できるようになった。このように愛飲されているコーヒーだが、コーヒーはどのように日本で普及

してきたのだろうか。本研究では、時系列分析の手法を用い、新聞媒体を対象に、異体字や旧字体も含めてコーヒー

が言及されている新聞記事や広告を収集し分析する。年代ごとの出現数や記事の種類・内容を比べながら、どのよう

に日本でコーヒーが受容されたかを分析する。また、日本のコーヒー事情に関する文献等と本研究のデータを比較し

てその違いを観察し、時系列分析がもつ方法論的な意義についても考察したい。 

 

 

[14] 吉田 和真（よしだかずま） 外国語学部英語コミュニケーション専攻・千葉ゼミ 4 年 

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－ 

概要：本発表は、ブームの再来が訪れているウイスキーについて、その人気復活の過程を時系列分析の手法を用い

て追跡し、その背景を明らかにすることを目的とする。日本でのウイスキー消費量は 1980 年代をピークに減少傾向に

あり、日本国の酒類業界ではビール類が売り上げの中心となっていた。その中で、近年若者を中心にビール離れが

進む中で、ウイスキーをソーダで割ったハイボールの人気が上昇し、結果としてウイスキーが人気を取り戻していること

が報道等でしばしば取り上げられてきた。本研究では、ウイスキー人気再来の過程を実証的に明らかにするため、ウ

イスキーに関するメディア報道（ここでは新聞媒体を中心とする）をリソースとし、その頻度と種類を年代ごとに調査し、

ウイスキー人気が下降した時代から、それがどのように復活したのかを明らかにする。さらに、調査結果に基づいて、

ウイスキー人気の将来についても考察を試みる。 
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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～ 

 
野尻 拡 

 
麗澤大学 

経済学部 経営学科 吉田健一郎ゼミ 

 Nojiri Hiro 
a14594h@reitaku.jp 

 

概要：本研究では、永続企業の条件となる指標と株価の関係性について明らかにすることを目的としている。

永続企業とは安定的に収益を計上しながら、創業してから多くの年数を重ねている企業群を指す。こうした永

続企業を測る一つの指標として、倍・坂入・吉田（2012）では、「経営理念の共有化と展開」「経営理念に基づく

意思決定」「自律的な判断ができる組織づくり・人材育成」「ステークホルダー・エンゲージメント」「事業活動を

通じて経営理念を価値に変えていく」の5つを挙げている（以下、5原則とする）。これら5つの原則が当てはま

る企業ほど、リーマンショックのようなネガティブな経済ショックに対しても、株価が安定しているのではないかと

考え、リーマンショックの直前直後（前日、翌日）、1 ヶ月後、1 年後の各企業の株価から、下落率と復元率を計

算し、倍・坂入・吉田（2012）が示した 5 原則の指標との関係性を明らかとする  
 

キーワード：CSR 情報 株価下落率 株価復元率  

 
1. はじめに 

本研究では、永続企業の条件となる指標と株価の

関係性について明らかにすることを目的としている。

永続企業とは安定的に収益を計上しながら、創業し

てから多くの年数を重ねている企業群を指す。こうし

た永続企業を測る一つの指標として、倍・坂入・吉田

（2012）では、「経営理念の共有化と展開」「経営理念

に基づく意思決定」「自律的な判断ができる組織づく

り・人材育成」「ステークホルダー・エンゲージメント」

「事業活動を通じて経営理念を価値に変えていく」

の 5 つを挙げている（以下、5 原則とする）。これら 5

つの原則が当てはまる企業ほど、リーマンショックの

ようなネガティブな経済ショックに対しても、株価が

安定しているのではないかと考え、リーマンショック

の直前直後（前日、翌日）、1 ヶ月後、1 年後の各企

業の株価から、下落率と復元率を計算し、倍・坂入・

吉田（2012）が示した 5原則の指標との関係性を明ら

かとする。 

2. 分析のアプローチ 

荻野・高橋（2016）では、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を定量的に示して

いる。分析結果では、株価の復元力については、効

果が見られなかったものの、株価急落低減力につい

ては、いくつかの CSR 情報が有効に働いていること

が示されている。 

荻野・高橋（2016）では東日本大震災の事例を題

材として、CSR 情報は東洋経済新報社の企業総覧

における情報を用いている。 

本研究では、株価急落イベントとして 2008 年に起

こった、リーマンショックを取り上げ、CSR 情報として

は、「永続企業の条件（倍・吉田・坂入）」を用いること

とする。永続企業の条件とは、①経営理念の明確化、

共有化②計画立案、適切な意思決定③役割認識、

人材育成④ステークホルダー・エンゲージメントの実

践⑤事業活動への展開の５つの原則でできており、

永続企業（財務的・組織的に長期安定した経営）の

実現させるものである。倍・吉田・坂入らの研究では、

これら５原則と財務情報の関係を示しているが、株

価情報との関連は示されていない。 

そこで、上述の２つの先行研究で明らかとなって

いない「リーマンショックからの復元率・低下率」「永

続企業の条件と株価情報」の２点を補完することを目
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的として、リーマンショックの直前直後（前日、翌日）、

1ヶ月後、1年後の各企業の株価から、下落率と復元

率を計算し、倍・坂入・吉田（2012）が示した 5原則の

指標との関係性を明らかとしていく。 

被説明変数は株価急落した際の低下率と復元率

とする。株価低下率と株価復元率に関しては、以下

のように定義する。 

・ 株価低下率=(a-b)/a （1） 
・ 株価復元率=c/a （2） 

a=2008/9/12 の株価 
b=2008/9/16 

c=X の株価(X=１ヶ月後,１年後) 
説明変数は、倍・坂入・吉田（2012）が永続企業の

条件を導出する際に開発した全４４件のアンケート

表１ 永続企業の条件：アンケート項目 
●原則１ 経営理念の共有化と展開 
①経営理念等には、「企業の使命」「企業の事業目的」「創業の精神」といった、経営の価値観や企業の存在意義が含まれている。 
②経営理念等を、従業員や企業外部の重要なステークホルダー（利害関係者）に伝える仕組みがあり、実践している。（例:経営者
による方針説明会、社内やＨＰへの掲示、教育の機会など） 
③経営理念等は、その内容が従業員に理解され浸透している。 
●原則２ 経営理念に基づく意思決定 
④経営理念等を実現するために、各従業員が各自の業務を通じてどのように貢献できるのかを具体的に検討する機会を設けている。
（例:方針の個人業務や目標への展開など） 
⑤わが社では、事業の進退など経営上重要な意思決定を行う際に、経営理念等を重要な判断基準として考慮している。（例:新事業
プロジェクトの開始時、情報開示内容の検討時など） 
⑥わが社では、経営方針や経営戦略を策定する際には、経営理念等の展開や実現を考慮しながら策定している。 
⑦わが社では、中期経営計画や事業計画には、業績目標だけでなく、事業を通じてどのような価値を提供し社会に貢献するのかが
明確になっている。 
⑧経営理念等は、経営環境が変化しても守るべき基準として認識し、事業承継の際も基本的な経営の方針として継承している。 
⑨経営理念等を事業を通じて実現するために、各従業員が自らの業務について個人目標を策定する仕組みを設けている。 
●原則３ 自律的な判断ができる組織作り 
①わが社では、組織体制のあり方について企業としての基本的な考え方や方針を認識している。（例:権限の集約度合い、階層化の
レベルなど） 
②わが社では、企業として自社の規模や経営方針に照らして必要な機能や組織体制を検討し、定めている。 
③わが社では、組織体制は部門ごとの役割、業務分掌や階層ごとの職務権限を具体的に定め、これを積み上げることで形成されて
いる。 
④わが社では、組織の構成員である従業員が、自らの役割を認識して判断や行動ができるような柔軟な組織作りを行っている。（例:
アメーバ経営など） 
⑤わが社では、従業員に対して、部門や職位の責任および役割を教育や業務遂行を通じて周知するための仕組みがある。 
⑥わが社の教育プログラムでは、知識や情報を習得する教育とともに、価値感や判断基準を身に着ける教育も実施している。 
⑦人事に関する基本的な方針を設けており、「人を大事にする経営」を心がけている。 
⑧従業員が働きやすい制度作り、労働環境の整備を心がけ、実践している。（例:多様なライフスタイルに対応する職種や制度、育
児休暇の取得、企業内託児所の設置等） 
●原則４ ステークホルダーエンゲージメント 
①わが社では、企業にとって重視すべきステークホルダー（利害関係者）を認識している。 
②わが社では、重要と考えるステークホルダーがわが社に対して何を期待しているかを認識している（例:従業員＝働きやすい職場
環境、お客様＝製品･サービスの安全性など）。 
③わが社では、重視すべきステークホルダーとの関係に関する基本方針を定めている。 
④わが社では、ステークホルダーと双方向のコミュニケーションをとるために、情報開示や、意見収集の方法を定めて実践してい
る。 
⑤わが社では、ステークホルダーから収集した意見を踏まえて、業務の改善に反映している。 
⑥わが社では、サプライチェーンに対する基本的な方針を定め、公平公正な取引を心がけている。 
⑦わが社では、サプライチェーンとは、短期的なコストよりも長期的な信頼関係を重視し、パートナーとして付き合っている。 
⑧わが社では、サプライチェーンに対して、自社が重要と考える価値や、品質に対する考え方を伝え、共有化するための取り組み
を行っている。 
⑨わが社では、株主に対して説明責任を果たすと同時に、自社の経営理念に基づく事業活動を理解してもらえるように、説明の機
会を設けている。（例:定期的な株主説明会、ＩＲ専用サイトの作成など） 
⑩わが社では、金融機関との良好な関係を築き、必要に応じて情報開示や経営方針の説明をするなど、経営を理解してもらうため
の取り組みを実施している。 
⑪わが社では、事業の原点として創業の地を重視し、そこに本社や事業拠点を構えるなどしている傾向がある。 
⑫わが社では、地域社会を重要なステークホルダーと考え、組織としてどのように向き合うのか、方針を定めている。 
⑬わが社は、地域社会に対する方針に基づき、具体的な取り組みを実施している。（例:地域活動への参加、意見交換会の開催など） 
●原則５ 事業活動を通じて、経営理念を価値に変えていく 
①わが社では、経営理念等から自社の事業領域を導いている。 
②わが社では、事業で核となる要素（ビジネスコア）を極めることで企業価値の向上につなげている。 
③わが社では、企業のサービス・製品の「品質」や「価値」とは、お客様の仕様やスペックに対応することだと考えている。 
④わが社では、自社のサービス・製品の「品質」や「価値」を、外部から要請がなくとも、主体的に極めていく風土がある。 
⑤わが社には、「製品・サービスの提供を通じて企業の「価値観」や「想い」を実現していく」という考え方を社員に理解させる仕
組みがある。 
⑥わが社では、製品・サービスを通じて企業の「価値観」や「想い」を実現するための方策・活動が、日頃の業務において社員に
浸透している。 
⑦わが社には、わが社の製品・サービスが顧客にどのように受け止められているのかを把握する仕組みがある。（例:ＣＳ活動、顧
客満足調査など） 
出所：倍・坂入・吉田（2012） 
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項目（「よく当てはまる〜全く当てはまらない」の４件

法により作成）を使用する。具体的には、表 1 に示す

とおりである。回帰分析に用いる際は、各分類の平

均値を用いる。 

永続企業の条件に当てはまる企業ほど、リーマン

ショックのようなネガティブな経済的インパクトがあっ

ても、下落率が抑えられ、復元率も高いのではない

かと推測でき、これが本研究における仮説となる。 

3. 分析結果と考察 

永続企業５原則を説明変数、株価下落率と株価復

元率を被説明変数とする回帰分析の結果を表 2 に

示す。 

 
3−1 株価下落率 

株価下落率に有意な影響を与えているのは、原

則２の「経営理念に基づく意思決定」のみであった。

創業時に掲げた理念は不変的なもので危機に直面

した際にも、しっかりとした「経営理念」という基盤に

支えられ危機を乗り越えられたと考えられる。 

また、基盤である経営理念に沿って行われる、「身

の丈経営」も下落率を減速させる要因であると考え

ている、リーマンショックにより各業界のマーケットが

縮小した際にも「身の丈経営」を行っていた小規模

企業は大規模企業に比べ理念を成功させるという一

つの目的の事業を行っていたので、ダメージも少な

かったのではないかと推測する。 

 
3-2 株価復元率①(1 年後) 

株価復元率（１ヶ月後）に有意な影響を与えている

のは原則３の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・エンゲージメントであった。

ただし、前者は復元率に対してポジティブな影響、

後者はネガティブな影響を与えている。 

原則３の要因 

①危機に柔軟かつ自律的に対応できる人材の有

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が立てられ

る。 

原則３が復元率に対して有意にプラスな影響を与

える理由は、危機に対し部門１つ１つ・従業員 1 人 1

人が自律的で自己判断ができ、危機に対して自分

は何をしたら良いかを認識しているからだと考えられ

る。 

原則４の要因 

①地域を 1 人の従業員だと考えているため、判断

遅滞した？ 

②長期的な関係、深い信頼関係を築いているが

ために、関連会社の利益変動等に動かされる？ 

一般的に考えれば、ステークホルダーとの関係を

強くより信頼をおいていれば、危機が訪れてもステ

ークホルダーが支えてくれるので、復元率は高いは

ずだが、分析結果は復元率が下がっている。 

理由としては、地域や協力会社との長期的かつ深

い信頼関係を築いているが故に関係者等の利益変

動に影響を受け、復元率が伸びないまたは遅滞して

いると考えている。 

 
3-3 株価復元率②（1 年後） 

回帰分析の結果、有意となる変数はなかった。別

の要因が関係しているのではないかと考えられる。 

4. まとめ 

本研究は私自身が株価情報に興味関心があり、

担当の吉田健一郎准教授の下で進められたもので

あり、より株価情報や CSR 情報を理解するために、

2008 年のリーマンショックを対象に株価情報と５原則

表２ 分析結果 
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（CSR 情報）の関係性について明らかにするため行

われた研究である。分析方法は、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元に、５原則

との相関分析をし、株価復元率、株価下落率との関

係性を求めるというものだ。 

結果としては株価下落率には原則２（ポジティブ）

が、株価復元率①には原則３（ポジティブ）と原則４

（ネガティブ）が大きく関わることがわかった。 

今後は財務的な要素を含めたモデルを構築し、

精緻な分析を行っていく予定である。 

5. 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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概要：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。お菓子業界の市場規

模を確認した後に収益性分析を実施し、3 社がどのような経営を行っているかを明らかにしていく。 
  

キーワード：財務分析、収益性分析、お菓子業界  

 
1. はじめに 

本研究は、お菓子業界３社（江崎グリコ、カルビー、

森永製菓）の財務分析を通して、各社の強みや弱み

を財務情報の視点から明らかにするものである。具

体的には、まず産業レベル（セミマクロ）において、

お菓子業界の市場規模を確認した後に、収益性分

析、安全性分析、成長性分析の３つの財務分析を実

施する。この中で中心となるのは収益性分析である。

ROA の計算に始まり、総資本回転率と売上高利益

率に分解し、収益性の源泉が回転率と利益率のい

ずれにあるのかを特定する。その後、損益計算書を

ベースとしたコスト構造についても言及していく。 

毎年、100 以上の新しいお菓子が開発・販売され

ていく中、その後も小売店の棚に残るのはほんの一

部である。本研究で実施する分析を通して、上述の

３社がどのような経営を行っているかを明らかにする

とともに、各社が抱える課題について指摘していく。 

2. お菓子業界の市場動向 

全日本菓子協会の調べによる菓子小売金額の過

去 5 年分を見ると、平成 24 年は前年に発生した東

日本大震災による一時的な需要増の反動を受け前

年を下回ったものの、その後は価格改定の浸透、コ

ンビニエンスストアやドラッグストアの店舗数増加、

外国人観光客によるインバウンド需要の増加やアン

テナショップの出店などにより増加に転じ、平成 27

年度には 3 兆 3,339 億円となった。次に製品カテゴ

リ別の小売金額の構成比を見ると、特にチョコレート

とビスケットの割合が増えている。チョコレートはカカ

オの含有量が多いハイカカオチョコレートをはじめと

した機能性チョコレートの好調などで浸透したことが

寄与し、ビスケットは高価格帯商品が増加しているほ

か、朝食スタイルの多様化で食シーンが拡大してい

ることが寄与したと考えられる。 

また、矢野総合研究所（2016）によれば、流通菓

子は子供のおやつに対応した商品が数多く存在す

るが、少子高齢化が進む中で、大人をターゲットにし

た商品開発に菓子メーカー各社が注力し、こうした

大人消費がここ数年の流通菓子市場を下支えして

いると分析している。

 

 

  平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 2７年 

小売金額 31,953 31,695 31,757 32,522 33,339 

表.1 菓子小売金額(単位：億円) 
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図.1 製品カテゴリ別小売金額構成比 

 
実際に、ロングセラー商品の素材や製法に対する

こだわりを強めたプレミアム商品や、健康機能性を

切り口にした商品などがここ数年人気を呼んでいる。

モノがあふれる中で、割高でも味や品質が良いもの

を食べたいというニーズが顕在化していると考えら

れる。 

3. 収益性分析 

収益性分析については ROA（Return On Asset：総

資本事業利益率）を中心に行う。ROA は事業利益

÷総資本として算出し、総資本回転率と売上高事業

利益率の 2 つに分解して、ROA に影響を与えてい

る要因についても分析を行う。本報告で利用する指

標について簡単に説明しておく。まず、事業利益と

は営業利益と営業外収益を足したものであり、貸借

対照表の左側である資産（事業用資産と金融資産）

を利用して獲得した収益である。また、ROA が意味

するのは企業活動の全体的な収益性であり、企業が

保有する資産と前述した事業利益との割合である。

ROA は総資本回転率と売上高事業利益率の 2つに

分解でき、総資本回転率は総資本がどれだけ有効

に活用されているのかを表し、売上高事業利益率は

営業活動の収益力を示す指標である（図.2 参照）。 

3.1 企業間比較  

表.2 、表.3 、表.4 で 3 社の ROA を比較すると、

カルビーの ROA が他の 2 社よりも高いことがわかる。

平成 28 年 3 月期におけるカルビーの ROA は江崎

グリコと比べて 8.69 ポイント高く、森永製菓と比べて

8.87 ポイント高い。さらに 3社の売上高事業利益率と

総資本回転率を比較すると、平成 28 年 3 月期にお

けるカルビーの売上高事業利益率は江崎グリコに比

べて 5.39 ポイント高く、森永製菓に比べて 4.82 ポイ

ント高い。また、総資本回転率は江崎グリコと比べて

0.16 ポイント高く、森永製菓と比べて 0.31 ポイント高

い。売上高事業利益率の差が大きいことから、ROA

の差の要因は売上高事業利益率であると考えられる。

 

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） 

図.2 ROA の分解 
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  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% 

利益率 2.36% 2.71% 4.66% 5.83% 6.27% 

回転率 1.40 回 1.34 回 1.30 回 1.16 回 1.23 回 

表.2 江崎グリコ ROA 

  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% 

利益率 7.84% 9.68% 10.44% 11.76% 11.66% 

回転率 1.51 回 1.44 回 1.42 回 1.37 回 1.41 回 

表.3 カルビーROA 

  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% 

利益率 2.48% 2.33% 2.97% 3.88% 6.84% 

回転率 1.14 回 1.08 回 1.14 回 1.16 回 1.10 回 

表.4 森永製菓 ROA 

 
売上高事業利益率の差を深く分析するために、

100 分率損益計算書（損益計算書の項目を売上高

で割ったもの）を作成する。 

表.5 、表.6 、表.7 で、平成 28 年 3 月期のカルビ

ーの販売費及び一般管理費の割合が江崎グリコと

比べて 8.54 ポイント低く、森永製菓と比べて 9.81 ポ

イント低い。このことから売上高事業利益率の差は主

に販売費及び一般管理費の割合の差にあるといえ

る。さらに、販売費及び一般管理費の中でも平成 28

年 3 月期のカルビーの販売促進費の割合が江崎グ

リコと比べて 2.04 ポイント低く、森永製菓と比べて

7.11 ポイント低い。また、カルビーの広告宣伝費の

割合が江崎グリコと比べて 2.61 ポイント低く、森永製

菓と比べて 2.57 ポイント低い。このことから販売費及

び一般管理費の中でも特に販売促進費と広告宣伝

費の割合が低いことがわかる。 

なぜ他の2社と比べてカルビーの販売促進費と広

告宣伝費の割合が低いのかというと、江崎グリコと森

永製菓は多角化してローリスク・ローリターンな経営

を行っているのに対し、カルビーは選択と集中でハ

イリスク・ハイリターンな経営を行っていることで、こ

のような結果になっているのではないか。江崎グリコ

は菓子事業の他に冷菓、加工食品、乳製品・デザー

ト、育児用粉ミルク、食品原料・ファインケミカルとい

った事業を行っており、森永製菓では菓子事業の他

に食品、冷菓、ウィダー、ヘルスケアといった事業を

行っている。一方でカルビーは菓子事業とシリアル

事業のみである。つまり江崎グリコと森永製菓は事

業が分散していることで、様々な分野で販売促進費

と広告宣伝費がかかるため、カルビーよりも販売促

進費と広告宣伝費の割合が高くなっていると考えら

れる。 

3.2 期間比較 

他方、表.2 、表.3 、表.4 の ROA の項目を時系

列で見ると、どの企業も上昇していることがわかる。3
社それぞれの ROA を平成 24 年 3 月期と平成 28
年3月期で比べると江崎グリコは4.41ポイント、カル

ビーは 4.61 ポイント、森永製菓は 4.71 ポイント上昇

している。さらに平成 24 年 3 月期と平成 28 年 3 月

期の売上高事業利益率を比較すると江崎グリコは

3.91 ポイント、カルビーは 3.82 ポイント、森永製菓

は 4.36 ポイント上昇している。また、総資本回転率

を比較すると江崎グリコは 0.17 ポイント、カルビーは

0.1 ポイント、森永製菓は 0.04 ポイント減少している。

このことから、3 社とも ROA の上昇は売上高事業利

益率が上昇したからであると考えられる。 
表.5 で江崎グリコの売上高事業利益率の上昇の

要因について見ていくと、特に売上原価の割合が減

少している。平成 24 年 3 月期と平成 28 年 3 月期

の売上原価の割合を比較すると 3.14 ポイント減少し

ている。 
有価証券報告書によると、売上原価の割合の減

少の理由は販売品種構成の変化や増収による固定

比率の低下、チョコレート原料やアーモンド等の原

料価格の上昇があったものの乳製品、材料等の価
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格ダウンの影響により、グループ全体では原材料価

格はダウンしたためであると記載されている。 
表.6 でカルビーの売上高事業利益率の上昇の要

因について見ていくと、特に売上原価の割合と販売

費及び一般管理費の割合が減少している。平成 24
年 3 月期と平成 28 年 3 月期で比較すると売上原価

の割合は 1.18 ポイント減少、販売費及び一般管理

費の割合は 2.75 ポイント減少している。 
有価証券報告書によると、売上原価の割合の減

少の理由は工場稼働率や生産効率の向上、集中購

買により製造原価率の低減に努めたためであり、販

売費及び一般管理費の割合の減少の理由は広告

宣伝費の効率的運用等のコスト・リダクションを推進

したためであると記載されている。 
表.7 で森永製菓の売上高事業利益率の上昇の要

因について見ていくと、特に販売費及び一般管理費

の割合が減少している。平成 24 年 3 月期と平成 28
年 3 月期の販売費及び一般管理費の割合を比較す

ると 4.5 ポイント減少している。 
有価証券報告書によると、販売費及び一般管理

費の割合の減少の理由は戦略的になるべく定番品

率を高めながら、市場ニーズの高い高単価高付加

価値商品を開発したことや、適切な在庫管理により、

販売費を抑制したためであると記載されている。 

 

 

 

  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% 

表.5 江崎グリコ 100 分率損益計算書 
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  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% 

表.6 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 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% 

表.7 森永製菓 100 分率損益計算書 
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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。ま

た、収益性分析で企業ごとに期間比較をした結果、

3 社とも ROA は増加していることがわかった。 

企業間比較ではカルビーの ROA が他の 2 社に

比べて高いという結果になった。それはカルビーが

菓子事業に集中し、「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。」という企業理念を追求した

ことで、このような結果になったのではないかと考え

られる。 
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概要：大学生にとって休講情報は極めて重要な情報のひとつである。休講情報の提供の方法は掲示板による

紙の貼り出しからWebを使う方法、電子メールによる通知など大学よって様々である。本学の場合はWebによ

る掲示板を利用しており、学外からでもパソコンを使えば休講ページを閲覧することができる。しかし、スマート

フォンの場合はモバイルサイトから見ることができずPCサイトに遷移する手間が必要で手軽ではない。本研究

では、本学の休講情報の提供方法についてアンケートを実施し利点や課題について分析する。また、箱根駅

伝出場大学の休講情報ページと比較を行い、休講情報提供の方法について考察を行う。 

キーワード：休講情報、利点、課題、他大学と比較 

 
1 はじめに 

学業が本分である学生にとって休講情報はとても

需要な情報である。 
現在麗澤大学では、校舎かえで 1 階にある掲示

板 と ネ ッ ト ワ ー ク 経 由 で 利 用 で き る Green 
Community ひいらぎ Café（以降グリコミ）で休講

情報が取り扱われ提供されている。 

グリコミの対応環境はパソコンのブラウザであるた

めスマートフォンとの親和性が低く、筆者自身不便

に感じている。 

 

本研究では本大学の休講情報の提供方法を研究

し、他大学の提供方法を比較しながらどのような提

供方法が良い物となるのか提案を行う。 

2 本大学の休講情報の調査について 

本学の学生約 66 人に対しアンケートを実施し現

在のあなたが使っている休講情報の入手方法やグリ

コミの評価を調査した。（付録１） 
又休講情報に追加してほしい機能やよく使ってい

る SNS なども今後に役立つと考え調査した。 

2.1 アンケート結果について 

アンケートを実施した結果を付録 2 にまとめた。 
Q1 の「休講情報の入手先は？」で 1 番多かった

のは掲示板であり 2 番目はグリコミ、3 番目に友人か

ら教えてもらうという結果が確認された。（付録 2 Q1） 
Q5 の「休講と知らずに授業に参加してしたことが

あるか？」では参加したと答えた学生は 7 割程度と

いう結果が出た。（付録 2 Q5） 
Q6 の「グリコミにアクセスする際によく使う端末

は？」においてはスマートフォンを使用している学生

が 6 割と多くパソコンからのアクセスは 2 割に届いて

おらず少なかった。 
さらに、休講情報の分類別に休講と知らずに授業

図 1 グリコミ内の休講情報ページ 

麗澤大学の休講情報を取り扱っている。横画面設計になってい

てスマートフォンには対応していない 

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

html/board.html#cancel1 
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に参加してしまった人を調べた場合は（Q5α）、掲示

板派とグリコミ派は共に 7 割が授業に誤って参加し、

逆に友人から聞いた場合は半分が授業に誤って参

加している結果となっていた。 
Q8 の「グリコミを利用しての評価」では 3 割がどち

らでもないと答え、2 割が良くないと答えた。 
記入欄に書かれた内容については「いちいち PC

版にアクセスするのが面倒」「休講情報にアクセスす

るのに手間がかかる」「いちいちログインしなくては

いけないのが良くない」などが寄せられた。 
また「新たに付け加えてほしい機能があるか？」に

はどれも僅差であったが「スマートフォンへの通知機

能」が一番多く次に多いのが「スマートフォン対応ペ

ージ」であった。 

2.2 アンケート結果を見ての考察 
アンケート結果から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たために、スマートフォ

ンに対応しきれていない休講情報の提供方法が、

足を遠ざけてしまっている原因と考えることができ

る。 
また掲示板とグリコミの誤って休講の授業に参加

してしまった割合が同じ7割であったため、2つの提

供方法には大きな差があることは確認できなかっ

た。 
グリコミの評価はどちらでもないが多いものの PC

版への移動をしなくてはいけない事や、ログインな

どの些細な操作によってロスが発生し学生にとって

ストレスになっている事がわかった。 

3 情報の提供手段について 

本学の休講情報の提供方法は掲示板、グリコミ共

に Pull 型に分類される。 
Pull 型とはこの場合、学生側が能動的に情報を

取得しにいくタイプの情報源の事でコストが安く情報

発信者である大学側の負担も少なく済む事が利点と

なる。 
しかし学生側がその情報を必ず見ることは少なく

発信側が伝えた情報を受け手がすぐ見るとも限らず

見ない場合もある。 

Pull 型の対義語に Push 型がある。Push 型は大

学側の情報が直で学生側に届けることができる。そ

のため Pull 型と違い受け手側が情報を見る確率が

高くなり受け手側が情報をすぐに獲得することがで

きる。しかしその反面コストが高くなる事や送信する

ために個人情報を扱うなど学生側にも大学側にもリ

スクが伴うことになる。本稿では、これらの点を踏ま

え提供方法の改善策を考えていく。 

3.1 スマートフォン対応ページ 
現在のグリコミは休講情報を見る際に一度 PC 用

のサイトに移動する手間がかかっておりアンケートで

も「手間がかかって不便」という意見が挙がっている。

それを改良するための方法の一つがスマートフォン

対応ページを作成することである。 
スマートフォン対応ページとは、基本的に PC の

画面は横画面なのに対してスマートフォンは縦画面

のために全体を表示すると文字が小さくなり、文字を

大きくすると全体を見られないため画面をスクロール

することが多くなってしまいます。 
そのために縦画面用にレイアウトを調整した別の

ページを作成することでスマートフォンの画面でもス

トレス無くサイトを見ることができます。 
スマートフォン対応ページのグリコミの方に休講情

報ページを付け加えることで、PC 用サイトに移動せ

ず無駄な手間を省き目的のページにたどり着くまで

の時間を短縮できる。 
しかしこの場合の問題点は Pull 型であるため手

間は最小限にする必要がある現状の休講情報のペ

ージはスマートフォンで閲覧する際は不向きである

ためスマートフォン用に作り直す必要が出てくる可

能性があると思われる。 

3.2 学生メールを使った通知 
本学では学生用 Gmail を提供している。それを

使って休講情報を通知するサービスも考えられる。 

この方法では休講情報を更新した際に希望者の学

生用メールに一斉送信をして休講情報を伝える事が

できる。 
この方法の利点は Gmail を使うことができる端末

であれば OS の壁無く受信できる事とプッシュ通知

機能を使えば push 型の手段として利用可能となり

情報の見逃しも減ると考える。 
問題点は学生用の利用者が付録2のQ４からそこ

までいない事や、メールのアドレスを利用することで

個人情報を扱うことになるため情報の取扱いには注

意が必要となる。また、履修科目ごとに各学生に送

ることは難しいため、一覧の一斉送信がコスト的にも

無難である。 
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3.3 スマートフォンに通知する 
3 つ目の方法はスマートフォンに直接通知する方

法だ。 
スマートフォンにはアプリからのお知らせが表示さ

れている通知領域又は通知センター機能がある(図
３)。その部分に休講の通知を表示させる事で学生

に気づかせる方法だ。 
利点はスマートフォンが自動的に時間になったら

情報を通知センターに表示させることで受信側は手

間なく情報を確認できる。しかしこの方法の場合に

はスマートフォンの OS の問題が大きく関わってくる

ためiOSと Androidなど複数分のアプリを用意するこ

とになるためかなりの手間が必要となる。

 

3.4 SNS にて通知する 

本学には LINE と Facebook にてイベントや入試

情報をお知らせしている。そのアカウントを利用又は

アカウントを新規作成して休講が更新された時に

LINE や Facebook で休講の一覧表を画像で伝え

る方法だ。この方法での利点は OS の壁もなくアプリ

やブラウザーを入れることができる端末であれば閲

覧できることとアカウントをフォローするだけで簡単

に登録することができる。 
問題点はアカウントの乗っ取り等で虚無の情報の

流された場合にフォローしている学生を混乱させて

しまう可能性がある。 

 

3.5 方法のまとめ 

ここまで紹介した中でコストも安く始められるのは

学生用メールと SNS を利用した提供方法だと思う。

スマートフォン対応ページは新たなページ作成が必

要となり通知アプリはアプリ制作ということになり OS
の壁があるためどちらも早期実現は難しいと感じて

いる。 

4 他大学の休講情報提供について 

上で述べた提供方法は実際に他大学で実践され

ているものもある。 

法政大学
1
は学生用メールによって休講情報を通

知しておりモバイル用のページでも休講情報が取り

扱われている。 
箱根予選会出場校

2
まで視野を広くした場合は立

教大学（図５）と東京農業大学（図６）ではスマホアプ

リにて休講情報を掲載している。 
他の大学では横設計の休講ページが多くスマー

トフォンには対応していなかった。しかし大東文化大

学（図７）など休講サイトの情報量を減らして PC でも

スマートフォンのどちらにも無理やり対応させている

サイトも存在している。 

   
1
法政大学休講ページ

http://www.hosei.ac.jp/campuslife/jugyo/kyuko.html   
2
 筆者は陸上部に所属しており情報を手に入れやすかった

ため 

図 2 学生用メールを休講情報に使用した例 

内容としては月日と教室、担当先生の情報を一覧で表示する。 

図 3 Android と iOS の通知画面 
Android では通知領域、iOS を使用する iPhone では通知セ

ンターと呼ばれアプリケーションや端末の情報を確認できる。 

図 4 麗澤大学の公式 LINE（左）と Facebook（右） 

実際に使用されている麗澤大学公式アカウントでイベント

情報や入試情報をお知らせしている。 
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5 休講情報取得システム「Qchan」の作成 

様々な提供手段と他大学の現状を見て筆者は今

回休講情報を伝えるためのAndroid通知アプリを試

作した。Android アプリの制作にあたっては Pull 型

ではなく Push 形を用いることにした。しかし Push
型であった場合個人情報を取り扱いデータを送信

する手法をとるため危険が多くある。 
そのためこちらからは全員にデータを発信するが

アプリ自体が関係ある情報のみマッチングして通知

するようにすることで個人情報を取り扱うことなく

Push 型を実現した。 
筆者は今回試作するアプリ名を、休講情報からの

連想で「Qchan」と名付けた。 

5.1 休講情報を取得する 
休講情報を取得するためにはグリコミにログインし

て休講ページを開き科目名をテキストデータで取得

する必要がある。 
「Qchan」は Excel のマクロ機能を使用してインタ

ーネットエクスプローラー（以降 IE）を起動してテキ

ストデータを保存し休講情報を取得している。 
そのテキストデータをサーバーにアップロードして

パソコン側の作業は終了する。 

5.2 Android アプリの制作と実行内容 
Android 端末でのアプリ制作には筆者自体がア

プリ制作に素人であり作れないことから Android ア

プリの「Tasker」3
を使用した。 

Tasker での作業はサーバーに上がったテキスト

データを読み込み、事前に入力されている履修授

業データの1つを読み照らし合わせ合致するかを判

断する。すれば通知を出して次の授業名を検索して

無ければ通知を出さずに次の授業名を検索していく

のを繰り返す。履修授業データを最後まで検索した

ら作業を終了する。 
このような動作をさせることで無事休講情報を取

得し通知する「Qchan」を試作することができた。 

   
3
 Tasker 

スマートフォンやタブレットの色々な機能を条件に応じて自動

で実行してくれる Android 用アプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.andr
oid.taskerm Tasker Play ストア 

図 6 東京農業大学の休講情報アプリ 
東京農業大学にて使われているアプリで iPhone に対応してい

たが現在はサービス停止中になっている。休講情報を一覧で

表示している。http://products.ch3cooh.jp/kyuko-nodai 

図 7 大東文化大学の休講情報ページ 
大東文化大学の休講情報サイトで PC サイトでありながら

縦画面のスマートフォンでも見やすい様に最小限の情報

で作られている https://www.daito.ac.jp/kyuko/ 

図 5 立教大学の休講情報アプリ 
立教大学にて使われているアプリでiPhone とAndroid 両方

に対応しており時間割表と連動して休講情報を知らせてく

れる。https://spirit.rikkyo.ac.jp/spirit_mobile/Home.aspx 
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5.3 現状での問題 
これによって休講情報を Push 型によって送信す

ることができた。しかしこのやり方ではまだまだ問題

がある。 
 履修科目は受信者が入力することになるが科

目名を少しでも間違うと通知がされなくなってし

まうこと。 
 サーバー上の休講情報は平文で保存されてい

る。 
 休講情報のページの特性上翌週の休講デー

タを受け取ることができない。 
 Android アプリを制作したが iOS アプリは未完

成。 
この 4 点を今後の課題としていきたい。 

6 おわりに 

本研究では現状でグリコミでの休講情報の提供方

法を評価し、新たなる休講情報に付け加えて欲しい

事などを調査し掲示板と差がないことや使い勝手が

悪い事を調査した。 
その結果から様々な提供方法を調査し他大学の

例を上げ環境を試作した。 
筆者は今後も休講情報の提供方法について研究

を深め「Qchan」の改良や他方法の試作等に陸上競

技と両立していきながら尽力していきたい。 
 

参考文献 
[1] フェローズ 

https://www.fellow-s.co.jp/data/ask/q221/ (最終閲覧日 

2017 年 1 月 14 日) 

[2]いつも隣に IT のお仕事  

http://tonari-it.com/vba-ie-login/ （最終閲覧日 2017 年 1
月 10 日） 

[3]タブロイド 

http://www.tabroid.jp/news/2015/01/ohayougo0082statu
sbar.html (最終閲覧日 2017 年 1 月 14 日) 

[4]麗澤大学 

http://www.reitaku-u.ac.jp/(最終閲覧日 2017 年 1 月 5 日

図 8 「Qchan」のフローチャート 
上はマクロのVBAによる動作、下はAndroidのTasker の操

作である。この動作によって「Qchan」は成り立っている。 

図 9 「Qchan」操作画面 
Qchan を起動するとテキストエディタが出て来る(左)。エディタに

科目を登録することで（中央）休講した際に通知が届くようにな

る。（右） 
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LINE 公式アカウントの登録動機に関する研究 

大島 隼 
 

麗澤大学 

経済学部 経営学科吉田ゼミ 

Oshima Hayato 
a14526h@reitaku.jp 

 

概要：本稿では、オフラインでの LINE 公式アカウントの登録動機に多いものについて記した。そして、オフラ

インで登録した公式アカウントから送られてくる広告に目を通し、再び来店する人はどのような性質があるのか

を関連付ける研究を行う。 
 

キーワード：LINE 公式アカウント、O2O（オフライン to オンライン）、アンケート分析 

 
1. はじめに 

LINE の国内利用者数は 6,800 万人以上
1

（2016/1/28 時点）存在し日本人口の 53％以上を占

めている。そのため、LINE 公式アカウントなどの

SNS を利用して企業をプロモーションする 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高い

のはスタンプの配布と言われている。しかし、筆者が

独自に調査したアンケートでは、ユーザーが一時的

に公式アカウントを登録したとしても、その後すぐに

ブロックしてしまい、結局、ユーザーに情報が届くこ

とは多くないという結果を得ている。 

本稿では、LINE公式アカウントの登録動機をオフ

ラインに求め、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広告に目を通し再び店

舗に訪れる人はどのような性質があるのか関連づけ

て研究を行う。 

2. 先行研究 

 LINE 公式アカウントの最大の利用目的として、

橋口・渡部（2016）は「LINE の利用者は企業が配信

   
1 LINE 株式会社、「LINE 2016 年 4 月-9 月媒体資料」 

https://linecorp.com、 ２０１６年１２月１１日 

する無料の LINE スタンプの入手を最大の目的とし

て、ライン公式アカウントを登録する」と指摘してい

る。 

橋口・渡部（2016）は「LINE、Facebook、Twitter の

３種類とも利用している人は、LINE と他の１種類の

みを併用している人よりも、タイムセールや当日セー

ルの情報取得に関して LINE を高く評価している。」

と指摘している。 

3. 研究方法 

参考文献・先行研究などから複数の仮説を提起し

た上で、アンケート項目を作成し学生を対象として調

査をする。アンケート結果から統計的手法を用い、O

２O の消費行動がある人はどのような性質があるの

かを絡めて分析する。 

アンケート対象者は関東地方に住む 18～23 歳の

男女の学生を対象とした。調査時期は 2016 年 9 月

である。このうち男性は 120 人、女性は 105 人であっ

た。本アンケートでは質問に 4 件法で回答を得てい

る。 

4. オフラインでの登録動機 

これまで LINE 公式アカウントの登録動機は、先

行研究でもそうだが、オンラインでの登録に注目さ

れがちであった。先行研究では、LINE公式アカウン
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トの登録動機をオンラインに着目していたが、オフラ

インでの登録動機には着目していない。その上、先

行研究のスタンプ目的で登録した公式アカウントは

その後どうなるのかまでは記していない。 

したがって、本節では LINE公式アカウントの登録

動機をオフラインに絞って、どのようなものが多かっ

たのかを提示する。 

表 1.の結果から明らかになったことは、何かと引き

換えに公式アカウントを登録するということは多いと

いう点である。例えば、登録動機で一番多かった「公

式アカウントを登録すると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ため登録

する」や３番目に多かった「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

るために登録をする」である。加えて、登録をきっか

けに割引サービスを受けるなどがない「自分の好き

な店の情報を得るため自ら LINE 検索機能を使い公

式アカウントを登録する」が２番目に多かった。 

5. 仮説 

LINE 公式アカウントに登録すると、お店で割引サ

ービスが受けられたり、クーポンが送られてきたり、

新製品情報が送られてきたりする。そこで次のように

仮説 1 を立てた。 

 
（仮説 1）価格・流行に敏感であればオフラインで

LINE 公式アカウントに登録した後、それから送られ

てくる情報に目を通しお店に行く。 

 
登録された LINE 公式アカウントはブロックされて

しまえば、その後、情報が届くことはない。そこで仮

説 2 を立てた。 

 
（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

ックされやすく、ブロックすることが多いと答えた人価

格に敏感ではない。 

6. 仮説の検証 

6.1 仮説１の検証 

LINE 利用者に対して、「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」と流行・価格に敏感かについての 9 項目

を用い「4：よくあてはまる」～「1：全く当てはまらな

い」、の四件法で尋ねた（結果は表．2）。 

 

表１．オフラインにおける公式アカウントの登録動機
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

公式アカウントを登録すると割引また
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ため登録する

2.85 1.14

自分の好きな店の情報を得るため 自
らLINE検索機能を使い公式アカウント
の登録をする

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
るために登録をする

2.20 1.16

訪れた店舗が良かったため公式アカ
ウントを登録する

1.94 1.02

店に貼ってある広告を見て、その店の
情報を知るために自ら登録する

1.84 0.95

店員との会話を通して公式アカウント
を登録する

1.79 0.96

友達など直接的に店と関係のない人
からの口コミを聞き公式アカウントに登
録をする

1.66 0.93
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そして、オフラインで登録した公式アカウントから

送られてくるセールス情報やクーポンを受け取り店

舗に足を運ぶといった人は価格・流行に敏感である

のかを調べるため両者の相関をとった（表２．） 

その結果、そのような消費行動がある人は価格・

流行に敏感であるの両者には弱い正の相関がみら

れる。特に「安い商品を見ると、つい買ってしまう」と

の相関係数は 0.339、「バーゲンや特売がある時に

購買する」との相関係数は 0.347 と、この 2 項目の間

には正の相関があると言える。よって、価格・流行に

敏感であればオフラインでLINE公式アカウントに登

録した後、それから送られてくる情報に目を通し再

び来店する人が多いという事がわかった。 

6.2 仮説２の検証 

LINE 利用者に対して、「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」・「オフライン

で登録した公式アカウントは一時的なサービスのた

めに利用しその後はブロックする」の 2 つのアンケー

トに、「4：よくあてはまる」～「1：全くあてはまらない」、

の四件法で回答をもらった。 

その結果、「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」に「4：よくあてはまる」と答

えた人が 117 人と約半数であった。これより、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 

7. まとめ 

仮説 1 の検証結果より、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

ことが明らかになった。仮説 2 の検証結果より、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

高いことが明らかになった。それでも、オフラインで

登録されたものも同じくブロックされる割合が高い。 

今後の課題として、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してい

きたい。 

 

参考文献 
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表 2. 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 

 
 
表 3. アンケート結果 
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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 

荒井夏奈 三浦穂乃香 山地美吏 
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外国語学部 外国語学科 
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概要：私たちの専門ゼミナールでは、Linux (CentOS 6.8)を用いたサーバー構築実習を行っている。本発表

ではその補助教材として使用する用語集の設計と構築の経過について報告する。用語集は紙と電子媒体の 2
つのバージョンで作成し、ハードの準備と OS のインストール、ネットワークの設定やファイルシステム、ユーザ

ー管理を含むサーバーの基本設定とその方法(エディタの使用方法を含む)、実習で導入する各種サービスの

導入と管理の方法までを範囲として扱う。実習の内容に即して情報をコンパクトに提供するとともに、文章は読

みやすさを意識し、また図やイラストを用いて分かりやすい説明をめざす。紙媒体の用語集ではメモのための

スペースも確保し、また開きやすくページが探しやすいよう製本方法も工夫する。電子媒体の用語集にはリン

クと問題出題機能の実装を試み、復習のための利便性を高める。 

キーワード：用語集, Linux サーバー, CentOS, 紙媒体と電子媒体, アバター, PukiWiki, Hot Potatoes  

 
1. 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と設定の実習をお

こなっている。サーバー＆クライアント方式のサービ

スを理解し，また私たちが普段あまり触れることのな

いネットワークやサーバーの具体的な管理や設定に

触れることで，ICT の知識の幅を広げることができる

と考えている。 

サーバー構築実習で困ったのが，大量の専門用

語の理解である。今回，私たちが，後輩がサーバー

実習をおこなう際に使える用語集を作りたいと思っ

たのは，実習資料を追うだけでは予習や復習がしに

くく，また前回までにおこなった実習内容をうまく整

理できないという，私たちの反省に基づいていると

いってよい。 

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する。しかし，例えば「コマンド

リファレンス」の類い [1] は実習の補助教材としては

専門的すぎて初心者には難しい。Ｑ＆Ａの形式の

入門書 [2] は，実習の流れを反映していないうえに，

実習で取り扱うソフトの解説が欠けていたりする。さ

らに，CentOS の入門書 [3] および、CentOS を使っ

たサーバー構築の入門書 [4][5] は一般に大部で

あり，実習資料の内容と重複するうえ，実習の範囲を

超えた内容も含むため，実習で分からないことを調

べるのが難しい。 

そこで、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

解説をおこな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。 

2. 用語集のコンセプトメイキング 

用語集の作成にあたり、発表者は企画会議をおこ

ない、私家版用語集のコンセプトを明確にすべく話

し合った。以下のような項目について用語集のコン

セプトを設定した。 
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● 目的(何のために)：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(誰に)：専門ゼミの履修者 

● 内容(何を)：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(どのように)：初心者にも分かりやすく，か

つ実習に即した形で提示する 

● 予算(いくらで)：なるべく安く，しかし印刷物とし

て使いやすいよう質が確保できるように。 

 
以下に、企画会議で出された用語集の特長を述

べるとともに、私たちが考案した具体的なアイディア

を述べる。 

2.1 紙媒体・電子媒体両方を作成 

まず、用語集として紙で作成するか、電子媒体と

して作成するかを話し合った。その結果、両方の違

いは大きく、また機能として相補いうるものであるとい

う共通認識を得た。 

まず、紙は読みやすく、「もの」としての用語集の

物理的な存在は、学習に欠かせないのではないか

と考えた。また、実習時にメモを取りやすいことも重

要であると考えた。 
一方、電子媒体の用語集であれば携帯端末に入

れていつでも参照することができ、持ち運びの手間

がかからない。さらに、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

付してはどうかという意見も出た。 

2.2 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

説がよいだろうと考えた。 
さらに、専門用語は色や書体を変え目立たせる。

さらに、仕組み編、操作編、ソフト編など内容にあわ

せてスタイルを変え、統一感を出す。一方、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

色はつけないようにする。 
また、解説の理解を助ける図解などもオリジナル

のものを作ってはどうかと考えている。 

2.3 読んでいて楽しい・飽きない 

用語解説は概して通り一遍の説明に終始してしま

い、面白味に欠けることが多い。そこで、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、また編集している発表者３人をイメージして

キャラクターに会話させる、また文体を工夫するなど、

ビジュアルや文章面でも工夫してはどうかという意見

が出た。 

2.4 見やすく・使いやすく 

紙媒体のフォーマットは見開き 2 ページで 1 つの

項目が簡潔するように編集する。 
紙媒体の用語集には充分なメモ欄を用意する。さ

らに索引、目次も完備させ、用語を探しやすくする。 
電子媒体では、他の参考になるサイトや Web ペ

ージへのリンクを作っておく、復習用の問題集をつく

ってリンクさせる、確認したい用語やチェックしたい

項目にマーカーで印をつける、ページにしおりをつ

けるといった機能があればよいのではと考えている。 

3. 用語集の作成手順 

本節では、用語集の作成手順について述べる。 
まず、用語集の目次を作成した。私たちの用語集

は用語とその解説のみで成り立つわけではなく，実

習の内容に即して並べられる必要がある。そこで，

実習の内容を確認し，以下のような章立てにすること

を話し合った。 
 
第 1 部：サーバーの基本 
第 2 部：CentOS のインストールと基本設定 
第 3 部：サーバーの管理と運用 

 
続いて，具体的な用語の選定をおこなった。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，およびコンテンツの構築は発表

者で分担しておこなった。執筆した用語解説は

Wiki (PukiWiki を使用, [4][5] 参照) に記述し，各

自担当分を記入・保存していった。 
Wiki はオンラインで複数の執筆者が分担して書

き込める点が便利であるが，同じページを同時に編

集し てし ま う こ とも あ り ， 注意が必要であ る 。

PukiWiki は編集履歴がバックアップされているの

で、編集内容の衝突がおこったページは後で手作

業でマージさせることができる。 
用語集のプロトタイプページは Wiki の形で蓄積
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していくことにした。図や関連資料を作成したら，

Wiki に添付ファイルとして登録していった。 
その他，サーバー実習において実際に発生した

様々な問題点を記述し，その解決策を記録する作

業 1 もおこなっている。これらを用語集に補足事項

として載せることは，実習の具体的なヒントとして活

用できるのではないかと考える。 
最後に復習用の問題集も，Web 上で閲覧する形

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[6]。 

4. 作業の実際 

まず、用語集の内容や体裁を確認するため、サン

プルとなる用語を 5 つ（デーモン、IP アドレス、サー

ビス再起動、Nginx、vi/vim）選出した。それぞれが

これらの用語の解説の候補となるテキストをまとめ、

wiki に投稿・保存する。これらのテキストをまとめ三

浦がまとめ、用語集のサンプルページの候補を作成

した。 
次に、用語集の内容に基づき山地がその用語に

関する問題を作成し、Hot Potatoes で採点機能の

ある問題ページを作成した。 
問題ページは、用語集の Wiki にリンクを作り、用

語集ページから参照できるようにする。 
プロジェクト全体の進捗・管理及び発表原稿のとり

まとめは荒井が行った。 

5. 作業の進捗状況 

以下は用語解説の入力用に用いている wiki 
(PukiWiki)の用語編集画面のサンプルである。 

 

 
図 1 PukiWiki サンプル 

 
図から分かるように、Wiki のテキストには様々な

装飾を行うことができ、リンクや見出しの作成が簡単

に行えるようになっている。また修正も容易である。

   
1
 トラブルの例：Web サーバーの設定ファイルを vi エディタ

で編集し、保存したが、Web サーバーの設定が変わらないと

以下に上記ページの編集状態のコードを示す。 
 

 
図 2 PukiWiki サンプル(用語編集画面) 
 

さらに、写真・図解や問題コンテンツなど作成した

ファイルをページに添付することができる。本研究で

は、各自用語解説や分担された作業内容をページ

に登録することで、作業の効率化を図ることができた。 
 
次に、問題作成を行った Hot Potatoes のサンプ

ルページを示す。問題の形式は主に穴埋め形式に

近い選択問題となっているので、復習時に用語とそ

の特徴とを合わせて理解することができるようになっ

ている。 

 
図 3 Hot Potatoes 問題サンプル(HTML 変換結果) 

 
最後に、現在の紙媒体の用語集のページの体裁

について、スケッチを示す。 

いう問題が発生した。原因は編集後 Web サーバーのデーモ

ンを再起動しなかったことにあった。 
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図 4 用語集のページイメージ(紙媒体) 
 

ページイメージの中で、用語解説の下には補足を、

ページ右側には Q＆A を配置している。また、右下

にはメモ欄を設けている。 
読んでいて楽しい・飽きない用語集にするために、

キャラクターを配置する予定である。例では補足・Q
＆A にキャラクターをそれぞれ載せている。キャラク

ター３人の個性を生かして、面白く読ませる工夫をし

ていきたいと思う。 
 

今後、用語集の完成に向けて必要な用語解説の

追加と編集，データの作成を行う。さらに、完成時に

は紙媒体と電子媒体の二種類の用語集を作成する

ことになるので、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（例えば紙媒体で

あればDTPソフトウェアの選択）、またそれらの体裁

をどのようにするのか（電子媒体であれば Web ペー

ジとして公開するか、PDF やEPUBのような一定の

ファイル形式を持つものとするか、またその際復習

用の問題をどのように利用してもらうか）を製作チー

ムで検討していきたいと思う。 
なお、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

完成させる予定である。 

6. まとめ 

今回、私たちは千葉ゼミ履修者が Linux によるサ

ーバー構築を実習するにあたり、実習の理解と復

習・自習に役立つ用語集を作成することにした。用

語集の作成はまだ道半ばであるが、今後も編集を順

次すすめていきたい。 

用語集作成のために過去に配布されたプリントや、

その他参考書を参照することになり、私たち自身も

実習の内容を改めて確認することができたことも、嬉

しかった。 

参考文献 

[1] 石田つばさ(2011)『改訂第４版 UNIX コマンドリフ

ァレンス ビギナー編』技術評論社 

[2] 榊隆(1999)『人に聞けない Linux の使い方 管理

コマンド編』アスキー 

[3] 恒川裕康(2012)『CentOS 徹底活用ガイド インタ

ーネット OS を最強アプリで使いこなそう！』秀和シス

テム 

[4] デージネット(2011)『はじめての CentOS6 Linux
サーバ構築編』秀和システム 

[5] 辻秀典・渡辺高志＆できるシリーズ編集部(2013)
『できる PRO CentOS6 サーバー』インプレス 
[6] PukiWiki サイト。 
http://www.fl.reitaku-
u.ac.jp/~schiba/puki/index.php?%E3%82%B5%E3
%83%BC%E3%83%90%E5%AE%9F%E7%BF%9
2%E7%A7%81%E5%AE%B6%E7%89%88%E7%
94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86  
[7] 増井雄一郎・天野龍司・大河原哲・miko(2006) 

『Pukiwiki 入門 まとめサイトをつくろう！』翔泳社 
[8] Hot Potatoes サイト。  

file:///E:/2016 授業/研究発表/yamaji.htm 
 

付記 

本研究のベースとなったサーバー構築実習にあ

たり、実習用機材としてデスクトップ PC (3 台)をご提

供いただいた麗澤大学情報教育センターに感謝申

し上げます。 
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概要：文部科学省が 2020 年度から「小学校でのプログラミング教育の必修化」を検討することを発表してから、

小中学校でのプログラミングの教育が注目されるようになった。例えば PC 上で比較的簡単なロジックでプログ

ラムすることが可能な Scratch を利用した教育や BASIC プログラミングが可能な IchigoJam などのボードコ

ンピュータの活用などさまざまである。本研究では、そこで実際に初等教育に用いられている複数のプログラミ

ング環境を紹介するとともにその比較を行いたい。また、近年注目されている IchigoJam や RasperryPi とい

ったボードコンピュータを複数稼働させ、その可能性を比較検討する。 

キーワード：シングルボードコンピュータ、ビジュアルプログラミング言語、比較調査 

 

 はじめに 

文部科学省は 2020 年度から「小学校でのプログ

ラミング教育の必修化」を検討することを発表した。

教育機関では電子工作について学んだり、コンピュ

ータやプログラミングに関する基本的な知識を学ん

だりすることに注目が集まっている。また情報社会

における論理的思考や想像力、コミュニケーション

能力などを養う道具として RaspberryPi
1
などが注目さ

れている。他にも、PC 上で比較的簡単なロジックで

直感的にプログラムすることが可能な Scratch
2
を利

用した教育や、BASIC
3
でプログラミングが可能な

IchigoJam
4
などのボードコンピュータの活用など

様々である。本研究では、教育現場で実際に初等

教育に用いられている、複数のプログラミング環境

を紹介するとともにその比較を行う。シングルボード

コンピュータについては IchigoJam と RasberryPi を、

ビジュアルプログラミング言語
5
については Scratch と

MOONBlock とプログラミンを紹介する。 

   
1
 本稿2.2 で説明する 

2
 本稿6.1 で説明する 

3
 入門用プログラミング言語の 1 つ。 

4
 本稿2.1 で説明する 

5
 本稿6 で説明する 

表 1  IchigoJam と RasberryPi の比較 

RasberryPi は USB ポートの数など、バージョンによって違う点

が多々ある。最新のものであれば IEEE 802.11 対応なので有

線、無線 LAN 共に使用できる。IchigoJam でも変換器を使用

すれば HDMI や USB キーボードや HDMI を接続できる。 

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
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 シングルボードコンピュータについて 

シングルボードコンピュータとは、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・

要素を実装しただけのコンピュータである。一般的

な PCと比較すると性能は低いが廉価であり、簡単な

プログラミング言語が利用できる。GUI
6
でウェブブラ

ウザが使え、日常的な PC の用途に実用的に使える

ものもある。表 1 は本稿で取り上げるシングルボード

コンピュータの IchigoJam と RasberryPi の比較をまと

めたものである。 

2.1 IchigoJam について 

IchigoJam（図 1 参照） はコンポジットビデオケー

ブルでテレビ又はモニターと接続し映像の出力を行

う。名前の由来ともなっている値段は 1500 円（完成

品版は 2000 円）で、USB や HDMI での接続は変換

器が必要である。圧電ブザーや LED がついている

のでブレッドボード
7
なしにそれらを動かすプログラ

ムを実践できる。 

2.2 RasberryPi について 

RasberryPi（図 2 参照）は、HDD や SSD を搭載し

ない代わりに、SD カード又は microSD カードを、

OS
8
等の長期保存用のストレージに利用する。値段

は$5 から$35 と複数あり、それによりメモリサイズや

USB ポートの数、クロック周波数
9
などが変わる。

（2017 年 1 月現在）9 つのバージョンがある。 

 シングルボードコンピュータの試用 

IchigoJam と RaspberryPi それぞれを試用し得た使

用感や上で述べた以外の点の説明をする。 

3.1 IchigoJam の試用 

IchigoJam はスイッチを入れたらすぐにプログラミ

ングができる（図 3 参照）。しかし CUI のみなのでそ

の操作に慣れる必要がある。また 2 色しか表現でき

ないため視覚的に寂しい（図 4 参照）。GPIO
10
ポート

   
6
 Graphical User Interface の略でコンピュータの操作方法

の 1 つ。ユーザーはグラフィカルな情報を提示され、ポインテ

ィングデバイスでほとんどの操作ができる。文字のみで操作

することを CUI という。 
7 はんだ付けをしなくても、ソケット（穴）に部品を差し込むだ

けで電子回路の試作・実験ができる基板のことである。 
8
RasberryPi は専用の OS の Raspbian が推奨されている。 

 
 
 
9
 クロック信号を単位時間あたり何回発振するかを意味する。

数値が大きいほど処理速度が速いことになる。 
10

 General Purpose Input/Output の略で、ソフトウェアで

任意に制御できデジタル信号を読み取り、出力として動作し

た場合は他デバイスの制御や信号の通知を行える。 

図 1 IchigoJam 本体の写真 
IchigoJam の写真である。黄色いポートがコンポジットビデオ

信号用、左下の赤いものが LED、右の四角い部分が PS/2 ポ

ート、その下が電源、さらにその下が電源である。中央右下

の丸いものは圧電ブザーである。 

図 2  RasberryPi 本体 

RasberryPi Model B+の写真である。大きさは 85 ×56× 
17mm。右上から USB ポート×2 、USB ポート×2、LAN ポ

ート、左上に GPIO ポート、左下に電源、HDMI をつなぐポー

トがある。なお、写真のアクリルケースは別売りである。 

図 3 IchigoJam 起動直後の画面 
IchigoJam は起動させてすぐにプログラミングすることができ

る。 
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があるので、周辺機器を揃えれば外部機器と接続し

て制御することも可能である（図 5 参照）。拡張ボー

ドを別に購入しなければ 4 つしかプログラムを保存

することができないこと（図 6 参照）や、1 つのプログ

ラムファイルには最大 1024 バイトしか書き込めない

こと（図 7、8 参照）が仕様である。 

3.2 RasberryPi の試用 

RasberryPi を稼働させるためには、まずOS を SD

カードに入れる必要がある。そのためには PC が必

要となる。図9 のように GUI で操作しやすい。画面も

カラフルで 1080ｐ
11
となっている。日本語にも対応し

ている。またインターネットに簡単に接続できるが、

コンテンツフィルターなしでインターネットに接続し

てしまう危険もある。一般的なPCよりは動作が遅い。

Python
12
でプログラムを書ける。GPIO ポートがあるの

で外部と接続すれば L チカ
13
することができる（図10

参照）。 

 可能性 

本研究では取り組めなかったが、IchigoJam と

RasberryPiには利用方法が他にもある。IchigoJamは

筆者が保存可能なプログラム数を増やしたように、

拡張することができる。IchigoJam に様々な基盤を

接続することによって、モーターを動かしたり、

Bluetooth を使用できるようにして遠隔操作したりでき

る。RasberryPi はインターネットに接続できるので、

そのこととカメラモジュールを利用して、監視カメラ

や観測機として運用することができる。また、スマホ

や PC 等から WEB を介して遠隔操作を行うこともで

きる。 

 結果と比較 

IchigoJam は 1024 バイトのプログラムしか書けな

いといっても、こどもがプログラミングを学ぶには十

分といえる。RasberryPi はインターネットに接続でき

ることが IchigoJam と比較すると大きな強みである。

また GUI なのでこどもも慣れている環境で始めるこ

とができるという利点がある。 

 

   
11

 “ｐ”は progressive の意味。デジタル方式の映像信号形

式の一つで HDTV 高解像度・高画質の放送方式の中では

最も画質が高い規格となっている。 

 

12
 動的な汎用の高水準プログラミング言語。オープンソース

ライセンスで提供されている。 
13

 記述したプログラムで LED をチカチカと点滅させること。 

図 4  IchigoJam で作成したゲームの画面 
こども向けということを考えると白と黒以外の色が付けられ

ないのが物足りない。一週間足らずで 1024 バイトのプログ

ラムも書けるようになる。 

図 6  IchigoJam で Files をロードした画面 
IchigoJam で FILES と入力しエンターを押すと 4 つしか保存

場所が出てこない。画像では既に保存されている。 

図 5  IchigoJam での GPIO の使用例 
IchigoJam からデジタル信号を出力し、GPIO を経由してロジ

ックボード（写真中央）の論理回路と接続し外部の LED を点

滅させている様子。簡単にデジタルデータの入出力ができ

る。 
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 ビジュアルプログラミング言語について 

ビジュアルプログラミング言語はテキスト（コード）

を記述するのではなく視覚的なオブジェクトを使い、

ドラッグ&ドロップといった簡単な操作だけでプログ

ラミングができるプログラミング言語である。こどもで

も理解できるようにシンプルで、直感的にも分かり易

くなっているものが多い。Web ブラウザ上で動くもの

もある。これらは、グラフィカルプログラミング言語と

も呼ばれる。表 2 は本稿で取り上げる Scratch と

MOONBlock とプログラミンそれぞれの特徴を比較

しまとめたものである。 

6.1 Scratch について 

Scratch は MIT メディアラボ
14
が開発し 2006 年に

公開された。2013 年 5 月に公開された Scratch2.0 は、

ウェブアプリケーションとなりダウンロードが必要なく

なった。Scratch での開発画面（図11 参照）は左にプ

ログラムブロックがある。左上に動き、見た目、音、ペ

ン、制御、調べる、演算、変数の8つに分類されてい

る。中央ではコスチューム（キャラクター）と音の編集

も行える。また、コスチュームの向きの変更とそのリ

セットも行える。画面右上で再生させたものを見るこ

とができる。右下で編集するコスチュームやステー

ジ（背景）を選ぶ。スクリプトをクリックするか「緑の旗

がクリックされたとき」をスクリプトの最初に置き、緑の

旗をクリックすると実行される。 

6.2 MOONBlock について 

MOONBlock は株式会社ユビキタスエンターテイ

ンメント
15
が開発・販売するタブレット端末のために開

発された。画面（図 12 参照）右上にプログラムの再

生画面がある。上辺にパペット、ビヘイビア、リアクシ

ョン、ゲーム、ネットワーク、制御、ロジック、変数、

JavaScript、システムなどのプログラムブロックの入っ

た 10 種類の項目名の書かれたキット（プログラムブ

ロックが分類されて入っている箱）が並んでいる。キ

ットをドラッグやクリックし選択するとその下にブロック

が出てくる。それらを画面の黒い部分にドラッグ&ド

ロップしプログラミングする。画面下辺部にセーブ、

ソース（JavaScript でのコードの表示）、リセット、スクリ

ーン（再生画面を拡大する）、Runボタンがある。また

   
14

 米国マサチューセッツ工科大学建築・計画スクール内

に設置された研究所。 

右下にプログラム等を削除するごみ箱がある。Run

をクリックし、再生画面に START が表示されたら再

生画面をクリックすると実行される。 

15
 http://www.uei.co.jp/ 

図 8  IchigoJam で新たにプログラムの追加を試みた画面 

図７の（1024 バイト入っている）データに新たにプログラムを

追加しようとすると、Out of memory と出る。そして追加されな

い。 

図 9  RasberryPi のデスクトップ画面を拡大した画像 
RasberryPi のデスクトップ画面は Windows と似ている。GUI
であるためこどもも扱いやすい。上辺にタスクバーがある。 

図 7  IchigoJam で File119 をロードした画面 
IchigoJam で LOAD の後ろにセーブ時に入力した番号を入

力するとそのデータが呼び出される。Loaded ～byte と、そ

のプログラムファイルで何バイト使用しているかも確認する

ことができる。 
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6.3 「プログラミン」について 

プログラミンは文部科学省が開発し、2010 年 8 月

19 日に文部科学省がウェブアプリケーションとして

公開した。画面（図 13 参照）の下辺部にプログラミン

（プログラムブロック）が並んでいる。アニメ、みため、

ふきだし、音、せいぎょ、インタラと 6 つに分類されて

左から順に並んでいる。それらを絵（キャラクター）の

上（ココにプログラミンをドロップ！）と書かれたところ

にドラッグ&ドロップしプログラミングする。また各プ

ログラミンの細かい説明は上辺部にある「？」マーク

で確認できる。その右にあるボタンで公開、保存、戻

ることができる。左上に絵と背景を設定するボタンが

ある。右下にさいせい、コマ送り、とめるボタンがある。

さいせい又はコマ送りをクリックすると全ての絵のプ

ログラム実行せれていき、画面全体で再生される。 

 ビジュアルプログラミング言語の試用 

Scratch と MOONBlock とプログラミンそれぞれを

使用し感じたことと、上で述べた以外のことを試用し

た順に説明する。本研究では全てのビジュアルプロ

グラミング言語で、弾を発射し敵に当てるゲームを作

成した。 

7.1 Scratch の試用 

Scratch では、再生画面内でキャラクターをドラッグ

することができるのでスタート位置の設定が容易で

ある。プログラムのコピー・削除も、ボタンがあるので

容易である。プログラムブロックの分類がわかりやす

い。ブロックの順番を変えるときやブロックを抜くとき

に下のブロックまで付いてきてしまうのでそれには慣

れが必要であった（図 14 参照）。キャラクターごとに

スクリプトを作り実行するので、平行に動かすことや

判断させるのが容易だった。他のキャラクターの座

標を変数に設定し他のキャラクターの座標に代入で

きることや、「〇〇に触れたら××」というブロックが

あり便利である。弾の速さの調整には少し工夫必要

だった（図 15 参照）。また乱数が使えてキャラクター

にランダムな動きをさせることが可能である。 

7.2 MOONBlock の試用 

MOONBlock では、キットの中にどんなプログラム

ブロックが入っているのかがわかりづらかったが、リ

アクション（「敵に当たった時」や「キャラクターをクリ

ックしたとき」のような IF のブロック）のタイミングがた

くさん用意されていて便利だった（図 17 参照）。その

ため、簡単に弾を発射するプログラムや当たり判定

するプログラムを容易に構築できた。画面内のパペ

ット（キャラクター）をドラッグできなく、座標を設定し

て動かせるが再生画面の端の座標がいくつかわか

らないので不便である。タブレット向けのため（図 18

図 10  RasberryPi からのデジタル出力 
Python でプログラミングすることで、I/O に信号を出力して

ブレッドボード（写真中央の実験用基板）上の LED を点滅

(通称 L チカ)させたりすることもできる。 

表 2 各 VPL の特徴と比較 

空欄は不可能という意味である。キャラ等の読み込みは用

意されているキャラクターや背景以外を使用できるかという

意味である。 

図 11 Scratch の開発画面 

Scratch では画面左にプログラムブロックがあり、中央でスク

リプトを構築していく。実行すると右上の画面内で再生され

る。 

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
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参照）PC ではわかりづらい点、操作しづらい点が散

見された。キットを探したり選んだりするときのドラッ

グや、間違えて選んでしまったブロックを捨てること

がやりにくかった。 

7.3 プログラミンの試用 

プログラミン（ビジュアルプログラミング言語）のプ

ログラミン（プログラムブロック）が全て単純でわかり

やすいがブロックの下から動作することが他の2つと

異なり理解しづらい（図 20 参照）。I F が囲う形では

ないので、ズットン（ループを作るプログラミン）が必

要だった。弾を発射させるブロックがあらかじめある

が右方向のみである。そのため絵を回したり反転さ

せたりする必要があり少し面倒である。弾にプログラ

ムを乗せることはできないため、結局（Scracht と同じ

ように）弾のように動作する絵を作成した。コマ送りは

便利だが、長いプログラムに対してはクリックを何度

もするのが大変だった。また上に行った絵のプログ

ラムが見えなくなってしまうことがあった（図 21 参照）。

乱数がないのでランダムな動きが付けられなかった。

（図 22 参照）しかしプログラムの製作時間は最短で

できた。 

 可能性 

本研究では取り組めなかったが、Scratch にはでき

ることが他にもたくさんある。Scratch はコンピュータと

対戦するゲームを作成することや、アプリをインスト

ールするとスマホに搭載されているセンサーの値を

送ることができる。 

 比較と考察 

シングルボードコンピュータとビジュアルプログラ

ミング言語あわせて 5つのプログラミング環境を試用

した。その結果、それぞれの似ている点と異なって

いる点を明らかにすることができた。シングルボード

コンピュータについては、教育現場で使われている

PC にはコンテンツフィルターがかかっていることが

多いので、そのことを前提にすると、コンテンツフィ

ルターなしのインターネットに接続できる RasberryPi

を教育に導入することは矛盾が生じるのではないだ

ろうか。そしてビジュアルプログラミング言語につい

ては、低学年では自由度は低いがプログラムブロッ

クのわかりやすさと調整のしやすさからプログラミン

を使い高学年になったら変数や乱数、代入を行える

Scratch を使用するのが好ましいと思われる。情報教

育にタブレット型端末を導入しているところは、

MOONBlock が適すと思われる。 

図 13 プログラミンでの開発画面 

プログラミンでは画面下にプログラムブロックが置いてあ

る。それらをキャラクターの上に載せていく。右下のさいせ

いボタンをクリックすると実行される。 

図 14 Scratch でのブロックの置き場 
Scratch では「1 秒待つ」だけをドラッグしようとすると下の

「10 歩動かす」も付いて来る。 

図 12 MOONBlock での開発画面 
MOONBlock では画面上部にキットが並んでいる。キットを

クリックすると下にプログラムブロックが出てくるのでそれら

を画面の黒いスペースで構築する。再生は右上の画面内

でされる。 
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 まとめ 

本研究では現在あるこども向けプログラミング環境

の特徴を得るため、シングルボードコンピュータの

IchigoJam と RasberryPi、ビジュアルプログラミング言

語の Scratch と MOONBlock とプログラミンの試用を

行った。その結果様々な相違点を発見することがで

きた。 

参考文献 

[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/ 
2017/01/10 閲覧 

[４]イチゴジャム レシピこどもパソコン IchigoJam 情報サイト 

https://15jamrecipe.jimdo.com/ 
2017/01/10 閲覧 

[5] 子供が使える！ビジュアルプログラミング言語5 選【日本

語対応のみ・体験レポートつき】 

https://techacademy.jp/magazine/1861 
2016/12/20 閲覧 

[6] Raspberry Pi で使える USB 無線LAN アダプタ 

http://www.sssg.org/blogs/hiro345/archives/17019.html 
2016/12/20 閲覧 

[7] Raspberry Pi 2 で日本語表示/入力できるようにする 

http://dekirukana-
dekirukana.hatenablog.com/entry/2015/12/12/005537 
2016/12/20 閲覧 

[8] 福野泰介の一日一創 

http://fukuno.jig.jp/  
2016/12/20 閲覧 

[9]RasberryPi で学ぶ電子工作超小型コンピュータで電子

回路を制御する、金丸 隆志、株式会社講談社 

図 15  Scratch での弾のスクリプト 

Scratch では他のキャラクターの座標を変数で使用できるの

で簡単に弾にキャラクターを追わせることができる。繰り返す

回数と一度に動く距離を変えることで速さの調整ができる。 

図 16 Scratch で作成したゲームを動かしている画面 

このプログラムでは、左のキャラクターを上下に動かしスペ

ースで弾を発射する。右の敵は上下に動く。その大きさはラ

ンダムになっている。 

図 17 MOONBlock のキットとブロックの例 

MOONBlock ではパペットの中にビヘイビア（主に動きに関

する）ブロックが入っていることがわかりづらい。リアクションの

タイミングが豊富。 
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図 18 MOONBlock がタブレット向けだと思わせる画像 

上のように数値を入力する際には数字のボタンが現れる。 

図 19 MOONBlock で作成したゲームの画面 

画面上のキャラクーはクリックした位置まで横にだけ動き、キャ

ラクターをクリックすると星を発射する。敵に当たるとスコアが

上がる。敵は下からランダムに上がって来、上に到達されると

ゲームオーバーになる。 

図 21 コマ送りをしている画像 

薄く赤くなっているプログラムブロックが実行されている。プ

ログラムブロックが下側から上へ実行されていくのがわか

る。また、画面の上の方へ移動していく絵のプログラムは

段々と見えなくなっていく。 

図 20 プログラムブロックをキャラクターに乗せた様子 
他の 2 つの場合ならばループさせるプログラムブロックの中

に直接 IF のブロックを入れることができる。 

図 22 プログラミンで作成したゲームを再生した画面 

下のロケットは矢印キーで左右に動く。弾は再生されたらすぐ

に消えてロケットと同様に動きスペースキーが押されたら現れ

て上へ飛んでいく。上の UFO は弾が当たったらひっくり返る

が、右へ上下に揺れながら移動するだけである。 
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概要：近年、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 をしたり

している。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、

看板倒れとなっている地域も少なくない。 
そのような背景には、そもそも自治体組織における原課と広報広聴課間におけるコミュニケーションロスや一定

期間単位の人事ローテーションなどがあるため、地域としての潜在的な能力や魅力があるにも関わらず、それ

が地域内外の人々に適切に届いていない点が挙げられる。そこで本稿では、大学近隣の自治体を事例として、

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い、適切な情報発信モデルを提案する。 

 

キーワード：地域、ブランディング、コミュニケーション 

 
1. はじめに 

近年、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 をし

たりしている。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、看板倒れとなっている地域も少なくない。 

そのような背景には、そもそも自治体組織における

原課と広報広聴課間におけるコミュニケーションロス

や一定期間単位の人事ローテーションなどがあるた

め、地域としての潜在的な能力や魅力があるにも関

わらず、それが地域内外の人々に適切に届いてい

ない点が挙げられる。そこで本稿では、大学近隣の

自治体を事例として、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

ての考察を行い、適切な情報発信モデルを提案す

る。 

2. 情報品質とは 

本研究では市区町村 3 市の公式ウェブサイトを訪

問し、「アクセス性に関する情報品質」と「表現・コン

テキストに関する情報品質」（Wang et al.（関口監訳）

[5]）と定義される情報品質（InformationQuality）の視

点から検討する（図１を参照）。それに際して、まずこ

の 2 つの情報品質について整理する。 

 

 
図１ 情報品質の概念フレームワーク 

 
アクセス性に関する情報品質とは、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
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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。一方、表現・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。 

 

3. 3 市のメッセージ 

柏市は「創業の街・柏」をキャッチフレーズとして

街づくりを推進している。その背景には柏市は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。 

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。 

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）である。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された。両親が共に働き、

一緒に子どもを育てていくための支援が松戸市には

揃っている。 

上記で述べたように 3 市とも施策は一見上手くい

っているようにみえる。しかしキャッチフレーズを浸

透させるという点において、情報品質の観点から考

察を試みる。 

4. 考察 

4.1 アクセスに関する情報品質 

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 3 クリック 

松戸 3 クリック 

柏 1 クリック 

4.2 表現・コンテキストに関する情報品質 

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、情報品質と

する。 

柏 かしわ企業家物語 1 

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 

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 

5. 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。反面、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。 
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概要：近年、多くの衣料品店がオンラインショッピングのサービスを開始しているが、その一方で注目されるの

がファッションに関する SNS (以下 FSNS と略す)の出現である。自分の衣服の着こなしを投稿できるものや、

投稿された写真に値段が表示され、そこからオンラインで買い物が可能なものもある。FSNS はそれぞれ異な

る機能や特長を持っており、問題点や弱点も散見される(LINE の公式アカウントがあるが、一方的に情報を流

すだけで利用者間の交流がない、など)。本発表では、これまでの FSNS の利用状況をまとめるとともに、

FSNS をどう販売促進に繋げるかを検討し、問題点や改善点をふまえて Facebook のページを試作する。

Facebook だけでは実現のむずかしいユーザー情報の管理、写真の編集と投稿の各機能については共同研

究者のゼミ生と協力して投稿システムを構築し、FSNS サービスとして運用し評価を行う。 

キーワード：SNS, ファッション, Facebook, FSNS (ファッション系 SNS) 

 
1. はじめに 

近年、多くの衣料品店がオンラインショッピングの

サービスに対応している。中には SNS(Social 

Network Service の略称)でオンラインショッピングが

可能なものも存在している。例えば「WEAR」は現在、

ファッションを取り扱う SNS で最も人気がある。また、

「ファストファッション」と呼ばれる、安くて流行りに便

乗した衣服の登場によってオンラインで購入すること

のハードルが下がっているようだ(伊藤 2016)。さら

に、オンラインショッピング限定の商品を展開するこ

とによって、さらにオンラインでの買い物の需要を伸

ばす動きを伺える店舗もある。 

これらファッションを扱う SNS (以下 FSNS と略す)

やオンラインショッピングのように、店舗に直接足を

運ばなくても商品を目にする機会が増えていること

は間違いない。ユーザーの中にはオンラインショッ

ピングを利用せず、どのような商品があるのかをリサ

ーチするためにカタログ感覚で利用している人もい

るのではないだろうか。SNS の特長を上手に利用し、

販売促進や売り上げに繋げる方法はないだろうか。 

実際、衣料品を取り扱う店舗は、現在様々な方法

を用いてセールやイベントの告知をしている。インタ

ーネットが普及する以前から使われているチラシ以

外にも、メールアドレスを登録して配信されるメール

マガジンや自社のアプリケーションを配信している

店舗がある。 

私は現在、某アパレルショップでアルバイトをして

いるが、そこでもポイントカードを介してメールマガ

ジンの配信やアプリケーションを配信している。しか

し、私の店舗で発行しているポイントカードはウェブ

やアプリでメールアドレス等の個人情報を登録しな

ければポイントを使用できないようになっているため、

未登録の顧客には会計の際に店員が登録を薦める

必要があり、ユーザーの増加を阻む要因となってい

る。 

そこで私は、店舗単位で顧客同士が交流できる

FSNS を作ることは出来ないだろうかと考えた。近年、

ファッションを取り扱う SNS は利用者数が増加してい

るが、オシャレを好むユーザー全般ではなく、より狭

い一店舗の顧客に焦点を当ててFSNSを運営するこ

とにより、着実な販売促進に繋げることが出来るので

はと考えたことが、この研究を始めたきっかけである。 
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1.1 多くの SNS に共通する機能、用語 

すでに SNS を利用し知っている人も多いかと思わ

れるが、後の節でこれらの用語を使って説明するこ

とをふまえ、この節では多くの SNS に共通する機能

や用語を紹介する。 

1.1.1 フォロー 

閲覧するユーザーを選択すること。このフォローを

行うことによって、そのユーザーのページを見なくて

も自分のタイムラインにそのユーザーの投稿が表示

される。フォローしたユーザーの投稿はリアルタイム

でタイムラインに更新される。基本的にどのユーザ

ーでもフォローすることができ、閲覧する情報を無制

限に増やすことが出来る。ニュースとは異なり、興味

のあるアカウントのみの情報を得ることが出来る。フ

ォローを解除することは「リムーブ」という。 

1.1.2 フォロワー 

自分をフォローしているユーザーのこと。自分の

投稿がフォロワーのタイムラインに表示される。非公

開設定などしていない場合は誰でもフォローが可能

であり、見ず知らずのユーザーがフォロワーになるこ

とも考えられる。 

1.1.3 拡散 

SNS によっては「シェア」ともいう。ある投稿を自分

のアカウントを介して再度投稿することを指す。基本

的にどのユーザーの投稿も拡散することが可能で許

可なく拡散することができてしまうため、時に間違っ

た情報が拡散される可能性もあり、利用には十分注

意が必要である。拡散やシェアによって、企業や店

舗の情報を多方面に発信することが出来る。 

1.1.4 タイムライン 

縦一列で表示される投稿の表示画面を指す。

Facebook では「フェード」いう。基本的には最新の投

稿が上方に表示される。時系列順で表示されるため、

発信された順に情報を閲覧することができる。また、

スマートフォンは縦長の画面なので投稿が見やすい

といった長所がある。 

1.1.5 いいね！ 

多くの SNS では、フォローしているユーザーの投

稿に対してフォロワーができるアクションは、コメント

またはこの「いいね！」である。この「いいね！」はど

の投稿にもすることができ、率直に良いと思った投

稿に対して気軽に「いいね！」と賛同の意思を示す

ことが出来る。「いいね！」は「Like」の和訳であり、

「なるほど」「面白い」「気に入った」と思ったらすぐに

使える機能である。投稿には「いいね！」をされた数

が表示され、コメントを入力するより手軽で気軽に使

用できるためどれほどのユーザーがその投稿を見

ているかが一目でわかる。 

なお、Twitter は「いいね！」の機能で、「いいね！」

をした投稿を自身のアカウントで保存することが出来

る。 

1.1.6 ハッシュタグ 

ハッシュタグとは「#～」とシャープから始めるキー

ワードの様なものであり、シャープを付けた単語は

投稿するとリンクのようになる。ハッシュタグをクリック

すると、同じハッシュタグの投稿が表示される。ファッ

ションを取り扱う SNS では「#デニム」や「#カジュアル

コーデ」など、着用しているアイテムや投稿したコー

ディネートのタイトルなどがハッシュタグで記入され

ている。アイテムや組み合わせたい服を探す際、ハ

ッシュタグを用いて探すことが可能であり検索する際

に非常に便利である。 

 

 
 

上の写真は実際に「WEAR」で使用されているタ

グである。WEAR ではシャープ記号は付かないが、

多くの SNS でこのような感覚でハッシュタグが利用さ
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れる。この例のように着用したアイテムやコーディネ

ート、色合いをタグでまとめることにより、どのようなコ

ーディネートの投稿かが一目でわかり、閲覧者もタ

グを用いることで目当てのファッションを検索しやす

くなるのである。 

1.2 FSNS の現状と紹介 

既に述べたように、数多く存在する SNS の中には

ファッションを中心に取り扱うものや、利用者が積極

的にファッションに関する投稿をしているものがある。

「タイムライン」や「フォロー」など似ている機能は多

いが、投稿の表示形式やユーザーの年齢層は SNS

によって大きく異なってくる。この節では、現在人気

がある「instagram」と「WEAR」、「The STYLES」の 3

つの FSNS を紹介する。 

1.2.1 instagram 

Instagram は写真を撮影、加工、シェアできる写真

に特化した SNS であり、日本国内のアクティブユー

ザーは 810 万人と言われている。他の SNS と同じよ

うにフォローしたユーザーの投稿がタイムラインに表

示され、好きな投稿写真に「いいね！」が出来る。

Twitter や facebook と連携ができ、instagram で投稿

した写真を連携した SNS で一斉にシェアすることも

出来る。他の SNS と大きく異なる点は写真がメインで

あることである。画像がメインであることからコーディ

ネートを投稿するユーザーも多くいることが、ここで

FSNS としてこのサービスを紹介する理由である。 

この「instagram」はアプリ内にカメラ機能が付属し

ており、撮影した写真を即座に投稿することが可能

である。もちろんカメラロール内の過去に撮影した写

真も投稿できる。「instagram」のアプリケーション内に

は複数のフィルターが入っており、投稿する際に

様々な加工を施しすことができ、例えば素人でも簡

単に一眼レフで撮影したようなピンボケさせたような

写真を作成できる。他のSNS同様、ユーザーの投稿

に対してコメントやそれに対する返信、「いいね！」

ができる。写真を投稿する際に「ハッシュタグ」を付

けたり、一緒に写っているユーザーのアカウント名を

写真上に表示する「タグ付け」が可能である。タグを

クリックすると、そのアカウントのプロフィールにジャ

ンプすることが出来るため、友達を探す際に非常に

便利な機能である。 

 

 
 
上の画像が実際の instagramで私が実際に投稿し

た写真である。写真を加工し、写真内に一緒に写っ

ているユーザーのアカウントを「タグ付け」できること

がわかる。 

1.2.2 WEAR 

現在、月間利用者が 600 万人を越えている主にコ

ーディネートを投稿するFSNSである。通信販売サイ

ト「ZOZOTOWN」で有名な株式会社スタートトゥデイ

が運営している。よく着用する衣服のブランドや利用

する店舗を登録でき、コーディネートの写真にもどこ

で購入したかわかるように投稿することが可能である。

「ハッシュタグ」を使用してコーディネートのタイトル

や使用しているアイテムを纏めることができ、他のユ

ーザーが検索する際にも便利になる。 

この WEAR では運営サイドが影響力のあるユー

ザ ー を 「 WEARISTA 」 と し て 認 め 、 彼 ら に

「ZOZOTOWN」で使えるポイントを月10 万円分付与

し て い る 。 決 し て 有名人で な く て も 、 誰も が

WEARISTA になれる可能性を持っており、ユーザ
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ーがオシャレになろうとするというサイクルがこの

FSNS 内で出来ているのである。 

1.2.3 The STYLES 

「The STYLES」は 2016 年 11 月下旬からサービス

の本格運用が始まった新しいサービスである。こち

らのサービスの特徴は、自分の持っている衣服やア

イテムをスマートフォンで撮影し、自分だけのオンラ

イン上の仮想クローゼットに保存する点である。この

点のメリットは買い物をしている最中に自分のクロー

ゼットを見返すことで持っているアイテムと似ている

物を買わずに済み、さらに持っている衣服との組み

合わせを考えながら買い物をと楽しむことが出来る

画期的なサービスである。この仮想クローゼットは無

料の会員登録をすることで利用できる。 

The STYLES には有料でコーディネートを依頼す

る機能もあり、パーティやデートなど服装に悩んだ際

にとても頼りになるサービスもある。コーディネートを

担当するアドバイザーは「スタイリスト」と呼ばれ、ファ

ッション専門学校生が務めている。ユーザーはスタ

イリストの一覧から気に入った人を選び、どのような

場面で、どのような雰囲気になりたいのか記入し、ス

タイリストは依頼者の仮想クローゼットを閲覧して最

も適したコーディネートを提案する。このコーディネ

ートの依頼はチケット制で 1 回 1,000 円、3 回 2,700

円、5 回 4,000 円となっている。直接衣服を販売する

のではなく、アドバイスという形で利益を作る新しい

形式のサービスである。 

 

2. 販売促進に繋げるサービスと先行研究 

オンラインショッピングサービスが普及する中、

SNS の活用によってより衣料品の売り上げを増加さ

せるためにはどのような工夫を行えばよいだろうか。

衣料品を購入する際、買い手には色やサイズなど

様々な条件が発生する。これらはオンラインで購入

する際には同時に不安要素となってしまい、販売促

進の妨げとなる。色やサイズなどをオンライン上でど

れだけリアルに伝えることができるか、またユーザー

が快適に使うことが出来るサービスかが販売促進を

目指す FSNS コンテンツの鍵となるだろう。 

現在、インターネットを用いた集客において SNS

などのソーシャルメディアは大きく注目を浴びている。

アメリカでは「SEO（検索エンジン対策）」、「PPC（キ

ーワード広告）」と並び、このソーシャルメディアがす

でに第 3 のマーケティング手法に位置づけられてい

るのである(熊坂 2010)。 

ソーシャルメディア、つまり今回取り扱っている

SNS の代表格と言えば Twitter や facebook である。

日本では Twitter のみ先行しているイメージがあるが、

海外では Twitter と facebook を 1 セットとして利用し

ており、Twitter のアカウントを所持している企業のほ

とんどが facebook の企業用ページを所持している。

さらに登録者数は Twitter より facebook の方が上回

っているのだという。例えばスポーツブランドのアデ

ィダスの場合では、登録者数で言うと Twitter は 3 万

2000 人に対して facebook は 390 万人である（熊坂

2010:4）。facebook のユーザーは 2010 年時点で約 5

億人に到達している。その上、facebook はユーザー

の滞在時間においてヤフー、グーグルを上回って

おり、長い時間で積極的に活動するのが facebook

ユーザーの特徴と言えるだろう (熊坂  2010)。

facebook を含むソーシャルメディアは新たな集客ツ

ールとして脚光を浴びているのである。 

2.1 先行研究と現状で考えられる問題点 

ここでは、FSNS がもつ問題点を取り上げる。に前

の章で紹介した instagram、WEAR を中心に調査し

これらの問題点を指摘する。 

2.1.1 敷居が高い 

初めて FSNSを利用するユーザーにとって敷居が

高さは、最も大きく感じるハードルであるだろう。オシ

ャレな投稿でイメージされるのは、俳優や芸能人が

多いだろう。特にオシャレに興味を持たない一般人

からして見ると、まさに未開の地である。同じ FSNS

を利用するユーザーの中でも、その中にファッション

を取り入れると積極的に投稿するユーザーと投稿を

見るだけのユーザーと大きく二分されることが考えら

れる。どちらのユーザーでも楽しんでもらえるかつ有

意義なコンテンツを考えなければならない。販売促

進を目標とする FSNS を考える上では、どちらのユ

ーザーも取り込んでいく工夫が必要となるだろう。最

終的な目標は、オシャレに対するハードルを低くしよ

り多くのユーザーにコーディネートを楽しんでもらえ

るサービスを展開することである。 

2.1.2 投稿コメント 

いざ自身の写真を撮影し投稿するとなると、投稿

コメントに何を書けば良いのかわからない方も多い

だろう。また閲覧するユーザーの視点からでは、そ
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の写真で着用しているアイテムや購入した店舗は一

目でわかるようになると自分のファッションの参考に

なり、今後の服選びの参考にできるのではないだろ

うか。この両方の問題点を解消するために、投稿す

る際に自由なコメント欄以外に閲覧者が知りたい情

報を記入するような工夫が必要だと考えられる。 

一方、衣料品をオンラインショッピングで購入する

際、ユーザーが不安だと考えられることはたくさんあ

る。ブランドやメーカーによってサイズ感が異なった

り、オンラインショッピングの写真と届いた実物では

光の加減で色が異なって見えたりと、別の問題点も

指摘される。 

これらの不透明な情報を、実際に着用しているス

タッフや顧客を通じて FSNS を通じ、先に述べた投

稿する際のコメントを利用して発信することが出来る

のではないだろうか。 

2.1.3 オシャレになれるのか 

FSNS はオシャレな人が使っている印象があるが、

私自身の考えでは SNS を使っている人はシャレに

興味を持ち、かっこよくなって欲しいう願望がある。コ

ーディネートの基本は衣服の「選択」、選んだ衣服の

「組み合わせ」、ズボンの裾を捲り上げるロールアッ

プやシャツのボタンを開けるなどの「着こなし」から構

成される。 

特に着こなしの部分はオシャレに興味がなければ

気にしない部分であるが、特別な技術が必要なわけ

でもないため真似することは非常に簡単である。オ

シャレにあまり興味がない人に対し、どのようにコー

ディネートに興味をもたせるか工夫が必要となるだ

ろう。 

2.2 問題点の改善案 

これらの問題点を考慮し、本研究では以下のよう

に FSNS の改善策を提案する。 

 
● 地域(店舗)密着型の SNS とする 

● 投稿フォーマットを提供する 

● 分かりやすく親しめる内容の投稿を 

 
まず、「敷居が高い」点については、これから作成

する FSNS の対象をオシャレに興味がある全ユーザ

ーではなく、ある地域にある 1 つの店舗の利用客に

絞った FSNS を構築し運用することが考えられる。タ

ーゲットをローカルに絞ることにより、ただのファッシ

ョンやコーディネートを扱う FSNS ではなく、セール

やイベント情報、オンラインショッピングをまとめて扱

うことが可能になる。また設定として、管理者はその

店舗のスタッフに任せられると思われるが、現場で

働いているスタッフが管理者となることによってリア

ルタイムで情報を更新することができ、その店舗の

人気商品などの具体的な情報を発信できるメリットが

ある。 

次に、「投稿コメント」に記載する内容については、

投稿フォーマットを作成することで最低限の情報を

記入できるようにすることで改善できるのではないだ

ろうか。身長や着用しているアイテムを記入し、残り

のスペースでハッシュタグなどを自由に記入できる

ように投稿フォーマットを作成する。このフォーマット

で記入する内容として今回は「身長」、「年齢」、「性

別」、「アウター（上着）」、「トップス」、「ボトムス」、「グ

ッズ（鞄など）」の欄を設けた。もちろん季節によって

アウターは必要ないことやアイテムがわからない場

合を踏まえて、フォーマットは空欄があっても投稿で

きるようにする。不明なアイテムがある場合は管理者

のスタッフがコメントなどで補足することも可能であり、

またオンラインショッピングを展開していれば、コメン

トで URL を書き込むことで販売のチャンスが広がる

ことが考えられる。このような対応は管理者がその店

舗のスタッフであるローカルな FSNS だからこそ可能

であり、メリットも大きい。 

また、スタッフが FSNS に投稿する際は、より親し

まれる文章で投稿するべきである。ポイントとしては

発信する本人が楽しんで投稿し、ユーザーに伝わる

ように記入することだ。ユーザーに伝わるように書く

とは、相手が顧客であるため誤解のないよう伝えるこ

とである。例えば長すぎる文章は伝えたいことが混

同し、非常にわかりにくい。１つの文に１つの意味で

複数に分けることで閲覧しているユーザーの負担を

軽減し、明確な意味が通るアナウンスをすることが出

来る。話し言葉の場合だと、ついつい長い文章にな

りがちなので注意が必要となるだろう。 

なお、2.1.3 節に挙げた、「オシャレになれるのか」

という点については非常に難しい問題である。具体

的な解決策が見つからない現状では、どれだけ魅

力的な SNS にするか、興味深い情報を発信できる

かに尽きるだろう。衣料品を扱うアパレル店の中に

は定期的にブログを更新し、衣服の組み合わせや

着こなしについてのアドバイスを行っているものもあ



衣料品の販売促進に繋げる SNS の構築と評価  城之内清悟 

46  2016 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集 

るそうだ。店舗での接客以外の場でオシャレに関す

る魅力的な情報を、FSNS を通じて発信することも手

段の一つである。この問題点については様々なアイ

デアを試験的に実施する必要がありそうだ。 

 

3. 研究方法 

FSNS を用いての販売促進を目指すにあたっては、

一から FSNS システムを作成したいところであるが、

私の知識と作業時間の不足のため、本研究では以

下のような代わりの策を提案する。 

今回の研究では、理想的な FSNS のコンテンツを

facebook の「ページ」機能を用いて擬似的に作成す

る。Facebook だけでは再現が困難、ないし不可能な

機能についてはゼミ生と協力して支援システムを構

築する。協力して作成したページを実際に運用、評

価する。第2節で挙げられた問題点に対する改善案

を視野に入れつつ、出来る限りの機能を実装し、実

際に SNS としてどの程度機能するのか考察する。 

3.1 facebook の基本的な機能の紹介 

基本的には Facebookも既に紹介した SNSに共通

する機能を持っている。ここでは今回擬似的 FSNS

作成の際に使用した機能、「facebook ページ」につ

いて紹介する。 

facebook ページは個人のアカウントとは別物で、

企業やブランドがユーザーとの交流を目的として作

成されるウェブページである。facebook ページを作

成する際は facebook と異なり本名以外の企業、サー

ビス名で登録できる。友達申請やフォローなどは無

く、facebook ページに「いいね！」をした人が「ファン」

と呼ばれ、その facebook ページを利用することが出

来るようになる。今回の研究において、ファンにはこ

の SNS を運用している店舗を利用している(または

利用する意思がある)顧客を想定している。ファンが

facebook ページに投稿した際、管理者はファンの個

人ページに書き込みすることはできないが、投稿に

対してコメントを記入することは出来る。このfacebook

ページに投稿された内容は、グーグルやヤフーなど

の検索エンジンの検索対象にもなる。facebook ペー

ジはホームページやブログと異なる新しい情報の発

信源と成り得る PR に活用可能なツールである。 

3.2 新たに提案する機能 

上記で紹介した facebook ページには、FSNS を運

用するための基本的な機能のほとんどが揃っている。

そこで facebook ページには無く、これから新しい

SNS を作成することを前提に必要だと思われる機能

をゼミ生と共同で提案し、実際に facebook ページ上

で機能するように作成する。協議した結果、以下の

機能を作成する。 

3.2.1 投稿フォーマット 

第 2 節で述べた問題点の「投稿コメント」を改善す

るため、投稿フォーマットのある投稿システムを構築

する。記入する内容は先に述べた通り「身長」、「年

齢」、「性別」、「アウター」、「トップス」、「ボトムス」、

「グッズ」とする。その他にも自由にコメントを記入で

きるスペースを確保し、他の SNS 同様の感覚で投稿

できるようにする。 

3.2.2 画像の編集 

一般人の中には自分のコーディネートを投稿する

際に顔を隠すことや、部屋で撮影した場合には見ら

れたくないものを編集して見えないように加工が必

要なユーザーが少なからずいるであろう。実際に

「WEAR」のユーザーを見ても顔を隠している人を多

く見かけた。私はプライバシーを守るためにも、この

ように画像を加工する機能は FSNS 内に必要である

と考える。一旦撮影した写真を加工してから SNS に

アップロードするよりは、SNS に投稿する直前に画

像の編集をできた方が一連の流れがスムーズに進

むのではないだろうか。このような考察から、画像の

編集機能を提案する。 
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4. 調査結果の概要 

まず、実際に作成した facebook ページを以下に

挙げる。 

 
この facebook ページ名は仮のものであり、実際は

企業や店舗の名前になる。ヘッダーやアイコンに写

真を設定でき、実際に店舗で運営するのであれば

ヘッダーには店頭の写真、アイコンに企業名やブラ

ンド名が入ったものが最適だろう。季節やセールな

どのイベントに応じてこれらの写真を変えて、何かを

催している雰囲気を出すことも販売においては大切

である。facebookページ内には「イベント」をアナウン

スする機能もあり、SNS を作成する際にはそれを参

考にできるかもしれない。 

本来 SNS は閲覧するユーザーを決めてフォロー

し、基本的にはフォローしたユーザーしか見かける

ことはないだろう。しかし facebook ページでは「ファ

ン」、つまり顧客の投稿は全てのファンが見ることが

できる。つまりフォローする必要がないのである。こ

れには賛否両論あると思われるが、その地域の店舗

限定のローカルな SNS だということを考えた時に、

ユーザーを選んで閲覧する必要はないのではない

だろうか。従来の SNS に比べるとユーザーの数は大

きく減少することは間違いない。その中でさらに厳選

してフォローすることは視野を狭めてしまうのではな

いだろうか。もともと利用者の少ない SNS であるなら

ば、新しい形式で展開しユーザーにたくさんのコー

ディネートを見てもらうことが私の狙いであり、オシャ

レに興味を持ってもらう方法の 1 つであると考えてい

る。 

こちらの画像は実際に投稿フォーマットと画像編

集の機能を使用したテスト投稿である。使用している

写真の被写体は私である。 

 

 
 
このように、ユーザーがコーディネートの参考にし

易い様に身長やアイテムを、フォーマットで簡単に

記入できるように構成してある。 

画像の編集については、テスト投稿ではこのよう

に顔全体を隠すことも出来る。仮に写真を撮影する

際に他の人が写ってしまった際も、モザイクを入れる

ことで第三者のプライバシーに対応が可能である。

また、こちらの投稿に対して管理者はコメントが可能

であり、他の閲覧者向けにオンラインショッピングの

URL を載せることなどが簡単にできる。SNS を用い

て販売促進を目指すには最も手軽に出来る手段だ

ろう。 

 

5. 調査結果のまとめと考察 

本研究の当初の目的は、販売促進に繋げる SNS

の構築であった。そこで私は販売促進に繋がるよう

な SNSの設定やコンテンツを考えたが、実際に店舗

で利用することは出来なかったため、その点では構

築した FSNS システムの具体的な評価をおこなうこと

は出来なかった。 



衣料品の販売促進に繋げる SNS の構築と評価  城之内清悟 

48  2016 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集 

今回構築した地域の一店舗に限定した擬似的

FSNS は新しい試みであり、新たに SNS を作成しな

くても facebookページを用いて同じようなサービスを

展開することが可能である。実際に企業に協力を得

ることが出来れば、売り上げにどれほどの影響が出

るのか含という点を含め、興味深い結果が得られそ

うだ。 

ユーザーを顧客と設定し、自社製品を着用した写

真を投稿することが前提で研究を進めていたが、実

際にユーザーが望んだ通りに投稿するかはわから

ないところであるため、投稿を促す工夫が必要にな

るだろう。例えば店舗の SNS を紹介し、その店舗の

商品を着用した写真をアップロードした人限定で利

用できるクーポンの案内などが挙げられる。ローカ

ルな SNS だからこそ出来るアイデアはこの他にも数

多くあるだろう。 

カタログやチラシ感覚で SNS を利用するユーザ

ーもいるかと思われるが、これらと本研究が構想する

FSNS の大きく異なる点は、顧客の感想が積極的に

反映されるところだろう。従来のチラシやアパレルシ

ョップから配信されるメールマガジンなどは店舗から

の一方的な情報であったが、顧客がFSNSで投稿す

ることによって、顧客が何をどのように着こなしている

か、どのアイテムと組み合わせると良く見えるかなど

の情報も受け取ることができる。普段、他のSNSを閲

覧しているユーザーとは打って変わって、フォロー

やフォロワーなどの枠に捕らわれないからこそ得ら

れる、その店舗独自の情報を幅広いユーザーから

得ることができるのである。 

6. 今後の課題 

今後この研究をさらにすすめるにあたり、様々な

課題を挙げることができる。大きな課題として、今回

は理想の FSNS コンテンツの再現ということで

facebook ページという一種のテンプレートを利用し

たが、本来の目標は実際に FSNS を構築しサービス

を展開することであった。これについては私の知識

と技量が足りなかったこともあり、反省点である。 

このことを踏まえ、今後はまず facebook ページを

利用した店舗の公式ページを実際に作成・運用し、

売り上げにどのような影響が出るか考察してみたい。 
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Java 技術をもちいたウェブシステムの構築と運用 
 

鞠 元佳 

 

麗澤大学 

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 千葉ゼミ 

Kiku Genka 
a13366y@reitaku.jp 

 

概要：Java 技術は 1992 年の誕生以来様々な領域で使われているが、現在 Java がもっとも人気があるのは

企業などエンタープライズ部門のシステム構築においてであろう。Java で作られたシステムはたくさんあるの

が、本発表では Java 言語の知識を生かしオリジナルのシステムを構築・運用してみたい。今回は、ゼミ生を仮

想のカスタマーとして、SNSの運用を支援するウェブ投稿システムの構築をJavaをもちいておこなった。投稿

システムにはユーザー登録、プロフィールの編集・保存、写真の編集、SNS 記事の編集と投稿といったいくつ

かの機能を実装する必要がある。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通じ、システム開発の実際と、そこで得られた

ノウハウをまとめ報告する。 

キーワード：Java, Web システム, SNS 投稿, 写真編集, Facebook 

 

1. 開発のきっかけ 

Java システム開発について一層理解するため、卒

業研究ではオリジナルのシステムを開発し、開発の

プロセスを一度経験しようと以前から考えていた。本

研究では、その希望を実践したものである。 

2. 研究の概要 

2.1. 研究のねらい 

研究にあたっては、千葉ゼミに所属するゼミ生の

ニーズを聴取し、JavaでWebシステムを構築した。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経て開発したシステムを

実際に運用してもらう。そして、その過程で得た知識

やノウハウを記録し、共有する。 

2.2. 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 

3. システムの開発環境 

今回のシステムの開発環境は以下のとおりであ

る。 

IDE 
1
： Eclipse 

Web サーバー：tomcat 7.0 

基本ソフト：CentOS 7.0 

データベース：MySQL 6.0 

プログラミング言語：Java および JavaScript 

 

   
1
 統合開発環境 (Integrated Development Environment

の略) は、ソフトウェアの開発環境をすすめるために特化した

機能をもつソフトウェアである。 
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4. 開発手順 

本節では、開発の各プロセスについて報告する。 

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。 

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
１である

2
。1GB のプランを選んだ。 

 
サーバーにOS (CentOS 7)を導入後，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。 

4.3. システムの基本計画（要求定義）の策定 

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。その結果、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： 

 
開発したサイトにログインし、自分のファション情

   
2
 VPS とは「仮想専用サーバー」のことで virtual private 

server の略である。VPS は CPU、二次記憶装置、メモリーな

どを備える1台のコンピュータのOS上に仮想的に構築される

もので、1 台のコンピュータを複数のユーザーで共有できるよ

うにするサーバーシステムである。 

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。 

4.4. システムの詳細設計 

今度のシステムでは以下のような機能が求められ

た。 

 
● 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 

 

これらの機能を実装するため、システム設計をお

こなった。写真の編集機能には Aviary SDK を，また

Facebook ページへの投稿は Facebook SDK を用い

ることにした。 

4.5. システムのプログラミング 

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。これをみ

ると、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。 

 
2016/10/1 基本設計。 

2016/10/7 model 層,Dao 層,service 層,action 層 実現

のコーディング。 

2016/10/14 写真の編集機能及び BUG の修復が終

了。 

2016/10/18 Facebookへ投稿機能のチェック及びテス

トが終了。 

2016/10/19 ファションの情報閲覧機能、更新、編集

機能の実現。 

2016/10/20 Facebook へ投稿機能の実現。 

2016/10/24 Facebook ページへの投稿に変更を加え

る。 

2016/10/24 homepage のデザインを強化した。 

2016/11/2 デザイン更新及び BUG の修正。 

2016/11/3 BUG の修正、ログアウト機能、デザインの

強化、写真閲覧機能の実現。 

2016/11/18 細かい BUG の修正。 

2016/11/20 写真をアップロードする際、写真のサイ

ズが 800 ピクセル超えた場合の処理。 
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2016/11/21 システムに重大な更新を加える。Version 

2.0 に変更。 

2016/11/24 コメント欄に段落分け機能を追加。 

2016/11/28 定型コメント機能を更新。 

2016/12/02 ユーザリストから写真編集機能を追加。 

2016/12/06 comment 詳細閲覧機能の追加及び画面

デザインの修整。 

2016/12/08 BUG の修整、エラーになったときの処

理。 

2016/12/10 Pagination 機能追加及び bug の処理 

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

るので、システムがエラーになる場合はエラーの画

面に切り替えられる仕組みを作ってある。 
http://www.spiclass.com/logined/error.jsp 
 

 

5. システムの運用 

この節では、構築したシステムの実際の使い方を

説明する。 

 

①  ブラウザーで http://www.spiclass.com/ を開く。 

 
② ユーザー未登録の人は登録ボタンをクリックし、

ユーザー名(会員 ID)とパスワードを入力してユ

ーザー登録する。(現在実装されているユーザ

登録は簡易的なものである。) 

 
③ 登録が完了すると自動的にログインされる。(ユ

ーザー登録した人は２回目以降は会員 ID 名と

パスワードを入力してログインする。) 

 
④ 「ファション情報投稿」ボタンを押し、写真をアッ

プロードする。 

 
⑤ 「情報入力」ボタンをクリックする。写真に関する

情報を入力できるようになる。 
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⑥ 「情報入力」フォームに情報を入力する。 

 
⑦ 入力し終わったら、「提出」ボタンを押すと投稿リ

ストに情報が保存される。 

 
⑧ 「写真編集」ボタンを押すと、写真を編集するメ

ニューが出る。 

 
⑨ 「公式ページに投稿」ボタンを押すと、Facebook

に情報が投稿される。 

 

6. システムの評価 

6.1. 開発者による自己評価 

本研究で開発したシステムにおいて、最も優れて

いると考えている特長は、Facebook 内に投稿する際

のステップを省くことができることである。例えばパソ

コンを用いる場合、元々Facebook内に写真つきの情

報を投稿する場合は、以下の 3 つのステップを踏む

必要がある。 

① 写真の編集ソフトをダウンロード、インストール 

② ソフトで写真編集、保存 

③ Facebook サイトを開き投稿内容を書き、写真を

アップロードして投稿 

これに対し、本システムを使う場合、投稿データは

システム内に保存されていき、また写真を含め編集

が自由にできるので、システムに写真をアップロード

し、投稿内容を書き、必要に応じてシステム内で写

真を編集した後は「Facebook に投稿する」のボタン

をクリックするだけで投稿が完了するのである。 

一方、今回開発したシステムは、Facebook の「ファ

ッションコミュニティ」という特定の SNS をターゲットと

した投稿システムであるため、投稿先が「ファッション

コミュニティ」に限られている。そのため、現在システ

ムを自由に使って Facebook の他のページや自分の

タイムラインに投稿することはできず、誰でも使うこと

ができるわけではないところが残念である。 

6.2. システム提案者の評価 

システム提案者のゼミ生は完成したシステムを以

下のように評価してくれた。 

● 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。 

7. まとめと今後の課題 

本研究を通じて、筆者はサーバーの構築から、ニ

ーズ分析(ゼミ生との打ち合わせ)、設計、プログラミ

ング、テスト、運用など、Java 技術を用いたシステム
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開発の一連のプロセスを経験することができた。最

終的にシステムを完成させることができたことで、シ

ステムを作るに関する流れの理解が明確になり、ま

た達成感もあった。 

開発途中では、うまくいかない時があった。例え

ばシステムを作る途中、システム提案者のゼミ生の

ニーズの変更により、2回ほどシステムの機能を修正

した。ニーズ分析の段階で、もっと相手の提案内容

を精査し、要求仕様を明確にするべきだったと反省

している。また、開発にあたって新たな技術に触れ、

またバグやシステム開発上の疑問点に遭遇したが、

諦めず、繰り返し試し続けることで解決することがで

きた。このことは、筆者にとって非常に貴重な経験で

あった。 

今度の研究で得たノウハウ（ドメイの購入、サーバ

ーの構築、Aviary SDK, Facebook SDK の活用など）

が後輩、あるいは他の開発者の役にたてば幸いに

思う。なお、システムの構築方法は論文末に付録１

～３として収録している。 

今後の課題として、以下の機能を追加することが

望ましいと考えている。 

 
[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 

 

このような機能があれば、この投稿システムはさら

に便利になり、またさまざまな場面に使える理想的

なシステムになるのではないだろうか。 
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附録１ Java 運用環境と Tomcat Web サーバーの構築 

 
以下では CentOS 7 に Java と Tomcat をインストールする方法を解説する。 

 

Java インストール手順 

1. Java パッケージを検索する。以下のコマンドを入力する。 
# yum search openjdk 
2. Java 7 開発環境のインストール 
# yum install java-1.6.0-openjdk-devel 
3. インストール完了したのかを確認する。 
# java -version 
 

Tomcat インストール手順 

1. 事前準備 
 今回はファイルのダウンロードに wget コマンドを使用するのであらかじめインストールしておく。 
# yum install wget 
2. インストール 
tomcat ダウンロード 
# wget http://ftp.jaist.ac.jp/pub/apache/tomcat/tomcat-7/v7.0.69/bin/apache-tomcat-7.0.69.tar.gz 
 
http://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-7/v7.0.70/bin/apache-tomcat-7.0.70.tar.gz" 
# tar -xzvf ~/apache-tomcat-7.0.69.tar.gz 
# mkdir /opt/apache-tomcat  
# mv apache-tomcat-7.0.69  /opt/apache-tomcat 
 
3. Tomcat を起動する ./startup.sh 
＃/opt/apache-tomcat/apache-tomcat-7.0.69/bin/startup.sh 
 
4. Tomcat の停止は、つぎのコマンド。 
＃/opt/apache-tomcat/apache-tomcat-7.0.69/bin/shutdown.sh 
 
Tomcat が起動したら ifconfig コマンドでサーバーの IP を確認し、アクセスする。しかし、テスト環境構築時、

Windows から VMWare の中の CentOS 中の tomcat にアクセスできないトラブルが発生した。解決方法は 
 
# service iptables stop 
 
これで、メイン OS である Windows からのアクセスができるようになった。 
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参考：yum について 

 
yum は CentOS のパッケージを取得してインストール/アップデートをするアプリケーションである。 

 
構文：yum [option] [command] [package]  
使用例： 
パッケージをインストールする 
# yum install samba  
システムにインストールされているパッケージをアップデートする 
# yum update  
パッケージをアンインストールする 
# yum remove samba  
サーバーにあるパッケージを一覧する 
# yum list 
 

付録２ Linux サーバーに MySQL をインストールする方法 

 

本研究で構築したシステムは、ユーザー情報および SNS 用投稿データの保存にデータベースサーバ 
MySQL 6.0 を用いている。(データベーステーブルの設計については本発表原稿では省略している。) 

CentOS はバージョン 7 からもう一つのデータベース (MariaDB) がインストールされているため、MySQL の

インストールと衝突する。そのため、削除しなければならなかった。以下のコマンドで mariadb を削除してから、
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mysql をインストールする。 
 

# rpm -qa|grep mariadb            MARIADB を検索 

# rpm –e –nodeps  mariadb  強制削除 mariadb 
 

以下のコマンドで MySQL をインストールできる。 
$ wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm 
$ sudo rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm 
 
$ sudo yum install mysql-server 
 

リモートアクセスを許可する方法： 
 
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'myuser'@'%' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION; 
FLUSH PRIVILEGES; 

付録３ Aviary SDK について 

 

Aviary は写真編集エディタの一つであり、オンラインで写真編集ができる機能をもつ。 

ホームページは https://www.aviary.com/ である。 

もし自分のサイト内に、Aviary をいれたい場合は、Web SDK を使用してプラグインとして Aviary を使うことが

できる。参考：https://creativesdk.adobe.com/docs.html 

Aviary Image Editor UI の具体的な説明は aviary の公式サイト 
3
 に書かれているが，簡単に使用原理を説

明すると、 

① Aviary は一つの写真の URL をエディタに入れ込んで、その写真を表示する。 

② 編集した写真を新たな URL を与え、ユーザーに返す。 

③ ユーザー側はその新名な写真の URL を通じて写真をダウンロード、保存。 
 

Aviary を用いた Web ページの作成方法 
 

1. まず HTML 文書内の<body>タグ内に Aviary のエディタースクリプトを読み込ませるための<script>タ

グを入れる。 
<body> 
<script type="text/javascript" 
src="http://feather.aviary.com/imaging/v3/editor.js"> 

</script> 
<script type="text/javascript" src="js/upload.js"></script> 
</body> 
 

2. プロセスを処理する JapaScript を準備する。具体的には、新しい JavaScriptファイルupload.jsを作り、

以下の内容を入れる(HTML文書の中でこの js ファイルを読み込むタグは 1.で記述済みである)。 
var featherEditor = new Aviary.Feather({ 

 apiKey : 'juyuanjia1987@yahoo.co.jp',//adobeアカウント 
 theme : 'light', // Check out our new 'light' and 'dark' themes! 

   
3
 https://creativesdk.adobe.com/docs/web/#/articles/imageeditorui/index.html 
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 tools : 'all',//全ツールを使用 

 language : "ja",//表示言語指定できる 

 jpgQuality : 100,//写真の品質 

 displayImageSize : true,//写真サイズの表示 
 onSave : function(imageID, newURL) { 
  var pid = $("#pid").val(); 
  var img = document.getElementById(imageID); 
  img.src = newURL; 
  $.ajax({ 
   url : "saveUpload", 
   type : "POST", 
   data : "newURL=" + newURL + "&pid=" + pid, 
   success : function(url) { 
    var img = document.getElementById(imageID); 
    img.src = url; 

    alert("保存しました！"); 
    featherEditor.close(); 
   }, 
   error : function() { 

    alert('問題が発生しました！'); 
   } 
  }); 
 }, 
 onError : function(errorObj) { 
  alert(errorObj.message); 
 } 
}); 

// Aviary写真編集エディタを起動させ 写真の ID及び URLを保存 
function launchEditor(id, src) { 
 featherEditor.launch({ 
 image: id, 
 url: src 
 }); 
 return false; 
} 

//写真編集ボタンを押すと、写真の URL を Aviary 写真編集エディタに送る。 
$(function($) { 
 $("#imClick").click(function() { 

  var s = $("#image1")[0].src;//写真のurlを読み込み 
  launchEditor("image1", s); 
 }); 
}); 

3.  HTML 文書内の内容 

<input type='button' value='写真編集' id="imClick"  class="button blue"> 

//写真編集のボタン 
<img id='image1' src='${ctx}/${pPath}'  />//SRCは写真の urlを表す   
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付録４ Facebook SDK の使用方法 

 

自分のサイトが Facebook と連動する場合は、Facebook SDK の使用が必要になる。 

以下の<script>タグを使うことで SDK を導入できる。 

 

<script> 
 window.fbAsyncInit = function() { 
 FB.init({ 

 appId      : 'your-app-id',//自分のアプリ ID 
 xfbml      : true, 
 version    : 'v2.5' 
 }); 
 }; 
 (function(d, s, id){ 
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 
 if (d.getElementById(id)) {return;} 
 js = d.createElement(s); js.id = id; 
 js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; 
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 
 }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 
</script> 

 

Facebook SDK が導入できると API を使用することが可能になる。公式サイトの API 解説 
(https://developers.facebook.com/docs/graph-api) に Facebook の API の使用方法について説明があり、それに

従って機能の追加ができる。 

今回のシステムで用いた写真及びコメントの投稿 API の解説は以下にある。 
https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/page/photos/ 
FB.api( 

 "/{page-id}/photos",//ファションコミュニティの page-idは 1774253809500840 
 "POST", 
 { 

 "url": "写真のurl", 

 "message":"投稿内容" 

 "access_token":"ページアクセストーケン" 
 }, 
 function (response) { 
 if (response && !response.error) { 

 //そのほかの処理 
 }else{ 

//errorの場合の処理 
 
} 

 } 
); 

公式ページに投稿する場合はページアクセストークンが必要である。取得の方法は参考文献[9][10]を参照

されたい。この API を使えば、Facebook ページに投稿することができる。 
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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
1 

 
麗澤大学 

経済学部 経営学科 八木ゼミ 

Katsuma Tsubasa 
a13559t@reitaku.jp 

 

概要：本研究は、廣池学園内にある樹木の位置を Google マップ上に表示させ、リンクを開くと樹木の紹

介ページを閲覧することができるウェブアプリを開発するものである。現在、園内の樹木にはQRコードが

貼付されており、QR コードから樹木の情報を入手することができるが、それは外部のウェブサイトへのリ

ンクによるものである。そこで本研究では、新たにサーバを用いてウェブサイトを作成することで、「麗澤の

森」を通じて創立者の意志に触れることができる独自のウェブアプリを開発する。 

キーワード：ウェブアプリ開発,Google マップ,Google Maps JavaScript API,HTML,麗澤の森 

 

1. はじめに 

麗澤大学のキャンパスは、千葉県柏市に所在

し、在学生 2,448 名、面積約 45 万平方メートル

（東京ドーム約 10 個分）である（図 1 参照）。学校

法人廣池学園が運営する麗澤中学・高等学校、

   
1
 麗澤大学経済学部大塚ゼミ 20 期聴講生。 

麗澤幼稚園、関連団体である公益財団法人モラ

ロジー研究所とキャンパスを共有する。キャンパス

内には、約 300 種、約 1 万 5 千本の樹木が生息

しており、「麗澤の森」を形成している。 

「麗澤の森」は麗澤大学の環境を作っており、

近隣から多数の見物客が来訪している。この他、

教育の機会にも活用されている。 

 

1.1 創立者・廣池千九郎 

麗澤大学（以下、本学という）の創立者・廣池千

九郎（法学博士、1866~1938）（図 2 参照）は、当

初、自らが執筆した『道徳科学の論文』（1928）に

基づく社会教育に取り組んできた。その後、学校

教育における道徳教育の必要性を痛感し、昭和

10（1935）年、現在のキャンパスの位置に「道徳

科学専攻塾」（本学の前身）を創立した。創立者は、

自然との共存が、人格形成をする上で最も重要で

あると考え、自然を守る取り組みに心血を注いだ。

講堂や寄宿舎の建設地に樹木が生息している場

図 1 キャンパスのゾーニングマップ 
面積約 45 万平方メートル、約 300 種、約 1 万 5 千本の

樹木が生息している。 
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合は、建物の形を変えても伐採しない工夫などを

行った。創立者のこうした思想は「仁草木に及ぶ」

と唱えられ、開学から 82 年を経た現在に至るまで

脈々と継承されている（「写真でみる麗澤大学の

50 年」,麗澤大学,2009.など）。 

 

 

1.2 「麗澤の森」 

 井田孝本学名誉教授
2
によると、キャンパス内に

は約 1 万 5 千本の樹木が生息しているとのことだ。

これらの多くは、自然に生息しているものを保護し

ている。例えば、平成 22（2010）年に竣工した校

舎あすなろの周囲は樹木に囲まれているが、これ

は、元来、雑木林だったため、出来るだけ自然の

樹木を残して校舎を建設するという創立者の思想

が受け継がれたものである
3
（図 3 参照）。 

 桜の開花や紅葉のシーズンなどは、各種メディ

アで紹介され、特に近隣から多数の見物客が来

訪している
4
（図 4 参照）。 

 

1.3 キャンパスの活用事例 

 「麗澤の森」は、教育の機会としても活用されて

いる。例えば、本学経済学部では、平成 25（2013）

年より、新入生対象の「社会科学分析入門」の授

業において、「自分の樹プロジェクト」を実施して

いる
5
（図 5 参照）。 

 

   
2
 大正 15（1926）年兵庫県出身。麗澤大学名誉教授、公益財団法人モラロジー研究所参与。著書に『麗澤の森』等。 

3
 「麗澤大学開学 50 周年記念 新校舎建設と森の再生」 http://www.reitaku-u.ac.jp/president/essay/20080903-216.html 

4
 「柏キャンパスの紅葉が多数のメディアで紹介されました」 http://moralogy.jp/?p=4448 

5
 新口拳人「自分の樹プロジェクトのサイト改良」,2015 年度麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会 発表論文集 p,59. 

 

 

図 2 創立者・廣池千九郎 

廣池千九郎は、慶応 2（1866）

年、大分県中津市出身。大正元

（1912）年、法学博士号取得。

昭和 3（1928）年、『道徳科学の

論文』脱稿。昭和 10（1935）年

に麗澤大学の前身である「道徳

科学専攻塾」を創立した。『中津

歴史』『古事類苑』『東洋法制

史』など、幅広い学問に携わる。 

図 3 新校舎あすなろ落成前の雑木林 
あすなろ建設予定地は、もともと原生林であり、「森との共

生」を目指した設計が行われた。 

図 4 平成 28（2016）年のキャンパス内の紅葉

を紹介したメディア 
ウェブサイト（鉄道会社が運営する「えきねっと」（JR 東日

本）、「おでかけねっと」（JR 西日本）や旅行予約サイト「じ

ゃらん」（リクルート））や紙媒体（一般紙「朝日新聞」、「千

葉日報」やタウン紙「リビングかしわ」）で紹介された。 

図 5 「自分の樹プロジェクト」サイト画面 
新入生がキャンパス内を散策しながら「自分の樹」を見つ

け、専用サイトに画像をアップロードするという取り組み。 
http://www.ie.reitaku-u.ac.jp/jibunnoki/index.php 
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2. 樹木情報の提供 

学生や近隣からの見物客などで不特定多数の

人が樹木に接触する機会があると、樹木について

の情報を整理して公開することが望ましい。 

 一般に樹木の情報を知るためのツールとして、

「樹名板」と書籍がある。 

 

2.1 樹名板 

 キャンパス内の主たる樹木には、樹名板が取り

付けられている。筆者調べによると、樹名板の種

類は以下の 4 つに大別することができる（表 1 参

照）。なお、分類名は筆者が便宜上付与した。 

2.1.1 標準型 

耐候性樹脂二層板で作られた黒地に白抜き文

字のプレート。外注によるもの
6
で、キャンパス内で

最も多く見られ、状態が良いものが多い。学名、

和名、解説、科名が表記されている。外注メーカ

ーが提供する「花ペディア
7
」サイトにアクセスする

ことができるQRコードが表記されているのが特徴

である。 

2.1.2 簡易型 

本学が独自に作成したものとみられる。学名、

和名、科名が表記されている。さらに番号が表記

されているが、これは書籍『麗澤の森』（2.3 参照）

の樹木番号と連動する。ただし、ラミネート加工さ

れているため、風雨に晒されて状態が悪いものも

多い。学園側のキャンパスに多く見られる。 

2.1.3 手書き型 

板版に学名、和名、科名が手書きマーカーで

表記されている。 

2.1.4 立札型 

特定の樹木に使用されている。学名、和名、特

徴（解説）、科名の他に、別名、寄贈者などが表記

される。筆者が確認した限りでは、「ハンカチノキ」

と「ウスズミザクラ」の 2 種。 

 

 
   
6
 株式会社アボック社による「アボックラベル」という商品。 

7
 アボック社制作。基本的な情報の他、原産地、JF コード植物名称表記、植木業界植物名称表記など詳細に知ることができる。 

表 1 樹名板の種類と特徴 

 

2.1.1 標準型 
アボック社制作。キャンパス

内で最多（勝間調べ）。QR
コードから「花ペディア」に

アクセスできる特徴がある。 

 

2.1.2 簡易型 
学園制作。『麗澤の森』の

樹名板号と連動する。風雨

に晒されて劣化するという

弱点もある。 

 

2.1.3 手書き型 
板版に手書きマーカーで

書かれている。状態は良

い。 

 

2.1.4 立札型 

「ハンカチノキ」や「ウスズミ

ザクラ」など特定の樹木に

のみ使用される特殊な樹名

板。 

 

 樹名板によって、その樹木に赴くことにより樹木 

についての様々な情報を読み取ることができる。 

 一方で、状態が悪い樹名板（図 6 参照）にみら

れるように、定期的な保守・管理が必要となりコスト

が掛かる。 

 また、「花ペディア」へのアクセスは、詳細な情報

を知りたい時には便利であるが、300種1万5000
本の樹木を有する本学の特色を生かすために、

独自ウェブサイトの開設は理想である。 

図 6 状態の悪い樹名板 
色褪せてしまったナツツバキの標準型樹名板（左）とコケの

ようなもので覆われたシラカシの簡易型樹名板（右）。樹名

板の維持・管理はこれらを全て目視で確認する必要がある

ため、人的な負担も大きい。 
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2.2 書籍 

 井田孝著『麗澤の森』（2007,麗澤大学出版会）

（図 7 参照）がある。なお、本研究で使用した樹木

情報の多くは本書に依拠している。 

他にも、無償で頒布している「キャンパスガイド」

や「麗澤の森 ゾーニングマップ」（図1 参照）があ

る。 

 書籍と樹名板を合わせて活用することにより、よ

り深い情報を得ることができる。 

 

 

 

3. 「麗澤の森・樹木マップ」の開発 

 以上は本学の樹木情報の提供方法について論

じた。課題はあるものの、データとして充実してい

る。本研究では、こうした従来の「樹名板」と書籍

の良さを残しつつ、IT の時代に相応しい樹木情

報を知るツールを開発する余地があると考えた。 

新たな樹木情報を知るツールを検討する上で、

解決すべき課題は以下の 2 点である。 

(1) 地図上で木の情報が得られること 

(2) 詳細情報も閲覧できるようにすること 

(3) 定期的に更新ができること 

このことから、地図情報と樹木情報を閲覧する

ことができるウェブアプリを開発することとした。 

 

 

   
8
 https://www.google.co.jp/maps 

9
 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/ 

3.1 Google マップ
8 

 地図情報を扱うアプリケーションとして、Google
マップがある。Google マップは、マウスドラッグで

スクロールやズームをユーザが自在に操作して

地図を閲覧することができるアプリである。 

 また、「Google MAPS JavaScript API9
」を用

いれば、独自の地図を作成し、自作したウェブサ

イトに地図を表示させることも可能である。本研究

ではこれを用いる。 

なお、従来（version2 まで）、Google MAPS 
JavaScript API を用いてウェブ上に地図を動作

させるためには、「API Key」の取得が必須であっ

た（Google アカウントが必要）が、version3 に更

新されてからは API Key が不要となった。 

 

3.2 システムの概要 

図 8 に示した通り、各樹木の位置をマーカーで

示した Google マップが表示されたページと、各

樹木の詳細情報を示したページを用意して、

Google マップ上のマーカーと樹木情報のページ

をリンクさせるシステムである。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

本書は、キャンパスを正門、東

門、大学、北部住宅の 4 つのエ

リアに分けて写真と解説付きの

オールカラーで紹介したもの。

60 年に及んでキャンパス内の

植生に接した井田名誉教授の

樹木に関する集大成である。 
キャンパス内の樹木を詳細に紹

介した書籍は本書と『廣池学園

の植生』（井田,麗澤中学・高等

学校刊）がある。 

図 7 井田孝著『麗澤の森』 

Google 

マップ 

樹木ページ 

樹木ページ 

樹木ページ 

樹木ページ 

…
… 

 

＜樹名＞ 

クスノキ 

＜解説＞ 

！＃＄％

＆＝￥ 

×132 
（現時点） 

図 8 システム概要 
本ウェブアプリは、地図ページから樹木ページへリンクす

るというシステムである。 
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4. 開発手順 

以下に、「樹木の情報収集」と、ウェブサイトを

公開するのに必要な「サーバの用意」、「ウェブ上

の作業」の順に、開発手順を示す。 

 

4.1 木の情報収集 

井田孝著『麗澤の森』を参考に、キャンパス内

樹木の現地調査を実施した。 

4.1.1 調査対象 

書籍『麗澤の森』に紹介されている 165 種類の

樹木。 

4.1.2 調査方法 

調査は、平成 28（2016）年 12 月 7 日（水曜日）

と 16 日（金曜日）の 2 日に分けて実施した。はじ

めに、『麗澤の森』に文字情報として著された樹木

の位置と写真を手掛かりに樹木の位置を特定し、

予め印刷したキャンパス内の地図に各樹木の位

置をプロットしていく。次に、プロットした地図をも

とに、Google マップにマーカーを表示させるため

に必要な緯度・経度情報を検索するという方法で

調査した
10

（図 9 参照）。 

 

 

   
10

 「住所情報から緯度／経度を取得」 http://www.geekpage.jp/web/google-maps-api/v3/geocoder-latlng.php 
11

 ブログサーバに電子メールからの投稿機能を加えた、大塚ゼミ専用ブログツール。第 11 期黄炎晟先輩が構築した。 

4.1.3 調査結果 

調査の結果、165種類の樹木のうち、73種類の

樹木を特定することができた。その殆どが、樹名

板が付いている樹木である。（本研究は樹木を専

門的に調査するものではないため、書籍をもとに

調査可能な樹木のみを対象としている。） 

以下に、調査可能だった範囲を示す。 

・正門周辺（廣池千九郎記念館、総合本館） 

・東門周辺（研修寮、麗澤幼稚園） 

・中央広場周辺（生涯学習センター、中央集会所） 

・大学周辺（かえで、図書館、学生会館、墓所） 

・校舎あすなろ周辺 

反対に、道徳科学研究センター、貴賓館、第一

グラウンド、旧東部住宅周辺の樹木には樹名板が

殆ど見られなかったため調査が不可能だった。ま

た、一般に関係者以外の立ち入りが制限されてい

る、麗澤館、麗澤中学・高等学校、廣池学園ゴル

フクラブの樹木の調査は今後の課題である。 

一方で、『麗澤の森』出版時点では紹介されて

いない校舎あすなろ周辺には、樹名板が取り付

けられた 59 種類の樹木を確認することができ、

そのうち本書に既出のものと重複しない樹木が

23 種類あったため、これも調査対象とする。 
 よって、調査対象となる樹木は 132 種類だった。 

 

4.2 サーバの用意 

 ウェブアプリ開発に用いるサーバについては、

当初、以下の 3 通りの方法を検討していた。 

(1) 独自のサーバを作成する 

(2) 過去の先輩が構築したサーバに相乗りする 

(3) バーチャルサーバを利用する 

検討した末、(2)の方法を採用し、大塚ゼミ第 11
期生の黄炎晟先輩が構築した「PLOG11

」のサー

バにバーチャルドメインとして相乗りすることとした。

PLOG サーバのスペックと、導入されているソフト

ウェアは表2 と表3 にそれぞれ示した通りである。 

現地調査に必要な持ち物。予め印刷した拡大地図は、

後から作業しやすいように Google マップを使用。 

図 9 現地調査に必要な持ち物 
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 なお、これにより、本ウェブアプリの URL は

http://plants.penguin55.net/となった。 
 
表 2 PLOG サーバのスペック 

CPU Pentium4 4.0GHz 
Memory 512M 
HDD 40G 
IP 157.17.40.10/24 
Hostname Plog.penguin55.net 

 

表 3 サーバに導入されているソフトウェア 

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 等 
（表2,表3 はいずれも「麗澤大学国際経済学部大塚研究室卒

業論文集第 7 巻」p,3 より） 

 

4.3 ウェブ上の作業 

 Index.html 上に Google マップを設置し、各樹

木情報のページは、書籍『麗澤の森』の樹木番号

と連動するように、「1.htm」「2.htm」…のように

165 のファイルを用意した。なお、本書で紹介さ

れていない校舎あすなろ周辺の 23 種類の樹木

については、a～w の番号を割り当て、「a.htm」

「b.htm」…のように 23 のファイルを用意した。 

 なお、使用する言語は HTML と CSS である。 

4.3.1 HTML の作成とサーバへの転送 

 ファイルは、メモ帳または EmEditor12
で作成し

たものを HTML 形式で保存する。ファイル

（HTML と画像）をローカル側から PLOG サーバ

へ転送する際には FFFTP13
を利用した。 

 なお、Google マップ設置にあたっては、主に大

塚ゼミ第 11 期生の遠藤啓介先輩が開発した

「Pingo14Google マップ」のコードを参考にした。 

 

   
12

 Windows 上で動作するテキストエディタ。本学では「情報リテラシー」の授業で用いられる。 
13

 FTP を使用してファイルの送受信を行うソフトウェア。 
14

 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群。 

index.html と樹木情報のページの例と、

index.html のテキストファイルを図 10、図 11、図

12 にそれぞれ示した。 

 

 

 

 

図 10 index.html の表示例 

図 11 樹木ページの表示例（クスノキ） 
樹木ページは新しいウィンドウで表示されるようにした。 
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4.3.2 スマートフォンでの表示 

本ウェブアプリは、キャンパスを散策中に使用 

されるというシーンを想定してスマートフォンの視

認性に配慮して設計しなければならない。ページ 

と地図のサイズについては、コンピュータ、スマー

トフォンのどちらでも閲覧しやすいように、縦 800
ピクセル、横 600 ピクセルとする。 

 図 13 は、スマートフォン読み取り専用の QR コ

ードである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 index.html に Google マップとマーカーを設置する 
html にタグを埋め込むことで地図のサイズ、ズーム、中心位置を設定することができる。“位置情報と表示データの組み合わ

せ”には、マーカーを設置したい場所の緯度・経度と、情報ウィンドウに表示したい樹名、画像、リンクを設定する。 

<html> 
<head> 
 <title>廣池学園樹木マップ</title> 
</head> 
<font size="5">麗澤の森・樹木マップ</font></p> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis"> 
<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script> 
<div id="map" style="width: 800px; height: 600px;"></div> 
<script type="text/javascript"> 
 function attachMessage(marker, msg) { 
 google.maps.event.addListener(marker, 'click', function(event) { 
 new google.maps.InfoWindow({ 
 content: msg 
 }).open(marker.getMap(), marker); 
 }); } 
// 位置情報と表示データの組み合わせ 
 var data = new Array(); 
  data.push({position: new google.maps.LatLng(35.832169 ,139.954546 ), content: " ク ス ノ キ <br><img 
src='img/IMG_2548.jpg'><br><a href=txt/2.htm ' target='_blank'>紹介</a>"});  
 

＜ 中略 ＞ 

 
var myMap = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 

 zoom: 17, 
 center: new google.maps.LatLng(35.8326825, 139.95407350000005), 
 scrollwheel: false, 
 mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
 }); 
 for (i = 0; i < data.length; i++) { 
 var myMarker = new google.maps.Marker({ 
 position: data[i].position, 
 map: myMap 
 }); 
 attachMessage(myMarker, data[i].content); } 
</script> 
</html> 

data.push({position: new google.maps.LatLng(35.832169 ,139.954546 ), content: "クスノキ 
   緯度     経度    樹木名 

<br><img src='img/002.jpg'><br><a href=txt/2.htm ' target='_blank'>紹介</a>"});  
  画像ファイル名   テキストファイル名 リンク表示名 

※マーカー挿入タグを拡大表示 

図 13 「麗澤の森・樹木マップ」QR コード 

http://plants.penguin55.net/ 
QR コードを読み込むことにより、スマートフォンからも

本ウェブアプリにアクセスすることが可能である。 
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5. 活用事例と今後の課題 

ウェブアプリを広く一般に知られるためには、プ

ロモーションが必要不可欠となる。1 章で示したよ

うに、学生や来訪者が「麗澤の森」に接触する際

に本ウェブアプリを活用することが可能となる。具

体的な例を挙げると、社会科学分析入門で取り組

む「自分の樹プロジェクト」実施時に、本ウェブア

プリを紹介してもらう方法などが考えられる。 

本章では、本ウェブアプリ運用上の課題を列挙

するが、本提案をもって報告としたい。 

 

5.1 ホームページの維持・管理について 

本ウェブアプリを末永く活用するためには、維

持・管理の仕組みが重要となってくる。そこで、想

定される手段として、マニュアルの作成が急務で

ある。それ以外に、本ウェブアプリの価値をさらに

向上させる上で改良の余地がみられる点を考えら

れる範囲で列挙した。 

5.1.1 樹木名から場所を特定することができる

ようにすること 

本ウェブアプリは、現状、場所から樹木を特定

することを得意とするが、その反対に、樹木から場

所を特定することは苦手とする。プルダウンリスト

などを挿入して、樹木名のリストからマーカーへジ

ャンプできる仕組みを取り入れること。 

5.1.2 画像の更新 

季節毎の樹木を写した画像を挿入すること。 

5.1.3 位置情報機能との連動 

スマートフォンへの対応という側面から、

Google マップの位置情報機能を用いて、キャン

パス内を散策中に、ユーザが今、どこに居るのか

分かるようにし、付近の樹木の検索を容易にする

こと。 

 

6. まとめ 

本研究は、廣池学園内にある樹木の位置を

Google マップ上に表示させ、リンクを開くと樹木

の紹介ページを閲覧することができるウェブアプリ

を開発した。評価については、運用の過程で調査

し、改善に役立てていくこととする。 

7. おわりに 

筆者は、「麗澤の森」の価値向上のための取り

組みとして、情報系ゼミナールの立場からアプロ

ーチできることはないか考えた結果、樹木の位置

を示した地図情報と樹木情報を閲覧することがで

きるウェブアプリの開発を試みた。 

筆者は樹木の専門家ではないため、如何にし

て正確な情報を提供すればよいか苦慮した。そこ

で、本研究で扱った樹木情報の大部分を井田孝

名誉教授が著した『麗澤の森』に依拠した。 

多くの課題を残したが、麗澤に関わる一人でも

多くの人が「麗澤の森」への愛着を深める契機と

なれば幸いである。 
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HTML5 を用いた「赤シート」機能つき電子教材の構築 

早坂 千晴 
 

麗澤大学 

外国語学部 外国語学科 中国語専攻 千葉ゼミ 

Chiharu Hayasaka 
a13327c@reitaku.jp 

 

概要：「赤シート」は誰もが一度は目にしたことがある暗記学習用文房具であり、株式会社ゼブラが発売する、

暗記用ペンとともに使用する色つきシートの略称である。本研究では、昨年度の研究発表「EPUB3 を用いた

大学授業教材の構築のために」で実装に至らなかった「赤シート」機能を HTML5, JavaScript, CSS3 を用い

て構築する。キーワードを隠す本来の機能に加え，ヒントを出す機能などいくつかの拡張も試み、電子媒体で

の自己学習に役立つ機能の実装をめざすとともに、暗記したい箇所を学習者が自由に決められる機能の実現

方法など、今後の展開についても考察する。  

キーワード：赤シート, HTML5, CSS, JavaScript, 電子教材, ヒント機能 

 
1. はじめに 

スマートフォンやタブレット端末の普及が加速して

いる現在、紙媒体である本を電子書籍として読む機

会が多くなった。近年では大規模にタブレット端末を

導入し、電子教科書を教材として使用する小・中学

校も存在する。 

発表者は昨年度「EPUB3 を用いた大学授業教材

の構築のために」(早坂・竹俣 2015)を研究し、

XHTML 1.1 を用いて作られた Web ページをベース

とする EPUB 2.0.1 で作成した教材を次世代 HTML

である HTML5 を用いた EPUB3 へ変換する形でサ

ンプルの電子書籍を制作し、将来的に電子書籍で

も広く使用できるようになるであろう様々な機能の実

装状況を調査した。具体的には、サンプルを閲覧す

る上で正しく機能を利用できるアプリケーション・ソフ

トウェアがあるか、端末環境や画面の大きさの違い

はどうか、電子書籍を使用するうえで問題がないか

を検証し、大学で授業教材を電子化し活用する際に

どのような課題があり、どんな機能の実装が望まれる

かを考察した。 

その際，授業教材に備わっていると嬉しい学習機

能として挙げられたのが「赤シート」機能である。昨

年度はしかし、赤シートの機能を電子書籍サンプル

に実装するまで至らなかった。 

1.1 研究のねらい 

本研究では、HTML5, CSS, JavaScriptを用い、「赤

シート」機能をもった電子教材のプロトタイプを Web

ページの形で構築する。現状EPUBはリーダーの機

能の実装にバラツキがあるため、EPUB でのサンプ

ル構築はおこなわなかった。仕様上、HTML5 で作

成した Web ページであれば、EPUB3 への実装は問

題なくできる。 

キーワードを隠す「赤シート」本来の機能に加え、

本研究のサンプルにはヒントの提示機能を追加する

ほか、学習者が暗記したい箇所を自由に決められる

機能の実現方法についても最後に短く考察する。 

2. 「赤シート」について 

2.1 節で述べるように、実際には 2 色で展開されて

いる製品群であるが、筆者が高校生だった当時、

「チェックペン」は緑，「チェックシート」は赤が使われ

るのが普通だったため，この製品は「赤シート」と言う

通称で周囲の生徒たちに親しまれていた。この「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ので、今回の研究で制作する
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電子教材作成のコンセプトに、この通称を使用する

こととする。 

2.1 「赤シート」とは 

ゼブラ株式会社
1
から発売されている暗記用文房

具シリーズのひとつである。 

 チェックペン（図 1） 

 チェックシート（図 1） 

 チェックテープ  

の名称で販売され、それぞれ緑と赤の２色で販売さ

れている。 

ゼブラ株式会社以外に、100 円均一ショップ等で

も同等の機能をもつ「赤シート」文房具が販売されて

いる。 

 

 

 

図１ チェックペンとチェックシート 

（引用：ゼブラ株式会社） 

2.2 「赤シート」の使用方法 

学習者が新出単語などの隠したい部分に緑のチ

ェックペンでマークし、赤のシートを乗せるとマーク

した部分のみ文字が見えなくなる。（赤のチェックペ

ンでマークする際には、緑のシートで隠す。なお、

上述の「チェックテープ」とは修正テープのような形

をしたものであり、機能としてはペンと同様、紙にマ

ークをするためのものである。） 

シートをずらせば簡単に答えを確認できるため、

繰り返し覚えることが容易になる。 

2.3 「赤シート」の原理 

では、なぜ黒の文字に緑のペンで文字を塗り、赤

いシートをかぶせると文字が見えなくなるのだろうか。 

緑のペンで塗った部分が緑の色で見えていると

   
1
URL: http://www.zebra.co.jp/。 

2
参考:Yahoo!知恵袋「なぜ赤色の文字に緑色のシートを被せ

ると見えなくなるのですか？」

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q
1440399319 (最終閲覧日 2017 年 01 月 08 日) 

いうことは、そこが緑の光を反射している。赤と緑は

お互いの補色にあたり、従ってそれぞれの色を最も

通しにくい色なのである。そのため、緑の光だけを

反射している部分に赤いシートをかぶせると緑色の

光が赤色のシートに吸収され通過しなくなり、マーキ

ングした部分が黒く見える。“色の原理”を利用した

方法なのである。
2
 (図 2)

3
 

 

図 1 RYG 色相環図（反対側にあるものが補色） 

2.4 「赤シート」機能を持ったアプリケーション 

スマートフォンやタブレット端末の普及に合わせて

多くのアプリケーションが開発されている。学習用の

アプリケーションは語学学習であったり、単語帳であ

ったりと実に様々だが、その中には「赤シート」機能

を持ったアプリケーションも存在する。 

 
 「AnkiSnap アンキスナップ」 

ぺんてる株式会社
4
から iOS, Android 向けに展開

されているアプリケーションである。これは同社から

発売されているスマートフォン対応暗記用マーカー

「アンキスナップ スマホで暗記」ペンを用いるもの

で、学習者が隠したい部分をペンでマークし、専用

アプリからカメラを起動したうえでマークした部分を

写真に撮ると、スマホで撮影した写真のマーカーを

引いた部分が黒く隠れる機能になっている。黒くマ

ーキングされている部分をタップすると答えを確認

できる（図 3）。問題としては、専用マーカーを購入し

て付属しているシリアルコードを入力してからのアプ

リの使用期限が１年に限定されていることである。

（アプリを 1 年以上継続して使いたい場合には、1 年

ごとに専用マーカーを購入する必要がある。） 

3
 引用：ジーシープロジェクス 

 URL: http://gc-p.net/color-memo/160404/。  

(最終閲覧日 2017 年 01 月 08 日) 
4
 URL: http://www.pentel.co.jp/。 
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図 3 アンキスナップの使用例 

（引用：ぺんてる株式会社） 

 
 「i-暗記シート –写真で作る問題集-」 

DAISUKE KAWAMURA 氏が iOS, Android 向け

に展開している「i-暗記シート –写真で作る問題集-」
5
は、学習者が緑のマーカーでマーキングした部分

を隠す機能に加え、あらかじめ赤字になっている部

分も隠すことが可能である。また、写真を撮った後で

も隠す部分を追加することができる。以下の図では、

画面下半分が赤シート機能となっていて、上にスク

ロールすると答えを確認することができる。(図 4) 

 
図 4 i-暗記シート使用例（引用：i-暗記シート） 

2.5 アプリケーションの評価と課題 

上で紹介した 2 つのアプリは、どちらも学習者が

勉強したいと思ったものにマークをつけて使うアプリ

で、学習者自身がマーキングしたい部分を自由に編

集できる機能を備えている。さらに、ユーザーが紙

媒体にマーカーを引く、というアナログとデジタルを

つなぐ要素を持っていることも特徴である。 

今回の研究は、その目的としてあらかじめ完全デ

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、上記２つのアプリとは目指してい

るものが異なる。従って、本研究が構築するプロトタ

イプの意義が減じることはないと考える。 
   
5
URL: https://itunes.apple.com/jp/app/i-jishito-xie-

zhende-zuoru/id803026043?mt=8 (最終閲覧日:2017 年 

1 月 10 日) 

3. 研究方法 

3.1 「赤シート」機能 

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 

 ヒントを出す機能 

後者については、自分がよく赤シートを使ってい

た頃は、わからない部分を頭一文字だけ見て思い

出すと言うような使い方をしていたので、それと似た

ようなヒント機能の実装を試みた。 

3.2 構築の手順 

本研究は、HTML5 を用いてベースとなる Web ペ

ージを作り、CSS で装飾をし、その後 JavaScript で動

的な機能の実装をおこなう。 

4. 「赤シート」機能の構築 

4.1 HTML5 によるベースの構築 

まず、本文となる文章をWeb作成の一般的な手順

に 則 っ て 行 っ て い く ( 以下で は HTML, CSS, 

JavaScript のコーディングに Microsoft Visual Studio 

Code
6
を用いている)。 

赤シート機能で隠したい部分はキーワードとして

span タグで挟み、範囲をマークアップする。以下の

例では「筋書き通り」と「ジミーサム P」を属性 class=”

key”で記述し、赤シートで隠す部分であることを明

示している。(図 5) 

 

図 5 span タグ 

また、赤シート機能を 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。（図

6） 

 
6
 Microsoft 社が提供するテキストエディターのこと。 
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図 6 ボタンの設置 

4.2 CSS による装飾 

次に、前節で作った HTML に CSS で装飾を施す。

今回はキーワードの色をあらかじめ設定しておき、

赤シート起動ボタンを押した時に背景と同じ色にな

るようにして文字を隠す方法を選んだ。また、キーワ

ードが隠れた部分に下線をいれ、どこが隠れている

のかを見やすいようにする。（図 7） 

 

 
図 7  HTML での表示例（上：赤シート機能 off 状態 

下：赤シート機能 on 状態） 

4.3 JavaScript による機能の動作 

最後にHTMLとCSSで作ったベースに JavaScript

を使い、ページの動的な振る舞いを指定した。 

当初はキーワードを隠す際に非表示にしたときに

スペースを空けておきたいため、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 を構想していたが、この方法

ではキーワードを隠した場合にキーワードの場所を

示すために残しておきたい下線まで消えてしまうこと

が分かり、今回は採用しなかった。 

また、ボタンを押したときに背景の色とボタンの文

字（赤シート ON!/赤シート解除, ヒント/ヒント解除）が

切り替わるように設定した。（図 8）（図 9） 

さらに、それぞれ解除時のボタンを押したときには

指定した効果が解除されるように設定をする。 

 
図 8 背景色とボタン文字の切り替え 

 

 
図 9 HTML での表示例 

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隠したテキス

トの最初の一文字だけ表示する動作を組み込んで

みる。 

この動作を組み込むにあたって、頭一文字の部

分だけを span 要素で挟み、属性 class=”top”を記述

しておく。（図 10） 

 
図 10 頭一文字を設定する 

 
class 属性でくくった要素の内容を取り出すには

JavaScript を用い、以下の手順を取る。 

1. getElementsByClassName メソッドを使って 

まず NodeList を取得する。 

2. 要素が一つの場合、NodeList の先頭に 

該当するノードがある。 

3. ノードから要素の内容を取り出す。 

こうすることで特定のclass属性でくくった要素の内

容を呼び出すことができる。  

最後に、最新の CSS の機能である 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、頭一文字分をヒントとし

て表示できるよう実装した。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（図 11）（図 12） 

 
図 11 NodeList を用いた class 属性の呼び出しと

transition を用いた色の変化 

 
図 12 HTML での表示例 
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5. まとめと今後の課題 

本研究では、HTML5,CSS,JavaScript を用い、昨

年度の研究では実装することのできなかった「赤シ

ート」機能をもつ電子教材のプロトタイプを Web ペー

ジとして構築した。 

今回の研究はプロトタイプの作成にとどまっている

が、今後、実証試験を行い、ユーザビリティを評価し

て機能の改善をはかっていく必要もあるだろう。 

今回作成したサンプルでは、隠したい部分をあら

かじめ span タグで挟むという作業が発生する。2.4節

で紹介したアプリケーションのように、学習者が自由

にキーワードの範囲を設定できるようにするにはどう

すれば良いかは今後の大きな課題である。 

更に、授業教材に備わっていると嬉しい機能とし

て、以下のようなものを挙げることができる。これらの

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

をチェックして後に見返すことができる機能 

 正答率を記録して、正答率の低いものをピッ

クアップして出題する機能 
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付録 プロトタイプとして作成した教材のコード (HTML，CSS，JavaScript の各ファイル) 

--HTML--

<!DOCTYPE html> 1 
<html lang="ja"> 2 
<head> 3 
<meta charset="UTF-8"> 4 
<title>サンプル問題集</title> 5 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="akasample.css" media="all"/> 6 
</head> 7 
 <body>  8 
 <h2>－－サンプル問題－－</h2> 9 
  <div class="question"> 10 
 <h3>【Q1】</h3> 11 
 巡り会いは結局運命ですべては 12 
 <span class="key" ><span class="top">筋</span>書き通り</span>だって<br> 13 
 都合よく考えられたら寂しくはないのかな<br> 14 
 <div class="name"> 15 
 Calc./<span class="key"> 16 
 <span class="top">ジ</span>ミーサムP</span> 17 
 </div> 18 
 </div> 19 
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 <div class="question"> 20 
 <h3>【Q2】</h3> 21 
 <span class="key" ><span class="top">蝉</span>時雨</span> 22 
  が僕の心に冷たく響く太陽を濡らして<br> 23 
 ねぇ、ずっと今が<span class="key" ><span class="top">茜</span>色</span> 24 
   で染まり続ければ夕も幸せだろう<br> 25 
  <div class="name"> 26 
 アサガオの散るころに/じっぷす 27 
 </div> 28 
 </div> 29 
 30 
 <div class="question"> 31 
 <h3>【Q3】</h3> 32 
 自分より下手くそな人探して浸るの 33 
 <span class="key" ><span class="top">優</span>越感</span><br> 34 
  でもその度ちょっと自分を嫌って次元遡って現実逃避<br> 35 
 <div class="name"> 36 
 <span class="key"> 37 

<span class="top">雨</span>き声残響</span>/Orangestar 38 
 </div>  39 
 </div> 40 
 41 
 <input type="button" class="button" id="onoff"  42 

value="赤シートON!" onClick="OnOff(this)" > 43 
 <input type="button" class="button" id="hint"  44 

value="ヒント" onClick="hint(this)"> 45 
  46 
 <script type="text/javascript" src="akasample.js"></script> 47 
   48 
 </body> 49 
</html> 50 
 51 
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--CSS--

@charset"UTF-8"; 1 
 2 
/*問題文*/ 3 
.question{ 4 
 line-height: 1.2em; 5 
 margin-bottom: 30px; 6 
} 7 
 8 
/*キーワード*/ 9 
span.key{ 10 
 color: lightsalmon; 11 
 border-bottom: 1px dotted black; 12 
} 13 
 14 
/*曲名/作曲者*/ 15 
.name{ 16 
 color: darkblue; 17 
 font-weight: bold; 18 
} 19 
 20 
/*ボタン*/ 21 
input.button{ 22 
 display: inline-block; 23 
} 24 
#onoff{ 25 
 width:8em; 26 
 margin-left: 30px; 27 
 background-color: pink; 28 
} 29 
#hint{ 30 
 width: 6em; 31 
 margin-left: 40px; 32 
 background-color: palegreen; 33 
} 34 
 35 
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--JavaScript--

charset="UTF-8"; 1 
//おんおふボタン文字・背景色 2 
function OnOff(lol){ 3 
  if (lol.value == "赤シートON!") { 4 
   lol.value = "赤シート解除";//ボタンの文字切り替え 5 
   document.bgColor ="#ffa07a";//背景色の変更 6 
  }  7 
  else { 8 
   lol.value = "赤シートON!";//文字切り替え 9 
   document.bgColor ="";//背景色戻す 10 
    11 
   var  nodeList=document.getElementsByClassName('top'); 12 
   nodes=Array.prototype.slice.call(nodeList,0); 13 
   nodes.forEach(function(node){ 14 
    node.style.color=""; 15 
    node.style.transition=''; 16 
   });//キーワード頭１字の色を解除 17 
  } 18 
 } 19 
 20 
//ひんとぼたん 21 
function hint(lol){ 22 
  if (lol.value == "ヒント"){ 23 
   lol.value = "ヒント解除";//ボタンの文字切り替え 24 
  25 
   var  nodeList=document.getElementsByClassName('top'); 26 
   nodes=Array.prototype.slice.call(nodeList,0); 27 
   nodes.forEach(function(node){ 28 
    node.style.color="#ffffff"; 29 
    node.style.transition='color 5.0s'; 30 
   });//時間でキーワード頭１字が浮き上がる 31 
  }  32 
  else{ 33 
   lol.value = "ヒント";//文字の切り替え 34 
 35 
   var  nodeList=document.getElementsByClassName('top'); 36 
   nodes=Array.prototype.slice.call(nodeList,0); 37 
   nodes.forEach(function(node){ 38 
    node.style.color=""; 39 
    node.style.transition=''; 40 
   });//頭１字の色を戻す 41 
  }  42 
 } 43 
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原油価格と日本経済 
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経済学部 経営学科 上村ゼミ 

Saito Yuya 
a13580y@reitaku.jp 

 

概要：本研究は原油価格が企業業績に与える影響を調べることを目的とする。原油からはガソリン、石油、軽油、

天然ガス、プラスチック製品など多くの燃料や製品が精製され、特にガソリンは自動車の燃料であり家庭になく

てはならないものである。また、原油やガソリンは企業、特に運輸業、航空業、電力業などにとって欠かせない

ものであるため、原油価格は日本経済に大きな影響を及ぼすと考えられる。 
そこで、本研究では日経業種分類 35 業種の株価指数と原油価格の関係を回帰分析によって調べた。それ

によって、どのような業種が原油価格によって影響を受けるのかを検証した。 結果検証前は原油価格と関係

性がないと判断していた業種も実際は関係していること、原油価格と関連していると判断していた業種も、実際

は原油価格とは関係せずそれ以外の要因があることが分かった。 
 

キーワード：①原油価格②業種別株価指数③オイルショック④回帰分析⑤エコロジー  

 

1. 第１章：はじめに  

原油から精製されるガソリン、軽油、ナフサ、重油

は企業が生産活動を行っていく上で欠かせないも

のである。石油製品の価格が上昇すれば各企業は

コスト増加分だけ利益を圧縮するか、製品やサービ

スの価格を引き上げなくてはならない。 
原油価格が上昇時に、もし価格転嫁し製品価格を上

昇させた場合、その製品を使用する企業は再びコス

ト増となり製品の値上げか利益圧縮を迫られる。価

格転嫁をすると製品を購入する下流企業や最終消

費者は購買意欲が低下し、需要が減少する。あるい

は価格転嫁できなかった場合、企業収益が圧迫さ

れて資金繰りや雇用環境が悪化し失業率が上昇し

てしまうi。 
このように原油価格は物価の上昇、購入意欲の下

落、消費の衰退、企業収益の圧迫、経営破綻・失業

者の増加、生産活動の停止、GDP の低下など、原

油価格は日本経済に大きな影響を及ぼしていると考

えられる。元々日本という国は埋蔵資源が少なくエ

ネルギー物質の調達をほぼ輸入に頼っているため、

もし産油国が戦争を始めたら、たちまち輸入は滞り、

日本経済は衰退してしまいかねないカントリーリスク

を抱えている。 
本研究では日本企業はカントリーリスクを抱える中

で、｢原油高原油安それぞれの場合どのような業種

が業績を伸ばすのか｣を検証した。また｢原油価格が

下落すれば、空運、陸運、化学工業、電力業など原

油を燃料や原材料として扱う業種の業績は上昇す

る。｣と言う仮説を念頭に起き検証した。本稿の構成

は次のようになっている。第 1 章では経済と原油価

格の関係を述べた。第 2 章では 1973 年に起きた第

一次オイルショック時に収益が上昇した業種と下落

した業種を紹介し、逆オイルショックの説明をする。

第 3 章では各業種と原油価格との関係性を検証す

る方法を述べる。第 4 章では第 3 章での結果を踏ま

え企業の原油との関係性を考察する。第5章では結

論として過去と現在の原油価格の価値観の変化を

述べる。 
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2. 第 2 章：過去のオイルショックと現

在の逆オイルショック 

図．1

 

1-1. 第一次オイルショック時の日経平均株価と

原油価格
1 

経済産業省 ｢平成 18 年度エネルギーに関する年 
次報告｣（エネルギー白書 2007）

2
に以下の 

ことが指摘されていた。 
【第一次オイルショック時に業績を上げた業種】 
農業：オイルショック時には燃料用重油だけでなく、

化学肥料・農薬なども高騰し経費が大きく上昇した。 
しかし自然災害等の影響で農作物価格も上昇し、結

果的に農業粗収益が上昇した。 
【第一次オイルショック時に業績を下げた業種】 

漁業  セメント製造業 
 林業  鉄鋼業 
 建設業  窯業 
 製紙業  電気事業 
 化学工業  ガス事業 

 石油精製業  運輸業 
 
石油精製業は値上げをすることで限定的な収益を

上げたが、その後の景気後退による需要低迷などに

よって収益が悪化した i。 

この結果から原油を材料や燃料として使用する業

   
1 BP Statistical Review of World Energy June. 
2015Historical data, Oil-Crude oil prices since 1861 

 

績は大幅に業績が下がり、ほとんどの製造業が低迷

したと考えられる。 
図．2 逆オイルショック 

 
1-2. 2011 年～2016 年の原油価格と日経平均

株価（月次ベース） 

 図2 は 6 年分の原油価格と日経平均株価を表した

ものであり、2014 年5 月から 9 月にかけて原油価格

が約半値になった。1970 年代に起きた原油価格の

高騰とは逆に、今回の原油価格の暴落は逆オイル

ショックと呼ばれている。逆オイルショックの最大の

原因は｢需給の悪化｣が上げられる。 
「逆オイルショック」（真壁昭夫）によれば 

以下について指摘されている。 
・逆オイルショック時の原油の需要面 

「基本的に経済成長率が高い場合は、工業化の

進展や、所得の増加によって耐久消費財の普及、イ

ンフラの開発などを通じて原油等のエネルギー物資

の需要が強まる。反対に景気が悪化するとその逆の

動きが進む。 
逆オイルショック原油需要悪化の要因は中国の景

気衰退があり、中国はリーマンショック以降 4 兆元の

景気刺激政策を出し一時的には効果があったが、

大幅な財政支出のため長期的には持たなかった。

結果、2015 年 GDP 成長率は大幅に落ち込んだ。 
中国の減速はその他先進国の成長率の低下につな

がり、原油需要も低迷した。 

・逆オイルショック時の原油の供給面 

 供給面での最大の要因はアメリカのシェールオイ

2
 

http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2007ht
ml/1-1-1.html 
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ル・シェールガス開発が競争力をつけて来たことと、

OPEC（石油輸出国機構）が減産を見送ったことによ

って原油の供給量が急激に上昇した。シェール事

業は、2014 年にはサウジアラビア等中東の産油国

である OPEC（石油輸出国機構）加盟国を抜き原油

の供給量で世界のトップになった。 
OPEC 加盟国は原油の輸出による収益で経済が

成り立って来たため、原油価格が下落すると経済に

悪影響が出てしまう。しかし OPEC 加盟国は原油の

減産を見送ったことでシェア争いが激化し、状況を

一段と厳しいものにしてしまった。 
その結果中東では OPEC 加盟国の通貨の価値

が下落し、アメリカではエネルギー関連会社の財務

内容も悪化した。」 
 
1-3. 逆オイルショックが株価にもたらした影響 

新聞記事や業種ごとの有価証券報告書を検索 
し逆オイルショックによる原油安によって、 
どの業種の株価が値上がり、または値下がり 
したのか指摘する。 
【原油価格が下落し株価が上昇した業種】 

2015 年 10 月 29 日 日本経済新聞朝刊： 
資源安によって空運株、製紙株が買われたが、一

方で鉄鋼株や非鉄金属株が売られた。 
2016 年１月 28 日 日本経済新聞朝刊： 
原油安によって製紙業と空運株が買われ値上がり

したが石油株や商社株は株安となった。 
2014 年 10 月 16 日 日本経済新聞朝刊： 
原油安によってゴム株や陸運株が買われたが、

鉱業株、石油株は原油安が圧迫要因となり軟調な展

開になった。 
2014 年 12 月 18 日 日本経済新聞朝刊： 
原油安によって電力株や化学株が買われ株価が

上昇した。 
2016 年 12 月１日 日本経済新聞朝刊： 
原油価格の急変は電力・ガス・商社の業績を大き

く左右する。原油価格の上昇は石油元売りや商社な

どの資源関連企業の収益が改善する。原油安は電

力・運輸・化学に恩恵が出る。 

以下の業種の株が買われ株価が上昇したと記載さ

れていた。 

紙、パルプ 電力 

化学工業 ガス 

ゴム業 陸運 

鉄鋼業 空運  

 

【原油価格下落がプラスである企業例】 

京極運輸商事株式会社（運輸業）：2014年有価証

券報告書 
2014年後半の原油価格下落による燃料費の削減

効果により、営業利益は前年度と比較し 9,500 万円

（164．1％）の増益となった。ii 
日本通運（運輸業）：2014 年有価証券報告書 
原油価格大幅下落によって企業の収益環境が改

善した。iii 
JAL（空運業）：2015 年有価証券報告書 
燃料調達コスト、国際線旅客および国際線貨物収

入は原油価格に影響される。前年度と比較し低水準

で推移したが、米ドルの為替レートについては円安

が進んだため目論見が外れてしまった。iv 
【原油価格が下落し株価が下落した業種】 

鉱業：油田等を開発するため 
商社：資源関連ビジネスの価格下落による在庫業

過損を計上した 例）住友商事 
石油製品：ガソリン、軽油、重油等の販売である元

売りを行っているため、商品価値が下がってしまう。 
【原油価格下落がマイナスである業種】 

住友精化株式会社（化学工業）：2016年有価証券

報告書 
2016 年吸水性樹脂セグメントの売上高 530 億 3

百万円（前期比 10％減）、営業利益 40 億 8 千 6 百

万円（前期比 15.1％減）となった。原油相場の下落

による製品価格への下押し圧力と受給緩和を受け、

製品価格が軟化したためである。v 
JAPEX（石油製品）：2016 年有価証券報告書 
2016 年度売上高 2403 億 200 万円（前期比

21.2％減）、売上総利益 472 億 7900 万円（前期比

32.7％減）となった。減収減益の主な要因は、原油

並びに天然ガスの販売価格が下落したことである。vi 
本研究では日本は原油価格上昇下落を通じて、

どのような業種が業績を伸ばすのかを検証する。 
 

3. 第 3 章：検証方法 
本研究では原油価格と企業業績の関係を調べる

ことを目的とする。企業業績の代理変数として業種

別日経平均株価の 35 業種株価指数を用いる。各業

種の株価指数を被説明変数、現時点、6 ヶ月前、12
ヶ月前の原油価格を説明変数とする回帰分析を行う

ことにより、株価指数と原油価格の関係を調べる。原

油価格の変化がすぐに企業業績に反映されるとは

限らないと考え、説明変数に 6 ヶ月前、12 ヶ月前の

原油価格を追加した。 
 具体的には以下のモデルを分析する。 
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 = + + + +  
 ：株価指数 ：定数項 ：誤差項 

         ：現在の原油価格 
 ：6 ヶ月前の原油価格 
 ：12 ヶ月前の原油価格 
 , , :回帰係数 

株価指数のデータは日経 NEEDS Financial 
QUEST の日経業種分類株価 35 業種の月間終値

をダウンロードし、本研究の分析対象期間である

2006 年 1 月～2016 年 9 月分のデータをもとに進

めた。 
原油価格は Investing.com3

に記載されている 
WTI 原油価格の月次終値データを使用し、また 
Investing.com に記載されている原油価格はドル 
ベースなので円ベースに変換するため為替レー 
トを用いた。為替レートは Yahoo!ファイナンス

4 
に掲載されているアメリカドル/日本円のデータ 
を月次終値で月次ベース表した。こちらも本研 
究の分析対象機関である 2006 年 1 月から 2016 
年９月のデータを使用した。 

4. 第 4 章：分析結果  

 結果は表 1 を参照 
【正の関係】 

鉱業  空運 

石油製品  倉庫 

ゴム業  銀行 

鉄鋼業  証券 

造船  保険 

自動車・自動車部品 金融業 

  窯業  不動産 

海運 

 

 
【負の関係】 

医薬品  陸運  

繊維  鉄道・バス  

金属、非金属業  小売業 

輸送機器  

 

 

 

 

   
3
https://jp.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data 

 

 
【関係なし】 

 水産   機械 

 建設業 電力 

 食品  ガス業 

 紙、パルプ 商社 

 化学工業 サービス業 

 精密機器 通信 

  電気機器  

ここからは各業種と原油の関係性について考察し

述べる。 

繊維 

繊維業は原料を煮て製品を作るため炉の燃料、

あるいは工場のエネルギー源として石油製品が使

われていることが考えられる。 
検証結果から様々な面で原油を使用すると判断

した。そこから化石エネルギー以外のエコロジーな

燃料の導入は難しいと考えた。 
 
紙・パルプ 

溶鉱炉の燃料や工場全体のエネルギーとして石

油製品が使われるため、燃料コストダウンにつなが

ると考えていた。確かに 2015 年 10 月 29 日 日本

経済新聞の朝刊に紙・パルプを製造する企業の株

が買われたとあった。 
検証後私は省エネ化によって化石燃料を使わな

い新しい資源を利用した方法が導入されたのだと考

える。 
 
化学工業 

化学製品は石油から精製する物も多く、また工場

の動力源になるためコストダウンにつながると考えて

いた。検証の結果、現在は原油から原材料やエネ

ルギーを取り出す従来の方法より、省エネ化によっ

て原油に頼らない新しいエネルギー物質によって動

力を賄っていると考える。 

 
医薬品 

2016 年 8 月 3 日 日本経済新聞朝刊： 
旭化成坂本修一取締役が「原油価格が低位で推

移しているのは事業全般で追い風になっている」と

発言された記事がある。それを見て確かに原油安は

4
 http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=USDJPY=X 
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何らかのコストダウンにつながると確信した。 
検証後医薬品は薬やシャンプー、化粧品、ヘル

スケアアイテムと多々あるため我々の生活と密接に

関係しており、原油価格と家計が直結している業種

と考える。つまり家計が受ける原油価格の影響を示

す業種であると考えた。 
 
石油製品 

原油価格が下落すると業績も落ちるが、原油価格

が上昇した場合は価格転移すれば収益が上がる。

しかし冒頭でも説明したが価格転移し価格を引き上

げても、価格が上昇して行くにつれ購入者は次第に

購買意欲を無くしていくため、結局製品が売れず収

益が伸びず経営が行き詰まってしまうことになるだろ

う。 
私はこの業種が日本経済の一翼を担っており、日

本経済、原油開発国の経済状況を見て妥当である

原油価格を追求することが重要なのだと考える。 
 
鉄鋼業 
鉄鋼製品を製造するとき溶鉱炉を使用するから燃料

コスト削減になると考えていた。しかし石油や石炭を

燃やすと大気汚染に繋がるため、バイオマスなどの

エコロジーな燃料を使用する企業が増えて原油との

接点が少なくなってきていると考える。 
 
金属・非金属 

この業種は鉄・銅・ガラス・プラスチック等を製造す

るため、それらを精製するには溶鉱炉が必要である。

そのため原油価格が下落すれば重油や軽油などの

溶鉱炉の燃料となる資源が安くなるためコストダウン

になると考える。 
似た業種に鉄鋼業がありそちらは原油価格と業績

は連動すると判明したところから私は、ガラス・プラス

チックの精製には鉄鋼精製以上の原油を使わなくて

はならないと考えた。 
 
輸送機器 

この業種は飛行機、船舶、トラック等を製造してい

るため原油は溶鉱炉や工場のエネルギー源として重

油や経由が使用されると判断し、原油価格が下落す

るとコストダウンに関連すると考えた。 
結果から同種類の製品を製造する鉄鋼業より、原

油との関わりや使用量が格段に多いと判断した。 
 
電力 

火力発電は石油や石炭、天然ガスを燃焼させ発電

するため、燃料コスト削減になると考えていた。 
しかし石油、石炭を燃焼させると大気汚染や地球

温暖化が進むという考えが広まりエコロジーな発電

が求められてきていることが考えられる。つまり原油

以外の新しいエネルギーであるバイオマスや太陽

光発電が使われていると考える。 
 
陸運 

燃料コストダウンのため。 

 
鉄道・バス 

燃料コストがダウンするため。 

 
小売業 

検証の結果は原油価格と業績は負の関係にあると出

た。しかしこの業種は電力代・水道代等の光熱費よりも人

件費のほうが多くかかると思われるため、原油価格が業

績や株価に与える影響は少ないと考える。 

 

5. 第 5 章：まとめ 
｢原油高原油安それぞれの場合どのような業種が業 

績を伸ばすのか｣を検証した。 
回帰分析の結果、原油価格が下落すると株価指数が

上がった業種は「医薬品、金属・非金属、輸送機器、陸

運、鉄道・バス、小売業」となり、原油価格と株価指数が

連動する業種は｢石油製品、ゴム業、鉄鋼業、窯業、造

船、自動車・自動車部品、窯業、海運、空運、倉庫、銀行、

証券、保険、金融業、不動産」となる。 
オイルショック時に業績を落とした窯業・電力業・ガス

業・鉄鋼業・化学工業・製紙業・建設業・運輸業は逆オイ

ルショック時に業績を上昇させると考えたが、実際に上

昇したのは運輸業である陸運だけである。そのことから

日本は第一次オイルショックを経験しているため炉やボ

イラーを使用する業種は石油や石炭等の化石燃料では

なく省エネ化が進みエコロジーな物質によるエネルギー

の調達が広まった。そして大気汚染や地球温暖化問題

を考慮した結果、風力発電、地熱発電、太陽光発電など

の再生可能エネルギーにシフトチェンジする業種が増加

してきたため原油との関わりが薄れてきたのだと考える。 
しかし輸送機器・非金属業・陸運・繊維業は原油価格

が下落すると業績が上がると言う結果が出たため、それ

らの業種は原油に対する依存度が高く、原油以外のエ

ネルギーからは動力を取り出しにくいというのを学んだ。

その点から省エネ化を進めていくのは難しいと考える。

また石油製品は石油製品の小売を行っているため、原
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油に依存度が高い業種の業績を左右していると判断し

たため、 
①石油製品業は日本や世界の経済状況を考慮した価格

の決定 
②依存度が高い業種は価格転嫁への折り合いを付ける。

または、燃費を考慮することやエコロジーな燃料を研究

するというのが重要だと考える。 
近年では原油離れをする業種が増加してきたため、

これからの時代は原油価格の動向だけでは業績を判

断するのは難しくなると考えられる。円安、円高、人件

費、金融政策、原油以外の原材料費なども企業業績

を左右する要因になることが分かった。 
 検証前は空運業や海運業は原油価格が下落すると 
燃料コストが安く済みコストダウンにつながると考 
えていた。しかし、実際はこれらの業種と株価指数 
は同じ方向に動くと言う結果が出たこの理由を調べ 
られなかったため今後の課題としたい。 
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（http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2007html/1-1-1.html） 
ii京極運輸商事株式会社 2014 年有価証券報告書（2017 年１月 2 日） 
（http://www.kabupro.jp/edp/20150626/S10055CM.pdf） 
iii 日本通運 2014 年有価証券報告書 （2017 年１月 2 日） 
（http://www.nittsu.co.jp/ir/pdf/library/securities/yuukashoken-2014.pdf） 
iv JAL 2015 年有価証券報告書（2017 年１月 2 日） 
（http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=yuho_pdf&sid=2367709） 
v住友精化 2016 年有価証券報告書（2017 年１月 2 日） 
（http://www.sumitomoseika.co.jp/upImage/irFinance/1468226021_074325500.pdf）  
viJAPEX 2016 年度有価証券報告書 （2017 年１月 2 日）

（http://www.japex.co.jp/ir/pdfdocs/JAPEX20160627_FY201603_Report.pdf） 
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表 1.回帰分析の結果 
以下のモデルを分析した。 

= + + + +  
：株価指数 ：定数項 ：誤差項 

 ：現在の原油価格 
：6ヶ月前の原油価格 
：12 ヶ月前の原油価格 

, , :回帰係数 
株価指数のデータは日経NEEDS Financial QUEST の日経業種分類 35 業種の株価月間終値をダウ

ンロードし、本研究の分析対象期間である 2006年 1月～2016年９月分のデータをもとに進めた。 
括弧内の数値は p 値であり、p 値<0.05 の場合は*、p 値<0.01の場合は**としている。 

 水産 鉱業 建設 食品 繊維 紙・パルプ 化学工業 

 168.7 
(0.000)** 

25.8 
(0.703) 

769.1 
(0.000)** 

1005.6 
(0.000)** 

404.1 
(0.000)** 

194.6 
(0.000)** 

923.1 
(0.000)** 

 
 

9.40
× 10  
(0.641) 

3.65
× 10  

(0.000)** 

−1.13
× 10  
(0.300) 

−1.72
× 10  
(0.159) 

4.75
× 10  
(0.301) 

1.62
× 10  
(0.365) 

1.99
× 10  
(0.864) 

 3.48
× 10  
(0.873) 

−9.90
× 10  
(0.868) 

−9.69
× 10  
(0.409) 

−8.90
× 10  
(0.496) 

−1.00
× 10  
(0.043)* 

−1.15
× 10  
(0.548) 

−2.05
× 10  
(0.105) 

 2.58
× 10  
(0.250) 

7.95
× 10  
(0.196) 

1.28
× 10  
(0.287) 

1.71
× 10  
(0.203) 

8.59
× 10  
(0.092) 

2.02
× 10  
(0.305) 

1.64
× 10  
(0.205) 

 
 
 

医薬品 石油製品 ゴム業 鉄鋼業 非金属 
金属 

機械 電気機器 

 5641.8 
(0.000)** 

410.4 
(0.000)** 

1223.7 
(0.000)** 

87.2 
(0.009)** 

404.1 
(0.000)** 

818.2 
(0.000)** 

3045.6 
(0.000) 

 
 

−1.36
× 10  
(0.022)* 

2.80
× 10  

(0.000)** 

−9.39
× 10  

(0.730) 

1.33
× 10  

(0.000)** 

1.46
× 10  
(0.004)* 

2.17 ×
10   

(0.123) 

−1.08
× 10  
(0.806) 

 7.29
× 10  
(0.267) 

1.68
× 10  
(0.029)* 

6.03
× 10  
(0.047)* 

2.17
× 10  
(0.468) 

5.15
× 10  
(0.926) 

 

2.47
× 10  
(0.112) 

 
 

 
 
 
 
 

6.53
× 10  
(0.180) 
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造船 自動車・ 
自動車部品 

窯業 輸送機器 精密機器 電力 ガス業 

 122.9 
(0.0906) 

2182.6 
(0.000)** 

591.2 
(0.000)** 

454.0 
(0.000)** 

2997.4 
(0.000)** 

192.3 
(0.000)** 

874.9 
(0.000)** 

 
 

2.32
× 10  

(0.000)** 

7.12
× 10  
(0.020)* 

4.58
× 10  

(0.000)** 

−1.73
× 10  
(0.011)* 

−3.77
× 10  
(0.919) 

4.34 × 10  
(0.347) 

−1.07
× 10  

 (0.181) 
 −6.22

× 10  
(0.331) 

−5.92
× 10  
(0.071) 

−2.15
× 10  
(0.112) 

−1.10
× 10  
(0.134) 

−6.90
× 10  
(0.088) 

3.98 × 10  
(0.424) 

 9.25 ×
10  

(0.283) 
 5.98

× 10  
(0.362) 

3.34
× 10  
(0.318) 

7.03
× 10  
(0.611) 

1.36
× 10  
(0.069) 

2.33
× 10  
(0.571) 

5.44 × 10  
(0.287) 

1.03
× 10  
(0.241) 

 陸運 海運 空運 倉庫 鉄 道 ・

バス 
通信 商社 

 -0.0 
(0.825) 

-105.7 
(0.411) 

35.1 
(0.198) 

872.9 
(0.000)** 

1320.8 
(0.000)** 

1968.5 
(0.000)** 

1454.2 
(0.000)** 

 
 

7.16
× 10  
(0.790) 

5.37 × 10  
(0.000)** 

6.38
× 10  

(0.005)** 

1.00
× 10  
(0.410) 

−3.13
× 10  
(0.038)* 

−2.69
× 10  
(0.529) 

−2.58
× 10  

(0.889) 
 −6.7

× 10  
(0.023)* 

−1.23
× 10  
(0.914) 

5.74
× 10  
(0.811) 

−4.17
× 10  
(0.751) 

−9.71
× 10  
(0.546) 

−9.27
× 10  
(0.840) 

−1.74
× 10  
(0.382) 

 6.96
× 10  
(0.020)* 

2.70 × 10  
(0.816) 

4.89
× 10  
(0.049)* 

 

2.70
× 10  
(0.047)* 

2.83
× 10  
(0.088) 

5.82
× 10  
(0.219) 

2.13
× 10  
(0.298) 

 小売業 銀行 証券 保険 金融業 不動産 サービス業 

 2866.4 
(0.000)** 

610.1 
(0.005)** 

409.7 
(0.422) 

1554.4 
(0.000)** 

1081.4 
(0.037)* 

580.7 
(0.069) 

880.2 
(0.000)** 

 
 

−1.02
× 10  
(0.016)* 

4.61
× 10  
(0.010)* 

1.63 × 10  
(0.000)** 

6.99
× 10  
(0.051) 

1.13
× 10  

(0.008)** 

9.22
× 10  

(0.001)** 

2.08
× 10  
(0.156) 

 
 
 

 

−4.62
× 10  
(0.308) 
5.72
× 10  
(0.219) 

3.04
× 10  
(0.873) 
5.25
× 10  

(0.008)** 

−2.68
× 10  
(0.953) 

1.07 × 10  
(0.022)* 

 

−1.97
× 10  
(0.607) 
6.60
× 10  
(0.095) 

−1.54
× 10  
(0.734) 
4.94
× 10  
(0.289) 

−1.56
× 10  
(0.579) 
2.53
× 10  
(0.380) 

−1.01
× 10  
(0.520) 
1.84
× 10  
(0.254) 
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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― 
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外国語学部 外国語学科（英語・英米文化専攻） 千葉ゼミ 

Koichi Takemata 
a13192k@reitaku.jp 

 

概要：現代日本でのコーヒー人気には驚くべきものがある。コーヒー輸入量は 2013 年度時点でアメリカ、ドイ

ツ、イタリアに次ぎ世界第 4 位で 2013 年度にはコーヒー輸入量が 50 万トンを超えた。缶コーヒーのような、欧

米にはない製品も日本には定着している一方、スターバックスなどカフェの人気も根強く、最近ではコンビニエ

ンスストアでも淹れたてが安くまた手軽に購入できるようになった。このように愛飲されているコーヒーだが、コ

ーヒーはどのように日本で普及してきたのだろうか。本研究では、時系列分析の手法を用い、新聞媒体を対象

に、異体字や旧字体も含めてコーヒーが言及されている新聞記事や広告を収集し分析する。年代ごとの出現

数や記事の種類・内容を比べながら、どのように日本でコーヒーが受容されたかを分析する。また、日本のコー

ヒー事情に関する文献等と本研究のデータを比較してその違いを観察し、時系列分析がもつ方法論的な意義

についても考察したい。 

キーワード：コーヒー, 受容, 日本, 時系列分析, Google N-gram Viewer, ヨミダス歴史館, 異体字・異表記 

 
1. はじめに 

「カフェ」、「コーヒー」という言葉を耳にすると、何

を想像するだろうか？恐らくあのギリシャ神話に登場

する二つの尾を持つ人魚サイレンのロゴマークで知

られるスタバこと、「スターバックス」をイメージされる

方が多いと思う。 

現代日本でのコーヒー人気には驚くべきものがあ

る。コーヒー輸入量は 2013 年度時点でアメリカ、ドイ

ツ、イタリアに次ぎ世界第 4 位で 2013 年度にはコー

ヒー輸入量が 50 万トンを超えた。缶コーヒーのような、

欧米にはない製品も日本には定着している一方、ス

ターバックスなどカフェの人気も根強く、最近ではコ

ンビニエンスストアでも淹れたてが安く手軽に購入

できるようになった。カフェもチェーン店だけでなく

特殊喫茶や今話題のサイドウェーブも広がりを見せ

ている。1 杯 100 円でコーヒーを販売する「セブンカ

フェ」や「マクドナルド」も、現在誰一人驚かないだろ

うが昔のコーヒーは高価な飲み物として扱われてい

た。 

このように愛飲されているコーヒーだが、コーヒー

はどのように日本で普及してきたのだろうか。本研究

では、時系列分析の手法を用い、新聞媒体を対象

に、異体字や旧字体も含めてコーヒーが言及されて

いる新聞記事や広告を収集し分析する。年代ごとの

出現数や記事の種類・内容を比べながら、どのよう

に日本でコーヒーが受容されたかを分析する。また、

日本のコーヒー事情に関する文献等と本研究のデ

ータを比較してその違いを観察し、時系列分析がも

つ方法論的な意義についても考察したい。 

2. 日本のコーヒー受容に関する先行研究 

日本にコーヒーが伝来したのは、1700 年前後とい

われるが、鎖国という時代がゆえにコーヒーを飲ん

だことがある人はごくわずかであった。またコーヒー

の味も当時の人たちには受け入れにくいほどの異

国の味であった。日本初の喫茶店は 1888（明治 21）

年、東京下谷区西黒門町（現在の台東区上野）に開

店した「可否茶館」とされている(図 1)。 
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図. 1 可否茶館の跡地 

本研究ではこの日本初の喫茶店が開店した年か

らコーヒーが広く普及する1930年代を経て輸入が途

絶えた状態となる終戦までを射程として、コーヒーの

日本における受容を新聞記事データベースに基づ

き調査する。 

日本におけるコーヒーに関係した歴史的出来事

は、全日本コーヒー協会がホームページで公開して

いるコーヒー歴史年表 
1
 に詳しい。また戦前戦後に

かけての日本におけるカフェの歴史に関しては高井

(2014)が詳細に論じている。 

3. 時系列分析について 

3.1 Ngram Viewer と時系列分析 

Google は Ngram Viewer という Google が大量に

電子化した書籍のデータベースに出てくる単語やフ

レーズを時系列でグラフ化できるツールを公開して

いる(エイデンほか 2016)。 

図 2 に Google Ngram Viewer で「Irish Coffee」
2
を

検索した画面を示す。 

 

 

図. 2 Ngram Viewer の検索結果の例 

   
1
 http://coffee.ajca.or.jp/webmagazine/library/history 

(2017 年 1 月 14 日最終閲覧) 
2
 複数の表現を同時に検索し比較したい場合はカンマを入

この検索結果から，この 2 単語からなる表現が戦後

になってひろく知られるようになったことがわかる。 

時系列分析の問題の一つが，Google Ngram 

Viewer のようにデータが大量にある場合，経年変化

は単位ごとの頻度を連続して観察しなければならず，

その結果非常にデコボコのあるデータを扱わなけれ

ばならないことである。このときに使用される平準化

のテクニックが「移動平均」
3
である。最も単純な計算

方法を用いる場合，例えば 3 年ごとの平均を出して

それをグラフ化することになる。図 3 のグラフは上記

の Ngram Viewer の結果を 5 年で平準化したもので

ある。経年変化が非常になめらかに表現されている

ことがわかる。 

 

  

図. 3 Ngram Viewer の例(5 年で平準化) 

移動平均は金融分野のような巨大な時系列データ

の分析によく用いられる。本研究でも，移動平均を

用いてデータの視覚化をおこない分析に活用する。 

3.2 明治・大正・昭和期の新聞記事データの調査 

Google Ngram Viewer は画期的であるが、このツ

ールは現状では日本語をキーワードとして用いるこ

とができない。そこで本研究では、時系列分析の手

法を用いつつ、麗澤大学図書館が学内に提供して

いる新聞記事データベースの 1 つである『ヨミダス歴

史館』（読売新聞，図 4）の新聞記事媒体を対象に、

このデータベースにおけるコーヒーに関連したキー

ワード(選定方法については次節を参照されたい)の

年度ごとの記事数の変化を調査することにする。 

その上で、記事数の経年変化がどのように社会に

おけるコーヒーの受容を反映しているかの解釈を試

みながら、新聞記事データの時系列的分析のもつ

れる。例：Irish coffee, Vienna coffee 
3
 英語では rolling mean, moving average と呼ばれる。 
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可能性を考察する。 

 

 

図. 4 『ヨミダス歴史館』の検索画面 

『ヨミダス歴史館』では、1874 年から 2015 年までの

読売新聞の新聞データを検索することが可能である。

前述した日本初の喫茶店が開店した 1888（明治 21）

年はヨミダスの記事データに含まれることになる。そ

こで、本研究では、1874年からコーヒーが広く普及し

コーヒー豆の輸入量が大幅に増加する 1930～1940

年代を含んだ第二次世界大戦終了の 1945 年までを

調査対象とする。(なお，1942 年に日本へのコーヒー

豆の輸入は完全に途絶えている。) 

3.3 コーヒーの異体字・旧字体の調査 

現在では「コーヒー」「珈琲」以外の表記は殆ど見

られないコーヒーの表記であるが、『日本国語大辞

典』(図 5)によれば、記載されているコーヒーの異体

字は以下の通りである。（入力できない文字は例外と

する） 

 

図. 5 『日本国語大辞典』で「コーヒー」を検索 

● 漢字表記
4
： 

骨喜, 滑比, 架非, 加菲, 加非, 珈琲, 哥非乙, 

哥喜, 歌兮, 茄菲 

● 片仮名表記： 

コーヒ, コヒー, コーヒー, コッヒー, コッフィー, 

コウヒイ, カッヒー, カヒー, カーヒー, カフェー 

   
4
日本最初の喫茶店の表記が「可否」であったことは前述のと

おりであるが、この表記は喫茶店という場所を表す以外には

用いられておらず、『日本国語大辞典』でもコーヒーの漢字表

記としては挙げられていない。この研究でも除外することにす

る。 

このように、コーヒーは今日までに実に様々な表

記がなされてきたことが分かる。このことは、本研究

の分析対象となる新聞記事の検索においてキーワ

ードの適切な選択が重要であることを意味する。本

研究では、『日本国語大辞典』で得られたこれら全て

の異体字・旧字体表記について『ヨミダス歴史館』で

検索することにした。 

『ヨミダス歴史館』は 2014 年に「旧字、俗字など漢

字 500 字の異体字を登録」し、どちらの漢字からでも

検索できるような仕組みを整え、また呼び名の異な

るキーワードを検索できる「揺らぎ検索
5
」機能を新た

に加えたが、異体字・異表記として相互にリンクされ

ていない表現は、当然ながら検索結果から漏れてし

まうためである。『ヨミダス歴史館』の第二次世界大戦

前までのデータにおいて、以下の表記については

検索件数がゼロであった。 

 
● 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 

 
「コーヒ」のような表記は『ヨミダス歴史館』で全文

検索すると「コーヒー」にマッチしてしまう。そのような

場合は NOT 検索を用い、「コーヒー」を含まない記

事のみを検索した。(図 6) 

 

図. 6 「コーヒ」を検索 (「コーヒ NOT コーヒー」) 

4. データの分析 

記事が図存在したのはカフェー(kafee)、コーヒ

（koohi）、コーヒー(koohii)、珈琲(kahi1)、加非(kahi2)

5
 Yomiuri Online データベース関連のおしらせ「デザイン

が新しくなりました」

http://www.yomiuri.co.jp/database/news/141015/ (2017
年 1 月 14 日閲覧) 
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の 5 つであった。以下のグラフはこれらの用語を含

む記事数を時系列でまとめたものである。 

 
図.7 コーヒーの表記別記事数の分布 

記事数は年度によって変わるためグラフはしばし

ば大きなブレがあり経年変化が観察しづらい。そこ

で時系列分析の手法としてよく用いられる移動平均

による平準化を行った図を示す。 

 

 
図.8 データを 3 年で平準化したもの 

 
図.9 データを 5 年で平準化したもの 

図から、1920 年代から 1940 年代にかけて記事数

が増えた。特にカタカナの「コーヒー」の記事が突出

して多いこと、また 1880 年から 1900 年半ばにおい

てもカタカナの「コーヒー」の記事が存在していること

が分かる。 

そこで実際の記事を見たところ、実際には本研究

に関係のない記事が多々観察された。以下の図 10-

12 に例を示す。 

 
図.10 1933 年新聞記事「キーの紅茶」 

図 10 の記事は広告であり、店名に「コーヒー」とい

うキーワードが含まれているがコーヒーに関係する

記事ではない。除外すべき記事といえる。 

 
図.11 1935 年新聞記事「キー印コーヒー」 

図 11 の記事はコーヒーの製品名である。図 10 と

異なり、コーヒーに関係する記事(広告)といえる。 

 
図.12 1935 年新聞記事「エロカフェーに営業停止」 

図 12 の記事は「カフェー」を含むがコーヒーとは

無関係で、単に喫茶店を表している。今回の調査で

は除外すべき例といえる。 
 
記事の内容を分類する必要が生じた。この時点で

は、検索結果は記事一覧を Excel にダウンロードし

て整理されているので、以下のカテゴリーで記事内

容を分類することにした。 
1. 無関係の記事 (例：コーヒーの看板の下で…) 

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) 
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作業は『ヨミダス歴史館』データベースの本文にし

ばしば戻る必要があり、かなりの時間を要した。 

図 7-9 で見られた傾向はカテゴリー1 を除外する

ことで大きく変わることになった。本研究に関係のな

い記事を外したグラフを図 13 に、平準化したグラフ

を図 14-15 に示す。 

 
図. 7 カテゴリー1 を除いたコーヒーの記事数 

こちらのグラフも先程同様にグラフに大きなブレが

見られ経年変化が観察しづらいため、移動平均によ

る平準化を行なった図を示す。 

 
図. 8 カテゴリー1 を除いたデータ(3 年で平準化) 

 
図. 9 カテゴリー1 を除いたデータ(5 年で平準化) 

整理の結果、記事数は大幅に減ることとなった。

該当するキーワードも「コーヒー」、「珈琲」、「カフェ

ー」の 3 つとなり、延べ 192 件の記事数だった。 

移動平均により視覚化したグラフの分析から 1880

   
6
 ブラジル・サントス州から無償提供されたコーヒー豆を使い

年代半ばから 1890 年にかけて、1890 年代後半から

1900 年前半、1910 年から 1900 年前半と 1930 年ご

ろから 1945 年の期間に記事数の増加がみられるこ

とがわかった。 

5. 考察 

前節で見いだされた記事数の変化は、コーヒーに

関する一般的な社会の動きとどのように連動してい

ると解釈できるだろうか。ここでは、前節で述べた 4

つのピークについて、歴史的な変化との相関性を検

証する。 

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のがわかる。 

次に、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。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」
6
設立。 

その後、東京市における喫茶店の数は急増し、

1935 年には約 1 万店を超えていたといわれる(高井

2014)。しかし、日中戦争の開始に伴い日本が戦時

体制に向かうとコーヒーは高級品に指定され、1938

年から輸入制限が始まる。図14-15 を見ると、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。 

 
前述の記事数のピークの説明はあくまで歴史との

対象に基づくもので、確実な証拠があるわけではな

い。実際には記事の内容を精査することにより、記

事自体の性質を分析することも可能である。本研究

では、最後に、各記事に付与したカテゴリー情報を

使って、記事の性質の分析を試みる。 

以下の図はカテゴリー1を除く3つのカテゴリー(カ

テゴリー2. 一般的なニュース (news(2)), カテゴリー

喫茶店を各地に展開、コーヒーの普及に貢献した(高井 2014)。 
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3. コラム (taste(3)), カテゴリー4. 販売に関するニュ

ース (shop(4))) について，分布を時系列で示したも

のである。 

 
図. 10 カテゴリー別コーヒー表記別記事数の分布 

移動平均で平準化することで見やすくしたグラフ

を図 17-18 に示す。 

 

 
図. 11 カテゴリー別のデータ (3 年で平準化) 

 
図. 12 カテゴリー別のデータ (5 年で平準化) 

以上のグラフから分かるのは、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ことである。

最初のピーク(1880 年半ばから 1890 年)はコーヒー

の味覚に関するコラム(taste(3))が、2 つ目と 3 つ目の

ピークは時事的なニュース(news(2))が、4 つ目のピ

ークはコーヒー人気による味覚に関するコラムの増

加と、戦時下の統制によるコーヒーへの圧力を報じ

る時事ニュース(taste(3) & news(2))が記事内容の中

心を占めるのである。 

これらのデータの分布は、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された。 

6. まとめ 

本研究では、Google Ngram Viewer に代表される

時系列分析の手法を用い、読売新聞『読みだす歴

史館』の明治から戦前までの新聞媒体のデータを対

象に、異体字や旧字体も含めてコーヒーが言及され

ている新聞記事や広告の頻度と内容を分析した。 

年代ごとの出現数や記事の種類・内容から、当該

時期の日本でコーヒーがどのように受容されたかに

関する一般的な知見と符合する記事数の時系列分

布を確認することができた。このことは、新聞記事デ

ータの時系列分析にある程度の妥当性があることを

示している。 

一方で、今回の分析結果に到達するまでには、コ

ーヒーに関連したキーワードで得られた記事データ

の内容の精査が必須であった。このことは単純なキ

ーワードの頻度をもちいて視覚化する Google 

Ngram Viewer スタイルの分析では十分でないケー

ス、誤解を生じる危険性があるケースが存在すること

を示している。 

今後、Ngram Viewerのような大規模で簡易な時系

列分析システムが日本語においても利用可能にな

る時期が来るであろう。その際にも、本研究で示され

た時系列データの分析における注意点は考慮に値

するであろう。 
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概要：本発表は、ブームの再来が訪れているウイスキーについて、その人気復活の過程を時系列分析の手法

を用いて追跡し、その背景を明らかにすることを目的とする。日本でのウイスキー消費量は 1980 年代をピーク

に減少傾向にあり、日本国の酒類業界ではビール類が売り上げの中心となっていた。その中で、近年若者を

中心にビール離れが進む中で、ウイスキーをソーダで割ったハイボールの人気が上昇し、結果としてウイスキ

ーが人気を取り戻していることが報道等でしばしば取り上げられてきた。本研究では、ウイスキー人気再来の過

程を実証的に明らかにするため、ウイスキーに関するメディア報道（ここでは新聞媒体を中心とする）をリソース

とし、その頻度と種類を年代ごとに調査し、ウイスキー人気が下降した時代から、それがどのように復活したの

かを明らかにする。さらに、調査結果に基づいて、ウイスキー人気の将来についても考察を試みる。 

キーワード.：ウイスキー,新聞記事,時系列分析,ハイボール,Google Ngram Viewer,ヨミダス歴史館 

1. はじめに 

近年、大手企業であるサントリーが発売した角瓶

の登場による影響等から、年々とウイスキー事業の

勢いが増しつつある。人気女優を起用し、メディアで

多く報道されている“ウイスキーがお好きでしょ？と

いったワードで名を広げた、バーボンウイスキーをソ

ーダ水で割る“ハイボール”の人気が再燃し、現在

では馴染み深いアルコール飲料となっている。 

本論文では、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である。 

1.1 ウイスキー人気の再来 

1980 年代以前までは、今もなお庶民に愛されて

いるトリスウイスキーが先に存在し、現在と同じくハイ

ボールを主として、安く、美味しく、お洒落に飲める

お酒として当時の若者にも強く親しまれていた。しか

し、1980 年代後半から甲類焼酎をソーダ水で割る

“チューハイ”の人気が沸騰し、それとともにハイボ

ールは姿を消していった。甲類焼酎自体にクセのな

いチューハイは、果実のエキス等を加えることで、

様々な味に変化させることができたため、バリエーシ

ョンの豊富さから根強い人気を誇った。 

ウイスキー人気再燃の要因として、角瓶の登場で、

ウイスキー市場を牽引したサントリーのマーケティン

グ戦略は消費者に対しても大きく影響を与えている。

時代の移り変わりによる古臭さなど、レッテルを貼ら

れたまま 2000 年代に突入してしまったウイスキー事

業であったが、サントリーは角瓶のハイボールによる

戦略によって見事に挽回した。原液のアルコールを

弱めることで食後酒ではなく、ビールと同じく、食中

酒として飲むことができるお酒として、若い消費者に

印象を持たせた。次に、コマーシャルである。人気

女優を起用することで、若い女性に対しても気軽に

飲んでもらえるようにイメージを作り上げた。男女とも

からの認知度を広げることができたことも成功の要因

である。最後は時代の流れによる消費者の意識の変
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化である。ウイスキーは蒸留酒であるため、糖質が

含まれていない。そして、糖質制限ダイエットの流行

等、近年の若者は健康、ダイエットに関しては意識

が高い傾向にある。結果、若い男女にとって非常に

都合の良いお酒であることも一つの武器となってい

る。まさに、時代の波にうまく乗ることができたと言え

る。ウイスキーはビールと比較しても、ボトルで購入

することができ、原液をソーダ等で割って飲むため、

自分好みに量も調整して飲むことができるため、消

費者の財布にも優しいと言える。 

1.2 ウイスキーの生産量の推移 

 

 
図.1 ウイスキー消費数量の推移（日本洋酒酒造

組合） 

引用元:裏側探訪「女物の世界」：「ハイボールに合う」

を目指した割り材、工夫は“ザ・和歌山”の果汁入り」

『日経トレンディネット』 
 

図 1 は国税庁の行った消費数量調査を日本洋酒

酒造組合がグラフ化したものである。これを参照する

と、1989年をピークに2009年まで長期にわたって減

少している。しかし、2010 年から少しずつではあるが

増加傾向にあることがわかる。昭和前期程の人気を

取り戻すまでには程遠いものの、結果として、低迷

期からの脱出へ向かえていると言える。2000 年後期

からの上昇は酒税の税率も大きく影響しているであ

ろう。 

1989 年以降の消費量低下について景気の低迷

が挙げられる。1989 年 4 月には消費税が導入され、

その１年後のバブル経済の崩壊の影響を受け、消

費者は消費に対して非常に萎縮せざるをえない状

況となった。2008 年にはリーマンショックによる大不

況が始まり、2011 年に東日本大震災も発生している

ため、これらによる消費量への影響は十分にあった。

つまり、この期間の消費量減少はウイスキーの人気、

不人気の結論に直結するとは言えないのである。 

1.3 ウイスキー人気の高まりと社会の目線 

近年のウイスキー人気復活について、メディア等

でも非常に多く取り上げられている。2000 年代後半

からのウイスキー人気に関して、読売新聞では、ウイ

スキーの人気を先導しているのはハイボールであり。

その後押しとして人気女優の広告が非常に大きいと

し、ウイスキーのレトロな雰囲気や、ビールと比較し

ての割安感が若者に人気となりつつある理由である

と報じている（読売新聞 2009,12,09）。 

また、ライブドアニュースの記者、松本周二氏は実

際に居酒屋の現場へ足を運び、居酒屋店主を取材

した結果、「サントリーが大きく広告しているため、恩

恵を感じる」とコメントし、ウイスキー人気の実情を実

感できた。原価を考慮すると、生ビールよりも非常に

安く、飲食業の景気の上向き加減も確認できる（松

本周二 2015,3,06）。 

復活しつつある日本でのウイスキー人気は、サン

トリーの角瓶、ハイボールを火種とし、さらに加速し

ているように見える。消費量推移は少しずつ上昇し、

サントリー以外の他企業のウイスキー商戦への参入

も見受けられるようになった。しかし、多くのメディア

に取り上げられ、商戦も激化してはいるが、ウイスキ

ー人気の再燃となりつつあるという明確な理由が明

らかにはなっておらず、漠然としている状態である。

消費量は昭和後期から下降し、2000 年後代半から

上昇していることは事実であるが、原因はウイスキー

の人気不人気以外にも考えられる。前項でも論じた

通り、続いた不景気の影響によるものの可能性や、

酒税税率の上下の影響や税率の一本化ということも

十分にあり得るため、現時点で人気再燃の明確な理

由とは言いがたいことから、本研究の有意性はある

ものと言える。 

2. 研究のねらいと先行研究 

2.1 研究のねらい 

本研究の狙いは、ウイスキーを話題とする記事を

基に時系列分析を試み、新聞メディアの分析から、

ウイスキーブーム復活までのウイスキー市場の動き

をどこまで把握することができ、深く掘り下げていくこ

とが可能かを検証し、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である。 
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2.2 時系列分析 Google Ngram Viewer 

本研究にあたって、先行研究として、Google n-

gram Viewer を参考とした（エイデン他,2016）。本サ

ービスは Google がデータ化した数百万もの電子化

された書籍データを検索し、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ものである。。 

Ngram Viewer のデータは膨大であるだけでなく、

幅広い年代から検索することができることが特長で

ある。具体的には西暦 1500 年から西暦 2008 年まで

の書籍データを一貫して検索することが可能である。 

このサービスは、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。大規模な書籍データを一つにデジタル

化することは検索の利便性の他に非常に大きなメリ

ットがある。それは、取り扱い分野の幅の膨大さであ

る。（エイデン他 2016,33）一つのワードの検索から、、

非常に多種多様な人類の考え方、文化が反映され

た書も確認することができるのである。 

加えて、Ngram Viewer の持つ時系列分析のイン

パクトは非常に大きい。今回、試みに検索キーワー

ドとして、「whisky, highball」、検索範囲を 1986 年か

ら 2008 年とし、検索を試みたところ、ウイスキー、ハ

イボール共に 1989 年から下降傾向に見られ、１９９６

年頃からは徐々に上昇傾向になっていることが確認

できた。この傾向は、２つのアルコール飲料の人気

の傾向と符合しているのである。 

2.3 問題提起 

先行研究であるGoogle Ngram Viewerは英語その

他の言語版のみ存在しており、日本版の分析は行う

ことができない。そこで、本研究では、このツールを

範としつつ、独自のデータを用いて日本版のウイス

キーに関する時系列分析を行うことで、日本のウイス

キー事情をより明確に理解することができるのでは

ないかと考えた。 

前節で述べた消費量等のデータにおいて、消費

量が増減する要因はさまざまあり、ウイスキー人気の

ような細かい原因を一概に結論とすることはできない。

ウイスキー人気は復活しつつあるのかという問いに

関して、大雑把にしか見えていないブームの流れを

より細かく把握し、これまでのウイスキー事業の振り

返りを試みることで、時代の流れを明確にすることが

できれば、現状や将来についてより詳しくまた説得

力のある考察をすることが可能なのではないかと考

えた。 

3. 研究方法 

3.1 調査対象と調査期間について 

本研究では、時系列分析を行う分析対象として、

麗澤大学図書館の HP にて閲覧できる 2 つの新聞

データベースを選んだ。具体的には『ヨミダス歴史館』

（読売新聞）と『聞蔵Ⅱ』（朝日新聞）をお調査対象と

した。 

調査期間は 1986 年 1 月 1 日〜2015 年 12 月 31

日の 30 年間とし、この間発行された新聞記事を対象

とする。対象を 1986 年からとした理由は、ヨミダス歴

史館で閲覧できるデータに 1986 年〜という制限が

あることによる。ウイスキーの消費量低下、及び、一

般に日本の不景気が始まっているのが 80 年代後半

からであることを踏まえると、この期間は妥当であろ

う。 

なお、この間に起こったウｲスキーに関連する出

来事をまとめると、以下のようになる。 

 

表1.ウイスキーに関する出来事（1986~2015） 

 

3.2 検索キーワードの選定方法 

今回、検索する際の共通キーワードは「ウイスキー」

とした。さらに、設定として、「ウヰスキー」、「ウィスキ

ー」といった異体字を含めた検索設定とする。他にも

「ハイボール」、「バーボン」といったキーワードの検

索も考慮したが、総記事数を確認し、ウイスキーがよ

り多くの記事を参考とすることができることや、本研

究の目的がウイスキーブームの再燃であることから、



ウイスキーブームの再来とメディア報道  吉田和真 

92  2016 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集 

キーワードの細分化は行わなかった。 

3.3 調査手順とデータの分析方法 

前節で示した検索キーワードと検索範囲で検索し

た結果は記事一覧をエクセルにコピーしたのち、イ

ンデックスをつけたうえで一つの大きなワークシート

にまとめてデータ化した。しかし、先行研究の

Google Ngram Viewer に置いても同様の問題がある

が、あくまでキーワード検索で見つかった記事であり、

膨大な記事の中にはウイスキーの話題とはかけ離れ

た内容のものも多く存在する。従って分析の信頼性

を担保するためには各記事のタイトル、タイトルから

自明でない場合は内容をデータベースを参照して

目視で確認する必要があった。また、記事内容の傾

向を考慮し、自らに選定した以下の４つのカテゴリー

に内容を分類した。(また、各記事で取り上げられて

いる内容も本論文の参考文献とし、活用することとし

た。) 

分類 1 は「経済」である。主に価格、消費量、酒税

変動など、数字としてウイスキー市場への影響を話

題としている記事。または、数字的な結果を話題とし

ているわけではないが、話題の結果としてウイスキ

ー市場へ影響が十分にあることを示唆している記事

を分類 1 としてまとめた。 

分類 2 は「マイナー」である。これはウイスキーに

ついて取り上げている記事ではあるものの、ウイスキ

ー市場への直接な影響を話題としている訳ではなく、

数字以外の言い回しで市場への影響を示唆してい

る可能性も少ないと判断した記事を分類２とした。た

だの酒場放浪の特集などが例としてあげられる。 

分類３は、「事件」とし、主に犯罪、事故等を取り上

げた記事をまとめたものである。３に分類される記事

には一般にウイスキーを肯定的に捉える要素が少な

い。 

最後に分類４は、全くウイスキーとの関連性のない

もの一般として「？」とカテゴリー化した。 

しかし、この分類だけではウイスキー人気の背景

を読み取ることには繋がらない。本論文は、ウイスキ

ー人気再燃の流れの裏に何が起きていたのかを追

跡することを目的の一つとしている。そのために、先

ほど分類したデータを朝日新聞、読売新聞に分け、

各年代にまとめ、データ化した。その後、移動平均

計算を用い、時系列分析を試みた。 

4. データの概略 

ウイスキーを取り上げた記事を集計した結果、当

該期間中(1986-2015)の朝日新聞の総記事数は

4,947 件。読売新聞は 4,711 件であった。これらを各

分野に分類し、年代ごとにまとめた。以下の表は２社

の記事を分類した結果である。各年データは本論文

に記載するには少々膨大であったため、この表は 3

年間隔でまとめてある。 

 

 
図2:朝日新聞『聞蔵II』記事の内訳 

 

 
図3：読売新聞『ヨミダス歴史館』記事の内訳 

 

朝日新聞社を分類した結果、「経済」が１２３１件、

「マイナー」が４１４件、「事件」が６１２件、ウイスキー

と関連性がない。「？」と判断された記事が２６９０件

であった。読売新聞の統計結果は、「経済」が１１７７

件、「マイナー」が３７４件、「事件」が６７２件、「？」が

２４８７件であった。 

年度ごとの総記事数においては二社に大きく違

いが出ており、一般に朝日新聞のほうが頻度が高い。

従って、単純な記事数を絶対比較することは難しい。

また、両社共々の「？」に分類された記事の件数が

本来の分析対象である「ウイスキー」に関連した他の

いずれのカテゴリーよりも頻度が高い結果となった。 

 
次に、前述した記事の分類に基づく時系列分析を

試みる。分類した結果から、ウイスキーに最も関連性
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のある「経済」分野のみを抜擢し、時系列による両デ

ータのグラフ化を行った。グラフの作成は Python 2.7

および Pandas と matplotlib モジュールを用いた。 

 

 
図.5 経済分野の時系列分析結果 

 
グラフ化した結果、データのゆれが激しく、読み取

りにくかったことから、移動平均法を用いてグラフデ

ータを平準化することにした。以下はそれぞれ3年，

5 年のスパンで移動平均を算出している。 

 

 
図.6 移動平均法時系列分析（3 年間隔） 
 

 
図.7 移動平均法時系列分析（5 年間隔） 

 
移動平均法による平準化の結果、両新聞には 2

つの点で大きな違いがあることが観察できる。 

まず、1995 年から 2000 年の間の新聞記事数に朝

日と読売で大きな差が生まれていることがわかった。

これは、当時の両社の「ウイスキー」で検索した総記

事数が朝日は 1208 件に対して、読売が 831 件であ

   
1
「ウイスキージワリ復活 出荷量６〜７％増へ ハイボールが

ったことによる差である。 

また、2000 年から 2004 年間でも両社で差が大き

く出ている。実は、検索結果の総記事数は朝日が

132 件、読売が 100 件と大きな違いはない。 

一方、両新聞の記事の分布には共通したところも

ある。例えば、1990 年から 1993 年ほどの間は両社

共々数値の落ち込み具合が比例している。2004 年

から 2006 年に関しても同等の記事数上昇が確認で

き、2011 年以降も数値が上昇しており、両社の数値

の上下傾向は類似しているように思われる。 

5. データの分析と考察 

前節で述べたように、朝日、読売の２社ともに、異

なる動きを示す期間と、同傾向の変化が観察できる

期間があった。 

まず、1995 年～2000 年当時は不況真っ只中であ

ったことから、両社の取り上げようとする記事の質に

関して何らかの変化があった可能性がある。同様に、

2000 年から 2004 年の間に朝日新聞でウイスキー関

連の記事が減ったことに関しては、しかし、朝日には

当時消費量が上昇していた焼酎を取り上げた記事

が多数あり、ウイスキーの消費に関して読み取れる

記事が少数であったことが観察できる。これに対して

読売新聞には、同じく焼酎を話題とする記事の中に、

ウイスキーの消費の落ち込み具合など、ウイスキー

の消費に関して何かしら情報を記載している場合が

見られた。それが影響した結果かもしれない。 

第 1 章 1.2 節に記載している国税庁の調査からは

ウイスキー消費量は 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してい

る。これは、1986 年の第一次酒税改正が酒類全体

の価格の上下に大きく影響を及ぼしているためであ

ることが原因と考えられる
1
。法改正等については、

ディアで話題となるのは法改正が実際に施行される

よりも前であるため、消費量と記事数でのズレが生じ

るため、酒税改正が施行される年度は前年度との記

事数消費量を参考とする。これを考慮して比較する

と、1998 年の第二次酒税改正や、2006 年の第三次

酒税改定が施行されたが、前年度の記事数が施行

年度の消費量と類似傾向にあることが確認できるた

め、この酒税改正がウイスキー人気再燃につながっ

た要因の一つといえる可能性は充分にある。（『読売

新聞』2009.12.10） 

若者らに人気」 『読売新聞』 2009.12.10 朝刊 
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最後に、現在の状況に関して、2000年代後半か

ら右肩上がりとなったウイスキー市場と本データの結

果が相関していることについて述べる。大局的に時

系列のデータを見ると、移動平均による平準化の結

果、2 新聞それぞれ 2011, 2012 年に底を打った記事

件数からはじめて 3 年以上の期間、記事数が増加を

続けているという状況である。この傾向が 2015 年以

降も続いてくかどうか、さらにどのようにウイスキーの

消費量と連動していくかは充分な関心を，もって観

察したい。 

6. まとめと今後の課題 

本研究では、麗澤大学図書館ホームページから、

『ヨミダス歴史館』（読売新聞社）と『聞蔵Ⅱ』（朝日新

聞社）を利用し、ウイスキーの人気再燃の状況とその

背景について明らかにすることをめざした。その結

果、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。その意味で、今回の分析は大変有意義で

あった。 

一方で、最近の記事数の増加傾向が、一般に述

べられている「ウイスキー人気の再燃」に連動したも

のかどうかは、一定の保留が必要であるが、肯定的

な感触を得た。 

今回、各記事を「経済」、「マイナー」、「事件」、「？」

の分野に分類したが、経済カテゴリーの酒税に関す

る記事は非常に大きく記事件数に影響していたが、

さらなる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であると考える。また、

参考とした先行研究である Google Ngram Viewer の

日本語版が存在しなかったため、本論文では新聞

記事を参照としたが、分析作業にかなりの手間と時

間を割いてしまったため、より効率のよい研究方法

を考えなければならない。しかし、莫大な量の新聞

記事を分析し、論じることができた本論文は、非常に

有意義な研究であったと言えるであろう。 

 
最後に、本研究では十分分析ができなかった「経

済」以外のカテゴリーの記事の価値について述べて

おきたい。 

 
図.8 時系列分析（マイナー記事） 

 
図.8 は「マイナー」に分類された記事の時系列で

の分布を移動平均 3 年で示したものである。本研究

で参考としたのは朝日新聞社と読売新聞社の 2社で

あったが、マイナー分野の取り扱い記事の内容を比

較してみると、朝日新聞社はウイスキーに関する経

済面での話題以外に、各企業のウイスキー事業の

成果の影響から起きた社会で出来事、イベント等の

特集など、読売新聞社よりもウイスキーに関する話

題を細かに取り上げようとする傾向にあり、今回の研

究に関して言えば 2003 年頃からこの種類の記事数

が 2015 年まで常に右肩上がりに上昇していることは、

ウイスキーの人気を示す副次的な証拠として興味深

いのではないであろうか。特に、2010 年以降の時系

列データは急激な上昇傾向となっていることが確認

できるため、これらの傾向がウイスキーブーム再燃と

直接な関係があるか、記事の具体的内容を分析して

みる価値があるだろう。 
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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 
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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 ☆ 
 
 
 
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 
 
 



2016 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集 99 

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 26 年度大学院修士課程修了） 
陳泓旭  ちんおうきょく 

聴講生（大学院経済研究科経済学専攻修士課程ラウゼミ所属 平成 26 年度修了） 
修士論文「中国のマルチメディアの発展と市場経済」 

  
（平成 25 年度卒業） 
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（経済学部山下ゼミ所属） 

 
 
第 18 期生  

（平成 26 年度卒業）  
○松原綾音 まつばらあやね 落し物管理を行う WEB 管理システム 

"アルカモ"の構築と運用 
3 年次発表 落し物表示管理システムの開発 （3 年次発表） 
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第 19 期生 
（平成 27 年度卒業） 

○井口和泉  いぐちいずみ IEEE802.11ac 規格に対応する 
家庭用 Wi-Fi ルータの性能比較 

（平成 28 年度大学院修士課程修了見込み） 
趙 宇翔 ちょううしょう  

大学院経済研究科研究生を経て大学院経済研究科経営学専攻修士課程 佐藤政則ゼミ 
修士論文「企業の脱成熟化戦略 –ソニーの既存事業と多角化事業との融合を中心に- 

 
第 20 期生  

（平成 27 年度修了） 
呂曉凱  ろぎょうがい 大学院経済研究科経営学専攻研究生 

筑波大学大学院生命環境科学研究科地球科学専攻空間情報科学分野村山研究室 

（平成 27 年度修了） 
今津佳奈 いまずかな 電子メール学習教材「ツンデレやぎさん 2.0」の開発 ★ 

聴講生（経済学部鈴木ゼミ所属） 

（平成 28 年度卒業見込み） 
○勝間翼  かつまつばさ Google マップと連動した「麗澤の森・樹木マップ」の試作 

聴講生（経済学部八木ゼミ所属） 
 
 
第 21 期生（平成 29 年度卒業見込み） 3 年次発表 

金子哲也 かねこてつや ボードコンピュータを用いたプログラミング教育 
大道聖斗 だいどうまさと 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－ 
 
第 22 期候補生（平成 30 年度卒業見込み） 

浦谷考太朗 うらたにこうたろう 経済学部経営学科 2 年 
北川司  きたがわつかさ 経済学部経済学科 2 年 
中村壮志 なかむらそうし 経済学部経済学科 2 年 

 
 
 
 
（2017 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） 平成 27 年度より優秀賞制度復活。 
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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 
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■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 
  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― 
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■第 3 期生（10 名）○ゼミ長 
学籍番号  氏名  ふりがな  専攻 
  卒業論文タイトル 

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 
  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― 
1114310397  小濱 沙紀  こはま さき  英語コミュニケーション専攻 
  SNS と投稿サイトのコミュニティ機能とその利用実態について―マルチメディ

ア投稿の観点から― 
1114310545  鈴木 輝美  すずき てるみ  英語コミュニケーション専攻 
  SNS のコミュニケーショントラブルについて～LINE における返信の必要性に

関する意識調査～ 
1114320114  石川 マリサ  いしかわ まりさ  英語・英米文化専攻 
  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の活用

のために～ 
  ★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 
1114320122  石塚 幸子  いしつか さちこ  英語・英米文化専攻 
  外国人に人気の歓楽街の言語景観について 

  ★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 
1114320586  染谷 麻理奈  そめや まりな  英語・英米文化専攻 
  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― 
1114320594  武田 侑奈  たけだ ゆうな  英語・英米文化専攻 
  企業広告の宣伝キーワードにみる教育情報システムの現状と動向について 
1114320940  溝田 尚人  みぞた ひさと  英語・英米文化専攻 
  携帯電話端末の進化とこれから―歴史と将来の展望― 
1114330163 ○ 斎藤 茜子  さいとう あかね  国際交流・国際協力専攻 
  恐怖の感じ方～ホラーにおける日米比較論～ 
1114330395  松家 翔月  まつや はづき  国際交流・国際協力専攻 
  シャネル・スタイル―シャネルが今日でも愛されている理由― 

 
 
 

■第 4 期生（5 名）○ゼミ長 
学籍番号  氏名  ふりがな  専攻 
  卒業論文タイトル 

1124310444 辻 竜彦 つじ たつひこ 英語コミュニケーション専攻 
  日本語学習者を対象とした日本語オノマトペの認知処理に関する反応実験 
1124320493 嶋 絵里子 しま えりこ 英語・英米文化専攻 
  Leap Motion を用いた手指の動作認識とその応用の可能性に関する研究 
1124320774 ○ 野田 佳菜子 のだ かなこ 英語・英米文化専攻 
  ストリートビューを用いたキャンパス案内マップの試作とその評価 
1124320782 野平 かおり のだいら かおり 英語・英米文化専攻 
  物語構造分析に見るポケモンゲームの進化 
1124340160 紙屋 佑成 かみや ゆうせい ドイツ語・ドイツ文化専攻 
  ダイナミックマイクに於けるトランスの効果の研究―SM57 を例に― 
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■第 5 期生（6 名） 
学籍番号  氏名  ふりがな  専攻 
  卒業論文タイトル 

1134310781 吉田 和真 よしだ かずま 英語コミュニケーション専攻 
  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― 
1134320516 城之内 清悟 じょうのうち しんご 英語・英米文化専攻 
  衣料品の販売促進に繋げる SNS の構築と評価 
1134320649 竹俣 浩一 たけまた こういち 英語・英米文化専攻 
  日本におけるコーヒー受容の歴史―時系列分析を用いて― 
  ★3 年次発表 EPUB3 を用いた大学授業教材の構築のために 
1134320805 濱田 保奈美 はまだ ほなみ 英語・英米文化専攻 
1134350183 早坂 千晴 はやさか ちはる 中国語専攻 
  HTML5 を用いた「赤シート」機能つき電子教材の構築 
  ★3 年次発表 EPUB3 を用いた大学授業教材の構築のために 
1134360330 鞠 元佳 きく げんか 日本語・国際コミュニケーション専攻 
  Java 技術をもちいた SNS 投稿システムの構築と運用 
 
 
 
 

■第 6 期生（3 名） 
学籍番号  氏名  ふりがな  専攻 

1144321116 山地 美吏 やまじ みり 英語・英米文化専攻 
  ★3 年次発表 サーバー構築実習のための私家版用語集の作成 
1144330026 荒井 夏奈 あらい かな 国際交流・国際協力専攻 
  ★3 年次発表 サーバー構築実習のための私家版用語集の作成 
1144340231 三浦 穂乃香 みうら ほのか ドイツ語・ドイツ文化専攻 
  ★3 年次発表 サーバー構築実習のための私家版用語集の作成 
 
 
 

■第 7 期候補生（4 名） 
学籍番号  氏名  ふりがな   専攻 

1154310753 早川 幸之介 はやかわ こうのすけ 英語コミュニケーション専攻 
1154330462 八木 悠亮 やぎ ゆうすけ 国際交流・国際協力専攻 
1154340122 清水 航平 しみず こうへい ドイツ語・ドイツ文化専攻 
1154360021 浅山 慶次 あさやま けいじ 日本語・国際コミュニケーション専攻 
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経済学部 吉田健一郎ゼミ 

ゼミ生名簿 
 
（学籍番号順） 

■第 1 期生（4 名） 
学籍番号  氏名  フリガナ  所属 
1124420160 伊藤 穣 イトウ ジョウ 経済学部 経営学科 
1124420467 木村 兼将 キムラ ケンショウ 経済学部 経営学科 
1124420673 新口 拳人 シングチ ケント 経済学部 経営学科 
1124421150 松岡 誠司 マツオカ セイジ 経済学部 経営学科 
 

 
 

■第 2 期生（3 名）  
学籍番号  氏名  フリガナ  所属 
1134420126 岩橋 康太 イワハシ コウタ 経済学部 経営学科 
1134420522 河野 恭汰 コウノ キョウタ 経済学部 経営学科 
1134421140 山﨑 夏紀 ヤマザキ ナツキ 経済学部 経営学科 
 

 
 

■第 3 期生（9 名）  
学籍番号  氏名  フリガナ  所属 
1144420190 大島 隼 オオシマ ハヤト 経済学部 経営学科 
1144420497 神保 葉月 ジンボ ハヅキ 経済学部 経営学科 
1144420588 髙尾 美嬉 タカオ ミキ 経済学部 経営学科 
1144420629 武井 百合子 タケイ ユリコ 経済学部 経営学科 
1144420736 塚原 史子 ツカハラ フミコ 経済学部 経営学科 
1144420819 中嶋 広明 ナカシマ ヒロアキ 経済学部 経営学科 
1144420851 野口 理沙 ノグチ リサ 経済学部 経営学科 
1144420877 野尻 拡 ノジリ ヒロ 経済学部 経営学科 
1144421122 三塚 恵 ミツカ メグミ 経済学部 経営学科 
 

 
 

■第 4 期生（6 名）  
学籍番号  氏名  フリガナ  所属 
1154420099 石川 智博 イシカワ トモヒロ 経済学部 経営学科 
1154420271 大野 菜々子 オオノ ナナコ 経済学部 経営学科 
1154420859 田中 駿哉 タナカ シュンヤ 経済学部 経営学科 
1154420974 辻 大輝 ツジ タイキ 経済学部 経営学科 
1154421253 古谷 樹 フルヤ タツル 経済学部 経営学科 
1154421493 横田 敦也 ヨコタ アツヤ 経済学部 経営学科 
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