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● ご注意 
ホール内は飲食禁止です。 ロビーをご利用ください。 
建物・敷地内は禁煙です。プラザ棟玄関脇の喫煙コーナーのみ喫煙可能です。 
 
 
● 本資料について 
この資料は口頭発表の配布資料をまとめたものです。 
提出されたものをそのまま印刷しているので通しのページ番号はついていません。 
著作権はいずれも発表者が保有します。 
この資料に記載された内容についての転載は禁止します。 
 
 
● WiFi のサービスについて  
会場内には臨時の AP が用意されています。 
SSID Reitaku-Free-WiFi でアナウンスしていますので、ご利用頂くことが可能です。 
共有キーはありません  
在校生は anzu を使用できます。 
SSID 55penguin    WPA2/PSK パスフレーズ penguin55user （5GHz 帯） 
本サービスについて生じる障害等については一切の責任を負いませんので 
あらかじめご了承ください。 
 
本サービスは当日中会場付近での利用が可能です。 
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2018 年度  麗澤大学情報系卒論発表会 発表資料集 
 
資料集採録発表 左の数字が発表番号です   
 
※ハイライト（濃い色で印刷）されている部分の資料が採録されています。 
薄い色の発表については会場で別途配布されます。 

 
 
第 1 部・第 2 部 
 
[01]  HTML、JavaScript を利用した canvas 作品の制作  

  佐久間 佑尽 外国語学部 英語・リベラルアーツ専攻 基礎ゼミ（匂坂）1 年 

 

[02]  JavaScript を使った動きのある Web 作品制作について  

  貞森 ひなた 外国語学部国際交流・国際協力専攻 3 年 匂坂ゼミ 

 

[04]  WordPress のテーマ機能を活用したゼミサイトの構築 

  濱田 あきみ 外国語学部 英語コミュニケーション専攻 3 年 千葉ゼミ 

 

[05] 麗澤版フィンランド語基礎語彙集の構築 

  土屋 志絵莉 外国語学部 国際交流・国際協力専攻 3 年 千葉ゼミ 

 

[06]  Java を用いたドイツ語作文サポートシステムの開発について 

  小池 香 外国語学部 ドイツ語・ドイツ文化専攻３年 匂坂ゼミ 

 

[07]  オープンデータのマッシュアップと統計解析 ～熱中症の事例を用いて～ 

  小野 祐介 外国語学部 英語コミュニケーション専攻 3 年 千葉ゼミ 

 

[08]  大学における印刷業務を学生にアウトソーシングするスキームの構築 

  秋元 幸雄 経済学部 経営専攻 3 年 吉田ゼミ 

 

[09]  2040 年の高等教育に求められる ICT を活用した教育体制の考察 

  秦 健太 外国語学部 国際交流・国際協力専攻 3 年 匂坂ゼミ 

 

[10]  中国人観光客向け爆買い促進プラットフォームの提案 

  鄧 唯（トウ イ） 経済学部 経営専攻 3 年 吉田ゼミ 

 

[11]  日本の飲食業が台湾に進出することによる観光産業への影響～消費者調査をもとに～ 

  張 晏慈（チョウ イエンツー） 経済学部 経営専攻 3 年 吉田ゼミ 



第 3 部・第 4 部 

 

[13]  Java を用いた漢字学習アプリケーション「魚へんお造り名人」の開発 

  富田 さやか 外国語学部 英語コミュニケーション専攻 4 年 匂坂ゼミ 

 

[14]  Web-based 数学学習システム「数学 Math(マス)-Math(マス)でき Math(マス)ね」の開発 

  臼井 拓未 外国語学部 日本語・国際コミュニケーション専攻 4 年 匂坂ゼミ 

 

[15]  音声呼び出し機能付き順番待ちシステムの試作 

  中村 壮志 経済学部 経営学科 4 年 大塚ゼミ 

 

[16]  Java と MIDI 鍵盤を活用した聴奏クイズアプリケーション『めざせ聴奏マスター』の開発 

  仲川 顕 外国語学部 英語コミュニケーション専攻 4 年 匂坂ゼミ 

 

[17]  深層学習による音声変換 

  浅山 慶次 外国語学部 日本語・国際コミュニケーション専攻 4 年 千葉ゼミ 

 

[18]  モバイル接続料におけるベータの推定について 

  備前 克海 経済学部 経済学科 4 年 上村ゼミ 

 

[19]  投資信託のパフォーマンス分析 

  國上 大地 経済学部 経済学科 4 年 上村ゼミ 

 

[20]  学内 WiFi サービスエリアの信号強度調査 

  浦谷 孝太朗 経済学部 経営科 4 年 大塚ゼミ 

 

[21]  AI の発達による人々の働きかたの変化についての考察 

  藤井 駿 外国語学部 日本語・国際コミュニケーション専攻 4 年 匂坂ゼミ 

 

[22]  死生観がもたらすターミナルケアへの示唆 ～患者手記等に基づく分析～ 

  八木 悠亮 外国語学部 国際交流・国際協力専攻 4 年 千葉ゼミ 

 

[23]  完全自動運転車は普及するか  

  早川 幸之介 外国語学部 英語コミュニケーション専攻 4 年 千葉ゼミ



2018 年度  麗澤大学情報系卒論発表会 
主催 麗澤大学情報教育センター 

日時 2019 年 1 月 27 日（日） 9:00-17:00 （8:40 開場） 

場所 麗澤大学生涯教育プラザ 1F プラザホール 

参加費無料・参加申し込み不要 一般参加可（学生でなくても参加できます） 

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

■ 第 1 部 [9:10-10:30]  （3 年生以下の部 1 ゲーム開発・システム構築）※ 9:00 より開会挨拶 司会：吉田 健一郎 

[01]  HTML、JavaScript を利用した canvas 作品の制作  

  佐久間 佑尽 外国語学部 英語・リベラルアーツ専攻 基礎ゼミ（匂坂）1 年 

[02]  JavaScript を使った動きのある Web 作品制作について  

  貞森 ひなた 外国語学部国際交流・国際協力専攻 3 年 匂坂ゼミ 

[04]  WordPress のテーマ機能を活用したゼミサイトの構築 

  濱田 あきみ 外国語学部 英語コミュニケーション専攻 3 年 千葉ゼミ 

[05] 麗澤版フィンランド語基礎語彙集の構築 

  土屋 志絵莉 外国語学部 国際交流・国際協力専攻 3 年 千葉ゼミ 

[06]  Java を用いたドイツ語作文サポートシステムの開発について 

  小池 香 外国語学部 ドイツ語・ドイツ文化専攻３年 匂坂ゼミ 

■ 第 2 部 [10:45-12:00]  （3 年生以下の部 2 調査・理論・提言）   司会：上村 昌司 

[07]  オープンデータのマッシュアップと統計解析 ～熱中症の事例を用いて～ 

  小野 祐介 外国語学部 英語コミュニケーション専攻 3 年 千葉ゼミ 

[08]  大学における印刷業務を学生にアウトソーシングするスキームの構築 

  秋元 幸雄 経済学部 経営専攻 3 年 吉田ゼミ 

[09]  2040 年の高等教育に求められる ICT を活用した教育体制の考察 

  秦 健太 外国語学部 国際交流・国際協力専攻 3 年 匂坂ゼミ 

[10]  中国人観光客向け爆買い促進プラットフォームの提案 
  鄧 唯（トウ イ） 経済学部 経営専攻 3 年 吉田ゼミ 

[11]  日本の飲食業が台湾に進出することによる観光産業への影響～消費者調査をもとに～ 
  張 晏慈（チョウ イエンツー） 経済学部 経営専攻 3 年 吉田ゼミ 

■ 第 3 部 [13:15-14:30]  （4 年卒論発表の部 試作・開発）     司会:千葉 庄寿 

[13]  Java を用いた漢字学習アプリケーション「魚へんお造り名人」の開発 
  富田 さやか 外国語学部 英語コミュニケーション専攻 4 年 匂坂ゼミ 

[14]  Web-based 数学学習システム「数学 Math(マス)-Math(マス)でき Math(マス)ね」の開発 
  臼井 拓未 外国語学部 日本語・国際コミュニケーション専攻 4 年 匂坂ゼミ 

[15]  音声呼び出し機能付き順番待ちシステムの試作 
  中村 壮志 経済学部 経営学科 4 年 大塚ゼミ 

[16]  Java と MIDI 鍵盤を活用した聴奏クイズアプリケーション『めざせ聴奏マスター』の開発 
  仲川 顕 外国語学部 英語コミュニケーション専攻 4 年 匂坂ゼミ 

[17]  深層学習による音声変換 
  浅山 慶次 外国語学部 日本語・国際コミュニケーション専攻 4 年 千葉ゼミ 



■ 第 4 部 [15:00-16:40] （4 年卒論発表の部 調査・分析）     司会:匂坂 智子 

[18]  モバイル接続料におけるベータの推定について 
  備前 克海 経済学部 経済学科 4 年 上村ゼミ 

[19]  投資信託のパフォーマンス分析 
  國上 大地 経済学部 経済学科 4 年 上村ゼミ 

[20]  学内 WiFi サービスエリアの信号強度調査 
  浦谷 孝太朗 経済学部 経営科 4 年 大塚ゼミ 

[21]  AI の発達による人々の働きかたの変化についての考察 
  藤井 駿 外国語学部 日本語・国際コミュニケーション専攻 4 年 匂坂ゼミ 

[22]  死生観がもたらすターミナルケアへの示唆 ～患者手記等に基づく分析～ 
  八木 悠亮 外国語学部 国際交流・国際協力専攻 4 年 千葉ゼミ 

[23]  完全自動運転車は普及するか  
  早川 幸之介 外国語学部 英語コミュニケーション専攻 4 年 千葉ゼミ 

■ 総評・記念撮影 終了 17:00 予定 

  

 



JavaScriptを使った動きのあるWeb作品制作について 貞森 ひなた
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2018年度 麗澤大学
情報系卒論発表会

「JavaScriptを使った
動きのあるWeb作品制作について」

外国語学部 国際交流・国際協力専攻
匂坂ゼミ 3年 貞森ひなた

1

はじめに

› 情報処理演習Eの授業
› HTML5のCanvas機能を使ったグラフィック
スを学ぶ

› Canvasの上で線を引いたり図形を描いた
り写真を貼った

› 図形の回転、移動を行い、定期的に動か
し、パラパラアニメの動きを表現

› これらを応用したクリスマスカードを作成した

2

今回使用した主要技術
JavaScriptを使ってCanvas上で図形や画像の
描画と回転、X方向やY方向への移動を行う

Y方向

X方向

回転の角度

3

上下に動く

ギザギザに

動く

("bear.png",350,500,150,150,0,6
00,100,20);

4

左回転右回転

("yukidaruma.png",15,600,150,1
50,1,0,0,15);

("Ctree.png",950,750,230,230,-
1,0,0,20);

5

デモンストレーション

http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/a16227h/ChristmasCard.html 学外

http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/~a16227h/ChristmasCard.html 学内

6
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画像を連続的に移動や回転させる方法
setCanvasPicture関数

function setCanvasPicture 
(imgName,x,y,w,h,deg,dx,dy,dt)

imgName: 表示する画像の名前

x: canvas の位置の x 座標、

y: canvas の位置の y 座標、

w: canvas の幅

h: canvas の高さ

deg: 時間間隔 dt の間に Canvas が回転する角度

dx: 時間間隔 dt の間に Canvas が x 方向に移動する量

dy: 時間間隔 dt の間に Canvas が y 方向に移動する量

dt: Canvas 表示呼び出し時間間隔

7

setCanvasPicture関数コード
Canvasの設定部分

function setCanvasPicture (imgName,x,y,w,h,deg,dx,dy,dt)
{

var img = new Image();
var canvas = document.createElement("canvas");
canvas.style.visibility ="visible";
document.form.appendChild(canvas);
rx = Math.sqrt(w*w+h*h);
canvas.setAttribute('width',rx);
canvas.setAttribute('height',rx);
var context = canvas.getContext("2d");
context.translate(0.5*rx,0.5*rx);
img.src = imgName +"?" + new Date().getTime();
img.onload = function() {

context.drawImage(img,-w/2,-h/2,w,h);

}

Canvasを設定する

8

canvas.style.position="absolute";
canvas.style.top= y+"px";

canvas.style.left= x+"px";
px[idx] = x;
py[idx] = y;
ww[idx] = w;
hh[idx] = h;
cnvs[idx]=canvas;
cntx[idx]=context;
imgs[idx]=img;
degs[idx]=deg;
mvdx[idx]=dx;
mvdy[idx]=dy;
mvdt[idx]=dt;
inn[idx] =0;
setInterval("rrr("+idx+")",dt);
idx++;

}

setIntervalの中からrrr関数を

定期的に呼び出して、

Canvasに動きを与える。

setCanvasPicture関数コード続き
Canvasで使用するパラメータを配列に保存

設
定
パ
ラ
メ
ー
タ
を
配
列
に
保
存

9

function rrr(idx){
canvas = cnvs[idx];
context = cntx[idx]; nn = inn[idx];
x = px[idx];
y = py[idx];
w = ww[idx];
h = hh[idx];
dx = mvdx[idx];
dy = mvdy[idx];
deg = degs[idx];
context.clearRect(-150,-150,300,300);
context.rotate(deg * Math.PI / 180);
context.drawImage(imgs[idx],-w/2,-h/2,w,h);
canvas.style.top = y + fx001(nn,dy) +"px";
canvas.style.left =x + fx001(nn,dx) +"px";
inn[idx]++; }

function fx001(x,m){
uu = Math.abs(x%m-m/2);
return uu;

}

設定パラメータを
取り出す

画像を回転rotateし
表示drawimage
する。

Canvasをx方向, y方
向へ移動する。

10

まとめと今後の展望

› X軸、Y軸を中心の回転
› 縦横以外の移動
› 音の鳴らすタイミング

よりリアルな動きと
楽しい仕掛けを作りたい

11

ご清聴ありがとうございま
した!

来年も

頑張ります

http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/a16227h/ChristmasCard.html 学外

http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/~a16227h/ChristmasCard.html 学内 12
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外国語学部3年 千葉ゼミ 濱田 あきみ

概要
問題提起

準備段階

コンセプトメイキング

ソフトウェア

先行研究の利用

結果

サイトの構造

テーマ紹介

コンテンツ

考察

まとめ（今後の展望）

WordPressとは

Webサイトの作成・運営に長けた優れたCMS(Content 
Management System)

記事の投稿や更新の作業が簡単

テーマ機能によるレイアウトやデザインなどの統一

© WordPress Foundation

2. 問題提起

……活動内容について知る機会が十分でない

→途中のゼミ変更、モチベーション

◎ゼミの活動内容を具体的に知る機会の提供

・・・・ゼミ生自身が活動内容を発信

ブログの投稿作業が簡単、かつ、オリジナリティある
サイトの作成が可能であるWordPressに着目

大学の「専門ゼミ」選び(2年生後期)

3.1 コンセプトメイキング

麗澤大学1，2年生

麗澤大学3，4年生

（企業）

ターゲットユーザ

閲覧者が各ゼミ所属者当人が投稿する活動
ブログや写真を見て、ゼミの活動内容や学ん
でいることについて把握ができる

目的

3.2 ソフトウェア・バージョン
― CentOS 7.5 (サーバOS)
― nginx 1.12 (Webサーバ)
― PHP 7.2 (CGI) 
― MariaDB 5.5 (データベース)
―WordPress 5.0.3 (CMS)
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3.3 先行研究の利用

山室 志織(2014)

「WordPressを利用した

ゼミナール用ホームページの構築と運営」

…学内外のゼミナールホームページの現状調査等を
行い、求められるコンテンツの要件調査と機能分類
を行ったうえで、WordPressを使用し大学ゼミナール
用ホームページのプロトタイプの構築を行った。

4.1 サイトの構造

※発表者作成

4.2, 4.3 テーマ機能を利用したサイトの
デザインとコンテンツの紹介

ホーム

ゼミ一覧ページ

トップのコンテンツ
・ホーム(サイトについて)
・ゼミ一覧
・ゼミの概要

各ゼミのブログトップ
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お問い合わせフォーム

5. 考察・結論

テーマ機能を利用する良さ

プラグイン機能の利便性

→効率良く制作に取り組める

マルチサイトの実装断念

→問題の解決策がつかめておらず。

テーマ機能の良さ

テーマ(デザインや機能)を設定してお

けば、専門的な知識がない人でも記
事の内容の編集のみでブログが公開

できる

6. まとめ

WordPressでゼミナールブログ総括サイトの構築

↑大学のゼミナールの活動記録を発信する目的

・統一的なサイトのテーマの作成

今後の課題

マルチサイトの実装

サイトのデザインや機能の充実

コンテンツの充実

セキュリティ面の強化

参考文献
[1] 山室 志織「WordPressを利用したゼミナール用ホー
ムページの構築と運営」『2013年度麗澤大学情報系ゼミ卒
論発表会発表論文集』麗澤大学, 2014年

[2] エビスコム『WordPress レッスンブック HTML5&CSS3
準拠』ソシム株式会社, 2015年

[3] エビスコム『WordPress デザインブック HTML5&CSS3
準拠』ソシム株式会社, 2015年

[4] たにぐち まこと『WordPressをちゃんと使うための
教科書』マイナビ, 2013年

ご清聴ありがとうございました
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麗澤版フィンランド語
基礎語彙集の構築

麗澤大学 外国語学部外国学科
国際交流・国際協力専攻3年
土屋 志絵莉
a16235s@reitaku.jp

2018年度 麗澤大学情報系卒論発表会

1

目次

１．はじめに
２．フィンランド語について
３．Quizletについて
４．語彙集構築の経過
５．語彙集の評価について
６．まとめと今後の課題

2

１．はじめに

人口：約550万人（2017年1月末時点）

面積：33.8万平方キロメートル

https://ja.wikipedia.org/wiki/日本とフィンランドの関係

3 ２．フィンランド語について

ウラル語族
フィン・ウゴル語派の中
のバルト・フィン諸語

https://mainichi.jp/articles/20180120/dbg
/048/040/006000c
毎日新聞 より

4

他の言語とは大きく異なる!

→語彙が重要!

http://www.allnationz.com/archives/1003389421.html
海外の万国反応記＠海外の反応 より

5 ３．Quizletについて
・語彙学習オンラインサイト
・電子単語カード

6
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7 ４．語彙構築の経過

①担当者は、カテゴリーに関する
自分の知りたい語彙（日本語・フィンランド語）を入力

②意味と重要度を担当教師の判断で加える。
③単語リストを教師がQuizlet上に登録・公開し、
授業まで受講者は各自学習をおこなう

8

５．語彙集の評価について

☆フィンランド語において語彙学習は重要である

But 本格的な語彙学習用教材はない!

→今回作成した語彙集の精度を上げる
→重要度の再評価をおこなおう

9
Korp…収録されている言語データベースを
キーワードを指定して検索することができる
Suomi24… 電子掲示板サイト

検索結果:例文

←検索結果:ヒット数

←単語を入力

10

頻度情報と重要度を照らし合わせる

・頻度情報が合うものと合わないものがあった
・同音異義語の区別がつけられなかった

11 ６．まとめ

・頻度情報と重要度はおおむねマッチした。
・一部の単語については修正が必要である

今後は…

重要度をどのように更新すべきか

12
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①Korpをベースにヒット数によって
重要度を考える

②複数のフィンランド語教授
にアンケートをする

③フィンランド語ネイティブ
にアンケートをする

これらの総合評価で
重要度を決定する

13

ご清聴ありがとうございました

https://fi.wikipedia.org/wiki/Nuuskamuikkunen

http://kortedalabiblioteksblogg.blogspot.com/2010/05/mumin-65-ar.html

14
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Javaを用いたドイツ語作文
サポートシステムの開発に
ついて
麗澤大学 外国語学部外国語学科

ドイツ語・ドイツ文化専攻 匂坂ゼミ 小池 香

1

目次

1. 問題点

2. ドイツ語作文サポートシステムについて

3. ドイツ語文法のフローチャート化

4. 今後の課題

5. まとめ

6. 出典

2

問題点

3

問題点(解説)

4

名詞(女の子)

名詞(女の子)

形容詞を並べて
いくと完成

名詞の性別と格が
わからないと形容詞の
後ろがどうなるか
わからない！

？？？

問題点(解説)
Mädchenの性別が

わからないと語尾が
決められない

Band,Haarの性別がわからない
と

変化させられない

Freunden,Kinoの性別が
わからないと語尾と変化が

決められない

形容詞語尾変化
(中性1格)

動詞による格支配に
伴った関係代名詞の

格変化

意味に対応した冠詞
の変更と前置詞に

よる格支配

意味に対応した冠詞
の変更と前置詞に

よる格支配

5

ドイツ語作文サポート
システムについて

6

確立している文法ルールを
フローチャートにすれば

サポートシステムが
作れるはず！

自分もあったら
使いたい

＆

学習意欲の向上
にも貢献できる

可能性
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ドイツ語文法
フローチャート(前半)
情報入力～名詞の格決定ま
で

例文「ein Band」を作る流れ

①Band、1格(入力)
unbest,Sg.(選択)

↓
②「Band + “ “ + das + “ “ + 

Bänder(Bänden)」のデータを作成
↓

③条件分岐でGesch = 2
↓

④条件分岐でKa = 0

①

②

③

④

7

ドイツ語文法
フローチャート(後半)
冠詞の種類決定～処理終了まで

例文「ein Band」を作る流れ

⑤条件分岐でunbestへ
↓

⑥unbestArt[0][2]
↓

⑦条件分岐で単数形へ
↓

⑧Satz = ein + “ “ + Band + “ “
↓

出力「ein Band」

⑤

⑥

⑦

⑧

8

今後の課題

形容詞の語尾変化や前置詞による格支配への対応
(比較級・最上級の不規則変化、形容詞による
前置詞や格の支配等)
動詞による格支配や文章構造の変化への対応
(動詞の定形第二位等)
 辞書データの実装(調査済だが現時点未実装)

例外が出た際はその都度確認と
対応をしながらフローチャートを

精密にしていく予定

9

まとめ

ドイツ語初学者がドイツ語作文をする際に
手助けとなるアプリケーションの開発(目標)

ドイツ語の名詞の冠詞類の活用についての
フローチャートを作成

↓

名詞の冠詞類の活用のフローチャートを作成

10

出典
かわいいフリー素材集 いらすとや https://www.irasutoya.com/ (2019年
1月21日閲覧)

アクセス独和辞典第3版, 在間 進, 三修社, 2016年

DUDEN Übungsbücher 5 Übungen zur deutschen Sprache I Grammatische 
Übungen, Stefanie und Gerhard Kaufmann, Bibliographisches Institut AG, 
1975年

WaDoKu EPWING http://wadoku.osdn.jp/ (2019年1月14日閲覧)

EPWING https://ja.wikipedia.org/wiki/EPWING (2019年1月21日閲覧)

EB series support page http://ebstudio.info/ (2019年1月14日閲覧)

EBMac http://ebstudio.info/manual/EBMac/ (2019年1月21日閲覧)

EBDump http://ebstudio.info/home/EBDump.html (2019年1月14日閲覧)

11

ご清聴ありがとうございました
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オープンデータの
マッシュアップと統計解析

～熱中症の事例を用いて～

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

千葉ゼミ３年

小野 祐介

概要

1. はじめに

2. 熱中症と仮説

3. データの内容

4. 単相関分析

5. 重回帰分析

6. まとめ

はじめに

出典：千葉日報「緊急出動過去最多に 猛暑、熱中症要因」
URL:https://this.kiji.is/455553787260093537?c=220450040231249399
emerging media Response「熱中症、今シーズンの救急搬送は過去最多の7万
1266人」URL:https://response.jp/article/2018/08/07/312870.html

オープンデータ

• 国、地方公共団体及び事業者が保有する官民
データのうち、国民誰もがインターネット等を
通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）で
きるデータ

引用：総務省「地方公共団体のオープンデータの推進」
URL:http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/opendata/

二次利用◎ 機械判読◎ 無償利用◎

マッシュアップ

出典：「いまさら聞けないマッシュアップ超入門」
URL:http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0803/13/news133.html

体温上昇

血液量

増加

熱放散

外的要因
（湿度・温度など）
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体温上昇

血液量

増加

熱放散

高温多湿
（寒暖差も…？）

仮説

1.平均湿度が高ければ高いほど，搬送人員
が多い

2. 平均最高気温が高ければ高いほど，搬
送人員が多い

3.１日の平均寒暖差が大きければ大きいほ
ど，搬送人員が多い

使用データ

＊2016年～2018年の各5～9月データ

気象庁
• 降水量
• 平均湿度
• 最高気温

• 最低気温

総務省消防庁
• 合計患者
• 年齢区分

使用データ

＊2016年～2018年の各5～9月データ

気象庁
• 降水量
• 平均湿度
• 最高気温
• 寒暖差
• 最低気温

総務省消防庁
• 合計患者
• 年齢区分

降水量

平均湿度

平均最高
気温

寒暖差

搬送患者数 研究データ
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単相関分析

平均湿度

平均最高
気温

寒暖差

熱中症患者数

熱中症患者数

熱中症患者数

仮説①

平均湿度が高ければ高いほど

搬送人員は多い

単相関分析（仮説①）
平均湿度

搬送人員

単相関分析（仮説①平均湿度）

2016年 r=-.021 n.s. (n=153)

2017年 r=.207* (n=153)

2018年 r=.070 n.s. (n=153)

2017年のみ有意な相関

仮説②

平均最高気温が高ければ高いほど

搬送人員は多い
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単相関分析（仮説②） 平均最高気温

搬送人員

単相関分析（仮説②平均最高気温）

2016年 r=.676** n=153

2017年 r=.440** n=153

2018年 r=.681** n=153

全ての年度で有意な相関

仮説③

寒暖差が高ければ高いほど

搬送人員は多い
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単相関分析（仮説③） 寒暖差

搬送人員

単相関分析（仮説③寒暖差）

2016年 r=.103 n.s. (n=153)

2017年 r=-.121 n.s.(n=153)

2018年 r=.079 n.s. (n=153)

どの年度も有意な相関なし

重回帰分析

平均湿度

平均最高
気温

寒暖差

熱中症患者数

重回帰分析

平均最高気温が最も搬送人員の増加に影響している。
(図15)

分析結果

単相関分析で検証した結果・・・

• 仮説①(湿度)は2017年のみ相関が確認された。

• 仮説②(最高気温)は相関が確認された。

• 仮説③(寒暖差)は相関が確認されなかった。

重回帰分析で検証した結果・・・

平均最高気温が最も比重を占めていた。

考察

• 熱中症の原因として「高温多湿」が挙げられて
いたが，温度の影響が大きく，湿度の及ぼす影
響は限定的だった。

• 寒暖差は相関が得られなかった。
• 最高気温と最低気温の差を見ただけなので，別の観
点（短時間での急激な温度上昇など）があるかもし
れない。
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今後の課題

• オープンデータの多面的な収集

• マッシュアップを行い、更に分析を進めていく

• 分析の応用（熱中症の発生予測を行うシステム
等）

参考文献
[1] 日本救急医学会(2011)『熱中症～日本を襲う熱波
の恐怖～』 へるす出版

[2] 総務省消防庁「熱中症情報 救急搬送状況」
URL:http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.
html(2018年12月30日閲覧)

[3] 気象庁「過去の気象データ・ダウンロード」

URL:https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.
php(2018年12月30日閲覧)

[4] 室淳子・石村貞夫(1999)『SPSSでやさしく学ぶ
統計解析』 東京図書

[5] 室淳子・石村貞夫(1999)『SPSSでやさしく学ぶ
多変量解析』 東京図書

ご清聴ありがとうございました
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大学における印刷業務を
学生にアウトソーシングする
スキームの構築
経済学部3年
秋元幸雄

1

目次
0 はじめに

１ 持続可能な大学とは

２ 問題提起

３ 新しいアウトソーシングの必要性

４ 持続可能な大学になるために

2

０ はじめに

麗澤大学ではTAの設置により、教授の負
担を軽減する試みがなされてきた。しか
しTAの設置までの手間などによって、設
置できない場合があると聞いた。そこで
教授がより業務を委託できるスキームの
構築を考えた

3

１００年先も
持続可能な大学

4

１持続可能な大学とは

教授は研究と教育に専念できる
学生は学びの機会を得ることができる

仕組みが作られている大学

5

２ 問題提起

印刷業務を教授自身で
行う光景をよく見たことがある

それは教授の
負担になっているのではないだろうか

6
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２−２ ヒアリング調査

対象：麗澤大学に所属する外国語学部経済学部の
教授

調査人数：3人

本考察では印刷業務を「教授自身が講義をする授
業で使用する資料の印刷と資料の整理のこと」を
いう

7

２−３ ヒアリング調査の回答①
• 1回の印刷業務は１０分ほどだが、ホッチキスを止めたりした場合は３０分ほどかかるこ

ともある
• TAを設けている授業では印刷業務を委託しているが、設けることのできない授業では自

身で行っている。
• ３人とも一週間に６回ほどの印刷を行っている
• 先に印刷している教員でプリンターが埋まっている場合は印刷ができず待つ必要がある
• 他大学では大学職員が印刷を代行、控室に設置してくれるシステムがあり大変便利であ

る。しかし麗澤大学には無いので不便である
• TAを設けることが従来より難しくなり印刷業務を含めた補助を求めることができなく

なっている
• 委託により生まれた時間は教材の作成や研究活動に費やしたいと考えている
• 教材の作成に半日をかけている
• TAを募集してから設置するまでに時間がかかる

8

２−４ ヒアリング調査の結果

３人とも印刷業務に毎週１時間以上かかっている

従来のTAを設置する仕組みは麗澤大学の費用削減
の方針により、厳しくなったため、教授は活用し
にくくなり、教授の負担を軽減させることができ
なくなっているという現状

9

④業務の補助作業

大学教員 大学生大学

①TA設置を申請

②TA設置を承認

⑤給料の支払い

③口座の登録

受注者運営者

TAの申請から給料支払いまでの仕組み

大学の予算削減の影響により
以前より活用しにくくなっている

発注者

10

３ 新しいアウトソーシングの必要性

従来の「学生に委託するだけの仕組み」ではなく
教授・学生・大学を巻き込んだ新たなアウトソー
シングの構築が必要なのではないだろうか

11

④印刷業務作業

大学教員

①仕事の登録

発注者 受注者運営者

学生に委託できるWEBサイト

②仕事への応募③学生の決定

大学

⑤信用スコアの決定 ⑦ポイントの支払い

大学生

⑥ポイントの支払い

⑧大学での
ポイント利用

⑨ポイント支給

運
営

WEB
サイト

12
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教授の

負担軽減

コア作業への集中

より質の高い授業

が可能に

多くのポイントを

獲得

学生へ

アウトソーシング

作業時間の確保

13

３−１ 成績とは違う新たな信用スコア

委託した作業の評価を各教授が星で評価

信頼のおける学生が分かるため
委託するリスクの軽減

14

大学生

WEB
サイト

ポイントの利用

食堂での食事

DMM英会話

資格受験料

学生のポイント利用方法

15

３−２ ヒアリング調査②

採点業務も、かなり負担になっている
（リアクションペーパーや小テスト）

学期の始めはTAが雇えず困っている

書類の手続きに手間がかかる
16

３−３ 新しいスキームを導入したとき
の効果

サイトから募集することが可能
学生を探す立場から選ぶ立場へ
書類の手間がかからなくなる

17

持続可能な

エコシステム

大学

教授学生

18
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４ 持続可能な大学になるために

教授は研究と教育に専念できる
学生は学びの機会を得ることができる

仕組みが作られているが必要

19

麗澤大学を
１００年先も

持続可能な大学に

20
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中国人観光客向け爆買い促進
プラットフォームの提案

経済学部 経営専攻 ３年
鄧唯 1164531000

1

はじめに
• 中国人観光客が爆買いをするようになって久しいが、依然とし
て、ドラッグストアなどの現場において言語的・専門知識的課
題が存在し、店舗オペレーションの障害となっている。

• 本研究ではそれを解決するためのWebプラットフォーム/アプ
リと、それをマネタイズするビジネス的な手法を提案していく。

• 具体的には各種製薬メーカー、ドラッグストア、中国人観光客
の3者をつなぐプラットフォームであり、3者に対してメリット
を与える点に特徴がある。

2

発表の流れ
1. 中国人の訪日理由と爆買い現象を分析する。
2. 中国人観光客に対するドラッグストアが抱える課題とは何か。
3. 爆買い促進プラットフォームの提案
4. カスタマージャーニーマップを用いた改善効果を示す。

3

中国人の主たる訪日理由は「純粋に日本の自
然や歴史・文化に触れたい」のほか、日本の
商品を購入するショッピングの２点である。

4出典:国土交通省観光庁【訪日外国人消費動向調査】平成27年（2015年）より

爆買いされている
のはドラッグスト
アで購入できるも
のが多い。

5

※なお、爆買いという表現は2015年2月の春

節休暇に中国人観光客が日本を訪れ高額商

品から日用品まで様々な商品を大量に買い

込む様子を「爆買い」と表現して、多くの日本
メディアが取り上げた。

出典：株式会社ホットリンクと普千（上海）が、

2015年に中国人旅行者を対象に行った調査

日本を訪れる中国人観光客数自体は増え
ている。

出典：日本政府観光局（JNTO） 6
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3つの要因によって「爆買い」が支えら
れている。
• 価格要因

• 「為替レートが元高・円安になっていること」
• 「中国の税制に起因する内外価格差」

• 個人の消費嗜好
• 「日本の高品質・高性能の商品を買いたいという強い意欲があること」

• ビジネス:転売
• 「代理購入して、利ざやを稼ぐ」

※このほか、中国人に対するビザ発給要件等の緩和も寄与している

7 8

9

何も問題がないかというと
そうではない。

10

ドラックストアでは、薬剤師の人の言語能力
の問題により、スムーズな対応をすることが
難しいという課題を抱えている。

11

フェーズ

行動

来店前 来店時 比較・検討 行動

特にドラッグに

関してまとめら

れたサイトは

なく、ドラッグ

に関して言え

ば、何もリサー
チをしていない。

中国語で書か

れた店舗だけ

に行くわけで

はなく、ドラッ

グストアを見か
けたら入る。

日本語の説明

しかないため、

わからないこと

は薬剤師に確

認する。薬剤

師とのコミュニ

ケーションが難

しい場合は中

国人のアルバ

イトが仲介す
る。

ドラッグなので、

自らに合った

ものを、薬剤

師の説明に

よって見つけ

ることができれ
ば購入する。

出典：ドラッグストアにおける中国人旅行者を対象としたカスタマージャーニー（筆者作成）

カスタマージャーニーとは代表的な顧客像の行動を時系列で示したものである。

言語的な問題であればテクノロジーで解
決ができる。
• おすすめ商品の紹介アプリ

• 各種類ごとに分ける

• 各商品内容について、説明あるいは解釈をつける

• 類似している商品の比較

• そのまま、中国元の換算表示

12



中国人観光客向け爆買い促進プラットフォームの提案 鄧 唯

2018年度麗澤大学情報系卒論発表会 発表番号 10

アプリの画面イメージと機能

开价

化妆品

专柜

化妆品

医药品保健品

日常用品

电器制品

母婴用品

奢侈品

かぜ薬

パブロン

ゴールドＡ

パイロン

ＰＬ顆粒

パブロンＳ

ゴールドＷ

新ルルー

Ａ錠ｓ

パブロンゴールドＡ

１５８０円

＝９７元

商品情報

・・・

飲み方

・・・

売ってるところ

口コミ

・・・

・・・

似ている商品と比較

マツモト

キヨシ

ウェル

シア

１５８０円

＝９７元

２２８０円

＝１４０元

同じ成分：

・・・ ・・・

違う成分：

・・・ ・・・

（のど） （鼻水）

13

三方よしのビジネスモデル

第一三共

花王

資生堂 アプリ

中国人
観光客

エンジ
ニア

開
発

プロモーショ
ン

14

アプリ導入後のドラッグストアにおける中国
人旅行者を対象としたカスタマージャーニー

フェーズ

行動

来店前 来店時 比較・検討 行動

メーカーからの

オフィシャルの

情報を中国語

で読めるため、

事前にどれを

購入するか

（自分用・お土

産用問わず）
を決められる。

購入する商品

がほぼ決まっ

ているため、ど

の店舗でも
入っていける。

基本的にこの

プロセスは発
生しない。

スムーズに購
入できる。

ここで発生し

ていた時間

的なロスやス

トレスがゼロ
となる。

15

まとめ
• 買いたいものが多くある
しかし、現場で、説明が上手くされていない

• 簡単な説明が多い、だから、アプリが向いている
• 実際、このアプリは、中国人の目線で必要な機能を入れた
• メーカーから、直接プロモーションができる
• 最初は中国人向け、結果が良ければ、日本版もつくる

16

ご清聴ありがとうございました。

17
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日本の飲食業が台湾に進出することに
よる観光産業への影響

麗澤大学経済学部経営専攻３年

張 晏慈

1

はじめに
日本の飲食業の多くが台湾に進出しており、日本食が台湾において身
近なものとして食されるようになってきている。

例えば、ラーメンチェーン店である「一蘭」、定食チェーン店である「やよ
い軒」、回転寿司チェーン店である「くら寿司」であり、一部の店舗では
行列になるほどの人気を博している。

しかし、身近になった反面、日本食を目的として日本に旅行することに
対して何らかの影響があると考えられる。

本報告では台湾人に対して行なった消費者調査をもとに、かかる問題
意識について考察を行っていく。

なお、日本政府観光局（JNTO）が中心となってインバウンドのデータを
蓄積しているが、日系の飲食チェーン店との関係について分析した研
究はなかったため、着手するにいたった。

2

安倍首相の政策で2012年末から円安になっており、その結果、日本へ
の観光客も増えてきている

3

出典：日本政府観光局（JNTO）

外国人観光客が訪日前に期待していたことの一位
は「日本食を食べること」。7割の人が日本食を食
べたいと思っており、次いでショッピングが多くなっ
ている

4

出典：訪日外国人の消費動向（観光庁）

海外にレストランを出店する数も2016年に約2.45
万店舗から2017年に約11.8万店舗に上昇した。

5

出典：農林水産省「外国日本食レストランの数」

近年台湾に進出していた日本食チェー
ン店

6

ETX…..
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出店側・受け入れ国の狙い
日本の飲食市場が飽和傾向
になることで海外に店を出して
みて、様子を見ながら増やす

日本食は台湾では人気がある
ことと日本食は受けいれやす
い

近年円安の原因で日本に来た
観光客は増えていた

日本のイメージ

清潔さを重視、ルールを守る

日本の店も清潔、安心、安全とい
うイメージがある

中華の味と和食の味があまり差
別ない

7

私の問題意識：
訪日旅行への影響の可能性

8

日本料理が食べた

いときにすぐ食べら
れる

わざわざ時間をかけ

て、飛行機に乗って

まで食べに行く必要
があるか？

店の支店はどこに

も同じ味を提供す

るだから、どこに

いっても味があまり
変わらない

消費者調査によ
る検証
調査期間：2018年12月15日〜21日

対象：台湾に在住している男女

方法：GOOGLEFORMを用いて、報告者のTWITTERで拡散

人数：55人

9

日本食のチェーン店は日本旅行のメディ
アとしての意味がある。

全体の約90%が
ポジティブな

回答

10

5

6

14

9

1

0

1

旅行をするときに、重要なモノ２つ

お寺などの文化観光 山、海などの自然観光 食事

ショッピング 旅館、ホテル 温泉

おもてなし

20−30歳の女性
（合計18人）

食事は18人の
中に14人が
思った、全体
の77％がある

11

2 13

1

2

1

1 5

1

4

1

0%

25%

50%

75%

100%

10-20歲 21-30歲 31-40歲 41-50歲 50歲以上

自国にもある「くら寿司」や「一蘭」に行きますか？

行かない

行く

旅行時に「行く」を答えた人が19人いる。年代別に見ると30歳未満
にその傾向が顕著であった。

「国によって味が変わるかどうかを確認したい」の理由が一番多
かった。 12
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33

2

15

5

0% 25% 50% 75% 100%

自国で食べてみて、日本で本場の味を食べる

ために旅行したくなった

自国で食べられるので、旅行する魅力は減っ

た

食事をメインとしていないため、関係がない

日本に旅行したとします。自国にもある「くら寿司」や

「一蘭」に行きますか？

はい いいえ

13

自然などよりも食事に関心の強
い人の特徴を分析するために興
味関心の軸を追加した。
S11では20代の女性のみのデータを示したが、全体に広げ、その設問
において、次のようにグルーピングした。

山・海などの自然に関心がある人（28人）

自然に関心がなく、食事やショッピングを中心に回答をした人（21人）

残りの6人については以後の分析対象外とする。

14

15

0% 20% 40% 60% 80% 100%

お寿司やラーメンを、日本に

旅行して食べてみたい

お寿司やラーメンを、日本に

旅行して食べてみたいとは思

わない

自然への関心 食事・ショッピングへの関心

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日本に旅行して「くら寿司」

や「一蘭」に行く

日本に旅行して「くら寿司」

や「一蘭」に行かない

自然への関心 食事・ショッピングへの関心

まとめ
日系の日本食の飲食チェーン店の進出は訪日旅行にポジティブな影
響を与える。

日本旅行時に「くら寿司や一蘭に行く」を答えた20代の女性が19人。

◦ 記述回答を見ると、「国によって味が変わるかどうかを確認したい」の理由
が一番多かった。

そして、そういう人は食事に関心がある人が多い。

17

ご清聴ありがとうございます！

18
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Javaを用いた漢字学習
アプリケーション

「魚へんお造り名人」の開発
麗澤大学 外国語学部

英語コミュニケーション専攻 匂坂ゼミ 4年

富田さやか Tomita Sayaka
a15084s@reitaku.jp

目次

1. はじめに

2. 昨年度開発した漢字学習システムについて

3. 本研究の目的

4. 「魚へんお造り名人」

5. 「魚へんお造り名人」の実装

6. 今後の展望

7. まとめ

はじめに（日本語学習者数）

2015年度海外日本語教育機関調査結果
2017年3月 独立行政法人 国際交流基金

コンピュータにおける日本語学習の問題点

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

研究の目的

キーボード操作のない日本語学習システム

選択ボタン式 クイズ ドラッグ＆ドロップ式 クイズ

昨年度開発した漢字学習システムについて

• テキストを入力

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 by drag&drop
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「魚へんお造り名人」

• テキストを入力

「魚へんお造り名人」の実装
Answer

配列

[0] =2

//Choises配列と

参照してイワシ
になる

Question

配列

[0]="鰯の読みを
答えなさい"

Choises配列

[0][0]=A :まぐろ

[0][1]=B : さば

[0][2]=C : いわし

[0][3]=D : かつお

まとめと今後の展望
マウス操作だけで漢字を学習するシステムをJavaを

用いて開発した。

昨年度の課題であった問題を増やすことに成功した。

 サーバーやクラウドに接続
 対戦モードの追加

参考文献
• [1] 国際交流基金(ジャパンファンデーション) 「2015年度 海外日本語

教育機関調査」
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/dl/survey_2015
/all.pdf （2018/11/20日閲覧）

• [2]「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_student_e/2016/index.htm
l（2017年12月25日閲覧）

• [3] 古籏一浩(2012) 『JavaScript逆引きハンドブック』, ルナテック

• [4] Jack Halpern (1990) 『NEW JAPANESE-ENGLISH CHARACTER 
DICTIONARY新漢字辞典』 ,研究社

• [5] Wolfgang Hadamitzky (1980) 『Langenscheidts Lehrbuch und Lexikon
der japanischen Schrift漢字とかな』, Langenscheidt KG(Berlin)

ご清聴有難うございました
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音声呼び出し機能付き順番
待ちシステムの試作

経済学部経営学科
1154421047

大塚ゼミ 22期生
中村 壮志

1

目次

■ 動機
■ システムについて
■ Mifareカードの規格
について

■ システムの動作
■ システムの詳細

■ デモンストレー
ション

■ 課題
■ まとめ

2

動機
■ ヘルプデスク（かえで1階）が混雑している時が
ある。
– 特に学期末

■ 市役所等の窓口で使われているような順番待ち
システムを使えば混雑を解消できるか?

3

システムについて

Web上で動くアプリケーションとして開発

使用言語→HTML+Perl

音声→「結月ゆかりEX」

4

使用するICカードリーダー

■ 「Tiptiper 13.56Mhz M301近接スマートセンサー
RFID IDアクセスコントロールカードリーダー」

■ 値段⇒1588円（1月17日現在）
■ 中国製
■ 出力方式⇒8H10D

■ Mifare規格のカードを
読み込み可能

5

読み取っている番号

■ 学生証に保存されているUIDを読み取って
いる。

■ 『UID』⇒Mifare規格のICカードに保存さ
れている固有番号

■ 規格によってByte⾧が異なる
（本学の学生証は4Byteと思われる）

6
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Mifareカードの規格について

■ MIFARE Ultralight®

■ MIFARE Classic®(EV1) 1K / 4K
– これの1Kが本校学生証の規格と思われる

■ MIFARE Plus® S 4K

■ MIFARE DESFire® EV1 8K

7

http://www.orangetags.co.jp/icca
rdictag_mifare.html

システムの概要

学生証で順番を
登録

順番の呼び出し
等の操作

ディスプレイに
次の人を表示

8

システムの仕組み

管理画面
順番登録

順番表示

サーバー上から随
時処理を呼び出す。

9

操作方法（学生側）

■ カードリーダーに学生証をスキャンして
順番を登録

■ 再度スキャンすると現在登録されている
順番を表示

■ 順番表示画面を見て、自分の番号が表示
されたら、窓口へ向かう。

10

操作方法（事務）

■ 事務用ページから順番を詰める
■ 同ページから2番目以降の学生を登録
解除出来る

■ 登録解除画面は2人並んでいなければ
リンクしない

-（同じ管理ページへ移動するようになってい
る）

11

登録/表示の動画

12
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使用するdatファイル

■『narabibox.dat』
– 読み取った番号をここに随時出力する

■『sub.dat』
– 最後に呼ばれた人の待ち番号をここに保存

■『waitNo.dat』
– 待ち番号をここに格納

13

Narabibox.dat

14

sub.dat と waitNo.dat

15

subB.dat waitNo.dat

システムの動作
（順番登録）

■ 学生証を読み取り、Getメソッドで次の
フォームに読み取った番号を受け渡す。

■ narabibox.datを読み込み、受け取った番
号が登録されているかを確認する

■ 登録されていなければnarabibox.datに取
得した番号とwaitNo.datにある待ち番号を
つなげて書き込む

16

システムの動作
（順番表示画面）

■ narabibox.datを読み込み、登録されてい
るから待ち番号を切り出して表示

■ subB.datを読み込み、次に呼ばれる人の
番号を比較
– 異なる場合「順番が更新されました」
という音声を再生し、subB.datに次に
呼ばれる人のUIDを書き込み

■ もし誰も並んでいない場合は「現在並ん
でいる人はいません」と表示

17

システムの動作
（順番を詰める）

■ narabibox.datを読み込み、配列に代入す
る

■ 上記の配列の[1]にあるデータと空白を削
除

■ 以上の動作終了後、narabibox.datをクリ
アしてから再書き込みを行う

18
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システムの動作
（順番の削除）

■ narabibox.datを読み込み、配列に代入す
る

■ 配列に保存されている待ち番号を切り出
して表示

■ 入力フォームに削除したい待ち番号を入
力

■ 入力した番号があれば、それを削除して
待ち番号を詰め合わせて再書き込みを行
う

19

デモンストレーション

20

課題点

■ 音声の追加

■ 管理画面から読み取った学生が分かる
ようにする

■ プログラムの清書

21

課題-音声について

■ 並ぶ人が居なくなった時の音声

■ 即座に呼ばれる場合の音声

■ すでに登録されている際に、待ち番号を
読み上げる音声

22

まとめ

■ 今回、HTMLとPerlを用いたCGIで順
番待ちシステムを作成した。

■ まだ試作段階ではあるが基本的な動
作は確認できた。

23

ご清聴ありがとうございました

24
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参考文献

■ MIFARE®カード｜ICカード・ICタグ｜NFC会員
カード、ICカード・ICタグ、スマートフォン、
NFC開発・総合支援のオレンジタグス

http://www.orangetags.co.jp/iccardictag_mifare.html

■ 『Tiptiper 13.56Mhz M301近接スマートセンサー
RFID IDアクセスコントロールカードリーダー』
Amazonページ

https://www.amazon.co.jp/Tiptiper-13-56Mhz-
M301%E8%BF%91%E6%8E%A5%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%8
2%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BCRFID-
ID%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%
88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83
%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC/dp/B075HV1V5V

25

使用した画像

■ いらすとや
https://www.irasutoya.com/

■ 筆者の撮影

26
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深層学習による音声
変換

日本語・国際コミュニケーション専攻4年
千葉ゼミ
浅山 慶次

目次
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3. 深層学習とは？
4. 音声データの用意
5. 特徴量の切り出し
6. 学習を実行する
7. 音声を変換する
8. 考察
9. まとめ
10. 今後の課題
11. 参考文献

はじめに

•昨今、VirtualReality(以下VR)が大きな賑わいを見せて
いる。

• VRとは：「見かけや形は原型そのものではないが、本質
的あるいは効果としては現実であり現物である」
(舘,2012)

•バーチャルYoutuberと呼ばれる人たちまで表れ、そ
の数は日に日に増している。

•仮想空間上で変えるのは姿ばかりで、声を変える事
は少ない。

•もし男性が仮想空間上で女性と活動するなら、声も
変えなければ違和感を禁じ得ない。

•音声を変えるにも、既存の音声変換ツールを用いて
も声が上ずったり、鼻声に聞こえる事がある。

•個々人に対応した音声変換は出来ないか？

しかし…

個々人に対応した音声の変換の為
に
•個人の特徴を分析し、変換先の声に対応させる。

•この対応関係を数値化するのは非常に難しい
(Oota(2018))

•この数値化を深層学習によって解決するのが最近の
手法

深層学習とは？

•人の神経回路を模したネットワーク(ニューラルネッ
トワーク)を構築し、学習させるモノ。

•端的に言うと、コンピュータの中に人の脳みそを
作って学習させる方法である。
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音声データの用意

•学習用に音声データを収録。
• サンプリングを22050Hzにした。

•これらの音声を30文用意した。

自分の音声 変換先の音声

音声データの波形の比較(一部)

自分の音声 変換先の音声

特徴量切り出し

•音声を
• 「基本周波数」：声の高さ
• 「スペクトル包絡」：声の音色
• 「非周期性指標」：声帯振動の揺らぎや雑音混入による
影響
の3つの特徴量に切り出す。

学習を実行する

•先の段階で得た特徴量を元に、学習を実行する。
•学習によって得られた数値は、次の変換時に用いら
れる。

• この数値はイタレーション数5000毎に出力される。
• 変換に必要な数値が出力されるまで、10時間もの経過を
要した。

音声を変換する

•学習で得られたデータを元に、音声変換を試みた。
• この際用いた音声は、特徴量切り出しの際とは別に新た
な音声データを用意した物である。

変換前の音声 変換後の音声

変換前の音声と変換後の音声

変換前の音声 変換後の音声
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波形図の比較

（上が変換前、下が変換後）

変換の結果

変換には成功したものの…

•ノイズが混じる
•促音が伸びた音になる
•音声全体が不明瞭

と改善の余地があるものとなった。

考察

•変換した音声は、仮想空間上での使用に適うるもの
ではなかった。

•今回の研究で用いたマイクでは、収録された音声が
クリアではなく、ノイズも混入していた。特徴量を
切り出した音声データの波形図を見ると、変換先の
音声と比較して波形が乱れている事が分かる。

•収録した音声のビットレートに大きな差があり、こ
れが学習に影響を与えた可能性がある。引き続き、
調査を進めたい。

まとめ

•今回の研究では、仮想空間用に変換された音声の違
和感の払拭という目的の上で、その前段階となる音
声変換実験を実施した。

•変換の結果得られた音声は、仮想空間上での使用に
適うるものでは無かった。

•変換した音声が仮想空間上で違和感なく用いられる
には、変換結果の音声の曖昧に聞こえる部分を無く
し、音質的にもクリアな音声に変換できるような手
立てを講じなければならない。

今後の課題

•よりよい音声収録の為の環境構築
•変換先の音声を、合成音声ではない自然な声に
•学習データの増量・蓄積
•学習にかかる時間の短縮・効率化の為の機材整備
•先行研究において行われていた「高音質化」

参考文献と引用

• 清水亮(2017)『はじめての深層(ディープ)学習(ラーニング)プログラミン
グ』技術評論社

• Hiho「DeepLearningでも声質変換したい！」 Hiho’s blog
URL:https://blog.hiroshiba.jp/voice-conversion-deep-leanring-and-other-
delusions/ (2019年1月16日 最終閲覧)

• Hiho「ディープラーニングの力で結月ゆかりになってみた」Hiho’s blog, 
URL:https://blog.hiroshiba.jp/became-yuduki-yukari-with-deep-learning-power/ 
(2019年1月16日 最終閲覧)

• Yoshikazu Oota 「『ディープラーニングの力で結月ゆかりの声になる』た
めの基礎知識とコマンド操作」
Qiita,URL:https://qiita.com/atticatticattic/items/f1e4c671d73d815bbad2  (2019
年1月18日 最終閲覧)

• 舘暲「バーチャルリアリティとは」日本バーチャルリアリティ学会, URL: 
https://vrsj.org/about/virtualreality/ (2019年1月13日 最終閲覧)

• 山地美吏(2018)「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」, 2017年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集, pp. 49-58

• いらすとや | URL:https://www.irasutoya.com/2016/12/blog-post_870.html
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投資信託の
パフォーマンス分析

経済学部 経済学科 上村ゼミ4年
1154410438 國上大地

貯蓄から投資へ

日本の
個人金融資産
１８００兆円

現預金の占める率
51.1%

米国 13.7%
英国 24.4%

投資信託とは
小口の
資金を
投資

投資信託

１つの大きな
資金にまとめて
効率的な運用・
管理を行う。

株式市場な
どで売買 A社

B社

C社

投資信託における運用方法
インデックス運用

TOPIXや日経平均株価といった
市場ポートフォリオに連動することを
目指す運用 ＝低リスク低リターン

アクティブ運用
市場ポートフォリオを上回ることを
目指す運用 ＝高リスク高リターン

アクティブ運用の投資信託における
パフォーマンス分析

分析方法

データ:アクティブ型の投資信託７８銘柄

基準価格:2013年12月～2018年11月の60データ
※2013年12月からのデータがないものは一番古い基準価格からのデータ

→各投資信託に毎月１万円ずつ積み立て投資
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パフォーマンスの計算方法

投資信託
の売却額

手数料
＋
税金

積立総額

リターン
１

投資年数
積立総額 投資金額

投資金額

シャープ比
リターン
リスク

リターンとは

リターン
１

投資年数
積立総額 投資金額

投資金額

投資を行うことで得られる収益
リスクは考慮していない

シャープ比とは
投資リスク（価格変動）の大きさに比べて
どれだけリターンが得られるかの運用効率

シャープ比
リターン
リスク

結果
アクティブ型投資78銘柄のシャープ比

0.218以上 18/78銘柄(23％)

0未満 40/78銘柄(51％)

日経平均株価（インデックス運用）
リターン0.034 シャープ比0.218

まとめ

アクティブ型投資信託への投資は良い
パフォーマンスが出せるとは限らない

銘柄によっては利率50％のものもある

参考文献

【1】Yahoo!ファイナンス企業情報
 https://profile.yahoo.co.jp/

【2】山崎俊輔(2018)『読んだら必ず「もっと早く教えて
くれよ」と叫ぶお金の増やし方』[第一版] 日経BP社

【3】根岸康夫(2006)『現代ポートフォリオ理論講義』社
団法人 金融財政事情研究会
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学内Wi-Fiサービス
エリアの
信号強度調査

浦谷 孝太朗

麗澤大学

経済学部 経営学科 大塚ゼミ 4年

目次

1. 研究目的

2. 学内Wi-Fiとは

3. 測定条件

4. 測定に用いたサイト
やアプリ

5. 昨年の研究結果

6. 測定結果

7. 考察

8. 課題

9. まとめ

10. 参考文献

2

研究目的
学内Wi-Fiを利用していて

繋がらないことが何度かあった

どういう場所が繋がりやすいのか、

繋がりにくいのか気になった

昨年、生涯学習プラザ棟を計測したので、

それを活かしたかった

3

学内Wi-Fiとは
麗澤大学内にて無料で提供されている

anzu
学生番号とパスワードを入力→利用可能

インターネットにアクセス可能

利用申請不要

最も利用されている

4

測定条件①
「かえで」4～6階、「あすなろ」3～5階の各教室

2018年（平成30年）12月～

2019年（平成31年）1月の平日

Xperia XZ（メモリ：64GB、OS：Android8.0）

iPhone 7（メモリ：64GB、OS：iOS12.1.2）

5

測定条件②
スピードテストサイトに接続し、速度を5回測定後、

平均値を求める

「かえで」5階でWi-Fiミレルにて強度の測定、

ヒートマップの作成

6
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学内スピードテストサイト

「SpeedTest1.4」

麗澤大学情報教育センター

矢野様が開発

5回計測後の平均と

計測日時を表示

7

Wi-Fiミレル
I-O DATA社製の

スマートフォンアプリ

0（最小）～100（最大）

の数字と共に（赤→黄→
緑）の色で強度を示す

ヒートマップの作成

8

昨年の研究
前述のサイト、アプリを使用

生涯学習プラザ棟1～5階を計測

9

昨年の研究結果
アクセスポイントが無いフロア（3階）は

速度、強度共に弱い

周りが壁に囲まれている地点は繋がりにくい

10

昨年の研究まとめ
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（3階以外）でも繋が
らない地点があった

各フロアにアクセスポイントを

設置すればよいというわけではない

11

測定結果

速度 詳細

1Mbps以下 ほぼ何もできない

1～5Mbps 動画がスムーズに視聴できない

5～10Mbps 使い方によっては満足できない

10～30Mbps ある程度快適に使える

30Mbps以上 とても快適に使える

数値の目安

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

12



学内Wi-Fiサービスエリアの信号強度調査

発表番号 202018年度麗澤大学情報系卒論発表会

浦谷 孝太朗

[Mbps]

13

極端に低い地点があるが、通信ができないという
わけではなく、全体を見ると快適に通信ができる。

[Mbps]

14

1504教室では1桁Mbpsを記録したが、他の地点で
は充分に通信できているので、問題はないといえる。

[Mbps]

15

測定地点は少ないながらも、1桁Mbpsを記録
した地点は1か所だけだった。

[Mbps]

16

1桁Mbpsだった地点が48地点中2つしかなかった。
どこでも快適に通信ができる。

[Mbps]

17

2408教室では全地点で1桁Mbpsを記録した。

[Mbps]

18

2506教室の左側後方席で測定した70.5Mbps
は測定を行った全フロアで最も高い数値だった。
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「かえで」5階 強度
「かえで」棟5階9か所で測定

下絵は「ドットピクトかんたん

ドット絵アプリ」で作成

校舎西側（図上）

エレベーター前は強度が

弱い

19

考察
昨年、測定不可能な地点もあった

2018年に2.4GHz→5.0GHzに変更

測定不可能地点無し

20

課題
取り組みが遅かった

予想よりも測定に時間がかかった

当初想定していたデータよりも少ないデータ量

しか測定できなかった

21

まとめ
本研究ではかえで棟4～6階とあすなろ棟3～5階

における学内Wi-Fiの速度、かえで棟5階の強度が

明らかになった。

差はあるが、どのフロア、どの教室でも安定して

通信できることがわかった。

22

ご清聴ありがとう
ございました

23

参考文献
「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/

（2019年1月18日参照）

浦谷 孝太朗「学内Wi-Fiサービスの接続状況調査」（2017）

www.cs.reitaku-u.ac.jp/msemi/gp/2018/201801-r.pdf

（2019年1月18日参照）

24
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完全自動運転車は普及するか
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４年
早川幸之介 a15096k@reitaku.jp

目次

 調査背景

 先行研究
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調査背景

 完全自動運転車は、2025年までに普及させると内閣から
発表（平成30年8月）

 e-Palette Concept,ガチャシャトルバス（仮称）の登場

 自動運転車の開発が活発

e-Palette Concept

引用:トヨタ自動車

ガチャシャトルバス（仮称）

引用:良品計画

先行研究

 九州大学・都市工学研究室と株式会社デンソーの研究

消費者が完全自動運転に期待するメリットや不安要素など
やその他世帯・個人属性が自動運転機能の購入意思と購入
意思額に与える影響を研究
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しかし…

実施したアンケートは回答者の情報
が細かく設定されておらず，また回
答者の自動車に関する知識には言及
されていない。

そこで

フェイスシートに以下の質問を追加した。

 職業

 自動車関連の仕事に勤めているか

 免許証の有無と所持歴

 マイカーの有無と自動車の使用頻度

仮説

自動車に関する知識がある人，自動車を⾧く使用している
人ほど，完全自動運転車を受け入れやすい

完全自動運転車の何が危険なのかインプットしている人ほ
ど，完全自動運転車を受け入れない

研究方法

 Google formでアンケート調査を実施

実施期間（12/29~1/15）

アンケートは自ら出題したもの

 アンケートから関連性のあるパラメータ*を抽出
*excelで作ったいくつかの設問の答えを数値化したもの。

 分析には，SPSSを使用

運転頻度

運転頻度は以下のように数値に置換した

（パラメータの抽出対象外）

 毎日 ４

 1週間に１回以上５回未満 ３

 一月に１回以上７回未満 ２

 運転していない 1

 わからない・未回答 ０

知識度平均

自動車に関する知識を調査した問題の回答を数値化・抽出

 自動車が登場するゲームのプレイ

 自動車雑誌の購読

 自動車系動画の閲覧

 車名ではなく型式を言う癖がある

目的

完全自動運転車に関するインプット量を確認する
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関心度傾向

以下の問題の回答を数値化・抽出

 あなたは「自動車の完全自動化」について大まかに言っ
てどの程度関心がありますか?

 完全運転化の技術に関心がありますか?
 完全自動運転車の法律に関心がありますか?
 完全自動運転車を開発する企業（全体的に）に関心があ
りますか?

理由
関心度傾向が高ければ，完全自動運転車に興味を示す。

危険度傾向

以下の問題の回答を数値化・抽出した

 完全自動運転車の危険な点を挙げて尺度的に回答しても
らった問題（計９問）

 あなたの考えでは完全自動運転は危険だと思いますか?

目的

完全自動運転車の危険な点を，回答者はインプットしてい
るかどうかの確認

受け入れ具合

以下の問題の回答を数値化・抽出した

 あなたは完全自動運転車の発売に賛成ですか?

 「完全自動運転車」は普及すると思いますか?

受け入れ具合が高いほど

「完全自動運転車っていいね」と考えている

アンケートの実施結果

 回答してもらった人数は男性26人，女性19人の合計45人，
その中で，自動車関連の会社に勤めていた人は3人で
あった。

相関分析1

 抽出した全パラメータを利用して相関分析を行った

運転度4段 階 受け入れ 具合 関心度傾 向 危険度傾 向

運転度4段 階 Pearson の相関係 数

有意確率 (両側)

度数

受け入れ 具合 Pearson の相関係 数

有意確率 (両側)

度数

関心度傾 向 Pearson の相関係 数

有意確率 (両側)

度数

危険度傾 向 Pearson の相関係 数

有意確率 (両側)

度数

1 .025 .170 -.004

.875 .283 .977

42 42 42 42

.025 1 .373* -.287

.875 .012 .056

42 45 45 45

.170 .373* 1 .077

.283 .012 .614

42 45 45 45

-.004 -.287 .077 1

.977 .056 .614

42 45 45 45

*.
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考察

 現地点では分かりやすい危険度と受け入れ具合の負の相
関がみられた。しかし，回答者の多くは，完全自動運転
車に関する知識が不足しているからか，受け入れ具合と
関心がばらばらであった。

まとめ

 調査の結果，具体的な完全自動運転車に関する具体的な
知識が無いが，危なくなければいいという感覚を持って
いる回答者が多かった。ただし，自動運転を容認する傾
向ではあるので，今後の開発動向によって自動運転の内
容がより具体化してゆけば，関心は増して自動運転は積
極的に受け入れる方向になるであろう。

 なお，アンケートの問題が専門的過ぎてしまい，回答者
を困惑させてしまったので，わかりやすい研究を心掛け
たい。
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ご清聴ありがとうございました
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表 1：全パラメータを利用して，相関分析を行った。

 
表２：表的傾向と受け入れ具合の散布図 

  

6420

8

6

4

2

0



完全自動運転車は普及するか  早川 幸之介 

 

2018 年度麗澤大学情報系卒論発表会 早川 幸之介 付録 2 

 
表３：受け入れ具合と運転度（4 段階）の散布図 

 
表４：危険度傾向と受け入れ具合の散布図
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表５：受け入れ具合と危険度傾向の散布図 
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