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オンラインゲームにおける効率的戦略立案

田中 駿哉（経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年）

[05]

PC 用電源テスターの製作

北川 司（経済学部経営学科・大塚ゼミ 3 年）

仲川 顕（外国語学部英語コミュニケーション専攻匂坂ゼミ 3 年）

■ 第 2 部 [11:00-12:00]
[06]

（3 年生の部 その 2） 司会：上村

HTML5 を用いた漢字学習支援システムの開発
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[15] 現代の読書の楽しみ方 ―読書サイトの活用方法を通して―
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■ 総評・記念撮影 終了 17:00 予定

付記
以下の 2 論文は 2018 年 1 月に大流行したインフルエンザに罹患のため口頭発表はできなかったが、
本論文集に公式に採録されている。
[12] ４大陸の Web ページのデザイン動向の横断調査
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 4 年）
[18] 購買力平価説の実証分析
石井 智己（経済学部経済学科・上村ゼミ 4 年）

HTML5の Canvasを用いたリアル福笑いゲームの製作

臼井拓未
藤井 駿

目次
HTML5のCanvasを用いた
リアル福笑いゲームの開発
臼井拓未 藤井駿
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 匂坂ゼミナール
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 匂坂ゼミナール
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5.
6.
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はじめに
本研究の目的
従来の福笑いゲームとは
リアル福笑いゲームとは
ゲーム説明
デモンストレーション
システム実装
まとめ
今後の展開
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2

1. はじめに

1. はじめに

① スマートフォンの普及に伴い、「写真や動画を撮
影する」ことの日常化

② 撮影した画像を用いた新たな楽しみ方が誕生
a) 他者との共有
Ex. Instagram

Twitter

3

1. はじめに

4

2. 本研究の目的

② 撮影した画像を用いた新たな楽しみ方が誕生
b) 画像の編集

動画を用いた「リアル福笑いゲーム」

Ex. SNOW

空間的ではなく時間的に分割した画像を使って遊ぶことができるシステ
ムを開発

5
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発表番号 01

HTML5の Canvasを用いたリアル福笑いゲームの製作

臼井拓未
藤井 駿

3. 従来の福笑いゲームとは

4. リアル福笑いゲームとは

輪郭だけ描かれている物の上に顔のパーツを乗せ
て楽しむ遊び
バラバラに分かれている物を1つにまとめて新しい物
を作ること

一瞬一瞬で切り取られた動画を時間の順序通りに並
べて作る遊び

7

8

4. ゲーム説明
①
②

デモンストレーションへ
③
④

9

7. システム実装

7. システム実装

画像の切り替え

画像ファイルの呼び出し変更

• 各画像に連番ファイル名付き
• 番号呼び出しで作動

• 番号が書かれた枠へ画像を順番に並べ替える

11
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発表番号 01

HTML5の Canvasを用いたリアル福笑いゲームの製作

臼井拓未
藤井 駿

7. システム実装

7. まとめ

大枠への画像表示
• スタートボタンを押し、真ん中の画像枠を左から順に読込

動画を用いたリアル福笑いゲームの作成
時間的に分割した画像を正しい順番に並び替えて
表示し、正誤を判断する

左から順にファイルを呼び出す

13
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8. 今後の展開

参考文献

別の動画を利用し、動画時間の制限や、表示でき
る画像の枚数を調べ、システムの充実をはかる。

[1]古籏一浩（2012）『JavaScript 逆引きハンドブッ
ク』, シーアンドアール研究所
[2]松田晃一（2014）『HTML5+JavaScriptによる画像・
動画像処理入門』, カットシステム
[3] アンク（2012）『ホームページ辞典第5版 HTML.
CSS. JavaScript』, 翔泳社

将来は、自分の好きな画像を使い、オリジナルの
福笑いゲームが作れるようにする。
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情報教材をRPGとして作ってみた

中村 壮志

目次
 目的

情報教材をRPGとして
作ってみた

 課題

 RPGツクール2000とは  謝辞
 他に使用したツール
 ゲームの進み方
 ターンエンド

麗澤大学
経済学部 経営学科 3年
大塚ゼミ 22期生
中村 壮志

 出題方法の解説
 実際のプレイ動画

1

目的

2

RPGツクール2000とは
 2000年4月5日に株式会社アスキーから発売

 学生にとってゲームは「面白い！」ものである

 2004年にエンターブレイン社からValue版が発売

 その反面、勉強は「面白い！」とは言い切れない
そこで……？

 現在でも、愛用者は少なくない

 ゲームと勉強を融合させればどうか？
 今回は情報リテラシーの内容をベースに試作

3

他に使用したツール

4

進み方
回答を繰り返し
塔を登っていく

BTL
 戦闘中には出来ない処理を挿入する

問題を出す

回答する

Tkool Bridge
 キャラクター名の限界を超えた設定
主人公

 同じ命令の複製

5
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発表番号 03

情報教材をRPGとして作ってみた

中村 壮志

戦闘について

ターンエンド
「何もしない」という
行動をした後スイッチ
がONになる。

 戦闘システムはデフォルトの物を使用
 戦闘中に〇×問題か4択問題を出題する
 問題を解くことで、MP（マジックポイント）を1P
獲得
俊敏性（素早さ）が1
よって、最後に行動する。

 3P貯めると繰り出せる必殺技で敵を倒しつつ進む

7

ターンエンド

8

ターンエンド
 主人公が生存中か確認
 状態異常「気絶（戦闘不能）」になっているかを条件分
岐で確認する
 気絶状態ならば、永続行動不能状態にして、イベントを
中断

 乱数で〇×問題と4択問題のどちらを出すか決定
 その後、それぞれのイベントに分岐

9

10

11

12

〇×問題

 詳細は次のページを参照
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情報教材をRPGとして作ってみた

中村 壮志

4択問題

 詳細は次のページを参照

14

13

課題

考察

 戦闘が単調になる

 小テストのようなものになった。

 問題に正答→必殺技の繰り返しになる為。

 教育的かと言われると少々疑問が残る。

 戦闘テンポの悪さ
 戦闘終了に最低3ターンかかる

 「面白い」ゲームを作成するのは難しい。

 同じ問題の連続
 問題数の少なさ

15

16

まとめ
 楽しく学習できるように
情報教材をRPGとして作ってみました。

ご清聴ありがとうございました

 ストーリー性をもたせ、
〇×問題、４択問題を設定しました。
 作成が大変なわりには、課題もありました。
 面白いゲームとして教材を作成することは
難しいことがわかりました。

17
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発表番号 03

情報教材をRPGとして作ってみた

中村 壮志

参考文献

使用画像

 ターンエンドイベント講座

 RPGツクール2000 パッケージ

 http://www.geocities.jp/tkoolinvip/dreizehn.html



 YADOT



 Information Science A

http://www.irasutoya.com/

 開発中の画像

 www.ie.reitaku-u.ac.jp/~tak/infA/
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https://tkool.jp/sp/valueplus/index2

 キャラクターイラスト

 http://yado.tk/

自作

20

発表番号 03

2018/2/6

オンラインゲームにおける効率的戦略立案

発表の流れ

オンラインゲームにおける効率的戦略立案
経済学部 経営学科 吉田ゼミ３年

1154420859 田中駿哉

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

はじめに
先行研究のレビュー
研究対象とするオンラインゲームについて
仮説と検証方法
ヒアリング結果
まとめと考察
今後の方針
引用参考文献一覧
2

１．はじめに

２．先行研究のレビュー

• このオンラインゲームの中でより多く、より効率的に勝利するためにどうし

• 高田 (2016) ではMMORPG（FF XIV）を引き合いに出し、高難易度クエストを

たらよいかという疑問にぶつかった際、戦略というものが非常に大きなファ
クターになる。

クリアするにあたっては、対人関係能力が必要とされる環境であることと、
合理的問題解決能力とチームワーク能力が重要であることが示している。

• 昨今のゲームはオンラインでの対戦ゲームが主流になってきていてよりリ

• Kim et al(2009)では、MMORPGの全般的活動において，チームワークの重

アルで緻密な戦略が求められる。

要性を認識させ，リーダーシップや社会的問題解決能力を向上させる可能
性が主に量的研究で示されている。

• そんなゲームの中で優秀な人物は現実でも優秀なのではないかと考え、
ゲームと現実社会のスキルの関係性について明らかにする。
3

4

２．先行研究のレビュー〜本研究と先行研究の相違点

３．研究対象とするオンラインゲームについて

• 先行研究では、敵はプログラムである、Player vs Enemy方式である（以降

•

PvEと略す）本研究では敵は人間であるPlayer vs Player方式である（以降
PvPと略す）

Tom Clancy`s Rainbow Six Siegeというゲームで、ジャンルとしてはFPS（ファースト
パーソン・シューティングゲーム）になる。

•

「２」で紹介した通り、MMORPGと社会課題解決能力との関係性（正の関係）があ
るとする一方、FPSのマイナスな影響を論じる研究もある。

• 敵がプログラムのPvEより敵が人間のPvPのほうが戦況が逐一代わるため

• 英紙「Daily Mail」（8月8日付）などによると、FPS（ファースト・プレイヤー・シューター）に代表

戦略性が増すため、より高い能力（計画性、チームワーク、状況判断能力
など）が求められるのではないか。

される暴力的なシューティングゲームを長時間プレイすることで、脳のニューロン活動が低
下、灰白質が減少し、アルツハイマー病のリスクが高まることを突き止めた最新の研究が、
医学ジャーナル「Molecular Psychiatry」に掲載されたという。
出典：http://tocana.jp/2017/08/post_14121_entry.html
5
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オンラインゲームにおける効率的戦略立案

４．仮説と検証方法

４．仮説と検証方法〜研究フレームワーク

仮説：ゲームでマネジメント能力を発揮しているゲーマーは、現実社会でもマネジメント能
力がある（もしくは発揮している）
検証方法：

•

Tom Clancy`s Rainbow Six Siegeというゲームを利用しその中でランキング上位に位置す
る人物を厳選しその人物にいくつかインタビューをする

•

インタビュー内容

•
•
•
•
•
•
•

現実社会での人物像やマネジメント経験など
ゲームでは計画的に目標を立てているか
ゲームでは味方やチームメイトをどのように配置させるか
ゲームではゲーム内現実におけるリスクとその対策
ゲームでは団結力、チームの作業を円滑に進めるための工夫
ゲームでは経験則から、作戦で勝利に導いたか、個人技で勝利に導いてきたか
上記とは関係ないがこのゲームをやっていて現実で役に立ったこと。

A

リスク対応

チームワーク

8

作戦と個人技のいず
れに重点を置くか

気持ちの部分で言 こえかけや励まし
うと万全の体制で、
お風呂に入る

作戦6：4個人技
状況による

B

基本的にはゲーム
なので楽しめれば
良い

長時間のヘッドホ
ンの着用と画面を
見続けるため適宜
休憩

団結力のためにテン
ションを下げすぎない
ように味方を励ましあ
う

作戦７：3個人技
基本的には作戦を重
視している

C

大会への出場を目 チーム内でやるときは 寝不足に注意して
標に日々戦略を変 強い人に道を切り開く いる6時間睡眠を
えたりしながら鍛錬 役割をしてもらう
心がけている

特に無し

作戦3：７個人技
プレイが個人に偏り
がちになっている

D

うまい人の動画を
見たり生放送を参
考にまねをしてい
る

普段から話してフレン
ドリーな空間を作る

作戦5：5個人技

特に無し

社会人
アミューズメント系2年勤務、部下はいない

B

高校生
図書委員会所属、役職は無し、部活はやっていない
社会人
飲食系3年勤務部下はいない平社員

C
D

大学生
部活・サークルなどで役にはついていない。
10

６．考察とまとめ
• インタビューをしてみた結果、現実とゲーム内における相関はほぼ見受け

現実で役に立ったこと

られなかった。

しゃべる機会が多いので現実でのコミュニケーションがスムーズに
なった気がする。

B

話す機会が増えるので普段話さないような人と話すことに躊躇いが
なくなった。

C

このゲームをやる前は比較的暗い人間だったが明るくなったねと言
われた。

D

友達と話すネタが増えた。
11
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社会的地位
A

9

５．ヒアリング結果③

A

ハイランク
ユーザー

7

試合をうまく運ぶた 強い人には道を切り
めに敵が嫌がる場 開けるような行動をし
所を考える
てもらう

つよい人とその補佐、
フリー、指示役2人

P.Fドラッカーの
マネジメント要素

５．ヒアリング結果②

人材配置

つよい人をベースに
周りを囲むように編成
する

ゲーム内（PvP型ゲーム：FPS）

現実社会での何らか
のスキル

５．ヒアリング結果①
計画的な目標を立
てる

現実社会の
ポジション

• 一方で、ゲームをしていて役に立ったことを聞くと人とのコミュニケーション
を取ることに役に立ったといっている。
• 社会に出て成果を出しているかを確認するためには検証対象者の年齢が若すぎた

12

2

2018/2/6

オンラインゲームにおける効率的戦略立案

７．今後の方針

８．引用参考文献

• 今後は検証者の年齢を上げてさらにデータ数を増やす

•

[1] ピーター・F・ドラッカー (2001), 上田 惇生 (翻訳)『マネジメント[エッセンシャル
版] - 基本と原則』ダイヤモンド社

•

[2] Tom Clancy's Rainbow Six® Siege 公式サイトhttp://www.ubisoft.co.jp/r6s/

•

[3] 高田佳輔(2016)「オンラインゲームコミュニティにおける合理的問題解決能力・
チームワーク能力─Final Fantasy XIVの参与観察を通じて」『社会情報学 5 巻1
号』-社会情報学会

•

[4] http://tocana.jp/2017/08/post_14121_entry.html

• 今回の結論をもとに多角的な視野を持って研究していく
• ある程度功績がある社会人にゲームをやってもらうことも可能なら挑戦した
い
13

2017年度麗澤大学情報系卒論発表会

14

3

PC用電源テスターの製作

北川 司

もくじ

ATX電源用

テスターの製作

1. 背景

6. 市販製品との比較

2. 研究目的

7. 評価と課題

3. ATX電源とは

8. まとめ

4. 製作方法

9. 参考文献

5. 自作テスターと試用
経済学部経営学科
1154420453 ３年
大塚ゼミ２２期生
北川司（きたがわつかさ）

1

１背景

2

２研究目的

2017年の夏に自作PC製作
PC用電源テスターを製作

部品を買え揃え、組み立て終えて
いざスイッチオン!

簡単に電源の電流を調べる

・・・起動せず。

簡単に!
安く!
すぐに調べられる!

原因は電源?マザーボード?
簡単に分かれば楽なのに!

3

３ATX電源とは(ATX12V電源)

4

３ATX電源とは(ATX12V電源)
ATX電源メインコネクターのPin数

ATXとはマザーボードの規格

20Pin

AT規格の電力供給を強化した規格
特徴はメインコネクターのPin数

5
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発表番号05

PC用電源テスターの製作

北川 司

３ATX電源とは(ATX12V電源)

４製作方法

ATX12V電源メインコネクターのPin数

条件:PC用電源の電流を、
簡単に!安く!すぐに調べられる!
• 簡単に!・・・製作と操作が単純
• 安く! ・・・市販のテスターよりも安く
• すぐに調べられる!
・・・製作にかかる時間が少ない

24Pin

7

４製作方法

8

５自作テスターと試用

方法:マザーボード用コネクターの

プロトタイプ
製作費

GNDとPS_ONを接続し通電させる

:０円

製作時間:５分

GNDとPS_ONを
銅線にて接続

廃棄マザーボード
から取り外した
コネクター

20Pin

24Pin

9

10

５自作テスターと試用

５自作テスターと試用

プロトタイプ

二号機

使用時

製作費

ファンが回転

:２２５円

製作時間:１０分

・確認がし難い
・スイッチが欲しい

GNDと+3.3Vに
LEDを接続

GNDとPS_ONの間
にスイッチを接続

11
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発表番号05

PC用電源テスターの製作

北川 司

５自作テスターと試用
二号機
使用時

５自作テスターと試用

・+3.3V以外の電圧が
分からない
・Pinがむき出しで
感電の可能性あり

三号機
製作費

※価格はスイッチ・LED・コネクター・ホット
:７９１円 メルト接着剤のみで線材とはんだを除く

製作時間:３０分

スイッチ操作で安全

丈夫な銅線

GNDと+5Vに
LEDを接続

収縮チューブ

LEDが点灯
GNDと+12に
LEDを接続

13

感電防止

５自作テスターと試用

６市販製品との比較

三号機

Bullet ATX電源検証ボード KM02

使用時
3V/5V/12Vの
LEDが点灯

・各電圧が分かる
・Pinの保護と
スイッチ操作で安全

14

購入元:amazon

感電の心配なし

15

16

６市販製品との比較

６市販製品との比較

おまけ
ルートアール
簡易PC電源チェッカー

RT-PCPST1

※自作テスターの価格はスイッチ・LED・コネクター・ホットメルト接着剤のみで線材とはんだを除く

2017年度麗澤大学情報系卒論発表会
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￥1,784

https://www.amazon.co.jp/dp/B0166PAJEE/ref=psdc_2151947051_t3_B00HO2HUP0

18

発表番号05

PC用電源テスターの製作

北川 司

７評価と課題

８まとめ

今後の課題（出来なかった事）

製作方法と操作が簡単
製作費が７９１円で市販より安い

簡単に!安く!すぐに調べられる!

製作は時間は１時間以内

PC用電源テスターの製作は可能（環境次第）

形状のコンパクト化
器機と材料が無ければ

環境が整っていなければ

準備の時間と費用が大きくなる

市販テスターのほうが安価

機能が少ない

19

20

９参考文献
ご清聴ありがとうございました。

「電源規格‐通信用語の基礎知識」，ATX規格について，
http://www.wdic.prg/d/COMP/DEV/MB/POW(2018年1月12日閲覧）
「二プロン 製品情報 電源辞典 Q&A」,ATX電源ユニットについて,
https://www.nipron.co.jp/product_info/technical_dictionary/Q&A%20top.ht
m（2018年1月12日閲覧）
「ホットメルト接着剤 株式会社MORESCO」，ホットメルト接着剤について,
http://www.moresco.co.jp/products/hotmelt/（2018年１月16日閲覧）
「amazon.com」,ルートアール 簡易PC電源チェッカーRT-PCPST1,
https://www.amazon.co.jp/dp/B0166PAJEE/ref=psdc_2151947051_t3_B00
HO2HUP0（2018年1月24日閲覧）

21
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発表番号05

HTML５を用いた漢字学習システムの開発

富田 さやか

目次
HTML5を用いた漢字学習
支援システムの開発
麗澤大学 外国語学部
英語コミュニケーション専攻 匂坂ゼミ 3年
富田さやか Tomita Sayaka
a15084s@reitaku.jp

はじめに（日本語学習者数）
• 日本語学習者数が360万人以上に増えている

1. はじめに
2. 研究の目的
3. ①選択ボタン式クイズ
4. ②ドラッグ＆ドロップ式クイズ
4.1 ドラッグ＆ドロップ式クイズの実装
5. まとめと今後の展望

問題点/コンピュータにおける日本語学習
日本語キーボードに慣れていないと
入力が困難である

• 136か国で日本語を学ぶ人がいる
• 小中学校・民間の日本語学校やインターネット学習

など様々な学習方法で学ばれている
2015年度海外日本語教育機関調査結果(速報値)
2016/11/10 独立行政法人 国際交流基金 調べ

画像引用： http://news.livedoor.com/article/detail/9574018/
ちょっとしたキー配列の違いが大きなストレスのもとに！ Androidタブレッ
トやスマホで外部キーボードを日本語配列で使う方法のあれこれ

①選択ボタン式クイズ

本研究の目的
• マウス操作だけで行える漢字学習システム

⑴
⑶

①選択ボタン式
クイズ

②ドラッグ＆ドロップ式
クイズ

⑵

⑷
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⑸

発表番号 06

HTML５を用いた漢字学習システムの開発

富田 さやか

②ドラッグ＆ドロップ式クイズ

システムの実装

ドラッグ＆ドロップでイワシを漢字にしなさい
Make the Kanji of Iwashi(Sardine) by drag&drop

Canvas内にパーツ（つくり）が
来たらピタリとはまり
判定をする

⑴

⑵
⑶

今後の課題

まとめ
• 選択ボタン式とドラッグ＆ドロップ式の

漢字学習システムを開発した
• 本システムはキーボード入力不要である
• キーボード操作が出来ない学習者にも簡単にできる

• 問題数を増やす
• 間違えた問題だけを復習として

出題できるようにすること
• ドロップする際の判定する範囲の精密化
• スマートフォンでも操作できるように対応すること

御清聴有難う御座いました
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発表番号 06

『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善

早川 幸之介 清水 航平
八木 悠亮 浅山 慶次

はじめに
『日本現存朝鮮本書誌データベース』
のシステム改善
麗澤大学

外国語学部

外国語学科

千葉ゼミ

3年

英語コミュニケーション専攻* ドイツ語・ドイツ文化専攻†
国際交流・国際協力専攻‡ 日本語・国際コミュニケーション専攻§
Konosuke Hayakawa
a15096k@reitaku.jp
Yusuke Yagi
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本研究の遂行にあたり、『日本言語朝鮮本研究 集部』
（以下「集部」）データをご提供いただいた藤本幸夫先生，
「日本現存朝鮮本研究データベース 集部」（以下
「DB」）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。

Kohei Shimizu
a15300k@reitaku.jp
Keiji Asayama

a15282y@reitaku.jp a15340k@reitaku.jp



「日本現存朝鮮本」とは朝鮮より日本に伝来した文献



藤本幸夫麗澤大学言語研究センター客員教授は、日本現
存朝鮮本の実地踏査を既に40年あまりおこなっており，
今回の研究で取り上げるデータベースの素地となった集
部[＊]は教授の研究成果の一部である集部(詩文集)の
データ3,000件を目録形式で刊行したもの

「日本現存朝鮮本」とは

[＊] 藤本幸夫『日本現存朝鮮本研究
出版会. 2006年.

集部』京都大学学術

『集部』とDBの書誌情報
「日本現存朝鮮本研究データベース


1 『集部』とDBの書誌情報



2 書誌情報のテキスト



3 DBのシステム構成 （検索結果）



4 本研究のねらい

集部」について

作業課題



『集部』に収録されている文献目録は28の小項目から成っ
ており，詳細な考察が加えられている。DBはこの中から基
本的な以下の10の文献情報を閲覧できるようになっている。

1) 書名, 2) 撰者, 3) 版種, 4) 刊者, 5) 刊年, 6) 刊地, 7) 装幀,
8) 寸法, 9) 紙質, 10) 所蔵者


DBより省かれている内容

・各文献の特徴を記述した項目
・書籍の詳細項目
・吐(ハングル式の漢文送り仮名)の存在有無
・撰者伝
・底本情報
ならびに藤本教授による研究分析がある。
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発表番号07

『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善

早川 幸之介 清水 航平
八木 悠亮 浅山 慶次

2 書誌情報のテキスト

旧
字
体

【雲齋世稿】 【洛涯逸稿】
一卷【漂巖遺稿】一卷一册

新
字
体

【雲斎世稿】 【洛涯逸稿】
一巻【漂巌遺稿】一巻一冊

本研究の狙い


DBは既にオンライン公開されており[＊]，実用に供する
最低限の機能が提供されている。しかし，利用者の利便
性を考えると，現在のDBにはいくつかの課題が存在する。

[＊] 藤本幸夫・麗澤大学情報教育センター「日本現存朝鮮
本研究データベース 集部」URL: http://www.fl.reitakuu.ac.jp/%7Eschiba/db/shuu/ (2018年1月9日最終閲覧)

作業課題


検索結果を書名のヨミガナで並べ替えられるようにしたい



詳細検索のオプションの追加:刊年や所蔵者情報でも検索したい。AND/OR
検索の実装や書名・撰者の先頭からマッチする検索も実現したい



ページデザインのスマホ対応



CGIを用いた履歴の管理を行いたい。タイムスタンプ、検索キーワード、IP
アドレスの3つを管理者のみ閲覧可能なページに記載し、また検索ランキン
グを可視化して提示したい



年代が漢数字で入力されている場合，年代でも検索ができるようにしたい



書名にヨミのルビを入れたい

2017年度麗澤大学情報系卒論発表会

DBのシステム改善
本節では、本研究の作業でおこなったシステム改善の試みに
ついて、作業分担者ごとに内容と結果を報告する。
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『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善

早川 幸之介 清水 航平
八木 悠亮 浅山 慶次

作業1:検索結果からの並び替え


検索結果の書名についてAjaxを用いた並べ替え機能の実
装



並べ替えはjQueryのtablesorterを用いて実装



jQueryはこの他にも検索キーワードのオートコンプリー
トによる入力補助機能の実現にも使えそうである。今後
の課題としたい。

目標設定


作業2:検索フォーム改善と検索項目の追加
作業3:メディアクエリーを用いた携帯端末
用の画面デザインの設計

検索フォームの改善・項目の
追加

スマートフォン用インターフェース

若干文字が小さいため、フォントのサイズを大きく設定したい



詳細検索のオプションの追加

書名・撰者以外に、年代・所蔵場所での検索機能を追加したい

スマートフォン用インター
フェース

作業4:SQliteによる追加記録・PHPによる管理者閲覧ページの
作成
SQliteを用いてデータベース上に以下の項目を追加・記録。


検索キーワード



タイムスタンプ



IPアドレス

また、これらを管理者のみが閲覧できる履歴管理ページを
作成。
検索データが蓄積→ランキング等の利用者への還元も視野
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発表番号07

『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善

作業5:SQLiteデータベースへの
項目追加


漢数字のほかに算用数字でも検索できるよ
うにyear2及び３としてDBに項目を追加。



検索の際に年代を範囲指定して検索可能と
した。

作業６:書名ルビの表示


PHPを用いてDB内にあるカタカナの書名のデータと漢字
のデータを組み合わせ、ルビ付き書名データとして表示



検索された箇所を色分け表示させることは今回の作業で
は見送った

考察




本研究では，藤本教授による「日本現存朝鮮本研究デー
タベース」のインターフェースの改善をめざした。デー
タベースの項目の整理と追加をおこなうとともに，検索
項目の追加とページデザインの改善，ユーザにとって見
やすい検索結果となるようなルビやソート機能の追加，
さらには管理機能の追加・実装をおこなうことができた。
しかし，当初発案されていたシステム改善計画には実装
がよい難しい以下のような機能もあったが，今回は見送
らざるを得なかった。
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早川 幸之介 清水 航平
八木 悠亮 浅山 慶次

year2及び３としてDBに項目を追加

PHPを用いてDB内にある漢字にルビ
の追加

見送った機能


検索キーワードが検索結果のどこでヒットしたのかを色
分けして表示する



検索キーワードにオートコンプリート機能をつける



検索結果を一定の件数ごとに表示し，ページを遷移させ
る

発表番号07

『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善

早川 幸之介 清水 航平
八木 悠亮 浅山 慶次

データベースのより高度な活用やHTMLとデータベースのよ
り密接な連携が必要。
しかし，実際のこの種の機能が実装されている検索システ
ムも多く存在しているので決して実現不可能な機能ではな
いと考える。
今後，さらにWebシステムの開発に関する学習をすすめ，
DBの機能改善にむけて努力していきたい。
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ご清聴ありがとうございました
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学内Wi-Fiサービスの接続状況調査

浦谷 孝太朗

目次

学内Wi-Fiサービス
の接続状況調査
浦谷 孝太朗

1. 研究目的

6. 測定結果

2. 学内Wi-Fiとは

7. 考察

3. 測定条件

8. 課題

4. 測定方法

9. まとめ

5. 測定に使ったサイトや 10.参考文献
アプリの紹介

麗澤大学
経済学部 経営学科 大塚ゼミ ３年

1

2

研究目的

学内Wi-Fi

学内Wi-Fiを利用していて

anzu
インターネットにアクセス可能
利用申請必要無
最も利用されている

繋がらないことが何度かあった
どういう場所が繋がりやすいのか、

繋がりにくいのか気になった

satsuki
インターネット＋学内ネットワークに接続可能
利用申請必要有

まずは生涯学習プラザ棟で計測
3

4

測定方法①

測定方法②

2018年（平成30年）1月12日午前0時～6時

Wi-Fiミレルにて強度の測定、

ヒートマップの作成
Xperia XZ

（使用年数：9カ月、OS：Android7.0）

Wifi analyzerにて
3階304教室前の

計測地点でスピードテストサイトに接続し、

周波数帯毎の混雑状況を計測

速度を5回計測後、平均値を求める
5
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浦谷 孝太朗

測定場所

アクセスポイント

生涯学習プラザ棟1～5階

1階 プラザホール、ホワイエ、会議室

フロア毎にいくつかの計測地点を
事前に決めて計測

2階 廊下2カ所
3階 なし
4階 ラウンジ、ブラウジングルーム
5階 ラウンジ、ブラウジングルーム
7

8

Wi-Fiミレル

学内スピードテストサイト
「SpeedTest1.4」

I-O DATA社製の

スマートフォンアプリ
麗澤大学情報教育センター
0（最小）～100（最大）

矢野様が開発

の数字と共に（赤→黄→
緑）の色で強度を示す

5回計測後の平均と

計測日時を表示

ヒートマップの作製
9

10

1階

Wifi analyzer

強度

farproc社製のスマートフォンアプリ

8カ所で計測

Wi-Fiに繋がっていなくても利用できる

全体的に数値が高い
G1

混雑状況をグラフ化

H1

F1

E1
A1

その他様々な機能有
D1

C1
B1

11
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2階

浦谷 孝太朗

3階

強度

10カ所で計測

8カ所で計測

G2

H2
E2

G3
H3

D2

全体的に

強度

アクセスポイントが

F2

無し→数値が低い

数値が高い
I2

壁に囲まれた

E3

アクセスポイントが

C2

F3

D3

なくても

地点は比較的低い

B2

B3

囲まれていない

A2

J2

C3

A3

地点はある程度の数値が計測できる
13

14

4階

強度

5階

10カ所で計測

E4

10カ所で計測

強度
E5

F4

高低差が激しい
E4地点で

全フロア最低の

F5

G4

D4

H4

C4

数値を計測した

J4
I4

高低差が激しい
I5地点で

G5

D5

H5

C5

全フロア最高の
B4

数値を計測した

J5
I5

A4

ドアの外は数値が低い

B5

A5

ドアの外は数値が低い
15

16

1階

速度

測定結果
F1、Ｇ１地点が極端に低い

数値の目安

速度

詳細

1Mbps以下

ほぼ何もできない

1～5Mbps

動画がスムーズに視聴できない

5～10Mbps

使い方によっては満足できない

10～30Mbps

ある程度快適に使える

30Mbps以上

とても快適に使える

17
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2階

浦谷 孝太朗

3階

速度

速度

アクセスポイントが無いため、全体的に満足に通信ができない

全地点で満足に通信が可能（平均値が最も高い）

19

4階

20

5階

速度

満足に通信できる地点もあれば、何もできない地点もある

速度

I5地点にアクセスポイントがあるため、
高速な通信が可能
（全フロア最高速度を計測）

21

混雑状況

22

考察
アクセスポイントが無いフロア（3階）は

2.4GHz帯ではかなりの

数のWi-Fiが使われている

速度、強度共に弱い

5GHz帯は

全く使われていない

周りが壁に囲まれている地点が特に繋がりにくい

2.4GHz帯

繋がりにくいと感じたら周りが壁に

様々な端末に対応

囲まれていない場所に移動してみては

5GHz帯

ほぼ無線LANのみの帯域

2.4GHz帯

5GHz帯

23
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浦谷 孝太朗

まとめ

課題

本研究ではプラザ棟におけるWi-Fiの

1人での計測となってしまった

速度、強度が示された
時間がかかった

アクセスポイントがあるフロア（3階）以外でも繋が
らない地点があった

天気や気候、温度等のいくつかの条件の下、

各フロアにアクセスポイントを

計測をしたかった

設置すればよいというわけではない
2.4GHz帯は混雑、5GHz帯はガラガラ
25

26

参考文献
「無線LAN・Wi-Fiの利用について」麗澤大学 情報教育セン
ター
http://cite.reitaku-u.ac.jp/news/2014-09-25/90
（2018年1月10日参照）

ご清聴ありがとう
ございました

「ネット回線の回線速度はどれくらいあれば快適に使えるか」や
さしくねっと.
http://yasashikunet.com/kaisen-sokudo/
（2018年1月10日参照）
「【Wi-Fiルーター】2.4GHzと5GHzの違いについて」
-製品Q&A- ELECOM
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5953
（2018年1月12日参照）
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大野 菜々子

AIロボットは家族になり得る

発表の流れ
１．はじめに

AIロボットは家族になり得るか
～新しい家族の在り方とAIロボットとの関係～

麗澤大学
経済学部経営学科3年

２．家族・家庭の現状
３．AIロボットの進化
４．AIロボットと家族の調査について
５．現状の事例

吉田ゼミ

６．まとめと今後の課題
大野菜々子

７．参考文献

1

1 はじめに

2

AI[Artificial intelligence]

⇨AIロボットが家族になれる可能性があれば、家族・家庭

AIとは・・・☞人工知能

問題を解決する一つの選択肢になるのではないか

人間の脳が行っている知的な作業をコンピュータで
模倣したソフトウェアやシステム。

AIロボットは家族になり得るか
⇩
➤家族・家庭の現状やAIロボットについての研究
➤AIロボットを家族として受け入れるかアンケート調査
➤AIロボットを家族として受け入れやすい人の特性を検証

人工知能の定義

➯

人工的に作られた人間のような知能

プログラム外の
ことに関しては
対応できない

家族の定義
必ずしも法律に定められた範囲に限らず、考える人によって異なっている。
本研究➯成員相互の感情的絆に基づいて日常生活を共同に営む小集団

従来のロボット

人間の手を離れても
自発的に発展し、自
ら思考する

AIロボット

3

2 家族・家庭の現状(2016年)

4

●共働き世帯の増加
⇨1,129万世帯が共働き

●婚姻率5.0・離婚率1.73
⇩
３組に１組が離婚

児童である子供がいる世帯に
おいて仕事ありの母親は7割近く

婚姻件数・婚姻率ともに低下傾向
http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0212.html

資料：厚生労働省「人口動態統計」

5
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AIロボットは家族になり得る

現代日本におけるAIロボットの役割
●孤独死
高齢化に伴い多数発生
全国約47,000人
白川[9]の研究によれば、親との関係性によって自己肯定感の低さにつながる。
すなわち、親との適切な時間を過ごす（褒められたり、レジャーをする等）ことが発育に必要である。

●児童養護施設
全国約600施設
合計約30,000人

8

7

3 AIロボットの進化
エリカ(Erika)

http://globe.asahi.com/feature/article/2016122700005.htm
l

見ため・皮膚感が人に近い

4 AIロボットと家族の調査について
ソフィア(Sophia)

➤調査方法：友人や知り合いに対しアンケート調査を実施した
(2017年12月～2018年1月)
➤調査手法：Webアンケート
➤調査目的：・AIロボットを家族として受け入れる人はいるの
か
・AIロボットを家族として受け入れやすい人の特
性
➤調査対象： を明らかにする ⇦ (仮説１)(仮説２)を構築
18人 2…
54
男
20歳
64人 人
女
未満
80人
計：118人

http://tocana.jp/2017/11/post_14982_entry_2.html

サウジアラビアの
市民権が与えられた

9

10

4.1 仮説
(仮説１)
家族構成
家庭生活の満足度
が関係してくるのではないか

家族がいない人
家庭生活に不満がある人
⇩
AIロボットを家族として受け入れやすい
図1

受容度に関するアンケート結果

11
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4.2 仮説の検証

4.2 仮説の検証

4.2.1 仮説1の検証

4.2.1 仮説1の検証

⑴．家族構成は？
⑵．家庭生活に満足しているか、それとも不満か？

①家族構成
②AIロボットが、親(父母)として家族になるなら受け入れられるか？

家族・家庭
状況

クロス表

②
受け入れない

①

受容度

両親は健在

度数
①の%

⑶．AIロボットが親(父母)として家族になるとしたら受け入れられるか？
⑷．AIロボットが兄弟として家族になるとしたら受け入れられるか？
⑸．「人と変わりない見ため・皮膚感」のAIロボットを家族として
受け入れられるか？

片親/両親がいない

度数
①の%

受け入れる

66

18

78.60%

21.40%

26

8

76.50%

23.50%

13

14

3.1 仮説
③家庭生活にどの程度満足していますか、それとも不満ですか？
④AIロボットが、親(父母)として家族になるとしたら受け入れられますか？
クロス表

(仮説２)
これまでの交際人数

④
受け入れない

③

不満

度数

満足

度数

③の%

③の%

受け入れる

12

3

80.00%

20.00%

80

23

77.70%

22.30%

が関係してくるのではない
か

これまでの交際人数があまり多くない人
⇩
AIロボットとの結婚を受け入れやすい

結果：すべての比較において、家族・家庭生活の状況と受容度の割合に
大きな差はなく、仮説１とは違う結果になった。

15

16

4.2.2 仮説2の検証

4.2.2 仮説2の検証

⑤これまでの交際人数は？
⑥「人と変わりない見ため・皮膚感」のAIロボットを結婚相手として
受け入れられるか？

⑹．これまでの交際人数は？

クロス表

恋
愛
経
験

⑥
受け入れない

⑤

2人以下

度数
⑤の%

受容度

3人以上

17
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度数
⑤の%

⑺．もし、AIロボットとの結婚が当たり前の時代が来るとしたら、
AIロボットとの結婚を検討するか？
⑻．人と変わりない見ため・皮膚感のAIロボットを結婚相手として
受け入れられるか？

受け入れる

42

11

79.20%

20.80%

61

4

93.80%

6.20%

結果：⑤が3人以上より２人以下の方が、AIロボットとの結婚を受けいれ
る
ことがわかり、仮説2と同じ結果となった。

18
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5 現状の事例
ロボットワイフと結婚した男
性

ロボットと恋に落ちた女性
⇨ロボセクシャル

⇨結婚相手を見つけられなかった

https://robotstart.info/2017/04/26/chinesemarried
-robot-wife.html

https://roboteer-tokyo.com/archives/7317

ロボットと人間の結婚は、異人種間結婚や同性間結婚と似ている
図2 アンケート結果

20

19

参考文献

6 まとめと今後の課題

[1] AIについて,侍エンジニア塾ブログ(2016.7.1)
https://www.sejuku.net/blog/7290
[2] 家族日本大百科全書(ニッポニカ)の解説【家族】
https://kotobank.jp/dictionary/nipponica/
[3] 厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
[4] Record China(2017.11.2)
http://www.recordchina.co.jp/b195807-s0-c30.html
[5] 朝日新聞 DIGITAL(2017.1.8)
http://globe.asahi.com/feature/article/2016122700005.html
[6] TOCANA(2017.11.7)
http://tocana.jp/2017/11/post_14982_entry.html
[7] DXLEADERS(2017.06.21)
https://dxleaders.com/solution/138
[8]森下正康（2001）「幼児期の自己制御機能の発達」『和歌山大学教育学部教 育実践総合センター紀要
No．11 』
https://ci.nii.ac.jp/els/contents110004628191.pdf?id=ART0007340388
[9]白川由梨「学校環境、親子関係が 子どもの自己否定感に与える影響」
http://berd.benesse.jp/berd/center/open/report/kanagawa_kouritsu/2010/pdf/data_07.pdf

➯これまでの交際人数があまり多くない人の方が、AIロボットとの結婚を
受け入れやすいという点だけ特性が明らかになった
➯全体的に見るといまの時点ではAIロボットを家族として受け入れにくい
ことがわかった
➯急速なAIの発達と家族としての必要性によって、将来、AI ロボットが人
間と家族になることは現実的に可能になると考えられる

➤今回、明らかになった点を踏まえ、「恋愛観尺度」を用い
て、AIロボットの家族としての受容度に関する研究を行ってい
く

21
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Moodleシステム用自動ログインシステムの試作

大道 聖斗

発表の流れ
1. はじめに
2. Moodleとは何か？
3. 問題解決の方法
4. 開発環境
5. 操作方法について
6. プログラムの動作
7. 実証実験
8. 考察
9. 課題
10. まとめと今後について

経済学部経済学科4年
大塚ゼミ 21期生
大道聖斗

1

2

１．はじめに

２．Moodleとは何か？

•
•
•
•

• Moodleとはオーストラリア出身のMartin Dougiamasさんが
制作したオープンソースのLMSプログラム
• 無料であるため多くの大学、企業で導入されている

大学では資料や課題のネット配布が多くなった。
麗澤大学でも1999年前後から運用されている
2012年からMoodleサービスを開始した
しかし一度もログインしてない
ユーザは管理者がコース登録できない

• 配布資料や掲示板、日誌の公開が可能になっている

http://cms.reitaku-u.ac.jp/moodle/

3

4

３．課題解決の方法

４．開発環境

• Moodleは一度もログインしていないユーザをコース登録者
できない
• 管理者側が入学者すべてをログインさせるのは現実味が
ない
• 自動でログインできるプログラムを制作する

• 使用するプログラムは「Qchan」に使われたVBAプログラム
「Qchan」とは?
2016年度の情報系卒論発表会にて
発表された休講情報取得システム

• VBAを用いることによりExcelのワークシート内のセルデー
タやInternet Explorerを操作できる
• 「Qchan」は単一ユーザのログインだが今回は大人数の処
理を行う

5
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大道 聖斗

５．操作方法について

６．プログラムの動作
変数の宣言

• 自動ログインを行うためにユー
ザー名とパスワードを情報入
力欄に入力する

ブラウザの起動

データの読み込み

ログイン作業

エラー対処

• 大きく4つの工程に分けられている
• ４つの工程の他にエラー対処がある

• パスワードはマスク処理されて
表示されない

• プログラムコードは付録1に、詳細なフ
ローチャートは付録２に掲載されている
• プログラムを開始したら様々な変数が宣
言される

情報入力欄

• IE起動ではInternet Explorerの
起動確認ができる
• 自動ログインを押すとプログラ
ムが開始する

7

６．プログラムの動作
変数の宣言

ブラウザの起動

データの読み込み

8

６．プログラムの動作

ログイン作業

エラー対処

変数の宣言

ブラウザの起動

データの読み込み

• アリスではInternet Explorerを使用する
• [IE]というオブジェクト型変数によって操作をしている

• [count]はループ回数を数えている
• セルのデータの読み込みには
Cells を使っている

Dim IE As Object 'ＩＥオブジェクト参照用
Set IE = CreateObject("InternetExplorer.application") 'IEとIE.exeを結びつける

• Cells(10,3)の場合は上から10行目
左から3行目
user = Cells(count, 3).Value ' ユーザーID

VBAプログラム内

６．プログラムの動作
変数の宣言

ブラウザの起動

データの読み込み

ログイン作業

user

C10
(a0001)

セルのデータを
変数に入れる

user

10

６．プログラムの動作
エラー対処

• ログインするにはWebページ
の入力欄に入力することが必
要となる
• VBAでは入力欄のidやform要
素がわかれば自動入力するこ
とができる

a0001

count=10
Cells(count,3)

9

https://winblogs.azureedge.net/win/2015/11/IE_symbol_Cyan_rgb.png

エラー対処

• 行の部分に[count]を使用している

変数[IE]にまるごと
入れるイメージ

IE
IE

ログイン作業

変数の宣言

ブラウザの起動

データの読み込み

ログイン作業

エラー対処

• ログインボタンをクリックする
IE.document.all("loginbtn").Click 'ログインボタンを押す

• ログインしたか確認
If IE.document.all(0).outerHTML Like "*再度ログインしてください*"

• ログアウトページに移動する
IE.navigate url2

IE

'ログアウトページを読み込む

• ログアウト情報を送信する
username

ブラウザをVBAで
操作する

IE.document.forms(0).submit

'ログアウトボタンを押す

htmlDoc.getElementById("username").Value = user 'id="user_login"にユーザー名を入力

11
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大道 聖斗

６．プログラムの動作
変数の宣言

ブラウザの起動

データの読み込み

ログイン作業

６.１．動作動画
エラー対処

• Internet Explorerが誤作動し動かなくな
る場合がある
• その場合は作業を一時停止し「Error1:」
の行ラベルに移動する

https://youtu.be/OmupqrQjqk4

• この行ではInternet Explorerを再起動さ
せてエラー前に戻り作業を再開させる
• ５回連続で失敗した場合は終了する

13
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７．実証実験 その１

７.１．実験結果 その１

• 実際に利用できることを確認するために実証実験を行う
• テスト環境は麗澤大学ではなくさくらインターネット株式会
社のVPSサーバのMoodleを使用する
• 合計時間や1人当たりの平均を計測する
• ユーザ100人分のログインを10セット行った

• 100人で自動ログインを行った場合の平均時間は6分52秒
で1人あたりの平均は4秒程度となった

http://illustrain.com/
https://www.sakura.ad.jp/resource/images/header_logo_bgwhite.png
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/siryou/character2/o/O-06.png

回数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
平均

トータル
06分55秒
06分53秒
06分50秒
06分57秒
07分00秒
06分46秒
06分54秒
06分49秒
06分46秒
06分52秒
06分52秒

15

人数
1人当たりの平均
100
4.150秒
100
4.130秒
100
4.100秒
100
4.170秒
100
4.200秒
100
4.060秒
100
4.140秒
100
4.090秒
100
4.060秒
100
4.120秒
100
4.122秒
標準偏差
0.043313秒

16

７.２．実証実験 その２

７.３．実験結果 その２

• ユーザ数の増加による処理速度への影響を調べる
• ユーザ100人分から100人きざみで増やしていき600人分の
ログインを行った。

• 人数を100人から600人に増やした場合でも平均は4秒前後
となった
• ユーザ数増加による速度低下は見られなかった
トータル
06分52秒
13分30秒
20分24秒
27分11秒
33分43秒
40分20秒

人数
100
200
300
400
500
600
平均時間
標準偏差

17
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1人当たりの平均
4.122秒
4.050秒
4.080秒
4.077秒
4.046秒
4.033秒
4.068秒
0.029秒
18
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７.４．実証実験 その３

７.５．実験結果 その３

• 自動ログインによってCPUにどれほどの負荷がかかるかを調べ
る
• 自動ログインをしている際のCPUアイドル時間の割合をvmstatコ
マンドにて計測する

• 自動ログインを開始してもアイドル時間の割合はさほど下
がらなかった
• さくらサーバのスペックで十分に耐えられる
19

20

７.６．エラーと対処法

８．考察

• Internet Explorerを初めて起動した場合に初期画面が出て
動作が停止してしまう
• その後、[url2]の読み込みができなくなる

• Moodleはログインしていないユーザをコース登録できない
問題がある
• 入学直後にはログインしない学生もいる
• 開発した「アリス」でこの問題を解決することができた
• 自社開発のようなプログラムなので安心

手動で初期化することが必要になる
21

22

９．課題

１０．まとめと今後について

• 悪用対策が必要かもしれない
• VBAで作成しているため手軽に実行できてしまう

• 本研究では、Moodleシステム用自動ログインシステム
「アリス」をVBAを用いて開発した
• サーバへの負担と処理速度は
実用上問題ないレベルであった
• 今後は安全面の配慮を行いたいと考えている

悪い人

123456
Password
Qwerty
Abc1234
aaa1111

使用パスワードはaaa1111
23
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Unityを使った低コストで身近なVR 開発-スマホで見る VR美術館-

VRとは？

Unityを使った低コスト
で身近なVR開発

Virtual Reality(バーチャルリアリティ)
通称VR。人間の五感を刺激し「仮想現実」を作り出す。
ゲームはもちろん、あらゆる分野で活躍する次世代技
術として注目されている。
2016年は｢VR元年｣とも呼ばれる。

―スマホで見るVR美術館―
英語・英米文化専攻

４年

千葉ゼミ
山地

山地 美吏

美吏

引用：Sony社

VRの課題点

VRが活躍する分野

対戦ゲーム

衣類の試着

ホラーゲーム

バーチャル

3Dイラスト

ショップ

防災訓練

手術のシ
ミュレー
ション
注射等への
恐怖の緩和

新人研修

酔い

etc.…

課題点１：高価格
ＶＲの平均的な販売価格は５万円前後～１０万円前
後。
それに加えて実際にプレイするためにはＶＲを繋ぐ
ための大容量のＰＣ+ＶＲに対応したソフトが必要。
合計費用は十数万円を下らない

課題点２：酔い
ＶＲの魅力は視界３６０度に広がる仮想空間！しか
し慣れない人は「画面酔い」、「3Ｄ酔い」を引き起
こしやすい。理由は視覚誘導性自己運動感覚のズレ
から。
ＶＲでバー
チャル映像を
見ている

目
「体が動いてい
る」
その他の感覚器官
「体が動いていな
い」

どっち!?

画面酔い

脳
脳

感覚のズレが発生

ＶＲには斜視になる危険性があり、使用推奨年齢が設定されている。
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山地 美吏

作成するVRコンテンツの選定

本研究では･･･
「高価格」「酔い」の二大課題の克
服をテーマとし、多くの人により身
近に感じてもらえるようなVRの開発
を目指そう！

作成するVRコンテンツの選定
以上の条件の元、研究コンテンツを選定
した結果･･･

研究のテーマ・ルール
「高価格」イメージの払拭と「画面酔い」に対して
の具体的な対策
「VR開発の敷居の高さ」イメージの払拭
VR、プログラミングに対して無知、その上学生とい
う立場でどこまでの開発ができるのか
低コスト環境下(有料ソフトの使用禁止・個人(特に学
生)の㇐般的な金銭的許容範囲の投資に限る)での研
究・開発を絶対条件とする

スマホVRとは
VRには大きく分けて２つの種類が存在する

引用：Sony社、VIVEホームページ、Oculus社

理由

初心者でも作りやすい簡単なプログラミングのみで構成できるから
低コストで作成できるから
映像を鑑賞するだけだからVR初心者でも簡単に体験でき、酔いづらい
簡易的プログラムで構成できる分、酔い対策の研究も取り組みやすい
スマホVR向けに開発するから、場所を選ばず研究・体験ができる

スマホVRとは
本研究ではスマホVRを採用
低価格で手に入れやすいから、㇐般普及率がヘッドマウンドタイプより広まりやす
いのでは。
個人での開発が比較的容易。
研究テーマ「高価格イメージの払拭」「酔い対策研究」に最も適しているから。

2017年度麗澤大学情報系卒論発表会

スマートフォン対応VR
ヘッドセットに対象のスマートフォンを装着して
使用するタイプのVR。
使用するにはPC等のタワーが必要なヘッドマウンド
ディスプレイタイプに対し、本体とスマートフォン
のみ用意すればすぐに使用できる。
安い物で1000円前後の価格から販売されており、初
心者でも手が出しやすい。

引用：ハコスコ社

研究の軌跡

理由

スマートフォン対応VR
ヘッドセットに対象のスマートフォンを装着して
使用するタイプのVR。
使用するにはPC等のタワーが必要なヘッドマウンド
ディスプレイタイプに対し、本体とスマートフォン
のみ用意すればすぐに使用できる。
安い物で1000円前後の価格から販売されており、初
心者でも手が出しやすい。

ヘッドマウンドディスプレイVR
PCにつなげて専用のコントローラー等を用いて使
用する据え置きタイプのVR。
企業で主に開発されている代表的なVRタイプで、
現在ではワイヤレスタイプの開発に向けて海外企
業の他、日本企業でも研究が進められている。
非常に高価格で、一般的に利用されているもので
約５万円～約１０万円の価格で販売されている。

引用：ハコスコ社

1. Blenderで美術館となる建物(オブジェク
ト)を作成
2. Unityにインポートし、建物内に絵画を配
置
3. カメラと絵画にC#をアタッチする
4. 完成したら、スマホ(Android)に映像を転
送する
5. 研究の結果を振り返って
※研究の解説にソフトウェア名称等を多く用います。論文集P.50｢1.1章｢VR
開発で使用するソフトや機能、言語｣｣を参照しながらご清聴ください。
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Unityを使った低コストで身近なVR 開発-スマホで見る VR美術館-

1. Blenderで美術館となる建物(オブジェクト)を作
成
3DCG制作アプリケーション”blender”で美術館となる建物
(オブジェクト)を作成。
平屋建ての3ブースに分かれた館内を設計。
→先が見えない設計にすることで次のブースへ
のワクワク感を高める演出を狙った。
完成した美術館オブジェクト

山地 美吏

2．Unityにインポートし、建物内に絵画を配置
完成した建物をUnity上にインポート。建物内に絵画を配置す
る。この際、カメラの目線の高さと絵画の位置の高さを合わ
せる。
カメラをVR用カメラ(Dive_Camera)に変更
メーン構造(建物の幅と高さの設定、絵画の配置、中庭の作成)
が終了したら、装飾品として、AssetStoreから無料ダウンロー
ドしたマテリアルとモデルを配置した。

メーンカメラのTransform

美術館のTransform

外観

完成したVR美術館

内観

3．カメラと絵画にC#をアタッチする
装飾が完成したら、カメラと絵画にC#をアタッチす
る。
C#の用途として
カメラ→美術館～中庭をウォークスルーさせる。
（※スマホに転送することに配慮し、絵
画より2m以上離れた位置にカメラが来
るように設定する。）
絵画 →絵画内に画像データを反映させる。

カメラ→美術館～中庭をウォークスルーさせる
C#でカメラが絵画の位置に沿って動くようにプログラミングする。中庭な
ど、絵画がない場所では透過した絵画を配置しカメラを誘導した。
画面酔いを防ぐため、ゆっくり移動するよう設定し、急スピードで移動す
ることがないよう配慮し、スピードの緩急をできる限りなくした。
カメラ→Dive_Camera
移動速度→5フレーム
移動順
柵外→館内→中庭→出口

カメラの移動ルート→
太陽→スタート地点
月→終了地点

バグの発生
カメラのウォークスルーのテスト時にバグが発生し
た。
美術館内の㇐部の角を曲がる際、視界がブレるバグ。
原因→不明
・コライダとカメラが接触したことによるエラー？
→館内を広く設定しカメラが壁と接触しないよ
う設定したが、バグは消えず
バグの削除方法が不明のため、バグの発生時間を可
能な限り短くして対処した。

絵画→絵画内に画像データを反映させる
Unity上にあらかじめインポートしておいた画像デー
タを館内の額縁内に反映させるC#を記述し絵画オブ
ジェクトにアタッチする。
画像が正常に反映されているかどうかは映像を再生
すると確認できる。

C#記述前
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C#記述後
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映像が完成！

山地 美吏

4．スマホ(Android)に映像を転送する

実際に映像をご覧ください。

C#を記述し映像を完成させたら、映像をスマートフォンに転
送する。
転送作業に使用した機器、ソフトとそのバージョン情報

・PC (Windows10, 8.00GB,
64bit)
・Android(Xperia XZ
premium, (OS)Android
7.1.1, SO-04J)
・USBケーブル TypeC(データ転送に適してい
るもの)

スマホに転送するまでの軌跡
1. PCとAndroidを繋ぐ
2. Android上でUSBデバッグの機能を許可し
ておく
3. 作成した映像をAndroidに転送できるよう
ビルドする
4. AndroidSDKとJDKのパスをUnityに記述す
る
5. Bundle IDの設定
6. Build and Runボタンをクリックし転送

AndroidSDKとJDKのパスをUnityに記述する
AndroidにUnityで作成した映像を転送するためには、
2018年1月現時点ではAndroid SDKとJDKのパスが必要
になる。
パスとは、PC上のどこにSDKとJDKが保存されている
のか記すもので、UnityをSDKとJDKの場所まで導く道
案内のようなもの。パスを辿ることでUnityはSDKと
JDKの機能を使用することができる。
SDKとJDK
はどこ？

・Unity (Ver.5.6.1f1,
Personal, 64bit)
・Xperia XZ Premium
driver
・Android Studio(Android
SDK)(Ver.3.0.1)
・Java SE Development
Kit8 (64bit)(JDK)

作成した映像をAndroidに転送できるようビルド
する。
映像をAndroidプラッ
トフォームに転送できる
ように、あらかじめ映像
データをUnityの”Scenes
In Build”よりAndroid用に
ビルドする。
（※ビルド≒各プラッ
トフォームごとにデー
タの環境や設定を適切
なものに合わせること）
Unityのビルドセッティング画面→

AndroidSDKとJDKのパスをUnityに記述する
本研究でのパスは
SDK→ C:/Users/yamaji/AppData/Local/Android/Sdk
JDK→ C:/Program Files/Java/jdk1.8.0_144
となっている。
パスはUnityのExternal
Tools内に記述する。

あっち
ですよ

ココ→
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Bundle IDの設定

山地 美吏

転送完了！のはずが･･･

最後にBundle IDを独自で設定する。
Bundle ID(Bundle identifier)とはアプリケーション(作品)を識別する
ためのIDのことであり、組織のドメイン名とアプリの名前を入力す
る。
本研究では、
Company Name(組織名)→MiriYAMAJI
Product Name(作品(アプリ)名)→VRmuseum
→Bundle ID “com.MiriYAMAJI.VRmuseum”

下準備を整えあとは転送するのみ。のはずが、複数
のエラーが発生。㇐つ㇐つ潰していった。
最新SDKが原因のエラー
最新SDKのToolsにUnityが未対応のため発生したエラー
→Toolsのみを古いバージョンのものに置き換えて解決

最新JDKが原因のエラー
最新のJDK(Java)にUnityが未対応のため発生したエラー

としている。

→最新のバージョン(Ver.9)(2018年1月現在)から㇐段階古いバージョンに
(Ver.8)にダウングレードし解決

設定したCompany NameとProduct Name

Bundle ID(Package Name)

Build and Runボタンをクリックし転送
しかし･･･
下準備を整えエラーをつぶしたら、Build and Runボタンをク
リックし転送完了となる。
転送が完了したら、スマホをVRヘッドセットにはめ込めばVR
映像として鑑賞できる。
スマホ上で再生した映像では、なぜかバグが発生しなかった。
（原因不明）また、視界が㇐定の向きで固定されてしまい、
VR特有の視界移動による画面変更ができなかった。
←転送が完了するとスマホ画面に
Unityのロゴが表示される

転送された映像→

5．研究の結果を振り返って
研究の目標をクリアすることはできたのか
「高価格イメージの払拭」
→フリーのソフトや素材のみを使って㇐つのVR映像を完成させ
ることができた。安価でVR作品鑑賞ができ、プログラミング未
経験者でも安価でVR開発にも着手できると証明できたことは高
価格イメージの払拭に繋がるのでは。

「酔い問題への対策」
→酔いを加速させてしまうバグを発生させてしまったことは致
命的だったが、映像内のカメラのウォークスルーではカメラが
ゆっくりと移動するよう配慮、設定し自身が出来る最大限の画
面酔いへの対策を施した。
同ゼミ生の㇐部にVRヘッドセットを付けて映像を鑑賞しても
らったが、酔いを訴えた生徒はいなかった。
（同ゼミ生内の結果であり、絶対的に酔わない訳ではない）

まとめと考察

まとめと考察

研究開始時の目標であったスマホに映像を転送する
ことに成功
→カメラが固定されてしまうなど、新たな課題点が生
まれた。
→Androidに対応したBluetoothリモコンを使用した実
験や、Androidのジャイロセンサーを操作するプログ
ラミングを適用するなど検討し、引き続き調査を進め
る。

VR研究・開発を行って感じたのは、VRに対する世間
の認知が不十分であること。
発生したバグやスマホのカメラ固定問題が解決でき
なかったのも、ネット上で有効な解決策が見つから
なったから。
多数のユーザーを持つUnityですらAndroidへの映像
転送に必要なパス入手のためのソフトの最新バー
ジョンに未対応という事実がある。
→社会のVR開発が進みVRの需要と供給が大きくなれば、
世間のVRへの関心と認知度も高まり、「高価格」「酔
い対策」の問題テーマの克服もより現実的になるので
はないか。
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参考文献と引用
参考文献
北村 愛実(2016)『Unity5の教科書 2D&3Dスマートフォンゲーム入門講座 (Entertainment&IDEA)』SBクリエイティブ株式会社
Jonathan Linowes(著)、高橋 憲㇐(訳)、安藤 幸央(訳)、江川 崇(訳)、あんどうやすし(訳)(2016)『UnityによるVRアプリケーション開発 ―
作りながら学ぶバーチャルリアリティ入門』株式会社オライリー・ジャパン
Unity Answers (URL:https://answers.Unity.com/index.html)
いらすとや（URL:http://www.irasutoya.com/）
以下引用
Unity 3DCG｢[Unity] アプリをビルドしてAndroid実機上でテストする｣
https://Unity3d.sakura.ne.jp/Unity/Android-build.html
おもちゃラボ｢【Unity】Androidビルドした時にエラーが出る場合の対処法｣
URL:http://nn-hokuson.hatenablog.com/entry/2017/09/05/202327
@shiftsphere｢UnityでAndroidアプリビルドエラー→JDKのバージョンとパス設定｣
URL:https://qiita.com/shiftsphere/items/938f01c0086d601c95ca
(IGN JAPAN)「VR酔いを防ぐにはどうしたらいいのか？」(2016年10月17日)URL:http://jp.ign.com/playstation-vr/8389/feature/vr
(Lenovo)国際医療福祉大学大学院 杉本真樹医師・NTT東日本関東病院-VRの活用を通じて医療の未来を創造しようとする医師の思いとは？モバイル
ワークステーションだから広がる高度な医療IT。-URL:https://www.lenovojp.com/business/case/026/
(コンビニエブリデイ)「 セブンイレブン、2018年1月10日よりネットショッピングサイトにてVRを活用したバレンタインショップをオー
プン」(2018年1月11日)
URL:https://convenieveryday.com/2018/01/11/%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%96%E3%83%B3
%E3%80%812018%E5%B9%B41%E6%9C%8810%E6%97%A5%E3%82%88%E3%82%8A%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B
7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3/
(MoguraVR)「コロプラのVRゲーム2タイトルがOculus Touchのローンチタイトルに」(2016年10月28
日)URL:http://www.moguravr.com/colopl-oculus-touch-vr/
(Social VR Info)「VR/MR事業を手がけるアイデアクラウド、教育コンテンツ「防災VR」に新しいラインナップ…子供もできる単眼HMD
との組み合わせた内容も」(2017年2月23日)
URL:http://svrinfo.jp/detail?p=179132
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以下使用した C#コード詳細
出典: Jonathan Linowes(著)、高橋 憲一(訳)、安藤 幸央(訳)、江川 崇(訳)、あんどうやすし
(訳)(2016)
『Unity による VR アプリケーション開発 ―作りながら学ぶバーチャルリアリティ入門』株式会社オライリ
ー・ジャパン(p186,p190~191)
―シーン内の絵画に画像を反映させるためのコード―
using System.Collections;
using UnityEngine;
public class PopulateArtFrames : MonoBehaviour {
public Texture[] images;
// Use this for initialization
void Start () {
int imageIndex = 0;
foreach (Transform artwork in transform)
{
GameObject art = artwork.Find("Image").gameObject;
Renderer rend = art.GetComponent<Renderer>();
Shader shader = Shader.Find("Standard");
Material mat = new Material(shader);
mat.mainTexture = images[imageIndex];
rend.material = mat;
imageIndex++;
if (imageIndex == images.Length) imageIndex = 0;
}
}
// Update is called once per frame
void Update () {
}
}
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―カメラにウォークスルーを実行させるためのコード―
using System.Collections;
using UnityEngine;
public class ExhibitionRide : MonoBehaviour {
public GameObject artworks;
public float startDelay = 3f;
public float transitionTime = 5f;
private AnimationCurve xCurve, zCurve, rCurve;
// Use this for initialization
void Start () {
int count = artworks.transform.childCount + 1;
Keyframe[] xKeys = new Keyframe[count];
Keyframe[] zKeys = new Keyframe[count];
Keyframe[] rKeys = new Keyframe[count];
int i = 0;
float time = startDelay;
xKeys[0] = new Keyframe(time, transform.position.x);
zKeys[0] = new Keyframe(time, transform.position.z);
rKeys[0] = new Keyframe(time, transform.position.y);
foreach(Transform artwork in artworks.transform)
{
i++;
time += transitionTime;
Vector3 pos = artwork.position - (artwork.forward * 4);
xKeys[i] = new Keyframe(time, pos.x);
zKeys[i] = new Keyframe(time, pos.z);
rKeys[i] = new Keyframe(time, artwork.rotation.y);
}
xCurve = new AnimationCurve(xKeys);
zCurve = new AnimationCurve(zKeys);
rCurve = new AnimationCurve(rKeys);
}
// Update is called once per frame
void Update () {
transform.position = new Vector3(xCurve.Evaluate(Time.time), transform.position.y,
zCurve.Evaluate(Time.time));
Quaternion rot = transform.rotation;
rot.y = rCurve.Evaluate(Time.time);
transform.rotation = rot;
}
}
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４大陸のWebデザイン動向の横断調査
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デザイン動向の横断調査
外国語学部ドイツ語ドイツ文化専攻

４年

三浦穂乃香

はじめに
本研究では、ヨーロッパ(ドイツ)、アジア(日本)、北アメリカ(ア
メリカ合衆国)、南アメリカ(ペルー)の４大陸で、サービスを展開
している企業が運営している消費者向けWebデザインの調査・比
較をし、各国の特徴を整理していくとともに、これらの特徴の違い
が各国のWebデザインのどのような需要や要請によるものかを調査
する。

中国のWebサイトの例



はじめに



研究背景



調査の設計（サイトの選択）



調査ポイント



調査



考察



まとめと今後の課題



参考文献

研究背景


海外旅行で中国を訪れた際、中国独自のサイトを閲覧し、サイトが開くと同時
にすぐにプレイすることができる簡単なミニゲームが出てきたことがある。日
本では見かけることのないWebサイトの形式に興味を持ち、中国では、サイト
の閲覧数や注目を集めるためにWebサイトにゲームをつけることはよくあるこ
とだと聞いた。



また海外の質問サイトで日本のWEBデザインが魅力に欠けているのはなぜか、
という疑問を拝見したことがある。



以下のことから、国によってWebデザインの好みや特徴が変化するのかについ
て調査・比較したいと考えたため。

調査の設計
Webサイトの構成や機能は主として用途により決まってくると考えら
れている。例えば、ビジネス用や余暇用に分類されているWebサイト
もその目的によって、さらに性別や年齢別にWebサイトの構成、機能
が変化していく。
今回調査で使用するWebサイトのサンプルは、以下のカテゴリーから
のものとする。

2017年度麗澤大学情報系卒論発表会



ビジネスサイト



余暇のサイト



女性向けサイト



若者向けサイト



一般サイト
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調査のポイント
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調査のポイント

Web技術に関する世界的な標準化団体であるW3Cが、制定し
たWebサイト上における、情報やサービスへのアクセスのし
やすさに関するガイドライン、『WCAG ２.0』の基準を参考
に、（１）文化的特徴や（２）デザイン的特徴（３）技術的
特徴の３つの分野で調査していく。



色使い



ナビゲーションデザイン



アクシビリティ（Webサイト上に
おける、情報やサービスへのアクセ
スのしやすさのことを指す）



モバイル対応



コンテンツの総データ量（処理速
度）

１. 文化的特徴


トップページあたりの文字（語彙）数



顧客のへのアプローチの違い



言語景観（多言語対応）

３. 技術的特徴

２. デザイン的特徴



ページレイアウト

調査（ビジネスサイトと余暇用サイトの比較）

調査（ビジネスサイトと余暇用サイトの比較）

旅行サイト（一般サイト、余暇用）

顧客へのアプローチの違い
（旅行サイト）

顧客へのアプローチの違い
（銀行サイト）

 日本
お土産、温泉特集、旅行関連商品（旅
行保険、外資両替）など、旅行に関す
る情報を細かく掲載し
 アメリカ、ドイツ
旅行の割安情報や現在行っている
 セールのアプローチが多い。
 ペルー
海外旅行、国内旅行として人気な国へ
行くのにかかる料金や旅行の良さをア
プローチ。

 日本、ドイツ、アメリカ
現在行っているキャンペーンの詳細
や店頭限定の金利の紹介。
 ペルー
各銀行によるクレジットの良さや。
お客様の満足度をアピールする傾向
が多い。

銀行のサイト（一般サイト、ビジネス用）

１. 文化的特徴
トップページあたりの文字数





日本４００５文字
アメリカ３１０５文字
ドイツ６８８７文字
ペルー２７７１文字

トップページあたりの文字数





日本６１９文字
アメリカ２１９８文字
ドイツ２８５９文字
ペルー２８２６文字

調査（ビジネスサイトと余暇用サイトの比較）
２. デザイン的特徴
余暇サイト（旅行会社のサイト）
 日本
企業ごとにロゴのカラーと同じ色をWeb
デザインカラーとして使用。１つのコン
テンツに対する情報量が多い。
 アメリカやドイツ
全体の印象として広々としている。あま
り派手な色使いはなく旅行サイトではそ
れにちなんだ海のデザインや水色を使う
ことが多い。
 ペルー
濃い色の使用頻度が多く、派手な色使い
をするサイトがほとんど。

調査（ビジネスサイトと余暇用サイトの比較）
３. 技術的特徴

ビジネスサイト（銀行のサイト）
 日本、ペルー
余暇のサイトと変化はなし。
 ドイツ
白色を基調としたサイトが多
く、サイトに使う色合いの数
は平均３色で少ない傾向。
 アメリカ
余暇用のサイトに比べると色
使いがあまり派手でない落ち
着いた色合い。

コンテンツの総データ量（処理速度）

ビジネスサイト（銀行のサイト）の処理速度

Load time

日本

0,511秒

17,47秒

日本

0.423秒

0.423秒

アメリカ

0.323秒

12,12秒

アメリカ

0.352秒

0.352秒

ドイツ

測定不能

測定不能

ドイツ

0,366秒

0,366秒

ペルー

0,723秒

16.354秒

ペルー

0.821秒

0.821秒

表１
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TTFB

TTFB

Load time

旅行サイトの処理速度
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調査（ビジネスサイトと余暇用サイトの比較）
３. 技術的特徴

ナビーゲーションデザイン
余暇サイト（旅行サイト）の平均メニューバー数
 日本 １２.２個
 アメリカ ９.５個
 ドイツ ７個
 ペルー ４.５個
ビジネスサイト（銀行サイト）
 日本 ６.２個
 アメリカ ７.４個
 ドイツ ７.１個
 ペルー５個

考察

モバイル対応
余暇サイト（旅行会社のサイト）
 日本:モバイル対応している割合 100％
 アメリカ:モバイル対応している割合 100％
 ドイツ:モバイル対応している割合 100％
 ペルー:モバイル対応している割合 33％
ビジネスサイト（銀行のサイト）
 日本:モバイル対応している割合 100％
 アメリカ:モバイル対応している割合 100％
 ドイツ:モバイル対応している割合 80％
 ペルー:モバイル対応している割合 33％

まとめと今後の課題



以前海外の質問サイトで日本のWEBデザインは魅力に欠けているのは
なぜか、という疑問を拝見したことがある。今回の研究で日本は比較
的一つのページに対するサイトの情報量が多く、メニューバーの数も
他国に比べ、多いということがわかった。



欧米諸国では必ずしも多くの情報量をトップページに載せるという特
徴はなくサブのページなどに分散させる形式が多い。もちろん欧米諸
国にもトップページに多くの情報量を載せることもあるが、その場合
はサイトの面積が大きくなる傾向があり、日本のように一定の空間に
文字を多く書き込まない特徴にある。そのため欧米諸国では、日本の
ように情報量が多いサイトに対して、違和感を感じ、魅力を感じない
のかもしれない。

参考文献

WEBサイトの用途、目的、対象者によって研究を行なった。
日本のサイトは情報量が多く、アメリカでは比較的、サイトの
処理速度が早かった。一方ドイツはモバイル対応用のサイトの
左側にメニューバーを置く特徴があり、ペルーは用途に関係な
く、派手な色使いを好む傾向にあった。



今後の課題として、４カ国の調査だけでなくアフリカやオース
トラリア地域なども研究し、パソコンで開いた時だけではなく、
モバイルからの速度の変化にどのような違いがあるのか調査し
ていきたい。

参考文献



Webデザイン‐コンセプトメイキングから運用まで‐松坂喜幸



心を動かすデザインの秘密.

荷方邦夫.



公益財団法人

画像情報教育委員会(CG‐ARTS協会)


アメリカの金融機関(https://www.bankofamerica.com/)



アメリカの金融機関(https://www.jpmorganchase.com/)



日本の金融機関 三菱UFJ銀行 (http://www.bk.mufg.jp/)



日本の金融機関 三井住友銀行(http://www.smbc.co.jp/)



日本の金融機関 ゆうちょ銀行(http://www.jp‐bank.japanpost.jp/)

実務教育出版



ペルーの金融機関 Banco de Nación (http://www.bn.com.pe/)



ペルーの金融機関 BBVA Continental (https://www.bbvacontinental.pe/)



ペルーの金融機関 BANKO CENTRA0L



ペルーの金融機関 Banbif (https://wwrw.banbif.com.pe/)



日本の金融機関 日本銀行(http://www.boj.or.jp/)



ペルーの金融機関 Mi BANKO (https://www.mibanco.com.pe/)



日本の金融機関 みずほ銀行 (https://www.mizuhobank.co.jp/index.html)



ペルーの金融機関 Citibank(https://www.citibank.com/icg/sa/latam/peru/)



資生堂（http://www.shiseido.co.jp/gb/）



ペルーの金融機関 banco



メイベリンニューヨーク（https://www.maybelline.co.jp/）



ドイツの金融機関(http://www.mmwarburg.ch/de/)



ディズニーチャンネルhttp://www.disney.co.jp/tv/dc.html）

ドイツの金融機関(https://www.db.com/company/index.htm)





カートゥンネットワーク（http://www.cartoonnetwork.jp/

ドイツの金融機関(http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Home/home_node.html)





日本の旅行会社（http://www.jtb.co.jp/）



ドイツの金融機関(https://www.pfandbriefbank.com /)

日本の旅行会社（http://www.nta.co.jp/）





日本の旅行会社（https://www.his‐j.com/Default.aspx）



ドイツの金融機関(https://www.commerzbank.com/)



アメリカの旅行会社（https://us.travelnow.com/）



アメリカの金融機関(https://www.usbank.com/index.html)



アメリカの旅行会社（http://www.concierge.com/service）



アメリカの金融機関(http://www.morganstanley.com/)



アメリカの旅行会社（https://www.travelocity.com/?affcid=travelocity‐US.network.cj.2005442.10395159&afflid=&paandi=true）



アメリカの金融機関(http://www.goldmansachs.com/)



ペルーの旅行会社（http://www.peru‐turismo.com）



アメリカの金融機関(https://www.wellsfargo.com/)



ペルーの旅行会社（http://www.travelgroup.com.pe）



アメリカの金融機関(https://www.citigroup.com/citi/)



ペルーの旅行会社（http://www.peru‐turismo.com）



ドイツの旅行会社（http://www.tui.com/）



ペルーの旅行会社

ドイツの旅行会社（https://www.first‐reisebuero.de/deutschland0）



（http://www.peruviantravelservice.com/?gclid=EAIaIQobChMIgL O9kbHX2AIV0n29Ch3GMgCIEAAYAiAAEgKorvD_BwE）



DE

RESERVA

DEL

PERU(http://www.bcrp.gob.pe/)

cencosud. (http://www.bancocencosud.com.pe/)
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４大陸のWebデザイン動向の横断調査

三浦穂乃香

ご静聴ありがとうございました。
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OSSを用いたクローズドSNSの構築と考察

金子 哲也

もくじ
• OSS ・CMS を利用する

• 研究の背景

（OSSを用いたクローズ
ドSNSの構築と考察）

• オンプレミス型
• クラウド型

• 研究の目的
• オープンSNSとは

• OpenPNE（オープンピーネ）

• クローズドSNSとは

• 考察

• SNSの構築方法

麗澤大学
経済学部 経営学科 4年
大塚ゼミ21期生
金子 哲也

• アプリケーションを利用する
• ChatWork（チャットワーク）
• SNS構築サービスを利用する

• 参考
• 謝辞

• Webサイトで構築する
• 業者に委託する

• PEOPLE（ピープル）
1

研究の背景

研究の目的

電子メール

• オープンSNS のユーザ数は
年々増加
• ビジネスでは電子メールでや
り取り

フォーマル
蓄積される

• クローズドSNSのユーザも増
えてきている

2

SNS
手軽
流れていく
視覚的情報が多い

• ビジネスの分野で利用できるクローズ
ドSNS と、その構築方法を調査し、
それらの特徴をまとめ、推奨されるも
のを示す。
• また、自らサーバを用意し、そこでク
ローズドSNSを構築し、運用してみる。
チャットウォールや投稿機
能だけでなく、タスク管理
やファイル共有もできる！

社内SNS

3

4

オープンSNSとは

クローズドSNSとは

• Social Networking Serviceの略
• 人と人との社会的な繋がりを維持・
促進する様々な機能を提供する、会
員制のオンラインサービス。

• 目的が、社員同士のコミュニケーショ
ンの活性化。

オープンSNS
投稿
Y

K

U

クローズド
SNS

情報漏洩・デマ情報
といった記事を目に
することも

投稿

投稿
Y

5
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クローズド
SNS

K

U

Y

K

ユーザの自由度、情報の信頼性が高い

そもそもSNSが
見えていない
U

6

発表番号13

OSSを用いたクローズドSNSの構築と考察

金子 哲也

SNSの構築方法

アプリケーションを利用する

• アプリケーションを利用する
• SNS構築サービスを利用する

• 家族間、友人間、恋人間、
また社内向きなど様々。
• 完成品を利用するだけ

• Webサイトで構築する
• 業者に委託する

SNS構築サービ
スを利用

Webサイト
で構築

業者に委託

メリット
• 手軽
• すぐ利用できる

• OSS ・CMS を利用する
• オンプレミス型
• クラウド型

OSS ・CMS を利用
オンプレ
ミス型

クラウド型

OSS：オープンソースソフトウェア
CMS：コンテンツマネジメントシステム

7

ChatWork（チャットワーク）
• チャット機能の、ユーザ自身のみが
閲覧できる“マイチャット”に、メモ
やファイルを置くことができる。
• タスク管理機能では、タスクを完了
すると、通知がでる。

9

SNS構築サービスを利用する
業者に委託する
• 代理業者に、問い合わせや申し込
みをし、契約する必要がある
• カスタマイズできる範囲はWebサ
イトで構築するより大きくなる
独自SNS

業者

SNS構築サービスを利用する
Webサイトで構築する

メリット
• 基本無料
• 知識技術はあま
りいらない
• ある程度カスタ
マイズできる

サイト

デメリット
• 権限を大きくする
には課金が必要
• 情報通信は外部に
依存

10

PEOPLE（ピープル）
• 管理用ページで簡単に、デザインの変更や、
コンテンツの停止・削除が行える。
• ＳＮＳ内のメンバーを対象に、オークショ
ン型のフリーマーケットを展開できる。

デメリット
• 基本有料
• 維持費が掛かる

11
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8

• SNSの名前や、URLの一部、デザイ
ンや機能を、設定することができる。
• メールアドレスがあれば、容易に構
独自SNS
築できる。

公式ページの機能一覧参照https://go.chatwork.com/ja/features/?click=header-navi

メリット
• 構築の自由度が
大きい
• アフターケアが
ある

デメリット
• カスタマイズでき
る範囲が小さい
• 情報通信は外部に
依存

公式ページのピープルの特徴を参照
https://go.chatwork.com/ja/features/?click=header-navi

12
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金子 哲也

OSS ・CMS を利用する
オンプレミス型

OSS ・CMS を利用する
クラウド型
• サービスに応じてそれにコストを払う。

• 自社（自宅）にサーバなどの機器を
設置し運用する。
• サーバとして機能するようにする。
メリット
• 機器自体が資産に
なる。
• ソフト、ハード、
カスタマイズすべ
てが自由。

所有

デメリット
• 導入に、コストと
時間が掛かる。
• 全てが自己責任。

13

メリット
• 導入に時間とコス
トが比較的掛から
ない。
• アップデート、
バックアップに手
間、コストが掛か
らない。
• 導入後の規模の変
更が容易。

業者
権利
所有

デメリット
• ⾧期的または大
規模に運用する
とオンプレミス
の方が安くなる
ことがある。
• 社内の他のシス
テムとの統合性
が高くない。
14

OpenPNE（オープンピーネ）

考察

• PC、スマホ、携帯電話に対応する。
• OpenPNE自体の機能は少ないが、プ
ラグインを増やすことで拡張可能。
• インストールと拡張が容易。

• アプリケーション
を利用する方法

• 多くの企業

• SNS構築サービス
を利用する方法

• 既存のものでは
実現できない機
能が欲しい企業

• OSS・CMSを利
用する方法

• 開発環境と運用
環境が整ってい
る企業
16

15

参考
• IT用語辞典

http://e-words.jp/w/SNS.html
• SNS疲れの新たな味方？次来るのはクローズド型SNS

ご清聴
ありがとうございました

http://cocomachi.tokyo/closed-sns
• 2015年は匿名・クローズド型ソーシャルメディアに注目！？
「SNS疲れ」のユーザーをどれだけ囲い込めるか。

https://gaiax-socialmedialab.jp/post-27826/
• 「社内メール」から「社内SNS」、社内に起きる3つの変化

https://www.questetra.com/ja/blog/cat-ambitionsja/enterprise-social-network/

17
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Twitterにおけるアカウント使い分けに関する利用実態の調査

石鍋 澪

発表の流れ

1.はじめに
2.研究のねらい
3.Twitterの用語・機能
4.アンケート調査概要
5.アンケート結果・分析
6.考察
7.まとめ

Twitterにおけるアカウント
使い分けに関する利用実態の調査
外国語学部

外国語学科

ドイツ語・ドイツ文化専攻４年
千葉ゼミ

石鍋澪

2

1

１.はじめに－近年のSNS事情－

１.はじめにーTwitterについてー

• スマートフォンの普及により、SNSの利用者数が増

•

Twitterは月間利用者を増やし続けており、今後も増加が見込
まれる。

•

Twitter Japanは2017年10月末に日本国内の月間アクティブユー
ザー(実際に利用・ログインしている、MAU)数が4500万人を突
破したと発表し(※)、Facebookを抜いたことが注目される。

加している。

• 2017年度のユーキャン新語・流行語大賞において、
SNSの１つであるInstagramの「インスタ映え」が年
間大賞に選ばれた。

• 平成28年の総務省の調査(※)

Twitterの特徴

1. １つの投稿(ツイート)の文字制限は140字
2. 匿名利用が可能
3. 他ユーザのツイートの再投稿(リツイート)が簡単
4. １人で複数アカウントの作成が可能

→全年代の目的別インターネット利用時間、SNSは平
日2位(1位はメール)、休日1位

• 利用率上位3つ(全年代)：LINE(67％)・
Facebook(32.3％)・Twitter(27.5％)

※出典：総務省情報通信政策研究所「平成28年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関
する調査」http://www.soumu.go.jp/main_content/000492877.pdf
3

２.研究のねらい

※出典 毎日新聞「ツイッター：国内利用者4500万人に』
https://mainichi.jp/articles/20171027/k00/00e/040/370000c

4

２.研究のねらい

研究テーマ１

Twitterにおける複数アカウント使い分けの利用実
態の調査

研究テーマ２
ネガティブなツイートをする目的
見る人によっては不快と思われる恐れのあるような内容を、
人々は何を求め、しかもアカウントを使い分けてまでツ
イートする(※)のか。

複数のアカウントを使い分けているユーザがいる
(※)
例）日常の出来事を面白おかしくツイートするア
カウント・限られた人しか閲覧できず、自らの本
音を投稿するアカウント

川浦・山下・川上(1999)のウェブ日記を書くことによって
得られる効用が、Twitterにおいてネガティブなツイートを
する際はどのような結果になるのかを調査した。

複数アカウント使い分けに着目し、アンケート調
査をおこなった。
※出典：東洋経済オンライン「ツイッターを複数使い分ける､若者の本音
さとり世代に｢二十面相｣が増加中？」
http://toyokeizai.net/articles/-/62744

2017年度麗澤大学情報系卒論発表会

※出典：東洋経済オンライン「ツイッターを複数使い分ける､若者の本音
さとり世代に｢二十面相｣が増加中？」
5

http://toyokeizai.net/articles/-/62744
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石鍋 澪

３.Twitterの用語・機能
ーツイートの公開・非公開設定ー

３.Twitterの用語・機能

参考：Twitterヘルプセンター
https://help.twitter.com/ja

「非公開アカウント」

「公開アカウント」

• ツイート
• リツイート
• フォロー
• フォロワー
• 匿名利用
• タイムライン

•

Twitterユーザ以外も含め、誰で
もそのアカウントのツイートを
閲覧可能

•

リツイートやいいね、返信も自
由におこなえる

•

ツイートの他、いいね欄やフォ
ロー・フォロワーも自由に閲覧
できる

本稿ではツイートが公開の状態を「公開アカウン
ト」
非公開の状態を「非公開アカウント」と呼ぶ。

•

現在のフォロワーのみツイート
を閲覧可能

•

「非公開アカウント」のツイー
トはリツイートできない

•

フォロー承認されていない「非
公開アカウント」のツイートは
検索結果に表示されない

•

あらゆるツイートが非公開と
なっているため、フォロワーで
はないアカウントに返信しても、
相手側には表示されない

•

いいね欄やフォロー・フォロ
ワーを見ることができない

参考：Twitterヘルプセンター
https://help.twitter.com/ja

7

３.Twitterの用語・機能
ー複数アカウントの作成方法ー

8

４.アンケート調査概要
ーテーマ２に関する先行研究ー
•

ウェブ日記には、日記を書くことによって自分自身の理解が促進
し、緊張や不満解消の解放につながる側面を表す「自己に向かう
効用：自己効用」と、他者との相互作用を通じて自分だけでなく
他者についても理解が深まるという側面を表す「関係に向かう効
用：関係効用」があるとされる(山浦・山下・川上1999)。

•

７割の回答者が賛同→「自分に共感してくれる他者と出会い、親
しくなれる(関係効用)」

•

過半数の回答者が賛同→「自分の問題や感情などを整理し、明確
にすることができる」「不満や葛藤などを発散し、すっきりする
ことができる(自己効用)」(川浦・山下・川上・三浦2005、アン
ケート結果より)
Twitterユーザも何か効用を求めてツイートしているのではないか。

→「自己効用」「関係効用」に関する同様の各項目についてアン
ケート調査をおこない、ネガティブなツイートをする人が各項目に
ついてどの程度効用を感じているのか検証を試みた。
※この画像はAndroid版公式アプリ(ver.7.9.0)
のものです。

9

５.アンケート結果・分析
ー回答者ー

４.アンケート調査概要
ーアンケートと調査の概要ー
•
•
•
•
•

10

•
•

回答者：115人(男性15人、女性100人)
年齢

対象者：Twitterを使用している全年齢の男女
年齢

調査時期：2017年12月26日～2018年1月3日
アンケートはGoogleフォームで作成
専用のアカウントを作成し、回答の協力を呼びかけた。
設問：26問(すべて回答)からなり、大別するとフェイス
シート、複数アカウントに関する設問、フォロー・フォ
ロワーに関する設問、ツイート内容に関する設問、ネガ
ティブなツイートに関する設問の５つである。途中、回
答内容によって設問が分岐するようになっている。

•

11
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10代

20代

30代

31人(27％)

78人(67.8％)

6人(5.2％)

職業
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石鍋 澪

５.アンケート結果・分析
ー回答者ー
Twitter歴

研究テーマ１：複数アカウントについて
Q2アカウント数

Twitter利用頻度

• 9割以上のユーザ
がアカウントを複
数所持している

• この機能は需要が
ある

14

13

Q2.2アカウント使い分けの理由

Q2.1アカウント使い分けの目的
語

2

5

合計

趣味,趣味|ごと,趣味|垢,趣味|複数,趣味|毎,趣味|用,別|趣味|用

15 12 6

23

56

リアル,リア|垢,リアル|用,リアル|つながり,現実

5

2

6

10

23

友人,友人|用,友達|垢,友達|用,リア|友,リア|友|用,知り合い,知り合い|用,知
人,知人|用

3

5

9

5

22

学校,学校|ごと,学校|用,高校,高校|垢,高校|用,大学,大学|用,大学|垢

7

2

4

3

16

ジャンル,ジャンル別,ジャンル|わけ,ジャンル|ごと,種類|別,活動|ジャンル 1

2

3

9

15

愚痴,愚痴|アカ,愚痴|垢,悪口,憂鬱
裏,裏|垢,裏|アカウント,本音,本音|用

1

3

4

3

2

5

10

2

3

4

10

個人|的,個人|用,私|用,自分|用,ひとりごと,独り言,メモ,壁打ち

2
9
11
回答(一部抜粋)
3 1
5
9
・リア友用、趣味1趣味2(リツイートのみ)
交流,交流|用,連絡|交流|手段,連絡|用
2 1
2
5
・高校や大学の友達用と趣味用
グッズ|取引,グッズ|取引|用,取引|用,譲渡|垢
1
1 2
5
・趣味用やリアル用など
15
・趣味とリアル、裏アカ
日常,日常|用,日常|関連,プライベート,私生活

Q2.3「公開・非公開
アカウント」所持

Q2.4「公開・非公開
アカウント」のツ
イート頻度

17
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1.自分の趣味に関するツイートを友人・知人
に見られたくないから
2.自分のプライベートに関するツイートを見
られたくないから
3.情報が混ざるのを避けたいから
4.１つのアカウントでフォローをすると、タ
イムライン(TL)が追えなくなるから
• 1・2・6・7は「誰かにツイートを見られたくない」
5.自身のキャラクターを使い分けるため
6.「公開アカウント」のフォロワーに見られ
→1・2の回答の多さから使い分けの理由に大きく関係しているので
たくないツイートがあるから
はないか。
7.「非公開アカウント」のフォロワーに見ら
• 3・4は「外部からの情報」に関する項目
れたくないツイートがあるから
16
8.その他
→情報内容・情報量のコントロール

Q2.5「非公開アカウ
ント」使用のきっか
け

Q2.6現在の「非公開
アカウント」使用理
由

18
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Q2.7「公開アカウン
ト」のツイート頻度

Q2.8「非公開アカウ
ント」のツイート頻
度

19

ツイートに関する設問

•

Q4仕事や学校に関する
ツイート

•

Q4.1プライベートに関
するツイート

•

Q4.2趣味に関するツ
イート

1.ツイートするアカウントは限定していない
2.ツイートするアカウントは決まっている。ただし「公開ア
カウント」「非公開アカウント」で区別しているわけではな
い。
3.特定の「公開アカウント」でのみツイートしている
4.特定の「非公開アカウント」でのみツイートしている
5.アカウントは１つしか持っていない。
6.この種のツイートはおこなわない。

20

Q5.2ネガティブなツイートをする理由

研究テーマ２：ネガティブなツイート
Q5ネガティブなツ
イートの有無

石鍋 澪

1.
2.

Q5.1ネガティブなツ
イートをする際のア
カウント

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
21

６.考察

書くことによって不安や緊張が解消する
不満や葛藤などを発散し、すっきりする
ことができる
書くことによって自分の本当の気持ちが
分かる
自分の問題や感情などを整理し、明確に
することができる
現実社会での役割を忘れて本来の自分を
取り戻せるような気がする
家族や親しい人の期待から離れて自由に
振る舞える(自己効用)
自分のことを書くことで、他の人もその
人自身のことを知らせてくれるようにな
る
自分に共感してくれる他者と出会い、親
しくなれる
個人と個人が互いに、率直に意見交換で
きる

22
10.自分で気が付かない欠点や特長などを、

他の人から指摘してもらえる(関係効用)

６.考察

複数アカウントの所持と
「公開・非公開アカウント」の関係

2017年度麗澤大学情報系卒論発表会

アカウント数とネガティブなツイート
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７.まとめ

７.まとめ

• Twitterユーザの複数アカウント使い分け
→特定または不特定多数のユーザにツイートを見られ
ないようにするための自己防衛の傾向

• 9割以上のユーザがアカウントを複数所持している

• 見られたくないツイートをするためにアカウントを

複数アカウント作成の機能は需要がある

使い分ける

• 目的別→趣味とリアル(現実)で分ける、趣味だけで複数所
持
→ユーザの趣味とアカウント数の間に関連性はあるのか。

見られたら自分が嫌だと感じるor相手が不快に思う恐
れ？
→今後の課題

25
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７.まとめ
ー反省点・今後の課題ー

７.まとめ
ネガティブなツイートをすることによって得られる効用

•

アンケート回答者
大半が10代20代の女性、回答者の偏りがみられた。

• ウェブ日記→「関係効用」、Twitter→「自己効用」

• Twitter
140字という文字制限→長文でなくとも良い
思うがまま自身の感情をツイートできる
思い立ったら簡単な操作で投稿ができる

また、サンプル数が少なく満足のいく分析がおこなえな
かった。
• アンケート内容面
質問内容と選択肢の調整が必要な箇所(Q2.2,2.5,2.6の選
択肢を5件法にするなど)が多々あった。
項目の吟味が不十分→予備調査をし、自由記述でサンプル
を収集する必要

•
ストレス発散に向いているのではないか。

•

より多くのサンプルを集め、さらに詳細な調査をおこな
う
国別で同様の調査をおこなう→国別で違いがでる可能性

27
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アンケート調査票
卒業論文で Twitter の複数アカウントの使い分けについて取り上げたいと考えております。
執筆にあたり、Twitter ユーザの方を対象としたアンケート調査を行っております。ご回答
いただいた内容は統計的に処理致しますので、当アンケートにより個人、またアカウントが
特定されることはございません。ありのまま正直にお答えください。ご協力宜しくお願い致
します。
※当アンケートではツイートが公開の状態を「公開アカウント」
、非公開の状態を「非公開
アカウント」と呼びます。

Q1(フェイスシート)：性別をお答えください。－1.男・2.女
Q1.1：年齢をお答えください。
1.10 代
2.20 代
3.30 代
4.40 代
5.50 代以上

Q1.2：職業をお答えください。
1.会社員
2.公務員・団体職員
3.自営業
4.派遣
5.主婦・主夫
6.アルバイト・パート(フリーター)
7.中学生
8.高校生
9.大学生・短大生・専門学生
10.無職
11.その他(

)

Q1.3(Twitter・他 SNS の利用状況)：Twitter を利用し始めて何年ですか。
1.１年未満
2.１年～２年
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3.２年～３年
4.３年～４年
5.４年～５年
6.５年以上
7.覚えていない

Q1.4：Twitter をどれくらい見ますか。
1.頻繁に見る
2.毎日数回は見る
3.見ない日もある
4.週に数回程度
5.あまり見ない

Q1.5：Facebook を利用していますか。－1.はい 2.いいえ
Q1.6：Instagram を利用していますか。－1.はい 2.いいえ
※当アンケートではツイートが公開の状態を「公開アカウント」
、非公開の状態
を「非公開アカウント」と呼びます。
Q2(複数アカウントについて)：アカウントはいくつ所有していますか。
1.１つ(Q2.7 へ)
2.２つ(2.以降 Q2.1 へ)
3.３つ
4.４つ
5.５つ以上

Q2.1：複数のアカウントをお持ちの方にお伺いします。各アカウントをどんな
目的でお使いですか？簡単にお書きください。(記述式)
Q2.2：複数アカウントをお持ちの方にお伺いします。アカウントを複数使い分
けている理由は何ですか。あてはまるものをいくつでも選択してください。
1.自分の趣味に関するツイートを友人・知人に見られたくないから
2.自分のプライベートに関するツイートを見られたくないから
3.情報が混ざるのを避けたいから
4.１つのアカウントでフォローをすると、タイムライン(TL)が追えなくなるから
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5.自身のキャラクターを使い分けるため
6.「公開アカウント」のフォロワーに見られたくないツイートがあるから
7.「非公開アカウント」のフォロワーに見られたくないツイートがあるから
8.その他(

)

Q2.3：複数のアカウントをお持ちの方にお伺いします。
「公開アカウント」と「非
公開アカウント」のいずれかをお持ちですか？
1.「公開アカウント」のみ持っている(Q2.7・2.8 へ)
2.「非公開アカウント」のみ持っている(Q2.5・2.6 へ)
3.「公開アカウント」
「非公開アカウント」の両方を持っている(Q2.4～2.6 へ)

Q2.4：
「公開アカウント」
「非公開アカウント」の両方をお持ちの方にお伺いしま
す。ツイート頻度が高いのは「公開アカウント」
「非公開アカウント」のどちら
ですか。－1.「公開アカウント」2.「非公開アカウント」
Q2.5：
「非公開アカウント」をお持ちの方にお伺いします。アカウント使い分け
のきっかけは何でしたか。あてはまるものをいくつでも選択してください。
1.自分の趣味に関するツイートを友人・知人に見られたくなかったから
2.自分のプライベートに関するツイートを見られたくなかったから
3.情報が混ざるのを避けたかったから
4.１つのアカウントでフォローをすると、タイムライン(TL)が追えなくなったから
5.自身のキャラクターを使い分けたかったから
6.「公開アカウント」のフォロワーに見られたくないツイートがあったから
7.不特定多数のユーザに見られたくないツイートがあったから
8.最初から「非公開アカウント」しか持っていない
9.その他(

)

Q2.6：現在は「非公開アカウント」をどのような目的で使っていますか。あては
まるものをいくつでも選択してください。
1.自分の趣味に関するツイートを友人・知人に見られたくないから
2.自分のプライベートに関するツイートを見られたくないから
3.情報が混ざるのを避けたいから
4.１つのアカウントでフォローをすると、タイムライン(TL)が追えなくなるから
5.自身のキャラクターを使い分けたいから
6.「公開アカウント」のフォロワーに見られたくないツイートがあるから
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7.不特定多数のユーザに見られたくないツイートがあったから
8.最初から「非公開アカウント」しか持っていない
9.その他(

)

Q2.7：ツイートの頻度についてお伺いします。
「公開アカウント」でどれくらい
ツイートしますか。
1.１日に複数回ツイートする
2.ほぼ毎日ツイートする
3.週に数回程度ツイートする
4.ツイートすることはあまりない
5.ツイートしたことがない
6.「公開アカウント」を持っていない

Q2.8：ツイートの頻度についてお伺いします。
「非公開アカウント」でどれくら
いツイートしますか。
1.１日に複数回ツイートする
2.ほぼ毎日ツイートする
3.週に数回程度ツイートする
4.ツイートすることはあまりない
5.ツイートしたことがない
6.「非公開アカウント」を持っていない

※当アンケートではツイートが公開の状態を「公開アカウント」
、非公開の状態
を「非公開アカウント」と呼びます。
Q3(フォロー・フォロワー)：家族や実際の(ネット上で知り合ったのではない)知
人や友人をフォローしていますか。
1.はい
2.いいえ
3.はい。ただし特定のアカウントでのみフォローしている

Q3.1：家族や実際の(ネット上で知り合ったのではない)知人や友人からフォロー
されていますか。
1.はい
2.いいえ
3.はい。ただし特定のアカウントでのみフォローされている
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Q3.2：家族・実際の知人や友人以外の人(芸能人や企業の公式アカウントを除く、
ネット上で知った一般ユーザ)をフォローしていますか。
1.はい
2.いいえ
3.はい。ただし特定のアカウントでのみフォローしている

Q3.3：家族・実際の知人や友人以外の人(芸能人や企業の公式アカウントを除く、
ネット上で知った一般ユーザ)からフォローされていますか。
1.はい
2.いいえ
3.はい。ただし特定のアカウントでのみフォローされている

※当アンケートではツイートが公開の状態を「公開アカウント」
、非公開の状態
を「非公開アカウント」と呼びます。
Q4(ツイート)：仕事や学校に関するツイートはどのアカウントでおこないます
か。
1.ツイートするアカウントは限定していない
2.ツイートするアカウントは決まっている。ただし「公開アカウント」「非公開ア
カウント」で区別しているわけではない。
3.特定の「公開アカウント」でのみツイートしている
4.特定の「非公開アカウント」でのみツイートしている
5.アカウントは１つしか持っていない。
6.この種のツイートはおこなわない。

Q4.1：仕事や学校以外のプライベートな内容(自身について、家族・ペット・友
人などについて、日々の食事等)に関するツイートはどのアカウントでおこない
ますか。
1.ツイートするアカウントは限定していない
2.ツイートするアカウントは決まっている。ただし「公開アカウント」「非公開ア
カウント」で区別しているわけではない。
3.特定の「公開アカウント」でのみツイートしている
4.特定の「非公開アカウント」でのみツイートしている
5.アカウントは１つしか持っていない。
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6.この種のツイートはおこなわない。

Q4.2：趣味に関するツイートはどのアカウントでおこないますか。
1.ツイートするアカウントは限定していない
2.ツイートするアカウントは決まっている。ただし「公開アカウント」「非公開ア
カウント」で区別しているわけではない。
3.特定の「公開アカウント」でのみツイートしている
4.特定の「非公開アカウント」でのみツイートしている
5.アカウントは１つしか持っていない。
6.この種のツイートはおこなわない。

※当アンケートではツイートが公開の状態を「公開アカウント」
、非公開の状態
を「非公開アカウント」と呼びます。
※以下の設問に出てくる「ネガティブなツイート」は、愚痴や不平・不満、自身
の負の感情、悲観的なツイートを指します。
Q5：ネガティブなツイートをしますか。－1.はい(Q5.1 へ) 2.いいえ(終了)
Q5.1：ネガティブなツイートはどのアカウントでおこないますか。
1.ツイートするアカウントは限定していない
2.ツイートするアカウントは決まっている。ただし「公開アカウント」「非公開ア
カウント」で区別しているわけではない。
3.特定の「公開アカウント」でのみツイートしている
4.特定の「非公開アカウント」でのみツイートしている
5.アカウントは１つしか持っていない
※以下の設問はありのまま正直に、直感でお答えください。

Q5.2：ネガティブなツイートをするのは何故ですか。それぞれの項目について
１～５の中から１つずつ選択してください。
1.)書くことによって不安や緊張が解消する－1.よくあてはまる

2.まああてはま

る 3.どちらでもない 4.あまりあてはまらない 5.全くあてはまらない
2.)不満や葛藤などを発散し、すっきりすることができる－1.

5.

3.)書くことによって自分の本当の気持ちが分かる－
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4.)自分の問題や感情などを整理し、明確にすることができる－
5.)現実社会での役割を忘れて本来の自分を取り戻せるような気がする－
6.)家族や親しい人の期待から離れて自由にふるまえる
7.)自分のことを書くことで、他の人もその人自身のことを知らせてくれるように
なる
8.)自分に共感してくれる他者と出会い、親しくなれる
9.)個人と個人が互いに、率直に意見交換できる
10.)自分で気が付かない欠点や特長などを、他の人から指摘してもらえる
ご協力ありがとうございました。
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アンケート回答結果
ここでは、本稿には載せきれなかった回答結果を掲載する。

Q1.5

Q1.6

Q3：家族や実際の(ネット上で知り合ったのではない)知人や友人をフォローしてい
ますか。
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Q3.1：家族や実際の知人や友人からフォローされていますか。

Q3.2：家族・実際の知人や友人以外の人(芸能人や企業の公式アカウントを除く、ネ
ット上で知った一般ユーザ)をフォローしていますか。

Q3.3：家族・実際の知人や友人以外の人からフォローされていますか。
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目次
現代の読書の楽しみ方

―読書サイトの活用方法を通して―

1.
2.
3.
4.

外国語学部 ドイツ語・ドイツ文化専攻
千葉ゼミ 4年

5.

はじめに
研究のねらいと先行研究
研究方法
調査結果とその分析
まとめ

滝沢 茉里子

1. はじめに

2. 研究のねらいと先行研究
2.1 「読書メーター」とは

http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_yoronchosa/pdf/h25_chosa_k
ekka.pdf

2.2 研究のねらい

読書メーターの利用状況について調査し、読書メー
ターはどのように使われているのか、また、電子書籍は
どの程度普及しているのかを研究する。
2.3 問題提起

読書メーターはどのように読書家に使われているのか。
また、電子書籍は若い世代に普及しているのか。

2017年度 麗澤大学情報系卒論発表会

https://bookmeter.com/giftbooks

3. 研究方法
3.1 調査方法

読書メーター利用者に対するGoogleフォームを
使用したアンケート調査を2017年12月10日から
2017年12月27日まで、「読書メーター」の「つぶ
やき」機能を使って実施。61件の回答が集まった。

発表番号15

現代の読書の楽しみ方

3.2 調査内容
１性別
２年齢
３職業
４読書メーターを何年利用していますか？
５読んだ本の冊数
６読書メーターを知ったきっかけ
７読書メーターをどのように使っていますか？
８読書メーターにおいて読書家との交流を求めますか？
８-１コミュニティに参加していますか？
８-２読書家と交流する理由は何ですか？
８-３読書家との交流を求めない理由は何ですか？
９読書メーターを使う頻度
１０どんな本を登録していますか？
１１感想やレビューを投稿したことがありますか？
１１-１感想やレビューを投稿する理由は何ですか？
１２感想やレビューを見て読みたい本を登録することがありますか？
１３読書メーターの良いところは何ですか？
１４電子書籍は利用していますか？
１４-１電子書籍を利用する理由は何ですか？
１４-２電子書籍を利用しない理由は何ですか？

滝沢 茉里子

4. 調査結果とその分析
4.1 年齢

4.3 読書メーターにおいて、読書家との交流を求めますか？
4.2 読書メーターをどのように使っていますか？

コミュニティに参加していますか？

4.4 感想やレビューを投稿したことがありますか？

4.6電子書籍は利用していますか？

4.5 感想やレビューを見て読みたい本を登録すること
がありますか？

利用している 利 用 し て い
ない
20代未満
20代
30代
40代
50代
60代
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現代の読書の楽しみ方

滝沢 茉里子

5. まとめ

参考文献

 「読書メーター」という、SNSが普及している現



代ならではの楽しみ方がある
 電子書籍は、今回の調査では半数が利用して

沢 葦夫 (2017)「1ヶ月に1冊も本を読まない人は約半
数、進む読書離れ…電子書籍市場は拡大も」
『NewShere』2017年3月26日.
http://newsphere.jp/national/20170326-2/ （2018年
1月9日最終閲覧）

いない


2017年度 麗澤大学情報系卒論発表会

文化庁「平成 25 年度 「国語に関する世論調査」の結
果概要」
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/t
okeichosa/kokugo_yoronchosa/pdf/h25_chosa_kek
ka.pdf(2018年1月12日最終閲覧 )
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滝沢 茉里子

読書メーター利用状況のアンケート
卒業論文の執筆にあたり、読書メーター利用者を対象にアンケートを行っています。ご回
答いただいた内容は、個人が特定できない形で集計して使用します。また記述式の回答を
引用する場合がありますが、その場合も個人が特定できないよう配慮いたします。お手数
をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。


性別

男性
女性


年齢

20 代未満
20 代
30 代
40 代
50 代
60 代以上


職業

学生
会社員
フリーター/パート/アルバイト
主婦
無職
その他


読書メーターを何年利用していますか？

1 年未満
1 年以上
2 年以上
3 年以上
4 年以上
5 年以上
6 年以上
7 年以上

2017 年度麗澤大学情報系卒論発表会
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滝沢 茉里子

読んだ本の冊数

10 冊未満
10 冊以上
50 冊以上
100 冊以上
500 冊以上
1000 冊以上
その他


読書メーターを知ったきっかけ

自分で検索した
家族・友人の紹介
Twitter
その他


読書メーターをどのように使っていますか？

読んだ本の登録
読みたい本の登録
本棚への登録
ユーザーとの交流
コミュニティへの参加
新しい本の発見
献本やフェアなどに参加
本の紹介（レビューなど）
その他


読書メーターにおいて、読書家との交流を求めますか？

求める
求めない
他の利用者との交流を求めると回答された方への質問です。


コミュニティに参加していますか？

している
していない

2017 年度麗澤大学情報系卒論発表会
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読書家と交流する理由は何ですか？

（自由記述）


読書家との交流を求めない理由は何ですか？

（自由記述）


読書メーターを使う頻度

毎日
週 3 回以上
一か月に 3 回以上
その他


どんな本を登録していますか？（複数回答）

文庫
ライトノベル
単行本
新書
実用書
コミック
雑誌
その他


感想やレビューを投稿したことがありますか？

ある
ない


感想やレビューを投稿する理由は何ですか？

（自由記述）


感想やレビューを見て読みたい本を登録することがありますか？

ある
ない


読書メーターの良いところは何ですか？

（自由記述）

2017 年度麗澤大学情報系卒論発表会
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滝沢 茉里子

電子書籍は利用していますか？

小説のみ利用している
コミックのみ利用している
小説もコミックも利用している
利用していない
その他


電子書籍を利用する理由は何ですか？

（自由記述）
電子書籍を利用しない理由は何ですか？
（自由記述）
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株式投資における税金の影響

君山 力斗

目次
1.はじめに
2.株式に関する税金・制度
2-1.株式譲渡税・配当税
2-2.少額投資非課税制度
3.日経平均株価を用いた分析
4.結論
5.まとめ

株式投資における税金の影響
経済学部 経済学科 上村ゼミ4年
a14422r@reitaku.jp
1144410414 君山力斗
1

2

『貯蓄から投資へ』
個人金融資産
（日本銀行資産循環統計）

1.はじめに

2000年度
総額1409兆円
流動資産53.9％

総額の変化
約30％

債券・投資信託・株式等
14.4％

2017年度第2四半期
総額1832兆円
流動資産51.6％
債券・投資信託・株式等
17.2％

3

年金の負担
受給額減少

4

長期金利下落

長期投資の目的は
税引き後の
トータルリターンの最大化

投資家 ジョン・テンプルトン（米）

税金がどれだけ
リターンに影響を
もたらしているん
だろう？

資産運用の必要性↑
5
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君山 力斗

株式に関する税金
売却

2.株式に関する税金・制度

支払

株式譲渡税
株式取引において利益が
発生した際に係る税金

保有

配当税
株式の保有から発生する
配当に係る税金

7

配当税
～ 1965 年
1965 年

8

株式譲渡税

・総合課税

・総合課税

・源泉分離選択課税の創立（ 15％）

・原則非課税

少額投資非課税制度（NISA）

（ 1 銘柄年 50 万円未満）
・申告不要制度の創立（10％）
（ 1 銘柄年 5 万円以下等）
1967 年

・源泉分離選択課税

1973 年

・源泉分離選択課税

1974 年

・申告不要制度

・申告不要制度

税率引き上げ（ 20％）

税率引き上げ（ 15％）
税率引き上げ（ 25％）

要件緩和

（ 1 銘柄年 10 万円以下等）
1976 年

・源泉分離選択課税

税率引き上げ（ 30％）

1978 年

・源泉分離選択課税

税率引き上げ（ 35％）

・申告不要制度

税率引き上げ（ 20％）

1989 年

・原則課税化
・申告分離課税（ 26％）
・源泉分離課税（ 20％）

2003 年

・源泉分離選択課税

廃止

・申告分離課税へ一本化

・上場株式等（大口以外）の申告不要制度 ・上場株式等に係る税率引き下げ（ 20％）
の適応上限額撤廃

・上場株式等に係る軽減税率（ 10％）

・上場株式等（大口以外）に係る軽減税率
（ 10％）
2007 年
2008 年
2011 年
2014 年

・上場株式等（大口以外）に係る

・上場株式等に係る

軽減税率（ 10％）の 1 年延長

軽減税率（ 10％）の 1 年延長

・上場株式等（大口以外）に係る

・上場株式等に係る

軽減税率（ 10％）の 3 年延長

軽減税率（10％）の 3 年延長

・上場株式等（大口以外）に係

・上場株式等に係る

る軽減税率（ 10％）の 2 年延長

軽減税率（ 10％）の 2 年延長

・本則税率（ 20％）

・本則税率（ 20％）

9

10

日経平均株価を
用いた分析
・非課税時
・長期保有時（長期投資）
・毎年売買時（短期投資）

3.日経平均株価を用いた分析

※疑似的なポートフォリオ

11
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非課税時におけるリターン

課税時におけるリターン
長期保有（長期投資）

1980年購入
7,116.38円

2017年売却
22764.94円

1980年購入
7,116.38円

2017年売却
22764.94円

22764.94 − 7116.38
= 𝟏𝟓𝟔𝟒𝟖. 𝟓𝟔

22764.94 − 7116.38 × 1 − 0.2
= 𝟏𝟐, 𝟓𝟏𝟖. 𝟓𝟖

1年あたり
5.8％

1年あたり
4.6％
13

14

15

16

課税時におけるリターン
毎年売買（短期投資）

2016年購入
19,144.37円

…

1980年購入
7,116.38円

1981年売却
7,681.84円
2017年売却
22,764.94円

7681.84 − 7116.38 + 8016.67 − 7681.84
+ ⋯ 19723.06 − 17417.24 × 1 − 0.26
+ ⋯ 22764.94 − 19144.37 × 1 − 0.2
= 𝟖𝟏𝟕𝟎. 𝟖𝟖

1年あたり
3.0％

ちなみに…
非課税時におけるリターン
1年あたり
219.9％

高度経済成長時
1989年
38,915.87 円

5.8％

課税時長期投資におけるリターン
1年あたり
175.9％

2017年
22,764.94円

4.6％

2003年
10,676.64 円

2017年
22,764.94円

-16,150.93円のリスク 長期投資 9,670.64円のリターン
1年あたり -1.5％ （収益率） 1年あたり 6.5％

課税時短期投資におけるリターン
1年あたり
114.8％
3.0％

17
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軽減税率開始時

-21,351.82円のリスク 短期投資 9,186.37円のリターン
1年あたり -2.0％ （収益率） 1年あたり 6.1％ 18
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長期投資
売却時に保有している株式が購入時より値上がりしてい
る場合において税金がかかるので、非課税時にもっともリ
ターンを近づけることができる。

4.結論

短期投資
毎年売買を行い、利益がでた年には課税される。取引年
数、回数が多いほど課税も多くなるのでその分リターンは
小さくなってしまい、損失は大きくなってしまう。よって税金
の影響が大きい。

長期投資＞短期投資
19

5.まとめ

20

1980年～2017年

2003年～2017年

7,116.38円の投資

10,676.64円の投資

何も考えず
持っていても…

22,764.94円で売却
12,518.85円のリターン
1年あたり 5.8％
21

22,764.94円で売却
9,670.64円のリターン
1年あたり 6.5％
22

『貯蓄から投資へ』
長期投資を行うことで
将来に備えよう！！
23
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購買力平価説の実証分析

石井 智己

発表内容
• 論文概要

購買力平価説の
実証分析

• 購買力平価説とは

経済学部 経済学科 4年
石井 智己

• 検証結果と分析
• まとめ

1

2

為替レート

論文概要

1ドル=100円
1ユーロ=130円

3

購買力平価説（絶対バージョン）
購買力平価説

4

理論為替レート＝128.5円/ドル
実際の為替レート＝ 81.5円/ドル

購買力平価説（相対バージョン）

2つの為替レートに差が生じている
購買力平価説は成立して
いるのだろうか？
5
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購買力平価説の実証分析

石井 智己

購買力平価説は成立しているのか

購買力平価説とは

長期では成立している
短期では成立していない

差が生じる原因は何か
輸送費や関税などの費用による
原因
7

購買力平価説（絶対バージョン）

8

一物一価の法則

・・・異なる通貨で表示される同じ商品の
価格を比較することで為替レートを決定できる
前提

一物一価の法則
販売規制

輸送
コスト

9

10

裁定取引

裁定取引

売却

購入

50$

50$

70$

アメリカの金を持っている

アメリカの金を持っている
11
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70$
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購買力平価説の実証分析

石井 智己

ビッグマック・インデックス

裁定取引

・・・各国のビッグマックの価格で
為替レートを推測できる

購入
売却

60$

60$

アメリカの金を持っている
13

14

実際の為替レート
113.06円/ドル
現在の価値を必ずしも示して
いるわけではない
5.3ドル

380円
5.3ドル

380円

この先71.7円/ドルに向かって
いくことを示している

71.7円/ドル

指標ではなく道しるべ
15

16

購買力平価説（相対バージョン）
2倍

・・・各国通貨の購買力の変化によって為替
レートを決定できる

100円

200円

200円で買う場合
1/2

日本円の購買力が1/2に減少した
17
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購買力平価説の実証分析

石井 智己

為替レートを左右する基本的な要因
物価変動による通貨の購買力の変化

ℎ 𝑆 =𝑆
ℎ 𝑆 : n年後の為替レート
𝑆

: 基準年の為替レート

検証結果と分析

(1 + 𝑝 )
(1 + 𝑝 )
(1 + 𝑝 ) : n年間のインフレ率(j国)
(1 + 𝑝 ) : n年間のインフレ率(i国)
19

20

21

22

ある２ヶ国の過去のインフレ率

IMF - World Economic Outlook Databases
( http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28)

過去の為替レート

Principal Global Indicators
(http://www.principalglobalindicators.org/?sk=E3
0FAADE-77D0-4F8E-953C-C48DD9D14735)

２つのグラフから・・・
長期では成立している
短期では・・・
差の大きさが年によって不規則
この理論だけで成立しているとは
言えない

23
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購買力平価説の実証分析

石井 智己

短期で差が生じる原因

輸送費・関税

(100円=1ドル)

裁定取引

輸送費や関税、人件費による原因
裁定取引が行われにくくなる
一物一価の法則が成立しにくくなる

55$

5000円

アメリカの方が10%高い
25

輸送費・関税

(100円=1ドル)

人件費や家賃などの費用
ハンバーガーの材料

裁定取引

100$

5000円

26

人件費

アメリカの方が2倍高い

家賃

貿易が可能な財
裁定取引が可能

貿易が不可能な財
裁定取引が難しい

27

28

購買力平価説は成立しているのか

まとめ

長期では成立している
短期では成立していない

差が生じる原因は何か
輸送費や関税などの費用による
原因
29
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荒井

家族関係と子供の心理的安定との関係

夏奈

発表の流れ

家族関係と子供の心理安定
との関係
外国語学部国際交流国際協力専攻4年
千葉ゼミナール所属
荒井夏奈

１

はじめに、研究のねらい

２

自尊感情とは

３

調査方法

４

アンケート実施結果

５

相関分析

６

まとめ

２

自尊感情とは?

１ はじめに、研究のねらい


親子関係は、人間関係形成の土台に当たると言われ
ている。



子供の人格形成と家庭の環境との関係が話題になる
ことが多い。



⇒果たして親子関係と子供、たとえば大学生の人格
形成には関係があるのだろうか?

アメリカの心理学者ジェームズによれば、自己概
念(1.2節参照)に対する自己評価の評価であり、自
己感情の高低は「達成感÷本人の願望」という式
(つまり本人の願ったものがどの程度うまくいく
か)によって決まってくるという。

本研究では、大学生や専門学校生を主な対象として、普段自
分のことをどう認識しているのか、また自分が普段母子関係
（父子関係）をどう認識しているのかをアンケート調査を通
して考察する。

３ 調査方法


親子関係尺度は、それぞれ母親、父親に対しての質問を設
けた。


3.1

分析には、SPSSを使用。

2018年度麗澤大学情報系卒論発表会

自尊感情尺度とは?



アメリカの社会学者M. Rosenbergにより作られたものである。
これは、自尊心を自己に対しての肯定的または否定的態度
であるとして、自尊心を測定する尺度である。



また、彼は、自らの自尊感情尺度を作成するにあたり、他
人に対する「自信」や「優越感」を意味するような自尊感
情ではなく、「自己受容」を意味するような自尊感情を対
象にした。

Google Formsを利用してアンケート調査をおこない、12
月21～31日まで調査を実施した。
アンケートは、ローゼンバーグの自尊感情尺度、北村の親
子関係尺度を使用。

自尊感情(英:self-esteem)とは、自分には価値が
あり、尊敬されるべき人間であると思える感情の
ことである。

⇒つまり、自尊心が高いということは、他者と比較して優
越感や完全性を感じることではなく、自分自身の価値基準
に照らして自分を価値のある人間だと尊重することだとし
ている。
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3.2

親子関係尺度とは?



北村(2011) により作られたもの。



親による枠（ここでの枠というのは、親が子供に示すルー
ルや規範、約束を意味している）の設定に着目をした親子
関係 をとらえ、Coopersmith (1967)の掲げる3つの親子関
係（“両親の全面的な受容・情緒的支持”“明確な枠の設
定”“その枠内での尊重と許容”）を仮定して調査を行った。



この「親子関係尺度」は、辻岡・山本(1976)の親子関係診
断尺度EICA、Parker，Tupling & Brown (1979)が作成した
PBI (Parental Bonding Instrument)、落合・佐藤(1996)で用
いられた親子関係尺度を参考にして作成されている。



① 性別:女性が41名の73.2%、男性が15名の
26.8%であった。



② 属性:大学一年生が16名の28.6%、大学二年
生10名の17.9%、大学三年生が9名の16.1%、18
名の32.1%、専門学生が2名の3.6%、中退のフ
リーターが1名の1.8%であった。



4.2

③ 親元を離れているか:「はい」と答えたのが
18名の32．1%、「いいえ」と答えたのは38名の
67.9%である。

アンケート結果（自尊感情尺度）

４ アンケートの実施結果


本アンケートは大学生・専門学生58名（男性
16名、女性42名）から回答を得た。
うち、回答が全く同一で、回答時間もほぼ同じ
ということから回答が重複するものと思われる
2名（男性1名:女性１名）の回答は一方を削除
し、５６名（男性15名:女性41名）を研究の
対象とした。

4.1

フェイスシートの内訳



① 性別:女性が41名の73.2%、男性が15名の
26.8%であった。



② 属性:大学一年生が16名の28.6%、大学二年生
10名の17.9%、大学三年生が9名の16.1%、18名の
32.1%、専門学生が2名の3.6%、中退のフリーター
が1名の1.8%であった。



③ 親元を離れているか:「はい」と答えたのが18
名の32.1%、「いいえ」と答えたのは38名の67.9%
である。



⑤両親は共働きか:「はい」と答えたのが39名の
69.6％、「いいえ」と答えたのは17名の30.4％で
あった。

4.３ アンケート結果（親子関係
尺度）
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夏奈

母親を対象にした質
問項目(Q2)に対し，
父親のほう(Q3)の標
準偏差が大きい傾向
にある。
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荒井

家族関係と子供の心理的安定との関係

５

相関分析（１）

相関分析
（２）

各質問グループの相関分析を
行った。

男女でデータをグループ分け
したうえで、Q1とQ2, Q3の関
係を分析した。

設問グループ(自尊感情、親子
関係(母)、親子関係(父))ごとに
回答者の回答の平均を算出し、
回答者の平均値を比較した。

５


考察、議論

自尊感情と親子関係に関して、本研究では強い相関こそ見
いだされなかった。

６



また、母子関係と父子関係の親子認知尺度の値には強い相
関があった。一方、前者においては母親との関係と自尊感
情により強い相関があり，父親との相関は弱かった。
また、親子関係により自尊感情に影響を受けやすいのは男
性より女性だということも判明した。
この結果は、小高の研究と多少合致している。

まとめ



調査の結果、親子関係と自尊感情というのは、決して
親子関係が子供の自尊感情に直接影響しているという
ような強い関係にあるのではなく、あくまで一要因と
して考慮に値するものなのだということが分かった。



今回は扱わなかったが、家族構成や現在の生活環境に
よる違いについても今後分析していきたい。また、今
回は尺度として質問項目の回答を単純に平均したが、
質問項目の詳細な分析や回答者のタイプ分け、質問項
目の因子分析といった課題にも取り組んでみたい。

⇒しかし一定の相関係があることは確認できた。


夏奈

参考文献


自尊感情」『ナビゲート ビジネス基本用語集』http://www.navigateinc.co.jp/term/term-sa.html (20181月11日閲覧)



豊田加奈子,松本恒之,大学生の自尊心と関連する諸要因に関する研究,東
洋大学人間科学総合研究所紀要,創刊号, pp. 38-54,(2004)
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Tukuba Developmental and Clinical Psychology, Vol. 2, 2000, pp. 65-71
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小高恵,大学生の母子関係とパーソナリティとの関連性についての一研究,
太成大院大学紀要論文大19巻(通号36号), pp. 53-62 (2017)



北村美緒,枠の設定に着目した親子関係尺度作成の試み,学習院大学人文
科学論集XX, pp153-169(2011)



自己概念」『認知行動療法が活用できる心理カウンセラーになれるハー
トフルライフ カウンセリング用語』
http://www.heartfullife.jp/glossary/ (2018年1月11日閲覧)



その他参考文献は、本稿をご参照ください。
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ご清聴ありがとうございました
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◎親子関係とあなた自身についてのアンケート

卒業論文の執筆にあたり、主として大学生を対象としたアンケートを行っています。
このアンケートは【無記名】【メールアドレス不要】です。お力をお貸しいただければ幸
いです。
なお、回答していただいた内容は、統計的に処理したうえで、個人が特定されないような
形で卒業研究および研卒業究発表会で報告いたします。
個人が特定されるような情報は一切公開いたしません。
率直にお答えいただければ結構です。お時間をかけていただく必要はございません。
ご協力お願いいたします。
ページが進むと、前に回答した答えの修正ができませんので、その都度自分の考えを回答
するようにお願いいたします。
分析は荒井本人のみが行い、アンケートのアクセス情報など個人が特定できる情報は第三
者に開示いたしません。
ご質問などございましたら、以下のアドレスまでお願いいたします。
a14250k@reitaku.jp
荒井夏奈（麗澤大学外国語学部千葉ゼミナール所属）

１）あなた自身について教えてください
①性別をお答えください
□女性

□男性

②学年を教えてください。専門学生の方は、「その他」に専門学生とご記入ください。
□大学 1 年生

□大学 2 年生

□大学 3 年生

□大学 4 年生

□その他

③あなたは親元を離れて暮らしていますか。
□はい

□いいえ

④現在のあなたのご家族の構成を教えてください(複数選択可)
□祖父

□祖母

□父
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□母

□兄

□弟

□姉

□妹
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⑤ご両親は共働きですか？
□はい

□いいえ

⑥ご両親のご職業を差支えない範囲で教えてください。（自由記述）

２）あなた自身についてお尋ねします
ここでは、あなた自身についてあなたが普段どのように考えているかをお伺いします。
各項目について、ご自身に最もあてはまると思われる選択肢を一つだけ選んでください。
①私は自分に満足している
□あてはまる

□どちらかといえばあてはまる

□どちらかといえばあてはまらない

□あてはまらない

②私は自分がダメな人間だと思う
□あてはまる

□どちらかといえばあてはまる

□どちらかといえばあてはまらない

□あてはまらない

③私は大抵の人がやれる程度には物事ができる
□あてはまる

□どちらかといえばあてはまる

□どちらかといえばあてはまらない

□あてはまらない

④私は得意に思えるものがない
□あてはまる

□どちらかといえばあてはまる

□どちらかといえばあてはまらない

□あてはまらない

⑤私は自分は役立たずだと感じる
□あてはまる

□どちらかといえばあてはまる

□どちらかといえばあてはまらない

□あてはまらない

⑥私は自分は少なくとも他人と同じくらいの価値のある人間だと思う
□あてはまる

□どちらかといえばあてはまる

□どちらかといえばあてはまらない

□あてはまらない

⑦私はもう少し自分を尊敬出来たらと思う
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□あてはまる

□どちらかといえばあてはまる

□どちらかといえばあてはまらない

□あてはまらない

⑧自分を失敗者だと思いがちである
□あてはまる

□どちらかといえばあてはまる

□どちらかといえばあてはまらない

□あてはまらない

3）、4)あなたのお母様（お父様）についてお尋ねします
ここではあなたのお母様（お父様）についてあなたの考えをお伺いします。
それぞれの項目についてご自身が最もあてはまると思われる選択肢を選んでください。
お母様（お父様）がいらっしゃらない方は、「いない」にチェックをお願いいたします。
①私に対して、前向きな態度をとっている
□常にあてはまる

□少し当てはまる

□全く当てはまらない

□あまりあてはまらない

□いない

②私の心配事を理解しようとしてくれる
□常にあてはまる

□少し当てはまる

□全く当てはまらない

□あまりあてはまらない

□いない

③私の気持ちを支えてくれる
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない

④私の気持ちになって向き合ってくれる
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない

⑤私の話にじっくりと耳を傾けてくれる
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない

⑥私を愛してくれているように感じる
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない
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⑦私が自分の考えで行動していても認めてくれる
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない

⑧決められた範囲内で私を自由にさせてくれる
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない

⑨私がしたいことはどんなことでもさせてくれる
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない

⑩私を一人の人間として認めている
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない

⑪私に対して過度の干渉はしない
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない

⑫私のことを気にかけてくれる
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない

⑬適切な距離を取りながら、対等に付き合ってくれる
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない

⑭決められた約束を破ること対して、厳しい
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない

⑮決められた事柄を守らないと厳しい
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない
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⑯母親（父親）と決めた最低限のルールがある
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない

⑰「していいこと」と「してはいけないこと」を明確に伝えてくれる
□常にあてはまる
□全く当てはまらない

□少し当てはまる

□あまりあてはまらない

□いない
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◎フェイスシート内訳
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◎自尊感情尺度内訳
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◎親子関係認知尺度（母親）
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◎親子関係認知尺度（父親）
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