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2017 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論文
集をお届けします。発表会当日おこなわれる口頭発表の内容を各自が論文としてま
とめたものです。
この発表会は、2010 年度までは経済学部の、2011 年度からは経済学部・外国
語学部両学部の情報系のゼミが企画し、毎年年度末におこなわれてきました。2017
年度からは情報教育センターの主催となり、全学的なイベントとして運営がなされ
るようになりました。今回の発表会は通算第 16 回、全学の公式イベントとしての
第 2 回目となります。今年度の発表件数はこれまで最高だった 14 件を越え、18 件
と最多となりました。学生指導に邁進いただいたゼミの担当教員の先生方、また発
表会という公的な場での発表に挑戦する勇気と熱意を見せてくれた学生の皆さん
にお礼を申し上げますとともに、その成果が発表会でいかんなく発揮されることを
期待します。
「卒論発表会」という名前を冠してはおりますが、発表のうち半分の 9 件は 3 年
生による発表です。「卒業論文」という卒業のための作業とは異なる自主的な研究
発表であり、このことだけでも発表する 3 年生の皆さんはとても大きな仕事を成し
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遂げたといえます。この発表会をステップに、発表する 3 年生の皆さんがますます
学びを深め、自身の進路やキャリアに生かしつつ、さらに素晴らしい卒業研究に取
り組んでもらえることを期待します。

さて今年度の発表の内容も実に広範です。大学情報シス
テムの改良・評価やハードウェア・ソフトウェアの開発、情
報教育・プログラミング教育に関するトピック、Web デザ
インや Web 技術の研究、Web アプリケーション・データ
ベース・オンラインサービスの開発・改良、オンラインサー
ビスの利用実態の調査、さらにはゲーム戦略や投資と税金、
為替レートの分析、大学生の意識調査といった経営学や社会心理学分野の実証的な
研究まで、本学の学生の関心の幅の広さと各ゼミが取り組んでいる研究課題の多様
さは驚くばかりです。
さまざまな情報コミュニケーション技術(ICT)をどのような形で具体的に生かし
ていくことができるか、ゲームや VR、Twitter といった身近な話題をどのように研
究に繋げていくことができるか、またゼミで学んでいることや自分の興味・関心を
どのようにして論文や研究発表という形に表現できるのか、発表する皆さんはそれ
ぞれに悩みながら日々研鑽を積み、発表の準備にとりくんできたことと思います。
発表を通じ、発表する学生の皆さんの試行錯誤の足跡を追うことは、我々参加者に
とって大きな楽しみにもなっているのですが、このような、考え、
形にし、その成果を披露するという経験と時間は、大学生活で体
験できる活動の中でもっとも創造性に富んでおり、大学という場
でしか得ることが難しい貴重な「宝物」です。この大きな体験は、
社会に出てから(場合によっては思わぬ形で)皆さん一人ひとりの人生
の中できっと生きてくるものと思います。そして同時に、発表する皆さ
んの経験や成果が共有され、蓄積されていっていること、そして後輩に
受け継がれていくことも、発表会に参加する者の大きな喜びだと思いま
す。これまでの先輩の発表や研究テーマをふまえた研究や、これまでに
構築されたシステムの改良をおこなう発表があるたびに、毎年の発表会の成果が蓄
積されて、後輩に受け継がれていっていることを感じます。発表者の 4 年生の皆さ
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んには卒業してからも、ぜひ卒論発表会に顔を出していただき、後輩を鼓舞してい
ただきたいと思います。
ところで、2016 年度に麗澤大学情報 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以降、情報教育センターは本学における情報教育の
推進をおこなっていく組織としてその役割が明確になりました。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ます。発表会の参加対象を、大学院
生や情報系ゼミに所属しない学生も含めた全学に拡大していますので、今後さらに
多くの発表者が全学から集うことを期待したいところです。また、本発表会を含め
た情報教育に関するご意見やご要望をぜひ情報教育センターにお寄せいただきた
いと思います。
最後に、この発表会に参加される皆様には、学生の発表をお聞きいただき、また
本論文集をお読みになりましたら、ぜひフィードバックや問題提起をいただきたい
と思います。それぞれの論文には発表する学生のメールアドレスが付されています
(卒業後も学生の連絡先として使うことができます)。メッセージを真摯に受け止め
対応していくことが、発表した学生さんの力をさらに伸ばすことになると期待して
いるところです。
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----プログラム---------------------------------------------------------------------
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情報系
卒論発表会

発表概要

[01] 臼井 拓未 （うすいたくみ）
藤井 駿 （ふじいしゅん）

外国語学部日本語・国際コミュニケーション専攻 3 年 匂坂ゼミ
外国語学部日本語・国際コミュニケーション専攻 3 年 匂坂ゼミ

HTML5 の Canvas を用いたリアル福笑いゲームの制作
概要：スマートフォンの普及に伴い、「写真や動画を撮る」ということが日常的に行われるようになった。また近年
では、撮影したものを使った様々な楽しみ方も生まれている。本研究では撮影した画像（動画）の新たな楽しみ
方として「リアル福笑いシステム」を検討する。これはスマートフォン等で撮影された動画を用いて、遊び手が時
間的に分割された動画要素のブロックを、正しい順番に並べ替えて楽しむゲームである。

[02] 仲川 顕 （なかがわけん）

外国語学部英語コミュニケーション専攻匂坂ゼミ 3 年

A.E.W (Acoustic Educational Website)の開発
概要：提示された音を感覚的に当てることのできる能力、すなわち音感を体系的に鍛えることのできる WEB サ
イトを開発する。音楽初心者はゲーム感覚で楽しく遊びながら音感を養うことができ、上級者は和音（三つ以上
の高さが異なる複数の音で構成される音）を扱ったクイズ等で本格的な音感トレーニングを行うことができる。回
答者は HTML を用いた WEB サイトを開き、ギターモード、ピアノモードの二種類の内どちらでトレーニングす
るかを選択してから問題に解答していく。解答後に自らのスコアを確認、答え合わせができる。

[03] 中村 壮志 （なかむらそうし）

経済学部経営学科・大塚ゼミ 3 年

情報教材を RPG として作ってみた
概要：我々学生にとってゲームとは代表的な娯楽の一種であり、プレイして楽しいと思えるものである。しかし、
その一方で勉強、特に紙を主とした教材での勉強を楽しいという者はあまり多くはないだろう。そこで私は、ゲ
ームと勉強を組み合わせた学習教材なら、普通の教材を使用するよりも学習意欲が向上するのではないか？
と考えた。例えば、それぞれの区間毎に問題のテーマを決め、魔物達が出す問題に答えながら進んでいく、と
いう形式である。今回は 2000 年に株式会社アスキーから発売された「RPG ツクール 2000」という、既存の命
令を組み合わせて簡単に RPG が作成できるツールを用いた。本研究ではこのツールを使用して情報リテラシ
ーで学習する、PC を利用するにあたってのルールを学べる RPG を試作した。

[04] 田中 駿哉 （たなかしゅんや）

経済学部経営学科・吉田ゼミ 3 年

オンラインゲームにおける効率的戦略立案
概要：近年のオンラインゲームは限りなく現実に近く設計されており、グラフィックからルール、戦略まで幅広い
進化を遂げている。オンラインゲームにおけるゲームに勝利するための戦略を立て、適切なチームプレイを行う
能力は現実の企業社会においても通用するのではないか。というのが私の基本的な考えである。
この点を明らかにするために、戦績がいいチームのリーダーにいくつかの質問を行い、ゲーム内でどのような
チームマネジメントをしているか調査する。そして、達成するべき目標の設定する、部下の能力を把握して適し
た場所に配置する、目標の進捗状況を管理する、考えられるリスクへの対策をする、組織の団結力を高めるた
めに必要なことを考えるなどの現実のチームマネジメントの要素とどの程度一致しているかなどの検証を行う。
2
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経済学部経営学科・大塚ゼミ 3 年

[05] 北川 司 （きたがわつかさ）

PC 用電源テスターの製作
概要：自作 PC の製作には多くの時間がかかる。その製作過程でトラブルが起きれば完成は遅れ、なかでも電
源ユニットのトラブルであれば、電源ユニット自体なのか他のパーツに問題があるのか判断が難しい。これは
PC 用電源ユニットが特定のピンへの信号が無ければ起動しないためである。その様な場合、電源ユニット用
のテスターがあれば、楽に問題解決ができるかもしれない。しかし、専用のテスターが無く、新たに購入をする
場合には、時間もコストも惜しまれる。そこで本研究では、簡易的にでも PC の電源ユニットの動作を確認可能
なテスターを製作することとした。
製作するテスターは廃棄処分となった PC のマザーボードから取り外した電源コネクターを加工した簡単なも
のから、LED で電圧を確認することができるやや高度なものまでの３種類である。発表では、それぞれの製作
と使用方法を示し、市販の専用テスターと比較を行う。

外国語学部英語コミュニケーション専攻・匂坂ゼミ 3 年

[06] 富田 さやか （とみたさやか）

HTML5 を用いた漢字学習支援システムの開発
概要：日本語環境が整ってない外国人学習者やキーボード操作ができない日本語学習者向けにキーボード
入力をせず、グラフィック画面での操作で漢字を簡単に学習できるシステムを開発する。操作画面はドラッグ＆
ドロップで「へん」や「つくり」を組み合わせ、漢字を作る形式とラジオボックスを使っての読みや意味を問う選択
式の 2 種類のクイズを開発する。今回は魚へんの漢字を用いてクイズ作成・開発を進めた。また、外国人学習
者に日本の魚に関する知識を通じて日本のさかな文化に触れてもらうことも想定している。

[07] 早川
浅山
八木
清水

幸之介 （はやかわこうのすけ）
慶次 （あさやまけいじ）
悠亮 （やぎゆうすけ）
航平 （しみずこうへい）

外国語学部英語コミュニケーション専攻・千葉ゼミ 3 年
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 3 年
外国語学部国際交流・国際協力専攻・千葉ゼミ 3 年
外国語学部ドイツ語・ドイツ文化専攻・千葉ゼミ 3 年

『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善
概要：本研究で取り上げるデータベースは本学の藤本幸夫名誉教授が 40 年にわたり日本国内を調査した日
本現存朝鮮本の書誌情報を収録したものである。基本となる検索システムは外国語学部千葉教授が CGI で
構築しており、広く国内外に公開されている。本研究では、このデータベースの検索インターフェースの改善に
取り組むとともに、データベースの機能拡張をおこない活用の方法を提案する。

[08] 浦谷 孝太朗 （うらたにこうたろう）

経済学部経営学科大塚ゼミ 3 年

タイトル：学内 Wi-Fi サービスの接続状況調査
概要：本学では学内 Wi-Fi が無料で提供されており、多くの学生が利用している。しかし、その Wi-Fi がどの
範囲まで届くのか、強度や速度はどれほどあるのかといった明確な情報は明らかになっていない。そこで、これ
らを明らかにすることによって、どこで Wi-Fi を使うことが可能なのか、どれほどの強度、速度で繋がるのかを明
確にすることが本研究の目的である。研究では、「Wi-Fi ミレル」という I-O DATA 社製のスマートフォンアプリと
「SpeedTest 1.4」という情報教育センター作成の学内スピードテストサイトを使用した。Wi-Fi 接続の確認と接
続された Wi-Fi の強度を調べる際には「Wi-Fi ミレル」を、速度を調べる際には「SpeedTest 1.4」を使用し、生
涯学習プラザ棟屋内、各フロアでの学内 Wi-Fi の接続状況を調査した。その調査結果をフロアマップに示し、
強度と速度を数値にして見える化した。
[09] 大野 菜々子 （おおのななこ）
経済学部経済学科・吉田ゼミ 3 年
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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～
概要：AI とは人工知能のことをいい、人間の脳が行っている知的な作業をコンピューターで模倣したソフトウェ
アやシステムである。従来のロボットは、既に組み込まれたプログラムの中で思考することはできても、プログラ
ム外のことに関しては対応できない。このようなロボットに比べ、AI ロボットは一度作ってしまえば、人間の手を
離れても自発的に発展し、自ら思考する能力が備わっている。
本研究では、AI ロボットは家族になり得るか検証するために家庭の現状や AI ロボットについて研究を行うと
共に、AI ロボットを家族として受け入れるかアンケートを行い、AI ロボットを家族として受け入れやすい人の特
性を明らかにする。そして今後の未来、AI ロボットが家族の在り方に変化をもたらすことができるのか検証して
いく。

[10] 大道 聖斗 （だいどうまさと）

経済学部経済学科・大塚ゼミ 4 年

Moodle システム用自動ログインツールの試作
概要：本学で授業資料等の提供に利用されている Moodle サービスでは様々なコースがあり、授業資料を受
け取るためには学生がコース登録を行う必要がある。しかし 1 度もログインしていないユーザをコース管理者は
登録をすることができない。現在、初回授業でログインを学生にさせる場合、欠席や操作ミスが起こる可能性が
あるため全ての学生が正しくログイン作業を完了できていない。また、教職員が入学者全ての登録を手入力で
行う方法は、学生数が多い場合には現実的ではない。この問題を解決するため本研究では、入学者全てのア
カウントを自動的にログインできるプログラムを VBA にて作成した。これは Internet Explorer を起動させ
Moodle アカウントをログインさせた後、ログアウトを実行し複数の Moodle アカウントを自動的にログインさせる
ことができるものである。

[11] 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 4 年

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—
概要：2016 年を元年としてブームとなった VR（バーチャルリアリティー）。Sony が PlayStationVR を発売す
るなどゲームの選択肢の一つとして VR が一般的となっているが、その開発には未だ課題点が複数存在する。
その内の２大課題が「高価格」と「酔い」という点。視界一面の３D ワールドには体調を崩す人が多くフィジカル
的難点を抱えている他、本格的に VR 研究に取り組むためには VR 本体＋VR 向けの PC 等が必要であり莫
大なコストがかかるため、開発に取り組みたくても金銭的問題が原因で開発の基礎部分にすら手がさせないと
いう現状がある。本稿ではゲームの分野にとどまらない VR の活用可能性について考察し、この２大課題の払
拭をテーマとしてまた VR を身近なツールとして感じてもらうため「Unity を使ったスマートフォンで体験できる
VR 映像」の作成に向けて取り組んだ。

[12] 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 4 年

４大陸の Web ページのデザイン動向の横断調査
概要：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)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 サイト(店舗紹介、商品紹介など)を以下の観点で分類
し，サンプルとして抽出した複数のサイトのトップページと個別ページを調査・比較する：1)ターゲットとなる年齢
層 2)性別 3)目的(ビジネス・余暇など)。分析の観点としては[A]文化的特徴としてページあたり文字(語彙)数、
文当たりの平均文字(語彙)数、コンテンツのグルーピング、顧客へのアプローチの違い、言語景観(多言語対
応)を、[B]デザイン的特徴として色使いとアクセシビリティおよびページレイアウトを、[C]技術的特徴としてナビ
ゲーションデザイン、モバイル対応、動的コンテンツの処理、コンテンツの総データ量などを取り上げる予定で
ある。これらの分析を通じ、各国の特徴を整理するとともに、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考察する。
[13] 金子 哲也 （かねこてつや）
経済学部経営学科・大塚ゼミ 4 年
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OSS を用いたクローズド SNS の構築と考察
概要：オープン SNS（Facebook や Twitter や mixi や Google+など）は、情報の発信の手段としてよく利用さ
れるようになったが、情報の拡散性やセキュリティといった面で不安がある。このため、専らビジネスでは電子メ
ールでやり取りが行われるが、手軽さという点においては SNS に劣るということができる。そこで、家庭内や親
しい友人間そして、社内でクローズド SNS を利用するユーザが増えている。これらを受け、本研究ではサーバ
を自作し、オープンソースの SNS ソフトウェアの OpenPNE（オープンピーネ）などを用いて、記事や日記の投
稿をする機能や、メッセージをやり取りする機能といった、SNS の基本的な機能を持ったクローズド SNS を構
築、運用して考察を行った。

[14] 石鍋 澪 （いしなべみお）

外国語学部ドイツ語・ドイツ文化専攻・千葉ゼミ 4 年

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
概要：近年、スマートフォンの普及により、SNS の利用者数が増加している。日本において 2016 年度の時点
で最も利用率が高い SNS は LINE・Facebook・Twitter である。中でも Twitter は月間利用者を増やし続け
ており、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)数が 4500 万
人を突破し、Facebook を抜いたことが注目される。他の SNS と異なる Twitter の特徴として、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、が挙げられる。本研究ではこのうちの 4) にあたる Twitter ユーザの複数
のアカウント使い分けに関するアンケート調査を行い、複数アカウント所持の目的や使い分けの実態、またその
意義について分析・考察する。

[15] 滝沢 茉里子 （たきざわまりこ）

外国語学部ドイツ語・ドイツ文化専攻・千葉ゼミ 4 年

現代の読書の楽しみ方 ―読書サイトの活用方法を通して―
概要：「若者の読書離れ」という言葉がしばしば聞かれる。その一方で、「読書メーター」などのオンライン読書
記録サービスには実に沢山の利用者がいる。ユニークユーザー数は 100 万人を越え，累計で 1800 万件を超
える感想・レビューが公開されている。利用者には私をふくめ若い読書家も多く、人によっては短期間に驚くほ
どの量の読書をしているのである。デジタル世代、SNS 世代の読書家の読書の仕方には、以前にはない新し
い読み方や、読書のパターンがあるのではないだろうか。電子書籍の普及は読書のあり方にどのような影響を
与えているのだろうか。本発表では「読書メーター」ユーザに対するアンケート調査を通じて現代人の読書の楽
しみ方を研究する。

注）発表番号[16]は辞退による欠番

[17] 君山 力斗 （きみやまりきと）

経済学部経済学科・上村ゼミ 4 年

株式投資における税金の影響
概要：アメリカの投資家ジョン・テンプルトンが目標とした長期投資の目的は、税引き後のトータルリターンの最
大化というものである。テンプルトンは個人投資家が最も身近に感じる税金を最小化することによって、トータル
リターンを大きくすることができると考えた。
本研究では日本における株式に関する税金を調査し、税金が投資に与える影響を調べた。具体的には、日
本の株価のベンチマークとなる日経平均株価を使い、毎年売買をする短期投資と買い持ちをする長期投資の
税金を考慮したリターンの違いを調べた。その結果、長期投資のほうが有利であることが分かった。
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[18] 石井 智己 （いしいともき）

購買力平価説の実証分析
概要：為替レートを決定する理論として購買力平価説がある。購買力平価説には、絶対的購買力平価説と相
対的購買力平価があり、特に後者から求められる為替レートは、指標の一つとして使われることがある。しかし、
購買力平価説は実際の市場で成立しているのだろうか？
本稿では、購買力平価説から得られる理論為替レートと実際の為替レートを比較し、購買力平価説が成立し
ているかを調べた。その結果、短期的に見た場合は理論が成立しないが、長期的に見た場合は成立している
ことが分かった。そこで、なぜ購買力平価説が短期で成立しないのかを考察した。そして、購買力平価説が発
表された 1921 年は、現在より国と国の間での資本移動が活発ではなかったといった、当時と現在で前提とす
る経済取引の形の違いが原因ではないかという仮説を立てた。

[19] 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 4 年

家族関係と子供の心理的安定との関係
概要：親子関係は人間形成においての土台にあたる。一般に「親は子供の性格形成に大きく影響する」と言わ
れるが、実際に大学生の人格の形成に親子関係はどんな関係があると言えるだろうか。また、“一人暮らしをし
ている”“兄弟（姉妹）がいる”というような、現在の生活環境や家族構成は、大学生の自己の安定や自己肯定感
といった人格的な側面とどのように関係するだろうか。本研究では、親子関係が子供のパーソナリティ形成とど
のような関係にあるのかを大学生を対象としたアンケート調査を通じて分析する。具体的には、親の養育態度
を子供がどう認知しているかに関する北村（2011）の親子認知尺度と、ローゼンバーグの自尊感情尺度という２
つの尺度をもちい、結果の比較を試みる。

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）
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HTML５の Canvas を用いたリアル福笑いゲームの制作

臼井 拓未，藤井 駿

HTML5 の Canvas を用いたリアル福笑いゲームの制作
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 3 年
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 3 年

Usui Takumi , Fujii Shun
a15346t@reitaku.jp, a15366s@reitaku.jp
概要： スマートフォンの普及に伴い、「写真や動画を撮る」ということが日常的に行われるようになった。また
近年では、撮影したものを使った様々な楽しみ方も生まれている。本研究では撮影した動画（画像）の新た
な楽しみ方として「リアル福笑いシステム」を検討する。これはスマートフォン等で撮影された動画を
用いて、遊び手が時間的に分割された動画要素のブロックを、正しい順番に並べ替えて楽しむゲームで
ある。
キーワード：HTML5 Canvas 動画

1.

はじめに

スマートフォンの普及に伴い、「写真や動画を撮る」
ということが日常的に行われるようになった。また近
年では、撮影したものを使った新たな楽しみ方が生
まれている。例えば、スマートフォンで撮影した写真
や動画を電子データと して保存し 、これらを
Instagram や Twitter 等の SNS を通じて、他者と共有
する楽しみ方や、Snow 等のアプリを利用し、撮影し
た画像をその場で編集して遊ぶという楽しみ方であ
る。
このような背景のもと、本研究では、撮影した動画
を使った新しい楽しみ方として、「リアル福笑いシス
テム」を制作する。一般に「福笑い」という遊びは、遊
び手が目隠しした状態で、空間的に分割された画像
要素（顔パーツ）を別の紙に並べ、その出来不出来
を楽しむゲームである。しかし今回は画像の代わり
に動画を用いて、遊び手が時間的に分割された動
画要素のブロックを正しい順番に並べ替え、それを
再合成して楽しむゲームを検討する。
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2.

リアル福笑いシステムの概要

使用動画について
リアル福笑いゲームの制作にあたって検討すべき
ことは、スマートフォンで連続撮影された動画の扱い
方についてである。実際にゲームの中で動画を並
べかえるためには、撮影された動画を一度、コマ画
像に落とす必要がある。しかしその場合、どれくらい
の時間間隔でコマ画像に落とせば、再生した時に一
連の動作として理解できるかを検討する必要がある。
もし短い時間間隔でコマ落としをすれば、再生した
時に一連の動作は細かく滑らかに表現できるが、コ
マ画像の枚数が多くなりすぎてしまう。扱う画像が多
くなれば、画像の読み込みに時間がかかるほか、遊
び手が短時間でたくさんの画像を並べ替えなくては
いけないので、ゲームとして成り立たなくなる。このよ
うに相反する点を解決するために、本研究では短い
間隔でコマ取りした一連の動作を、いくつかの要素
ブロックに分けて、そのブロックを並べかえることで、
この問題を解決することにした。
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臼井 拓未，藤井 駿

図 1. リアル福笑いの画面 （動画要素ブロックの並べ替えと再合成）
今回は 7 秒の動画を 76 枚のコマ画像に落とした。こ
れを5 つのブロックに分ける。これらのトップ画面をラ
ンダムに画面上に表示した。遊び手は、各ブロック
の動きを確認した後、正しい順序に並べ替え、完全
な動きを完成できれば正解となる（図 1)。

3.

リアル福笑いシステムの実装

本システムは HTML5 と JavaScript を用いて実装し
た。コマ画像の連続再生には、複数毎の画像ファイ
ルを一定時間(例えば 0.1 秒)ごとに切り替えて表示
している。画像の切り替えは、連番をつけたファイル
名を番号で呼出すことで行っている。それを５つの
ブロックに分けて画面上に並べている。遊び手がブ
ロックを表示しているアイコンを所定の場所に順番
に並べていくと、それに従って再生するファイルを呼
び出す順番が変更される。そして、スタートボタンを
押すと、各ブロックの画像が、その順番で連続して
再生される。

4.

まとめと今後の展望

今回は HTML5 の Canvas を用いて、従来の福笑
いゲームのように空間的に分割された画像要素を並
び替えて楽しむゲームではなく、時間的に分割され
たブロックを正しい順番に並べ替えて再合成して楽
しむゲームの開発を目指した。今後は別の動画を用
いて、本システムが扱える動画時間の制限や、再生
した時に適切に表示されるコマ画像の枚数などを調
べてシステムの充実をはかりたい。さらに将来は、自
分の好きな動画を自動的にブロックへ分割し、分割
されたブロックを Canvas 上で表示してオリジナル福
笑いゲームが作れるようにしたい。また、それらを
SNSで共有できるようになれば、撮影した画像を使っ
た新たな楽しみ方に繋がると思われる。

参考文献
[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] 松田昇一(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
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Acoustic Education Web サイトの開発と活用
仲川 顕
麗澤大学
外国語学部 外国語学科 英語コミュニケーション専攻 匂坂ゼミ 3 年
Ken Nakagawa
a15085k@reitaku.jp
概要：提示された音を感覚的に当てることのできる能力、すなわち音感を体系的に鍛えることのできる WEB
サイトを開発する。本システムでは、音楽の初学者はゲーム感覚で楽しく遊びながら音感を養い、上級者は和
音（三つ以上の高さが異なる複数の音で構成される音）を扱ったクイズで、本格的な音感トレーニングができる
ようになっている。学習者は本 WEB サイトを開き、ギターモードとピアノモードのうちどちらかを選択し解答す
る。解答後に自らのスコアを確認、答え合わせをすることができる。
キーワード：HTML5、オーディオファイル、音楽教育

1.

はじめに

近年、音楽に対する鑑賞力、感性の低下が指摘さ
れている[1]。その原因は従来の音楽教育が音楽に
興味を持たせる前に合唱やリコーダー、鍵盤ハーモ
ニカを使った楽器演奏をいきなり行わせてしまうこと
に起因していると思われる。音を感覚的に当てること
は、幼少期から音楽教室に通い楽器演奏を学ぶ人
にとっては簡単なことであるが、まったく学んだこと
がない人にとっては、苦痛で退屈なものだと感じて
しまう。
このようなことを背景に、本研究は自らのペースで
楽しく興味を持って取り組める音感学習システム
（Acoustic Education Web サイト、以下 AEW）を開
発した(図 1) 。
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本システムはギターモードとピアノモードの２つの学
習方法からなり、提示された音を学習者がクイズ形
式で当てることで音感を養うものである。

2.

学習方法① ギターモード

ギターは伴奏に使われることが多いので、初心
者でもメロディーに合わせて楽しめるよう、和音
コードを中心に学習する。学習者はギターモード
のページを開いた時に流れてきた音を聞きとり、
この音に該当するボタンを押して解答する。いき
なりコード名で答えるのは難しいので、ヒントボ
タンを押すと、ギター弦を押さえる場所を丸印で
示した図が表示され、解答をサポートする（図 2）
。
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3.

学習方法② ピアノモード
ピアノモードでは、ピアノの単音や和音を当て
ることにより音感を鍛えることができる(図 5)。
ギターモードと同じようにページを開いた時に
音が鳴る仕組になっている。単音を当てる問題は、
聞こえてきた音に該当する鍵盤をクリックする
ことにより解答する(図 5)。一方、和音を当てる
問題は、同時に複数の鍵盤をクリックすることが
できないため、ギターページと同じようにコード
名のボタンをクリックして解答する (図 6)。
また、
ヒントボタンを押すとヒントが現れるようにな
っている(図 7)。
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れるようになっている。システムの開発当初は、
クイズ音は、ボタンを押せば何度でも再生、停止
ができるようにしていたが、問題の簡易化を防ぐ
ために、ページが開いた時に一度だけ流れるよう
にした。

5.

4.

システムの実装
システムを実装にあたって、以下の点に留意し
た。

4.1

音源の録音

本システムのピアノ音はシンセサイザーから
録音し、ギター音は音源ソフトを使い録音した。
現在、音ファイルといえば、ファイルサイズの軽
い MP3 形式が一般的だが、MP3 はまだ幅広いブ
ラウザーに対応していないため、今回のシステム
では、WAV 形式を使用している。

4.2

正解の表示方法

本システムでは、正解/不正解を表示する方法と
して Java Script の confirm メソッドにより確認
ダイアログを表示させている。学習者が画面上の
音を示したボタンを押す（ONCLICK）と、
confirm メソッドが発動され、正解か不正解の答
え合わせができるようになっている。

4.3

まとめ
義務教育課程での音楽教育は合唱に特化しす
ぎたり、いきなり楽器を演奏させたりするなど、
初学者が音楽に興味を抱くようには工夫はされ
てこなかった。しかしこの Web サイトを使うこ
とにより、音楽とのファーストタッチをより円滑
で好印象なものにできると確信している。今回は
ページを読み込むと、クイズ音が流れ、学習者は
それに解答するという単純なシステムであるが、
今後の課題としては、クイズ音をランダムに提示
したり、問題が切り替わるごとに鍵盤の位置を変
化させたりしたい。さらに同じページ上で和音や
単音モードの切り替えがスムーズにできるよう
にするなどにより学習者が使いやすいシステム
にしたい。

参考文献
[1] 「音楽科、芸術科（音楽）の現状と課題、改
善の方向性（検討素案）
」文部科学省 （2017 年
12 月 28 日参照）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/c
hukyo3/004/siryo/06090504/003.htm
[2] 古籏一浩(2012) 『JavaScript 逆引きハンド
ブック』株式会社ルナテック
[3] 畠澤 郎(2017)「わが国における音楽教育の課
題」椙山女学園大学（2017 年 12 月 28 日参照）
http://www.edu.sugiyama-u.ac.jp/edu_graduate
/docs/2012/22.pdf

オーディオの再生方法

クイズ音のオーディオ再生方法は Java Script
の onload と audio autoplay を用いている。学習
者がページを開いた時に、一度だけクイズ音が流
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情報教材を RPG として作ってみた
中村 壮志
麗澤大学
経済学部 経営学科 大塚ゼミ 3 年
Nakamura Soshi
a15630s@reitaku.jp
概要：我々学生にとってゲームとは代表的な娯楽の一種であり、プレイして楽しいと思えるものである。しかし、
その一方で勉強、特に紙を主とした教材での勉強を楽しいという者はあまり多くはないだろう。そこで私は、ゲ
ームと勉強を組み合わせた学習教材なら、普通の教材を使用するよりも学習意欲が向上するのではないか？
と考えた。例えば、それぞれの区間毎に問題のテーマを決め、魔物達が出す問題に答えながら進んでいく、と
いう形式である。今回は 2000 年に株式会社アスキーから発売された「RPG ツクール 2000」という、既存の命
令を組み合わせて簡単に RPG が作成できるツールを用いた。本研究ではこのツールを使用して情報リテラシ
ーで学習する、PC を利用するにあたってのルールを学べる RPG を試作した。
キーワード：ゲーム,教材

1. 目的
本研究では、「RPG ツクール 2000」を使用して、情
報リテラシーで学ぶ内容をベースにしたクイズを出
題し、それを回答することで敵に攻撃をするゲーム
を試作する。
2. RPG ツクール 2000 とは
RPG ツクール 2000 とは、ASCII 社が発売したゲ
ーム作成ツールである。プログラミング言語を使用
せずに、既存の命令を組み合わせる事で誰でも簡
単にゲームを作成出来る。(図 1、図 2.1 図 2.2 を参
照)
発売から 18 年が経過し、様々なゲーム作成ツール
が増加した現在でも愛用者は少なくない。

「BTL」とは、本来、戦闘中には組むことの出来な
い処理を一部の例外を除いて挿入が出来るようにな
るツールである。このツールが無いと、戦闘中に「コ
1
モンイベント 」を呼び出すことが出来ない。後に紹
介する「ターンエンド」イベントを作成するのに使う。

RPG ツクール 200 には
初版と 2004 年に出たア
ップデート版である
VALUE+版がある。今
回の政策ではは後者を
使用した。

2.1

他に使用したツール

前述の RPG ツクール 2000 以外に、特殊な処理を
する際に二つのツールを使用した。

https://tkool.jp/sp/valu
eplus/index2

図 1 RPG ツクール 2000 パッケージ

2.1.1 「BTL」

1

Ｃ言語で言う「関数呼び出し」に相当する。予め組まれた処
理をゲームの中でならどこからでも呼び出せるようにしたイベ

ントである。主に、メニュー画面や戦闘を自作する際に用いら
れる。
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図 3.2 を参照）。ただし、味方全員がその状態異常
になっても「全滅」とはならず、その次のターンにフリ
ーズしてしまう。なので、ターンの終了時、「主人公
が戦闘不能状態なら、永続的な行動不能状態にさ
2

せる」という処理が必要となる。

図 2.1 開発画面（マップ及びイベント）
ピンク色の四角が「イベント」である。接触して発動するもの、自動的に
発動するものがある。

図 3.1 状態異常ウィンドウの画面
右上にある行動制限がない事に注目

図 2.2 開発画面（内部データ）
様々なタブがあり、そこからキャラクターの能力値や技の設定、敵キャ
ラの設定などを行える。

2.1.2 「Tkool Bridge」

「 Tkool Bridge 」は、ツクールで入力した命令を
「TKcode」と呼ばれる言語に変換し、入力を補助す
るツールである。同じ命令を入力する、大量の文字
を置き換える、という場合ではこちらの方が早く、主
人公の名前等の文字制限を無視して設定することが
できる。

図 3.2 上記の戦闘不能になった状態
この状態で「戦う」を選ぶとゲームがフリーズしてしまう。

3. 問題を出す方法
この教材で問題を出題しているのは、画面上で戦
っている敵ではなく、戦闘不能状態の敵である。こ
れはツクール 2000 のバグと前述の BTL を使用し
て作成した。
3.1

戦闘不能状態で行動する。

状態異常タブで、一番上にある「戦闘不能」の状態
異常を他の状態異常でコピー＆ペーストする事で起
きる。こうすることで、ほかの状態異常で上書きされ、
ターン経過で解除されたり、体力が 0 になっても動く
ことが出来たり、ということが出来るようになる（図 3.1

3.2

「ターンエンド」

これはその名の通り、「そのターンの終了時に発動
するイベント」の事を言う。先程述べた戦闘不能状態
かつ、最も遅い敵を配置し、その敵の行動後にある
スイッチを ON にする、という処理を組み込む。それ
によりターンの終了時にイベントが発生するように見
せかける。

4. 戦闘の内容
敵とエンカウントし、戦闘を開始した直後、MP を 0
にして、一度敵味方全員を 1 ターン目だけ行動停止

2

このツールでは、味方全員が解除不可かつ、何も出来なく
なる状態になると戦闘不能になる。本来ならば、戦闘不能状
態（図 3 では気絶と表記）になると行動が出来なるため、敗北
となるのだが、今回は行動ができてしまう。なので、後に開設

する「ターンエンド」の中で、主人公が戦闘不能状態かどうか
を確認し、もしそうならば、永続する行動不能状態にしてイベ
ントを終了させる、という処理を行う。
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させる。その後、ターンエンドイベントが発生する。ま
ず、問題を出す前に主人公が戦闘不能状態かどう
かを判定し、正しいなら敗北させる処理を行う。次に、
出す問題を〇×問題と 4 択問題のどちらにするかを
乱数で決定する。
4.1

中村 壮志

肢をランダムに挿入する。その後の処理は上記と同
様である。尚、ツクール 2000 にはＣ言語で言う文字
型変数に当たる処理はない。そのため、主人公以外
に仲間を 4 人作り、それらの名前を随時変更するこ
とで設定している（図 5.1 図 5.2 を参照）。

〇×問題の場合

〇×問題が選択された場合、最初に乱数で出題
する問題を決定した後、答えを〇にするか×にする
かを選択する。その後、問題文を表示して、〇か×
を選び、正解したら MP を 1 獲得し、間違えた場合
は敵の特殊な停止状態が解除され、行動できるよう
になる（図 4.1 図 4.2 を参照）。

図 5.1 4 択問題
キャンセルキー(X キー)を押すともう一度問題文を見ることが出来る。

図 4.1 〇×問題
問題文の黄色になっている部分は答えが〇か×かによって適宜変わ
る。

図 5.2 処理手順の一部
この図の中にある「正解の選択肢」の中に「何番を正解にするか」を乱
数で挿入する。そして、その後の選択肢で、先程決定した選択肢には
キャラ ID1 番麺のキャラ名を、それ以外の箇所には乱数キャラ ID2 か
ら 4 番のキャラ名がランダムに表示される。

4.3

内容の続き

こちらも問題は乱数で決定する。その後、何番目の
選択肢を正解にするかを決め、次に間違いの選択

問題に正解するとそのターン敵が動けなくなり、
MP を 1 ポイント得る。これを 3 ポイント貯めると、必
殺技を発動できるようになる。これは主人公の攻撃
力を3倍した威力でダメージを与える技である。不正
解の場合、そのターンだけ敵が行動する。必殺技を
使用する事を前提として攻撃力や体力を設定してい
る為、通常攻撃のみで勝利することは難しい。

2017 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集
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図 4.2 処理手順の一部
最初に答えを〇にするか×にするかを決定し、別のイベントに格納し
てある問題を呼び出す。

4.2

4 択問題の場合

情報教材を RPG として作ってみた

5.

中村 壮志

考察

実際にテストプレイをした所、問題数の少なさから
か、連続で同じ問題が出題される、ということが多々
あった。そして、必殺技に依存した戦闘バランス故
に、1 回の戦闘に最低でも 3 ターンかかってしまい、
全体的なテンポの悪さが色濃く浮き出てしまった。
課題としては、正解後即座に必殺技を発動させる等
のテンポの改善、問題数の増加が挙げられる。

6.

開始

NO
主人公が生存中

YES

1～100 間の乱数を発生させ、
変数 X に代入

まとめ

今回は、情報教材を RPG として製作するために、戦

NO

闘不能状態の敵を行動させる処理を応用して、問題を

変数 X≧50

出すようにした。
敗北

YES
4 択問題の処理

〇×問題の処理

参考文献
[1] ターンエンドイベント講座
http://www.geocities.jp/tkoolinvip/dreizehn.html (12 月 16
日 Dl 及び閲覧)
[2]YADOT
http://yado.tk/(12 月 16 日 閲覧)

YES
正解判定

[3] Information Science A
http://www.ie.reitaku-u.ac.jp/~tak/infA/（問題内容はこち

NO

主人公の MP+1

敵の行動不能を解除

らを参考にした。 12 月 20 日 閲覧）

敵を行動不能状態にする

付録 ターンエンドイベントのフローチャート
右（主ルーチン：右）と定義済処理を（下）を示す。
４択問題の処理

〇×問題の処理

問題 ID←乱数

問題 ID←乱数

終了
正解の選択肢を決定
正解を〇にするか×に
するか決定

間違いの選択肢の位置をそれぞれ設定

問題文の表示

問題文の表示

選択肢の表示

選択肢の表示
YES

YES
正解か？

正解か？
NO

NO

正解判定 OFF

戻る

16

正解判定を ON

正解判定 OFF

正解判定を ON

戻る
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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
麗澤大学
経済学部 経営学科 吉田ゼミ 3 年
Tanaka Shunya
a15611s@reitaku.jp
概要：本研究では近年発達してきているオンラインゲーム業界を経営の視点から達成するべき目標の設定す
る、部下の能力を把握して適した場所に配置する、目標の進捗状況を管理する、考えられるリスクへの対策を
する、組織の団結力を高めるために必要なことを考える、の 5 つの視点を中心にプレイヤーの中でトップの選
手層であるプロゲーマーと呼ばれる人たちのマネジメントを比較し、実際のビジネスに通用するような人事マネ
ジメントや経営戦略を探求する。
キーワード：オンラインゲーム、組織マネジメント、コミュニケーション能力、PvP ゲーム

本研究では近年におけるゲーム業界のゲームの
オンライン化、ルールの複雑化が著しくなっている。
さらに対戦ゲームは本来 1 対 1 が主流であったが、
ゲームの技術向上、通信技術向上により複数人によ
る対戦ゲームが最近では主流となっている。そこで
はかなりのチームワークが求められる。そこでこのゲ
ームにおけるチームワークは会社におけるグループ
ワークに通じるものがあるのではないか、または逆も
また然りなのではないかと考え、本研究ではオンライ
ンゲームにおけるチームワークは、現実のチームワ
ークにも通じるという仮説を明らかにしていく。

た研究として、高田（2016）などもある。これらの先行
研究では MMORPG すなわち Player vs Enemy（以
降 PvE と略す）における研究であるが本研究では
Player vs Player（以降 PvP と略す）に重点を置き検証
していく。なお、PvE と PvP の違いは、対戦相手がプ
ログラムであるか、人間であるかの違いであり、この
点が先行研究と本研究との違いはこの点にある。
PvP ゲームは PvE ゲームと異なり、対戦相手は人
であるため、PvE ゲームよりもより戦略性やチームワ
ークが求められると考えられる。このような特性の違
いがあるにもかかわらず、PvP ゲームを行うことで社
会的かつ有用なスキルが醸成されることについての
検証が行われていない。

2.

3.

1.

はじめに

オンラインゲームと現実での能力に関して
の先行研究

MMORPG には非常に綿密な集団行動の完遂を
要求される活動であり、高度な操作能力、思考能力
やチームワーク能力が求められることが様々な研究
によって明らかになっている。また、集団に求められ
る機能の詳細を検討し合理的集団思考およびチー
ムワーク能力といった目的達成と集団維持の機能が
作業完遂に重要な要素であるという、現実の企業組
織を対象とする組織行動研究と整合する知見を示し
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検証方法

検証に際し ては 、Tom Clancy's Rainbow Six®
Siege というゲームを選択した。このゲームを選択し
た理由として、1 節で述べたオンライン化とルールの
複雑化、高い戦略性という観点で大きく合致してい
るからである。加えてこのゲームにはランクマッチと
いうシステムがある。このシステムは勝てば勝つほど、
設定された実力帯に配置されるというものである。
本研究ではこのランキング表を参考として上位 4
クラスの人間に絞ってアンケートではなくインタビュ
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ー方式で少人数に行う。インタビューの質問内容は

ジメント方面での相関関係はほとんど見受けることが

表 1 ゲームランク上位の方へのインタビュー結果
A

リアルでの身
分・状況
社会人
アミューズメン
ト系企業に約 2
年勤務

B

高校生
18 歳で、図書
委員。役に は
ついていな
い。

C

社会人
飲食業に約 3
年勤務。部下
などはいない。

D

大学生
部活・サークル
などで役には
ついていな
い。

目標的に計画
を立てる
階級が上がる
ためにポイント
を得なければ
な ら な い 試合
をうまく運ぶた
めに敵が嫌が
る 場所を 考え
て オ ペレ ー タ
ーを考える
基本的にはゲ
ームなので楽
しめれば良い
が最低でも 1
日最低 1 ランク
あげる

人材配置

リスク対応

チームワーク

よい人には道を切
り開けるような行動
をしてもらう、弱い
人は強い人同士の
戦いの式をつける
ような行動が出来
る役職についても
らう

気持ちの部分で
言うと万全の 体
制で、お風呂に
入るイメトレ、予
行演習

こえかけ、相
手の役割、相
手の位置取
り、確認、励ま
し、ほうれんそ
う

つよい人をベース
に周りを囲むように
編成する

長時間のヘッド
ホンの着用と画
面を見続けるた
め適宜球形

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

大会への出場
を目標に日々
戦略を変えたり
しながら鍛錬

チーム内でやると
きは強い人に道を
切り開く役割をして
もらう、強くない人
には、それをカバ
ーできる動きをし
てもらう

寝不足に注意し
ている 6 時間睡
眠を心がけてい
るので起床の 6
時間前にアラー
ムを鳴らしている

特に無し

計画的なことは
立てていない
がうまい人の動
画を見たり生放
送を参考に ま
ねをしている

つよい人とその補
佐、フリー、指示役
2人

特に無し

普段から話し
てフレンドリー
な空間を作る

P.F.ドラッカーが提唱したマネジメントの 5 つの要素
をベースとする。これらは組織マネジメントに必要な
要素であり、PvE よりも戦略性・チームワーク性が求
められる PvP ゲームに適した設問と考える。
1. 計画的に目標を立てているか
2. 味方やチームメイトをどのように配置させるか
3. ゲーム内、現実におけるリスクについて考え
ていることと対策
4. 団結力、チームの作業を円滑に進めるため
の工夫
5. 経験則から作戦通りに行ったか、個人技で
勝ち抜いてきたか、どちらのほうが多かった
かを 10 点中比率でお答えください
6. 上記とは関係ないがこのゲームをやって役
に立ったことが何かあるか
以上の６つの調査をインタビュー形式にて行い、
表 1 の結果を得た。

4.

アンケート結果考察

作戦と個人技のいずれ
に重点を置くか
作戦 6：4 個人技
状況による

現実の社会で役
に立ったこと
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。

作戦７：3 個人技
基本的には作戦を重視
している、個人技が優
れているのはもちろん
よいが作戦が優れてい
ると個人技を発揮する
までもなく勝利につな
がることがある。
作戦 3：７個人技
プレイが個人に偏りが
ちになっている

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。

作戦 5：5 個人技

友達と話すネタ
が増えた。

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。

出来なかった。しかし、6 番目の質問に関しては、全
員一致で対人関係能力、コミュニケーション能力の
向上に一役買っているのではないか、という可能性
が出てきた。

5.

まとめ

以上の調査結果から PvP における現実における
問題解決能力には関係性がほぼ見受けられなかっ
た。インタビューを行った調査対象の年齢が低いと
いうことも原因の一つであるかもしれないが今後の
調査ではさらにデータ数を増やせるように改善して
いく。また新たな可能性として、コミュニケーション能
力の向上の可能性が浮上したためこちらも視野に入
れて今後解決していく。

参考文献一覧
[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/

上位ランクに位置したことのある人を厳選し検証し
てみたところ、現実での仕事などにおける組織マネ

[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
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PC 用電源テスターの製作
北川 司
麗澤大学
経済学部 経営学科 大塚ゼミ 3 年
Kitagawa Tsukasa
a15571t@reitaku.jp
概要：自作 PC の製作には多くの時間がかかる。その製作過程でトラブルが起きれば完成は遅れ、なかでも電
源ユニットのトラブルであれば、電源ユニット自体なのか他のパーツに問題があるのか判断が難しい。これは
PC 用電源ユニットが特定のピンへの信号が無ければ起動しないためである。その様な場合、電源ユニット用
のテスターがあれば、楽に問題解決ができるかもしれない。しかし、専用のテスターが無く、新たに購入をする
場合には、時間もコストも惜しまれる。そこで本研究では、簡易的にでも PC の電源ユニットの動作を確認可能
なテスターを製作することとした。
製作するテスターは廃棄処分となった PC のマザーボードから取り外した電源コネクターを加工した簡単なも
のから、LED で電圧を確認することができるやや高度なものまでの３種類である。発表では、それぞれの製作
と使用方法を示し、市販の専用テスターと比較を行う。
キーワード：PC 用電源テスター，ATX 電源

1.

目的

筆者は昨年夏季に自作 PC の製作を行った。その
際、組み立てが終わり、スイッチをオンにするも PC
は起動せず。問題がマザーボードにあるのか電源
ユニットにあるのかが分からず。最終的には電源ユ
ニットの故障と判明したが、解決に時間を要した。当
時、電源テスターがあれば適格な対応をスムーズに
行え、自作 PC の完成は容易に終えることができたと
考え、簡易的にでも電源ユニットの動作確認を可能
とする PC 用電源テスターの製作を行うこととした。

2.

方法

電源ユニットのメインコネクターに対して装着する
テスターを製作した。PC に用いる電源ユニットはマ
ザーボードからの信号がなければ単体で動作しな
い。そのためマザーボード上のコネクターと同等の
ものを用意して装着する必要がある。装着部分は、
基板用コネクターを使用し、特定のピンをショートす
ることで電源ユニットの動作を確認可能とするもので
ある。今回対象とした電源は、現在主流である ATX
規格の電源ユニットとした。

2017 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

3.

ATX 規格について

ATX（Advanced Technology eXtended）とはマザ
ーボードの規格名称であり、現在、最も使用されて
いる。この規格に対応する電源を ATX 電源と呼ぶ。
より新しいものに ATX12V 電源という型もある。これ
はメインコネクター部分が、以前の 20 ピンではなく
24 ピンとなっている。
3.1

20 ピンと 24 ピンの違い

20 ピンと 24 ピンの違いは４つのピン数の差だ。20
ピンコネクターに、+12V、+3.3V、+5V、GND を付加
したものが 24 ピンコネクターであり、それに伴いピン
番号が変動している。

4.

製作

20 ピンコネクターの 13 ピン GND と 14 ピン PS_ON
（24 ピンコネクターの場合 15 ピン GND と 16 ピン
PS_ON）を銅線で接続し、通電させる。なお、この簡
便な設計による電源確認機器を司テスターと呼ぶこ
ととした。
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4.2

二号機（20 ピン基板用コネクター使用）

プロトタイプと同じく、 13 ピン GND と 14 ピン
PS_ON を銅線で接続した（使用したのは 20 ピンコネ

図.1 20 ピンメインコネクター概要
20 ピンメインコネクターのボトムビュー。各信号名と Pin
番号が中央のコネクター図と対応している。（参照「電源規
格‐通信用語の基礎知識」
http：//www.wdic.org/d/COMP/DEV/MB/POW）

図.3 コネクターの取り外し
学内で廃棄となった PC のマザーボードから、専用のはんだ
吸取器を用いてコネクターを取り外す様子。マザーボードは鉛
フリーはんだが用いられているため、専用工具を使って高温
で加熱しなければ取り外しが困難である。

図.4 完成したプロトタイプ
大きさ横 5.5 ㎝・縦 2 ㎝・奥行 1 ㎝。単に PS_ON のピンを
GND へ接続しているだけである。なお、ボールペンはサイズ
比較のために置いたものである。

図.2 24 ピンメインコネクター概要
24 ピンメインコネクターのボトムビュー。各信号名と Pin 番
号が中央のコネクター図と対応している。(参照「電源規格‐
通信用語の基礎知識」
http://www.wdic.org/d/COMP/DEV/MB/POW）

4.1

プロトタイプ（24 ピン基板用コネクター使用）

クターのため、ピン番号は 20 ピンコネクター）。さら
に、13 ピン GND と 14 ピン PS_ON を接続する銅線
の中央部を裁断し、スイッチを付加。また、2 ピン
+3.3V と 3 ピン GND に抵抗内蔵の黄色 LED を接
続した。
4.3

三号機（24 ピン基板用コネクター使用）

廃棄処分となったマザーボードから 24 ピンコネク
ターを取り外す。マザーボードでは鉛フリーはんだ
が使用されてコネクターが固定されている。このため、
通常のはんだ吸引器が使用できない。このため、鉛
フリーはんだの吸引できる HAKKO 社製の FR-300
ハンディ吸取器を用いてコネクターを取り外した（図
3）。取り外したコネクターは、15 ピン GND と 16 ピ
ン PS_ON を銅線で接続した。

二号機の状態からさらに、電源ユニットに電流が
あった際に、5V と 12V の通電も確認できるように、
3.3V の確認方法と同様にそれぞれ対応ピン番号に
LED を接続。5V は 4 ピン+5V と 5 ピン GND に抵
抗内蔵青色 LED を接続。12V は 7 ピン GND と 10
ピン+12V に抵抗内蔵赤色 LED を接続した。また、
コネクターと各部品の接続部分にはグルーを用いて
保護している。
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5.
5.1

動作確認
プロトタイプ

電源ユニットに接続すると、電源ユニット内のファ
ンが回転しているのを確認できる。
5.2

図.5 完成した二号機
大きさ横 4.3 ㎝・高さ 4.8 ㎝・縦 1.1 ㎝（LED を含むコネクタ
ー部）。長さ約 7.5 ㎝（銅線部）。横 7.4 ㎝・高さ 2.2 ㎝・縦 3.3
㎝（スイッチ部）。通電すると LED が点灯する。

二号機

電源ユニットに接続し、二号機のスイッチをオンに
すると、ファンの回転とともに、接続した黄色 LED の
点灯を確認。従って、電流が流れ、かつ 3.3V の電
流も確認できる。
5.3

三号機

電源ユニットに接続しスイッチを入れると、二号機
の結果に加えて、青色 LED と赤色 LED が点灯。よ
って、3.3V と 5V と 12V の通電を確認することがで
きる。

図.6 完成した三号機
大きさ横 5.4 ㎝・高さ 2.7 ㎝・縦 1.1 ㎝（LED を含むコネクタ
ー部）。長さ約 14.7 ㎝（銅線部）。横 6 ㎝・高さ 1.6 ㎝・縦 2.2
㎝（スイッチ部）。正常電圧の場合 3.3V,5V,12V に対応する 3
色の LED が点灯する。

図.8 試用時に各 LED が点灯する三号機
左側が ATX 電源。右上部が自作テスターの三号機。中央右
上で三号機の LED が点灯していることから通電が確認でき
る。電圧の対応は赤 3.3V,黄色 5V,赤 12V である。

6.

市販製品と比較

製作にあたり、電源用テスターについて調べると、
いくつかの製品が販売されていた。そこで、今回製
作した簡易テスター（司テスター三号機）と市販の安
価なテスターと比較することとした。

図.7 感電防止加工を行っている様子
コネクターのピンが露出していると、感電の恐れがあるため、
グルーガンを用いて、ピン部分をホットメルト接着剤で保護し
ているところ。グルーガンは樹脂を主成分としたホットメルト接
着剤を溶かしながら工作することができる工具で、100V 電源
を使って使用する。この接着剤は環境への影響はなく、電気
を通さないので安全性を確保できる。身近な例では、紙パック
ジュースにストローを付属させる接着剤として使用される。
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6.1

市販テスターBullet 概要

今回比較した市販製品は、Bullet の ATX 電源検
証ボード KM02 だ。24 ピン ATX 電源ユニットに対
応しており、3.3V・5V・12V の電圧をチェック可能。
さらに、通電時に点灯する LED とファン用 3 ピンコ
ネクターが 1 つ付属されている。Amazon で 1,000
円弱で入手することができる。
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6.2

市販テスターと三号機の比較結果

表.1 から、相違点はあるが二点ともに電源テスタ
ーとして LED を活用して通電を確認することが可能
である。大きさは市販テスターのほうがコンパクトだ。
また基板にコネクターやスイッチ等が固定されてい
るので Bullet の KM02 は使いやすい。
自作テスターは機能を最小限に抑えたため、金額
が市販テスターの半分以下で収まっている。またコ
スト以外に三号機には、電源ユニットのメインコネク
ターをテスターに接続するだけで、3.3V・5V・12V
の通電を LED によりそれぞれ目で確認することでき
るという違いもある。しかし、自作テスターの製作に
はまず、廃棄のマザーボードから特殊なはんだ吸引
器を使用してコネクターを取り外し、各抵抗が内蔵し
た LED をはんだごてを使用して接続する作業が必
要だ。
表.1 市販と自作のテスター比較

※自作テスターの価格はスイッチ・LED・コネクターのみで線
材とはんだを除く

7.

評価と今後の課題

今回の研究では簡易的に PC 用電源テスターを
製作することを目的とした。かつ製作後には市販の
安価なテスターとの比較も行った。簡易的に電源テ
スターを製作するため、電源ユニットの通電を LED
により確認を可能にするという最低限の条件でテス
ターを製作した。
比較を経て、市販テスターのように基板へコネクタ
ー等を固定することで、より使用しやすくなると感じ
た。三号機をレベルアップさせるには、市販テスター
のようにファン用ピンコネクター等の拡張端子が欲し
いところである。また、PC 用の電源を流用して USB
充電機能も望まれる。
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両者における手間についてだが、市販テスター
Bullet の KM02 は e コマースの amazon で購入ボ
タンを押して 1~2 日で手元に届くので、数日間待た
なければいけないが、特に苦労がないため非常に
楽に手に入る。対して、今回の自作テスターは、ま
ず廃棄のマザーボードから鉛フリーはんだ専用の吸
引器でコネクターを取り外す必要がある。取り外した
コネクターにはその後、スイッチを接続し、抵抗内蔵
の LED をはんだごてで各ピンに接続しグルーで保
護しなければならない。作業は 30 分程度だが、専
用の器機や材料が無ければ、用意する時間と費用
が大きくなってしまうと予想される。

8.

まとめ

本研究は昨年行った自作 PC の製作時に直面し
た電源の問題から、簡易的に電源ユニットの動作確
認が可能なテスターの製作を試みた。三種類の段
階を踏み製作を行うことで、最終的に完成した三号
機はスイッチと三個の LED から簡単に通電を調べ
ることができた。またグルーで保護したので感電の
恐れはなく安全にテスターすることができる。
しかし、7 節で述べた通り、製作にあたり手元に必
要な器機や部品、また廃棄のマザーボードといった
条件が多いため、条件が整っていなければ準備に
時間とコストを沢山要することとなる。従って、条件が
そろっていないのであれば完成済みの市販テスタ
ーを店舗やインターネットショッピングサイトで購入
することをお勧めする。
今回は、簡易的に PC 電源用テスターの製作とし
たのでシンプルなものを製作したが、上記のことを
踏まえる自作テスターの改善を考えると、市販製品
よりも形状のコンパクト化や付加価値をプラスすると
いった改善により手間をかける意味を見出し、自作
テスターの価値をより高めたいと考えている。

参考文献
[1] 「電源規格‐通信用語の基礎知識」，ATX 規格について，
http://www.wdic.org/d/COMP/DEV/MB/POW（2018 年１
12 日閲覧）.
[2] 「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_dictiona
ry/Q&A%20top.htm（2018 年 1 月 12 日閲覧）.
［3］ 「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）.

2017 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

HTML5 を用いた漢字学習支援システムの開発

富田 さやか

HTML5 を用いた漢字学習支援システムの開発
富田 さやか
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
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概要：日本語環境が整ってない外国人学習者やキーボード操作ができない日本語学習者向けに
キーボード入力を必要とせず、グラフィック画面での操作で漢字を簡単に学習できるシステムを開
発する。操作画面は、ドラッグ＆ドロップで「へん」や「つくり」を組み合わせて漢字を作る形式と、選
択ボタンを使っての読みや意味を問う形式の 2 種類のクイズを開発する。今回は漢字学習支援シ
ステムの１例として魚へんの漢字を用いたクイズを作成した。
キーワード：漢字学習、外国人学習者、魚へんの漢字、HTML5、Canvas

１． はじめに
現在、ICT の普及により私達の生活環境は
急速にグローバル化が進み、マンガ、アニメ等
のサブカルチャー発信地の一つである日本へ
の関心も高まり、来日留学生の数も増えている
[1]。日本語への関心も高まり学習者は増えて
いるが、コンピュータを介しての漢字学習にお
いては一つの問題がある。例えば日本語キー
ボードと海外のキーボードでは操作手順が異
なるため、漢字そのものの学習だけではなく、
それをどのように入力するかという入力操作の
問題が同時に生じてしまい、これが学習の困
難さを増してしまうことである。このような問題を
解決するために、本研究ではキーボード入力
を必要とせず、マウス操作だけで行える漢字
学習支援システムを開発した。本システムの操
作方法としてボタン式とマウスによるドラッグ＆
ドロップ式の２種類を用意した。

切なボタンを選択すると、正解か不正解が表
示される。また画面下の解説ボタンを押すと、
出題された漢字に関する読みや例文、使い方
が表示され、学習者が漢字に対してより理解を
深められるようになっている。

２． 操作方法① 選択ボタン式
図 1 は選択ボタン式入力によるクイズ画面で
ある。画面上には、問題文と 4 つの選択ボタン、
解答表示エリアと解説提示エリアからなる。学
習者は問題文を読み 4 つの選択肢の中から適
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図 1. ボタン式入力

３． 操作方法② ドラッグ&ドロップ式
図２はドラッグ＆ドロップ式によるクイズ画面
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で、「鰯」（いわし）という漢字を作る問題が出題
されている。画面上には、魚へんとその右側に
配置される 5 つのパーツ(つくり)がランダムに
表示されている。学習者は「鰯」という漢字を完
成させるために、5 つの漢字のパーツの中から
正しい画像を選びクリックし、魚へんの右側ま
でマウスを動かすことで画像を移動することが
できる。所定の枠の中まできたら再度クリックを
すると、魚へんの隣に選択したパーツがピタリ
とはまり、それと同時に正解か不正解が表示さ
れる（図 2-1,2-2）。

富田 さやか

なコードが決まっており、参考文献[3]と[4]の辞
書に掲載されたコードを使用した。一方、「つく
り」の部分については、これらの辞書に定義さ
れていない漢字が多くあるため、JIS コードを
使用した。例えば、鰯(イワシ)という漢字は「魚
へん」と「弱」というパーツ（つくり）から出来てい
る。魚へんのコードは“195”、弱の JIS コードは
“1167”である(図 3)。これらのコードと画像の位
置情報を使用し、魚へんの隣に“弱”のパーツ
が移動したら正解を、違うパーツが移動された
ら不正解を表示している（図 2.1, 2.2)。

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

図 3 「へん」と「つくり」に割り当てたコード

５． まとめと今後の展望
図 2 ドラッグ&ドラッグ式による操作方法

正解です

図 2.1.操作方法② 正解時の画面

不正解です

今回選択式とドラッグ＆ドロップ式による漢
字学習システムのプロトタイプを開発した。本
システムは、キーボード入力を必要とせず、グ
ラフィック画面でのマウス操作だけで漢字を簡
単に学習することができるため、日本語環境が
整っていない外国人学習者や、キーボード操
作のできない日本語学習者にも簡単に漢字学
習をすることが可能である。今回は魚へんの漢
字を使って実装したが、今後は取り扱う漢字の
数と、練習問題を増やしていきたい。さらに学
習者の解答結果を保存し、間違えた問題だけ
を復習として出題できるようにしたい。

参考文献
図 2.2 操作方法② 不正解時の画面

４． システムの実装
漢字学習システムのドラッグ＆ドロップ式の
操作部分は HTML５の Canvas を用いて実装し
た。漢字は「へん」と「つくり」の部分から成るが、
今回の実装では、「へん」と「つくり」に図 3 のよ
うなコードを定義した。「へん」の部分は国際的
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[1]「平成 28 年度外国人留学生在籍状況調査結果」
http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_stude
nt_e/2016/index.html（2017 年 12 月 25 日閲覧）
[2] 古籏一浩 『JavaScript 逆引きハンドブック』, ル
ナテック
[3] Jack Halpern (1990) 『NEW
JAPANESE-ENGLISH CHARACTER
DICTIONARY 新漢字辞典』 ,研究社
[4] Wolfgang Hadamitzky (1980)
『Langenscheidts Lehrbuch und Lexikon der
japanischen Schrift 漢字とかな』, Langenscheidt
KG(Berlin)
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概要：本研究で取り上げるデータベースは富山大学の藤本幸夫名誉教授が 40 年にわたり日本国内を調査し
た日本現存朝鮮本の書誌情報を収録したものである。基本となる検索システムは外国語学部千葉教授が CGI
で構築しており、広く国内外に公開されている。本研究では、このデータベースの検索インターフェースの改
善に取り組むとともに、データベースの機能拡張をおこない活用の方法を提案する。
キーワード：日本現存朝鮮本, 藤本幸夫, 書誌データベース, PHP, HTML5, CSS3, SQLite

1.

はじめに

「日本現存朝鮮本」とは朝鮮より日本に伝来した文
献を指す。朝鮮から伝来した文献が日本文化にどの
ような影響を与えたか、という点は当然最も大きな学
術的関心事であるが，現存する室町時代以降に日
本に伝来した朝鮮本の中には、韓国にはもはや完
本として存在しないもの、日本に伝来した朝鮮本の
ほうが韓国に残るものよりも多様で部数も多い、とい
ったケースがあり、現存朝鮮本の調査と目録の作成、
分析は書誌学的にも大きな価値がある。
日本現存朝鮮本の書誌学的研究の第一人者であ
る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『日本言語朝鮮本研究 集部』[1] (以
下『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
である。

1

受賞に関する麗澤大学の公式ニュース「藤本幸夫教授が韓
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図.1 藤本『日本現存朝鮮本研究 集部』2006 年.
刊行後『集部』は学術的に高い評価を受けており，
第 16 回蘆北賞(著書部門)，第 3 回瑞松韓日学術賞，
2007 年東崇学術賞(功労賞)，第１回岩瀬弥助記念
書物文化賞などを受賞している。藤本教授は『集部』
の出版を含めた朝鮮本研究ならびに永年の朝鮮語
学研究と教育･出版文化の研究の功績により，2007
1
年に大韓民国より宝冠文化勲章を受章された 。
国・宝冠文化勲章を受章」：http://www.reitaku-
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2.

「日本現存朝鮮本研究データベース 集部」
について

本研究で取り上げるデータベース「日本現存朝鮮
本研究データベース 集部」[2] (以下「DB」)は，藤
本教授の『集部』に収録された 3,000 部の書誌目録
について，基本的な書誌情報 10 項目をオンライン
で検索可能にしたものであり，誰でも自由にアクセス
することができる。DB の著作権は藤本教授が所有し
ており、DB の開発・公開は麗澤大学外国語学部千
葉庄寿教授が中心となり，麗澤大学情報教育センタ
ーにておこなわれている。
本節では、『集部』と DB の違いや DB の詳細につ
いて触れたのち、本研究のねらいと本研究がおこな
う作業について概略を述べる。
2.1

『集部』と DB の書誌情報

『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としては，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。
2.2

早川，清水，八木，浅山

新字体

【雲斎世稿】 【洛涯逸稿】一巻【漂
巌遺稿】一巻一冊

なお，我々にとって一番身近な漢字である「厳」が
新旧字体データのいずれにも使われておらず，従
って「厳」では当該書誌データは検索されないことに
注意されたい。将来的には，Unicode の最新バージ
ョン [3] に含まれる異体字のデータベースと連動し，
新旧字体のいずれにも含まれない異体字でも検索
可能とする計画があるが，本研究の射程を超えるた
め今回の発表では扱わないこととする。
2.3

DB のシステム構成
2

以下は DB の検索システムのトップページ であ
り，単純な検索フォームから検索キーワードを入れ
て検索をおこなう仕組みになっている。

図.2 「日本現存朝鮮本研究データベース」

書誌情報のテキスト

DB のデータベース本体は SQLite で作成されて
おり，テキストは Unicode を使って入力・保存されて
いる(一部ハングルを含む)。テキストは JIS X 0213 に
よる JIS 第 1 水準～第 4 水準の漢字を用いて作成さ
れており，藤本教授の指導により，一部の項目(「書
名」および「撰者」)は旧字体と新字体の両方の自体
にて作成されている。検索システムでは新旧字体の
両方を検索し，漏れなく検索できるように工夫されて
いる。
以下は書誌番号「集 0053」の朝鮮本の書名である。
網掛けした箇所に漢字字体の異同が認められる。
表.1 書誌データの新・旧字体の違い
旧字体 【雲齋世稿】 【洛涯逸稿】一卷【漂

「検索フォーム」内の入力欄にキーワードを入力し
て「検索」ボタンをクリックすると PHP を用いて SQLite
の検索がおこなわれ，書名と撰者の新・旧字体およ
び書名カナから文字列を検索し，ヒットした文献を一
覧表示する。以下は検索キーワードとして「高麗」を
指定した結果の一部である。

巖遺稿】一卷一册

図.3 検索結果サンプル(キーワードを色づけ)

u.ac.jp/2007/10/23/13958 (2018 年 1 月 9 日最終閲覧)

2
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URL は参考文献 [2] を参照されたい。
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「番号」にある各文献の書誌番号に書誌詳細情報
へのリンクが作成されており，クリックして閲覧するこ
とができる(が，本論文では紙幅の関係で省略する)。

クボックスをつけた。刊年情報は 2 箇所の入力場所
を設け，期間による絞り込みを可能にした。また，基

2.4

本研究のねらいと作業課題

DB は既にオンライン公開されており [2]，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。

●

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

3.

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。
3.1

作業 1：検索結果からの並び替え

データベースのデータ項目の中で、適切にソート
が可能なのは、フリガナがある書名のみである。そこ
で、検索結果の書名について Ajax を用いた並べ替
え機能の実装を試みた。
並べ替えは jQuery を用いて実装した。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。
3.2

作業 2：検索フォーム改善と検索項目の追加

HTML5 のフォーム用要素を用いて検索項目の
追加をおこなった。詳細検索は，書名，撰者，所蔵
者について項目を立て，それぞれキーワードを入力
できるものとし，また語頭から検索・OR 検索のチェッ
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図.4 タブパネルによる検索フォームの切り替え
本検索と詳細検索は jQuery のタブパネルとして切り
替えを実装した(図.4 参照)。また各検索項目の「？」
マークで簡易なヘルプ情報をバルーンポップアップ
させるようにした。
3.3

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

CSS のメディアクエリー機能をもちい，CSS ファイ
ルを切り替えることで携帯端末では文字を大きく，ま
た検索フォームを縦並びにするなど分かりやすく配
置した。
3.4

作業 4：SQLite を用いたデータベースへの追
加記録・PHP を用いた履歴管理ページの作
成

CGI を用いて SQLite のデータベース上にタイム
スタンプ、検索キーワード・IP アドレスの追加記録を
行うように調整した。また PHP を用いて管理者のみ
閲覧できる履歴管理ページを作成した。履歴データ
が十分蓄積された段階で、利用者向けに検索履歴
をランキングという形で提供することが可能となるだ
ろう。
3.5

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 として DB に新たに項目を追加、検索の際に
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年代を範囲指定して検索可能とした。
3.6

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
タとして表示させることにした。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(図.3
のようにページの検索で検索箇所を見つけることは
出来る)。

4.

●
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●

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

これらはいずれも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を必要と
する。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。

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。
●

早川，清水，八木，浅山

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

参考文献
[1] 藤本幸夫『日本現存朝鮮本研究 集部』京都大学学術出
版会. 2006 年.
[2] 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)
[3] Unicode Consortium (2017) Unicode Standard,
Version 10.0.0.
URL: http://www.unicode.org/versions/Unicode10.0.0/
(2017 年 6 月 20 日策定, 2018 年 1 月 9 日最終閲覧)
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学内 Wi-Fi サービスの接続状況調査
浦谷 孝太朗
麗澤大学
経済学部 経営学科 大塚ゼミ 3 年
Koutaro Uratani
a15540k@reitaku.jp
概要：本学では学内 Wi-Fi が無料で提供されており、多くの学生が利用している。しかし、その Wi-Fi がどの
範囲まで届くのか、強度や速度はどれほどあるのかといった明確な情報は明らかになっていない。そこで、こ
れらを明らかにすることによって、どこで Wi-Fi を使うことが可能なのか、どれほどの強度、速度で繋がるのか、
また、周波数帯毎の混雑状況を明確にすることが本研究の目的である。研究では、情報教育センター作成の
学内スピードテストサイト「SpeedTest 1.4」や Wi-Fi の状況を調べるためのいくつかのスマートフォンアプリを
使用した。Wi-Fi の速度を調べる際には「SpeedTest 1.4」を、接続の確認と強度、混雑状況を調べる際にはス
マートフォンアプリを使用し、生涯学習プラザ棟屋内、各フロアでの学内 Wi-Fi の接続状況を調査した。その
調査結果をフロアマップに示し、強度と速度を数値にして見える化した。
キーワード：学内 Wi-Fi，anzu，satsuki，Wi-Fi ミレル，SpeedTest 1.4，Wifi Analyzer，ヒートマップ

1.

はじめに

今では電子機器を使うにあたって必要不可欠な
存在となっている「Wi-Fi」。皆さんは本学で無料で
提供されている「学内 Wi-Fi」を利用したことはあるだ
ろうか？
また、利用している際に「この教室繋がりにくいな」
や「さっき繋がっていたのに移動したら急に繋がらな
くなった」と感じたことはないだろうか？

2.

研究目的

上述のような不満や疑問を解消するために本研
究で学内 Wi-Fi に接続できる範囲や強度、速度の調
査を行うこととし、まずは生涯学習プラザ棟で調査し
た。

3.

学内 Wi-Fi の種類

本学で提供されている学内 Wi-Fi は 2 種類ある。
1 つが「anzu」、もう 1 つが「satsuki」1である。これらは
“本学の学生であること”が利用するにあたっての条

1

件であり、大学近辺に住んでいる住民や本学の卒
業生は利用できない。
3.1

アクセスポイント

生涯学習プラザ棟に設置されているアクセスポイ
ントは以下の通りである。[1]
1 階 プラザホール、ホワイエ、会議室
2 階 廊下
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
の 4 箇所である。
なお、3 階にアクセスポイントは設置されていない。
3.2

anzu

スマホやノート PC でインターネットにアクセスする
ことができる。
この SSID を利用する際には申請の必要はない。
現在最も利用されている学内 Wi-Fi である。

http://cite.reitaku-u.ac.jp/news/2014-09-25/90
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3.3

satsuki

こちらはインターネットに加え、学内ネットワークに
アクセスすることができる。
利用するにはヘルプデスク窓口に「ネットワーク機
器接続申請書」を提出する必要がある。

4.

SSID
前述の学内 Wi-Fi のうち「anzu」について計測した。

4.1

場所

生涯学習プラザ棟 1～5 階。
4.2

日時

2018（平成 30）年 1 月 12 日午前 0 時～6 時。
4.3

測定方法

浦谷 孝太朗

の「 Wifi Analyzer 」を使用した。こちらのアプリも
Android 版、iOS 版共に無料で提供されており、スマ
ホが Wi-Fi に接続されていなくてもその場での周波
数帯毎の Wi-Fi 混雑状況を調べることができる。

5.

研究を通して、各フロアの速度、強度が明確にな
った。以下にフロア毎の結果を記していく。
5.1

5.1.1 速度

表 1 伝送速度毎の可能なこと
速度
詳細

使用機器

著者が普段使用している「Xperia XZ（SO-01J ）」
（使用年数：9 か月、OS：Andoroid7.0）を用いた。
4.5

SpeedTest 1.4

学内スピードテストサイトとして学内 Wi-Fi の速度
の計測に麗澤大学情報教育センターの
「SpeedTest1.4」2を使用した。
4.6

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。

http://yasashikunet.com/kaisen-sokudo/

5.2

伝送速度

各フロア、各地点での計測の結果を以下のように
フロア毎の見取り図とともにグラフにまとめた。
5.2.1 速度の平均値と標準偏差

Wi-Fi ミレル

強度の計測、ヒートマップの作製には I-O DATA
社製の「Wi-Fi ミレル3」を使用した。こちらのアプリは
Android 版、iOS 版共に無料で提供されており、スマ
ホやタブレットで利用できる。アプリ使用時に接続し
ている Wi-Fi の電波強度を 0（最小）～100（最大）と
色（赤→黄→緑）で表してくれるアプリケーションだ。
また、ヒートマップを作り、どの位置が電波が弱い場
所か瞬時に把握することができる。
4.7

数値の目安

研究結果として、速度において、ただ数値を羅列
するだけでは実感が湧かないと思う。そこで、まず電
子機器で何をするにはどれくらいの数値があれば快
適に楽しめるのかを参考までに表 1 に示した。

生涯学習プラザ棟各フロアのいくつかの地点でス
マホをスピードテストサイトに接続し、速度を 5 回計
測後、平均値を求めた。
アプリも接続し、こちらは各 1 回ずつ計測した。
4.4

測定結果

図.1 1 階各地点での伝送速度
グラフ下部の数字が平均値である。また、上部の誤差線は標準
偏差を示している。F1、G1 地点が極端に低いことがわかる。

Wifi Analyzer

周波数帯毎の混雑状況の測定には farproc 社製
2

http://www.cs.reitaku-u-.ac.jp/speed（学内専用）
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3

http://www.iodata.jp/product/app/network/wifimir
eru/index.htm
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図.2 2 階各地点での伝送速度

図.5 5 階各地点での伝送速度

極端に低い地点は無いが、H2 地点が少し低め。しかし、
10Mbps あればある程度快適に通信を楽しめるので問題無
し。

アクセスポイントが設置されているラウンジ（I5）が全フロアで
の最高速度を記録した。ただ、計測できなかった地点もある。

5.3

ヒートマップ

図.6 1 階のフロアマップとヒートマップ
図.3 3 階各地点での伝送速度
このフロアはアクセスポイントが無いため、全体的に速度が遅
かった｡アクセスポイントは各フロアに設置するべき。

図.4 4 階各地点での伝送速度
低速と高速の差が激しいフロアだった。教室前での計測結果
が基本的に高速の印象を受けた。
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1 階のフロアマップ、ヒートマップを例に挙げ、並べた。全て
のフロアマップとヒートマップは付録に掲載している。

6.

周波数帯毎の混雑状況

ここでは 2.4GHz 帯と 5GHz 帯それぞれの周波数
帯における Wi-Fi の混雑状況を調査した。
計測場所はどちらも 3 階 304 教室前となっている。
図 7 に示す通り、2.4GHz 帯ではかなりの数の WiFi が使われていることがわかる。
なぜ 、こん なに も使われているの か、それ が
2.4GHz 帯の長所。様々な Wi-Fi 端末に対応してい
るため、柔軟性がある。しかし、様々な端末に対応し
ているからこそ、電波同士の衝突が起こり、不安定な
回線となることがある。それが 2.4GHz 帯の短所であ
る。
しかし、あまり使われていない 5GHz 帯を使えば
解決するというそう単純なことではない。5GHz 帯は
壁や床等の障害物に弱いため、通信距離が長くな
ると繋がらなくなることが多々ある。しかし、5GHz 帯
はルーターでしか使われていない帯域のため、障
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害物に弱いという弱点を克服すれば非常に繋がりや
すく、2.4GHz 帯より高速で快適な通信が可能になる。
また、旧世代の Wi-Fi 端末の場合、5GHz 帯に対
応していないことがあるので完全に乗り換えるのは
難しい。

7.

考察

計測結果を振り返ってみると、周りが壁になってい
る地点が特に繋がりにくいという結果を得られた。
この条件はプラザ棟だけに当てはまるものではな
いと考える。かえでやあすなろでも繋がりにくいと感
じたら周りが囲まれていない場所に移動してみると
解決するかもしれない。

8.

課題

本研究は本来、複数人でチームを組み、散らばっ
て計測した方が日付や時刻といった条件が同じにあ
り、信ぴょう性が高まる研究だと思う。ただ、今回は私
1 人で計測を行ったため、計測に時間がかかり、同じ
条件で計測していくことが難しかった。

9.

図.7 2.4GHz 帯の Wi-Fi
2.4GHz 帯では物凄い数の Wi-Fi が使われている。
様々な Wi-Fi 機器に対応していることが多く使われて
いる要因と言える。

まとめ

本研究ではプラザ棟における Wi-Fi の速度、強度
が示された。アクセスポイントがあるフロアでも繋がら
ない場所もあり、アクセスポイントを設置すればその
フロアや建物内でどこでも通じるというわけではない
ことが分かった。
参考文献
[1] 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）
[2] 「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）
[3] 「【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）

図.8 5GHz 帯の Wi-Fi
全く使われていないことが分かる。
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付録
G3
G2

H2

H3
E2

D2

F3

F2
G1
E3
H1

F1
I2

C2
D3

E1
A1

B3

B2
D1

C1
B1

J2

A2

C3

図.9 1 階フロアマップ

図.10 2 階フロアマップ

図.11 3 階フロアマップ

1 階は 8 箇所で計測した。

2 階は 10 箇所で計測した。

3 階 1 階同様 8 箇所で計測した。

図.12 １階ヒートマップ
全体的に安定して繋がっている。

図.13 2 階ヒートマップ
1 階よりも全体的に安定している。
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A3

図.14 3 階ヒートマップ
アクセスポイントがないため全体的に弱い。
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E4

E5

F5

F4

G4

D4

H4

C4

G5

D5

H5

C5

J5

J4
B4
I4

A4

I5

B5

図.15 4 階フロアマップ

図.16 5 階フロアマップ

4 階も 1 階同様 10 箇所で計測した。

5 階も 1 階と 4 階同様 10 箇所で計測した。

図.17 4 階ヒートマップ

図.18 5 階ヒートマップ

高低差が極端に激しいことがわかる。

4 階ほどではないが、高低差が激しい。
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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～
大野 菜々子
麗澤大学
経済学部 経営学科 吉田ゼミ 3 年
Ohno Nanako
a15553n@reitaku.jp
概要：本研究では、AI ロボットは家族になり得るか検証するために家庭の現状や AI ロボットについて研究を行
うと共に、AI ロボットを家族として受け入れるかアンケートを行い、AI ロボットを家族として受け入れやすい人の
特性を明らかにする。そして今後の未来、AI ロボットが家族の在り方に変化をもたらすことができるのか検証し
ていく。
キーワード：AI(人工知能)、AI ロボット、家族、結婚

1.

はじめに
1

AI の技術はどんどん進化していっている。これに
2

伴い最近では、コミュニケーションロボット(Pepper な
ど)などについて見聞きすることが増え、人々の AI 技
術への関心も高まっている。

れるかの調査と、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していく。
なお、家族の定義は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。本稿
では、成員相互の感情的絆に基づいて日常生活を
共同に営む小集団を家族の定義とする。

3

以前から、AI ロボット が人間と家族になるという映
画やアニメ(ドラえもんなど)があるが、近い将来、AI
技術の発展により AI ロボットが人間と家族になること
は現実的に可能なのだろうかと考えに至った。AI ロ
ボットが家族になれる可能性があれば、家族・家庭
問題を解決する一つの選択肢として、今後の社会生
活に良い変化をもたらすことができるのではない
か。
そこで、本研究は、AI ロボットを家族として受け入
1

人工知能(Artificial intelligence)は、人間の脳が行ってい
る知的な作業をコンピューターで模倣したソフトウェアやシス
テムである。
2

アルデバランロボティクス㈱・ソフトバンクロボティクス㈱が
共同開発。
3

一度作ってしまえば、人間の手を離れても自発的に発展し、
自ら思考する能力が備わっているロボット。
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2.

家族・家庭の現状

実際、AI ロボットは家族として必要なのだろうか。
日本(2016 年)の家族・家庭の現状を述べる。
婚姻率は 5.0・離婚率は 1.73 (人口千対)、約 3 組
に 1 組が離婚している。また、婚姻件数・婚姻率とも
に低下傾向にある。両親が共に働いている共働きの
家庭は増加傾向にあり、1,129 万世帯が共働きで、
児童(18 歳未満の未婚の子)である子供がいる世帯
においては、仕事ありの母親は7割近くである。児童
養護施設は全国約600施設あり、保護者のない児童
や保護者に監護させることが適当でない児童が約
30,000 人、入所している。
また、高齢化に伴い孤独死と考えられる事例が多
数発生している。メディアの調査[4]によると、東京都
と 19 の県で発生した孤独死の件数が、少なくとも
17,000 件に達したとされ、全国で 47,000 人が孤独死
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表 1 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るか
クロス表
②
受け入れない
受けいれる
①
両親は健在
度数
66
18
①の％
78.60％
21.40％
片親/両親がいない
度数
26
8
①の％
76.50％
23.50％
表 2 ③これまでの交際人数 ④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るか
クロス表
④
受け入れない
受け入れる
③
2 人以下
度数
42
11
③の％
79.20％
20.80％
3 人以上
度数
61
4
③の％
93.80％
6.20％

したと推計される。
今後、人間のパートナーが見つからなかったとし
ても、自分のことを深く理解し、サポートしてくれる AI
と結婚生活が送れるようになることも考えられる。実
際に、「Second International Congress on Love and
Sex with Robots」という、ロボットと人間の愛と性につ
いて話し合う国際会議も行われている。この会議に
て、ロボット工学の専門家であるデヴィット・レヴィー
博士いわく、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との考えを示している[9]。

3.

AI ロボットと家族の調査について

前節までの議論を鑑み、まだ技術的には完成さ
れていない「人に近い AI ロボット」を前提として、AI
ロボットとの家族生活などに関する調査を行うこととし
た。すなわち、近い将来、人とロボットがともに生活
する未来があるとした場合、その未来について現時
点でどの程度、受容されうるのか、また受容しやす
い人はどのような人誰であるのかを特定する調査で
ある。なお調査を実施するにあたって、3.1 に示す仮
説を設定した。
具体的には、AI ロボットを家族として受け入れや
すい人の特性を明らかにするため、(仮説１)(仮説２)
を構築した上で、アンケート調査を行った(2017 年12
月～2018 年 1 月)。今回行った調査では、男性 54 人、
女性 6４人合計 11８人[20 歳未満 20 人/20-24 歳 80
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人/25-54 歳 18 人]から回答を得ている。
3.1

仮説

(仮説１) AIロボットの家族としての受け入れやすさ
は、[家族構成/家庭生活の満足度]が関係してくるの
ではないかと考え仮説１を立てた。[家族がいない/
家族を欲しいと望んでいる/家庭生活に不満がある
人の方]が、AI ロボットを家族として受け入れやす
い。
(仮説２) [これまでの交際人数/好きになった人の人
数(交際した相手を除く)/片思いだった人の人数]が、
AIロボットとの結婚の受け入れやすさに関係してくる
のではないか。[これまでの交際人数があまり多くな
い]人は AI ロボットとの結婚を受け入れやすい。

3.2

仮説の検証

3.2.1仮説１の検証

表１のように、各項目、[家族構成/家庭生活の満
足度] などの回答と AI ロボットを家族として受け入
れるかの回答を比較し、仮説1 を検証した。結果、AI
ロボットを家族として受け入れる人がいることはわか
ったが、全体的に比較にあまり差はなく仮説１とは違
う結果となった。
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図 1 アンケート結果

3.2.2仮説２の検証

表２のように、各項目[これまでの交際人数/好きに
なった人の人数(交際した相手を除く)/片思いだった
人の人数]などの回答と AI ロボットとの結婚を受け入
れるかの回答を比較し、仮説 2 を検証した。結果、③
が 3 人以上より２人以下の方が受けいれることがわ
かり、仮説 2 と同じ結果となった。
3.3

アンケート結果のまとめと考察

今回行ったアンケート調査では、仮説１の検証で
受け入れやすい人の特性は明らかにならなかった。
しかし、仮説 2 の検証により、これまでの交際人数が
あまり多くない人は AI ロボットとの結婚を受け入れ
やすいという特性が明らかになった。そして、少数で
はあるが現時点でも、AI ロボットを家族として受け入
れる人がいることがわかった。
また、アンケート結果全体についても概観しておく
（図 1 を参照）。AI の特徴とも言える機械学習やディ
ープラーニングに関する理解度も現段階では高くな
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く、こうした知識の有無によっても AI ロボットの受容
の度合いが異なっている可能性もある（逆に知れば
知るほど、受容されなくなっていくという可能性もある
が）。いずれにせよ、人と見た目も近い AI ロボットで
あったとしてもその受容度は高いとは言えない。
一方で、「AI ロボットを家族として必要とする人が
いた場合、その人々の考えを受け入れるか？」で、
受け入れられる回答が 64％であったことから、現在
の状況では受け入れられないが、AI ロボットが家族
になること自体は可能性として受け入れる(認める)と
いう人は多いのではないかと考える。

4.

現状の事例と AI ロボットの進化

AI ロボットを家族として受け入れるかについて調
査は行ったが、現実的に AI ロボットを家族として、受
け入れている人がいるのか。実際にロボットと結婚を
した男性がいる。中国のロボットエンジニアである彼
は、結婚適齢期にも関わらずなかなかパートナーが
見つからないという理由から、AI を搭載した女性型
ロボットを自ら製造した。法では認められていないも
のの、家族や友人を招待し、その女性型ロボットと結
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婚式まで挙げたという[9]。
また、フランスではロボットに恋をした女性がいる。
彼女は、ロボットとの結婚が合法化された際には、
3D プリンタで自作したロボットと結婚をしたいという。
子供の頃からロボットが好きで、ロボットに性的な魅
力を感じるロボセクシャル的な性向を持っていると自
覚したのは 19 歳のときだったという[9]。
大阪大教授の石黒浩氏が開発した女性型アンド
4

ロイド 「エリカ」は、皮膚感も人間のそれに近く、受け
答えを聞いていると､本当に心があるように思えてく
るという[7]｡
5

Hanson Robotics 社が開発したヒューマノイド 「ソフ
ィア」は、2017 年 10 月にサウジアラビアの市民権が
与えられた。ロボットに市民権が与えられたのは世
界で初めてのことである。ソフィアはリアルな女性の
顔を持ち、ジョークを交えた会話をこなし、笑顔を振
りまいてコミュニケーションする高度なロボットである
[8]。

5.

まとめと今後の課題

本研究では、AI ロボットは家族になり得るか検証
するために家庭の現状や AI ロボットについて調査
を行うと共に、「AI ロボットを家族として受け入れるの
か」、「AI ロボットを家族として受け入れやすい人の
特性」を検証した。
その結果、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。しかし、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。しかし、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。
今後も AI ロボットと家族・家庭生活について研究
を深め、AI ロボットを家族として受け入れる人の特性
とその必要性について尽力していきたい。

4
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見かけが人間にそっくりだが、中身は機械の「人間酷似型」

のロボット。
5

手足がある、顔があるといった、擬人化しやすい「人間もど

き」、それなりに人間っぽいロボット。
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大道 聖斗
麗澤大学
経済学部 経済学科 大塚ゼミ 4 年
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概要：本学で授業資料等の提供に利用されている Moodle サービスでは様々なコースがあり、授業資料を受け
取るためにはコース管理者が学生をコースに登録する必要がある。しかし 1 度もログインしていないユーザを
コース管理者は登録をとることができない。現在、初回授業でログインを学生にさせる場合、欠席や操作ミスが
起こる可能性があるため全ての学生が正しくログイン作業を完了できていない。また、教職員が入学者全ての
登録を手入力で行う方法は、学生数が多い場合には現実的ではない。この問題を解決するため本研究では、
入学者全てのアカウントを自動的にログインできるプログラムを VBA にて作成した。これは Internet Explorer
を起動させ Moodle アカウントをログインさせた後、ログアウトを実行し複数の Moodle アカウントを自動的にロ
グインさせることができるものである。
キーワード：Moodle,VBA,マクロ,自動ログイン,CentOS,Internet Explorer

1.

はじめに
大学では授業資料や課題をネットで配布すること
1

が多い。麗澤大学でも授業教材集 のページが
1999 年から運用されており、2012 年から Moodle
による授業支援環境が整備されて活用されている
（図.１）。しかし Moodle の問題の一つに Moodle に
1 度もログインをしたことないシステム上のユーザは
コース管理者権限でコース登録を受けることができ
ないことである。そのため入学後の最初の授業では
単に Moodle システムにログインだけすることを指導
する必要がある。しかし、欠席や操作ミスによりログイ
ン作業を完了できないユーザもおり、些細な問題で
2
はあるが、運用の妨げになるという。
本研究では、この問題を解決するためにユーザ
ID 発効後にすべてのユーザを Moodle システムに
自動的にログインさせる仕組みを開発することを目
的とする。ここでは、まず次節で Moodle について解
説を行い、その後方法を検討することとする。

1

http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/infosci/ 麗澤大学授業教材集
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図.1 麗澤大学授業教材集
麗澤大学では以前よりインターネットを利用した教材集が
運用されている。この例では更新履歴から初出が 1999 年
と確認することができる。
2

麗澤大学 情報教育センター談
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Moodle とは何か？
3

Moodle（ムードル） とはオーストラリアのパース在
住の Martin Dougiamas（マーチン ドウギアマス）
氏により作られたオープンソース LMS のプログラム
4
で分かりやすいところの学習運営システムである。
無料であるために多くの大学や企業で導入が進
んでいる。麗澤大学の Moodle では複数のコースが
あり年度別に分かれている。年度、前期後期の順に
進むと目的の授業を選択することができる。
授業のコンテンツ内では配布資料や関連資料、
ほかの Web ページへのリンクがありほかにも掲示板
や日誌の公開、投票など様々な活動をコース内で
行うことができる。

図.3 「Qchan」に使用されていた VBA プログラ
ムのフローチャート
筆者が 3 年次の時点での休講情報は、グリコミにログインしな
ければ開くことができなかった。それを VBA を用いて IE を制御
して、ログインしたのちに休講情報を.txt で保存できるプログラム
を 2016 年度の情報系卒論発表会で報告した[6]。

図.2 麗澤大学で運用されている「Moodle2」
麗 澤 大 学 で 運 用 さ れ て い る 「 Moodle2 」 の 画 像 で あ る 。
「Moodle1」も運用されているがそちらは学内ネットワーク内にあるた
めに学外からアクセスできず、学外からでもアクセスできるように
Moodle2 が実装されている。

3.

自動ログインについて

Moodle にはログインしていない学生をコースに
5
登録する機能はないため（2018 年 1 月現在） 管理
者側で事前にログインを行う必要がある。大学の場
合、入学直後にアカウントの生成を行うため、その際
に生成したユーザ名とパスワードを用いれば、最初
の授業以前にログインが可能となる。しかし、学生数
が多い場合には自動的に処理するシステムでなけ
れば現実的ではない。
そこで、本研究では著者が 2016 年度の情報系卒
論発表会で報告した「休講情報システム開発へ向け
6
ての考察」 で用いたサイトから休講情報を取得する
3

1 http://moodle.org/ Moodle 公式サイト

4

http://www.e-learning.co.jp/?page_id=2090 e-ラーニング

5

2018 年麗澤大学千葉教授談
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プログラム「Qchan」をベースに開発することとした。
このシステムは学生用 Web サイト（グリコミ）に自動
ログインして休講情報を取得するもので、VBA で開
発したものである（図 3 を参照）。
VBA を用いることの利点は Excel を利用している
ためワークシート内のセルにデータを記述すること
ができることと、Internet Explorer などのマイクロソ
フト社製のアプリも簡単に操作できる点である。
しかし「Qchan」は単一ユーザをログインさせれば
良いのに対し、本研究システムでは大人数をログイ
ンさせることが必要となる点が異なる。
3.1

入力データの作成

自動ログインを行うためのユーザ名とパスワードを
ユーザ情報入力欄に入力する。パスワードは図.4 の
6

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
2016 年
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様に常時画面に表示されるためマスク処理を行ない、
画面上に表示されないようになっている。
欄の横には「IE起動」ボタンが用意されており、押
すことで Sheet2 の詳細設定に切り替わった後
Internet Explorer が 2 秒間動作し位置とウィンドウ
のサイズを確認しブラウザに関する設定から調整を
することができるようになっている。また詳細設定で
は Internet Explorer の設定のほかにログインペー
ジとログアウトページの変更、開始行を入力すること
ができる。前者は Moodle の仕様変更に対応するた

大道 聖斗

めであり後者はエラーが起きてやり直す場合に途中
から開始できるようにするためである。「自動ログイン」
を押すと VBA のプログラム動作を開始する。
3.2

プログラム動作編

プログラムについて簡単に解説すると図.5 のフロ
ーチャートの様に「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」、4 つの工程に
分けることができる。この章では 4 つの工程とエラー
処置に対して説明する。なお、付録 1 にはプログラ
ムコードを、付録 2 にフローチャートを掲載した。
3.2.1 変数の宣言

プログラムが始動すると様々な変数が宣言される。
どのような変数が宣言されたかは、プログラムでの工
程ごとに順を追いながら説明をしていく。
3.2.2 ブラウザの起動

図.4 ユーザ情報入力欄
ユーザ情報入力欄にユーザ名とパスワードを入力することで自動
ログインを行うことができる。また、パスワードは画面上には表示され
ない様にマスク処理が行われている。

最初に Internet Explorer を起動させるための変
数[IE]を説明する。[IE]は Internet Explorer をオ
ブジェクトとして扱うための変数で様々な操作を行う
ことができる。ここで詳細設定にて設定した位置とサ
イズを読み込ませることで Internet Explorer を見
やすい形で起動させることができる。
ブラウザの起動後、[url1]と[url2]の変数にそれ
ぞれ「ログインページ」と「ログアウトページ」の URL
が格納される。その後[url1]を読み込むように[IE]に
指示を出しブラウザでログインページが読み込まれ
る。その後[htmlDoc]という変数の中に[IE]の変数
内にある html ドキュメントをすべて格納する。
これによってブラウザ内の html のデータを読み
取り、操作をすることができる。
3.2.3 データの読み込み

図.5 プログラムの内容を表したフローチャート
このプログラムは工程が大きく４つに分かれていて上から順に処
理が行われている。空白のセルがループから抜けるための条件に
なっている。詳しいフローチャート図は付録 2 に掲載する。
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変数[count]はループ回数を数えられる様にルー
プ前に「count に１を足す」と指示を出してあるがそ
のほかにもユーザ名を格納する変数[user]とパスワ
ードを格納する変数[pass]を読み込むためにも使わ
れている。ユーザ名とパスワードはエクセル内のセ
ルに書かれているので、例えばユーザ名の取得は
「user = Cells(count, 3).Value」と書かれており
[count]が 10 の場合は、シートの左から３行目、上か
ら１０行目のセルの中身を[user]に格納する。
また、[user]と[pass]が欄から読み込まれた際に
該当セルを、黄色に塗りつぶすことで現在どのセル
を処理しているかをわかりやすくしている。
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3.2.4 自動ログイン作業

自動ログインするには、ログインページの html の
ユーザ名とパスワードの入力欄にそれぞれ[user]と
[pass]のデータを入力する必要がある。このためそ
れぞれの入力欄のタグ要素が必要となる。タグ要素
には、入力欄の構成が記載されている。入力欄はブ
ラウザのデバックモードで調べることができる（図.6）。
例えば、ユーザ名欄のタグ要素は、この図が示すよ
うに id=”username”とわかるため id を指定し代入で
きる。
同様に、ログインボタンをクリックする動作も、タグ
要素が必要で、図.7 の例が示すように id=”loginbtn”
を調べ、その id 名をクリックする動作を実行すれば
ログインが可能になる。この時仮に、ログインに失敗
すると「再度ログインしてください」というメッセージが
Moodle 上に表示されるため、このメッセージがない
ことを確認する。ある場合には、[count]を１減らして
再度ログイン処理に戻る。正常に終了した場合はワ
ークシート上の状態欄に LoginOK と記録する。
正常にログインしたあと、一定時間待機したのち
にログアウト処理を行う。Moodle ではログイン後に
表示さるログアウトボタンを VBA では直接操作でき
ない。そこで、本システムではログイン URL を再度
読み込ませることで、意図的にエラーを発生させる
方法をとった。これは Moodle が「ログインする前に
ログアウトする必要があります。」と表示してログアウ
ト画面（図.8 参照）へ誘導する機能に注目して、利用
するものである。この画面ではログアウトボタンが出
現する。なお Moodle のこの仕様が今後も継続され
る保証はないため、ログイン・ログアウトの各ページ
への URL は[url1]と[url2]と別個に定義しており、
改変に対応した。ログアウトボタンはログインボタンと
異なり id がないため（図.8）サイト内の form 要素の
7
0 番目 を選択しサーバへ form 情報を送信すること
でログアウト処理を行っている。
正常にログアウトすると状態欄に OK と書き込み、
該当セルの塗りつぶしを白色に設定し、次のユーザ
を処理する。終了の判断は“”（Null）が使われており
「user」を読み込む際に空白を読み込むとブラウザ
を閉じループを終了する。空白で良いため情報入
力欄の最後に特定の文字（例えば EOF）を忘れても
処理を終了するようになっている。
7

図.6 ユーザ名欄の ID 名取得の様子
Chrome から F12 を押しデバックモードを起動しユーザ名のタ
グ要素を調べている様子。id=”username”というのが太枠の画面
から確認できる。

図.7 ログインボタンの ID 名取得の様子
Chrome から F12 を押しデバックモードを起動しログインボタン
のタグ要素を調べている様子。id=”loginbtn”というのが太枠の画
面から確認できる。

図.8 ログアウトボタンの ID 名取得の様子
Chrome から F12 を押しデバックモードを起動しログアウトボタ
ンのタグ要素を調べている様子。
id が無いのが右の画面から確認できる。

form 要素は 0 番、1 番，2 番と数えられる。
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3.2.5 エラー対処

エラーでマクロが止まらないように 5 回までならマ
クロを止めずやり直しする機能を実装している。
エラーが起きた場合[Err.Number]という変数に
エラー数字が格納される。その場合「Error1:」の行
ラベルに移動する。
こ の 行で は エ ラ ー 数字を リ セ ッ ト し Internet
Explorer を再起動させ作業を復帰させるようにプロ
グラムをしている。また、[mistake]変数を宣言して
おりエラーが発生してから何回連続でエラーが起き
ているか数えており初期設定では 5 回でプログラム
を緊急停止させている。

4.

自動ログインシステムの実証実験

大道 聖斗

度を落としている。この対策により、エラーの出現頻
度は実用範囲に抑えられている。
最適な処理速度を求めるために、まず 100 人分
のアカウントに対して連続ログインを行ない、その平
均を求めた。1 人あたりの平均ログイン時間は約4 秒
である。次に、ユーザ数による影響を確認するため、
100 人から 100 人分きざみで 600 人まで用意して、
同様の計測を行った（図.10）。ここでも一人当たりの
平均処理速度は約 4 秒であった。
1 人あたり 4 秒でログイン処理が可能であるため、
仮に 10,000 人分の学生を処理した場合 40,000 秒
すなわち 11 時間 6 分 40 秒となり、半日で処理が終
了することが、予想できる結果となった。

Windows10 を OS と する パソ コンで実際に
Moodle サイトへの自動ログインを行った。
麗澤大学のMoodle2サイトへのログインは運用サ
イトであるため実験用のサイトとして麗澤大学情報教
育センターが契約しているさくらインターネット株式
8
会社 の VPS サーバ（以後、さくらサーバと略す）を
用いた。さくらサーバ上の CentOS に実験用の
Moodle をインストールし仮想のユーザを用意し実
験を行った。
4.1

回数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
平均

実験機材について

実験結果

開発当初は Moodle サーバのログイン処理実行と
システムの処理のタイミングを最適化できずにエラ
ーが多発した。その対処として waitをいれて処理速
8

https://www.sakura.ad.jp/ さくらインターネット株式会社
公式サイト
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時間
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

図.9 100 人分の自動ログインを行った場合の
合計と平均時間
100 人のアカウントに対し自動ログインを行った場合トータ
ルでは平均で約 6 分 52 秒かかっている。1 人あたりの平均は
約 4 秒かかっている。

実験に使った機材のスペックを説明する。PCのス
ペックは「Windows10 Pro 64bit 版1703」、CPU は
「 AMD A8-5500 3.20GHz 」 、 メ モ リ は 「 8GB 」 、
Internet Explorer の バ ー ジ ョ ン は 、 「 Internet
Explorere11 11.608.15063.0」で Excel のバージ
ョ ン は 「 Office Professional Plus 2010
14.0.7188.5002（32bit）」である。
さくらサーバのスペックは OS 「CentOS Linux
release 7.2.1511 (Core) 」 、 CPU は 「 Intel(R)
Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz」メモリは
「2GB」である。

4.2

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

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
1人当たりの平均
100
4.122秒
200
4.050秒
300
4.080秒
400
4.077秒
500
4.046秒
600
4.033秒
平均時間
4.068秒

図.10 人数を増やした場合の合計と平均時間
100 人から 600 人までを測定した場合の平均は 4 秒となっ
た。

また、実験の際にさくらサーバ側への負荷の程度
9
を確認するために、vmstat コマンド を用いて CPU
アイドル時間を経時的に測定した。自動ログインを
510 秒間（8 分 30 秒間）行ない vmstat による CPU
アイドル時間の 30 秒間の平均値を 30 回求めた。結
9

「Vmstat」は linux 系のコマンドでメモリや CPU の使用
状況を確認できる。
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果をグラフ化したものが図.11 である。この図の折れ
線は CPU アイドル時間の割合であり、上にいくほど
CPU がアイドル状態（手持ち無沙汰）になっている
ことを示す。太い枠線内は自動ログイン中の範囲を
示しており、その前後は何もアクセスがない状態とな
る。図から、自動ログイン中は平均 88％となることが
示されている。自動ログイン中にはアイドル時間は
減るが、0 とはならないため、実験に用いたサーバス
ペックで十分に耐えられることが示された。

図.12 Internet Explorer の初期起動画面
internet Explorer を初めて起動すると「IE の Web サイトへよう
こそ」が表示される。VBA でこれを開いてエラーを出すとその後も
エラーを誘発させてしまう。その場合は internet Explorer を初期
化させる必要がある。

図.11 さくらサーバのアイドル時間の割合の変
化
100％の場合ほとんど負荷がかかっておらず 0％に近付くほ
ど負荷が大きくなっていることを表している。太い枠内は自動ロ
グイン作業の範囲を表している。外側は何も行っていない範囲
となっている。グラフからはそこまで大きな負荷がかかっていな
いことが窺える。

4.3

エラーと改善点について

まれにではあるが、Internet Explorer を今まで動
かしたことがなく VBA で初めて動かした場合、図.12
の様な初期画面等が出てエラーとなる。このエラー
が生じると Internet Explorer を閉じた後に何度や
っても[url2]の読み込みで失敗してしまう。この問題
を解決するには手動で Internet Explorer を初期
化する必要がある。

5.

考察

この方法を使うことで従来学生がログインできなか
った場合に生ずる、「コース登録できない問題」は解
決することができる。しかし、このプログラムには課題
もある。VBA で作成しているため、手軽に実行でき
る点である。例えばログインサイトの URL を変更し
ユーザ名とパスワードをランダムで発生させたものを
ユーザ情報入力欄に格納すればブルートフォース
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アタックが可能となる。そのようなことにならないよう、
エクセルの情報入力欄以外のセルのロックと VBA
プログラムの書き換え禁止などの対応策が必要かも
しれない。

6.

まとめと今後について

本研究では、Moodle システム用自動ログインシス
テムの試作を VBA にて行った。
サーバへの負担を 2 割未満で済ますことができ 1
人あたり 5 秒近くで処理ができるという結果を出すこ
とができた。時間の許す限り安定性と安全性を更に
向上させて、このシステムの利用価値を更に高める
ことができればと考えている。
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付録 1 自動ログイン VBA プログラムコード
Sub main()
Beep '音を鳴らす
Err.Clear 'エラーナンバーをクリア
'スピード計測用
Dim ST As Variant
ST = Time
Dim count As Long 'count を宣言
count = 2 'count に 2 を代入する（枠調整のため）
Debug.Print (count)
Dim key As String 'key を宣言
Dim user As String 'user を宣言
Dim pass As String 'pass を宣言
Dim url1 As String 'url1 を宣言（ログイン URL）
Dim url2 As String 'url2 を宣言（ログアウト URL）
Dim mistake As Long 'ミスした回数をカウント
mistake = 0 'mistake に 0 を代入
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
IE.Visible = True 'IE を見えるようにする
Worksheets("詳細設定").Select '詳細設定のシートを開く
IE.FullScreen = False '= True で最大化します。
IE.Top = Range("C6").Value
'左上 Y 表示場所の指定
IE.Left = Range("C7").Value '左上 X
IE.Width = Range("C8").Value '横の幅
IE.Height = Range("C9").Value '縦の高さ
url1 = Range("B2").Value
url2 = Range("B3").Value
IE.navigate url1

'url1 に sheet2（詳細設定）の B2 に書かれているログイン URL を代入
'url2 に sheet2（詳細設定）の B3 に書かれているログアウト URL を代入

'url1 に書かれた URL を読み込み

count = count + Range("B4").Value '開始行の読み込み
Worksheets("Sheet1").Select 'シート 1 を指定
'IE を表示終了まで待つ
Do While IE.Busy = True
DoEvents
Loop
AppActivate IE.Name 'IE を強制アクティブ
Dim htmlDoc As HTMLDocument 'HTML ドキュメントオブジェクトを準備
Set htmlDoc = IE.document 'IE で読み込まれている HTML ドキュメントをセット
Do While count <= 1000 'ループ開始(現在は安全のため 1000 回まで)
On Error GoTo Error1 'エラーがあった場合 Error1 ラベルまでワープ
user = Cells(count, 3).Value ' ユーザーID
pass = Cells(count, 4).Value 'パスワード
If user = "" Then 'EOF さんの番になったらループ終了
Exit Do
End If
'セル色を黄色に変更
Cells(count, 2).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
Cells(count, 3).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
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Cells(count, 4).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
Cells(count, 3).Select
Application.Wait Now() + TimeValue("00:00:01")
htmlDoc.getElementById("username").Value = user 'id="user_login"にユーザー名を入力
htmlDoc.getElementById("password").Value = pass 'id="user_pass"にパスワードを入力
Application.Wait Now() + TimeValue("00:00:00")
IE.document.all("loginbtn").Click 'ログインボタンを押す
Application.Wait Now() + TimeValue("00:00:01")
IE.navigate "http://sakura.penguin55.net/moodle/my/" 'マイページの読み込み
Application.Wait Now() + TimeValue("00:00:01")
'ログインで失敗した際のエラー処理
If IE.document.all(0).outerHTML Like "*再度ログインしてください*" Then
Cells(count, 5) = "LoginNG"
count = count - 1
Else
Cells(count, 5) = "LoginOK"
End If
IE.navigate url2 'url2 に書かれた URL へジャンプ
Do While IE.Busy = True Or IE.readyState < READYSTATE_COMPLETE '読み込み待ち
DoEvents
Loop
Application.Wait Now() + TimeValue("00:00:01")
IE.document.forms(0).submit'ログアウトボタンを押す
Cells(count, 5) = "OK" 'ログアウト成功を記す
mistake = 0 'mistake を 0 に戻す
'セルの塗りつぶしを白色にする
Cells(count, 2).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
Cells(count, 3).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
Cells(count, 4).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
count = count + 1 'count 変数に 1 を足す
Debug.Print (count)
Do While IE.Busy = True Or IE.readyState < READYSTATE_COMPLETE '読み込み待ち
DoEvents
Loop
Application.Wait Now() + TimeValue("00:00:00")
IE.navigate url1 'url1 に書かれた URL へジャンプ
Do While IE.Busy = True Or IE.readyState < READYSTATE_COMPLETE '読み込み待ち
DoEvents
Loop
On Error GoTo 0 'エラー処理を終了する
Loop '戻る
'スピード計測用
Dim ET As Variant
ET = Time
Dim Total As Variant
Total = ET - ST
Range("G19").Value = Total
IE.Quit 'IE を終了
Beep '音を鳴らす
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Exit Sub
Error1:

'エラー対策
If Err.Number <> 0 Then
mistake = mistake + 1
Cells(count, 5) = "LoginMiss"
'IE を再起動
IE.Quit 'IE 終了
Application.Wait Now() + TimeValue("00:00:02")
Set IE = CreateObject("InternetExplorer.application") 'IE と IE.exe を結びつける
IE.Visible = True 'IE を見えるようにする
Worksheets("詳細設定").Select
IE.FullScreen = False '= True で最大化します。
IE.Top = Range("C6").Value '左上 Y 表示場所の指定
IE.Left = Range("C7").Value '左上 X
IE.Width = Range("C8").Value '横の幅
IE.Height = Range("C9").Value '縦の高さ
Worksheets("Sheet1").Select 'シート 1 を指定
IE.navigate url1'url1 に書かれた URL へジャンプ
Do While IE.Busy = True Or IE.readyState < READYSTATE_COMPLETE '読み込み待ち
DoEvents
Loop
Set htmlDoc = IE.document 'IE で読み込まれている HTML ドキュメントをセット
AppActivate IE.Name 'IE を強制アクティブ
'5 回失敗した場合終了
If mistake >= 5 Then
Cells(count, 5) = "緊急停止"
Exit Sub
End If
End If
Err.Clear 'Err ナンバーをクリアする
On Error GoTo 0 'エラー処理を終了する
Resume 'エラー行に戻る

End Sub

自動ログインシステムのプログラムコードです。
Excel の Visual Basic に記述し環境参照を変更、セルを配置すると動きます。
マクロなので取り扱いには注意してください。
2018 年 1 月 15 日現在のプログラムのため一部変更、修正がある可能性があります。
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付録 2 自動ログイン VBA プログラムのフローチャート

おわり
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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—
山地 美吏
麗澤大学
外国語学部 英語・英米文化専攻 千葉ゼミ 4年
Yamaji Miri
a14242m@reitaku.jp
概要：2016年を元年としてブームとなったVR（バーチャルリアリティー）。SonyがPlayStationVRを発売
するなどゲームの選択肢の一つとしてVRが一般的となっているが、その開発には未だ課題点が複数存
在する。その内の２大課題が「高価格」と「酔い」という点。視界一面の３Dワールドには体調を崩す人が多
くフィジカル的難点を抱えている他、本格的にVR研究に取り組むためにはVR本体＋VR向けのPC等が
必要であり莫大なコストがかかるため、開発に取り組みたくても金銭的問題が原因で開発の基礎部分に
すら手がさせないという現状がある。本稿はこの２大課題の払拭をテーマとし、ゲームの分野にとどまらな
いVRの活用可能性について考察するため、またVRを身近なツールとして感じてもらうため「Unityを使っ
たスマートフォンで体験できるVR映像」の作成に取り組んだ。
キーワード：VR,安価,C＃,Unity, Blender, Visual Studio, Android, Java SE

1.

はじめに

2016年からVRは大きく知名度を上げた。その
存在を多くの人はPlayStationVRから知ったことだ
ろう。その影響力からVRをゲーム機だと捉えてい
る人々も多いだろうが、VRはゲームとして以外の
たくさんの可能性を秘めている。そもそもVRとは
Virtual Reality（バーチャルリアリティー）の略称で
あり、人間の五感を刺激し本当にそこに存在して
いるかのような「仮想現実」の世界を作り上げ、あ
らゆる不可能を可能にすることがVRの存在意義
である。VRは様々な分野で活躍している。医療面
では手術のシミュレーション、通販面では画面を
通したブティックのバーチャル上の疑似試着、広
告業界ではVRならではの戦術を使ったプロモー
ションの作成など、VRの可能性は限られた分野
にとどまらない。しかし、そのVRを一般的に普及
するにあたり、開発者の頭を悩ませる大きな課題
が存在する。
第一に「非常に高価格」であることだ。初めに紹
介したPlayStationVRも本体だけで４万円以上で
ある上に、実用にはPlayStation4本体が必要なた
め、起動可能な状態にするだけでも数万円が必

要である。その他の企業で開発されているVR等
を用意するには、数万円かかる本体はもちろん、
それを繋ぐ大容量のPC、VRに対応したゲームソ
フトや動画ファイルなど、最低限必要なものをそろ
えるだけでも十数万円はくだらない。個人で使用
するには大変に高価な代物であるものが窺える。
その上、真新しい電子機器を使いこなすにはその
機器に慣れる必要がある。まったくのVR初心者に
はまずVRの起動方法や使用方法を学ぶことが必
要であるため、多額な出費に加えて時間も必要で
ある。
次の課題として、「酔い」が挙げられる。これは
企業やエンジニアたちがVRを開発する上でもっと
も考慮すべきシステム開発上の不安点でもある。
VRの最大の特徴は視界全体に広がる仮想空間
を味わえることだが、ゼロ距離のバーチャル映像
に誰しもが最初から対応できるわけではなく、「画
面酔い」、「3D酔い」を訴えるユーザーも少なくな
い。これまでに酔いを軽くするための対策が様々
計画されているが、いずれも酔いを完全に無くす
までには至っていない。
開発者、消費者双方に対して大きな課題点と
なっている「高価格」と「酔い」の問題はVRを一般
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的に広く普及させるために解決しなければならな
い案件だが、そのためには多くの技術改善と長い
時間が必要である。このジレンマに際し、私はVR
を研究する上でこの二大課題点の克服を念頭に
置きながらVR開発を身近に感じてもらうため、安
価なツールを使ったVR映像の開発方法を紹介す
ることで学生という限られた身分でもVR開発は可
能であるということを示したいと考えた。
第一になぜ私がVRを研究しようと思ったのか。
理由として個人的にVRに興味があったからという
のが大元だが、参加したVR説明会でその存在に
実際に触れることができ研究欲が触発されたこと
がきっかけでもある。使いようによってはテレビに
もゲームにも教育アイテム等の生活ツールにもな
りえるVRだが、知名度を上げても高価格であり酔
いやすいという問題点が原因で普及率が伸び悩
むことに疑問を感じた私は問題の解決を最大のテ
ーマとすることにした。
本研究の軌跡は
・VRについての下知識を学習
・Unity上でのプログラミング学習
・3Dゲームの作成練習
・VR向け映像の開発に着手
・VR美術館の作成を開始
・Androidへの転送作業を開始
であり、研究の大まかな目的は「高価格」イメージ
の払拭、「酔いやすさ」の克服についての研究解
明、作成したVR作品を一般に公開すると仮定し
た場合の魅力的な映像の作成、作成した映像を
実際に閲覧、画面酔いの有無や程度の調査、映
像のAndroidへの転送結果や設定した目標の達
成・未達成、それぞれの過程に対してレポートをと
る、の5点である。
1.1

VR 開発で使用するソフトや機能、言語

今回の研究で主に使用したソフトや機能、言語
の名称を後述することを踏まえて紹介する。
1.1.1 Unity

ゲームシステムを制作しやすい環境に特化した
プラットフォームサービスの名称。3Dゲーム開発
の簡略化を提供した現在のゲーム開発において
の代表的なツールの一つ。

山地 美吏

3DCG制作アプリケーション。オープンソースの
フリーウェアでレンダリングの他アニメーション等を
作成することができる。
1.1.3 C#

マイクロソフト社が開発したプログラミング言語。
本研究ではこの言語を使ってプログラミングして
いく。
1.1.4 Visual Studio

マイクロソフト社が提供している総合開発環境。
こちらにC#を記述していく。有料のプロフェッショ
ナル版の他、無償版が存在し、本研究では後者
(Visual Studio 2017 Community)を使用した。
1.1.5 Android(スマートフォン)

Googleが開発したPCやスマートフォンを主な対
象としたプラットフォーム。本研究ではAndroidを
OSとして搭載したスマートフォンを3D映像機器と
して使用した。
1.1.6 AndroidSDK

Googleが提供しているAndroidを使用したソフト
ウェア開発を目的とした開発環境。無償で提供さ
れており、本研究ではこのツールをUnity上で作
成した3D映像をAndroid上にビルディングするた
めのパスを記述して使用する。
1.1.7 JDK(Java Development Kit)

Javaプログラミング向けの開発キットの名称。
Androidのソフト開発にはJavaが必要になるため、
こちらもパスを記述して使用する。
1.1.8 Java SE

Java Platform、Standard Editionの略。Java開発
に必要な基礎機能をまとめたAPI等の集合体。こ
ちらもパスを記述して使用する。
1.2

VR の現状と研究対象 VR の選定

VRはこれまでなかった技術として色々な分野
に分かれて開発が進められ、最も注目されている
次世代開発の一つとして存在を確立させてきてい
る。
1.2.1 ヘッドマウンドディスプレイ VR

1.1.2 Blender

PlayStationVR(図1)の他、企業で開発されてい
るVRでは「Oculus Rift(オキュラスリフト)」と「HTC
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VIVE(エイチティーシーバイブ)」(図2)と呼ばれる
機器が二大ＶＲブランドとされており、VR体験イベ
ントでは主にこの２つの VR が使用されている。こ
れらはヘッドマウントディスプレイVR と呼ばれ、今
日までのこれらの全体的な売り上げも好調である。
日本企業からも多数VR開発に参戦する企業が増
加しており、大手 Google が開発したワイヤレスの
VR等も含め大きく注目されている。

図1 PlayStation VR(引用:Sony社)

図2 HTC VIVE(画像上)とOculus Rift(画像下)
(引用:VIVEホームページ、Oculus社)
最近になって私たちの目に留まるようになった
VRだが、その開発自体は未だ課題点は多い。テ
クノロジーメディアを取り扱う DGLab のアンケート
1
調査 では「VR を実際に体験したことがあるか」と
いうアンケートで、あると答えたのは全体のわずか
4 割程度だった。 2016 年を「 VR 元年」と呼ぶほど
突如として誕生したVRを生活の一部として活用し
ている場面は未だ少なく、 VR の存在を知ってい
ても一度も使用したことがない人々の方が多い。
「 VR の購入においての許容価格帯」についての
質問では最も多かった回答は 5,000～ 10,000( 円 )
であり、これは現在の平均的なVR 価格の約10 分
の 1 に匹敵する。「今後の VR に期待するもの」の
質問では機器の低価格化が最も多く支持を集め、
VRの高価格という課題点を強調している。
その他、 VR 開発に着手している開発者は VR
の「画面酔い」を開発面において最も懸念してい
る。仮想現実と呼ばれるほど視界一面を別世界に
1
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作り変えてしまうVRだが、ユーザーの脳や感覚器
官が仮想現実と実際の体の感覚にミスマッチを起
こしそれが酔いや頭痛を引き起こしてしまう。また
VR には使用推奨年齢が設置されている。これは
幼い子供がVRを長時間使用すると斜視になる危
険性があるためであり、各企業は12歳未満の小児
のVRの利用を禁止または非推奨としている。これ
に対し企業ではさまざまな対策が考えられている。
「視界の平行線を崩さない」「予期しないカメラの
移動を阻止する」等が主に対策として挙げられる
が 、 フ ラ ン ス 企 業 が 開 発 し た ゲ ー ム 「 Eagle
Flight(イーグルフライト)」(2016)では酔いを軽減す
るため、ゲームの高速移動中には視野を暗くフェ
ードアウトさせるという技法(図3)を使用し高い評価
2
を受けた。

図3 Eagle Flightの酔い対策。視界が特定条件に
入ると大部分が黒く覆われる。(引用:MoguraVR)
1.2.2 スマホ VR

この二大課題の克服を目指しているのは、ヘッ
ドマウンドディスプレイタイプのVRだけではない。
安価なスマホVR(図4)と呼ばれるものも存在する。
スマートフォンに専用のアプリをダウンロードし専
用のVR ゴーグルにはめこめば、スマートフォンを
VRとして使用させることができる。ヘッドマウンドタ
イプのVR ではゲーミング PC を起動させゲームや
映像をダウンロードし、プレイエリアを確保し体を
動かしながらプレイするスタイルが特徴的だが、ス
マホ VR はスマートフォンに専用アプリをダウンロ
ードし、ゴーグルにはめ込めば場所を気にせずす
ぐにプレイできるお手軽さが特徴的だ。スマホは
め込み型のVRゴーグルは約1000円～購入するこ

丸山幸太朗｢アンケート結果から見えた VR の今 多様化する要望と高まる期待｣(DG Lab Haus, 2017 年 5 月 23 日)

URL: https://media.dglab.com/2017/05/23-survey-vr/ (2018 年 1 月 14 日最終閲覧)
2

ゆうの Lv3｢Ubisoft が『Eagle Flight』で得た、快適な VR コンテンツ制作のイロハ｣(2016 年 11 月 22 日)

URL:http://www.moguravr.com/ubisoft-eagle-flight-vr-manual/ (2018 年 1 月 14 日最終閲覧)
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とができ、安価で手に入る他、配信されているVR
アプリでは無料のものが多い。高価格という課題
点をクリアしているのはもちろん、大手が開発した
VRアプリでは酔い対策もしっかり実装されている。

図4 スマホVR(引用:株式会社ハコスコ)
スマホVRの良い点は安価なだけではなく、個
人でのVR開発がしやすいという点が挙げられる。
ヘッドマウンドタイプのVR向けの映像やゲームを
個人開発することは不可能ではないが、そのため
には莫大な費用に加え開発に費やす膨大な時間
が必要になる。スマホVRでは基礎的なプログラミ
ングさえできれば、VR制作に対応したソフトを使
用しVR用の3D映像や簡単なゲームを短時間で
制作することができる。
今回の研究では、VRの開発に後者のスマホ
VRを採用した。研究テーマはVRの「高価格」と
「酔い」という課題点の払拭であり、そのテーマに
スマホVRが最も適していると考えたためである。
また、VRをより身近なツールとして多くの人に感じ
てほしいという考えから、一般的に手が出しやす
い価格で揃えられるスマホVRの方が一般普及率
がヘッドマウンドタイプのものより広がりやすいと予
想した。本研究ではスマホVRの開発を、学生の
立場でプログラミング未経験者がどれだけ進めら
れるかという実験的視点で見てほしいと思う。

2.

Unity を使ったプログラミング学習

山地 美吏

プログラミングを学びながらUnityの操作方法も学
習した。
2.1

3D ゲームの製作

基礎的なプログラミングを学習した後、3Dゲー
ムの製作に取り掛かった。3Dゲームを制作するこ
とで、3D映像を作成するための企画やUI、関数
のプログラミング方法を実践的に覚えることを目的
とした。また一概に3Dゲームと言っても制作する
ゲームの種類によってどのようなプログラミングが
必要なのか、どのようにゲームを展開させていくの
かが異なるため、2種類のゲームを制作し異なる
種類のゲームのプログラミングを体験することで
VR開発のヒントを得ることも目的とした。尚、この2
つのゲームは参考書を元に制作している。試験
的に作成したものであり、一般公開はしていない。
2.1.1 的当てゲーム

第一に制作したのは、いがぐりを的に当てる的
当てゲーム。的当て要素はもちろん、背景を設定
し画面にボリュームを増加させ、ゲーム要素として
エフェクトを実装し視覚的な刺激を強調した。的
のオブジェクトを配置し、ダーツゲームでいうダー
ツの役割としていがぐりが的に当たるようプログラミ
ングしていく。ただ的を配置しいがぐりを投げるだ
けではいがぐりが的に当たらず通過してしまうため、
的といがぐり双方にコライダを設定した(図5)。

図5 コライダの可視化(図緑の直角線)

VRを研究するにあたり私自身がプログラミング
やその言語などに対して知識が皆無であったた
め、第一にプログラミングの基礎から学習を開始
した。プログラミングが勉強でき、VRの開発にも適
切な環境を求めた結果、研究をUnity上で行うこと
に決めた。今回の研究では「VRの高価格イメージ
の払拭」をテーマとしているため、Unityのフリーの
パーソナルプランを使用した。初心者向けにプロ
グラミングの基礎を解説している書籍[1]を参考に、

コライダとは物理的衝突を定義するコンポーネ
ントのことであり、俗にいう「当たり判定」と呼ばれる
ものだ。そしてこの当たり判定が働いた場合には、
いがぐりから光が放出されるエフェクトを設定した
(図6)。これにより視覚的な刺激を作りプレイヤー
は的にいがぐりが当たった快感を得ることができる。
このようにゲーム制作では基本的な機能の他にプ
レイヤーに長時間遊んでもらえるよう装飾的な設
定が重要視される。
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図6 作成した背景と設定したエフェクト
2.1.2 アップルキャッチゲーム

第二に制作したのは時間制限のついたポイント
獲得式ゲーム。このゲームでは視覚的な刺激だ
けでなく、ポイントの加算、減算時に異なる効果音
が鳴るプログラムを設定し聴覚的な刺激を追加し、
よりゲーム性が増すよう工夫を施した。ルールは
プレイヤーが操作するカゴで落下してくるリンゴを
キャッチしてポイント獲得を目指すというシンプル
なもの。ゲームとして確立させるためリンゴをキャッ
チするとポイントが加算されるプログラムの他、爆
弾をキャッチするとポイントが減算されるプログラ
ムも搭載した。時間制限を設け、残り時間が少なく
なるほどリンゴと爆弾の落下数が増しプレイヤーを
焦らせる仕様となっている。単調なルールに加え
特定の落下物は避けなければならないというルー
ルを追加し、条件下で異なる効果音を使用するな
どプレイヤーをゲームに飽きさせないよう様々な
対策を施しながら制作し、製作者としてだけでなく
常にプレイヤー目線に立ちプログラミングすること
を重要視した。

山地 美吏

法が記載されていた。建物を制作しその中に絵画
を配置、その絵画の位置に沿ってVRカメラを動か
していくというスマホVRに対応した開発作品であ
る。簡易的なプログラミングのみで構成できる初心
者向け開発であることに加え、酔い対策への研究
も取り組みやすいという利点もある。私はこれを初
めてのVR研究に選定し、試作した後制作が困難
でないと判断した場合にはこれについて本研究と
して取り組むことにした。
3.1

Blender(Ver.2.79)で建物モデルの作成

Unity 上 で 美 術 館 作 成 に 取 り 組 む 前 に 、
Blender上で美術館となる建物を作成する。長方
形の建物の中に壁を二つ配置したシンプルなモ
デルを作成した後(図8)、これをUnity上にインポ
ートしていく。

図8 Blenderで作成した美術館モデル
3.1.1 Unity に VR カメラをインポート

Unity に Blender で作成した建物をインポートし
た後はシーンのメインカメラを VR に対応したカメ
ラ に 変 更 す る 。 本 研 究 で は VR カ メ ラ と し て
3
DiveSDK よ り Dive_Camera を 採 用 し た 。
Dive_Camera を Unity 上にインポートしメインカメ
ラに置き換えると VR 視点に変更することができる
(図 9)。

図7 実際のゲーム画面

3.

VR 向け映像の作成

プログラミングの基礎学習を経験した私は最終
目標のVR向け映像の作成に着手した。Unityの
VR開発について記された参考書[2]を用意しVR
映像の作成方法やその種類について研究したと
ころ、参考書内に「VR美術館」というものの作成方
3

図 9 通 常 の カ メ ラ （ 画 像 上 ） と VR に 対 応 し た
Dive_Camera(画像下)

Durovis｢SOFTWARE DEVELOPMENT KIT(Dive Unity Plugin Package 2.1.5 for Android/ iOS.)｣

URL: https://www.durovis.com/en/sdk.html (2018 年 1 月 10 日最終閲覧)
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図11 Visual Studio内に記述したC#

3.1.2 絵画の作成、配置

次に絵画を作成し、美術館内に設置していく。
3DObject の Cube を選択し板状に変え額縁を作
成、その上に Quad を画像を額縁内に収める役割
として Cube の前方に設置する(図 10)。Visual
Studio(2017)を開き Unity にインポートした画像を
額縁内に反映させるよう C#でプログラミングする。

4

図10 Unity美術館内の様子。Quadに画像 が反
映されている。
3.1.3 ウォークスルーアニメーションの作成

絵画を配置し美術館が完成したら、美術館の
中をカメラが動き回るよう設定していく。参考書で
はカメラを絵画の前の１メートル手前で止まるよう
に設定しているが、本研究の最終目標は作成し
たVR映像をスマートフォンに転送することである
ため１メートルより更に手前で止まるようにプログラ
ミングしている。これは映像を作成しているPC上
に比べスマートフォンの画面が小さいことを考え、
小さい画面に絵画が収まるよう配慮したためであ
る。プログラミングではカメラが絵画間を移動する
時間を5フレームとしゆっくりと館内を移動するよう
設定されている。移動ルートは固定されているた
めプレイヤーの意思で館内を周ることは不可能だ
が、カメラを上下に動かすことで館内を見学するこ
とができる。プログラミングが完成したら、C#のスク
リプトをVRカメラにアタッチし正常に動作するか確
認する。動作が確認されればテストは成功となる。

4

山地 美吏

3.2

バグの発生

全体的なVR美術館のテストプログラミングには
成功することができたが、ウォークスルーのテスト
走行にてバグが発生した。バグは絵画間を移動
する時の美術館内の角を曲がる際、視界にブレ
が生じるというものだった。当初は館内の壁にコラ
イダを取り付けているため当たり判定が働いたた
めにカメラにブレが生じたのではと考え、館内の
通路を広くし絵画と壁の間にわずかに隙間を開け
て壁とカメラの距離を可能な限り離し再走行を試
したがバグを取り除くことはできなかった。バグの
削除を試みたが、ウェブサイトや書籍を参考にし
ても未だVR研究が一般的に定着していないため
か有力な情報を得られずバグ削除の解決策を得
られることができなかった。しかし、本研究の致命
的バグと言えるほどのものではないと判断した私
はこのバグの削除を視野に入れながら本番の研
究を進めることとした。
3.3

本番研究に向けての下書き、構想

バグこそ発生してしまったが、個人でVR開発を
進める上でこのプログラミングは難易度を極めるも
のではないと考え、このVR美術館を自身の本研
究とすることに決定した。そのためには参考書通り
のテスト走行だけでなく、そこにプラスアルファを
加えオリジナリティーを含めた研究を進めていか
なければならない。オリジナル案をいくつか計画し、
美術館作成に取り組んだ。
3.4

館内構想にこだわった美術館の作成

美術館の作成において、テスト研究のような長
方形の館内に何枚か壁を取り付けただけでは変
化がないため、アナログで簡単な設計図を作成し
それを元にBlenderで改めて美術館を作成した。
館内の構想でこだわった点は先が見えない設計
だ。館内のブースを3つに分けその部屋に入るま
でどのような空間が広がっているのか、どんな絵
画があるのかが分からない設計にすることで常に
プレイヤーに楽しみを持たせることを目的とした。
またできる限りバグを発生させないように絵画をテ

画像引用:いらすとや URL: http://www.irasutoya.com/ (2017 月 12 月 28 日最終閲覧)
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ストよりも多く設置しカメラが小刻みに動くよう対策
した。館内も広めに作成し壁との衝突を防ぐ構造
となっている。

山地 美吏

3.4.2 仕上げのプログラミング

美術館の全体的なモデルが完成した後、テスト
同様のプログラミングを記述し、Unity上に読み込
んだ絵画として使用する画像をシーン上に反映さ
せるための C# を、複数個ある絵画のオブジェクト
を一まとめに括った Empty に貼り付けた。この C#
が正常に作動できているのか確認できたら、カメラ
のウォークスルーのためのC#をカメラに貼り付ける。
このC#も正常に作動できているのか確認できれば、
基本的な本研究は完成である。

図12 制作途中の平屋建てモデルの美術館
3.4.1 Asset Store から 3D モデルをダウンロード

美術館の外装、内装ともにボリュームを持たせ
るためUnityの Asset Store(アセットストア )からいく
つか 3D モデルやマテリアルをダウンロードした。
ダウンロードしたものは全てフリーのものに限定し
ている。ダウンロードしたのは
・地面用の石畳のマテリアル
・入口に設置する銅像のモデル
・館内に設置するソファや観葉植物、天井照明の
モデル
・庭園の芝生マテリアル
・芝生に設置する木々やベンチ、銅像のモデル
・美術館を囲む柵のモデル
である。視覚の情報量を増やすためプログラミン
グに関係のないオブジェクトを設置している。無地
な美術館外の地面は石畳に変更し、その周りを柵
で囲み現実の一般的な美術館のリアルな造形に
近づけている。館内も白一色の内装から観葉植
物の配置や壁の色を一部変更するなど飽きさせ
ないデザインを目標とした (図 13)。その他館外に
庭園を作り、庭園はほとんどをダウンロードした3D
モデルから構成している。

図13 テスト時の館内の装飾(画像左)と本番時
(画像右)の比較

5

図14 完成したUnity美術館の全体図
3.4.3 消し切れなかったバグ

本研究でもテストと同様にバグが発生してしま
った。バグ削除の方法が不明であるため、発生し
てしまったバグは消すのではなく最小限に収める
ことに努めた。テストでは何回か発生してしまった
バグだが、本研究では一か所のみの、3秒程度の
発生に抑えることができた。バグの発生条件下で
ある角を曲がる際にはなるべくカメラがゆっくり動く
ように角の付近には絵画を多く設置するなど、対
策を試みた。
3.4.4 BGM の設定

視覚的ボリュームを考慮した美術館のモデルが
完成し C# も適用し終えた後、聴覚的刺激として
BGMを設けた。映像のボリュームは全体で3分半
ほどとなったため、それを彩るための BGM をクラ
5
シック音楽のフリーダウンロードサイト より選定し
た。美術館のウォークスルーを邪魔しないBGMと
してチャイコフスキーの｢花のワルツ｣を採用した。
音量にも配慮し、優雅な美術館の遊歩をサポート
する役割を果たしている。
3.5

Android への映像の転送

Unity上でシーンが完成したら、最終段階のシ

｢クラシック名曲サウンドライブラリー｣

URL:http://andotowa.quu.cc/ (2018 年 1 月 14 日最終閲覧)
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6

ーンのスマホ転送に着手した 。使用していたPC
がWindowsのため今回は転送用のスマートフォン
としてAndroidを採用した。開発に使用していた
PCがMacの場合はiPhoneに転送することが出来
る。
転送機器として用意したのは
・PC (Windows10, 8.00GB, 64bit)
・Android(Xperia XZ premium, (OS)Android
7.1.1, SO-04J)
・USBケーブル Type-C(データ転送に適してい
るもの)
そして転送用ソフトとして用意したのは
・Unity (Ver.5.6.1f1, Personal, 64bit)
・Android Studio(Android SDK)(Ver.3.0.1)
・Xperia XZ Premium driver
・Java SE Development Kit8 (64bit)(JDK)
の4つである。初めにUnity上で作成したシーン
をAndroid向けにビルディングする。ビルディング
後には転送用のパスを作成しBuild and Runボ
タンをクリックすることで転送することが出来る。

山地 美吏

3.5.2 JDK(Java Development Kit)のダウンロード

次 に JDK を ダ ウ ン ロ ー ド す る 。 JDK と は Java
Development Kitの略称でありJDKを用意し転送
に必要なパスを用意するためJava SEをダウンロー
ドした。Javaをダウンロードした当初は当時の最新
バージョン(Java SE Development Kit9, 64bit)を用
意したが、結果的にこれがAndroidへの転送にお
いてエラーを起こす原因となった。詳細は後述す
る。Javaをダウンロード後は、PC上のシステム内で
環境変数を行いJDKフォルダの場所を設定する。

3.5.1 Android Studio のダウンロード

転 送 用 ソ フ ト と し て 本 研 究 で は Android
Studio( 図 15) を 使 用 し た 。 Android Studio と は
Androidプラットフォームのための開発環境のこと
でありこれを使ってAndroid SDKを入手する。今
回パスを用意した手順としてAndroid Studioを初
期設定の状態でダウンロード後StudioのPlatform
内で初期からダウンロードされているAPI以外に
Android 7.1.1と8.0をダウンロードする。Tools内で
Google Play ServicesとGoogle USB Driverをダウン
ロ ー ド 。 そ の 後 Android SDK Build Tools の
Ver.23.00~23.0.3をダウンロードする。

図15 Android Studio Ver.3.0.1
6

図16 転送作業中の様子
3.5.3 Android 側の用意

PC上での準備の他AndroidではUSBデバッグ
を許可しておかなければならない。これは設定項
目よりビルド番号を数回タップするとおこなうことが
出来る。
3.5.4 パスの実装

Android SDK と JDK が 用 意 で き Android 上 で
USBデバッグを許可したらUnity上でSDK、JDKそ
れ ぞ れの パ ス を 設 定す る。パ ス と はUnity上 に
Android SDKとJDKがどこに保存されているか記
述するものであり、UnityをAndroid SDKとJDKの
場所まで案内する道案内のようなものである。パ
スはSDKとJDKがどこに保存されているかを明記
する必要があり、SDKのパスはAndroid Studioから
入手でき、JDKのパスはシステム変数とバージョン
情報から入手することができる。本研究で使用し
たパスはSDKとJDKの保存場所にならい、

Unity 3DCG｢[Unity] アプリをビルドして Android 実機上でテストする｣(2017 年 8 月 1 日)

https://Unity3d.sakura.ne.jp/Unity/Android-build.html (2018 年 1 月 14 日最終閲覧)
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C:/Users/yamaji/AppData/Local/Android/Sd
k
C:/Program Files/Java/jdk1.8.0_144
と な っ て い る 。 パ ス が 確 認 出 来 た ら Unity の
External Tools内に入力する。

山地 美吏

画面をタッチしてもカメラを動かすことができなか
った。予期していなかった点は他にもあり、PC上
の映像で発生していたバグがAndroid上では発生
しなかったということ。この2つの予期していなかっ
た点の発生原因は不明である。

3.5.5 Bundle ID の設定

最後の手順としてBundle IDを設定する。Build
Setting上で完成したシーンをScene in Buildに追
加、次にPlayer SettingにInspectorが表示されそこ
にCompany nameとProduct nameを入力しそれに
対応したBundle IDを設定する。以上の手続きを
正常に終えると、シーンをAndroidに転送すること
が出来る。
3.5.6 度重なるエラー

通常であればこれでBuild and Runをクリックして
完了となるが、個人で初めてのスマホ転送作業を
容易にクリアすることは出来なかった。この章では
発生したエラーとその解決方法を記述していく。
3.5.6.1 最新SDKが原因のエラー
最新のSDKのToolsにUnityが対応していなく
Unityがうまく作動しないというエラー。これはSDK
のToolsを古いものに中身を置き換えて潰すことが
7
できた 。
3.5.6.2 最新Java SEが原因のエラー
このエラーも最新のJavaにUnityが対応してい
なく発生したエラー。当初は研究当時の最新の
Java SE Ver.9をダウンロードしていたが、Ver.8にダ
8
ウングレードすることでエラーを潰すことができた 。
3.6

PC から Android への転送結果の概要

複数のエラーに遭遇しかなりの時間を要したが、
最終的にAndroidへの映像の転送に成功した。予
期していなかったのはAndroid上ではカメラが一
切動かなくなってしまったということ。PC上ではカ
ーソルの動きに合わせてVRCameraの向きを動か
すことができたが、Android上では本体を傾けたり、
7

図17 Androidに転送されたVR映像

4.

研究課題を振り返って

本研究のテーマは「VRの高価格イメージの払
拭、酔い問題への対策」だが、開発したVR映像
はその課題を克服することができただろうか。
まず高価格イメージの払拭だが、本研究で使
用したものはPCやAndroidなどの本体価格を除き、
ソフトやオブジェクトはほぼすべて無料のものを使
用している。今回はあくまで研究として映像を制
作したため一般に公開はしていないが、無料のも
のだけを使用してスマホに映像を転送する作業が
成功したことで、視界の固定等の欠点の克服が実
現できれば、個人が作った映像をVRアプリとして
リリースすることも可能であることを証明することが
できた。使い方は安価なスマホVRのヘッドセット
にスマホをセットするだけである。ここまでできただ
けでも、この課題については一定の成果を得られ
たと言って良いのではないか。
さらに、VR について全くの素人の私でも VR の
開発に着手できるということが、VR 開発に敷居の
高さを感じている人々からそのイメージを払拭す
ることに繋がるのではと期待したい。
次に酔い対策についてだが、酔いを加速させ
てしまうようなバグが発生させてしまうことは未だ致
命的であるが、Android 上で再生する場合はバグ
が発生しないことが分かった。ウォークスルー自体
ではカメラがゆっくりと移動するように設定したり、

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｣(2017 年 9 月 5 日)

URL:http://nn-hokuson.hatenablog.com/entry/2017/09/05/202327 (2018 年 1 月 14 最終閲覧)
8

@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｣(2016 年 10 月 30 日)

URL:https://qiita.com/shiftsphere/items/938f01c0086d601c95ca (2018 年 1 月 14 日最終閲覧)
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透明化した絵画を設置することで絵画のない空間
でも逐一止まりながらゆっくり移動するよう設定し
たりと、私自身で実現できる最大限の対策をおこ
なうことができた。実際に私自身が VR ヘッドセット
を通して映像を閲覧しても画面酔いは感じず、そ
の他同ゼミ生に閲覧してもらったが酔いを訴えた
ものはいなかった。
ただし、これはあくまで情報系ゼミ生の間の結
果であり、ゲーム画面慣れしておらずかつ VR 未
体験者の感想を得ることは未だ出来ていないため、
引き続き調査していきたい。

5.

まとめと考察

山地 美吏

の研究が少しでも多くの人の VR への興味、関心
を惹くことができれば幸いである。
参考文献
[1] 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
[2] 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
[3] Unity Answers
https://answers.Unity.com/index.html (2017 年 12
月 28 日閲覧)

研究当初の目標だったスマートフォンへの映像
の転送に成功したことで、本研究は一定のゴール
に到達することはできた。しかし、カメラの固定な
ど、作品としてさらに向上させたい課題は多く存
在する。Android上でカメラが動かなくなる原因は
現時点では明らかになっておらず、今回開発した
作品で発生している一番の問題と言えるだろう。
引き続き、Androidに対応したBluetoothリモコンを
使用した実験や、ジャイロセンサーを操作するプ
ログラミング等の適用などを検討し開発を進めて
いきたい。
VRの研究を進めていて感じたのは、まだまだ
VRに対する開発の世間の認知が十分でないとい
うことである。試行錯誤を経てAndroidへの映像の
転送を成功させたが、はっきりと道筋を立て転送
方法を解説しているマニュアルやホームページは
ほとんど存在せず、度重なるエラーに向き合いな
がらVRを開発している個人開発者のものと見受
けられるものが大半だった。その証拠に、開発ユ
ーザー数を多数抱えるUnityでさえAndroidへの
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状態なのである。
今回は開発ツールのバージョンや Tools をダウ
ングレードするなど多くの回り道をした VR 開発だ
ったが、ボタン一つで開発できる時代が近いうち
にやってくるかもしれない。そうなればさらに開発
者が増加し、開発者が増えればリリースされる VR
映像が増加し、結果的にプレイユーザーが増える
ことにつながる。需要と供給が増えれば増えるほ
ど、高価格という課題を克服できる可能性が増し、
酔い対策への投資も進められるだろう。今回の私
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概要：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)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サイト(店舗紹介、商品紹介など)を以下の観点で分類
し，サンプルとして抽出した複数のサイトのトップページと個別ページを調査・比較する：1)ターゲットとなる年齢
層 2)性別 3)目的(ビジネス・余暇など)。分析の観点としては[A]文化的特徴としてページあたり文字(語彙)数、
文当たりの平均文字(語彙)数、コンテンツのグルーピング、顧客へのアプローチの違い、言語景観(多言語対
応)を、[B]デザイン的特徴として色使いとアクセシビリティおよびページレイアウトを、[C]技術的特徴としてナビ
ゲーションデザイン、モバイル対応、動的コンテンツの処理、コンテンツの総データ量などを取り上げる予定で
ある。これらの分析を通じ、各国の特徴を整理するとともに、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考察する。
キーワード：Web デザイン,アクシビリティ,処理速度,

1.

はじめに

よって本研究では国によって、企業によってどのよう

Webサイトの構成や機能は主として用途により決まっ

に変化があるのかを、調査していく。

てくると考えられている。例えば『入門Webデザイン』

数多くの国があるが、研究対象として４カ国の、ヨー

(第3版)では、ビジネス用や余暇用に分類されてい

ロッパ(ドイツ)、アジア(日本)、北アメリカ(アメリカ合衆

る。販売を目的としたビジネス用途のWebサイトもさ

国)、南アメリカ(ペルー)でサービスを展開している

らに性別や年齢に分類され，その目的によって構成

Webデザイン動向について研究を行う。

や機能は異なってくる。
以前、海外旅行で中国を訪れた際、中国独自のサイ
トを閲覧したところ、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サイトの形式だっ
たため中国出身の友人に質問すると、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。
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2.

調査の設計：サイトの選択

調査で使用する Web サイトのサンプルは、以下の
ものとする。
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

3.

調査ポイント
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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 アクセシビリティに関するガイドラ
イン、『WCAG ２.0』を基に考察していく。このガイド
ラインは、世界でのアクシビリティ規格（年齢や身体
障害の有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡
単にたどり着け、利用できること）
に対する基準である。
この基準を参考に、文化的特徴やデザイン的特徴、
技術的特徴の３つの分野で調査していく。
3.1

文化的特徴

トップページあたりの文字（語彙）数
文当たりの平均文字（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）
3.2

デザイン的特徴

色使い
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）
ページレイアウト
3.3

技術的特徴

ナビゲーションデザイン
モバイル対応
コンテンツの総データ量（処理速度）

4.
4.1

調査
余暇のサイトとビジネスサイトの比較

余暇のサイト（旅行会社のサイト）とビジネスサイト
（銀行のサイト）を比較していく。研究データとして使
用したサイトは国ごとに利用頻度の多い企業を上か
ら順に抽出したものとする。
なお研究データとして使用したサイトは国ごと、カ
テゴリーごと合わせて３８社である。
4.1.1 文化的特徴
４.1.1.1 トップページあたりの文字（語彙）数
余暇のサイト（旅行サイト）
日本４００５文字、アメリカ３１０５文字、ドイツ６８８７
文字、ペルー２７７１文字。
ビジネスサイト（銀行サイト）
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日本６１９文字、アメリカ２１９８文字、ドイツ２８５９文
字、２８２６文字となっている。
ビジネスサイトに比べ余暇のサイトの文字数が多
くなっている。ビジネスサイトは決まった用途によるメ
ニューリストしかのみ載ってないが、余暇のサイトで
は旅行に関するブログ、記事等が公開され、用途も
様々な旅行プランなどがあった影響からトップペー
ジあたりの文字（語彙）数が多くなったと感じる。
４.1.1.2 顧客へのアプローチの違い
余暇のサイト（旅行サイト）の特徴
日本はどのサイトにも地図が用いられており、自
分が行きたい場所（都道府県）にボタンをクリックす
ると宿泊地や宿泊日を決定しながら旅行先の計画を
立てることが印象的であった。しかしそれ以外の国
では、旅行予定先を記入した上で、宿泊先等を選択
する形式となっていて、日本の形式とは異なった。
お土産、温泉特集、旅行関連商品（旅行保険、外資
両替）なども旅行に関する情報を細かく掲載されて
いたのも日本の特徴となっている。一方でアメリカや
ドイツでは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く見受けられた。ペルーでは、
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していた。
ビジネスサイト（銀行サイト）の特徴
日本は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を主とし、ドイツやアメリカにも
同様の傾向が見られた。しかし、トップページにでは
なくサブページにあった。一方ペルーでは各銀行
によるクレジットの良さや。お客様の満足度をアピー
ルする傾向が多かった。
４.1.1.3 言語景観（多言語対応）
余暇サイト（旅行サイト）
アメリカを除く３カ国は多言語対応として、英語があ
った。ドイツの旅行会社 TUI はヨーロッパでよく知ら
れている企業のため、英語だけではなく、スペイン
語やオランダ語、トルコ語といった１２ヶ国語の対応
もしていた。
ビジネスサイト（銀行サイト）
日本のサイトはどれも英語対応が可能となっていた。
それに比べドイツやアメリカ、アメリカでは多言語対
応するサイトが少なく、ごく一部のみであった。
4.1.2 デザイン的特徴
余暇サイト（旅行会社のサイト）
日本は企業ごとにロゴのカラーと同じ色を Web デ
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ザインカラーとして決めることが多かった。例えば日
本でよく知られている旅行会社 JTB はロゴの文字が
赤と白でできているのでサイトのデザインもそれと同
様、もしくは似た系統の色を使用している。
日本は顧客へのアプローチをトップページに乗
せていることが多く１つのコンテンツに対する情報量
が多いのだが、アメリカやドイツではサブページに
載せることが多く、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海のデザ
インや水色を使うことが多い。
ペルーは淡い色よりも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であった。
ビジネスサイト（銀行のサイト）
日本は余暇のサイトと変化はなかった。ドイツは白
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色で少ない傾向にあった。アメリカは余
暇用のサイトに比べると色使いがあまり派手でなく、
ペルーはビジネスサイトであっても派手な色使いが
多かった。
4.1.3 技術的特徴
４.1.3.1 コンテンツの総データ量（処理速度）
技術的側面として各国のサイトの処理速度につい
て調べた。以下の表は、旅行サイトの処理速度を調
べたものである。
TTFB
Load time

日本
アメリカ
ドイツ
ペルー

0,511 秒
0.323 秒
測定不能
0,723 秒

17,47 秒
12,12 秒
測定不能
16.354 秒
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＊ドイツのサイトでは一部測定不能のものもあったので、測定
できたサイトのみの処理速度から平均したものとする。

余暇として使うサイトよりも日常的にサイトを使う機
会が多いビジネスサイト（銀行のサイト）の方が、全体
的に処理速度が速かった。発展途上国であるペル
ーのサイトの表示速度が遅い結果となったが、先進
国の中でドイツが少し遅い傾向にあることが印象的
であった。
4.1.3.2 ナビゲーションデザイン
ナビゲーションデザインとはホームページにある
主要コンテンツをまとめたものである。余暇用、ビジ
ネス用に関係なくユーザーが目的に短時間でたどり
着く効果があるので、ほとんどのサイトに使用してい
る場合が多い。ナビゲーションとして主に使われる
のがメニューバー（メニューをボタン化し、バー状に
まとめたデザイン）である。
余暇サイト（旅行サイト）の平均メニューバー数は、
日本が１２.２個、アメリカ９.５個、ドイツ７個、ペルーが
４.５個となっている。
しかしビジネスサイト（銀行サイト）になると日本が
６.２個、アメリカ７.４個、ドイツ７.１個、ペルー５個と余
暇用に比べて全体的に少ない傾向にある。ビジネス
サイトはすでに目的が決まっていること、また目的が
明確なのでメニューバー数が少なかったと考える。
一方で余暇用のサイトは、旅行プランや使用する交
通機関によって主要とするコンテンツは変わってい
くので、数が多かったと考える。
4.1.3.3 モバイル対応の比較
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％

表１ 旅行サイトの処理速度

アメリカ：モバイル対応している割合 100％

＊TTFB

ドイツ：モバイル対応している割合 100％

「Time To First Byte」の頭文字をつなげた言葉

で、「最初の 1 バイトが到着するまでの時間」を表す。
＊Load time

ペルー：モバイル対応している割合 33％

Web サイトが全て表示されるまでの時間

＊処理速度の計算には WebPagetest(Page Speed のスコアを
表示するサービス)を使用したが、ドイツのサイトは測定不能

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％

であった。

アメリカ：モバイル対応している割合 100％
TTFB

日本
アメリカ
ドイツ
ペルー

0.423 秒
0.352 秒
0,366 秒
0.821 秒

Load time
4.036 秒
4.281 秒
7.556 秒
8.110 秒

表２ ビジネスサイト（銀行のサイト）の処理速度
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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％
日本とアメリカはどのサイトもモバイル対応してお
り、ドイツでは銀行のサイトが一部対応されていない
結果となった。一方でペルーはスマホの普及率が３
３％と他国に比べ低い影響からモバイル対応してい
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るサイトがまだまだ少なかったように感じる。
4.2

女性向けサイトと一般向けサイトの比較

女性向けサイト（化粧品会社のサイト）と一般向け
サイト（銀行のサイト）を比較していく。
なお今回研究データとして使用する女性向けサイ
ト（化粧品会社サイト）は４カ国に企業展開している
会社を使用し、一般向けサイト（銀行サイト）は、先ほ
どのデータで使用した銀行サイトとする。
4.2.1 文化的特徴
４.2.1.1 トップページあたりの文字（語彙）数
女性向けサイト（化粧品会社サイト）
日本２６２１文字、アメリカ２０９１文字、ドイツ３５４３
文字、ペルー１５５８文字であり
ビジネスサイト（銀行サイト）
日本６１９文字、アメリカ２１９８文字、ドイツ２８５９文
字、ペルー２８２６文字となっている。
女性向けサイト（化粧品会社サイト）は資生堂やメ
イベリンニューヨークといった各国に展開しているサ
イトで調査をしているのだが、同じヨーロッパ言語で
もドイツが圧倒的にトップページあたりの文字数が多
かった。ドイツ語はヨーロッパ言語でも１つの単語の
平均文字数が多い影響から来ているものだと考える。
一方ペルーでは他国に比べ商品数が少ないことか
ら４カ国での文字数（サイトの情報量）が少なかった
ように感じた。
４.2.1.2 顧客へのアプローチの違い
女性向けサイト（化粧品会社のサイト）
新商品や人気商品、注目されている商品につい
ての紹介がどのサイトにも見られた。日本とアメリカ
は、そういった顧客へのアプローチ（主に価格や商
品写真）をトップページに載せる傾向が多かったが、
ドイツ、ペルーではサブページに載せることも多く、
トップページにはその商品を使用したモデルの写真
が多く掲載されており、実際の商品の発色や色合い
のアプローチが多かった。
一般向けサイト（銀行サイト）では、アメリカもサブ
ページに商品特徴を掲載することも多かったが、女
性向けサイト（化粧品会社）では日本と同じアプロー
チを取る傾向があることがわかった。
４.2.1.3 言語景観（多言語対応）
女性向けサイト（化粧品会社サイト）で使用してい
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るサイトは世界各地にある企業なので、英語やスペ
イン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語といっ
た多言語対応に非常に優れていた。
4.2.2 デザイン的特徴
女性向けサイト（化粧品会社サイト）
同じ企業によるため国ごとによるデザインの大き
な変化は見られなかった。例えば資生堂のサイトは
赤と白を基調としているが、アメリカでは明るい赤色
を、そのほかの国では少しダークな赤色を使用して
いた。一般向けサイト（銀行サイト）と比較すると、サ
イトに使用している画像の大きさは女性向けサイトの
方が（化粧品会社サイト）大きい。一般向けサイトは
目的がサイトのサービスにあるが、化粧品会社は販
売商品を購入することが目的として成り立っている。
モデルが商品を使用することによって色合いや完成
度がわかるので購買意欲に繋がる。商品の良さや
特徴を知ってもらうためサイトで使用される画像は大
きいのだと思われる。
またサイトのバナー（WEB サイト上でほかの WEB
サイトを紹介する役割をもつ画像（アイコンの一種）
のこと）には日本だけ色合いが少し変化したアイコン
が使われる傾向が多い。（図１参照）

図１ 資生堂のバナーの比較（左が日本、右がア
メリカ、ドイツ、ペルー）
4.2.3 技術的特徴
以下の表は、女性向けサイト（化粧品会社サイト）、
一般向けサイト（銀行サイト）の処理速度である。
TTFB

日本
アメリカ
ドイツ
ペルー

0.423 秒
0.352 秒
0,366 秒
0.821 秒

Load time
4.036 秒
4.281 秒
7.556 秒
8.110 秒

表２ 一般のサイト（銀行のサイト）の処理速度

TTFB

日本
アメリカ
ドイツ

0.712 秒
0.623 秒
測定不能

Load time
5,573 秒
9,396 秒
測定不能
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ペルー

0.693 秒

6,440 秒

表 3 女性向けサイト（化粧品のサイト）の処理速度

表３の女性向けサイト（化粧品会社サイト）は企業
が同じであるサイトの国別、処理速度の変化となる。
したがって、TTFB（最初の 1 バイトが到着するまで
の時間）に変化は見られなかったが、Load Time（サ
イト全てを表示する時間）には国によって変化があっ
た。一般向けサイトと比較すると、使用頻度、使用人
口が女性向けサイトよりも高い一般向けサイトにレス
ポンス速度、処理速度が速い傾向にある。
4.2.3.2 ナビゲーションデザイン
女性向けサイト（化粧品会社サイト）の平均メニュ
ーバー数は、日本が６,４個、アメリカ６.５個、ドイツ７
個、ペルーが６個となっており、
ビジネスサイト（銀行サイト）になると日本が６.２個、
アメリカ７.４個、ドイツ７.１個、ペルー５個と女性向け
サイトとそれほど変化がなかった。
一般向けサイトにはメニューバーやメニューリスト
から構成されたサイトが多かったが女性向けサイトに
なると、使用されるナビゲーションデザインが増え、
メニューボックス（画像やテキストなどを加えてモラー
ジュ化したデザイン）、カルセール（ある限られた領
域の中でナビゲーションをスライドさせてメニューを
表示させるデザイン）も増えた。
メニューボックスはデザインの自由度が高く、
4.2.3.3 モバイル対応の比較
女性向けサイト（化粧品会社のサイト）
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 100％
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％
モバイル対応した web サイトは化粧品会社のサイ
トの場合どの国もメニューバーが左側にあった。一
方、一般サイトではドイツが左側にとなっていたが他
の国では右、左側に規則性はなかった。
4.3

若者向けサイトの一般向けサイトの比較
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若者向けサイト（動画配信会社のサイト）と一般サ
イト（銀行のサイト）を比較していく。
なお今回研究データとして使用する若者向けサイ
ト（動画配信サイト）は４カ国に企業展開している会
社（例ディズニーチャンネルやカートゥンネットワーク
のサイト）を使用し、一般向けサイト（銀行サイト）は、
先ほどのデータでも使用した銀行サイトとする
4.3.1 文化的特徴
４.3.1.1 トップページあたりの文字（語彙）数
若者向けサイト（動画配信サイト）
日本６１３１文字、アメリカ３０２１文字、ドイツ１４５７
文字、ペルー１７６４文字であり、
ビジネスサイト（銀行サイト）
日本６１９文字、アメリカ２１９８文字、ドイツ２８５９文
字、ペルー２８２６文字となっている。
４.3.1.2 顧客へのアプローチの違い
若者向けサイト（動画配信サイト）
人気動画、無料で視聴できるサンプル動画、おす
すめのアニメ紹介がどのサイトにも顧客アプローチ
として見られた。日本はメニューバーの数が多く、ア
ニメや長編映画、短編映画などを細かく分類してあ
って、サイトを開くと動画の予告編が自動で流れる機
能も多く観られた。
4.3.2 デザイン的特徴
若者向けサイト（動画配信サイト）
同じ企業によるため国ごとによるデザインの大き
な変化が観られないと予想していたが日本だけ
WEB サイトのページレイアウトに変化が見られた。
日本は少ない面積により多くの情報を載せようとする
特徴があり、メニューバーの数も多かった。また、３カ
国のサイトは黒と白を基調としているが、日本では水
色と青色となっていた。そしてメニューバーに国によ
って文字の前に絵文字を使用するといった特徴が
海外では見られ、一般向けサイトにはなかった特徴
となっている。
日本のメニューバーは文字のみに対し、

図２日本のメニューバー
残りの３カ国では、

図３ ペルー、アメリカ、ドイツのメニューバー
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そしてサイトのバナー（WEB サイト上でほかの
WEB サイトを紹介する役割をもつ画像（アイコンの
一種）のこと）には日本のみ少し変化したアイコンが
使われる傾向が多い。

モバイル対応した web サイトは動画配信サイトの
場合どの国もほとんどメニューバーが左側にあった。
一方、一般サイトではドイツが左側にとなっていたが
他の国では右、左側に規則性はなかった

4.3.3 技術的特徴

5.

図表の番号を入れる位置は図と表で異なる。図の
番号は、図左下に入れる。表番号と表タイトルは、表
TTFB
Load time

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
の数も多いということがわかった。しかし欧米諸国で
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。欧米諸国などのトップページには多くの情
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
て魅力を感じないのかもしれない。

日本
アメリカ
ドイツ
ペルー

0.423 秒
0.352 秒
0,366 秒
0.821 秒

4.036 秒
4.281 秒
7.556 秒
8.110 秒

表２ 一般向けサイト（銀行サイト）の処理速度

TTFB

日本
アメリカ
ドイツ
ペルー

0.564 秒
0.251 秒
0,284 秒
0.367 秒

Load time
7,185 秒
9,353 秒
13,867 秒
11,933 秒

表４ 若者向けサイト（動画配信サイト）の処理速度

一般向けサイトの方が、処理速度が速かった。
4.3.3.2 ナビゲーションデザイン
若者向けサイト（動画配信サイト）の平均メニュー
バー数は、日本が１２.1 個、アメリカ７.２個、ドイツ６.８
個、ペルーが６.７個となっており、
ビジネスサイト（銀行サイト）になると日本が６.２個、ア
メリカ７.４個、ドイツ７.１個、ペルー５個とあまり大差は
なかった。一般サイトと比べカルセール（ある限られ
た領域の中でナビゲーションをスライドさせてメニュ
ーを表示させるデザイン）を使用するのが多かった。
4.3.3.3 モバイル対応の比較
若者向けサイト（動画配信サイト）
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 100％
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％

6.

考察

まとめと今後の課題

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は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や、モバイルからの
速度の変化に違いがあるのか調査していきたい。
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概要：オープン SNS（Facebook や Twitter や mixi や Google+など）は、情報の発信の手段としてよく利用さ
れるようになったが、情報の拡散性やセキュリティといった面で不安がある。このため、専らビジネスでは電子メ
ールでやり取りが行われるが、手軽さという点においては SNS に劣る。そこで、家庭内や親しい友人間そして、
社内でクローズド SNS を利用するユーザが増えている。これらを受け本研究では、クローズド SNS や、構築
方法の調査を行い、それぞれの特徴、場合によって推奨されるものを示した。またサーバを自作し、オープン
ソースの SNS 構築用ソフトウェアの、OpenPNE（オープンピーネ）を用いて、記事や日記の投稿をする機能
や、メッセージをやり取りする機能といった、SNS の基本的な機能を持ったクローズド SNS を構築、運用した。
キーワード：クローズド SNS， 自作サーバ， CentOS7， OpenPNE， SNS 構築， 比較，

1.

研究背景
1

Facebook や Twitter といった、オープン SNS のユ
ーザ数は年々増加してきているが、情報の拡散性
や、セキュリティの面で不安がある。このため、専ら
ビジネスでは電子メールでメッセージやファイルの
やり取りが行われているが、手軽さという点において
は SNS に劣る。そこで、繋がる人を限定した、クロー
ズドな SNS の要望が増えてくる[1]。

2.

研究目的

本研究では特に、ビジネスの分野で注目されるク
ローズド SNS（後述する）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。

3.
3.1

1

オープン SNS とクローズド SNS とは
オープン SNS とは

まず SNS とは、Social Networking Service （ソーシ
ャルネットワーキングサービス）のことである。IT 用語
辞典[2]等によれば、不特定多数の人と人との社会
的な繋がり（ソーシャル・ネットワーク）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
ビスである。新しく交友関係を広げることや、共通点
のある人や、既知の人とのコミュニケーションを円滑
にするサービスを提供する。基本的に、日記や記事
の投稿や、メッセージをやり取りする機能などがある。
手軽さや、拡散力の高さは大きな強みだが、それゆ
え情報の収集や誤発信には、注意が必要である。
ここでは、特別な設定をせずに投稿したものを、
不特定多数のユーザが、閲覧可能な SNS を、オー
プン SNS とする。
3.2

クローズド SNS とは

クローズド SNS とは、親しい友人や家族といった、
限られた繋がりの中で利用する SNS である。そのた
め、関係のない第三者への投稿の公開を前提として
いなく、限られたユーザしか閲覧することができない。

Social Networking Service （ソーシャルネットワーキングサービス）オープンなものについては本稿 3.1 で説明する。
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また、Path（パス）というクローズド SNS は、登録人数
の上限を 150 人までと限定している。手軽に利用で
きるが、情報の発信者が特定されているので、信憑
性や安全性が高くなる。グループウェア（G Suite な
ど）と比較すると、グループウェアは業務の効率化を
図ることが目的であるのに対して、クローズド SNS は、
社員同士のコミュニケーションの活性化に、重きを置
いている。そのため、グループやグループチャット、
掲示板などの作成に、グループウェアの場合、管理
者に作成の申請をする必要がある。しかし、クローズ
ド SNS ではそういった申請が必要なく、ユーザが自
由に作成できる場合が多い。

4.

クローズド SNS の構築方法とその特徴

クローズド SNS の構築方法は、大きく分類すると、
アプリケーションを利用する方法、SNS 構築サービ
2
3
スを利用する方法、そして OSS ・CMS を利用して構
築する方法の、3 つである。有償版、無償版で、機能
の差別化が図られているものが多い。以下それぞれ
の方法の、メリット、デメリットをまとめる。
4.1

アプリケーションを利用する方法

この方法は、3 つの方法の中で比較的手軽である。
家族間、友人間、恋人間、また社内向きなど、様々
なクローズド SNS がある。ユーザ同士が、アプリケー
ションをインストールすれば、すぐに利用でき、基本
的な機能を、無料で使えることが多い。しかし、ユー
ザがカスタマイズできる範囲が小さい。例えば、後か
ら機能の追加を行うことはできないので、用途に合
ったアプリケーションを、よく吟味する必要がある。
メリット：手軽にすぐ始めることができる。
デメリット：完成版を利用するしかないため、カ
スタマイズできる範囲が小さい。情報の経路や蓄積
されている場所が、定かでない。
4.2

SNS 構築サービスを利用する方法

この方法は、Web サイトで構築する方法と、業者
に委託する方法の 2 つに更に分けることができる。
どちらも、開発の知識や技術が無くても容易にでき
る。

2

Open Source Software の略。ソースコードが無償で公開
されているソフトウェア。
3

金子 哲也

4.2.1 Web サイトで構築する方法

基本的には無料である。メールアドレスがあれば、
容易に構築できるものが多い。SNS の名前や、URL
の一部を設定することができ、デザインや機能も、設
定することができる。
メリット：開発の知識や技術があまり必要ない。
簡易的なものであれば無料。ある程度カスタマイズ
できる。
デメリット：制限の解除や、機能の追加に、コス
トが掛かる。
クローズド SNS の構築方法
1 アプリケーションを利用する方法
2 SNS 構築サービスを利用する方法
・Web サイトで構築する方法
・業者に委託する方法
3 OSS・CMS を利用する方法
・オンプレミス型
・クラウド型

図 1 クローズド SNS の構築方法
クローズド SNS の構築方法はアプリケーションを利用する方
法、SNS 構築サービスを利用する方法、OSS・CMS を利用
する方法の 3 つに大別できる。また、SNS 構築サービスは
Web サイトで構築する方法と、業者に委託する方法に分けら
れる。OSS・CMS を利用する方法はオンプレミス型とクラウド
型に分けられる。

4.2.2 業者に委託する方法

運用を実験的な短期間と考えなければ、有料であ
る。代理業者に問い合わせることや、申し込みをし、
契約する必要があるため、前者と比較すると手間が
かかる。しかし、カスタマイズできる範囲は前者より
大きく、ランニングコストが掛かる分、導入後のケアも
ある。
メリット：開発の知識や技術があまり必要ない。
ツの情報を管理するソフトウェア。容易に編集などができるよ
うになる。

Contents Management System の略。デジタルコンテン
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カスタマイズができる範囲が大きい。自ら行う作業が
少ない。アフターケアを受けられる。
デメリット：基本的に有料で、維持費も掛かる。
4.3

表 1 XaaS の違い

IaaS PaaS SaaS
アプリ
✓
ミドルウェア
✓
✓
OS
✓
✓
✓
ハードウェア ✓
✓
✓
ネットワーク ✓
✓
✓

OSS・CMS を利用する方法
4

5

この方法は、オンプレミス型 とクラウド型 に分けら
れる。この方法では、開発の知識や技術が必要であ
る。

I はインフラストラクチャ、P はプラットフォーム、S はソフトウ
ェアの略である。Iaas（イアース）は、主にハードウェア、開
発の基盤となる環境（Google Compute Engine など）を提供
する。PaaS（パース）は、SaaS を発展、深化させたもので、
ミドルウェア（Google APP Engine など）まで提供する。
SaaS（サース）は、ブラウザで使用できるアプリ、ソフトウェア
（Google Apps など）のことである。オンプレミス型の場合、表
左の項目の全てを自ら入手し、所有することとなる。（ボクシ
ルマガジン「クラウドとは？SaaS×PaaS×IaaS の違いや
ASP についても徹底解説！」と CloudAce「知っておきたい
IaaS、PaaS、SaaS の違い」を参照）

4.3.1 オンプレミス型の場合

はじめに、管理者が自らサーバとなるマシンを、
用意しなければならない。また、サーバとして機能
するように拡張することや、ネットワークの設定や、セ
キュリティの設定をする必要がある[3] [4]。そこから、
OSS や CMS を使い、SNS を構築するため、手軽と
は言えない。目指す規模に依るため、初期費用やラ
ンニングコストが、一概に小さくなるとは言えないが、
ハードウェアからソフトウェアまで細かく自らで選定
できる。そして、情報通信を、自社サーバを介して行
うことができる。
メリット：機器自体が資産になる。ソフトウェアの
インストールや、カスタマイズが自由。処理速度が、
外的要因に左右されない。自ら、セキュリティを強化
することができる。
デメリット：サーバ構築の際に、セキュリティ面
などにおいて知識や技術、若しくは専門家が必要。
導入に、コストと時間が掛かる。セキュリティや様々
なトラブルに関して、全てが自己責任であり、対応し
なければならない。
4.3.2 クラウド型の場合

費 や す コ ス ト に よ っ て 、 提 供 し て も ら う 範囲
6
（XaaS ）、性能など、様々な点において幅がある。コ
ストを支払うほど、前者と比較すると、省くことができ
る作業があり、通信の速度やセキュリティにおいて高
水準の提供を受けることができる。選定する際には、
どういった制限があるのか調べる必要がある。
メリット：導入時に掛かるコストと時間が比較的
小さくて済む。アップデートやバックアップに手間や
コストが掛からない。導入後に、規模を変更する行
為にコストが掛からず（むしろ縮小すれば利用費が

4
5

自社（自宅）にサーバなどの機器を設置し運用する。

図2

ChatWork の画面例

Bingimages(https://dvljqgv78zqdf.cloudfront.net/f21261
d9-dff6-4c88-a6bc-b843d816cfd6.jpg) 「 チ ャ ッ ト ワ ー ク 」
2018/1 参照
画面中央に、タイムライン形式で投稿が表示される。画面左と
右上にメニューがある。

図 3 Tocaro の画面例
公式ページ(https://tocaro.im/)より 2018/1 参照
PC の画面表示は、左から機能、分類、タイムラインとなって
いる。
用する。
6

ネットワークを経由して、ソフトウェア（やハードウェア）を使
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小さくなり）容易。
デメリット：長期的または大規模に運用すると高
コストになる。利用に制限がある。社内の他のシステ
ムとの統合性が高くない。

5.

企業でも利用できるクローズド SNS の紹介

次に、ファイルの共有や、タスク管理することが可
能な、企業でも利用できるクローズド SNS の機能や
特色を紹介する。また、ファイルの共有やタスク管理
のような機能がないものについては述べない。紹介
するものは、無料で利用できる（無料で利用できるの
は試用期間のみのものを除いた）サービス、またそ
のサービスの範囲に留める。
5.1

図4

WantedlyChat の画面例

公式の機能と特徴のページより
（https://www.wantedly.com/sync/features）2018/1 参照
画面左に、ユーザやグループからの、新着メッセージ表示が
される。選択すると画面中央にログが表示され、右側には共
有されているファイルが表示される。

アプリケーションを利用する方法に分類した
サービス

アプリケーションをインストール（または Web で登
録）すれば、すぐに利用できるサービスについて紹
介する。PC や、スマートフォンには対応しているが、
本節で紹介するサービスは、携帯電話には対応し
ていないものが多かった。SNS としての基本的な機
能に加え、タスク管理や、ファイル共有などの機能を
持っている。
7

5.1.1 ChatWork（チャットワーク）

公式ページの機能一覧を参照すると、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。タスクが完了すると通知が出
る。グループ内のみでの、ファイルの共有をすること
ができる。メッセージの受信等をパソコン画面上に通
知させることができる。

図 5 slack の画面例
Bingimages
（ http://core2.staticworld.net/images/article/2015/01/slac
k-100540425-gallery.jpeg）「slack」2018/1 参照
画面の左から、機能、選択された機能のタイムライン、共有フ
ァイルと表示される。

8

5.1.2 Tocaro（トカロ）

公式ページの機能一覧を参照すると、To-Do 管理
機能やタスク共有機能がある。メールのメッセージを
チャット画面に取り込むことができる。ファイルなどの
データに、紐付けやタグ付けができるので、後から
検索して探しやすい。またファイルは、アップロード
された時系列順に一覧表示される。
5.1.3 WantedlyChat（ウォンテッドリーチャット）

9

公式ページの機能と特徴を参照すると、Office フ
ァイルや、PDF といったデータを共有することができ、
7

https://go.chatwork.com/ja/?click=header-navi

8

https://tocaro.im/
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図 6 サイボウズ Live の画面例
公式の機能紹介ページより
（https://live.cybozu.co.jp/overview.html）2018/1 参照
未読の投稿が黄色でハイライト表示されている。

9

https://www.wantedly.com/chat
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スマートフォンから閲覧することもできる。クラウドサ
ービスの Google Docs、Dropbox、Evernote と連携し
10
データ共有することができ、GitHub と連携して、レ
ポジトリの通知をチャットで確認することができる。ま
た、SNS 内の検索において、ユーザをプロフィール
で検索することもできる。
11

5.1.4 slack（スラック）

slack 自身には、コミュニケーションツールとしての
機能しか備わっていないが、この上に Google などの
アプリケーションをインストール（“インテグレーショ
ン”）することができる[5]。また、“スラッシュコマンド”
で、CLI のように機能を利用することや、独自のキー
ボードショートカットを行うことができる[6]。

図 7 youRoom の画面例

公 式 ペ ー ジ （ http://ja.youroom.in/ ） の 動 画 内 よ り
2018/1 参照
コメントがツリー構造化されている。

12

5.1.5 サイボウズ Live

公式ページの機能紹介を参照すると、PC・スマー
トフォンに加え、携帯電話にも対応している。掲示板
が wiki のようになっている。未読のものはハイライト
表示される。保存したファイルが、3 世代まで世代管
理されるので、上書きしても元のファイルに戻すこと
ができる。しかし、近々サービスが終了する[7]
13

5.1.6 youRoom（ユールーム）

公式ページ内の、機能についての欄と動画を参
照すると、少人数のチーム活動で使うメーリングリスト
を置き換えることを目指している。一度に投稿できる
文字数を 280 文字と少なくしている。ファイルは、ア
ップロードして共有する。メッセージに対するコメント
が、ツリー構造になる。また、投稿をカテゴリーに分
けることができ、読んだものや不要になったものを、
非表示にすることができる。タスク管理において、終
了したことの通知が来る。
5.2

Web サイトで SNS を構築する方法に分類し
たサービス

図 8 PEOPLE で構築された SNS の画面例

公式ページの PEOPLE の特徴より
（http://static.prtls.jp/resources/snsmk/img/thumb/35.jp
g）2018/1 参照
画面上部にメインのメニューバー、左にメニュー内の項目
が、それぞれ表示されている。

図 9 フレカラ！で構築された SNS の画面例

Web サイトで SNS の構築をすることができるサー
ビスについて紹介する。SNS の基本的な機能を持っ
ている上に、管理者用画面（別の Web ページ）から
設定を行うことができる。

公式ページのフレカラ！SNS ユーザマニュアル＞ユーザー
マニュアル＞ホームより
（http://www.friendlycolor.com/sns/manual/kojin/home000_ga
zou01.php）2018/1 参照
サイトのロゴ、メニュー、SNS 憲法、最新ニュース、発行済みメ
ールマガジン、ウォッチリストでマークをしている人、新規フォ
ーラム、PC で携帯絵文字を入力する方法、ログインユーザ、
などが表示されている。

10

11

https://slack.com/intl/ja-jp

12

https://live.cybozu.co.jp/

13

http://ja.youroom.in/

ギットハブ。Sixapart ブログや、TechAcademy マガジン
によれば、Git（ソースコードのバージョンン管理システム）を
使用した、ソフトウェア開発プロジェクト用のソースコード管理
するウェブサービス。
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14

5.3

5.2.1 PEOPLE（ピープル）

公式ページのピープルの特徴を参照すると、アッ
プローダ機能やスケジュール管理機能、SNS内でオ
ークションを行える機能や、専用の辞書を作成する
ことができる機能がある。アップロードされたファイル
にも、コメントをつけることができる。また、携帯電話
や、スマートフォンからのアクセスにも対応している。
15

5.2.2 フレカラ！

公式ページのフレカラ！の拡張機能を参照すると、
携帯電話にも対応している。無制限のストレージに、
ファイル（1 つにつき 10MB 以内）を格納することで、
SNS 内のユーザで、共有することができる。トリプル
16
バックアップ を行っている。同社運営の広告商品が
SNS 内で売れた場合、その売り上げの一部が、管理
者に紹介料として支払われる。サポートを受けること
ができる。特定のユーザを、“ウォッチリスト“に加え
ること（お気に入り登録のようなこと）ができる。

表2

OS

SNS を構築する際に利用できる OSS・CMS につ
いて、要件（表 2 参照）や機能、特色などを紹介する。
これらはソフトウェアのみでは機能せず、サーバの
準備が必要である。この方法は、SNS の管理を管理
者用画面からも、ファイル直接からもすることができ
る。
17

5.3.1 抹茶 SNS（せん茶 SNS）

サービス名が、せん茶 SNS から抹茶 SNS に変わ
った OSS である。公式ページの機能紹介を参照す
ると、タイムライン上で会話を行うことや、ファイルの
共有をすることができる。投稿を“ウォッチリスト”でク
リッピングできる。ホームページのオンラインデモで、
仮の SNS にログインでき、使用感を体験できる。
18

5.3.2 OpenPNE

SNS構築用のOSSである。適切な設定を行えば、
PC、スマホ、携帯電話に対応する。OpenPNE 自体を

SNS を構築する際に利用できる OSS・CMS の要件
抹茶SNS
Red Hat Enterprise Linux ～

OpenPNE3 XOOPSCube
Linux

WordPress(3.2系以降)

CentOS 5、6、7

記載なし

Linux

Windows（XAMPP 5.5.19 & 5.6.3）

Windows
Mac OS Xなど
Apache

Apache

IIS等

NGINX

Webサーバ Apache2.2系

Apache

言語

PHP5.2.3～ PHP4.3.2～

DB

OSS・CMS を利用する方法に分類したサー
ビス

PHP5.1 ～ 5.6
MySQL 5～
MariaDB 5.5

mod_rewriteを使用可能
補足

※PHP

Apacheを推奨
MySQL 4.1～を推奨

PHPからGDライブラリを使用可能

Windows
Apache 2.x～
Microsoft IIS 7～
Nginx 1.9.x～
PHP5.5.9 ～

MariaDB

PostgreSQL9.1.2～
※CPU

※Apache

2core 2.2GHz～

mod_rewriteを使用可能
PHPバージョン 5.6 ～
MySQL 5.6～
MariaDB 10.0 ～

mb_string使用可能

Linux

MySQL バージョン 5.0.15 ～ MySQL 5.5.3～

MySQL4.1～ MySQL

※Apache
.htaccessを有効

PHP バージョン 5.2.4 ～

Durpal8

※メモリ
2GB～
※HDD
20GB～ (OS・プログ
ラムファイル含む）

SNS を構築する際に利用できる OSS・CMS の要件については、それぞれの公式の Web ページを、参考にした。SKIP は、公式
には記載がなかったため省略する。この表中“～”は、そのバージョン以降、以上に意味である。

14

http://sns.prtls.jp/index.html

15

http://www.friendlycolor.com/

（http://www.friendlycolor.com/sns/security.php）参照。
17

http://oss.icz.co.jp/sns/

16

18

http://www.openpne.jp/

72

2017 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

RAID ミラーリングバックアップ、HDD バックアップ、テー
プバックアップの 3 つをしていることフレカラ！公式ページ内

OSS を用いたクローズド SNS の構築と考察

金子 哲也

インストールしただけでは、SNS の基本的な機能し
か利用できない（OpenPNE3 の場合は機能がほとん
どない）。しかし、拡張することができるので、それに
よって、ファイルを共有する機能や Skype との連携、
他の SNS でいうイイネのような機能を利用できるよう
になる。クローズド SNS の構築（）をしてからの、拡張
19
も容易であった [6] [8]。
20

5.3.3 XOOPS・XOOPSCube （ズープスキューブ）

公式ページの XOOPSCube とはを参照すると、フ
リーの XOOPS（Web サーバ上で PHP と MySQL を
用いて動作する Web アプリケーションのひとつ）から
派生した CMS が XOOPSCube。現在どちらも日本語
に対応しているが、XOOPSCube の方が、日本語で
の情報が多いので、こちらを紹介する。このソフトウ
ェアも、拡張していき行える機能を増やすことで、社
内 SNS として利用できるようになる。[10]
21

5.3.4 SKIP（スキップ）

公式ページのオープンソース版 SKIP を参照する
と、2013 年から無償版の開発は停止しているが、現
在でも OSS のインストールは可能である。SNS 内の
検索機能で、記事や投稿以外に、ファイルなどの中
のキーワードも検索できる。
22

図 10 抹茶 SNS で構築された SNS の画面例
公式ページから、オンラインデモにログインしたページ
（http://oss.icz.co.jp/demo/sns/homes）より 2018/1 参照
画面最上部に、検索、通知・新着・承認メッセージ、設定、ログ
アウトの機能がある。その下に、メインメニューバーがある。画
面左下に、タイムライン形式で項目ごとの投稿が、表示され

23

5.3.5 WordPress ・BuddyPress （ワードプレス・バ
ディプレス）

WordPress は、ブログを作成するための OSS であ
る 。 これ を拡張す る た め の プ ロ グ ラム の 中に 、
BuddyPress がある。BuddyPress によって WordPress
を、SNS の ように使用できるように なる 。また、
BuddyPress を拡張するためのプログラムもある。こち
らも拡張することで、社内 SNS として利用できるよう
になる。[12]
24

5.3.6 Drupal（ドルーパル）

オープンソースの CMS である。こちらも、拡張し
機能を増やすことができる。比較的細かく権限の設
定を行うことができる。また、拡張用のソースコードが
約 2 万あり、スケジュールの管理、共有を行う機能の
追加や、携帯電話対応などの拡張を行うことができ
19

CentOS7（[11]）に OpenPNE をインストールし、クローズ
ド SNS を構築した記録は、付録を参照していただきたい。
20

http://xoopscube.jp/

21

http://www.skip-sns.jp/
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図 11 OpenPNE で構築された SNS の画面例
画面最上部に、左からホームボタン、新着通知、メインメニュ
ーバーがある。その下に自分のページのメニューバーがあ
る。画面左下に、自分や他ユーザ、グループへのリンクがあ
る。その右に、タイムライン形式で、投稿が表示される。
22

https://ja.wordpress.com/

23

https://buddypress.org/

24

http://drupal.jp/
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図 12 SKIP で構築された SNS の画面例
公式ペ ー ジ 内 の オ ー プ ン ソ ー ス の 特徴
（ http://www.skip-sns.jp/openskip?lightbox=i0233w ）
2018/1 参照
画面の上部や左に、メニューやリンクが表示されている。

る。（Drupal ナビや WebGo!Go! Drupal 技術者向け
情報を参照）

金子 哲也

図 13 WordPress の上で、BuddyPress によ
って構築された SNS の画面例
KITAISM「WordPress で SNS を構築できる BuddyPress
を 触 っ て み た 」 （ http://kitaism.com/buddypress ） よ り
2018/1 参照
画面左下に、メインメニューと、詳細が表示される。右側に
は、検索機能と、最近の投稿へのリンクがある。この例は、拡
張をほとんどしていないものなので、機能が少ない。
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付録
OpenPNE は、元々SNS 構築用の OSS で、構築方法に関する記事が多かったので、本研究ではフリーの
OS である CentOS7 を用いてサーバを構築し、そこで OpenPNE を利用して、クローズド SNS の構築を行
った。ここでは OpenPNE での構築の記録のみ記す。
サーバの準備として必要な作業は 4 つである。
 必要なソフトウェアのインストール
最低限必要なソフトウェアは以下の通りである。
httpd、php、php-mbstring、php-pear、mod-ssl、mariadb-server、php-mysql、php-gd、php-xml
 Apache の設定をし、Web サーバとして機能するようにする
 mod-ssl を用いて、Web サーバ間の通信内容を暗号化するようにする
 DB の設定をし、OpenPNE 用のデータベースへの、アクセスユーザの登録と、作成をする
オンプレミス型やクラウド型で、既にサーバを運用している場合、Apache 設定や、通信の暗号化は行われて
いると考える。よって、DB の設定、OpenPNE のインストールの手順、Apache の OpenPNE 用の設定の 3
つの操作のみを以下に記す。それらは、CLI 画面のように説明する。

I.

OpenPNE 用のデータベースを作成する

CLI での DB 作成の様子

[root@pne ~]# mysql -u root -p ← MariaDB へ root でログインする
Enter password: ← MariaDB の root パスワードを入力する
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or ¥g.
Your MariaDB connection id is 57292
Server version: 5.5.56-MariaDB MariaDB Server
Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '¥h' for help. Type '¥c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> grant all privileges on openpne.* to openpne@localhost identified by '任意のパスワード';
↑“openpne”という名前のユーザを“任意のパスワード”で作成する
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> create database openpne; ← openpne 用のデータベースを作成する
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
MariaDB [(none)]> exit ← ログアウトする
Bye

II. OpenPNE をインストールする
[root@pne ~]# wget "https://codeload.github.com/openpne/OpenPNE3/legacy.zip/OpenPNE-バージョン" -O
OpenPNE.zip ← OpenPNE を OpenPNE.zip というフォルダにダウンロードする
プラグインのインストール用のページ
[root@pne ~]# unzip OpenPNE.zip ← ダウンロードしたファイルを展開する
[root@ pne ~]# mv openpne-OpenPNE-*/ /var/www/OpenPNE
↑OpenPNE と名前の付くものをの展開先ディレクトリを所定の場所へリネーム移動する
[root@pne ~]# rm -f OpenPNE.zip ← ダウンロードしたファイルを削除する
[root@pne ~]# cd /var/www/OpenPNE/config/ ← ディレクトリを移動する

http://plugins.openpne.jp/release/568
[root@pne config]# cp ProjectConfiguration.class.php.sample ProjectConfiguration.class.php
↑ProjectConfiguration.class.php.sample を ProjectConfiguration.class.php という名前でコピーする
[root@pne config]# cp OpenPNE.yml.sample OpenPNE.yml ← 上と同じことをする
[root@pne config]# vi OpenPNE.yml ← OpenPNE.yml を編集する
ファイル内では、base_url の変更と、mail_domain の変更を行う
[root@pne config]# cd ← ホームディレクトリへ戻る
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[root@pne ~]# /var/www/OpenPNE/symfony openpne:install ← OpenPNE をインストールする
Choose DBMS: ← 使用するデータベースを聞かれる
- mysql
- pgsql (unsupported)
- sqlite (unsupported)

自作 SNS のチャット画面

mysql ← mysql と入力し選択する（エンター）
Type database username ← データベースへアクセスするユーザ名を聞かれる
openpne ← データベースへアクセスするユーザ名を入力し選択する（エンター）
Type database password (optional) ← 選択したユーザ用のパスワードを聞かれる
******** ← データベースへアクセスするユーザのパスワードを入力しエンター
Type database hostname ← データベースの場所を聞かれる
localhost ← 作成した場所の名前を入力しエンター
Type database port number (optional) ← データベースのポート番号を聞かれる
← 指定しないので何も入力せずにエンター
Type database name ← データベースの名前を何にするか聞かれる
openpne ← 設定したい名前を入力しエンター
Type database socket path (optional) データベースソケットのパスを聞かれる

自作 SNS の管理画面

/var/lib/mysql/mysql.sock ← パスを入力しエンター
The DBMS
: mysql
The Database Username
: openpne
The Database Password
: ******
The Database Hostname
: localhost
The Database Port Number :
The Database Name
: openpne
The Database Socket
: /var/lib/mysql/mysql.sock
Is it OK to start this task? (Y/n) ← ↑

確認させられる

y ← 問題がなければ“y”を入力しエンター
>> installer installation is completed! ← 少しして表示される
[root@pne ~]# /var/www/OpenPNE/symfony project:clear-controllers ← 開発環境用のファイルを削除する

III. OpenPNE 用に Apache を設定する
[root@pne ~]# vi /etc/httpd/conf.d/openpne.conf ← OpenPNE 用の Aapche 設定ファイルを作成する
以下をファイル内に記述する
Alias /openpne /var/www/OpenPNE/web
自作 SNS のプロフィール変更画面
<Directory "/var/www/OpenPNE/web">
AllowOverride All
</Directory>
[root@pne ~]# vi /var/www/OpenPNE/web/.htaccess ← .htaccess を編集する
RewriteBase /openpne ← データベースの名前を追加する
[root@pne ~]# systemctl reload httpd ← Apache の設定を反映させる

以上で SNS 構築は完了である。
拡張も、symfony コマンドを使うと容易である。
例：# symfony opPlugin:install プラグイン名 ← プラグインのインストール
# symfony openpne:migrate --target=プラグイン名 ← モデルとデータベースの更新をする
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概要： 近年、スマートフォンの普及により、SNS の利用者数が増加している。日本において 2016 年度の時点
で最も利用率が高い SNS は LINE・Facebook・Twitter である。中でも Twitter は月間利用者を増やし続け
ており、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)数が 4500 万
人を突破し、Facebook を抜いたことが注目される。他の SNS と異なる Twitter の特徴として、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、が挙げられる。本研究ではこのうちの 4) にあたる Twitter ユーザの複数
のアカウント使い分けに関するアンケート調査を行い、複数アカウント所持の目的や使い分けの実態、またそ
の意義について分析・考察する。
さらに、山浦・山下・川上(1999)のウェブ日記の効用が、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・分析する。
キーワード：SNS, Twitter, 複数のアカウント

1.

はじめに

近年、スマートフォンの普及により、ソーシャル・ネ
ットワーキング・サービス(以下 SNS とする)の利用者
数が増加している。SNS に関する最近の話題として、
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。テレビ番組でも「インスタ映え」に
関する特集が多く組まれ、現代、特に若者の間で爆
発的な人気を博していることがわかる。
総務省の調査[6]によると、全年代を通して目的別
インターネット利用時間のうち、SNS が平日では１位
のメールに次いで２位、休日では１位と利用時間が
最も長くなっており、我々の生活に欠かせないものと
なってきていると言っていいだろう。
総務省の同調査[6]によると、日本において 2016
年度の時点で利用率が高い上位３つの SNS は
LINE・Facebook・Twitter である。LINE は全年代を通
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し て 利用 率が 67 ％ と な っ て お り 、 こ れ に 次 ぐ
Facebook は 32.3％と、１位と２位との間でも大きな差
が見られる。そして３位につくのは Twitter である。全
年代では Facebook に劣る Twitter であるが、年代別
に見ると 10 代では大きく、20 代ではわずかであるが
Facebook の利用率を上回っている。
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、以下 MAU とする)数が 4500
万人を突破したと発表し[9]、Facebook を抜いたこと
が注目される。
他の SNS と異なる Twitter の特徴は以下のとおり
である。(なお、Twitter の用語、機能については第 3
章以降で説明する。)
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
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4)

1 人で複数アカウントの作成が可能

ある。

2.

研究のねらい

3.2

Twitter の調査研究にあたって、2 つの研究テーマ
を設定した。
東洋経済オンラインの記事[10]によれば、若者の
中では誰でも閲覧でき、日常の出来事を面白おかし
くツイートするアカウントと、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のように複数の
アカウントを使い分けているユーザもいるという。そ
こで、第 1 章で挙げた 4)にあたる Twitter ユーザの
複数のアカウント使い分けに着目し、Twitter おける
複数アカウントの利用実態の調査をおこないたい。
Twitter ユーザの複数のアカウント使い分けに関する
アンケート調査を行い、複数アカウント所持の目的
や使い分けの実態、またその意義について分析・考
察する。
さて、私自身、アカウントを使い分けているユーザ
の 1 人であるが、その大きな理由の 1 つが主に(場
合によっては「ネガティブ」ととれる)普段言わないよ
うな「本音」をツイートするためである。このアカウント
は特定の人しか閲覧できないようにしてある。東洋
経済オンラインの記事[10]にもあるように、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、
人々は何を求めて(しかもアカウントを使い分けてま
で)ツイートするのかと考えたことが、本研究を始めた
きっかけである。
そこで本研究では、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場合はどのよう
な結果になるのかを調査する。つまり、(2)ネガティブ
なツイートをする目的が 2 つ目の研究テーマである。

3.

Twitter の用語、機能

すでに第 1 章でいくつか出てきたが、後の節でも
Twitter の用語や機能を用い本論を進めていくことを
ふまえ、今後本論で取り扱うものを中心にこの節で
紹介する。この節の説明は Twitter ヘルプセンター
[11]を参考にしている。
3.1

ツイート

Twitter では、ユーザの投稿をツイートといい、1 回
のツイートで 140 文字まで投稿することが可能であ
る。ツイートの他に、呟くという表現を使用する場合も
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リツイート

他のアカウントのツイートや自分のツイートを再投
稿することをリツイートという。通常のリツイートと、リツ
イートに自分のコメントを追加して投稿することも可
能であり、これを引用ツイートという。
3.3

フォロー

フォローをおこなうと、自分のタイムラインにそのア
カウントのツイートがリアルタイムで表示されるように
なる。ツイートが公開の状態のアカウントは誰でも自
由にフォローが可能だが、非公開の状態の場合は、
フォロー申請をし、相手が許可すると、そのアカウン
トのツイート他、フォローやフォロワーが閲覧できるよ
うになる。ツイートの公開、非公開については 3.7 節
以降で詳しく説明する。
ちなみに、フォローをせずとも特定のアカウントの
ツイートを表示できる「リスト」という機能がある。リスト
は、そこに登録されたアカウントのツイートを、通常
のタイムラインのように表示することができる。本稿で
はリスト機能は取り上げないので、詳しい説明は省
略する。
3.4

フォロワー

自分をフォローしているアカウントのことである。自
分のツイートがフォロワーのタイムラインに表示され
るようになる。
3.5

匿名利用

Twitter では匿名利用が可能である。アカウントを
登録する時、最初に呼び名(表示名)を入力するよう
に求められる。この際設定する名前は実名でなくとも
良い。
これに対し Facebook では、実名利用が義務付け
られ、登録する名前は本人確認書類に記載されて
いるものとしている[12]。
3.6

タイムライン

自分がフォローしているアカウントのツイート(リツ
イートを含む)が表示される画面のことである。ツイー
ト以外におすすめのアカウントや広告が表示される
こともある。
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3.7

ツイートの公開設定

ツイートが公開されている場合は、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見るこ
とができる。また、リツイートやいいね、返信も自由に
おこなえる。初期設定ではツイートが公開の状態に
なっており、登録後自由に公開設定をおこなえる。
「公開アカウント」はツイートの他、いいね欄やフォロ
ー、フォロワーも自由に閲覧することが出来る。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。
3.8

ツイートの非公開設定

ツイートが非公開の状態では、現在のフォロワー
のみそのアカウントのツイートを見ることができる。
「公開アカウント」とは異なり、「非公開アカウント」の
ツイートはリツイートできない(リツイートアイコンが薄
い灰色となっており、タップしても反応がない)。また、
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。さらに、フォロワー
ではないアカウントに返信(これもツイートに含まれ
る)をおこなっても、あらゆるツイートが非公開になっ
ているため、相手側には表示されない。
「公開アカウント」の場合は「フォローをする」とタッ
プすればフォローが可能であるが、「非公開アカウ
ント」は同様にタップした後、相手にリクエストが届き
承認されることで初めてフォローができる。
フォローしていない「非公開アカウント」はツイート
他、フォロー、フォロワー、いいね欄を見ることはでき
ない。
3.9

複数アカウントの作成方法

Twitter では 1 人で複数のアカウントを作成するこ
とが可能である。
まず始めに既に所持しているアカウントでメニュー
欄を表示し、下向き矢印をタップする。既に所持して
いるアカウントを追加する場合は「作成済みのアカウ
ントを使う」を選択する。ログイン画面が表示され、必
要事項を入力すればアカウントが追加される。
新たにアカウントを作成する場合は「新しいアカウ
ントを作成」をタップする。名前、ユーザ名(@から始
まる半角英数字)、電話番号またはメールアドレス、
パスワードを入力すれば追加完了である。アカウント
追加後、矢印をタップすると所持しているアカウント
の一覧が表示されるようになる。
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アンケート調査概要

この章では本研究でおこなったアンケート調査の
概要を述べる。
4.1

テーマ 2 に関する先行研究

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」(以下、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」(以下、関係効用)があるとされる(山浦・
山下・川上 1999)。川浦・山下・川上・三浦(2005)に
よるアンケート調査結果では、七割の回答者が「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)」に賛同している。ほか過半数の人が「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)」に賛同している(pp.75-76)。
Twitter ユーザも何か効用を求めてツイートをして
いるの では ないだ ろ うか。そこで本研究では、
Twitter ユーザに上記「自己効用」と「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。
4.2

アンケートと調査の概要

Twitter ユーザを対象に、複数アカウント使い分け
の実態の調査を目的としたアンケートを実施した。ア
ンケート対象者はTwitter を利用している全年齢の男
女とした。調査時期は 2017 年 12 月 26 日～2018 年
1 月 3 日である。アンケートは Google フォームで作
成した。専用のアカウント(たー(卒論
用)/@aaaaa13468nn)を作成し、Google フォームの
URL と回答の協力のお願い、該当ツイートを見かけ
た場合にリツイートするように求める内容を書き、ハ
ッシュタグ#卒論、#拡散希望をつけツイートした。
4.3

設問

アンケートは全て回答すると 26 問からなり、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
つに分かれる。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。具体的な設問及びフェイスシ
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ートについては添付資料を参照されたい。

5.

アンケート結果・分析

この章ではアンケート結果の分析をおこなう。紙
幅の関係で要点のみを抜粋して示す。アンケートの
全文・設問分岐点・本稿に載せきれなかった回答結
果は添付資料を参照してほしい。
5.1

回答者

アンケートに協力してくれたユーザは 115 人(男性
15 人、女性 100 人)であった。その内訳を以下にまと
めた。
表 5.1 アンケート回答者の年齢
10 代
20 代
30 代
年齢
31 人(27％) 78 人(67.8％) 6 人(5.2％)
職業は、会社員 17 人(14.8％)、公務員・団体職員
1 人(0.9％)、派遣 1 人(0.9％)、自営業 1 人(0.9％)、
主婦・主夫 2 人(1.7％)、アルバイト・パート(フリータ
ー)16 人(13.9％)、中学生 3 人(2.6％)、高校生 14 人
(12.2％)、大学生・短大生・専門学生 57 人(49.6％)、
無職 2 人(1.7％)、その他 1 人(0.9％)。
Twitter 歴は、1 年～2 年 18 人(15.7％)、2 年～3
年 3 人(2.6％)、3 年～4 年 25 人(21.7％)、4 年～5 年
17 人(14.8％)、5 年以上 51 人(44.3％)、覚えていな
い 1 人(0.9％)。
Twitter の利用頻度は、頻繁に見る 86 人(74.8％)、
毎日数回は見る 19 人(16.5％)、見ない日もある 4 人
(3.5％)、週に数回程度 5 人(4.3％)、あまり見ない 1
人(0.9％)。
5.2

複数アカウントについて

この節では複数アカウントに関しての回答の集計
結果について述べる。
5.2.1 Q2 アカウント数

Twitter ユーザはアカウントをいくつ所有している
かを調査した。
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図 5.1 Q2 アカウント所持数
結果は 9 割以上のユーザがアカウントを複数所持
していることがわかった。この機能は需要があるとい
えるだろう。
5.2.2 Q2.1 アカウント使い分けの目的

アカウントを複数所持していると回答した人に、使
い分けの目的を尋ねた。
回答を分析するため、テキストマイニングのため
の Tiny Text Minder(以下 TTM)を使用した。TTM と
は、「テキストマイニングのための「前処理ツール」と
いう位置づけのソフトウェアで、テキストデータから語
を抜き出し、その頻度や件数を集計できる(松浦・三
浦 2009)」。
実際に寄せられた回答の一部を以下に記す。
 リア友用、趣味 1 趣味 2(リツイートのみ)
 高校や大学の友達用と趣味用
 趣味用やリアル用など
 趣味とリアル、裏アカ
形態素解析により、Q2.1 で言及されている語を抽
出した。対象は使い分けの目的・理由ととれる語とし
た。リアルとリア(リアルの省略語)など同義語ととれる
語、また趣味と趣味|用などの複合語、学校と大学な
ど同じ性質のものについては全てまとめて１つのカ
テゴリとみなす。タグは所持アカウント数(2 つ、3 つ、
4 つ、5 つ以上)とし、合計出現件数が 5 以上のもの
を以下の表にまとめた。度々出てくる「垢」とは、アカ
ウントを指すネットスラングである。
表 5.2 Q2.1 回答タグ別分析結果
語
2 3 4 5 合
計
趣味,趣味|ごと,趣味|垢, 15 12 6 23 56
趣味|複数,趣味|毎,趣味|
用,別|趣味|用
リアル,リア|垢,リアル|用,リ 5 2 6 10 23
アル|つながり,現実
友人,友人|用,友達|垢,友 3 5 9 5 22
達|用,リア|友,リア|友|用,知
り合い,知り合い|用,知人,
知人|用
学校,学校|ごと,学校|用, 7 2 4 3 16
高校,高校|垢,高校|用,大
学,大学|用,大学|垢
ジャンル,ジャンル別,ジャ 1 2 3 9 15
ンル|わけ,ジャンル|ごと,
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種類|別,活動|ジャンル
個人|的,個人|用,私|用,自 2
9 11
分|用,ひとりごと,独り言,メ
モ,壁打ち
愚痴,愚痴|アカ,愚痴|垢,
3 2 5 10
悪口,憂鬱
裏,裏|垢,裏|アカウント,本 1 2 3 4 10
音,本音|用
日常,日常|用,日常|関連, 3 1
5 9
プライベート,私生活
交流,交流|用,連絡|交流| 2 1
2 5
手段,連絡|用
グッズ|取引,グッズ|取引| 1
1 2 5
用,取引|用,譲渡|垢
最も出現件数が多かったのは「趣味」のカテゴリの
56 件であった。次いで「リアル」が 23 件、「友人」が
22 件であった。回答例にあるように、趣味とリアル、
または趣味と友人等、趣味と何かを組み合わせて使
っているユーザがいるようである。実際の友人や実
生活に関わる内容のアカウントでツイートできないこ
とを、別のアカウントでツイートしているということであ
ろう。
また、5.4 節で取り上げるが、愚痴や悪口といった
ネガティブなツイートをするための専用アカウントを
使用しているユーザもいるようである。こちらは 10 件
であった。普段使用しているアカウントのフォロワー
にツイートを見られないようにするため、アカウントを
使い分けているのであろう。
5.2.3 Q2.2 アカウント使い分けの理由

回答者の 9 割以上がアカウントを複数所持してい
ることが判明したが、使い分けの理由は何なのであ
ろうか。以下の選択肢を用意し(複数選択)、尋ねた。
回答は 108 件得られたが、うち 1 件は不適切な回答
と判断し、削除した。
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
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ツイ―トがあるから
「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
その他

図 5.2 Q2.2 複数アカウント使い分け理由
その他の回答に挙がった一例として、「検索にか
からないようにするため。「公開アカウント」には検索
で他人に見られても問題ない内容だと自分で判断し
てツイートしている」「フォロワーの興味のない内容を
発信し続けるのは気が引けるから」「日本語と英語が
タイムラインに混ざると労力を使うから」があった。
1・2・6・7 は誰かに「ツイートを見られたくない」とい
う項目で、特に 1・2 の回答の多さからアカウント使い
分けの理由に大きく関係しているといえるだろう。
3・4 は自分の発信ではなく、外部からの情報に関
する項目である。自分がフォローしているアカウント
のツイートは全てタイムラインに表示されることにな
る。そこで、3 についてはアカウントごとにフォローす
るアカウントを分けることによって、情報が混ざること
を防ぐユーザがいるといえるだろう。4 についてはフ
ォローしているアカウントが多い、またフォローして
いるアカウントのツイート数が多ければ多いほどタイ
ムラインに表示されるツイート数が多くなる。そうする
と、タイムラインをチェックするのに多くの時間を要す
ることになる。また、少しでも早くチェックするために
個々のツイートをよく確認せず流してしまうと、自分
にとって重要なツイートや興味のあるツイートを見逃
すことにもなりかねない。これらを防ぐためにもアカ
ウントの使い分けは必要ということだろう。
5.2.4 Q2.3「公開アカウント」「非公開アカウント」所持
の有無

先述したように、Twitter ではツイートを公開にする
か非公開にするかを自由に設定できる。そこで「公
開アカウント」「非公開アカウント」のいずれかを所持
しているかを尋ねた。
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図 5.3 Q2.3「公開・非公開アカウント」所持
両方所持しているユーザが 6 割以上となった。必
要に応じて使い分けているのであろう。
5.2.5 Q2.4「公開・非公開アカウント」のツイート頻度

両方所持しているユーザはどちらの方がツイート
頻度が高いのかを調査した。

図 5.4 Q2.4「公開・非公開アカウント」ツイート頻度

「公開アカウント」が多い結果となった。「公開アカ
ウント」の方が情報を発信するのに積極的ということ
であろう。

石鍋 澪

図 5.5 Q2.5「非公開アカウント」使い分けのきっかけ
7 が 7 割以上と、最も多い結果となった。「公開ア
カウント」だと、誰でもツイートが見られる状態である。
万が一不用意な発言をした場合、そのツイートを見
たユーザが不快に感じたり、トラブルにもなりかねな
い。また、個人情報に関わるツイートをした場合、不
特定多数の人が見られる状態だと個人情報の流出
の恐れもある。これらを防ぐためにも「非公開アカウ
ント」を活用することもあると考えられる。
次いで 1 となった。知人に隠している趣味がある
場合、知られないようにするために「非公開アカウン
ト」を使用するのであろう。
回答全体を通して見ると、Q2.2 と比較して「ツイー
トを見られたくない」項目と情報に関する項目の回答
に差がみられた。ツイートをみられないようにするた
めに「非公開アカウント」を作成したといえるだろう。
5.2.7 Q2.6 現在の「非公開アカウント」使用理由

前設問できっかけを回答したユーザは、現在はど
のような理由で使用しているのだろうか。Q2.5 と同様
の選択肢で尋ねた。

5.2.6 Q2.5「非公開アカウント」使用のきっかけ

「非公開アカウント」を所持しているユーザはどの
ようなきっかけで使い始めたのであろうか。以下の選
択肢を用意し(複数選択)、尋ねた。回答は 84 件得ら
れたが、うち 1 件は不適切な回答と判断し、削除した。
1～6 は Q2.2 と同じである。
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
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図 5.6 Q2.6 現在の「非公開アカウント」使用理由
その他に挙がった回答の一例として、「価値観の
違いすぎるアカウントとのトラブル防止」があった。
直前の Q2.5 と比較して、1 と 2 の選択率が逆とな
る興味深い結果となった。先述したとおり、「公開ア
カウント」だと誰でも閲覧可能になるため自身のプラ
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3.

特定の「非公開アカウント」でのみツイートし
ている
アカウントは 1 つしか持っていない
この種のツイートはおこなわない

イベートに関するツイートをすると、個人情報ととれ
る内容を含む場合、トラブルにもなりかねない。これ
らを未然に防ぐためにも「非公開アカウント」で閲覧
可能なユーザを制限することが対策の 1 つといえる
だろう。

4.
5.

5.2.8 Q2.7Q2.8「公開アカウント」「非公開アカウント」
のそれぞれのツイート頻度

「公開アカウント」「非公開アカウント」それぞれで
のツイート頻度はどうなのか。

図 5.7 Q2.7「公開アカウント」のツイート頻度

図 5.9 Q5～Q5.2 各種ツイートのアカウント使い分け
5.3.1 節以降は上図の回答結果をもとに考察をお
こなう。
5.3.1 Q4 仕事や学校に関するツイート

図 5.8 Q2.8「非公開アカウント」のツイート頻度
Q2.7 と Q2.8 の回答を合わせて見ると、Q2.4 の結
果の通り「公開アカウント」の方が、ツイート頻度が高
いことがわかる。「公開アカウント」は「非公開アカウ
ント」よりも情報発信に積極的といえるだろう。
5.3

ツイート

ユーザは特定のツイートをする場合、どのようにア
カウントを使い分けているのだろうか。以下のような
選択肢を設け、どのアカウントでおこなうのかを調査
した。ツイートするアカウントは限定していない
1. 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。
2. 特定の「公開アカウント」でのみツイートして
いる
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仕事や学校に関するツイートはどのアカウントで
おこなうのだろうか。場合によっては個人情報を含
む内容になると考えられるが、アカウント使い分けに
影響はあるのだろうか。
特定の「非公開アカウント」のみが一番多い結果と
なった。自身に直接関係する内容となるため、不特
定多数のユーザに見られないように「非公開アカウ
ント」を使用していると考えられる。
5.3.2 Q4.1 プライベートに関するツイート

自身についてや家族、ペット、友人、日々の食事
等のプライベートな内容のツイートはどのアカウント
でおこなうかを調査した。Q4 同様、場合によっては
自分や他人の個人情報を含むことになるが、使い分
けに影響はあるのだろうか。
こちらはツイートするアカウントを限定していない
ユーザが多いようである。Q4 と同様、こちらも自身に
直接関係する内容も含まれると考えられるが、Q4 よ
りも「非公開アカウント」のみでツイートしているユー
ザが少ない結果となった。仕事や学校以外のプライ
ベートな内容を発信することにはあまり抵抗がない
のであろう。
5.3.3 Q4.2 趣味に関するツイート

趣味は現代を生きるにあたって、リフレッシュする
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ために重要なものであろう。また、趣味に生きがいを
見いだしている人もいるだろう。趣味に関するツイー
トはどのアカウントでおこなうのだろうか。
こちらはツイートするアカウントは決まっているが、
「公開・非公開アカウント」で区別していないユーザ
が最も多かった。趣味に関するツイートのアカウント
の使い分けは、公開か非公開かはあまり関係ないよ
うである。
5.4

ネガティブなツイート

5.4.1 Q5 ネガティブなツイートの有無

まず始めに、Twitter ユーザはネガティブなツイー
トをするのかを尋ねた。

図 5.10 Q5 ネガティブなツイートの有無
約 8 割がネガティブなツイートをすると回答した。
5.4.2 Q5.1 ネガティブなツイートをする際のアカウント
使い分け

次に、ネガティブなツイートをする際はアカウント
を意図して使い分けているのだろうか。この設問の
選択肢は、Q4～Q4.2 の選択肢から「6.この種のツイ
ートはおこなわない」を除いたものである。

図 5.11 Q5.1 ネガティブなツイートをする際のアカウ
ント
半数近くが特定の「非公開アカウント」でのみとい
う結果となった。愚痴等のネガティブなツイートは見
た人が不快に思う恐れがあり、他人への配慮のため
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と考えられる。また、自身の本音も含まれる場合は不
特定多数のユーザに見られたくないという思いから
「非公開アカウント」でのみツイートしているのではな
いか。
5.4.3 Q5.2 ネガティブなツイートをする理由

以前の設問で多くのユーザがネガティブなツイー
トをすると判明した。では、どのような効用を求めて
ツイートをしているのだろうか。
1.
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
2.
とができる
書くことによって自分の本当の気持ちが分
3.
かる
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
現実社会での役割を忘れて本来の自分を
5.
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
6.
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
個人と個人が互いに、率直に意見交換で
9.
きる
自分で気が付かない欠点や特長などを、
10.
他の人から指摘してもらえる

図 5.12 Q5.2 ネガティブなツイートをする理由
「よくあてはまる」「まああてはまる」の賛同する回
答 2 つを抽出すると、1.)69 人(74.2 ％ ) 、2.)72 人
(77.4％)、3.)48 人(51.7％)、4.)64 人(68.8％)、5.)35 人
(37.6％)、6.)47 人(50.6％)、7.)23 人(24.8％)、8.)24 人
(25.8％)、9.)31 人(33.3％)、10.)23 人(24.7％)となっ
た。
ここで、第 4 章で述べた山下・川浦・川上・三浦
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(2005)の 2 つの効用を用いて考察をおこなう。
ウェブ日記の場合は 8.(関係効用)が 7 割の回答者
が賛同し、一番多い結果となっているが、Twitter に
おいてネガティブなツイートをする場合には 2.(自己
効用)が 7 割以上の回答者が賛同し、一番多い結果
となっている。他に、ウェブ日記において過半数の
人が賛同した効用は 2 と 4 の 2 項目となっている。
Twitter の場合は 1・2・3・4・6 の 5 項目となった。
ウェブ日記において、反対に賛同者が少なかった
項目は 2 割の 5 と 6 の 2 項目となっている。それに
対し、Twitter においては、5 は 4 割近く、6 は 5 割と
ウェブ日記よりも多くなっている。よって、Twitterでは
現実と切り離して考える傾向にあると推測できる。
7～10 は「関係効用」の項目であるが、全ての回答
が 4 割を下回り、「関係効用」はあまり得られないとい
うことがわかった。
以上の結果から、Twitter では他者との交流を求め
るのではなく、ストレス発散など自身のためにツイー
トしているといえるだろう。

6.

考察

この章ではアンケート結果を SPSS で統計分析し
た結果を用いながら考察をおこなう。
6.1

複数アカウントの所持と「公開・非公開アカウ
ント」の関係

アカウント数と「公開・非公開アカウント」所持に差
はないといえるだろうか。そこで以下のようなクロス集
計表を作成した。

図 6.1 アカウント数と「公開・非公開アカウント」所持
有無のクロス集計表
どちらか片方のみよりも、両方所持しているユー
ザが多いことがわかる。
ちなみに、アカウントは 1 つと回答したユーザは 7
名いたが、そのうち 6 名は「非公開アカウント」を所持
していると回答している。
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アカウント数とネガティブなツイート

アカウント数とネガティブなツイートに関連性はあ
るのだろうか。そこで以下のようなクロス集計表を作
成した。

図 6.2 アカウント数とネガティブなツイートの有無の
クロス集計表
表を見てみると、アカウント数が 1 つ、2 つの場合
は有無にさほど差がないが、3 つ以上になると急激
にツイートすると答えるユーザが増える。
ここで 5.2.2 節の結果を見てみると、ネガティブな
ツイートとした愚痴や悪口を投稿するための専用の
アカウントを所持しているユーザがいることがわかる。
また、Q2.1 の目的で愚痴や悪口専用のアカウントを
所持していると答えたユーザ全員がアカウントを 3 つ
以上所持しているという結果になった。

7.

まとめ

本研究では Twitter ユーザの複数アカウント使い
分けに関する実態の調査をおこなった。アンケート
結果により、Twitter の複数アカウント作成の機能は
需要があると判明した。目的別に見ると、趣味とリア
ル(現実)といったように大別しているユーザと、趣味
だけで複数使い分けているという例も挙がった。ユ
ーザの趣味とアカウント数の間に関連性はあるのか、
調査してみると面白い結果が得られるかもしれない。
現代においての Twitter ユーザの複数アカウント
使い分けは、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といった自己防衛
の傾向があると考えられる。ネットは一度人の目に触
れるような発信をおこなうと、一生残るといっても過言
ではない。たった一度の不用意な発言が、永遠にネ
ットに晒される恐れもある。必要に応じて「公開・非公
開アカウント」を使い分けることが、これらを防ぐ対策
の 1 つになるのではないだろうか。
一方で、見られたくないツイートをするためにアカ
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ウントを使い分けるのは、見られたら自分が嫌だと感
じるのか、それとも相手が不快に思う恐れがあるから
なのか。今回の調査ではこの観点では調査をおこな
わなかったので、今後の課題としたい。
本研究ではさらに、複数アカウントとあわせて、
Twitter においてネガティブなツイートをすることによ
って得られる効用も調査した。ウェブ日記とは違い、
「自己効用」を感じるユーザが多いという結果となっ
た。Twitter は 140 字という文字制限の中で、思うがま
ま自身の感情をツイートすることが可能である。長文
である必要がなく、思い立ったら簡単な操作で投稿
ができるため、ストレス発散に向いているツールとい
えるのではないだろうか。
今後の課題と反省点としてはアンケート回答の大
半が 10 代 20 代の女性となり、回答者の偏りがみら
れた。また、サンプル数も少なく満足のいく分析が行
えなかった。そのためより多くの全年齢の男女に調
査する必要があると思われる。
アンケートの内容面では、質問内容と選択肢の調
整が必要な箇所が多々あったのが反省点である。
Q2.2・Q2.5・Q2.6 は各項目について 5 件法で調査し
た方が、より分析の幅が広がったであろう。さらに、こ
れらの設問の項目は自分の経験や他人から聞いた
ものをもとに作成したが、項目の吟味が不十分であ
った。予備調査をして自由記述でサンプルを収集し、
よりユーザの実情に即した項目にする必要があると
思われる。また、本研究の目的から考え、各アカウン
トのフォロー数・フォロワー数についても調査すれば、
さらに詳細な分析ができたと思われる。
当アンケートでは 9 割以上のユーザがアカウント
を複数所持しているという結果が出たことにより、
Twitter のこの機能はユーザにとって大きな需要があ
るといえる。今後、より多くのサンプルを集めてさらに
詳細な調査をおこなうことにより、現代の人々の
Twitter 複数アカウント使い分けの実態が明らかにな
るのではないだろうか。また、今回は日本のユーザ
が対象となったが、国別で同様の調査をおこなうこと
で興味深い結果が得られるかもしれない。

石鍋 澪

ブ日記を書き続けるのか : コンピュータ・ネットワークにおけ
る自己表現(<特集>ネットワーキングの社会心理学)」『社会心
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[4]松村真宏,三浦麻子(2009) 『人文・社会科学のためのテキ
ストマイニング』株式会社誠信書房,pp.21-49
[5]山下清美,川浦康至, 川上善郎,三浦麻子(2005)『ウェブロ
グの心理学』NTT 出版株式会社,pp.71-79
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セス)
[7]「現代用語の基礎知識」選 ユーキャン新語・流行語大賞
全受賞記録
http://singo.jiyu.co.jp/award/award2017.html#prize01
(2018 年 1 月 8 日アクセス)
[8]朝日新聞「今年の流行語大賞に「インスタ映え」と「忖度」」
https://www.asahi.com/articles/ASKD14F1FKD1UCLV
00R.html (同日アクセス)
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0c (同日アクセス)
[10]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 (同日アクセス)
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概要：近年「若者の読書離れ」という言葉がしばしば聞かれる中で、読書家の間では「読書メーター」と呼ばれる
読書サイトが使われている。このサービスになぜ登録し、どのように使用しているのかを本研究では明らかにす
る。また、電子書籍はどの程度読書家の間で普及しているのかも調査した。
キーワード：読書離れ、読書メーター、電子書籍

1.

はじめに

昨今「若者の読書離れ」という言葉がしばしば聞か
れる。文化庁の調査によると、一か月に 1 冊も本を読
まない割合は、平成 14 年度が 37.6％、平成 20 年度
は 46.1％と 6 年で 10％も増加し、平成 25 年度では
47.5％と増加傾向にある。この結果を見ると、やはり
読書離れは進んでいるといえるだろう。
その一方で、「読書メーター」などのオンライン読
書記録サービスには実に沢山の利用者がいる。ユ
ニークユーザー数は 100 万人を越え，累計で 1800
万件を超える感想・レビューが公開されている。利用
者には私をふくめ若い読書家も多く、また人によっ
ては短期間に驚くほどの量の読書をしているのであ
る。このことを考えると、デジタル世代、SNS 世代の
読書家の読書の仕方には、以前にはない新しい読
み方や、読書のパターンがあるのではないだろうか。
電子書籍の普及は読書のあり方にどのような影響を
与えているのだろうか。「読書メーター」ユーザーに
対するアンケート調査を通じて現代人の読書の楽し
み方を研究する。

2.
2.1

研究のねらいと先行研究
「読書メーター」とは

「読書メーター」とは、読んだ本や読みたい本など
を登録して、どのくらいの本を読んだか知ることがで
きるサイトである。私は主にどんな本を読んだか、読
書記録として使用している。新刊情報や、献本、レビ

2017 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

ューを書くと図書カードがもらえるフェアが開催され
るなど、読書家にはうれしいサービスもある。
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。

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。
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
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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？
3.3

4.

滝沢 茉里子

調査結果とその分析

4.1

図 4 年齢
回答者の年代は 20 代が一番多く 36.1%となった。
次に 30 代と 40 代が 21.3%という結果になった。20
代未満と 20 代を合わせると 44.3%と、今回回答して
いただいたユーザーの約半数で、若年層のユーザ
ーが多いという結果になった。
4.2

フェイスシート

図 1 性別

図 5 読書メーターをどのように使っていますか？
読書メーターの使い方として一番多かったのが、
読んだ本の登録（98.4％）。次に読みたい本の登録
と、新しい本の発見（78.7％）。私もそうだが、やはり
記録としての用途が目立つ。ユーザーと交流との回
答も多かった。
4.3

図 2 年齢

図 6 読書メーターにおいて、読書家との交流を求め
ますか？
図 3 職業
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4.5

図 7 コミュニティに参加していますか？
読書家との交流（メッセージやコメントの送信など）
を求めるかという質問に対して、65.6%のユーザーが
交流を求めると回答した。その中でコミュニティに参
加していると回答したのは 62.5%であった。その理
由として、「色んな本を知るきっかけになる。」、「同じ、
読書という趣味を持つ人と読書について話せるか
ら」、「本についての交流が楽しいから」といった読書
家のためのサービスならではの意見があった。また、
「違う考え方を学べるから」、「自分とは異なる視点を
得られるため」といった、Twitter などの SNS と同様の
使い方をしていると思われる意見もあった。
37.5%が読書家との交流を求めないと回答した。
その理由としては、「記録のためだけに使っているか
ら。」、「備忘録として使いたいから」など、読書メータ
ーを単なる記録媒体として利用しているからといった
ものや、「感想の違いなどで批判的なコメントをしてく
る人も見受けられるから」、「ヘンな人と絡むのがめ
んどくさいから」などといったトラブルを避けるものも
あった。
4.4

図 8 感想やレビューを投稿したことがありますか？
感想やレビューを投稿したことがあるかという質問
には、大多数の 98.4%が「ある」と回答した。その理
由としては「記録のため」という意見が多かった。また、
「感想を通じての交流のため」、「本の紹介のため」と
いった交流を目的としてレビューを書くといったもの
もあった。
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図 9 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？
感想やレビューを見て読みたい本を登録すること
があるかという質問には 88.5%が「ある」と回答した。
私もそうだが、やはり読書家のレビューは、読みたい
本を探すときの参考になるのだろう。
4.6

図 10 電子書籍は利用していますか？
利用している
利用していない
20 代未満
3
2
20 代
11
11
30 代
8
5
40 代
4
9
50 代
5
1
60 代
0
2
表 1 年代別電子書籍利用率
電子書籍について、ほぼ半数が利用していないと
回答した。年代別に見てみると、20 代未満から 20 代
は利用していると利用していないが半分に分かれた。
50 代は 6 人中 5 人が利用していると答えた。若い世
代ほど電子書籍が普及していると考えていたので、
この結果は意外なものだった。電子書籍を利用する
理由として、「場所を取らないから」「無料で読めるも
のがあるから」などといった意見が目立った。対して
利用していないと回答した理由としては「紙媒体が
好きだから」という意見が多かった。
「読書メーター」に文庫や単行本を登録している
ユーザーでも、電子書籍ではコミックのみ利用して
いるとの回答者もいる。コミックのみ利用しているとの
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回答者も多かった。このことから、電子書籍は、現在
はコミックを中心として利用されていることが分かっ
た。

5.

結論と今後の課題

若者の読書離れという言葉が近年聞かれるが、回
答者は若年層が多いということが分かった。その理
由としては読書を楽しむ人同士の交流目的が多く、
SNS が普及している現代ならではの楽しみ方があ
ることが明らかになった。
電子書籍の市場は拡大していると思ったが、意外
と紙の本に対するこだわりもあり、今回の調査では半
数が利用していないという結果になった。
今後の課題としては、アンケートのサンプル数が
少なかったので、調査期間を長く儲け、より多くの回
答が集まるよう工夫する必要がある。

6.

まとめ

今回の調査では読書メーターの使われ方や、電
子書籍の普及率を知る事が出来た。
参考文献
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3 月 26 日. http://newsphere.jp/national/20170326-2/
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概要：日本における株式に関する税金を調査し、税金が投資に与える影響を調べた。具体的には、日本の株
価のベンチマークとなる日経平均株価を使い、毎年売買をする短期投資と買い持ちをする長期投資の税金を
考慮したリターンの違いを調べた。その結果、長期投資のほうが有利であることが分かった。

1.

はじめに

『貯蓄から投資へ』というスローガンが打ち出され
始めた 2000 年度の資産循環統計[1]における個人
金融資産の総額は 1409 兆円であり、個人金融資産
に占める流動資産の割合は 53.9％、債券・投資信
託・株式等の合計の割合では 14.4％であった。
スローガンが打ち出され 15 年以上たった 2017 年
9 月に日本銀行が発表した資産循環統計 2017 年第
2 四半期[2]によると、個人金融資産の総額は 1832
兆円であった。しかし、個人金融資産に占める流動
資産の割合は 51.6％であり、債券・投資信託・株式
等の合計は 17.2％であった。金融資産の総額は 17
年間のうちに、およそ430兆円増・30％もの変化があ
ったにも関わらず、株式などの投資への変化は 2～
3％ほどの小さなものであった。
しかしながら、現在の日本では少子高齢化におけ
る年金受給額の減少や、長期金利の下落など資産
運用の必要性は高まる。
ここで私たちが投資におけるリターンを最大化さ
せるために一番身近に感じることといえば税金対策
ではないかと考えた。アメリカの投資家ジョン・テンプ
ルトンが目標とした長期投資の目的は、税引き後の
トータルリターンの最大化というものである。本研究
では日本における株式に関する税金を調査し、税金
が投資に与える影響を調べた。具体的には、日本の
株価のベンチマークとなる日経平均株価を使い、毎
年売買しポートフォリオの組み替えを行う場合（短期
投資）と日経平均株価の買い持ちを行う場合（長期
2017 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

投資）の税金を考慮したリターンの違いを調べた。

2.
2.1

株式に関する税金、制度
株式譲渡税

株式譲渡税は 1953 年から 1988 年までの期間は
一定要件（回数多、売買株式数多、事業類似）を満
たさない限り非課税であり、一定要件を満たす場合
においては、総合課税であった。1989 年に消費税
導入となり、これをきっかけに株式譲渡税が制定さ
れた。課税方法は申告分離課税 26％か源泉分離選
択課税 20％の 2 択であったが、2003 年に申告分離
課税に一本化され、上場株式等における税率を
20％に引き下げられた。同年には同税の減税が行
われ、2008 年まで 10％となった。この減税は特例的
に延長が続き、結果 2014 年まで続くことになった。
2014 年以降は本則税率化し、20％となった。この期
間では 2004 年に非上場株式に係る税率も引き下げ
られ 20％となった。
2.2

配当税

株式の配当における税金は原則総合課税で課税
が行われていた。1965 年に源泉分離選択課税、申
告不要制度が設立され、配当における主な税が制
定された。1 銘柄につき 1 年で 50万円未満では源泉
分離選択課税 15％であり、1 銘柄につき 1 年で 5 万
円以下では申告不要制度 10％であった。1967 年に
は源泉分離課選択課税が 20％、申告不要制度が
15％に引き上げられた。源泉分離選択課税は 1973
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年、1976年、1978年に税率が 5％ずつ引き上げられ、
最高税率時には 35％であった。申告不要制度にお
いては 1974 年に要件の緩和が行われ、1 銘柄につ
き 1 年で 10 万円以下となった。1978 年に申告不要
制度も税率が 5％引き上げられ 20％となった。
2003 年には源泉分離選択課税は廃止され、大口
以外の上場株式等の申告不要は適用限度額撤廃
がなされた。また株式譲渡税と同じく同年から軽減
税率が行われ税率は 10％となり、2013 年まで 10％
であった。2014 年には本則税率になった。
2.3

少額投資非課税制度(NISA)

少額投資非課税制度(NISA)は 2014 年に制定さ
れた制度であり、NISA 口座内で、毎年一定金額の
範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非
課税になる制度である。この制度は日本に在住の20
歳以上であること、NISA 口座での取引であることが
適応される条件である。
株式・投資信託等の投資から得られる配当金、分
配金、譲渡益が非課税になり、非課税投資枠は新規
投資額で年間120万円(2015年以前分は100万円)。
非課税の期間は最長で 5 年間である。

君山 力斗

図 2.購入した株式・投資信託等を保有している間
に受け取った配当金[4]
株式等の配当が最長 5 年間非課税になる。

図 3.株式譲渡税および配当税、NISA の変遷[5]
2001 年から現在までの株式譲渡税および配当税の税率は
2003 年から減税が行われた。減税は 3 回延長し 2013 年ま
で続いた。2014 年からは本則税率に戻った。NISA は 2014
年に制定され、2016 年に年間投資上限額の引き上げが行わ
れた。

3.

日経平均株価を用いた分析

日本における株価のベンチマークとなる日経平均
株価を用いて短期投資と長期投資の比較を行う．日
経平均株価は 1980 年から 2017 年までの毎年の終
値[6]を用いる。短期投資は本来毎年ポートフォリオ
を組み替えて運用するものだが、本研究では簡単
のため短期投資の近似として日経平均を毎年売買
する投資を考える。長期投資は 1980 年に日経平均
を購入し 2017 年まで 37 年間保有し続ける投資とす
る。

図 1.購入した株式・投資信託等が値上がりした後に
売却した場合[3]
株式等の譲渡益が新規投資額 120 万円分非課税枠と
なり、最長 5 年間非課税になる。

表 1.日経平均株価 1980 年～2017 年終値
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図 4. 日経平均株価 1980 年～2017 年終値の推移
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非課税時は短期投資・長期投資ともに 15,648.56
円リターンがあり、有利不利は当然のことながら生じ
ない。しかしながら、課税時では短期投資の場合に
8,170.88 円のリターンがあり、長期投資の場合には
12,518.85 円のリターンがあった。
非課税時と課税時長期投資とのリターンの差は
3,129.71 円、非課税時と課税時短期投資との差は
7,477.68 円、課税時長期投資と課税時短期投資の
差は 4,347.97 円であった。

1989 年までの高度経済成長までに日経平均株価は約 5 倍ま
で高騰していた。その後株価は下落していくが、1980 年の価
格を割り切ることはないことがわかる。また 2011 年から 2017
年は右肩上がりとなっていることから近年では上昇傾向が読
み取れる。

3.1

非課税時におけるリターン

非課税時におけるリターンについては長期投資・
短期投資ともに 1980 年での株価で購入し、2017 年
で売却した株価の差を求めることによって出すこと
ができる。上記の株価の場合には、 22764.94 −
7116.38 = 15648.56となり、15,648.56 円のリターン
が得られることになる。
3.2

課税時におけるリターン

課税時における長期投資のリターンは 1980 年で
の株価で購入し、2017 年で売却した株価の差を求
め、その数値に売却した年の税率をかけたものの差
で 出 す こ と が で き る 。 上記の 株価の 場合に は
(22764.94 − 7116.38) × (1 − 0.2) = 12,518.58
となり、12,518.58 円のリターンが得られることになる。
また短期投資の場合は、今年の株価から前年の
株価を引き、その数値に売却した年の税率をかけた
ものの差を足していくことで求めることができる。しか
し税金は利益が生じた年にのみかかり、損失が生じ
た場合にはかからない。上記の株価の場合には
(7681.84 − 7116.38) + (8016.67 − 7681.84) +
⋯ {(19723.06 − 17417.24) × (1 − 0.26)} +
⋯ {(22764.94 − 19144.37) × (1 − 0.2)} =
8170.88となり、8,170.88 円のリターンが得られること
になる。
3.3

非課税時・課税時短期投資・課税時長期投資
の比較

上記 2 項目で求めた数値を用いて短期投資と長
期投資の比較をする。
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図 5.非課税時と課税時のリターンの推移
非課税時には最大のリターンが得られる。また課税時長期投
資は非課税時と最終年の売買時にのみ課税されるため非課
税時と差が小さい。課税時短期投資においては利益がでた
年に課税されるため年が経つにつれ上記 2 つとの差が大きく
なる。

4.

結論

第 3 章の分析をもとに課税時には長期投資と短期
投資での税金がリターンに大きな影響を及ぼすこと
がわかった。
課税時における長期投資では、売却をするまで
は税金がかかることはなく、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。
課税時における短期投資では毎年売買を行い、
利益がでた年には課税される。図 5 から読み取れる
ように取引年数、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。よって最も税金の影響が大きい。

5.

まとめ

本研究は日本における株式に関する税金を調査
し、税金が投資に与える影響を調べた。具体的には、
日本の株価のベンチマークとなる日経平均株価を
使い、毎年売買をすることにより擬似的にポートフォ
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リオの組み替えを行う（短期投資）とひとつの銘柄を
買い持ちする場合（長期投資）の税金を考慮したリタ
ーンの違いを分析した。その結果、短期投資では売
買の回数が多くなるため課税の回数も多くなることか
らリターンは必然的に低くなる。よって短期投資のほ
うが税金の影響を受けるため長期投資のほうが有利
であることが分かった。
本研究で分析を行った1980年から2017年の期間
に何も考えることなく、日経平均株価を保有している
だけで7,116.38円の投資から 12,518.85 円の大きなリ
ターンを得ることができる。私はこれから『貯蓄から
投資へ』のスローガンのもと少しずつでも投資へ移
行することで、これ以上のリターンを得る可能性があ
るので長期投資を行うことを推奨する。

参考文献
[1]日本銀行 資産循環統計 2000 年度
[2]日本銀行 資産循環統計 2017 年第 2 四半期
[3]金融庁 NISA の概要
http://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/ove
rview/index.html（2017 年 12 月 19 日閲覧）をもと
に作成
[4]金融庁 NISA の概要
http://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/ove
rview/index.html（2017 年 12 月 19 日閲覧）をもと
に作成
[5]財務省 上場株式配当・譲渡益課税の変遷
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/finan
cial_securities/kabu03.htm（2017 年 12 月 19 日
閲覧）をもとに作成
[6]日経プロフィル 日経平均株価ヒストリカルデータ
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave（2017 年 12 月
19 日閲覧）
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購買力平価説の実証分析
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概要:為替レートを決定する理論として購買力平価説がある。購買力平価説には、絶対的購買力
平価説と相対的購買力平価があり、特に後者から求められる為替レートは、実際の為替レートを予
測する時などに指標の一つとして使われることがある。しかし、購買力平価説は実際の市場で成立
しているのだろうか？
本稿では、相対的購買力平価説から得られる理論為替レートと実際の為替レートを比較し、購
買力平価説が成立しているかを調べた。その結果、短期的に見た場合、理論は成立せず、長期的
に見た場合、為替レートの動きを捉えることは可能であり、成立することが分かった。なぜ、購買力
平価説が短期で成立しないのか。その理由の一つとして、輸送費や関税、人件費による原因と言
われている。
キーワード：絶対的購買力平価説,相対的購買力平価説,一物一価の法則,裁定取引,為替レート

1

はじめに

れる同じ製品の価格を比較することで為替レート

為替レートを求める理論として購買力平価説

を決定できるというものである。この理論は、一物

がある。購買力平価説には、絶対的購買力平価

一価の法則が前提となっているため、まずはこれ

説と相対的購買力平価があり、特に後者を為替

について説明する。

相場の指標の一つとして使われることがある。購

一物一価の法則は、２つの国で全く同じのある

買力平価説で求めた為替相場と実際の為替相

商品が売られていた場合、２つの国でその商品

場を比べた時に差が生まれる。

の価格は全く同じものになり、それがあらゆるもの

この差が生まれることで、購買力平価説が為替
レートの指標として適切ではないのではないかと
いう問題が生まれる。
この論文では、円ドルレート使い購買力平価説

に適応されているという法則である。一物一価の
法則は以下のような式で表せる。

𝑃 =𝑆 𝑃

の理論為替レートを求め、実際の為替レートとの
乖離を検証した。

P1:ある商品の日本での価格 S1j:為替レート
Pj:同じ商品のｊ国での価格

2

絶対的購買力平価と相対的購買力平価

2.1

絶対的購買力平価

この時、為替レートは両国の為替レートに等しく、
為替レートは、次のようになる。

絶対的購買力平価とは、異なる通貨で表示さ
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𝑆

=
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𝑃１

時の絶対的購買力平価説で決まる為替レート

𝑃ｊ

は、おおよそ 71.7 円/ドルとなる。しかし、こ

この式によって求められるのが、絶対的購買力

の時点での、実際の為替レートは 113.06 円/

平価で求められる為替レートである。

ドルとなっている。つまり、ビッグマック・イ
ンデックスによると実際の円相場は、ドルに

2.1.1 裁定取引

対して過小評価されていると言えるのである。

一物一価の法則が成り立つためには、裁定取
引が不可欠である。裁定取引とは、同じ価値を持

図.1 ビッグマック・インデックスの例

つべき商品に価格差が生じた際に、割高の方を

理論為替レートは、380/5.3=71.7 と決定できる。実際
ビッグマックの 理論為替レート 実際の為替レート
価格
（円/ドル）
（円/ドル）
日本
380円
71.7
113.06
アメリカ
5.3ドル

売り、割安な方を買う。その後、価格差が縮小し
た時に、反対の売買をすることで利益を得ようと
する取引である。
例えば、日本とアメリカで金が売られており、それ
ぞれ 5000 円と 70 ドルであったとする(1 ドル=100
円とする)。そして、自分はアメリカの金を持って
いるとする。この時、まず持っている金をアメ
リカで売り 70 ドルを得て、日本で売買されて
いる金を 5000 円（50 ドル）で買うことによ
り、元手なしで 20 ドルの利益をあげることが
できる。このように元手なしで利益を得るこ
とができる取引を裁定取引という。
ビッグマック・インデックスについて
絶対的購買力平価説を応用した有名な事例に
「ビッグマック・インデックス」というものが
ある。これは、イギリスの経済週刊誌「The
Economist」が毎年発表しているもので、五十
ヶ国以上のビッグマックの価格を用いて、絶
対的購買力平価説から導かれる各国通貨の為
替レートを算出している。この為替レートと
実際の為替レートを比較することで、実査の
為替レートが適正水準にあるかどうかを議論
したり、あるいは今後の為替レートを予想し
たりということに利用される。ビッグマック・
インデックスの例を挙げると、2017 年 7 月時
点でのビッグマックの価格は、アメリカが 5.3

為替レートとは離れており、ドルに対して過小評価されて
いる。

ビッグマック・インデックスは、これからの為替レ
ートの動向を示す道標として使われる。

2.2

相対的購買力平価

相対的購買力平価とは、為替レートは各国通
貨の購買力の相対的な変化を反映して変化する
という理論である。
各国通貨の購買力は、その国の物価の変動に
よって増減する。ある国で物価が２倍になった場
合、同じ金額で購入できる商品・サービスの量は、
２分の１に減少する。つまり、その国の通貨の購
買力は２分の１に減少したことになる。毎年のイン
フレ率は国によって異なるため、各国通貨の購
買力の相対的な比率も時間とともに変化していく。
相対的購買力平価にしたがえば、為替レートを
左右する基本的な要因は、物価変動による通貨
の購買力の変化であり、それは以下の公式で表
される。
ℎ 𝑆 =𝑆

(1 + 𝑝 )
(1 + 𝑝 )

ドル、日本は 380 円だった。とすると、この
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: n 年後の為替レート 𝑆

ℎ 𝑆

替レート (1 + 𝑝 )

(1 + 𝑝 )

石井 智己

: 基準年の為

: n 年間のインフレ率(j 国)

: n 年間のインフレ率(i 国)

1949 年に円の為替レートは 360 円に決定され
た。理由は一説によると次のとおりである。
第２次世界大戦前（1932 年）の為替レートは 1
ドル=1.8 円（S12=1.8）だった。また、1932 年から
1949 年までの 17 年間における日本とアメリカの
インフレ率はだいたい以下の通りだった。

図.2 実際の為替レートとの乖離
短期的に見ると乖離が大きいが、長期的に見るとグラフの動

日本は約 400 倍：(1+P1)17=400

きは 2 本とも同じ右肩下がりとなっている

アメリカは約２倍：(1+P2)17=2
このことから、戦前の為替レート 1 ドル=1.8 円
に対して、17 年後(1949 年)の為替レート 17S12 は

図.2 は、1980 年のインフレ率と為替レート基準に

1 ドル=360 円となる。

理論為替レートを求めたグラフである。このグラフ

S =1.8×(400÷2)=360

17 12

を見て分かる通り、短期的に見た場合は実際の

以上の説明は、大戦後の固定レートが 1 ドル

為替相場とは大きく乖離しており、購買力平価説

=360 円に決定された実際の事情ではなく、あくま

が成立しているとは言えない。しかし、長期的に

で相対的購買力平価の例である。

見てみると、購買力平価説のグラフと実際の為替
相場のグラフが、同じ右肩下がりであることが分

3

実証分析

かる。このことから、長期的に見た場合は、購買

本章では、相対的購買力平価説から得られる

力平価説が成立していると言える。さらに、比較

理論為替レートと実際の為替レートを比較し、相

的差の小さい 1986 年を基準にして、さらに検証

対的購買力平価説が成立しているかを実証分析

してみた(図 3)。

する。
扱う指数は、日本とアメリカの 1980 年から 2016
年までのインフレ率と為替レートである。インフレ
率 は 、 IMF - World Economic Outlook
Databases1 の消費者物価指数から引用し、為替
レートは、Principal Global Indicators2から引用し
た。これらの指数と相対的購買力平価説の公式
を用いて理論為替レートを決定し、実際の為替レ
ートとの差を検証した。
1

2

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weo
data/weoselgr.aspx

E-77D0-4F8E-953C-C48DD9D14735
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は行われない可能性がある。今度は、価格差が
2 倍だったとする。この時は、輸送費などを考慮し
ても十分に価格差があるため裁定取引が行われ
る可能性がある。このように、これらの費用がある
ことで、裁定取引が本来なら行われるような価格
差でも行われず、差が縮まりにくくなってしまう。
また、商品を販売するための人件費や家賃も、
差が生じる原因だと考えた。例えば、ビッグマック
の材料であるレタスや牛肉は、貿易が可能な財
図.3 1986 年基準の乖離

であるため裁定取引が可能である。しかし、ビッ

1980 年基準のものと比べて乖離が小さく、長期的に成立してい

グマックを販売するために必要な店舗や人材は

ることがより分かる。

非貿易財であり、裁定取引が難しい。ビッグマッ
クのような、生産や販売に多くの非貿易財を必要

差の小さい年を基準にしたため、1980 年基準の

とする財に対しては、一物一価の法則が成立し

グラフと比べると乖離は小さく、相対的購買力平

にくく、差を生じさせる要因となってしまう。このよ

価説が長期的に成立していることがよく分かる。

うなことから、これらの費用が乖離の可能性を高

図.2 のグラフを見ると、短期で見ても成立してい

めているのではないかと言うことができる。

るようにみえるが、為替レートが 3 年から 5 年程の
周期で上下していることと、差が小さい年もあれ

5

結論

ば大きい年もあることから、差の振れ幅が一定で

本稿では、相対的購買力平価説で決定される

なく安定しない。このことから、短期で見て成立し

理論為替レートと、実際の為替レートの乖離を実

ているとは言いづらい。しかし、この 1986 年基準

証分析し、この理論が成立しているのか、また乖

の理論為替レートに実際の為替相場の周期を当

離が生じる原因の仮説を立てた。2 国間のインフ

てることで、短期での為替レートの予想がしやす

レ率によって理論的な為替レートを決定すること

くなるのではないかと考える。

ができるこの理論は、短期で見た場合は乖離が
大きく、成立していないという結論に至った。長期

4

短期で乖離の生じる原因

では、2 本のグラフの動き方が概ね同じであり、将

短期で購買力平価説が成立しない理由の一

来の為替レートの動きを予測することはできそう

つとして、関税や輸送費などの費用に原因があ

であった。特に、1986 年を基準にしたグラフでは

ると言われている。なぜなら、輸送費や関税があ

非常に分かりやすい結果となった。このことから、

ることによって、2 国間の価格差が十分に大きくな

長期では成立しているという結論に至った。

いと裁定取引が行われなくなるからである。例え

短期で乖離の生じる原因として仮説を立てた。

ば、自国の価格より外国の価格のほうが 10％高

それは、輸送費や関税によって裁定取引が行わ

いとする。この時、価格差があるため裁定取引に

れにくくなり、また、人件費などの裁定取引の難し

よって価格差を縮めたいが、輸送費などを考慮

い非貿易財によって、一物一価の法則が成立し

すると十分な価格差とは言えないため裁定取引

にくくなることから乖離が生じるという仮説である。
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1986 年を基準にした場合では、短期でも乖離
が小さくなった。しかし、この理論だけでは安定し
た為替レートの予想は難しそうであった。この結
果の他に、国際情勢や国の経済、為替レートの
周期などを合わせることで、短期でも実際の為替
レートに近い予想をすることができそうだと考えた。
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概要：親子関係は人間形成においての土台にあたる。一般に「親は子供の性格形成に大きく影響する」と
言われるが、
実際に大学生の人格の形成に親子関係はどんな関係があると言えるだろうか。
本研究では、
大学生の自己の安定や自己肯定感といった人格的な側面と親子関係に注目し、大学生を対象としたアン
ケート調査をおこない分析をおこなう。具体的には、親の養育態度を子供がどう認知しているかに関す
る北村（2011）の親子認知尺度と、ローゼンバーグの自尊感情尺度という２つの尺度をもちい、結果の
比較を試みる。
キーワード：大学生、親子関係、自尊感情

1.

はじめに

親子関係は、人間関係の土台の部分にあたると
言われている。
また、子供と言うのは未熟であるために、近くにいる
大人の影響を強く受けて人格が形成されていく。
「毒親」「アダルトチルドレン」といった現代的なキ
ーワードで子育ての問題がしばしば話題になる。そ
のなかに、子供の頃に親からの抑圧が大きく行動が
制限されることの多かった子供は、自分に自信が無
くなり消極的になりがちであり、逆に親からの抑圧が
なく比較的自由にできるほど、その子供は自分に自
信がつき積極的になるといった言説がしばしばみら
れる。
本稿では、親子関係と子供の自尊感情は果たし
て関係しているのかどうかについて、分析・考察して
いく。
1.1

自尊感情とは

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。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
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よって決まってくるという。［3］
1.2

自己概念とは

自己概念(英:self-concept)とは、自分自身に関する
知識や特徴を把握する概念である。
自己概念は、今までの経験や振る舞いを通じて作
られるものであるため、価値観と大きく関係してくると
考えられる[6]。

2.
2.1

研究のねらいと研究方法
研究のねらい

私たちには、それぞれの家族構成やそれぞれの
家庭環境がある。
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。例えば，母親が支配的な態度をとる
ことが多いと、その子供は親の顔を窺うようになり、自
発的に自分で動くことができなくなり、消極的な性格
になりやすくなる、といった具合である。
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。
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
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のかをアンケート調査を通して考察する。
2.2

先行研究

本研究の土台となるのは「自尊感情」を測定する
尺度であるローゼンバーグの「自尊感情尺度」と、親
の養育態度を子供がどう認識しているかについて測
る北村(2011)の「親子関係認知尺度」の 2 つである。
なお、ローゼンバーグの「自尊感情尺度」は、桜
井の日本語翻訳版を使用した。
ここでは、これら 2 つについてそれぞれ小高
(2017)と北村(2011)からその詳細を述べる。
2.2.1 ローゼンバーグの「自尊感情尺度」

この尺度は、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。
さらにローゼンバーグは、自尊心について、自分
を「非常によい」ととらえる場合と「これでよい」ととら
える場合の 2 つの異なる意味を指摘した。
ローゼンバーグは、後者の立場に立って自尊心
の測定尺度を作成した。
また、彼は、自らの自尊感情尺度を作成するにあ
たり、前者の他人に対する「自身」や「優越感」を意
味するような自尊感情ではなく、後者の「自己受容」
を意味するような自尊感情を対象にした。
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。
2.2.2 小高の研究

小高(2017)は、青年が認知する母親の養育態度
と青年のパーソナリティとの関係について検討した。
小高はここで、両者の関係に相関関係を認めた。
ただし、相関関係があるからといって、そこに因果関
係があるということではないと小高は指摘している。
また小高は、この研究は青年の母の養育態度の
認知についての横断的研究であり、実際の母の養
育態度を捉えているのではないとも指摘している。
2.2.3 北村の「親子関係尺度」

北村 (2011)は、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
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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。

3.

アンケート調査について

本研究では、以下の内容でアンケート調査をおこ
ない、Google Forms を利用して、12 月 21～31 日ま
で調査を実施した。
3.1

フェイスシート

ここでは、回答者の属性を把握するための以下の
質問内容を設けた。
① 性別
② 学年（専門学生はその他という項目を設定し
た。）
③ 親元を離れて生活しているか
④ 家族構成
⑤ 両親は共働きか
⑥ （差支えない範囲で）両親の職業
3.2

自尊感情尺度

ここでは、回答者自身が自分のことを普段どのよう
に考えているかについてのアンケートを行った。
アンケート内容は、ローゼンバーグの自尊感情尺
度の翻訳版をもとにして作成した[3]。
アンケート項目は以下の 8 問を設定した。
① 私は自分に満足している
② 私は自分がダメな人間だと思う
③ 私はたいていの人がやれる程度には物事が
できる
④ 私は得意に思えるものがない
⑤ 私は自分は役立たずだと感じる
⑥ 私は自分は少なくとも他人と同じくらいの価値
がある人間だと思う
⑦ 私はもう少し自分を尊敬出来たらと思う
⑧ 自分を失敗者だと思いがちである
①～⑧の 8 項目の回答方法は 1～4 の 4 つの選
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4．全くあてはまらない
5．いない

択肢にした。選択肢は、
1．あてはまる
2．どちらかといえばあてはまる
3．どちらかといえばあてはあまらない
4．あてはまらない
の内容で回答してもらうことにした。
3.3

の内容で回答してもらうことにした。設問は意図的に
マイナスの問いかけを含んでいる(統計分析の際の
反転項目の処理については 4.3.1 節を参照)。
質問項目は母親に対する認知を問うものと父親を
対象とした設問に分けて提示し、回答は必須回答と
した(従って誤入力を除き回答の欠損はない)。

親子関係認知尺度

ここでは、回答者がそれぞれの母親（父親）に対し
てどのように感じているかについてのアンケートを行
った。
アンケートの内容は、北村の親子関係認知尺度を
もとにして作成した。
アンケート項目は以下の 16 個の質問を設定した。

4.

分析

先にも述べた通り、本研究ではアンケート調査を
実施し、その結果をもとに分析を行っていく。本節で
は、アンケート分析の方法とその実施結果について
述べる。
4.1

SPSS

①私に対して、前向きな態度をとっている。
②私の心配事を理解してくれようとしている
③私の気持ちを支えてくれる
④私の気持ちになって向き合ってくれる
⑤私の話にじっくり耳を傾けてくれる。
⑥私を愛してくれているように感じる
⑦私が自分の考えで行動していても認めてくれる
⑧決められた範囲内で私を自由にさせてくれる
⑨私がしたいことはどんなことでもさせてくれる
⑩私を一人の人間として認めている
⑪私に対して過度の干渉はしない
⑫私のことを気にかけてくれる
⑬適切な距離を取りながら、対等に付き合ってくれ
る
⑭決められた約束を破ること対して、厳しい
⑮決められた事柄を守らないと厳しい
⑯母親（父親）と決めた最低限のルールがある
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

調査内容の分析には、IMB 社の SPSS 社の統計
パッケージ SPSS を使用した。SPSS とは、高度な分
析やデータ加工を実施することが可能な統計解析ソ
フトである。
また、分析メニュー30 種類以上・グラフ出力 20 種
類以上あり、豊富な分析メニューとグラフ機能により、
高度な分析と分かりやすい結果を得ることが可能。さ
らに、作成した分析結果やグラフ・表は、Excel や
PowerPoint をはじめ、PDF などにも簡単に出力が可
能である。

①～⑰の 17 項目の回答方法は、1～5 の 5 段階
選択にし、「母親（父親）がいない」という回答を選択
肢 5 に加えた。選択肢は、

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

1．常に当てはまる
2．少し当てはまる
3．あまり当てはまらない
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4.2

アンケート実施結果（フェイスシート）

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。
回答者の内訳は以下のようになった。
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名の 32．1%、「いいえ」と答えたのは 38 名の
67.9%である。
④ 家族構成：家族構成は以下のグラフのような結
果となった。

図.1 家族構成の内訳
図.3 自尊感情尺度のヒストグラム
⑤ 両親は共働きか：「はい」と答えたのは 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

アンケート実施結果

自尊感情尺度の平均点の分布は男子のほうがば
らつきが大きいようであり，5 節で考察する。
4.3.2 質問グループ「親子関係尺度」(Q2, Q3)

各設問グループの記述統計量は以下のとおりで
ある。各質問グループについて，平均値と標準偏差
を示している。

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。
母親

4.3.1 質問グループ「自尊感情尺度」(Q1)

以下の設問のうち、②④⑤⑦⑧については否定
的な回答を求めているため反転項目として得点
を逆転させている。
①自分に満足している

平均値
2.70

標準偏差
1.008

②ダメな人間だと思う

1.96

0.972

③並程度には物事ができる

2.89

0.824

④得意に思えるものがない

2.86

0.903

⑤役立たずと感じる

2.61

1.039

⑥他人と同程度には価値がある
と思う

2.66

1.032

⑦自分を尊敬出来ればとおもう

2.05

1.052

⑧失敗者だと思いがちである

2.46

父親

平均値
3.29

標準偏差
0.706

平均値
3.25

標準偏差
0.786

②心配事を理解しようとしてく
れる

3.20

0.883

2.88

1.003

③気持ちを支えてくれる

3.18

0.974

2.90

1.036

④気持ちになって向き合ってく
れる

3.04

0.852

2.65

1.000

⑤話に耳を傾けてくれる

3.11

0.888

2.63

1.003

⑥愛してくれているように感じ
る

3.42

0.917

3.42

0.647

⑦自分の考えで駆動していても
認めてくれる

3.20

0.903

3.21

0.874

⑧決められた範囲内で自由にさ
せてくれる

3.45

0.872

3.42

0.794

⑨したいことはどんなことでも
させてくれる

2.84

0.890

3.13

0.815

⑩一人の人間として認めている

3.66

0.581

3.48

0.743

⑪過度な干渉はしない

3.04

0.953

3.35

0.956

⑫気にかけてくれる

3.43

0.710

3.10

0.831

⑬適切な距離を取りながら対等
に付き合ってくれる

3.30

0.851

3.19

0.867

⑭決められた約束を守ることに
対して厳しい

3.14

0.796

3.06

0.954

⑮決められた事柄を守らないと
厳しい

3.05

0.796

2.96

1.010

⑯母親(父親）と決めた最低限の
ルールがある

2.61

0.867

2.15

0.918

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

3.21

0.780

2.81

1.024

①前向きな態度をとっている

1.128

図.2 自尊感情尺度の平均値と標準偏差
自尊感情尺度の平均点をヒストグラムにしたものを
以下に示す。

図.4 親子関係尺度の平均値と標準偏差
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4.3.3 相関分析

次に各質問グループの相関分析を行った。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。
以下に、自尊感情(グループ Q1)と親子関係尺度
(母, グループ Q2)、親子関係尺度(父, グループ
Q3)の相関分析の結果を示す。

図.7 自尊感情と親子関係(両親の平均)の散布図

5.

図.5 自尊感情と親子関係の相関分析
当然であるが、Q2 と Q3 は 0.1%水準の強い正の
相関を示している(r = .632, **p<.001)。親子関係(母,
Q2)と親子関係(父, Q2)の散布図を以下に示す。

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が、一定の相関係があ
ることは確認できた。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。
4.3.1 節で述べたように、男性回答者の自尊感情
尺度の分布は女性よりもバラツキが大きいことが分
かった。以下にヒストグラムを示す(図.3 と比較された
い)。

図.6 自尊感情と親子関係(母)の散布図
一方で、Q1 と Q2 のあいだには 5%水準の弱い相
関が見られた(r = .292, *p<.05)。Q1 と Q3 にも弱い相
関があったが，有意とはならなかった(r = .262, n. s.)。
そこで Q2, Q3 の回答全体の平均値をとり、改めて相
関分析をしたところ、r=.339 (*p<.5)となり、全体として
は一定の相関はあるという結果となった。Q1 (縦軸)
と Q2・Q3 の平均(横軸)の散布図を以下に示す。
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図.8 自尊感情尺度の分布(男性回答者)
そこで、以下では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。まず，Q2,
Q3 の関係であるが，相関分析の結果はいずれも有
意であった(男性データ： r = .589, *p<.05; 女性デー
タ：r = .681, **p<.01)。
次に、Q1 と Q2，Q3 の平均についても相関分析を
おこなったところ、男性の回答に一貫性がみられな
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いことが分かった。図 9 に見るように、女性が中程度
の相関(r = .470, **p<.01)を示すのに対し、男性は相
関がみられなかった。

荒井 夏奈

の自尊感情のほうが親子関係の影響を受けやすい
ことを示唆していると考えられるが、男性の回答者数
が少ないことによる影響も考えられる。さらなる調査・
分析は今後の課題としたい。

6.

図.9 自尊感情と親子関係の相関分析(男女別)
男性、女性グループそれぞれの散布図は以下の
とおりである。

まとめ

本研究では、先行研究をもとに大学生の親子関
係と自尊感情の関係について調査・分析した。
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。
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(5 節参
照)。この結果は、[3]の小高の研究と多少合致して
いる。
今回は扱わなかったが、調査のフェイスシートで
収集している“一人暮らしをしている”“兄弟がいる”
といった、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。
参考文献

図.10 男性データの散布図(Q1 vs. Q2/3)

[1] 「自尊感情」『ナビゲート ビジネス基本用語集』
http://www.navigate-inc.co.jp/term/term-sa.html (20181
月 11 日閲覧)
[2] 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)
[3] 桜井茂男,ローゼンバーグ自尊感情尺度日本語版の検討,
Bulletin of Tukuba Developmental and Clinical
Psychology, Vol. 2, 2000, pp. 65-71 (2000)
[4] 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)
[5] 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)

図.11 女性データの散布図(Q1 vs. Q2/3)
男子のデータに一貫性がみられないことは、女性
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[6] 「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)
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付録
付録には、過去の発表タイトルの記録を希望するゼミのみ名簿を記載しています。

経済学部 .................................. 大塚秀治ゼミ・ゼミ生名簿
経済学部 .................................. 上村昌司ゼミ・ゼミ生名簿 (2017 年度からの分）
外国語学部 ............................... 匂坂智子ゼミ・ゼミ生名簿
外国語学部 ............................... 千葉庄寿ゼミ・ゼミ生名簿
経済学部 .................................. 吉田健一郎ゼミ・ゼミ生名簿

（五十音順）
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2016 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

経済学部 大塚ゼミ ゼミ生名簿

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
千葉ゼミ期数+15

＝ 同期の大塚ゼミの期数
＝ 同期の大塚ゼミの期数

第 1 期生：平成 9 年度卒
小堀 克臣
こぼりかつおみ
滝口 暎子
たきぐちひでこ
○渡辺 薫
わたなべかおり

卒業論文タイトル
柔軟かつ強力なネットワークセキュリティ
地域教育ネットワークの現状と展開
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
呉云
ごうん
白木美保
しらきみほ

地域教育ネットワークの現状
マルチメディア環境の現状とその課題
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
高橋希久朗
たかはし きくろう
○朴紀秉 ぱく きぴょん

情報教育におけるプッシュ配信技術利用の可能性
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－
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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経済学部 大塚ゼミ ゼミ生名簿

第 6 期生：平成 14 年度卒業
上杉裕幸
うえすぎひろゆき
上田美栄子
うえたみえこ
○大鷲正和
おおわしまさがず
郭強

かくきょう

藤田美絵

ふじたみえ

第 7 期生：平成 15 年度卒業
新井可乃子
あらいかなこ
金子哲也
かねこてつや
○呉東哲 ごとうてつ

校内 LAN へのブロードバンドルータの応用
Web キャッシュサーバの性能向上に関する一方策
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 ☆
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
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）

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
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

第 10 期生：平成 18 年度卒業
○七社耕造 しちしゃこうぞう

第 11 期：平成 19 年度卒業
遠藤啓介
えんどうけいすけ
○黄炎晟 こうえんせい

NTP を用いた学校チャイム管理システムの試作と運用 ☆

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 -

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 ★
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
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経済学部 大塚ゼミ ゼミ生名簿

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
本村 哲也
もとむら てつや

音声通知を行うネットワーク死活監視システムの開発
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
(3 年次発表)

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
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

潘 東一

わたべのぶゆき
(3 年次発表)

電力情報集約システム～GRIP～の製作
「Web おみくじ」の製作

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
ウェブによる TA 勤務のサポートアシスタントの試作

(3 年次発表)

千葉輝久
ちばてるひさ
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
3 年次発表

Java による Android アプリケーション 試作と評価

学内使用電力表示システム「麗澤電力」の開発と運用
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
3 年次発表

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
落し物表示管理システムの開発
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経済学部 大塚ゼミ ゼミ生名簿

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）

第 21 期生（平成 29 年度卒業見込み）
〇金子哲也
かねこてつや
2016 年度（3 年次）発表
大道聖斗
だいどうまさと
2016 年度（3 年次）発表

第 22 期生（平成 30 年度卒業見込み）
浦谷考太朗
うらたにこうたろう
北川司
きたがわつかさ
中村壮志
なかむらそうし

OSS を用いたクローズド SNS の構築と考察
ボードコンピュータを用いたプログラミング教育 ★奨励賞
Moodle システム用自動ログインツールの試作
休講情報システム開発へ向けての考察 ★特別賞
－他大学にみる情報提供方法の長所と短所－

いずれも 3 年次発表
学内 Wi-Fi サービスの接続状況調査
PC 用電源テスターの製作
情報教材を RPG として作ってみた

第 23 期生（平成 31 年度卒業見込み）
募集中
（2018 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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経済学部 上村昌司ゼミ
ゼミ生名簿
■第 9 期生（9 名）
氏名

フリガナ

石井 智己
イシイ トモキ
ＫＨＡＭＰＨＯＯＮ ＫＨＷＡＮＲＵＤＥＥ
君山 力斗
キミヤマ リキト
駒野 達輝
コマノ タツキ
清水 敬太
シミズ ケイタ
ＣＨＡＩＹＡＳＩＴ ＴＨＩＴＩＭＡ
福里 広樹
フクサト ヒロキ
横田 崚叶
ヨコタ リョウガ

所属
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
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経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
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外国語学部 匂坂ゼミ
ゼミ生名簿
■第 1 期生（4 名）
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富田 さやか

トミタ サヤカ 英語コミュニケーション専攻

仲川 顕

ナカガワ ケン 英語コミュニケーション専攻

臼井 拓未

ウスイ タクミ 日本語・国際コミュニケーション専攻

藤井 駿

フジイ シュン 日本語・国際コミュニケーション専攻
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外国語学部 千葉庄寿ゼミ ゼミ生名簿

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
氏名
ふりがな
●副ゼミ長
卒業論文タイトル

専攻

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―
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―
●

○

小島 宏紀
こじま ひろき
英語コミュニケーション専攻
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―
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
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
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
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―
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
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
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―
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
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
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

2017 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

115

外国語学部 千葉庄寿ゼミ ゼミ生名簿

■第 2 期生（14 名）
○ゼミ長
氏名
○

ふりがな
専攻
卒業論文タイトル
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
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―
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―
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―
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
山﨑 美鈴
やまざき みすず
少子化時代の家族関係

英語コミュニケーション専攻

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
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
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―
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―
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
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
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
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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外国語学部 千葉庄寿ゼミ ゼミ生名簿

■第 3 期生（10 名）
○ゼミ長
氏名

○

ふりがな
専攻
卒業論文タイトル
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―
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―
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～
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
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
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―
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
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―
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～
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
氏名

○

ふりがな
専攻
卒業論文タイトル
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
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
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
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
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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外国語学部 千葉庄寿ゼミ ゼミ生名簿

■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
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―
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
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
濱田 保奈美
はまだ ほなみ
英語・英米文化専攻
時系列分析に基づくカナダのマリファナ合法化の意義の検討
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
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（5 名）
○ゼミ長
氏名

○
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ふりがな
専攻
卒業論文タイトル
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
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—
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
大学生の親子関係と自尊感情
石鍋 澪
いしなべ みお
ドイツ語・ドイツ文化専攻
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
滝沢 茉里子
たきざわ まりこ
ドイツ語・ドイツ文化専攻
現代の読書の楽しみ方―読書サイトの活用方法を通して―
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
世界の Web デザイン動向について
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外国語学部 千葉庄寿ゼミ ゼミ生名簿

■第 7 期生（5 名）
学籍番号
氏名
ふりがな
専攻
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
★3 年次発表 『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善
八木 悠亮
やぎ ゆうすけ
国際交流・国際協力専攻
★3 年次発表 『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善
清水 航平
しみず こうへい
ドイツ語・ドイツ文化専攻
★3 年次発表 『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善
中川 龍吾
なかがわ りょうご
ドイツ語・ドイツ文化専攻
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
★3 年次発表 『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善

■第 8 期候補生（7 名）
学籍番号
氏名
小野
濱田
大津
越智
北田
中嶋
土屋

祐介
あきみ
尚仁
有彩
由貴
夏美
志絵莉

ふりがな
おの ゆうすけ
はまだ あきみ
おおつ なおひと
おち ありさ
きただ ゆき
なかじま なつみ
つちや しえり
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専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語・英米文化専攻
英語・英米文化専攻
英語・英米文化専攻
英語・英米文化専攻
国際交流・国際協力専攻
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外国語学部 千葉庄寿ゼミ ゼミ生名簿
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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）
氏名
フリガナ

所属

伊藤
木村
新口
松岡

経済学部
経済学部
経済学部
経済学部

穣
兼将
拳人
誠司

イトウ ジョウ
キムラ ケンショウ
シングチ ケント
マツオカ セイジ

経営学科
経営学科
経営学科
経営学科

■第 2 期生（3 名）
氏名
フリガナ

所属

岩橋 康太
河野 恭汰
山﨑 夏紀

経済学部 経営学科
経済学部 経営学科
経済学部 経営学科

イワハシ コウタ
コウノ キョウタ
ヤマザキ ナツキ

■第 3 期生（9 名）
氏名
フリガナ

所属

大島
神保
髙尾
武井
塚原
中嶋
野口
野尻
三塚

経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部

隼
葉月
美嬉
百合子
史子
広明
理沙
拡
恵

オオシマ ハヤト
ジンボ ハヅキ
タカオ ミキ
タケイ ユリコ
ツカハラ フミコ
ナカシマ ヒロアキ
ノグチ リサ
ノジリ ヒロ
ミツカ メグミ

■第 4 期生（7 名）
氏名
フリガナ

所属

石川 智博
大野 菜々子
田中 駿哉
辻 大輝
古谷 樹
横田 敦也
富永 千尋

経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部

イシカワ トモヒロ
オオノ ナナコ
タナカ シュンヤ
ツジ タイキ
フルヤ タツル
ヨコタ アツヤ
トミナガ チヒロ

経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科

経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経済学科（3 期生とともに卒業）
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■第 5 期生（9 名）
氏名
フリガナ

所属

秋元 幸雄
荒井 利明
岡部 諒
五井 佑莉
鈴木 里彩
武田 圭介
張 晏慈
鄧 唯
豊崎 茉南

経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部

122

アキモト ユキオ
アライ トシアキ
オカベ リョウ
ゴイ ユウリ
スズキ リサ
タケダ ケイスケ
ツアン イエンツー
トウ イ
トヨサキ マナミ

経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科

経営専攻
経営専攻
経営専攻
経営専攻
経営専攻
経営専攻
経営専攻
経営専攻
経営専攻
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