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発表概要
[1] 木村兼将（経済学部吉田ゼミ 3 年）
論題：流山市におけるオープンデータの活用
－地域活性化のための“おでかけアプリ”への応用－
概要：本研究は、流山市のオープンデータを活用し、家族、恋人、友達同士での“おでかけ”を促進
する “おでかけアプリ”を考案し、「オープンデータを活用し、いかにして地域活性化へとつなげるか」
について明らかにするものである。流山市は「子育てするなら流山」をキャッチコピーに掲げており、
子育て世代を多く誘致したいと考えている自治体である。また、数々のオープンデータを Web サイト
に掲載しており、昨年度からオープンデータアプリコンテストも開催している。今回の報告では、本学
に隣接する自治体であり、オープンデータ先進自治体でもある流山市を対象とし、地域活性化のた
めの“おでかけアプリ”を提案する。

[2] 石川マリサ（外国語学部千葉ゼミ 4 年）
論題：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～
概要：言語景観の調査において、街並みを写真に収めて保存し分析をすることは非常に重要である。
撮影された街並みや看板の写真が大量になると、その画像データの保存や活用には工夫が必要と
なる。本発表では、スマートフォンで撮影された GPS 情報つきの画像データを言語景観の研究に活
用することを提案する。撮影した画像データを Ajax 技術を用いて地図と連動させて表示するオンラ
インアプリケーションの構築を通じ、閲覧や分析のしやすい言語景観の研究環境を整備するための
技術的な問題を考察する。

[3] 石塚幸子（外国語学部千葉ゼミ 4 年）
論題：外国人に人気の歓楽街の言語景観について
概要：言語景観とは公共空間に見られる文字言語、特にその多言語状況を指して用いられる概念で
ある。本研究では、外国人に人気の都内の歓楽街として銀座（みゆき通り）、六本木（外苑東通り）、
新宿（ゴールデン街）を選び、ストリート 100 メートルの言語景観を調査し多言語状況の比較分析を
おこなった。分析の観点として以下の 3 点を設定した：(1)外国人に対する情報量 (2)看板の種類
（3）看板の提示対象。分析の結果、これらの歓楽街の外国語の看板の比率がほぼ同じであること、
純外国語の看板の内容、手書き看板の量と内容において新宿が特徴的な言語景観をもつことが明
らかになった。
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[4] 武田侑奈（外国語学部千葉ゼミ 4 年）
論題：企業広告の宣伝キーワードにみる教育情報システムの動向について
概要：スマートフォンや iPad などの携帯タブレット端末利用者の増加やソーシャルメディアの拡大
など、教育現場をとりまく環境は近年大きく変化しており、さらにこれらは ICT を利用した授業運営や
教育の方法にも影響を与えている。教育工学会の全国大会プログラムでは毎年、巻末に企業広告
が掲載され、教育情報システムの動向を垣間みることができる。本研究では教育工学会全国大会プ
ログラムに掲載される企業広告内の宣伝キーワードに着目し、どのような語句がどれくらい出現する
かを調査することで、現在の教育情報システムの動向や教育方法、教育の流行と多様性を検討す
る。

[5] 松原綾音(経済学部大塚ゼミ 4 年)
論題：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
概要：本研究は、WEB と CGI を用いて「落し物管理システム アルカモ」を開発し、柏市立中原小学
校にて運用することを目的としたものである。従来、中原小学校では落し物管理を特に行っておらず、
廊下内の専用箱に入れるのみであった。この方法を、保護者が簡単に落し物を閲覧できるように変
更したシステムを開発した。これは、担当者が専用箱内の落し物情報を専用の WEB ページにデー
タを入力すると、WEB サーバ上のデータベースに情報をが登録される。そのデータベースを利用し、
WEB ページにて保護者への公開を行う。また、管理者は WEB インターフェースにて、今までの入
力情報の一覧を詳細表示し、同ページにて落し物の受取・棚卸情報の変更を行い、公開情報を変
更することができるものである。

[6] 大坪ありさ（外国語学部千葉ゼミ 4 年）
論題：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―
概要：近年、映像を解析し個人を特定する技術や深度センサーをもちいて 3 次元の動作を解析する
手法など、映像の解析技術の発達にはめざましいものがある。Kinect とは、Microsoft 社から 2010
年に発売された新しいデバイスで、プレイヤーの動きを三次元で読み取りデータ化するモーションキ
ャプチャという技術を使用しており、ゲームその他で応用されている。本研究では、Kinect センサー
による 2 名同時の動作の解析映像をもちいてダンスの動きの改善への応用を試み、その効果を検証
する。
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[7] 染谷麻理奈（外国語学部千葉ゼミ 4 年）
論題：日本語の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～
概要：オノマトペとは擬音語（擬声語）・擬態語を指す。数ある言語の中でも日本語はオノマトペが多
く存在する言語だと言われている。本論文では、日本語を母語とする大学生 10 名を対象に、反応速
度を計測するソフトウェア DMDX を用いてオノマトペの認知速度と正答率について心理言語学的実
験をおこない、男女での認知の差、オノマトペの種類やコーパスの出現頻度による認知処理を分析
した。実験を行った結果、男女での反応速度・正答率に差は生じなかった。また、コーパスから得ら
れたオノマトペの出現頻度と反応速度の順位にも相関分析で有意な相関がみられた。このことは、
普段よく目や耳にする馴染み深いオノマトペは反応速度も早いことを示唆する。さらに、擬態語よりも
擬音語のほうが反応速度が早く、日本語母語話者は耳で聞こえた音を語彙化した擬音語に、より素
早く反応することがわかった。

[8] 斎藤茜子（外国語学部千葉ゼミ 4 年）
論題：恐怖の感じ方 ―ホラー映画における恐怖表現の日米比較研究―
概要：ホラー映画とは映画のジャンルの一つであり、見る者が恐怖感を味わって楽しむことを想定し
制作された映画である。 ホラー（Horror）という単語には①恐怖②嫌悪、不愉快③ぞっとする気持
ち、といった意味があり、ただ単に幽霊が出てきて脅かしてくるというものだけがホラー映画というわけ
ではない。そのホラー映画において日本のホラーはジャパニーズホラーと呼ばれ、一つのカテゴリー
を形成している。本研究では、ジャパニーズホラーはアメリカのホラーとどう違うのか。また恐怖の対
象にどんな差があるのか研究する。

[9] ○松岡誠司, 木村兼将, 伊藤穣, 新口拳人（経済学部吉田ゼミ 3 年）,
今津佳奈（経済学部鈴木ゼミ 3 年）
論題：LINE クリエイターズスタンプの製作 － xxx 系大学生をターゲットとして －
概要：現在、LINE ユーザーは世界で 4 億人、日本国内では全体の 1/8 を占める 5200 万人ものユ
ーザーが存在する。他にも同じようなアプリは多々存在するが、LINE はクリエイターズスタンプという
新たなマーケットを生成し、自社のプラットフォームを強化することに成功している。この新たに生み
出されたマーケットに着目し、マーケティングの視点から、大学生をターゲットとするスタンプを考案し
たので、そのプロジェクト内容について報告する。
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流山市におけるオープンデータの活用

木村 兼将

流山市におけるオープンデータの活用
─地域活性化のための“おでかけアプリ”への応用─
木村 兼将
麗澤大学
経済学部 経営学科 吉田ゼミ
Kimura Kenshou
a12562k@gmail.com
概要：本研究は、流山市のオープンデータを活用し、家族、恋人、友達同士での“おでかけ”を促進する“おで
かけアプリ”を考案し、「オープンデータを活用し、いかにして地域活性化へとつなげるか」について明らかに
するものである。流山市は「子育てするなら流山」をキャッチコピーに掲げており、子育て世代を多く誘致したい
と考えている自治体である。また、数々のオープンデータを Web サイトに掲載しており、昨年度からオープン
データアプリコンテストも開催している。今回の報告では、本学に隣接する自治体であり、オープンデータ先進
自治体でもある流山市を対象とし、地域活性化のための“おでかけアプリ”を提案する。
キーワード：地域活性化, オープンデータ

1.

はじめに

本研究は、流山市のオープンデータを活用し、家
族、恋人、友達同士での“おでかけ”を促進する“お
でかけアプリ”を考案し、「オープンデータを活用し、
いかにして地域活性化へとつなげるか」について明
らかにするものである。流山市は「子育てするなら流
山」をキャッチコピーに掲げており、子育て世代を多
く誘致したいと考えている自治体である。また、数々
のオープンデータを Web サイトに掲載しており、昨
年度からオープンデータアプリコンテストも開催して
いる。今回の報告では、本学に隣接する自治体であ
り、オープンデータ先進自治体でもある流山市を対
象とし、地域活性化のための“おでかけアプリ”を提
案する。

2.

オープンデータとは

オープンデータとは、全国的にも注目されているも
ので、福井県では県を挙げて取り組み、全国で約
86 の都市がオープンデータに取り組んでいる。オ
ープンデータは情報が、単にインターネット等で公
開されることではなく、「利活用する上での制限が無
く」かつ、「利活用しやすい形式で」公開されることを
指す。オープンデータの目的は大きく分けて 3 つあ
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る。
2.1

透明性・信頼性の向上

公共データが二次利用可能な形で提供されること
により、国民が自ら又は民間のサービスを通じて、政
府の政策等に関して十分な分析、判断を行うことが
可能となる。それにより、行政の透明性が高まり、行
政への国民からの信頼を高めることができる。
2.2

国民参加・官民協働の推進

広範な主体による公共データの活用が進展し、官
民の情報共有が図られることにより、官民の協働に
よる公共サービスの提供、さらには行政が提供した
情報による民間サービスの創出が促進される。これ
により、創意工夫を活かした多様な公共サービスが
迅速かつ効率的に提供され、厳しい財政状況、諸活
動におけるニーズや価値観の多様化、情報通信技
術の高度化等我が国を取り巻く諸状況にも適切に対
応することができる。
2.3

経済の活性化・行政の効率化

公共データを二次利用可能な形で提供することに
より、市場における編集、加工、分析等の各段階を
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誰と？
1.家族 2.友人 3.恋人
出発地：
お出かけの種類：
移動手段
1.車 2.電車 3.徒歩

どんなお出かけを誰としたいの
か決める。

木村 兼将

プラン１
・お出かけ先
・予算
・混み具合
・クーポンの有無
プラン２
・お出かけ先
・予算
・混み具合
・クーポンの有無
プラン３
・お出かけ先
・予算
・混み具合
・クーポンの有無
:

移動時間、混み具合、
予算を表示。
・出発地
・近場のお勧めス
ポット紹介
・加えてオープン
データに載ってる
名所を紹介
・目的地
出発！

お出かけプランの候補 を一 覧
表示す る。混み 具合に 関して は、
主要なお出かけ先に無料Wi-Fi
を設置し、その接続状況で予 測
する。

「出発！」ボタンを押すと、マッ
プを起動し、お出かけ をナビ。

図 1 画面イメージ
通じて、様々な新ビジネスの創出や企業活動の効
率化等が促され、我が国全体の経済活性化が図ら
れる。また、国や地方自治体においても、政策決定
等において公共データを用いて分析等を行うことで、
業務の効率化、高度化が図られる。

3.

流山市の取り組み

「母になるなら流山」と称し、首都圏からのアクセス
の良さを売りに、都市開発が進んでいる。流山おお
たかの森 S・C がありながらも自然を大切にしている。
市議会と共同でオープンデータを推進しており、オ
ープンデータから新たに便利なサービス等が生ま
れることや、行政の透明化が進むことで、住民と行政
が共通の目線に立って課題を解決する社会が実現
することを目指している。そこで現在流山市は、「子
育てするなら流山」、「母になるなら流山」をキャッチ
コピーとして掲げており、子育て世代を多く誘致した
いと考えている自治体である。
また、数々のオープンデータを web サイト上に掲
載しており、昨年度からオープンデータアプリコンテ
ストも開催しており、筆者も本コンテストにエントリー
した。 結果は残念ながら、落選であったが、エントリ
ーしたアプリ案についての紹介を次節で行う。

4.

アプリ案の紹介

アプリ名は、“お出かけお助けアプリ”と称し、ター

6

ゲットを流山市内に住む、家族、友人、恋人同士に
絞り、流山市内でのちょっとしたお出かけをお助け
するのが狙いであり、市内でのお出かけ（人・金の流
れ）を活性化するものだ。考案したアプリの概要は、
利用者の位置情報を GPS 機能を使い取得し、お出
かけの目的・種類などを選んでもらい、お出かけの
プランを自動的に生成し、目的地までのルート・移動
時間を照会し道中でのオープンデータ（名所やフィ
ルムコミッション等）に載っている名所、レストランな
どを表示する。例えば、4 月に車を使った家族での
お出かけであれば、桜の名所を目的地として、そこ
までのルート情報、近隣の駐車場や、カフェ・レスト
ランなどの情報を用いたお出かけプランを提示し、
提示するプランには、お出かけ先、予算、混み具合、
飲食店などを含みクーポンの有無も表示する。

5.

まとめ

茨城から大学進学を機に流山市に引っ越しをし、
地域活性化のためのアプリを考案した。今後もこの
ようなコンテストもあると思うが、まずオープンデータ
自体の知名度の向上が必要と感じた。
参考文献
[1] 総務省 Web サイト：
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyo
u/opendata/opendata01.html
[2] 流山市 Web サイト：http://www.city.nagareyama.chiba.jp/
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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～
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外国語学部 外国語学科 英語・英米文化専攻 千葉ゼミ
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概要：言語景観の調査において、街並みを写真に収めて保存し分析をすることは非常に重要である。撮影さ
れた街並みや看板の写真が大量になると、その画像データの保存や活用には工夫が必要となる。本発表では、
スマートフォンで撮影された GPS 情報つきの画像データを言語景観の研究に活用することを提案する。撮影
した画像データを Ajax 技術を用いて地図と連動させて表示するオンラインアプリケーションの構築を通じ、閲
覧や分析のしやすい言語景観の研究環境を整備するための技術的な問題を考察する。
キーワード：言語景観, GPS, Google Maps, Ajax, Multi-level Photo Map

1.

はじめに

言語景観とは、街角など公的な場で見られる文字
言語の情報である。呼び込みなど音声言語による聴
覚的な情報は含まれず、また自然に受動的に視野
に入るという意味で、街頭で配布されるチラシやビラ
のたぐいも含まれない(中井・ロング編 2011 などを参
照)。
言語景観の研究方法として、考察対象となる街角
のストリートをデジタルデータとして撮影しデータを
記録することがよく行われている(高田 2011)。デジタ
ルカメラやスマートフォンの機能が向上し、GPS 情
報を利用して撮影された画像に位置情報等を記録
することが容易にできるようになっている。本研究で
は GPS 情報を含む画像を言語景観の研究データと
して活用することを提案し、実際に効率よくデータを
閲覧・分析するための環境の構築を試みる。

2.

研究の目的

本論文の目的は ICT 技術を用いて言語景観の調
査に活用出来るような環境ツールを整えることである。
以下、より詳しく論じる。
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2.1

研究のねらい

言語景観の分析をするにあたって、最も重要とな
るものが調査データだ。調査地をデジタルデータと
して撮影し記録することで記録と分析の効率は大き
く上がる。しかし大量の画像データの整理と蓄積、そ
して分析はとても手間がかかる作業である。
例えば、携帯端末の GPS 機能を使い、撮影デー
タに位置情報を含めることにより、画像データから緯
度・経度情報を取得することができる。本研究では、
このようにして取得した位置情報と言語景観の画像
データを用い、画像をオンラインの地図と連動させ
て効率よく蓄積・閲覧ができるシステムの構築を試
みる。特に、アプリケーションとしてサムネイル画像
をギャラリー化する機能を組み込むことで、言語景
観の調査者にとって特に大切であると思われる、閲
覧や分析のしやすい環境とは何か、という技術的な
問題を検討する。

2.2

先行研究

當山ら（2007）は「文字研究の際に、文字の地理
的分布を調査研究するための必須事項として、撮影
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した画像はいつ・どこで撮影されたものであるのかと
いうメタ情報である。」と言及している。彼らは異なる
看板に書かれた同じ文字が漢字表記で書かれてい
るのか、またはカタカナ表記されているのかといった
調査をする際に、デジタルカメラと GPS 機を用いて
看板を 撮影し た 。 撮影後、 撮影画像は Super
Mapple Digital Ver7 for Sony という位置情報付き
地図を用いて地図とともに表示させている。
また、筆者自身が 2013 年度麗澤大学情報系ゼミ
合同卒論発表会にて「関東圏の観光地の言語景観
に関する比較研究」(石塚・石川 2014)を発表した際
には、GPS 情報を用いた調査データの保存と活用
を試みた。具体的には、Exif Reader というツール
1
を用いて GPS 情報を含む画像の情報抽出し、地
図表示用のサムネイルなどの情報とともに CSV デ
ータを作成した。そのデータを GPS Visualizer を
使って撮影データを地図上にプロットし、プロットし
た地点にマウスを当てるとそこで撮影された画像の
サムネイル画像が表示され、さらにそのサムネイル
画像をクリックすると元の撮影された画像のサイズの
写真が表示されるというデータ保存を試みた (図 1
に作成した地図のプロット例を示す)。

石川 マリサ

情報を読み込んでいる。しかし、現在はスマートフォ
ンの位置情報を GPS で取得する機能を用いて撮影
データに GPS 情報をジオタグとして埋め込むことが
可能である。本研究ではスマートフォンで撮影され
た GPS 情報付きの写真をデータとして使用する。
2013 年度の発表時におこなった調査データの保
存・活用のための試みにおいて、作成したアプリケ
ーションには以下のような弱点があった。
(1) 地図上にプロットした点をマウスで当てた時点
で初めて画像が映し出されるため、画像からこ
の画像はどこで撮影された写真であるか判明
するという逆の動作をすることは不可能であっ
た。
(2) 地図上にプロットした点にマウスを当てるとサム
ネイル化した画像が登場する仕組みだったが、
サムネイル画像 2 が画面に大きく表示され地
図を隠してしまい、結果としてサムネイルの役
割を果たしていなかった。
加えて、筆者が昨年度の研究をふり返った時の反
省点として、以下を挙げることができる。
(3) 撮影ポイントを厳密に規定して撮影した写真の
みを地図上に掲載し、撮影ポイントを Google
Map 上で再現できるかを確認することに注力し
たため、ストリート画像とは別に選定地内にあっ
た 個 々 の 看 板 を 撮 影 し た デ ー タ を GPS
visualizer で使用することができなかった。

図 1 GPS Visualizer を用いた地図

2.3

問題提起

先行研究に挙げた當山（2007）が調査をした年と
現代の技術を比較すると、当時の技術と現代の技術
には大きな差がある。彼らは GPS 受信機を用意した
後にデジタルカメラで撮影しその撮影データのGPS
1

Exif Reader を用いた作業については石塚・石川 (2014)
を参照。Exif Reader は吉本龍司氏が開発したフリーのデジ
タルカメラデータ解析ツールである。
URL: http://www.rysys.co.jp/exifreader/jp/
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以上の反省点を活かし、本研究では言語景観の
分析をより効果的に支援するため、 Multi-level
Photo Map (詳細は 3 節で述べる)というアプリケー
ションを用いた研究環境の構築を試みる。

3.

本研究で使用するアプリケーション

本研究では GPS 情報つきの画像を活用するアプ
リケーションのうち、Multi-level Photo Map (開発
3
者：Pedro Botelho 氏) というアプリケーションを利
用し、言語景観データの整理と研究への応用を試
2

当時の研究で作成したサムネイル画像のサイズは 240px
× 320px であった。
3

アプリケーションのホームページ URL:
http://tympanus.net/Development/MultiLevelPhotoMap
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みる。(図 2)
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4

った。調査の目的およびその分析については本発
表の石塚論文を参照されたい。本節ではデータ構
築の技術的なポイントに絞って述べる。

4.1

図2

Multi-level Photo Map の応用例

このアプリケーションは写真に関連した場所をイメ
ージギャラリーから選択することが可能でありその画
面はいくつかの基本部分から構成されている。
以下、アプリケーションの機能を説明する。画面の
中央は地図部と画像表示部（写真ギャラリー）の 2 つ
の部分からなる。一番初めのページには左側に
Google Map を使用した地図が表示され、その地図
内には設定した地図の上にマークが付いている。そ
のマークをクリックするとその地点を拡大した地図が
現れ、右側にそこで撮影された写真のサムネイル一
覧が登場する。右側の地図上にある複数のアイコン
の 1 つにマウスを置くとそのアイコンの地点で撮影さ
れた写真が赤く強調表示される。また、写真にマウス
をあてると地図上のアイコンが赤くなり撮影した位置
が一目でわかる。その写真またはアイコンをクリック
するとギャラリーにクリックした地点の画像がサムネイ
ル一覧の画像より少し大きく写しだされる(このとき左
右にある矢印をクリックするとフォトギャラリーのように
読み込んだ写真ファイルを順に表示させることがで
きる)。最後に、その写真をクリックするとオリジナル
のサイズの画像が現れる。
補助機能として他に、右下にある矢印をクリックす
ると地図がブラウザの表示画面全体に映し出され、
撮影した地点のサムネイル写真が地図上に直接表
示される。そのサムネイル画像をクリックするとオリジ
ナルの大きさの写真が出てくる(サムネイルとオリジ
ナルの中間の大きさの画像は表示されない)仕組み
になっている。

4.

言語景観データの収集と加工

言語景観の調査データ収集のために「銀座」、
「六本木」
、
「新宿」の三カ所に出向き、作業を行
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データの収集

本調査では iPhone 4S と Android （GALAXY J
5
SC-02F）の二機のスマートフォンを使用し 、両機と
もに GPS 情報を ON にし、撮影地点のジオタグを使
用する設定にした。そして選定した各地の 100ｍの
通りを 8ｍ間隔で通行人の目線になり、撮影した。ま
た、その範囲内に看板があれば、ストリートとは別に
個々に撮影を行った。ストリートの記録用の写真デ
ータは銀座で全24枚、六本木で全15枚そして新宿
で全 13 枚のデータを得た。これに個別に撮影した
看板等の画像枚数を合算すると、iPhone、Android
それぞれ 148 枚の調査データが得られ、二機の画
像データを合わせると計 296 枚のデータ収集に成
功した。これらの画像データを本研究の資料として
使用する。

4.2

データの整理と加工

撮影された画像のサイズは大きく、本研究で使用
するアプリケーション内にて使うには不適当である。
そ の ため 、画像編集ソ フ トウ ェ ア であ る Adobe
Photoshop CS6 のバッチ処理機能を使い、撮影し
た画像データを、サムネイル用の大きさ
（120px×120px）にリサイズした。また、サムネイル
画像後に表示される最後に現れる画像を、オリジナ
ルのままではサイズが大きすぎて表示するのに時間
がかかるため、幅 300px×高さ 450px の画像に縮
小し保存した。
撮影された画像データの GPS 情報は Exif
Reader (注 1 および石塚・石川 2014 を参照) を用
いて抽出した。

5.

作業結果

本章では調査にて収集した画像データのメタ情
報を XML 化し Multi-level Photo Map で画像を閲
覧するまでの過程と結果を報告する。

4

千葉ゼミ三期生の石塚幸子氏とともに作業をした。

5

iPhone と Android の両方を用いた理由は、データの保証
と、精度を比較するためである。
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5.1

試作品の作成

本研究の調査地点の数が 3 地点と Multi-level
Photo Map のサンプルデータと同じ数だったので、
アプリケーションの試作の際はメタデータを記述する
album.xml と photos フォルダに保存するサブフォ
ルダおよび画像ファイルを本研究で扱うデータと差
し替えてテストした。
photos フォルダ内には 3 つのサブフォルダを配
置し地点ごとに画像がまとめて保存されている。サ
ブフォルダの中にはサムネイル画像を置く thumbs
フォルダがある。試作品では 1 地点につき 3 枚の画
像を用い、上記サブフォルダに保存されている画像
と差し替えた。
画像のメタ情報を記述する album.xml は XML
(Extensible Markup Language, 高橋(2006)参
照)で記述する。XML ファイルは文字データのみか
らなり、まず初めに宣言文を書き、その後データ全
体をまとめるルート要素となる album 要素を XML
のタグの形式で入れる。
オリジナルの album.xml のファイル内の一行目
には
<?xml version=”1.0” encording=”ISO-8859-1”?>
と記述されている。これは XML 文書の文字エン
コードが西ヨーロッパ言語(ISO-8859-1)で設定され
ていることを表すが今回の研究では日本語も取り入
れたいと思うため、テキストエディタを用いこの
encording 属性の値には Unicode の変換方式
(UTF-8)を記述し、実際に文字エンコードを「UTF
-8(BOM なし)」に変更し保存した。これによって画像
の説明部分に、日本語を加えることが可能になっ
た。
album.xml で記述するのはアルバム全体情報
6
(アルバムの名前とその説明 )および撮影地点ごと
の一般情報と撮影データごとの画像情報である。撮
影地点の情報としては GPS 情報そして画像データ
(オリジナルとサムネイル)へのパス情報である。
次に<places>タグ内の<place>タグ内に各撮影
地点の一般情報を記述し、その地点を代表させる緯
度・経度情報を<lat>,<lng>内に書く(この位置が撮
6

起動時にアプリケーション画面中央の地図と画像一覧の下
に表示される。

10

石川 マリサ

影地点を示すポイントとして目次となる地図画面上
に表示される)。place 要素は撮影地点ごとに順番に
記述する。
次に place 要素内に<photos>タグを置き、その中
にアプリケーションで利用する画像ごとに<photo>タ
グを置き画像情報を記述する。具体的には画像(サ
ムネイルおよびオリジナル)がどこのファイルに置い
てあるのか、画像の説明、画像の GPS 情報である。
<photo>タグ内の情報の記述例は以下のようになる
（図 3）。

図 3 album.xml の書き換え例 (画像の記述部分)

5.1.1 試作品作成時に起きた問題点
この album.xml ファイルの書き換えをするにあた
って一つ問題点が生じた。それは GPS 情報の書き
方だ。GPS 情報の書き方にはいくつか種類があり、
オリジナルの album.xml ファイルに記述されていた
書き方は DEG 方式（例：35.691266）だった。DEG
方式とは Degree の略であり、その名の通り「度」の
みの 10 進数で表される。しかし、本研究において
GPS 情報の抽出に用いる Exif Reader では DMS
方式（度・分・秒の 60 進数で表される方式。例：
35°41’28.5576）のデータで表示されてしまうのだ。
試しに DMS 方式のままで album.xml ファイルに記
述してみたところ、的確な場所が表示されなかった。
このことによってこのファイルには DEG 方式でない
といけないことが判明した。そのため抽出した DMS
方式のデータから DEG 方式に変換する必要がある
のだ。
DMS 方式から DEG 方式に変換する方法は
「DMS の度+分÷60+秒÷60÷60」の計算式で行う。
しかしこの計算を一データごとに行うのは効率が悪
いため、今回は Excel を用いて変換を行った。
Excel で使用する関数は SUBSTITUTE である。
SUBSTITUTE 関数とは指定した文字列を別の文
字列に変換する関数であり、書き方は
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SUBSTITUTE(文字列,検索文字列,置換文字列,
置換対象)である。今回は 60 進数から 10 進数に変
換するため×24 という数字を入れている。60 進数と
は時刻に使われている進数であり、Excel では 1 と
いうシリアル値は24時間(=１日)を意味し、そのシリア
ル値で計算しているのだ。そのため、10 進数に変換
するときに 24 を乗算すれば良いことになる。よって、
計算式は
=SUBSTITUTE (SUBSTITUTE (DMS 方
式でデータが書かれたセルの値, "ﾟ", ":") ,"'",
":") * 24
という形になる。この式をセルに入れることで GPS
情報を DEG 方式に変換し、DEG 方式の情報にて
album.xml の情報を記述した。
FTP を使い作成したデータを Web サーバにアッ
プロードし、ブラウザで表示できることを確認した。な
お，Multi-level Photo Map の動作には PHP が必
要であるため，アプリケーションの動作確認のため
には必ず PHP が動作する Web サーバにデータを
配置する必要がある。

5.2

本作業

本作業で は本研究で 使用する画像を 全て
album.xml に記述し、photos フォルダ内に画像
データを配置する。試作品作成時に判明した GPS
の書き方の変換と GPS 情報を含む画像名などとい
った画像情報をいかに album.xml ファイルに記述
するかということが重要である。

5.2.1 photos 内の整理
はじめに、photos 内の整理をする。photos という
フォルダ中に撮影した画像の地点である ginza,
shinjuku, roppongiのデータを保存するフォルダを
この名前で作り、それぞれの地点のフォルダ内にオ
リジナル画像を置く。またその地点のフォルダ内に
thumbs フ ォ ル ダ を 作成し 、 こ の フ ォ ル ダ 内に
120px×120px で作成したサムネイル画像を置く。
iPhone と Android で撮影された二種類のデータ
があるため同様のデータを二つ別々に作成する。

5.2.2 album.xml の書き換え
DMS 方式から DEG 方式にする GPS 情報の書
き方の変換を Excel を用いて行う。試作品作成時に
生じた問題を本作業では考慮し、1 枚目のワークシ
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ートに
画像名・サムネイル画像名・緯度（DMS 方式）・経度
（DMS 方式）・緯度（DEG 方式）・経度（DEG 方式）
といった画像情報を記述し、「地名+GPS変換」という
シート名をつけて撮影地点・撮影担当者ごとに分け
て Excel ファイルを保存した。
また、この作業に際しアプリケーションがストリート
の進行方向に沿ってサムネイルも遷移する仕組み
になるように画像名を記述しておき、Excel で並べ替
えをおこなって実際の画像の表示順に反映させて
おく。
そ し て 、 GPS 情 報 を DEG 方 式 の セ ル に
SUBSTITUTE 関数を用いて DEG 方式に変換を
した。
この GPS 変換のシートが完成した後はこのシート
が入っている同じファイルに新たなワークシートを作
る。第 2 ワークシートは album.xml に記述する内容
を XML で書き出す時に使用する。そのためシート
名を「地名＋XML 変換」とした。このシートには一行
目に
thumb(サムネイル画像の場所)、source（オリジナ
ル画像の場所）、description（その 画像の 説明
文）、lat（DEG方式の緯度）、lng（DEG方式の経度）
を記入し必要なデータを作成した。
thumb 列にはサムネイルの場所を記述する。こ
れには Excel 関数を用いる。例として A2 セルには
="photos/ginza/thumbs/"&LEFT(銀座 GPS
変換!A2, LEN(銀座 GPS 変換!A2)-4) &
"_mini.jpg"
と記述することにより、銀座 GPS 変換の A2 セルに
書かれた画像名と”～”内に書かれた画像名が銀座
XML 変換のシートの A2 セルに表示される。
source 列には"photos/ginza/"を書いてから GPS
変換シート内の画像名と対応するセル番号を書くこ
とでオリジナル画像のファイルがどこに置かれてい
るのかという情報を載せられる。
(例) ="photos/ginza/"&銀座 GPS 変換!A2
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description 列には説明文を入れる。テスト時に
は撮影された地名を記入しているが、撮影された画
像の説明や分析内容の記述に利用できるだろう。
lat 列、lng 列にはそれぞれ GPS 変換シートに書
かれたセル番号を入力する。
(例) =銀座 GPS 変換!E2

5.2.3 データを XML 方式のファイルに変換
XML 変換シート内の情報をすべて書き入れた後、
Excel の XML 書き出し機能を用いてこの情報を
XML ファイルに変換する作業を行う。方法は以下
の通りである。
(1) Excel のオプションボタンから「リボンのユ
ーザー設定」欄の「開発」チェックボックス
を ON にする。
(2) 「開発」欄から XML のソースをクリックし、
XML 対応付けのためのサンプルファイル
として album.xml を追加する

7

。

(3) 読み込みが完了したら一行目のフィール
ド名と読み込んだデータから同じ名前のも
のをフィールド欄に持ってきてドロップする。
この作業をすべての列にする。
(4) (3)の作業が終わったのちに「開発」から
「エクスポート」をクリックし、保存する。この
作業を地点ごとに行う。

図 4 書き出した XML ファイルの一部

5.3

本作業で起こった問題点

完成したアプリケーション内の地図上には撮影さ
れた画像の座標の上にアイコンが表示される仕組み
になっている。表示されたアイコンを確認したところ、
GPS 情報の誤差から撮影場所がとても離れて表示
されてしまった箇所が見つかった。さらに深刻なの
は、GPS の精度が悪い場合、同じ場所で撮影され
たわけではないのに撮影データの GPS 情報が同じ
になり、その結果アイコンが多数重複してしまったこ
とである。特に Android での撮影分に関してはストリ
ート 100m を撮影したにも関わらず、銀座において
は 2 種類の座標のみ、新宿においては 4 種類の座
標のみしか GPS 情報を分離抽出できないという結
果になった。結果として地図上に表示されるアイコン
は座標の数分のみとなってしまった（図 5）。

完成した画像情報が入った XML ファイルは
photo 要 素 の み を 含 ん で い る 。 デ ー タ 内 の
<photo>~</photo>までをコピーして、album.xml
のファイル内の<photo>~</photo>にペーストする。
この作業を撮影地点が三カ所あるため三回行い、作
業が終了する。これにて album.xml の書き換えが
終了した（図 4）。
図 5 Android 撮影分の新宿ページ
7

本来は XML の構造を Excel に伝えるスキーマファイルが
必要だが、サンプルの XML データからスキーマファイルを
自動生性する機能が Excel にあるため、サンプルの XML を
読み込んだ後、必要な XML データのみを選んでセルに対
応づけするだけで Excel データから XML データを作成する
ことができる。
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5.4

デモページの作成

GPS 情報の粗さの問題を解決するため、特に
GPS 情報の誤差が多かった Android の銀座のペ
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8

ージの GPS 情報を手で修正し、デモページ を作
成することにした。また、このとき album.xml ファイ
ル内にある description 要素に言語景観に関する分
9
析情報 を入れることにした。

6.

考察
本作業を通じて考察したことを述べる。

6.1

言語景観研究にどう役立てるか

本アプリケーションは撮影された全画像データを
地図と連動して閲覧することが出来るため、画像ファ
イルを個別に閲覧する手間を省くことが可能である。
また、アプリケーションの形に整理することで撮影デ
ータの保存・蓄積にも役に立つことだろう。
ま た 、 5.4 節 で 作 成 し た デ モ ペ ー ジ で は
album.xml の description 要素に写真の解説を記
入した。研究者が写真を見て、言語景観の分析する
際に発見したコメントを入力し保存することで、後か
ら写真とコメントを一緒に閲覧することが可能となる。

6.2

GPS 情報の精度

本調査で収集したデータには、5.3 節で示したよう
に、GPS 情報の精度が充分正確でない箇所が数多
くみられた。少なくとも GPS 情報を抽出したときに座
標のデータが重複していることは容易に分かるので、
GPS 情報を画像から抽出した後、
より正確なGPS
情報に修正することが必要である。今回はデモペ
ージの作成において、Exif Reader からデータを
取得した後、手作業にて修正をおこなった。
また、本研究では昨年度の研究(石塚・石川 2014)
に引き続き iPhoneとAndroidといった異なるスマー
トフォンを用いて撮影をおこない、2 種類の地図・画
像一覧を作成した。この二つの完成したものを比較
すると、GPS 情報のずれの大きさが異なることに気
が付く。図 6（Android 撮影分）と図 7（iPhone 撮
影分）は同地点の銀座で撮影された画像データのも
のである。

図 6 Android 撮影分の銀座ページ

図 7 iPhone 撮影分の銀座ページ
図 6 と図 7 を比較すると一目で地図上のアイコン
の数の違いに気づく。Android では 57 枚の画像デ
ータがあるにも関わらず二種類の座標のみしか抽出
することが出来ていない。一方、iPhoneでも57枚の
画像データがあるものの、地図上に表示されたアイ
コンは 17 か所しかない。また、本来ならば正しい
GPS 情報が抽出されていた場合、ストリートに沿っ
てアイコンが表示されるはずであるが、iPhone の撮
影データは等間隔で GPS 情報が抽出されているこ
とが地図上のアイコンからわかる。これはほかの地
点でも言えることである（図 8）。

図 8 iPhone 撮影分の新宿ページ
8

公開用デモページの URL：
http://www.FL.reitaku-u.ac.jp/~schiba/chibasemi/2014/d
emo/
9

分析には千葉ゼミ三期生の石塚幸子氏の協力を仰いだ。
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この間隔は現在の iPhone の GPS 記録精度の限
界であると言える。これは Android のそれよりは精
度が高いが、調査の記録精度としては残念ながら充
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分とはいえないと結論づけなければならない。この
点に関しては昨年度の研究(石塚・石川 2014)と同様
の結果となった。現在の形態端末で利用できる GPS
情報よりも精度の高い情報が将来得られる可能性を
含めて、正確な位置情報を記録するための試行錯
誤を今後も続ける必要がある。

7.

結論と今後の課題

本研究では、言語景観の調査データとして収集さ
れ た位置情報つき画像デー タの 整理の ため 、
「Multi-Level Photo Map」というアプリケーションを
使用し、閲覧・分析を支援する環境の構築を試み
た。
前回の研究では一地点に付き一つのページを必
要としていたが、今回のこのアプリケーションでは複
数の撮影地点のデータを一つのページにまとめて
表示・閲覧することが出来るという利点がある。しかし
その一方、GPS 情報が正確ではないため、正しい
撮影ポイントが地図上に表示されないという問題が
解決すべき問題として残っている。
この研究で使用したアプリケーションを更に発展
させるには、どのような機能の拡張が必要になるだ
ろうか。まず、アプリケーション内で画像と共に表示
される description（説明文）要素の内容を、データ
を見ながら自分で書き換えることが出来れば調査者
にとって便利だろう。また、誤った GPS 情報や精度
の悪い GPS 情報を地図上の正確な情報にマッピン
グし直すための微調整が画面上でできるような機能
を実装できればなお良くなることだろう。それに加え
て、画像の一部を範囲選択して言語景観に関連す
るメタデータを注釈のように記入（アノテーション）で
きるようにすることや、そのようにして記録したアノテ
ーションを使って画像を絞り込み検索をすることが可
能になれば、分析者にとっても、またそのアプリケー
ションを利用してデータを閲覧する人にとっても見
やすく使いやすいものになることだろう。
また、今回の研究の主目的とは多少外れるが、
言語景観のデータの蓄積の観点からの課題とし
て、同じ場所の言語景観がどのように変遷してい
るかを時系列で比較分析する難しさを挙げるこ
とができる。
例えば、
今回調査で収集したiPhoneとAndroid
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のデータを 1 つの地図上に表示し比較するために
は、2 つの機器のどちらで撮影したデータである
かを地図上のアイコンを色分けするなどして区
別して表現することが必要になる。さらに比較分
析のための機能として、2 種類の画像データを
別々のギャラリーとして表示させる、さらに同じ
撮影地点の画像を並べて表示し比較する、といっ
た機能を実装することが望ましい。本研究で作成
したアプリケーションはこのような機能を持っ
ていないが、言語景観の研究者が過去と現在のデ
ータを比較分析するためには、まさにこのような
機能拡張が望まれるのではないだろうか。
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概要：言語景観とは公共空間に見られる文字言語、特にその多言語状況を指して用いられる概念である。本研
究では、外国人に人気の都内の歓楽街として銀座（みゆき通り）、六本木（外苑東通り）、新宿（ゴールデン街）
を選び、ストリート 100 メートルの言語景観を調査し多言語状況の比較分析をおこなった。分析の観点として以
下の 3 点を設定した：(1)外国人に対する情報量 (2)看板の種類 （3）看板の提示対象。分析の結果、これらの
歓楽街の外国語の看板の比率がほぼ同じであること、純外国語の看板の内容、手書き看板の量と内容におい
て新宿が特徴的な言語景観をもつことが明らかになった。
キーワード：言語景観, 歓楽街, 多言語状況, 東京, 外国人観光客

1.

はじめに

外国人観光客の誘致は、少子高齢化、人口減少
が進む日本が経済成長を続けるために不可欠の成
長戦略である。そのため、日本は国として外国人観
光客に誘致を積極的におこなっている。例えば国土
交通省が展開する「ビジット・ジャパン・キャンペーン」
では海外諸国での日本旅行の広報や、国内におけ
る外国人旅行者向きインフラの整備などを行ってい
る。その結果、キャンペーンを開始した 2003 年に日
本を訪れた外国人観光客は約 521 万人だったが、
2013 年には約 1,036 万人に増加した。
また、独自の外国人観光客誘致戦略に乗り出す
自治体も数多い。例えば、岐阜県高山市の観光案
1
内ホームページ は 11 カ国語言語表示で、11 カ
国語対応の情報端末も設置している。市街地の案
内表示も英・中・韓の 3 カ国語を併記し、街全体で観
光客をもてなすさまざまな努力をおこなっているそう
である(湯元 2012)。
案内表示や店舗などの看板が外国語で表記され
た例は日本の多くの地域で観察することができる。し
かし、上述の高山市の組織的な取り組みの例からも
1

分かるように、その量や内容は地域によって大きく異
なることが予想される。このような、外国人に対しそ
の地域がどのような情報を外国語で提供しているの
かを観察する手法として、言語景観に注目すること
ができる。
言語景観とは、視覚的な情報かつ公的な場で見
られる文字言語であり自然に受動的に視野に入るも
のである(中井・ロング編 2011)。多くの外国人が訪
れる日本の観光地や歓楽街の言語景観は現在どの
ようになっているだろうか。昨年度の研究発表会に
おいて、石塚・石川(2014)では外国人がよく訪れる
関東の観光地を調査した。本研究では，東京にある
外国人に人気の歓楽街に焦点をあて、看板数とそ
の内容を調査する。東京の歓楽街には現在どの程
度外国語の看板があるのだろうか。また，その言語
景観にはどのような特徴や違いが観察されるだろう
か。

2.

研究のねらい

東京都が作成した『外国人にもわかりやすいまち
の表記に関するガイド』（東京都生活文化局、2003

URL: http://www.hida.jp
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年） は、英語以外の外国語（中国語・韓国語・朝
鮮語)）を使用するよう奨励し、地図に挙げられるす
べての情報を 4 言語（日・英・中・韓）で提供すること
が望ましいと提案している。バックハウス(2009)は、
このガイドが東京のもっとも大きい 2 つの言語マイノ
リティーである中国人と韓国・朝鮮人の言語を使用
することを是認していることを、きわめて注目すべき
新鮮な方策であると論じている。
このような、日英中韓による多言語表示は、従って、
推奨されるべき案内表示の「標準タイプ」(田中
2009)と言うこともできる。しかし、普段柏や東京の街
を歩く際、英語以外の外国語表示を実際に見る機会
は多くない。昨年調査した『関東圏の観光地の言語
景観に関する比較研究』(石塚・石川 2014:5-11)で
は中国語・韓国語の看板はバス停などを除くとごくわ
ずかしか見られなかった。
実際、町並みの言語景観は調査地により大きく異
なることが予想される。例えば、田中ほか(2012)は
秋葉原の言語景観を調査し、家電系や免税系の店
舗に多言語傾向が顕著にみられる一方，サブカル
系の店舗は「日本語」単言語が主流であると報告し
ている。しかし、日本の観光地や歓楽街の言語景観
の実態を調査した研究事例はまだまだ少ないのが
現状である。
昨年実施した「関東圏の観光地の言語景観に関
する比較研究」(石塚・石川 2013)では、浅草寺、東
京スカイツリー、川越の３地点を調査した。看板数に
は差があまり出ず、外国人観光客が多数集まる浅草
寺や東京スカイツリー等の観光地であっても、周辺
住民は多言語の看板を設置したり張り紙や案内を外
国語で掲示したり多言語化をそれほど積極的におこ
なっていない実態が明らかになった。これは外国人
観光客が観光の目的地のみに集中するということが
影響していると解釈できる。
そこで、今回の調査では、外国人観光客がその地
域への訪問自体を目的としてやってくる場所、つまり
地域全体が国際的な観光地となっており多言語化を
押し進める意義があるような商業地域、具体的には
歓楽街を調査地点として選定し、言語景観の状況を
調査することにした。
2

このガイドは、「外国人住人と外国人観光客の日本語の表
示が読めない人のために、わかりやすく統一的な原則を確立
することを目的として」作成されたものである (バックハウス
2009:154-156)。
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今回の調査では、調査対象として選定する地点で
観察される言語景観の状況を、以下の3 つの観点か
ら多角的に考察する。
①
②
③

3.
3.1

外国人に対する情報量：外国語で書かれた看
板の比率
看板の種類：純外国語かどうか、手書きかどう
か
看板の提示対象：外国人観光客のためか、地
元に住む外国人のためか(cf. バックハウス
2011）

調査方法
調査地の選定

本研究では、言語景観の調査対象として外国人
に人気の歓楽街を選び、その多言語表示にどれだ
けの相違があるのかを考察する。そこで、海外で出
版されている旅行ガイドブック(Time Out Shortlist
Tokyo, 2007 年)やインターネットの口コミサイトを利
用し東京の人気スポットを調べた。外国人観光客が
多く訪れる場所、且つ食事の場に利用されるであろ
う場所を考え、銀座（みゆき通り）、六本木（外苑東通
り）、新宿（ゴールデン街）の 3 地点を選定した。以下
に歓楽街としての各調査地点の一般的な特徴を示
す。






銀座：銀座はショッピング街が並んでおり、外国
人観光客にも有名な観光スポットである。大正
時代から使われているキャッチフレーズ「銀ブ
ラ」が表すとおり、外国人観光客もぶらぶらとシ
ョッピングを楽しむ人が多いと考えられる。
六本木：各国の大使館などが集まっている場所
であり、平素より外国人が多く見られる場所であ
る。従って、銀座に比べ六本木にはより外国人
観光客に対する志向が高いと考えられる。また、
銀座よりも六本木の方が「歓楽街」としてのイメ
ージが強い印象がある。一方、レストランや遊
戯施設などに有名な場所が多く、銀座と比較す
ると目的地を予め決めて訪れる場所であると言
うことができる。
新宿（ゴールデン街）：小さな居酒屋が数多く立
ち並ぶ場所であり、外国人旅行者むけのガイド
ブックや旅行サイトで多く取り上げられ、注目さ
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れている。似たような店が多いため、店側は外
国人観光客を呼び込むような看板や案内を意
識的に多く設置しているのではないかと予想さ
れる。
3.2

調査ポイントの決定と調査の方法

ガイドブックの銀座、六本木、新宿それぞれの紹
介されたページを読み、駅から比較的近く、店が密
集しているストリートの始発地点から100メートルを計
測し、通りを撮影することにした。各調査地点の始発
店は以下の通りである(地理情報を地図で示す)。
①
②

③

銀座（みゆき通り）：みゆき通り入口を始発点と
し、南東へ 100 メートル撮影（図１参照）。
六本木（外苑東通り）：六本木信号を始発点とし、
外苑東通りを南東に 100 メートル撮影（図 2 参
照）。
新宿（ゴールデン街）：ゴールデン街入口を始
発点とし、ゴールデン街は約 50 メートルの距離
しかないため、50 メートルの通りを２本撮影（図
3 参照）。

撮影方法は以下の通りである。2 人 1 組になり、8
メートル間隔で通行人目線の高さで通りを撮影し、
調査の基本データとする。また、今回の調査では
100 メートルの調査範囲内で多言語情報が表示され
た看板があった場合、その詳細を記録するために個
別に看板の写真を撮影した。

図 1（１）銀座：みゆき通り

3

3

調査地点の地図は Google Maps を使用している。図 2, 3 も
同様である。
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図 2（2）六本木：外苑東通り

図 3（3）新宿：ゴールデン街

3.4 現地調査の概要
本調査の調査日は 2014 年 7 月 14 日（月）に銀
座・六本木・新宿の３地点にて調査を実施した。どの
調査地点でも天候は快晴であった。
昨年実施した言語景観調査の予備調査の際、夕
方であったため日が沈み、フラッシュを使わなかっ
たため写真が暗くなってしまった。この予備調査で
の反省点を活かし、本調査である銀座・六本木・新
宿では午前中から昼頃にかけて撮影を行うことにし
た。
メインストリート 100 メートルを 8 メートル間隔で撮
影した。その結果、銀座は全 22 枚、六本木は全 13
枚、新宿は全 13 枚の基本データが得られた。それ
以外の撮影枚数を加えると、全部で 143枚の調査デ
ータが得られた。
なお、日中の調査であったため、新宿（ゴールデ
ン街）では営業をしている店舗が無かった。そのた
め、夜の営業時になると当該調査地点の看板が更
に増えている可能性があるが、本研究ではこの点に
関する確認はできなかった。

4.

調査結果
各調査地点のストリート 100 メートル範囲内にある
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看板数と言語の関係は表 1 のような結果となった。
看板総数は単純に看板を数えたもので、各言語の
数はその看板に現れた言語を集計したものである
(日本語、英語、中国語、韓国語以外の言語は省略
する)。1 つの看板に複数の言語が表示されている
場合（図 4 に例を示す）それぞれの言語の看板とし
てカウントする。

後述)。
一方、中国語や韓国語が利用されている看板は
極端に少ないという結果になった。中国語と韓国語
の看板は、銀行の外貨両替コーナーやファストフー
ド（ココイチ）のメニュー表記のみで利用されていた。
次に、地域別に詳しく報告する。
4.1

表 1 各調査地点の看板の多言語状況
看板

日本語

英語

中国語

韓国語

総数
銀座

133

98

69

1

1

六本木

191

133

122

3

3

新宿

106

72

67

0

0

銀座

調査したみゆき通りはビルが立ち並び、その中で
店を営業しているという店が多かった。そのため、ビ
ルの入り口付近には小さな看板が数多くあった。ま
たチェーン店が多く、居酒屋や飲食店、コンビニエ
ンスストア等の看板が多かったのも特徴である。また、
多言語化されていた看板は飲食店のメニュー看板
か販促のための看板が多かった（図 5, 6 参照）。

図 4 多言語表示の数え方の例：日本語と英語
図 4 の看板の場合、日本語と英語の両方が書か
れているため日本語 1、英語 1 として数える。
看板総数については新宿が最も少なく、六本木が
最も多かった。最も多かった英語の看板の内容の内
訳を表 2 に示す。

図 5 喫茶店のメニュー表記の多言語化（日・英）

表 2 英語の看板の内容の内訳
英語

店名

の看

販

メニュ

促

ー

忠告

お知
らせ

板数
銀座

69

52

6

7

0

4

六本木

122

83

2

11

15

11

新宿

67

50

4

12

0

1

合計

258

185

12

30

15

16

英語の看板としては店名を英語で掲載するものが
最も多く、いずれの地域でも看板数の半分以上を占
める。忠告とお知らせが多いのは六本木の特徴であ
り、忠告は他の地域では観察されなかった(詳細は
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図 6 バーの販促看板の多言語化（日・英）
4.2

六本木

調査した外苑東通りは繁華街であり、飲食店が立
ち並んでいるため看板の数が非常に多かった。スパ
ゲッティー店やファストフード店のチェーン店が多か
ったものの、チェーン店ではない店舗も数多くあっ

2014 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集

外国人に人気の歓楽街の言語景観について

た。ファストフード店の外国人従業員数名が店頭で
呼び込みをしていた。また、ほかの調査地には無い
特徴として、六本木には忠告(警告）の看板が 15 件と
多かった（図 7 参照）。多言語化されていた看板とし
ては、他に飲食店のメニュー表記やバス停の標識、
地名を表す看板などがあった（図 8, 9 参照）。

石塚 幸子

る。看板が多いというわけではなかったが、店の扉
に外国語で掲げられたメニュー表記が多くみられた
（図 10）。また、チャージ料金等の販促看板もあった
（図 11）。また調査したのは日中であったため、人通
りがほとんど無かった。夜になり営業が始まると、更
に看板が増えることが予想される。

図 7 警告を表す多言語の看板の例（日・英）

図 10 居酒屋の多言語のメニュー表記：3 件（日・
英）

図 8 飲食店の多言語のメニュー表記の例（日・英・
中・韓・露・アラビア・ポルトガル）

図 11 チャージ料金を表した外国語の看板（英）

5.

考察

調査結果に基づき、以下、銀座、六本木、新宿の
多言語の情報量の比較(5.1, 5.2 節)、純外国語の看
板数の比較(5.3)、手書き看板の比較(5.4)、看板の
提示対象の比較(5.5)をおこなう。
図 9 地名を表す多言語看板の例（日・英）
4.3

新宿

4

調査したゴールデン街は飲食店の密集地帯であ
4

ゴールデン街は私道であり、許可なく撮影することを禁止し
ている道路もある。本論文では看板の拡大写真のみを掲載し
ている。
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5.1

外国人に対する情報量の比較

ここではまず、言語景観情報の中で外国語が占
める割合をまとめる。銀座、六本木、新宿の 3 地点の
看板の多言語情報を日本語か外国語のどちらかに
分類し、その比率を比べた（図 12 参照）。
結果として 3 地点で大きな差は見られなかった。
銀座では日本語の情報 98 件、外国の情報が 71 件
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であった。比率にすると 58％と 42％であった。六本
木では日本語の情報が 133 件、外国語の情報が
128 件と看板総数が 3 地点の中では一番多い。多言
語情報の比率は 51％と 49％であった。新宿では日
本語の情報が 72 件、外国語の情報が 67 件であった。
比率にすると 52％と 48％であった。
300

座が多いという結果になった。
店舗のスタイルは地域によって異なる。銀座と六
本木はビルが多くビル内に店が複数存在する場合
が多かった。しかし新宿では反対に、ほとんどの建
物が 2 階建てであり、2 階に店が存在しているのは
少数であり、店舗の大きさが他地域よりも小さいもの
の店舗数は少なかった。
5.3

200

128
71

100
0

98

133

銀座

六本木
日本語

5.1 節で示した比率は言語景観を形成する看板の
情報を言語ごとに数え上げたものである。一方、看
板は純粋に日本語のみのものもあれば、外国語と日
本語が併記されているもの、さらには外国語のみが
示されたものもある。本節では外国語のみで作成さ
れた看板数を比較する（表 4）。

67
72
新宿

外国語

図 12 各調査地点の多言語情報

表 4：外国語のみの看板数

六本木と新宿では日本語と外国語が半々、銀座
は約 60％が日本語の情報であり、割合を見る限り六
本木と新宿の方が銀座より多少多言語化が進んで
いるといえる。
5.2

店舗数と看板数の関係

銀座、六本木、新宿の 3地点を100 メートル計測し
調査をおこなったが、同じ 100 メートルでも店舗数が
異なれば看板数が異なる。そこで、銀座、六本木、
新宿の 3 地点の店舗数を数え 1 店舗あたりどれほど
の看板があるか割合を計算し、看板の相対的な枚数
も比較してみる(表 3)。
表 3：店舗あたりの看板数
店舗

看板

1 店舗

英語

1 店舗あ

数

総数

あたり

の看

たりの英

の看

板枚

語の看

板数

数

板数

銀座

55

133

2.4

98

1.8

六本木

88

191

2.1

133

1.5

新宿

57

106

1.9

72

1.2

その結果、看板総数では六本木＞銀座＞新宿の
順位であったが店舗数で補正した場合 1 店舗あたり
の看板数および 1 店舗あたりの英語の看板数とも銀
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純外国語の看板数の比較

銀座

六本木

新宿

14

36

26

外国語のみの看板

外国語のみの看板数は六本木が最も多く銀座が
少ないという結果になった。
表4 では分からない看板の内容についてさらに述
べる。銀座は店名が英語のみという看板が多く、販
促看板は 1 枚のみだった。六本木も銀座と同様でほ
とんどが店名の看板であり、客引き禁止等の忠告看
板が 12 枚あった(詳細は 5.5 節を参照)。メニュー表
記の看板の数は少数で 6 枚という結果になった。一
方、新宿では銀座や六本木とは異なり、店名が英語
のみの看板は少なくメニュー表記やチャージ料等の
看板が多かったのが特徴的であった。
以上から、外国語のみの看板の内容に注目して
観察すると、新宿では外国人観光客むけの多言語
情報を積極的に提示していることがわかる。
5.4

手書き看板の比較

3 地点の手書き看板の数は以下のとおりである
（表 5 参照）。
表 5：手書き看板の数

手書き看板の枚数

銀座

六本木

新宿

1

1

11
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新宿が 11 枚と特徴的に多く、銀座と六本木は 1
枚という結果になった。各地域の看板の例は図 13,
14 を参照されたい。このことから、3.1 節で述べた通
り、銀座や六本木では積極的に住人（店側）は多言
語化を進めていないように思える。またその逆で、新
宿では積極的に住民が言語景観の多言語化に貢献
しているようだ。実際に調査した感想として、居酒屋
が密集している新宿（ゴールデン街）はほとんどが同
じような建物の作りをしていて違いを出すことが難し
いように思える。そのため、どんどん客を呼び込むよ
うな看板を住人（店側）が自ら作っていることがこのよ
うな結果に表れたのであろうと考える。

石塚 幸子

最後に外国語の看板が果たして外国人観光客向
けの看板なのか、それともその地域に住む外国人住
民向けなのか(バックハウス 2011)を地域ごとに考察
する。
銀座では外国人住民に向けての外国語看板が無
く、メニュー表記や SALE 等の販促看板等の観光客
向けの看板のみが見つかった。
六本木ではごくわずかであるが外国人住民に向
けての外国語看板が 1 枚あった。それは、地名を示
す看板である。また客引き禁止の看板があったが、
この看板も店舗を構えている、またはその地域でビ
ジネスをしている外国人向けに発信されているとい
える（図 15 参照）。
新宿では銀座と類似しており、外国人住民に向け
ての外国語看板は無く、全てメニュー表記など客む
けであった。会員制の居酒屋等の看板があった（図
16）。

図 13 銀座と六本木の手書き看板（各 1 件のみ）
*銀座は日英，六本木は英語のみ
図 15 六本木：客引き禁止の看板（英）

図 14 新宿の手書き看板（日・英）
5.5

看板の提示対象
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図 16 新宿：会員制居酒屋の看板：2 件（日・英）
まとめると、3 地点とも外国人住民に対する看板は
少ないという結果になった。3 地点の中では六本木
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のみで外国人住民向けの外国語の情報がみられた
ことになる。

6. 手書き看板が 3 地点の中で最も多い。

6.

調査の結果、今回の調査地点においては看板数
のほぼ半数が外国語の看板であること(5.1 節)、また
住民向けの外国語の看板数はごく少数であること
(5.5 節)が分かった。
一方、各地域の言語景観の特徴をどう記述するか
という点において、単純な看板設置数の比較では充
分ではないことも明らかになった。今回の調査では、
看板数の比較(5.1 節、5.2 節)とともに、純外国語の
看板数と内容の比較(5.3 節)、手書き看板の量と内
容の比較(5.4 節)、看板の提示対象(5.5 節)といった、
複数の観点を用いて多角的に考察をおこなった。そ
の結果、5.3 節、5.4 節で分析した純外国語の看板
や手書きの外国語看板の比較から、新宿では住民
（店舗）が外国語の看板を手軽で直接的なツールと
して積極的に活用し、外国人観光客にアピールして
いることが分かった。
このような多角的な視点での比較を通じ、本研究
では言語景観の特徴の記述において多層的な観点
が重要であることを示すことができた。

まとめと今後の課題

本調査では外国人に人気の歓楽街（銀座・六本
木・新宿）3 地点の多言語状況について調査・分析
をおこなった。以下に各調査地点の特徴をまとめ
る。

銀座
1. 高い建物が多く小さい看板（店名）の看板が
多い。
2. 日本語の看板の割合の方が多いが、1 店舗
あたりの看板枚数は 3 地点の中で最も多い。
3. 英語表記の看板はメニュー表記や SALE 等
の販促看板が多い。
4. 中国語や韓国語の看板が極端に少ない。
5. 純外国語の店名の看板が多い。
6. 手書き看板が 1 枚と極端に少ない。
六本木
1. 高い建物が多く小さい看板（店名）の看板が
多い。
2. 外国語看板と日本語看板の割合はほぼ同じ
である。
3. 英語表記の看板は、メニュー表記が多いが、
忠告の看板が 3 地点の中で最も多い。
4. 中国語や韓国語の表記はファストフードのメ
ニュー表記に見られた。
5. 純外国語の店名が多く、忠告看板が 12 枚と
多い。
6. 手書き看板が 1 枚と極端に少ない。
新宿
1. ほとんどが 2 階建ての建物で看板数は 3 地点の
中で最も少ない。
2. 外国語の看板よりも日本語の看板の方が割合
的には多い。
3. 英語表記の看板は、メニュー表記が多いが、チ
ャージ料の英語看板等もあった。
4. 中国語や韓国語の看板が無かった。
5. 純外国語のメニュー表記やチャージ料の看板
が多い。
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言語景観は地域の住民が外国人に対してどのよ
うな対応をしているかを測る一つのバロメータである。
昨年おこなった『関東圏の観光地の言語景観に関
する比較研究』(石塚・石川 2014:5-11)では浅草・押
上・川越どの地点でも多言語の看板の種類は一様
で違いはあまり見いだされなかったが、今回調査し
た外国人観光客が多く訪れる繁華街にはメニュー表、
販促、忠告等多様な種類の多言語の看板が存在し、
またその内容に地域によって異なる特徴があること
が明らかになった。
2.2 節で述べたように、今回の調査地域での中国
語・韓国語・朝鮮語の情報は非常に少なかった。バ
ス停の標識やファストフードのメニュー表記等を除く
と、まだまだ英語の看板ほどは普及していないのが
現状である。しかし、1 節で述べたように、日本を訪
れる外国人観光客は韓国人、台湾人、中国人の順
で多い。そのため外国人観光客を誘致したいと考え
る日本（の地域）は英語以外の看板設置をさらに進
めていくことが求められる。今後英語以外の外国語
の看板がどの程度増えていくか、継続的な観察が望
まれる点である。
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概要：スマートフォンや iPad などの携帯タブレット端末利用者の増加やソーシャルメディアの拡大など、教育
現場をとりまく環境は近年大きく変化しており、さらにこれらは ICT を利用した授業運営や教育の方法にも影響
を与えている。教育工学会の全国大会プログラムでは毎年、巻末に企業広告が掲載され、教育情報システム
の動向を垣間みることができる。本研究では教育工学会全国大会プログラムに掲載される企業広告内の宣伝
キーワードに着目し、どのような語句がどれくらい出現するかを調査することで、現在の教育情報システムの動
向や教育方法、教育の流行と多様性を検討する。
キーワード：教育情報システム, 教育の情報化, 企業広告, キーワードの定量化

1.

はじめに

近年、スマートフォンや iPad などの携帯タブレット
端末利用者の増加やブログや SNS といったソーシ
ャルメディアの普及により私たちの生活は大きく変化
している。そしてこれらによって教育現場をとりまく環
1
境も大きく変化し、ICT を活用した授業運営や教
育がさまざまなレベルの教育機関で試みられるよう
になった。平成 20 年 1 月の中央教育審議会答申
「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校の学習指導要領等の改善について」によると
「学校の組織力を高め、効果的・効率的な教育を行
うことにより確かな学力を確立するとともに、情報活
用能力など社会の変化に対応するための子どもの
力をはぐくむため、ＩＣＴ環境の整備、教師のＩＣＴ指
導力の向上、校務のＩＣＴ化等の教育の情報化が重
要である。｣（140 ページ)という提言がなされており、
政府として積極的に教育現場の ICT 環境整備に取
1

Information and Communication Technology の略。情
報通信技術のこと。コンピュータやネットワークに関連した技
術や設備のことを指す。
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り組んでいる。
1.1

「教育の情報化」について

｢教育の情報化｣とは、文部科学省が定めた以下
の３つから構成され、これらを通じて教育の質の向
上を目指すもの（文部科学省 2010:2）とされている。





情報教育
～子どもたちの情報活用能力の育成～
教科指導における ICT 活用
～各教科等の目標を達成するための効果的
な ICT 機器の活用～
校務の情報化
～教員の事務負担の軽減と子どもと向き合う
時間確保～

以下に上記３つの要素の具体的な説明や具体例
を挙げる（上掲書:4）：
 情報教育
情報活用能力は以下の３つの要素からなり、情報
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教育の目標とされている。
 情報活用の実践力
課題や目的に応じて情報手段を適切に活用
することを含めて，必要な情報を主体的に収
集・判断・表現・処理・創造し，受け手の状況
などを踏まえて発信・伝達できる能力
 情報の科学的な理解
情報活用の基礎となる情報手段の特性の理
解と，情報を適切に扱ったり，自らの情報活
用を評価・改善するための基礎的な理論や
方法の理解
 情報社会に参画する態度
社会生活の中で情報や情報技術が果たして
いる役割や及ぼしている影響を理解し，情報
モラルの必要性や情報に対する責任につい
て考え，望ましい情報社会の創造に参画しよ
うとする態度
 教科指導における ICT 活用
プロジェクタ、教科書準拠デジタルコンテンツを活
用し教科書や資料の挿絵を拡大提示することで関
心を持たせ内容理解を助ける。
 校務の情報化
校務システムによって教員間で生徒の学習活動
や成績情報などを共有する。
1.2

日本における教育の情報化のはじまり

我が国の教育の情報化への対応は、昭和 40 年
代後半に高等学校の専門教育における職業教育と
して情報処理教育が行われるようになったことが始
まりだとされている(溝田 2006)。しかしこれは職業教
育としての情報処理能力の育成に重きを置いた教
育であるため、教育に利用させるというより社会に出
たときに使う技術の教育であった。｢情報活用能力｣
の育成という点では臨時教育審議会、教育課程審
議会、情報社会に対応する初等中等教育のあり方
に関する調査研究協力者会議において、将来の高
度情報社会を生きる子どもたちに育成すべき能力と
して｢情報活用能力｣を学校教育で育成することの重
要性が示されたことが始まりといえる(文部科学省
2010)。
平成元年告示の学習指導要領では中学校・高等
学校段階で各教科の中で情報に関する内容が取り
入れられ、指導に教育機器を活用することとされた。
このことを溝田（2006:5）は｢情報教育と教科指導の
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統合（各教科への横断的分散）が始まり、コンピュー
タ活用による授業改善とともに情報教育の準教科化
への実践も見られるようになった｣と述べている。
平成 20 年には｢情報活用能力｣の育成だけでなく、
諸外国に比べ我が国が学校における ICT 環境整備
が遅れていることから情報教育及び教科指導にお
ける ICT 活用について様々な充実が図られた(文部
科学省 2010)。
1.3

教育現場での ICT 整備普及の現状

文部科学省で行われた「平成 25 年度学校におけ
る教育の情報化の実態等に関する調査」によると、
学校における ICT 環境の普及率は教育用コンピュ
ータ 1 台あたりの児童生徒数が 6.5 人、教員の校務
用コンピュータ設備率は 111.1%となっており教員用
のコンピュータはすべての教員が利用できる環境で
ある。電子黒板のある学校の割合が 76.4%（昨年度
74.7%）、デジタル教科書の設備状況が 37.4%（昨
年度 32.5%）と電子黒板の普及率は 7 割を超えてお
り、デジタル教科書の普及率はまだ低いものの昨年
度に比べ着実に上昇している。しかし学校内外での
ICT 活用状況では諸外国に未だ遅れをとっており、
｢日本では学校内外での ICT 端末普及、生徒の
ICT リテラシーと ICT 学習利用、義務教育課程での
ICT 教育のいずれもが、低い水準に留まっているこ
とが示唆される｣（七邊 2014:5 ページ）

2.
2.1

研究のねらいと先行研究
先行研究

教育現場における情報化の現状や、ICT を活用
した教育への取り組みに関する報告書情報科目の
動向調査のレポートは多く存在する。しかしこれらは
調査対象やその目的、方法が異なっている。
まず、溝田(2006)は、教育現場における ICT 利
用の現状と要望について、主として教育委員会と各
2
都道府県の小中高教員を対象としたアンケート
によってレポートしたものであるが、現在の教育情報
システムの動向や ICT を利用した教育方法、教育
の流行、動向を定量的に掴むことはできない。
次に、情報科目の動向調査を調べたものに中園
2

調査は現場の教員へのアンケートを行った「教育の情報化
の現状に関する調査報告書」の統計データを参考にしたとさ
れているが、溝田(2006)では詳細は明らかにされていない。
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(2014)がある。中園は高等学校の「社会と情報」の
教科書にある索引キーワードを７種類の教科書から
抽出し、そこで多く使われている語彙をランキングし
たり、教科書内で共通に扱われている語彙を調べる
ことで、現在の情報科目における教育内容の流行や
教育現場の動向を探ろうとしている。つまり調査対象
は高校の教科書で、調査方法はそこで扱われてい
るキーワードを定量化し分析したものである。中園に
よれば、すべての教科書に共通するキーワードは全
体の２割と少ないこと、６割のキーワードが１種類の
教科書にしか出現していないことから情報教科書の
内容には多様性があると述べている。しかしこの調
査結果からは、授業で扱う「内容」についての流行
や傾向を知ることができても、実際に現場でどのよう
にこれらの内容が扱われているのか、特に本研究が
関心をもっている教育情報システムの動向や教育内
容、教育の現在の流行と多様性を正確に掴むことは
できない。
2.2

研究のねらい

2.1 節で述べた先行研究を含め、教育の情報化
の動向に関する報告書やレポートは、ICT 設備の普
及率や、そのカリキュラムに着目したものが大半であ
り、実際に教育現場における教育内容全般（教育内
容から ICT 設備、教授方法）をカバーし、年代を追
ってこれらを定量的に分析している研究は少ない。
そこで本研究は教育現場の流行に一番敏感で影
響を受けやすく、また逆に教育現場に影響を与えや
すく、情報教育の現場を垣間見ることのできる企業
広告について、そこで用いられているキーワードに
着目し、それらを年ごとに定量化することで、現在の
教育情報システムの動向や教育方法、教育の流行、
多様性を調査する。

3.
3.1

研究方法

社会系や理工系、人間に関する学問分野を融合し
た「教育工学」扱っており、会員数は 2008 年時点で
2500 名を超える日本を代表する大型の学会である
3
（日本教育工学会ホームページ を参照）。毎年 9
月に全国大会を実施し 500 件近い研究発表が行わ
れている。今回調査対象として使用するのは、日本
教育工学会の全国大会で提供されるプログラムの巻
末にある企業広告で、毎年 25-30 件程度の企業広
告が掲載されている。
本研究では 2012 年と 2014 年の全国大会プログ
ラムの企業広告を調査対象とする。その理由として、
2012 年はスマートフォンやタブレット型端末が急速
4
に普及した時期 であり、その前後の企業広告を
調べることでこのようなデバイスの変化がどのように
教育情報システムに影響しているのかを調べること
ができるからである。2012 年度と 2014 年度にはそ
れぞれ 24本の広告の掲載があり、計48本の広告が
本研究の調査対象となる。
3.1.2 調査方法について

全国プログラム巻末の企業広告の中で使用され
ているキーワード（語句）を抽出、分類し、どのような
分野のキーワードが多いのかを比較する。
抽出したキーワードは Excel を使用し 1 広告 1 シ
ートにまとめた。年別に集計できるようにファイルは
年別に分けて作業した。
キーワードの抽出方法は以下のルールに基づい
て行った。






調査対象と調査方法 ―広告キーワードの
抽出―

3.1.1 調査対象について

本研究では、現在の教育情報システムの動向や
教育内容、教育の流行、多様性を調べるために、調
査対象として日本教育工学会の全国大会 プログラ
ム集の巻末に掲載される企業広告を用いる。
日本教育工学会とは 1984 年に設立された、人文
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3

アルファベットの大文字・小文字、漢数字と算
用数字、ひらがな・カタカナ・漢字の表記揺れ
は区別しない
語句中のスラッシュや中黒など記号の有無は
区別しない
会社名、学校名は除く
一つの広告の中で同じキーワードがある場合
は１カウントとする（但し指している対象が違う
場合は分けてカウントする）。例：「評価」→「過
程を評価」、「結果を評価」

https://www.jset.gr.jp

4

匂坂、千葉（2013）の調査によれば、麗澤大学の新入学生
のスマートフォンの所持率は 2012 年から 2013 年 60%→
85%と急激に増加しており、そのうち長期所有者は 40%→
70%に増加している。
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同じ意味の言葉は一つの言葉に統一して入力
する。例：「できる」は「可能」と同じ意味なので
データ入力時には「可能」に統一

3.2

管理
学習

1%

武田 侑奈

2012年

4%

抽出したキーワードの整理

抽出したキーワードには通し番号をつけ、さらに
どの広告の単語かがわかるように広告番号を振った。
その上で、その単語が 1.1 節で説明した「教育の情
報化」の３つの構成（1. 情報教育、2. 教育指導に
おける ICT 活用、3. 校務の情報化）のどれに当て
はまるかを「情報化種類」として記述した。
さらに、キーワードをより効果的に分類するため、
キーワードの内容に応じて大項目、主要分類項目
(4.2 節参照)、中項目、小項目を設定した。大・中・小
項目と主要分類項目の命名やキーワードの整理
(3.1.2節参照)に際しては、2012年度と2014年度の
データで異同がないよう留意してまとめた。
図１は大項目「学習」の分類図である。なお，本論
文の末尾に付録として全項目の分類図(8 種類)を示
している。

その他
0%
教材
27%

情報教育
19%

学習

デバイス

システム

24%

25%

図 2：2012 年大項目
学習
実務シス 3%

2014年

学習シス

テム

テム

5%

30%

デバイス
18%
教材

情報教育

21%

23%

図 3：2014 年大項目

図 1：分類項目「学習」（付録図 A-1 と同じ）

4.

調査結果と考察

広告数が 2012 年、2014 年それぞれ 24 広告（計
48 広告）を使用した。抽出したキーワード数は 2012
年が 575 語、2014 年が 632 語であった。
2012 年と 2014 年の抽出キーワードの分類の結
果、大項目は 8 項目、中項目が 14 項目、小項目が
10 項目、主要分類項目が 20 項目となった。これは
5
全て異なり数 である。
4.1

ジャンル

まず大項目として記述した「ジャンル」情報の集計
結果を見てみよう(図２、図３)。

2012 年では教材、デバイスが多かったが、2014
年では教材、デバイスが減少した代わりに学習シス
テム、情報教育が増加し、また新しく実務システムが
登場したことが分かる。2012 年はデバイスや教材な
どの教育情報システムの設備に力を入れており、
2014 年は学習システムや実務システムといった授
業や校務をサポートするシステムに力を入れている
という傾向をうかがうことができる。
4.2

主要分類項目

本節では、「主要分類項目」20 項目について述べ
る。これは、前節で述べた大項目「ジャンル」をさら
に詳細に分類した下位項目である。図４と図５は
2012 年と 2014 年度の主要分類項目についてグラ
フに表したものである。グラフの上の数字は最終的
に 20 項目の中に分類された関連用語の数である。
具体的に各項目を見てみると（図４、図５参照）

5

分類結果の延べ数は大項目が８項目、中項目が 22 項目、
小項目が 28 項目、主要分類項目が 23 項目である。
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7

LMS 、デジタル教材、ポートフォリオ に関する
キーワードが 2012 年、2014 年ともに多かった。大き
な変化が見られたのが電子黒板で、2012 年から
2014 年で 86 語→35 語と大幅にキーワード数が減
少している。一方で 2014 年はデジタルペンやタブ
レット端末の保管カートなど 2012 年の主要分類項
目にない新たなデバイスが多く出てきているのが特
徴的である。

武田 侑奈

8

が多く普及した ことで所有率が上がったことから
2014 年ではあまり積極的に売り出されなかったので
はないかと思われる。なお、書画カメラのキーワード
数も減少しているが、同じ理由が当てはまるのでは
ないかと推察される。
また 4.1 節で述べたように 2014 年は 2012 年に
比べ、デバイスの数が減少している。しかしデバイス
の種類は増えており（図４、図５赤線部）、多様化して
きていることが分かる。
4.3

教育の情報化

次に 1.1 節で述べた教育の情報化の３つの要素
に着目してキーワードの分布を見てみる。2012 年、
2014 年ともに ICT 活用に関係したキーワードの出
現比率が高い(図６照）。一方で、2014 年では校務
の情報化が顕著に増えている(25→116)ことが分か
る。情報教育の比率も弱冠大きくなっている（94
(16.3%)→135 (21.4%)）。
図 4：2012 年主要キーワード

図 6：2012 年、2014 年の教育の情報化の割合
図 5：2014 年主要キーワード
2012 年、2014 年共に LMS やポートフォリオなど
の学習システムが流行していることが分かる。これは
4.1 節の大項目の分析結果とも符合している。
2012 年から 2014 年にかけて電子黒板のキーワ
ードが減少したことに関しては、2012 年に電子黒板

6

Learning Management System の略。e-ラーニングの実
施に必要な学習教材の配信が成績と統合した管理システム
のこと。
7

学習や能力、実績を実証するための成果を、構造化し、まと
めたもの。
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二つ以上の項目に当てはまるキーワードは重複してカウント

以上の観察から、2012 年、2014 年ともに授業の
効率アップや授業理解を高めることに力を入れた広
告が多いことが分かる。一方、2014 年から校務の情
報化が増加した理由として、授業で活用する ICT が
ある程度充実してきたことで、校務の情報化という新
たな分野に企業が力を入れ始めたのではないかと
いうことが推察される。今後、このような流れをうけて、
授業で活用するシステムと平行して校務支援システ

8

平成 26 年 10 月に創業 80 年の黒板チョーク製造業者の羽
衣文具が自主廃業したことからも教育現場での電子黒板の普
及率の高さがうかがえる。
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ムの数や種類が増えていくのではないかと予想され
る。
4.4

デバイスの変化による影響

次に、具体的なトピックについて考察していく。本
節ではまず、スマートフォンやタブレット端末の普及
による教育現場への影響について考えたい。キーワ
ード数でみると 2012 年 13 個→2014 年 18 個とこれ
らのキーワードは若干増加している（図４、図５参
照）。
そこで、実際に企業広告でのスマートフォンやタ
ブレット端末の利用方法の提案を見てみると、2012
年度では、スマートフォンやタブレット端末は、従来
のPCのようなメイン機器として使用されるのではなく、
LMS やポートフォリオのサイトへアクセスを円滑にし、
授業動画を見るための補助的なツールとしての位置
づけに留まっていた。しかし 2014 年度の企業広告
においては、スマートフォンやタブレット端末を活用
したデジタルペーパーや専用の授業教材が多数登
場しており、さらにタブレットの充電をする保管カート
といった新しい設備の提案が見られた。このことから
今後は、スマートフォンやタブレット端末は、単なる
補助ツールではなく、PC に代わるメイン機器として
使用され、これらを活用した教材の提案がますます
増えていくのではないかと思われる。
4.5

LMS とポートフォリオ

次に学習システムの提案に注目する。今回のキ
ーワード調査で 2012 年、2014 年ともに上位に挙が
った LMS とポートフォリオだが(4.2 節の図４，図５参
照)、その広告にはいずれも下記のようなキーワード
が出現していた。（図７）。
e-learning システム，Facebook，学習時間確保，グ
ループワーク，掲示案，ケーススタディ，コラボレー
ション，マネジメント，レポート，連絡
図７：LMS、ポートフォリオの広告に出現したキーワ
ード
キーワードを見て気がつくことは、グループワーク
やコラボレーション、Facebook といった、他者と学
ぶことや他者と繋がることを示すキーワードが多数
出現していることである。これまで e-Learning 学習
システムといえば、個人がネットワークを使って、自
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分の進度や能力に応じて自律的に学ぶ個別学習が
主な目的だった。しかしこれらのキーワードを見ると、
現在の e-Learning システムは、個から多へ、個別
学習から他者と共に学ぶ協同、協調学習へと学習形
態が多様化していることがうかがえる。

5.

結論と今後の課題

本研究では、情報教育の企業広告のキーワード
を分析することで教育情報システムの動向や教育方
法、教育の流行、多様性を調査した。
まず、本研究でわかった教育情報システムの動向
をまとめると、2012 年から 2014 年にかけて、デバイ
スや教材などの「授業を運営するための ICT」から
学習システムや実務システムなどの「授業や校務を
サポートするための ICT」に変化してきていることが
うかがえる。
また 2012 年に教育現場で流行しているデバイス
は、電子黒板や書画カメラであった。2014 年では電
子黒板、書画カメラのキーワード数が減少し、代わり
にペンや保管カートといった新たなデバイスの種類
が増え、その内容も多様化している。
一方、教育システムでは、LMS やポートフォリオ
などの学習システムが 2012 年から流行してきており、
2014 年でキーワード数が大きく増えていた。
次に教育方法の流行に目を向けると、現在、教育
現場で、様々な教育情報システムを活用しながら授
業を運営することが期待されており、電子黒板や書
画カメラなどのデバイスの他に授業教材として、デジ
タル教科書や Adobe Flash を使用したフラッシュ型
のデジタル教材も提案されている。（図 4, 図 5 参照）
授業の効率化をサポートするものでは、LMS やポ
ートフォリオが提案されているのが特徴である。
本研究では近年のスマートフォンやタブレット端
末の普及によるデバイスの変化が教育情報システム
にどのような影響を与えたかを調査するため 2012
年、2014 年の企業広告を調査の対象とした。調査
の結果、教育情報システムの現在の教育方法の方
向性やデバイス変化による影響について明らかに
することができた。このような動向が近年の企業広告
の変化に具体的にどのように観察できるかは、電子
黒板が普及し始め中央教育審議会で答申が出され
た 2008 年頃の広告キーワードの調査を待たなけれ
ばならない。
より大規模な調査をおこなうためには、効率化と精
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度の向上をはかることが望ましい。今後の課題として
は、データ作成の効率化とともに精度を上げることが
挙げられる。今回の分析ではキーワードの抽出と分
類は発表者が一人でまた手作業で行ったため、そ
の正確さや客観性にはかなりの問題があると思われ
る。また全ての広告テキストを手作業で分析・整理し
たので時間もかなりかかってしまった。改善方法とし
ては、客観的な分析ができるようキーワードの抽出
に日本語の自動解析ツールを利用すること、キーワ
ードの分析に専門用語辞典や類義語辞典を活用す
ること、作業を一人ではなく複数人でおこないその
一致率をκ係数などで統計的に確認することなどを
検討することができるだろう。
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付録 キーワード分類の詳細図
本研究では、キーワードを分野や内容ごとに分類するため数種類の上位項目を作成した。まず、キーワード
をシステムや機器などの関連語で分け（主要分類項目）、それらのキーワードを関連するものをジャンルとして
まとめた（大項目）。次に型式や目的（中項目）、機能や仕様（小項目）に従って中間的な分類をおこなった。
以下の分類図の構造は、左から大項目（青）、主要分類項目（白）、中項目（黄）、小項目（緑）の順となってい
る。

図 A-1
学習

図 A-2
学習
システム

図 A-3
管理

図 A-4
教材

図 A-5
その他
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図 A-6
情報教育

図 A-7
実務
システム

図 A-8
デバイス
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落し物管理システム「アルカモ」の開発と運用
松原 綾音
麗澤大学
経済学部 経営学科 大塚ゼミ
Matsubara Ayane
a11649a@reitaku.jp
概要：研究は、WEB と CGI を用いて「落し物管理システム アルカモ」を開発し、柏市中原小学校にて運用し、
その効果を評価することを目的としたものである。現在、中原小学校では落し物管理を特に行っておらず、廊
下内の専用箱に入れるのみである。この方法を、保護者が日常的に落し物を閲覧できるようにすることを目標
として開発を行った。担当者が、専用箱内の落し物情報を専用の WEB インターフェースに入力すると、WEB
サーバ上のデータベースに情報をが登録される。そのデータベースを利用し、WEB ページにて保護者への
公開を行う。また、WEB インターフェースにて、今までの入力情報の一覧を詳細表示し、同ページにて落し物
の受取・棚卸情報の変更を行い、公開情報を変更することができる。
キーワード：落し物. 管理, PHP, Mysql, CGI, WEB, アルカモ

1.

2.

開発のきっかけ
柏市立中原小学校１では、落し物の管理を、

②

落し物が発見されると、1 階廊下の"落し物箱

具体的には、普段学内に入らない生徒の保護者

"へ入れられる。

に向けて、手軽に落し物を公開できる方法の確立

落とし主が気づき次第、"落し物箱"の中身を

が目的である。
その方法の一つとして、落し物を WEB 上に公開

確認する。
③

本システム開発の目的は、前項の問題を解決し、
要望を叶えることである。

以下のように行っていた。
①

開発の目的

もし"落し物箱"に自分の落し物があれば、

する WEB システムの運用が挙げられた。
理由は、昨年私が製作した WEB システム「落し

その場で引き取る。
この方法は、手間が掛からないという利点があ

物表示管理システム」３(図 1)が、運用先の麗澤大

る一方、普段校内を通らない保護者が確認しづら

学内にて、落し物認知に一定の効果を上げたため

いという問題や、落し物の数が多いため記録が間

である。
上記の「落し物表示管理システム」のような WEB

に合わないという問題があった。
２

そこで中原小学校の西田校長先生 より、上記

システムを、中原小学校に向けて製作し、運用す

の問題を解決して欲しいという要望を頂いた事

ることで、保護者への落し物情報の認知が高まる

が、本研究を行うきっかけとなった。

ことが期待された。

本稿では、落し物管理システム「アルカモ」の
目的、概要、システムの流れについて説明する。

そのため、昨年に続き、落し物を管理する WEB
システムを製作することが決定した。そのシステ
ムが、本システム「アルカモ」(図 2)である。
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図 1 落し物表示管理システム
麗澤大学にて運用している落し物を WEB 上で表示するシステ
ム。写真のように WEB ページをモニターに表示して使用する。

松原 綾音

図 3 システムの一連の流れ
担当者が入力し、データがデータベースへ登録され、それを
保護者が閲覧するまでの流れ。

5.

データの蓄積方法

元々、本システム導入以前より、中原小学校内
で発見された落し物は、１階廊下の「落し物箱」
(図 4)へ入れられる決まりになっている。
本システム導入が決定したことで、落し物管理
を担当する職員を置くことが決まり、以下流れで
図 2 アルカモ ロゴマーク
本システムのロゴ。システム名は「落し物があるかもしれない」が
由来。

落し物の入力が行われることとなった。
まず担当職員は、
「落し物箱」へ入れられた落
し物の情報を、本システム「アルカモ」の担当者
専用入力ページ(図 5)へ入力し、送信する。

3.

開発環境

本システムは、以下の開発環境で開発された。


OS：CentOS４



WEB サーバ：Apache５



データベース：Mysql６



プログラミング言語：PHP７,javascript８

4.

システムの概要

次に、データは「確認ページ」(図 6)へ送信さ
れ、そこで間違いや抜けもれがないかどうかのエ
ラーチェックが行われる。エラーチェックで問題
がなければ、プレビューが表示され、問題無いと
入力者が判断した場合は、送信を行う。
次に、データは「送信ページ」へ送信され、専
用のデータベースへ接続し、データベースへ、デ

本システムでは、落し物の表示と管理を行う。

ータの書き込みが行われる。
以上の流れで、一レコードの蓄積が完了する。

専用の WEB ページから落し物の情報を入力する
ことで、WEB サーバ上のデータベースへ情報が蓄
積され、その情報を基に、保護者へ向けて公開す
るページへ、落し物の情報が表示される。
また別の管理者用のページでは、情報の変更や
管理を行うこともできる。
この一連の流れ(図 3)を説明するために、デー
タの蓄積方法、データベース、データの表示方法
の 3 つに分け、以下に説明する。

図 4 落し物箱
中原小学校１階廊下にある落し物箱。落し物発見者によって
落し物箱に落し物が入れられる。

36

2014 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集

落し物管理システム「アルカモ」の開発と運用

松原 綾音

①

写真データ名
入力ページにてアップロードした写真デー
タの名前。表示の際に html の img タグに写
真の名前を入れることで、関連付けられた写
真データを表示することが出来る。名前はデ
ータ送信時に送信時刻を基に自動で付けら
れるため、被ることがない。そのため、レコ
ードの固有番号としても使用する。

②

物品名
入力ページにて入力する物品の名称。物品の

図 5 入力ページ
落し物データの入力を行うページ。
物品名、写真データ、届出日、発見場所の登録を行う。
全て入力したら、確認ボタンを押す。

特徴もここに入る。
③

届出日
入力ページにて入力する日付データ。ただし、
落し物が落し物箱に入れられる正確な日付
を、担当者がわからない場合があるため、な
にも指定しない場合は、送信時の日付が入る。
また、データの表示は年度別表示ため、この
日付を基に、どの年度の落し物なのかが判断
される。

④

発見場所
入力ページにて入力する発見場所のデータ。
ただし担当者は落し物箱に入れられた落し
物を管理するため、ほとんどの場合、データ

図 6 確認ページ

は"不明"となる。"不明"の場合は「保護者用

図５で入力したデータをプレビューで確認するページ。
問題なければ送信ボタンを押す。

閲覧ページ」に表示はされない。
⑤

受取フラグ
受取情報を表すデータ。データ送信時には全
て、未受取を表す"0"が入いるが、
「担当者用
管理ページ」にて、受取済を表す "1"や、棚
卸し済を表す"2"に情報を変更することがで
きる。このフラグを基に、
「保護者用閲覧ペ
ージ」の表示データが変わり、
「管理者用管

図 7 送信ページ

理ページ」ではフラグごとにデータの抽出を

図 6 確認ページから送られてきたデータを、DB へ書き込むペ
ージ。成功すればデータが表示される。

行うことが出来る。

5.1

データベース

4.1 で送信されたデータは、同 WEB サーバ上に
あるデータベースへ書き込まれる。
レコードは 5 つのデータで構成されており、
レコードの内容は以下の通りである。
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5.2

データの表示・管理

4.2 のデータベースからデータを読み取り、
「保護者用閲覧ページ」や「管理者用管理ページ」
への表示を行う。
以下にそれぞれの詳細を説明する。

37

落し物管理システム「アルカモ」の開発と運用

5.2.1 保護者へ向けての表示
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6.

「保護者用閲覧ページ」(図 8)は、保護者が落
し物を確認することを目的としたページである。

セキュリティ
本システムの全てのプログラムは、本大学の外

部公開用仮想 WEB サーバ９にて動作している。

本ページでは、閲覧時の年度の未受取の落し物

本サーバは、大学外からのアクセスが可能であ

データが表示され、物品名の検索、写真データの

るため、中原小学校関係者以外からのアクセスを

拡大表示などの機能を用いて、保護者が心当たり

拒否するベーシック認証(図 13)を設定した。

のある物がないかどうか探す。
本ページは、中原小学校のホームページよりア
クセスすることが可能である。

ベーシック認証のアカウントは、
「管理者用ア
カウント」と「保護者用アカウント」の 2 つが用
意されており、どちらのアカウントを使うかによ
ってアクセスできるページ数が異なる。
「管理者用アカウント」でアクセスした場合、
全てのページにアクセスすることができるが、
「保護者用アカウント」でアクセスした場合は、
「保護者用閲覧ページ」にのみアクセスが可能で

図 8 閲覧ページ
保護者用にデータを公開するページ。閲覧時の年度の未受取
の落し物を表示する。

5.2.2 担当者に向けての表示
「管理者用管理ページ」(図 9)は、担当者がデ

ある。
保護者は、事前に知らされた保護者用のアカウ
ント情報を基に、ベーシック認証画面で情報を入
力し、
「保護者用閲覧ページ」にて情報を閲覧す
ることになる。

ータ管理を行うことを目的としたページである。
本ページでは、DB にある全ての落し物を年度別
に表示され、検索・抽出・並べ替えの機能を用い
て管理を行う。
また本ページには、受取フラグ情報書き換え機
能があり、該当するデータにチェックを入れ、
「受
取済み」または「棚卸済み」ボタンをクリックす
ると、
「未受取」の落し物を、
「受取済み」または
「棚卸済み」に変更することが出来る。
図 10 ベーシック認証画面
本システムにアクセスすると、このような認証画面が出る。
ここで管理者用または保護者用のアカウント情報を入力すると、
WEB ページを見ることが出来る。

7.

運用
本システム開発は 2014 年 9 月末に終了し、
2014

年 12 月より仮運用(図 11)を行っている。
本システム仮運用にて問題ないことが判断さ
図 9 管理ページ

れれば、翌年度 2015 年 4 月より本格的な運用が

DB のデータを年度別に表示するページ。担当者が管理
を行う際に使用する。

開始される。
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以前より大塚ゼミと交流のある先生。
３
2013 年度より麗澤大学の落し物管理として利用
されている WEB システム。2013 年度麗澤大学情報系
ゼミ卒論発表会にて発表
４
Red Hat 社商用 Linux ディストリビューション
「Red Hat Enterprice Linux」に含まれるオープン
ソースのコードを集めて再編集されたフリーの
Linux ディストリビューション。
２

図 11 仮運用中の様子
落し物担当職員が、落し物の情報を登録している様子。

8.

今後の課題
本システム追加機能として、今後以下の機能を

追加する予定である。


アカウント情報変更機能



場所選択情報ファイルの変更機能



ページカラー選択機能

また、私が卒業した後に本システムが運用され
るため、システムを管理しやすいようプログラム
内のコードを簡潔で読みやすいものに書き換え
る必要がある。

9.

まとめ
本研究は、中原小学校に届く落し物の管理を

WEB ページにて行えるようにすることで、容易に
落し物管理を行い、かつ保護者に向けての WEB 公

５

WEB サーバソフトウェアの一種。
UNIX 系 OS を中心
として人気があり、フリーソフトウェアとして無償
公開されている。
６
TCX Data KinsultAB 社等が開発しているオープン
ソースの RDBMS。 UNIX 系 OS や Windows など幅広い
プラットフォームで動作可能な人気の高いシステム
７
サーバサイドスクリプト言語の一種。
８
クライアントサイドスクリプト言語の一種。本シ
ステムではプラグインの一種である jquery を使用
した。

麗澤大学内の複数の卒論システムを一括管理す
る、LinuxKVM 技術を用いた汎用仮想サーバ。
９

開を実現することを目的としたものである。
現在は仮運用中のものの、本システムを担当す
る職員から、
「使いやすい」との声を頂き、当初
の目的は達成することが出来た。
今後もシステムを改善しつつ、システム機能の
拡大を目指したい。

参考文献
[1] 松原綾音『落し物表示管理システムの開発』2013 年
麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会論文集
[2] PHP 解説&講座 画像のアップロード
http://plog.pya.jp/program/php/lesson11/sample01.html

[3] データベースサーバ構築(Mysql)
http://plog.pya.jp/program/php/lesson11/sample01.html
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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―
大坪 ありさ
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
Ohtsubo Arisa
a11024a@reitaku.jp
概要：近年、映像を解析し個人を特定する技術や深度センサーをもちいて 3 次元の動作を解析する手法など、
映像の解析技術の発達にはめざましいものがある。Kinect とは、Microsoft 社から 2010 年に発売された新し
いデバイスで、プレイヤーの動きを三次元で読み取りデータ化するモーションキャプチャという技術を使用して
おり、ゲームその他で応用されている。本研究では、Kinect センサーによる 2 名同時の動作の解析映像をもち
いてダンスの動きの改善への応用を試み、その効果を検証する。
キーワード：Kinect, モーションキャプチャ, ダンス, 骨格情報, Skeleton Basic

1.

はじめに

近年、コンピューター機器の発達、機械の小型化、
また普及が急速に進んでいる。それに伴い、運動界
では、高速度ビデオカメラを用いて、選手の動き（フ
ォーム）の分析が可能になった。これまでは 2 次元
での解析、分析がほとんどであったが、最新の研究
では誰でも手軽に使える Kinect センサーによる 3
次元での動作の分析ができるようになっている。
1.1

Kinect 以外にも、モーションキャプチャ技術は
様々な機器で実現されているが、Kinect が発売さ
れる以前の製品は高額で、また光学式、磁気式など
特定のマーカーをキャプチャする対象に装着する
方法が使われる傾向があった。Kinect はそのような
2
中で、今までの製品より安価 であり、センサーが
距離を認識するため体に何かをつける必要もなく、
より自然な動きをキャプチャすることができる。

Kinect について
1

Kinect とは、Microsoft 社から 2010 年に発売
された新しいデバイスで、プレイヤーの動きを読み
取り合成するモーションキャプチャという技術を使用
しており、カメラに被写体を映す事でプレイヤーから
キネクトまでの距離を 3 次元で計測し、プレイヤーの
骨格のさまざまな動きを検出する。
1

Kinect™ はMicrosoft Corporationの登録商標である。本
論文では Kinect と称する。
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2

本研究で使用している Kinect for Windows センサー
(L6M-00020) の実売価格は 2 万 5 千円前後 (2014 年 12
月末現在)。なお，最新の v2 センサーの販売価格はこれより
安い。
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図 1：Kinect for Windows センサー
図１にあるように、前面にある Kinect センサー(動
作中に青白く光る RGB カラー映像認識用カメラ 1
基、奥行き測定用赤外線カメラ 1 基、赤外線照射発
光部（IR エミッタ）1 基の三つの光学系センサーと音
響センサーとして、4 本のマルチアレイマイク)で撮
影することにより、物体との距離(深度)を計測しなが
ら画像を撮影・録画できる。このデータを利用して人
間の骨格を解析し、例えば本研究で使用するような、
人の動きが関節単位でわかる映像を撮ることができ
る。
1.2

スポーツと映像による動きの分析

スポーツ番組やスポーツニュースで、選手のフォ
ーム解析にビデオやスロー再生カメラを使っている
のをよく見る。ビデオをとることにより、選手の足の角
度や腕の高さなど細かい体の部位の動きの確認で
き、改良できる点や選手の癖などが見える。このよう
に動画を取り、身体動作を客観視することが，実際
のスポーツの現場では頻繁に行われている。
ビデオの問題は、撮影データが 2 次元映像であり、
本来の 3 次元の動きを完全に記録しているわけでは
ないということである。従って、例え高精度でビデオ
撮影した映像であっても、3 次元のデータとして動き
を充分に分析することが難しい(cf. 富山県スポーツ
振興財団 2008)。Kinect をはじめとするモーション
キャプチャ技術は、データを 3 次元で解析・記録す
るものであり、動きそのものを捉えるという点で画期
的な意味をもつといえるのである。

2.

研究のねらいと先行研究

本研究の目的は、Kinectを使うことによって、ダン
スのどのような体の動きの改善ができるのかを調査
実験することである。本節では、研究のねらいと先行
研究について述べる。
2.1

研究のねらい

ダンス練習では鏡をよく利用する。鏡を見ながら
自分のフォームを確認するほか、複数で練習する場
合も鏡を見ながら相手と何が違い、どこを改善すれ
ばいいかを研究し練習するのである。
鏡での練習には、3 つの問題がある。1 つめは記
録できないことである。鏡の前で踊るため 1 回1回止
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まってフォームの確認はできるが、振り付けになって
しまうと踊ることに精いっぱいになり、自分の動きを
確認しながら踊ることは困難になる。
2 つめは、体の細かい動きが明確にわからないこ
とである。動きの大きさや目線などは鏡の練習で確
認はできる。しかし、細かい腕の角度や腰の動かし
方などは鏡ではきちんと確認することが出来ず、「な
んとなく」練習することが多くなる。
３つめは、自分ばかりを見てしまうことである。余裕
があるときは相手の動作を比べた何が違うか確認で
きるが、振り付けの練習などでは自分の確認で手一
杯になり、自分の動きしか見なくなりがちである。
Kinect を利用し関節単位で動きを記録し、自分と
人を比較することで、自分の特徴や他の人との違い
を理解できれば、動きの自己分析や意識的な動作
の改善に結びつくのではないだろうか。さらに、改善
点などを意識しながら動くことで意識する前とどのよ
うな違いが生まれたかを記録し比較することができる
と思われる。本研究では筆者が所属しているダンス
部に協力を仰ぎ、実際にダンスの改善に Kinect を
応用し、その効果を調査する。
2.2

先行研究

谷本（2013）は Kinect を利用することによるダン
ス支援システムの提案をした。研究では、被験者が
踊った後、被験者が踊っている分析写真と模範が踊
っている写真を並べて表示する形式でフィードバッ
クを提示した。また，被験者と模範の骨格の z 座標
（奥行き）を比べることで，被験者を表示した画像に
アドバイスのフィードバックを表示出来るようにした。
研究の結果、被験者が、模範と自分の動きの違い
を良く理解することができたと答えていることから，画
像を比較するフィードバックはダンスの練習に効果
的であると結論づけられている。
一方、谷本(2013)のシステムで問題にあげられた
のが、細かいアドバイスが表示できないことである。
谷本（2013）のシステムでは，奥行きのアドバイスは
ユーザーの手と足に対してしか行われない。しかし、
被験者からは頭や腰などの部位だけでなく，肩や肘，
膝などの細かい部位に対してもアドバイスが欲しい
という意見が出た。
2.3

問題定義

先行研究（谷本 2013）から、Kinect の画像情報
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はダンスの改善につながることが期待できる。
本研究の提案は以下の 2 点である。まず、Kinect
の棒人間状の映像情報をダンス動作の改善に応用
することである。ダンス部は、いつも鏡を見ながら練
習をしているので、3次元情報を含むKinectの解析
データは谷本 (2013)のシステムから得られるフィー
ドバックよりも多様な情報を含んでおり、棒人間化し
た映像情報を自分で分析することによって鏡では気
づいていなかった（気づけなかった）自分の改善点
を、見つけることができるのではないか。
次に、先行研究では 1 人 1 人別々に撮影をおこ
なっていたが、比較する人物（例えば先輩と後輩）を
並べて撮影した方が、何が相手と違うのかが明確に
なると思われる。そこで Kinect の 2 名の動作を同時
に解析する機能を活用する。
以下、本研究の実験においては上記 2 点を中心
に Kinect を用いた映像の応用を試み、その効果と
問題点を検証する。

3.
3.1

研究方法
調査の手順
3

まず、Kinect for Windows センサー を接続し
4
た PC (Windows 8.1)に Kinect の SDK をインス
トールし、Kinect の動作の制御をおこなう環境を整
えた。
具体的な動きの収集には麗澤大学ダンス部の部
員に協力を仰ぎ、Kinect による映像データを採取
する。部員には、各チームが録画するダンスの振り
付けを事前に指導し、振り付けをおぼえたことを前
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提に撮影を行う。
データ採取後、Kinect のアプリケーションの 1 つ
である Skeleton Basic (SDK のサンプルアプリケー
ションに含まれる)を用いて棒人間化した映像データ
を本人に見てもらい、自分の動きを客観的に見た感
想をメモ用紙に記入してもらう。その後、動画を見な
がら先輩から後輩にアドバイスをもらう。最後にアン
ケートに回答してもらう。
調査終了後、改善点を意識した練習をしてもらい、
１週間後に再度撮影し最初の映像と比較する。この
ような実験を通じ、自分の動きを見て何を感じたか、
また自分の動きを見たことですぐに動きを改善でき
る部分があるのか、またどの程度改善できるかなど
を調査する。さらに、改善実験後の動きを実験開始
時の動きと比較することで、違いが見いだせるかを
分析する。
自己分析をする際にはこちらで用意したメモ用紙
を使ってもらい気がついたことを自由に記入してもら
う(メモ用紙は回収する)。自己分析、1 回目と 2 回目
の比較では、部員が納得いくまで映像を繰り返し再
生する。
本研究の 2 回の実験の手順を以下に示す(図 2)。
左が 1 回目、右が 2 回目の実験の流れである。

3

本研究で使用する Kinect センサーは Kinect for
Windows である。なお、2014 年 7 月に同製品の Version 2
(Kinect for Windows v2) が発売されたが，本研究で使用
するのは旧バージョンである。なお，Kinect にはゲーム機で
ある Microsoft Xbox 用のものも存在するが、本研究で使用
するのは Windows 用に提供されているものである。
4

SDK とは、ソフトウェア開発キット（Software Development
Kit）の略であり、特定のソフトウェアパッケージなどのアプリケ
ーションを作成するためにソフトウェア技術者が使用する開発
ツールのセットのことである。マイクロソフトが無料で公開して
いる Kinect for Windows の SDKのバージョンは Kinect for
Windows 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 が存在する。本研究で使用して
いるバージョンは 1.8 である。
なお、Version 2 の SDK (Kinect for Windows SDK 2.0)
はセンサーの販売当初はパブリックプレビュー版であったが
2014 年 10 月に正式版がリリースされている。
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図 2：実験 1 回目および 2 回目の流れ
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3.2

撮影する Lock ダンスについて

3.4

麗澤大学ダンス部では現在、主に 6 つの種類（ジ
ャンル）のダンスを演じている。その中で、先行研究
を行い、Kinect よる撮影に適している Lock ダンスを
今回の実験対象として選んだ。
Lock ダンスは、他のダンスより比較的手足を両方
使い、身体の動きが大きく、立ちの動きが多いダンス
である。また、撮影に困難な複雑な動き（床にしゃが
んでダンスする動きや宙返りなどのアクロバティック
の動き）が少ない。また、身体の動きの変化などが他
のダンスよりわかりやすく、短期間でも体の動きの改
善が可能であると考えられる。
3.3

撮影期間

部員が部活動に力を注げる学園祭の準備期間を
撮影期間とした。学園祭本番 3 週間前に 1 回目の撮
影、その 1 週間後に 2 回目の撮影を行った。その撮
影期間に向けて練習、そのダンスの振りを指導し実
験の準備をおこなった。
3.5

撮影対象者

本研究では、主たる調査対象者として入部して半
年程度の 1 年生に協力を仰いだ。比較対象として、
3 年程度練習を続けた先輩部員に協力してもらい、
踊りを比べる。
また、普段違うダンスを半年練習している 1 年生と
半年 Lock ダンスを練習した 1 年生を比べる。これに
よりダンスの種類が違うことで、身体の動きにどのよう
な違いがあるのか比較できる。今回は、Pop ダンス
を普段練習している 1 年生の後輩に協力してもらう。
今回の研究では計 8 名の部員に協力してもらった。
2 人 1 組となり 4 チームで Kinect によるモーション
キャプチャ動画を撮影した。考察対象の部員および
チームの詳細は以下の表１のようにまとめられる(以
後本文ではチームを番号で記述する)。
表１：調査対象となるダンス部員とチーム
チーム 主たる調査対象者
比較対象者
1 年生
４年生
1
（女、Lock 初心者 （女 Lock 経験者（３
（（６ヵ月））
年６ヵ月））
1 年生
1 年生
2
（男、初心者
（男、Lock 初心者
（（Pop６ヵ月））
（（６ヵ月））
1 年生
４年生
3
（女、Lock 初心者 （男 Lock 経験者（３
（（６ヵ月））
年６ヵ月））
1 年生
2 年生
4
（女、Lock 初心者 （女 Lock 経験者（1
（（６ヵ月））
年６ヵ月））
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Skeleton Basic の特徴について

本研究で用いるアプリケーション Skeleton Basic
で閲覧できる映像は骨格データであり，スケルトン・
データと呼ばれる 20 ケ所の関節部分を三次元座標
値として返す。それぞれの点を線で結んで表示させ
ると認識された人物の動作が画面に再生される。ケ
ルトン・データはさらにカラーカメラ画像と合成して
確認できる。以下に画像を示す(図 3)。

図 3：Skeleton Basic の解析画像の例
図 3 の上の画像は 3D 深度センサーの情報をそ
の距離に応じて色分けして表示したものである。人
間として認識された場合は人物ごとに色を変えて表
示されるようになっている。図 3 の下の画像がカメラ
画像との合成画像である。
3.6

調査アンケートについて

本研究では、ダンスの動作の改善がどのようにし
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ておこなわれたかをアンケートを用いて調査する。
アンケートでは以下のことを回答してもらった(詳細
は発表資料集を参照されたい)。
1. 何を意識して踊ったか
2. 意識した点の改善にキネクトの動画は役立った
か（5 段階評価、その理由）
3. 鏡を見た場合と比べて、キネクトで収録した動画
を観たことで発見したこと
4. キネクトの動画を観た感想（良かった点、悪かっ
た点、その他 の 3 つについて）
5. 前(々) 回の動画と今回の動画を比べて、前回
より改善できている部分（2 回目のみ）
6. 動画を比較した感想（2 回目のみ）
7. キネクトの動画を利用することは、自分のダンス
の改善に役立つか（5 段階評価、その理由）
8. キネクトの動画を利用することは、ダンスの指導
に役立つか（先輩のみ回答、5 段階評価、その
理由）
9. 次回の練習までに直しておきたいところ
10. 今日の練習についての感想
11. 調査の感想
アンケートへの回答方法は、設問 2、7、8 は点数
化し自由回答欄を設けた。その他の設問は自由回
答とした。
設問 1 および 2 では、どこを意識したのか、それ
は Kinect で把握できたのか、また、何を分析する際
に Kinect は適しているのか、不適切なのかを調査
する。設問3 では、鏡と Kinect を比べることによって、
鏡では発見できなかったどのような改善点が Kinect
で見つかったか調査する。
調査アンケートは 2 回実施した。設問 5 および 6
では、1 回目と 2 回目の動画を比較し、自分を客観
視した状態でどの程度改善できたかを確認するとと
もに、1 週間でどの程度自分が意識して体を動かせ
るようになったかや新たな課題などを再確認した。

4.

調査結果

本節では、アンケート調査の結果を報告する。設
問は以下のように節に分けて分析する。
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表 2：設問内容の分類
調査内容
設問番号
節番号
何 を 意 識 し て 踊 っ た の 設問 1、2
4.1
か、Kinect は役立ったか
各チームが改善したと思 設問 9
4.2
った点
1 週間前と比較して改善し 設問 5、6
4.3
た点
Kinect を見て発見した改 設問 3
4.4
善点
鏡と Kinect を比べて違う 設問 3
4.5
ところ
Kinect はダンス指導に役 設問 8
4.6
立つか
Kinect はダンス改善に役 設問 7
4.7
立つか
Kinect についての感想
設問 4
4.8
調査の感想
設問 10、
4.9
11
なお、紙幅の関係で、質問内容と回答結果の詳
細は付録として発表資料集に記載することとし、本
節では必要に応じアンケート項目を抜粋して示す。
4.1

何を意識して踊ったのか

ここでの設問は、何を意識して踊ったか、意識し
た点の改善に Kinect の動画は役立ったか、またそ
の理由は、といったものである。点数は 5 段階評価
（１：まったく役に立たない～５：大変役に立つ）とした。
複数の人が挙げた部分は平均点を表記する。
意識した部分の項目は、被験者が各自記入したも
のを集計した。詳細は資料集に記載するが、大まか
な結果は以下のとおりである。
表 3：意識した部分と Kinect の評価
意識した部分
Kinect が改善に役立ったか
（5 段階の点数表記）
腰の動き
5
動きの大きさ
5
腕の高さ
5
足の高さ
5
軸（姿勢）
5
フォーム（体の形）
5
キレ
3
ノリ
3
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目線
胸の使い方
アイソレーション

2
2
0

この結果から、腰の動き、腰、腕、足の高さ、身体
の軸、動きの大きさなどが Kinect を利用することに
よって体の動きの改善につながることがわかった。ま
た、ノリ、キレ、シルエット、胸の使い方は Kinect で
なくてもよいという結果が出た。
5 点という高い評価の理由として、Skeleton Basic
を利用したことで、身体の軸や関節の動きが棒人間
化した状態で見え改善点が明確になった。というも
のだった。また、相手と比べることで何がどのように
だめなのかわかりやすいという意見も多かった。
Kinect は、身体の軸や関節等が見えるため、普
段意識しにくい足、腕の高さは、Kinect を使うことに
より関節などを示す線が伸びきっていないこと、先輩
と角度が違うなどがわかりやすく、改善点として挙げ
やすいものになると思われる。
逆に評価の低い項目の理由としては、Kinect で
なく鏡の練習でもわかるという回答が多かった。また、
胸の使い方に関しては、動画撮影を真正面から行っ
たため、横の動きが見えなかったことが理由として挙
げられる。例えば Kinect を 2 台使い，前と横から同
時に撮影することで、このような問題を改善できる可
能性がある。また、Skeleton Basic とは異なるアプリ
ケーションを用いたり、Kinect の深度センサーの機
能をさらに活用するアプリケーションを開発すること
でこの問題を改善する情報を示すことができるかも
しれない。
4.2

各チームが改善したと思った点

主たる調査対象者(3.3 参照)がリストした、1 回目
の調査を終え 1 週間後までに改善したい点を表4 に
まとめる。また、比較対象者が改善したい点を下記
の表 5 にまとめる。
表 4：主たる調査対象者が改善したいと思った点
チーム１
腕の高さ、腕のフォーム、
上半身の動き
チーム 2
足の高さ、上半身の動き、
身体の向き、腕の位置
チーム 3
腰の使い方、上半身の動き
チーム 4
腕の高さ、足の高さ、とめ

46

大坪 ありさ

表 5：比較対象者が改善したいと思った点
チーム１
足の高さ
チーム 2
腰の動き、上半身の動き
チーム 3
腰の使い方
チーム 4
とめ、腕の角度、軸
谷本（2013）がダンスの手足の動きに注目したシ
ステムを構築したように、本調査においても改善点
の指摘において手足の動きに注目することが多いこ
とが分かる。しかし、軸や「とめ」のようにこれらとは異
なる動作についての気づきもみられ、興味深い。
なお、アンケート実施時には主たる調査対象者、
比較対象者で話し合いをすることは認めているもの
の、回答内容のすりあわせはおこなっていない。
ダンス練習を 1 週間行った後、これらの事前に得
られた改善項目について、以下の 4.3 節で改善の有
無をたずねた。
4.3

1 週間前と比較して改善できた点

主たる調査対象者、比較対象者が 4.2 で改善した
いと挙げた点について、8 人全員から「改善できた」
という回答が得られた。
下記の表は、主なる調査対象者、比較対象者が、
アンケート設問５の回答をチームごとまとめたもので
ある 4.2 でまとめた表（改善したい点）と今回の表で
同じ回答があるものは、1 週間の練習で改善できた
点である(下線で示す)。
表 6：主たる調査対象者が改善できたと考える点
チーム１ 腕の高さ、軸、とめ、腕のフォーム
チーム 2
足の高さ、上半身の動き、
身体の向き、
チーム 3
腰の使い方、腕のフォーム
チーム 4
動きの大きさ、腰の動き、腕の高さ、
足の高さ
表 7：比較対象者が改善できたと考える点
チーム１ 足の高さ、上半身の動き
チーム 2
上半身の動き、軸、
チーム 3
腰の使い方、軸
チーム 4
腰の動き、軸、とめ
腰の動き、足の高さなど意識して踊っている部分
が改善できているものになっている。意識して動くこ
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とで 1 週間前より体の動きが改善されよくなっている
ということがわかった。
4.1 で述べたように、Skeleton Basic を使うことで
体の軸が見える。この軸を見て、何が先輩と違うか、
どのようにすればいいか、と考え 1 週間練習してもら
った結果、これらの項目を意識して踊ることができる
ようになったと考えることができる。本論文では割愛
するが、身体動作や動画の体の軸の変化を撮影し
た映像から確認することもできた。








4.4










自分の軸の崩れるタイミングがわかった
軸が崩れている時に動きがあわただしいこと
がわかった
棒立ちになっていたのがわかった
姿勢が悪い
細かいところのとめ
音が取れていない
部分の動きと体の全体と比較してわかる
足があがっていない
形が汚い
動きが硬い

Kinect を使うことで、細かい身体動作がと体全体
の動きと比較することができる。また、いつもは見え
ない体の軸が見えることにより気づけなかった改善
点が見える事がわかる。
細かい身体動作と体全体の動きが比較できること
により、１つ１つ改善点が明確に見えてくることがわ
かる。大まかに改善点を上げるのではなく細かく改
善すべき部分が解ることで今までより効率よく練習が
進むと思われる。
棒人間化することで、見えていなかった体の軸、
足の高、上半身の姿勢などが見えることにより新た
な改善点やどこの部分がどのように違っていたのか
がわかる。
4.5

鏡と Kinect の違い

被験者からは以下のようなコメントが得られた(得ら
れたコメントは表現を変えずそのまま掲載している)。


ど）
相手と比較しやすく、相手との違いが判る
鏡より客観視的に見れる
鏡より自分の動きがわかることにより改善点
がわかり、意識することができた
相手がどのように体を使って踊っているかが
よりみえたので自分の改善につながる
１つ１つの動きや重心を鏡で治すのは難しい
が Kinect ではできる
自分の動きの確認や意識ができる

Kinect の動画を見て発見した改善点

被験者からは以下のようなコメントが得られた。
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１つ１つの動きがわかる（腕の高さや角度な
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鏡と Kinect の違いとして、Kinect は鏡より客観的
に見ることができる、相手と比較しやすい、動きの再
確認や意識ができる、改善点がわかりやすいという
ことがわかった。
Kinect を使い動画を取ることにより、体の動きが
画面に線として表示される。そのことにより、いつも
以上に客観的に自分を見ることができた。また、鏡
では見えない細かい体の動きを Kinect では見るこ
とができるので、細かい動作も意識することができ
た。
4.4 と 4.3 の回答から Kinect の特徴が見えてくる。
１つめは客観的に見えること。２つめは気づけなかっ
た改善点が見つかること（細かい身体の動きが見え
る）である。
4.6

Kinect はダンス改善に役立つか

点数評価とその理由を回答してもらう。点数は5段
階評価とする。１：まったく役に立たない～５：大変役
に立つと数字を振る。主たる調査対象者（後輩）と比
較となる対象者（先輩）を分けて、下記の表にまとめ
た。
なお、主たる調査対象者（後輩）の回答はすべて
５であったので理由のみを記載する。
表 8：主たる調査対象者の回答
理由
・ビデオで一つ一つの動きを止めてみることは出来
ても、腰の動きや腕の高さ、重心などは Kinect じゃ
ないと分からないから
・いつも鏡で自分の動きを確認しているので動画で
とって後から見て改善点を見つけるのはとても良い
と思おう
・自分のジャンルでも動きの確認するようになった
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・相手はどのように体を使って踊っているのがより見
え、自分のダンスの改善に繋がる
・自分の動きを改めて確認認識ができる
・自分では気づけない部分が気づけた
・踊りながら鏡で自分の動きを見るよりも、ダメなとこ
ろがわかるので、どこがダメなのか意識して直そうと
できたのでよかった

点数
5

4

表 9：比較となる対象者の回答
理由
・踊るうえで線（Kinect で表示される線）を
確認することは大切だと思うから
・Kinect を使い、細かい位置を意識すること
で、手、足の位置がそろい、より良いものに
なっていくから
・鏡で見えない部分も見える（腰の動きなど）
・普段と違った点に着目することができる
・ビデオより比較がとても分かりやすい
・鏡で見えない自分がわかる
・棒人間を見てよくなったと事だけでなく、悪
くなったこともわかったから
・より客観的に見れる
・練習より、ショーケースの練習には役立つ
と

共通の 回 答と し て は 、 鏡で 見え な い 部分 が
Kinect では見ることができる、自分の動きをより再確
認することができる、という指摘が得られた。
Kinect では、普段より細かい体の動きが棒人間
化した映像として見える。いつもは気にしていない
腕の角度や足の高さまでわかる。そのことにより、今
まで気づけなかった意識すべき部分が発見できる。
鏡を使った練習でも、改善できるものもあるが、それ
以上の改善点が Kinect では見つけられる。このこと
を評価し、Kinect はダンス改善に役立つという意見
が多く出たものと思われる。
自分の動きを改善する場合、今の自分の状況を
知ることがとても大切であると思う。これはダンスだけ
ではなく、他のスポーツでもいえることであろう。今の
自分を見て、何がみんな（今回は先輩）と違うのか、
どこをどのように変えれば改善できるのだろうかと考
えることが大切である。今回の調査では、先輩後輩
で比べることにより自分の動きを再確認し、どのよう
に改善すべきか、という点を Kinect で探し出せたと
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思う。
また、本研究の 2 番目の提案である 2 名同時収録
の効果を指摘する回答があったことも指摘しておき
たい。

5.

結論

本研究では、Kinect の棒人間状の映像情報をダ
ンス動作の改善に応用するとともに、Kinect の 2 名
の動作を同時に解析する機能を用い、その効果を
検証した。
アンケート調査の結果、Kinect を用いることで、
鏡で気づけなかった自分の改善点を見つけることが
でき、改善することができたという回答が得られた。
Kinect を用いたことで身体の動きがより明確に視覚
化されたことにより、問題点を発見することができ、そ
れを意識しながら踊ることでダンス改善に成功したと
言える。
また、Kinect で 2 名同時に解析することで、自分
の動きを相手と比較でき、相手との違いが明確にな
り改善につながったことがアンケートから明らかにな
った。実際、棒人間状の映像は普通の動画より動作
の違いを比較しやすいので、Kinect を用いたダン
ス練習は、1 人の個人練習より対象者がいる練習の
方が役に立つということができるだろう。棒人間状の
映像は今まで確認できなかった部分（体の軸、腕の
角度など）を比較することができるので、1 人の映像
よりも細かい改善点の発見が期待できる。

6.

今後の課題と反省点

今回の調査では、Kinect をダンス部に持ち込み
映像を撮影したが、ダンスを Kinect のような機械で
撮ることが初めての被験者が多く、馴染みのない環
境に踊りづらさを感じたという感想があった。事前に
Kinect の前で何回か踊るような機会を設ければよか
ったと反省している。また、Kinect で撮ったデータ
は Kinect 独自の形式で保存されるため、動画を被
験者にビデオとして送り手軽に閲覧してもらうことが
出来なかったことも残念であった。1 週間の練習の
間に被験者自身が動画を自由に確認することができ
れば、今回の調査結果よりダンスにもっと改善がみ
られたかもしれない。
また本研究では、Lock という１つのジャンルのダ
ンスに限定した調査をおこなった。今後は他のジャ
ンルのダンスも調査し、結果を比べることで各ジャン
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ルへの Kindle の応用可能性を調査していきたい。
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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～
染谷 麻理奈
麗澤大学
外国語学部 外国語学科 英語・英米文化専攻 千葉ゼミ
Someya Marina
a11149m@reitaku.jp
概要：オノマトペとは擬音語（擬声語）・擬態語を指す。数ある言語の中でも日本語はオノマトペが多く存在する
言語だと言われている。本論文では、日本語を母語とする大学生 10 名を対象に、反応速度を計測するソフトウ
ェア DMDX を用いてオノマトペの認知速度と正答率について心理言語学的実験をおこない、男女での認知
の差、オノマトペの種類やコーパスの出現頻度による認知処理を分析した。実験を行った結果、男女での反応
速度・正答率に差は生じなかった。また、コーパスから得られたオノマトペの出現頻度と反応速度の順位にも相
関分析で有意な相関がみられた。このことは、普段よく目や耳にする馴染み深いオノマトペは反応速度も早い
ことを示唆する。さらに、擬態語よりも擬音語のほうが反応速度が早く、日本語母語話者は耳で聞こえた音を語
彙化した擬音語に、より素早く反応することがわかった。
キーワード：オノマトペ, DMDX, 反応時間, SPSS, 大学生

1.

はじめに

擬音語（擬声語を含む）・擬態語を指すオノマトペ
(英語 onomatopoeia)の語源は「命令する」という古
1
代ギリシャ語 ὀνοματοποιία (onomatopiia )であると
いわれる(得猪 2007)。オノマトペを用いることで、発
話者は自分が五感で感じたこと、その状況、状態を
たった 1 語で豊かに伝えることが出来る。日本語は
オノマトペが豊富な言語として有名であり、約 200〜
300 語の英語の 5 倍以上あると言われている(同掲
書)。また、日本語のオノマトペは長い歴史を持ち、
やまと言葉のオノマトペの用例は日本語の最古の文
献である『古事記』(712 年)にまでさかのぼる(小野
2009)。
現代日本語でもオノマトペはさかんに用いられ、
ニュースやテレビ番組などにもしばしば話題にのぼ
る(トレンド速報ニュース 2013)。現代の若者はオノマ
1

音声転写は 15 世紀ビザンチン時代の発音に従ったもの。
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トペの表現をどのように理解しているのだろうか。本
研究では、大学生を対象に 1) 擬音語・擬態語で認
知処理に違いはあるのか 2) よく使われるオノマトペ
とそうでないものの認知処理に違いはみられるか 3)
男女による違いはあるか、の 3 つの疑問を実験によ
り検証する。実験は 10 人の被験者を対象に DMDX
を用いた心理言語学的手法を用いておこなう。

2.

DMDX について

DMDX とはアメリカのアリゾナ大学の心理学部
Jonathan C. Forster によって開発された、「ある課
題の遂行について、反応時間および誤答率を測定
するためのコンピューターソフト」(玉岡 2008)であ
る。
DMDX を用いることで、刺激への反応時間を
1000 ミリ秒単位で計ることができ、例えば語彙につ
いての問題への正誤についての反応時間を測り、
それを複数の語彙で比較することが可能になる。そ
の結果、判断に時間がかかったり、間違えやすい語
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彙の要因を考察することができるのである。
DMDX で実行する問題は Word で作成しリッチ
テキスト形式 (RTF) で保存するだけで実験に利用
することが出来る。実験結果はazkという拡張子のテ
キストファイルとして保存され、「メモ帳」などのテキス
トエディタで開くことができる。データは Excel などに
貼り付けて分析することができる。

3.

研究方法

本研究では、大学生 10 名を対象に DMDX を用
いてオノマトペの反応認知速度と正答率について実
験を実施し、その結果を分析する。
3.1

実験に使用する問題の作成

実験で用いたオノマトペは、擬音語と擬態語の 2
種類に加え奇異的なオノマトペ（新しい流行語、アニ
メ等で流通している特殊な語彙、および自作した架
空の語彙）のグループを追加し、合計 3 グループと
した。さらに擬音語と擬態語のグループには頻度の
高低により 2 つのサブグループを作る(表 1)。
表 1 調査語彙のグループ分け
頻度：高
グ ル ー プ グ ル ー プ 1a
１：
(高頻度な擬音
擬音語
語)
例：トントン、パ
ラパラ (10 個)
グ ル ー プ グ ル ー プ 2a
２：
(高頻度な擬態
擬態語
語)
例：がっかり、う
んざり (10 個)
グ ル ー プ 新しいもの・特
３：
殊なもの
特殊なオノ 例： も ふ も ふ 、
マトペ
キュン
(10 個)

頻度：低
グ ル ー プ 1b
(低頻度な擬音
語)
例：カキーン、
カシャカシャ
(10 個)
グ ル ー プ 2b
(低頻度な擬態
語)
例：ぬたくた、し
どもど (10 個)
奇異なもの
例：まもまも、め
けめけ

実験の準備にあたっては、まず実験で使用する
擬音語と擬態語の候補を、小野正弘『日本語オノマ
トペ辞典』の「意味分類さくいん」など各種資料を使
用し 152 個選定した。さらに、選んだ語彙について
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インターネットに公開されている「現代日本語書き言
2
葉均衡コーパス」の検索システム「少納言」 で約 1
億語の日本語データの検索ヒット数を調べた。その
結果に基づき、擬音語・擬態語それぞれについて頻
度が高いものと低いものからそれぞれ10個、実験の
候補となる語彙を選んだ。
これに第 3 のグループのオノマトペ 10 個を加え、
実験で使う単語は合計で 50 個とした。
刺激文は文章の中にオノマトペをおりまぜる形式
で提示する。DMDX は出題した問題の正誤を記録
できるのでそれに合わせ文章が正しいか、間違って
いるかの二者択一形式にした。正しい刺激文を 25
問、間違っている刺激文 25 問を出題した。正しい刺
激文に含まれる単語はコーパスで検索数が多かっ
たもので、間違っているものは検索数が少ないもの
とした。
実際に使用した刺激文は発表資料集を参照され
たい。
表 2 実験で使用したオノマトペ 50 問
擬態語
擬音語
特殊な語
正
誤
がっかり トントン
もふもふ 正
(サイト「トレ
ンド速報ニ
ュース」)
うんざり
ガタガタ キュン (コ 正
ーパス)
わくわく カリカリ
てへぺろ 正
(アニメ「け
いおん！」
2009)
ぐったり パラパラ ご る ご る 正
(サイト「トレ
ンド速報ニ
ュース」)
いらいら サクサク シーン (手 正
塚治虫「ぐ
っちゃん」
1945 年)

グ ル
ープ*
1a,
2a, 3

1a,
2a, 3
1a,
2a, 3

1a,
2a, 3

1a,
2a, 3

2

コーパス検索システム「少納言」
URL: http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/
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ふらふら
ぽつり
うろうろ
にこにこ

ばたば
た
ポーン

正

ズルズ
ル
ブーン

正

正

正

さらさら

ドーン

正

しおしお

に ゃ ー めけめけ
にゃー
(自作，架
空)
ジョキジ ちゃいちゃ
ョキ
い (サイト
「トレンド速
報ニュー
ス」)
がたん メ キ ョ
ごとん
(CLAMP
漫画「ツバ
サ」2003)
ジャリジ ぱ だ ぱ だ
ャリ
(自作，架
空)
カシャカ ま も ま も
シャ
(自作，架
空)
に ちゃ
にちゃ
カキー
ン
ピーポ
ー
バキュン

誤

ぎゃふ
ん

けたけ
た

しゃなり
しゃなり
つけつ
け
わちゃ
わちゃ
むぐむ
ぐ
ぽわぽ
わ
ぬたくた
しどもど

1a,
2a
1a,
2a
1a,
2a
1a,
2a
1a,
2a
1b,
2b, 3
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3.2

被験者について

実験は大学生男女 5 名ずつ計 10 人の被験者に
実施した。年齢は 20～25歳である。性別ごとの平均
年齢は、男性 21.8、女性 21.6 であり全体平均は
21.7 であった。また、実験を行う前にアンケート実施
し、性別・年齢・専攻・出身・話好きかを調査した。

4.

分析

本節では、DMDX で得た結果分析の方法につ
いて述べる。
4.1

SPSS について

調査内容の分析には IBM 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
タ加工を実行することが可能な統計解析ソフトであ
る。
分析メニューは 30 種類以上・グラフ出力パターン
は 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
が可能である。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
も簡単に出力できる。

誤

1b,
2b, 3

誤

1b,
2b, 3

誤

1b,
2b, 3

4.2

1b,
2b, 3

被験者 10 人の実験結果を以下に示す(表 3)。反
応速度の数値はミリ秒単位（1,000 ミリ秒＝1 秒）で表
示している。被験者 ID の f は女性を，m は男性を表
す。

誤

1b,
2b
誤
1b,
2b
誤
1b,
2b
誤
1b,
2b
がちが
誤
1b,
ち
2b
*グループの分類は表 1 参照

全体の結果報告

誤

表 3 被験者の平均反応速度と正答数

被験者ごとの反応速度の平均は以下の通りである
(図 1)。
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表 5 グループごとの平均正答数
m05

m04

m03

m02

m01

f05

f04

f03

f02

順位
被験者

図 1 被験者ごとの反応速度の平均
被験者全体の平均反応速度は 2416.34 ミリ秒、全
体の平均正答数は 42.7 (正答率 85.4%)であった。
また、性別ごとの平均反応速度は男性 2413.002、
女性 2419.122 であった。次に男女差の検討を行う
ために、反応速度と正答数について t 検定を行った
ところ、反応速度、正答数ともに男女の間には統計
的 に 有 意 な 差 は み ら れ な か っ た 。 反 応速度 ：
（t=-.022, df=8, n.s ) 正答数：(t=-.272, df=8, n.s.)
図 1 からわかるように被験者 m02 の反応速度が
最も遅く、正答数も最も低い。しかし、本研究の分析
では m02 の実験結果を排除する理由はないと判断
し、分析データに含めた。最も速い速度を出したの
は m05、最も高い正答数を出したのは f04 であっ
た。
4.3

擬音語・擬態語・奇異な語の関連

Excel で擬音語・擬態語・奇異的な語（以下から種
類分けと表記）の正答数、反応速度を調べた。

f01

反応速度(ミリ秒)
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検索数と反応速度順位の関連

オノマトペの出現頻度の高低に関し、一般的にコ
ーパスの出現頻度が多ければ実験での反応速度が
早くなる、つまりより素早く認識できる語彙であるとい
う仮説をたてることができる。この仮説を検証するた
め、従属変数に「検索数順位」、独立変数に「反応速
度順位」とした順位相関分析を行なったところ「検索
数順位と反応速度順位」は 5%水準で有意な相関が
得られた（r=.31, p<.05）。
表 4 オノマトペの出現頻度と反応速度順位の相関

種類

頻度

平均

1 擬音語

多

9.2

2 擬態語

少

8.8

3 特殊な語

若

8.6

4 擬音語

少

8.5

5 特殊な語

非

8

6 擬態語

多

(下記参照) 7.8

正答数の平均が最も高いのは頻度が高い擬音語
(グループ 1a)で 9.2 であった。最も低いのは頻度が
高い擬態語(グループ 2a)で 7.8 であった。
頻度が高い擬態語の順位が低い理由は、実際に
は問題番号 1014「にこにこ」の正答数が 0 であった
3
ため である。この単語を除くと、頻度の高い擬態
語のグループの平均正答数は 9 となり、表 5 では順
位 2 位に引き上がる。
次にグループごとの平均反応速度をみる(表 6)。
表 6 グループごとの平均反応速度
頻度：多い
頻度：少ない
グ ループ グループ 1a (高 グループ 1b (低
１：
頻度な擬音語)
頻度な擬音語)
擬音語
2259.06
2467.31
グ ループ グループ 2a (高 グループ 2b (低
２：
頻度な擬態語)
頻度な擬態語)
擬態語
2371.46
2553.27
グ ループ 新しいもの（若者 奇異なもの
３：
言葉など）
2375.44
特殊なオ 2465.04
ノマトペ
表 6 を見ると、最も速い反応速度を出したのは頻
度が高い擬音語(1a、2259.06 ミリ秒)であり、最も遅
い反応速度を出したのは頻度が低い擬態語(2b、
2553.2735 ミリ秒)であった。
3

刺激文に問題があったと考えられるが、本発表では詳細の
説明は割愛する。
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平均正答数と反応速度を総合すると頻度が高い
擬音語(1a)が正答数は高く、反応速度も早いという
結果となった。一方、擬音語の頻度が低い部類のも
の(1b)は正答数の順位・反応速度において順位が
下がっている。
一方、擬態語において頻度の高いグループと頻
度の低いグループの平均正答数を見ると、低い頻
度グループの方が得点は高い（平均8.8）ものであっ
たが、これは実験問題1014「にこにこ」の問題である
ことは上述のとおりであり、当該問題を外すと正答率
は頻度が高いほうが上(平均 9)になる。平均速度を
見てみると高い頻度グループが速い結果を出して
いる（2371.46）。したがって、擬音語・擬態語とも、
高頻度の語彙のほうが正答率、反応速度ともに上で
あるといえる。
次に擬音語と擬態語を比べると、擬音語のほうが
反応速度は早いことが表 6 からわかる。一方、擬音
語・擬態語のサブグループ中一番正答率が低いの
は低頻度の擬音語 (8.5)であり、高・低頻度の擬態
語より低い。この理由については5.1節で考察する。
最後に、擬音語と擬態語の反応速度が統計的に
有意な違いを示しているかどうかを検証する。まず、
SPSS を用いて反応速度のクラスター分析を Word
法、平方ユークリッド距離を用いて行い、反応時間を
高速、中速、低速の 3 種類のグループに分けた。そ
のうえで擬音語、擬態語についてカイ二乗検定を行
ったところ、擬音語と擬態語の反応速度に有意な違
いがあることが分かった(χ2 = 8.40, df = 2, p < .05)。

5.

考察

本節では、4 節で概要を示した DMDX の実験デ
ータからの分析をもとに、特に注目すべき点につい
て考察していく。
5.1

擬音語と擬態語での認知の違い

擬音語・擬態語の違いは、反応速度と正答数の 2
つに分けてグループ間で比較を行った。なお、擬音
語・擬態語には頻度の多少、特殊な語には若い(新
しい)・非（架空の語彙）という下位分類をおこなって
いる。
反応速度では最も早い反応を示したのは、擬音
語の頻度が高いものであった。最も遅い反応を示し
たのは擬態語の頻度が低いものであった。
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正答数では高得点をとったのは擬音語の頻度が
高いものであった。低得点をとったのは擬態語の頻
度が高いものであったが、これは実験問題 1014「に
こにこ」の正解者が１人もいなかったことが影響して
おり、この問題を除外すると擬音語の高頻度の語彙
の次に高得点となるため、問題はない。
表 5、表 6 から擬音語を頻度別で分析を行なった
際、頻度の高いグループは平均正答数も平均反応
速度も順位は１位であった。しかし、頻度が低いグル
ープの平均正答数は順位が下位であった。この理
由を以下に検討する。
実験で作成した文章では、頻度の低いグループ
の擬音語と「対にならない」ような名詞を組み合わせ
た。例えば、実験では「がたんごとん」は電車と対に
なるものだと予測し（それ以外の名詞は通常当ては
まらない）、問題文には「トラック」を用いたのだが、
被験者の中で対になると判断したものがいた。この
ことから、擬音語の頻度の低いグループが下位であ
る原因は、オノマトペの意味とそれが結びつく名詞と
間の自然さの判断が難しかったのではないかと考え
る。
以上の分析から、頻度の低いグループの擬音語
の実験結果に関する追検証が必要となるものの、擬
音語の方が反応速度・正答数共に擬態語よりも高い
と結論づけることができる。これはオノマトペと反応
速度に関する統計的検証でも有意な違いがあること
が裏付けられた(4.4 節参照)。擬音語は耳で聞こえ
た音から作られたオノマトペである。人は心理的な
語彙よりも音で聞こえた語彙の方が認知しやすいの
ではないかと考えることができる。
5.2

オノマトペの認知差

コーパスから得られたオノマトペの出現頻度と実
験結果の関連性の有無を SPSS の相関分析にかけ
たところ、出現頻度(検索数順位)と反応速度の順位
に有意な相関が出た(4.3 節参照)。
コーパスの検索数が高いことは、それだけ多くの
人々が使用し、目や耳にしている事から馴染みがあ
ることから反応速度も早い結果が出たのではないだ
ろうか。

6.

まとめと展望
本研究では、現代の日本の大学生の日本語のオ
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ノマトペへの認知について研究をおこなった。
大学生 10 人の実験データでは、男女による反応
速度や正答数の違いには大きな差は見られなかっ
た(4.2 節参照)。
擬音語と擬態語では、反応速度が早く正答数が
高いものは擬音語であった。擬音語の頻度の多い
グループでは平均正答数も平均反応速度の順位は
１位であった。一方、最も少ない正答数は擬音語の
頻度の低いグループで、擬音語の頻度が低いグル
ープの反応速度も 6 グループ中 5 番目と遅かった。
頻度の低いグループの問題は刺激文に用いられた
名詞との関係である可能性を指摘した(5.1 節参照)。
さらに、コーパスの出現頻度(検索数)と反応速度
に相関があることを統計分析で示した。
今後の課題として、異なる年齢層の被験者に実験
を行うことが挙げられる。今回は 20 代前半の大学生
に絞り込んで実験を行ったが、年齢層が異なるとオ
ノマトペの使い方や認識の仕方に違いがある可能
性が予測される(例えば、特殊なオノマトペの流行語
の認識に年齢による差が見られるかどうかは興味深
い課題であろう)。さらに、本実験の被験者は10 人で
あったが、より多くの人数に実験をおこなうことで信
頼性が増すであろう。
最後に、卒業研究で立てた、オノマトペの表現に
対する認識が日本語母語話者の日本語力と関係が
あるのではないか、という仮説に言及したい。今回の
実験時に実施したアンケート回答を見ると、話好き
は実験の得点が高く、話すのが嫌い（苦手）な人は
得点が低いことがわかった(話し好きの平均得点
42.7、話すのが苦手な人の平均得点 41.5)。このこと
は、会話力に注目することで日本語の向上の方法が
見えてくるのではないかという新たな研究への方向
性を示唆しているように思われる。
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概要：ホラー映画とは映画のジャンルの一つであり、見る者が恐怖感を味わって楽しむことを想定し制作された
映画である。 ホラー（Horror）という単語には①恐怖②嫌悪、不愉快③ぞっとする気持ち、といった意味があり、
ただ単に幽霊が出てきて脅かしてくるというものだけがホラー映画というわけではない。そのホラー映画におい
て日本のホラーはジャパニーズホラーと呼ばれ、一つのカテゴリーを形成している。本研究では、ジャパニー
ズホラーはアメリカのホラーとどう違うのか。また恐怖の対象にどんな差があるのか研究する。
キーワード：映画, ホラー, 恐怖, ジャパニーズホラー, 幽霊, 日米比較

1.

はじめに

ホラー映画の歴史は 1895 年アメリカのアルフレッ
ド・クラークによって撮影された「スコットランドの女王、
メアリーの処刑」から始まった。現在ホラーには様々
なジャンルがある。殺人鬼が人を次々と殺害していく
スラッシャーホラー。殺害シーンにおける生々しい
描写に特徴のあるスプラッター。心霊、悪魔等が出
てくるオカルトホラー。恐怖のライしょうが人間である
サイコホラー。他にもさまざまなジャンルがあるが、
代表的なジャンルはこの４つである。
日本では 1991 年ほんとにあった怖い話シリーズ
の「霊のうごめく家」、1996 年「女優霊」において日
本らしい恐怖の表現の仕方が確立され、1998 年「リ
ング」、2002 年「呪怨」によりその手法が世界に評価
された。それによりジャパニーズホラーは海外のホラ
ー作品と一線を画し、独自のカテゴリーを形成する
に至っている。

2.

ジャパニーズホラーとして「リング」(1998)、ジャパ
ニーズホラーのリメイク作品のアメリカ映画として
「ザ・リング」(2002)、アメリカのオカルトホラー映画と
して「エクソシスト」(1973)を取り上げ、3 つの作品に
おける人を怖がらせるために設けられたと考えられ
るシーンの時間配分を計測する。また「リング」「ザ・リ
ング」を比較し恐怖の対象の表現の違いや恐怖表現
の違いを考察する。
上記作品以外にも、最終的な考察の足掛かりに
するために、ジャパニーズホラー作品として「女優霊」
「呪怨」を、アメリカのホラー作品として「サイコ」「ブレ
ア・ウィッチ・プロジェクト」を適宜参照する。

3.

恐怖の対象について

まず、アメリカ人が選んだホラー映画のランキング
「死ぬまでに見るべき歴代ホラー映画」(2014 年 5 月
1
公開) で選出された 20 本の映画について、恐怖
の対象が何かを検証した結果、表 1 のような結果に

研究の目的と方法

本研究では、ホラー映画におけるアメリカと日本
の恐怖の表現について比較研究する。
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whatculture.com の監修による。URL:
http://whatculture.com/film/20-horror-movies-must-seedie.php
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なった(映画タイトルは日本語で示す)。
表 1：「死ぬまでに見るべき歴代ホラー映画」の分析
恐怖の対象
映画
サイコ、シャイニング、悪魔のいけ
にえ、ハロウィン、ローズマリーの赤
人
ちゃん、ウィッカーマン、サスペリ
ア、キャリー、赤い影、オーディショ
ンフリークス、28 日後．．
動物
ジョーズ、鳥
魔女
ブレア・ウィッチ・プロジェクト
ゾンビ
ゾンビ
吸血鬼ノスフェラトゥ、エルム街の
怪物
悪夢
幽霊
ポルタ―ガイスト

斎藤 茜子

以下、本研究における考察の土台となる小中氏の
「小中理論」と呼ばれるホラー映画の原則について、
小中氏の著作（小中 2014）に基づき紹介する。「小
中路論」は映画監督である中田秀夫、黒沢清、脚本
家の高橋洋に大きな影響を与えたといわれている。
【恐怖とは段取り】
観客が恐怖の感情を抱くまでには段階的に情報
を開示していく必要があるということ。
【主人公に感情移入をさせる必要はない】
観客は人物に対し感情移入するのではなく、自分
とは異なる人間の自分とは異なる人生を疑似体験し
ている。大事なのは「こういう人間もいる」という確か
なリアリティー。
【因縁話は怖くない】

同様に、ORICON STYLE が監修した「最も怖い
ジャパニーズホラー映画ランキング TOP10」(2007
2
年 7 月公開) による日本のホラーランキングを分
析すると、次のような結果になった(表 2)。
表 2：「最も怖いジャパニーズホラー映画ランキング
TOP10」の分析
恐怖の対象
映画
リング、呪怨、仄暗い水の底から、
ほんとうにあった怖い話シリーズ、
幽霊
学校の怪談、死国、稲川順二シリ
ーズ
人間
黒い家
その他
感染
2 つの表を比較すると、アメリカは有形のものに恐
怖を抱くのに対し、日本はほとんどが幽霊を恐怖の
対象にしていることがわかる。もちろんアメリカの作
品でも幽霊を取り扱ったホラーもたくさんある。しかし
国全体としての趣向としては有形のもの、実体をも
つものに対しての作品がよりヒットしているといえる。

4.

ジャパニーズホラーの手法

ジャパニーズホラーが発展するにあたり、大きな
影響を及ぼしたのが「小中理論」だといわれている。
これを作ったのは「邪願霊」や「霊のうごめく家」の脚
本家でもある小中千昭氏である。

「その部屋では実際に自殺者がいて」「墓地の跡
にたてられた家で」などの「因縁」がオチで語られる
ことは、あたかもこの話が作り話ではないと強調する
効果があると考えられているが、「なぜ」幽霊が現れ
たのか、という「理由」が明らかになってしまうとその
幽霊は単に生前の記憶の断片だけを持った単機能
機械のごとき行動体に成り下がってしまう。恐怖の神
髄は「不条理」である。
【文字は忌まわしい】
疑似ドキュメンタリを用いる場合、ナレーションで
なければ説明できない事柄を無機的に消化する。
今見ているのはドラマではない、ということを観客に
サインとして時折強制に観客に送る。
【情報の合致は恐ろしい】
一人の人物だけの体験よりも、「それを見てしまう」
といった体験が伝染病のように伝わっていくことが恐
怖を構造化していく。
【登場人物を物語内で殺さない】
人間の死というドラマチックなシチュエーションは、
それがフィクションに見えるようなもの、怖さを減じる
ものである。
【霊能力者をヒロイックに扱ってはならない】
「それが見えて当たり前」という人物の抱く感情は
「怖い」ものには不似合い。
【ショッカー場面はアリバイである】

2

http://www.oricon.co.jp/news/46667/full/
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ショッカー場面は観客にとって「びっくりする」とい
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うサプライズ衝撃であって、それは「怖さ」ではない。
だが観客を自動的に「怖がるモード」へ移行させる
手段として有効である。

結局のところ幽霊しかいないものだ。

【幽霊の見た目はありえない】

5.1

これから何かに襲われようとしている人物がいる。
その人物を茂みの中からじっと見つめるカットバック
が挿入される。こういう場面では「ああ、早く気が付け
ばいいのに。やられてしまうぞ」と、腰が浮くようなじ
れったい感覚になる。しかしこれは「サスペンス」と呼
ぶべきものであり「怖い」とは別の感覚である。

本節では、ジャパニーズホラーの傑作として著名
な「リング」、ジャパニーズホラーのリメイク作品のアメ
リカ映画として「The Ring」、アメリカのオカルトホラ
ー映画の古典として「エクソシスト」を選び、観客を怖
がらせるためのシーンと考えられる部分を抜き出し
①キッカケからのタメの時間②幽霊が出る、またはな
にかの衝撃があってから落ち着くまでの時間を計測
する。具体的な時間を計測することで、演出面の違
いを比較するのが目的である。
計測例を表3 に示す。なお表3のシーンは架空の
例である。

【幽霊はどう見えたら怖いのか】
ぼうっとボケたような不確かな見え方が怖い。「偶
然に作り出された有意の形」は何より不自然さから人
の印象に残る。
【幽霊ナメもやってはいけない】
幽霊が出現し、それに恐怖する人物を描くという
場面において、幽霊ナメで人物のバストショット。こう
したアングルが暗示するのはその場面の視点がそ
の人物から遊離してしまっていることを意味する。恐
怖している人物を客観視する視点であり、いわば
「醒めた」観点である。人物の恐怖感こそが、観客に
伝播すべきものである。
【幽霊はしゃべらない】
映像において幽霊がしゃべってしまうと肉体感が
協調され、「役者が演じている幽霊」にしか見えなく
なるケースが多い。
【恐怖する人間の描写こそ恐怖そのものを生み出
す】
観客に恐怖を感じさせるには、その場面に登場す
る人物が感じている恐怖を伝播させることが最大の
決め手になる。問題はその恐怖の質である。凡庸な
作品なら、この世ならざる者に対峙した場面となると、
「きゃーっ！」という悲鳴をあげるだけで終わる。しか
し現実生活の中で「きゃーっ！」という悲鳴が聞かれ
るのは遊園地のジェットコースターに乗っている客ぐ
らいのものではないだろうか。
【本当に怖いのは幽霊しかいない】
ホラー映画のモチーフとなるものは、何も幽霊ば
かりではない。怪物、吸血鬼、ゾンビ、ＳＦ的な存在
などジャンル内ジャンルはいくらでもあげられるだろ
う。しかし本当に怖いという感覚を醸し出せる怪異は、
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5.

「エクソシスト」「リング」「The Ring」の比較
恐怖シーンにおける時間配分

表 3：時間配分の分析例(架空のシーン)
シーンの記述：後ろから足音が聞こえゆっ
くり振りむくが誰もいない。ほっとして正面
を向いたら幽霊がたっていて驚く。急いで
逃げるが走ってくる幽霊。急いで家に帰り
鍵をかけ安堵する。
キッカケからのタメ
衝撃またはショックカット
足音が聞
幽霊を見
こえゆっく
て 驚い て
5:01-5:12
5:13-5:20
り振り向
逃げて家
(11 秒)
(7 秒)
き、安堵す
につき安
る
堵する
なお、各映画の時間配分の調査結果の詳細を本
論文末尾に付録として示した。
5.1.1 「エクソシスト」の時間配分

ストーリー：女優クリスの娘リーガンが悪魔に取り
つかれ、メリン神父とカラス神父が悪魔祓いをする
話。
時間配分
キッカケからのタメ 平均 27 秒
衝撃またはショックカット 平均 26 秒
5.1.2 「リング」の時間配分

ストーリー：呪いのビデオを見てしまったＴＶディレ
クター浅川が元夫である高山とともに呪いを解こうと
奮闘する話。
時間配分
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キッカケからのタメ 平均 38 秒
衝撃またはショックカット 平均 13 秒
5.1.3 「The Ring」の時間配分



ジャパニーズホラーの影響を受ける前の映画であ
る「エクソシスト」はタメの時間が短く、衝撃の時間を
長くとっていたことがわかる。それに対してジャパニ
ーズホラーの特徴はタメの時間の長さにあり、その
影響を受けたホラー映画「The Ring」にも取り入れら
れていると考えることができる。
5.2

リメイク版での変更点から見る文化の違い

「リング」がアメリカでリメイクされるにあたり、設定
やストーリーの変更は文化や恐怖の感受性の違い
に大きく関係すると考え、変更点をあげ比較を試み
る。
5.2.1 設定においての変更点



高山にあたるノアは超能力を持っていない。



山村志津子にあたるアンナ・モーガンは能力
者ではなく普通の人



山村貞子にあたるサマラは本当のアンナの
子供ではなく、孤児であったサマラを流産を
繰り返し子供を熱望していたアンナがひきと
り養子として育てた。



リメイク版では「呪いのビデオ」という都市伝
説の存在を割愛している。



リメイク版では呪いのビデオを見ると、写真な
どの人の顔の部分を塗りつぶしたり、鼻血が
出たりする。

5.2.2 ストーリー上の変更点



呪いのビデオの内容



物語の最後、ノアと浅川にあたるレイチェル
は復縁する。



サマラを井戸に突き落したのはアンナ



サマラの能力を恐れたアンナとアンナの夫は
サマラを馬小屋の納屋に幽閉する。
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不眠症に悩まされていたサマラ病院に行っ
ていたが治療と称し実験をうけていた。



高山と陽一は一度も話すことはなかったが、
ノアと陽一にあたるエイダンは会話を重ねパ

ストーリーは「リング」とほぼ同じなので割愛する。
時間配分
キッカケからのタメ 平均 44 秒
衝撃またはショックカット 平均 5 秒
5.1.4 調査結果のまとめ

斎藤 茜子

パであることを伝え、エイダンが書いた絵を
レイチェルにプレゼントするようノアが提案す
るなど家族関係が見て取れる。


レイチェルはエイダンのためにハウスキーパ
ーを雇う。



日本版では浅川が息子のために自分の父親
を身代りにすることを決意するシーンがある
がリメイク版にはそれがない。

日本版では必要最低限以外の人間の個性を排除
していたが、リメイク版はコテージのオーナーはマジ
ック好き、ハウスキーパーはすこしおちゃめ、などと
登場人物に個性をもたせていることも特徴的であ
る。
5.2.3 総括

これまでの変更点の指摘を踏まえて、ここでは文
化や恐怖の感受性の違いを顕著に示すと筆者が考
3
えるポイントについて論じる 。
「リング」において日本版は血が一回も出なかった
が、リメイク版は呪いのテープを見てしまった人の症
状として鼻血、また主人公が飼っている馬が海に飛
び出して自殺するシーンでは海が馬の血で赤く染ま
る。また日本版は恐怖に対して一回も叫ばなかった
にも関わらず、リメイク版では主人公が何度も叫ぶシ
ーンがあるのに加え呪いのテープの音声は人の悲
鳴のようなものを使っている。アメリカでは叫ぶ度合
いが恐怖の度合いに密接にかかわっているのでは
ないだろうか。
リングを代表する最後の貞子がテレビから這い出
してくるシーンにおいて日本版は這い出てくるのに
も時間がかかれば立ち上がるのにも歩いて近づい
てくるのもたどたどしく時間がかかっていた。しかしリ
メイク版はサッと這い出てきたかと思えばスッと立ち
上がり日本版に比べると簡単に近づいてくる。日本
版は井戸から這い出て人間ならぬ「何か」になって
いたが、リメイク版はすでに人間を逸脱した

3

卒論発表会の発表では実際に映像を紹介しつつ論じる。
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“something” になっていた。それはテレビから出て
きた後のサマラと貞子の顔の違いから見て取れる。
同一シーンの同一ポジションのキャラであるにもか
かわらず、リメイク版は幽霊というよりゾンビに近いビ
ジュアルである。スプラッターで発展をとげたアメリカ
のホラーにおいて、ビジュアルが異質なものが切り
離せないのではないだろうか。
リメイク版は家族愛に重きを載せていた。日本版
では高山と陽一は一度も話すことなく、陽一が高山
を父と認識することもなかったが、リメイク版では父で
あるとエイダンに伝えた上に、エイダンに向かって
「君の父親役は誰にも譲りたくない」とノアが父親とし
ての愛情を現している。またレイチェルもエイダンの
代わりに父を差し出す決心もしていない。リメイク版
の方が人間らしい表現であると考える。リメイクする
にあたって、家族愛を盛り込むことでよりヒットできた
のではないだろうか。
恐怖の対象に理解できる人格を持たせてしまうの
は「小中理論」ではご法度である。「リング」における
貞子は人間であるが、過去のシーンでも幽霊となっ
てからも彼女の顔全体がはっきりとみてとれるカット
はひとつもない。人間でありながら、人間らしからぬ
何かをまとっている。それに比べサマラは幼少期の
顔がはっきりとわかる上に親の愛情をほしがる発言
までしてしまっている。
「リング」と「The Ring」において、映画の中での最
初の被害者であるケイティーの母親の反応が大きく
違う。「リング」では母親は顔から感情が消え、無機
質な空っぽの存在になってしまっている。しかし
「The Ring」では涙したり、声をあらげたり、レイチェ
ルに調査を依頼するなどしている。日本版では霊が
及ぼす影響は精神面に深くかかわっているのでは
ないだろうか。
なぜ都市伝説という項目がリメイク版ではなくなっ
てしまったのだろうか。「小中理論」において、恐怖
の伝播は重要とされている。アメリカではそのような
風潮がないためにカットしたのではないだろうか。
子供が二階に上がる場面において、二階の雰囲
気がだいぶ違う。このカットにおいて日本版が協調
しているのは暗い「二階」という場所それ自体である
のに対し、リメイク版は二階へと向かうエイダンの姿
が強調されている。このカットを見た際に私は幼少
期の「日常的な恐怖」を思い出した。リビングが一階
にあるためいつも二階は暗く、いつも階段をあがると
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きに怖い思いをしていた。つまり、日本版ではごく普
通のどこにでもある暗闇や恐怖が表現されていると
いえる。

6.
6.1

考察とまとめ
ホラー映画の日米比較から分かること

本研究では、日米で恐怖に対する映画の演出の
違いの比較を試みた。このような違いは、日米の恐
怖に対する感受性の差に起因すると考えることがで
きる。アメリカは恐怖の本質をショック度合いの大きさ、
悲鳴の大きさに見出している。またビジュアルにお
いてもグロテスクなものを好む。「リング」にとって一
番の見せどころである最後のテレビから這い出して
くるシーンには、その差が如実に表れているのでは
ないだろうか(5.2.3 節参照)。
また、小中理論の中に「理由をあかしてはいけな
い」というものがある。アメリカ作品の構成はその逆
である。「The Ring」においてはラスト近くのシーン
でサマラの口からすべての理由が語られてしまって
いる。その理由が語られることにより、受け手側は
「それならしかたない」と少しでも思ってしまうわけだ
が、これにより小中理論で重要視されている「不条理」
や「理不尽」が崩れてしまう。小中理論ではむしろそ
れらは演出上やってはいけない行為であり、怖さを
減じることに繋がっている。
また、私が考えるジャパニーズホラーの本質とし
て「日常の感受性を利用する」という点を挙げること
ができる。以下に、今回私が研究対象としたホラー
作品の恐怖シーンで使用されたアイテムをまとめる
(表 4)。
表 4：恐怖シーンで使用されたアイテム
呪怨
スキマ、屋根裏、押入れ、水、電話
リング
髪の毛、鏡、ビデオ、井戸
髪の毛、鏡、ビデオ、井戸、梯子、医
The Ring
療用コード
エクソシスト 十字架
ジャパニーズホラーの作品では恐怖するシーン
に使用されたアイテムのほとんどがどこの家庭にも
ある身近なアイテムだった。それに比べアメリカの作
品ではあまりに日常生活で見かけないものを使用し
ていたように感じる。「リング」の 1 シーンにて二階と
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いうありふれた存在への恐怖が表現されていること
を 5.2.3 節で論じた。ジャパニーズホラーは日常的
に潜む恐怖を演出しているのに対し、アメリカ作品
は非日常だからこその恐怖を演出していると言え
る。
最後に、ジャパニーズホラーにおいては、キッカ
ケからのタメを長くすることにより、観客が想像力を
働かせ各個人で勝手に想像を膨らませてしまうとい
う効果を生んでいる。あるきっかけから理由も分から
ず与えられる恐怖こそが醍醐味であり、その後に訪
れる霊の出現はそれの手助けでしかない。アメリカ
の恐怖の醍醐味はその霊の出現の瞬間にこそある。
本研究では、恐怖シーンの時間配分の調査により、
このような演出が実際の映画にどのように現れてい
るか、またジャパニーズホラーのリメイク作品にこの
演出が取り入れられていることを示した(5.1 節参
照)。
6.2

まとめにかえて

私はホラー映画を見るのが好きだ。今まで見た中
で一番怖いと思った映画は三池崇監督の『オーディ
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ション』である。この作品は上記であげたランキング
にも入っていて、海外では非常に有名である。しか
し日本ではどうだろうか。上述のランキングを見るま
でもなく、日本国民の「ジャパニーホラー」としての一
般的意識の中にこの作品は含まれてはいない。今ま
で私はそれが不思議でならなかった。この研究を通
して得られた知見を踏まえて考えてみたい。
まず『オーディション』の中で恐怖の対象となって
いるのは女性である。この女性は幽霊でもなんでも
ない。特別な能力があるわけでもない。ただ彼女の
愛情表現はとても肉体的に痛いのである。恐怖の対
象が人間であること、そして悲鳴、血、肉体的な苦痛。
サイコホラーであり、後半にかけての残虐性にはス
プラッターに近いものもある。これらがアメリカ人の恐
怖の感受性に「ばっちり」はまったといえる。逆に言
えば、そうであったからこそ日本人の恐怖の感受性
にははまらなかったのかもしれない。
参考文献
[１] 小中千昭『恐怖の作法』河出書房新社 2014 年
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付録：恐怖シーンにおける時間配分 (5.1 節参照)
「リング」(1998 年、中田秀夫監督作品)


キッカケからのタメ 平均 38 秒



衝撃またはショックカット 平均 13 秒

キッカケからのタメ
電話が鳴る
テレビが突然つく
陽一が二階に進む
振り向いたら人がいる

カット (時間)
4:31-5:40 (9 秒)
6:47-7:41 (54 秒)
13:55-14:53 (58 秒)
19:56-20:07 (11 秒)

部屋を見渡してテレビを見 23:20-24:01 (41 秒)
つける。
不審なテープを見る
27:19-28-23 (64 秒)
電話が鳴る
キッカケなし

28:36-28:56 (20 秒)

高山に忍び寄る女の足
子供の笑い声で目覚める

34:50-35:34 (44 秒)
46:33-47:26 (53 秒)

井戸で髪の毛を発見する

1:19:56-1:20:14 (18
秒)

貞子の頭蓋骨が浮き上がる

1:20:22-1:21:06 (44
秒)

奇妙な音を聞き、高山が振 1:25:01-1:26:22 (81
り返ると呪いのテープが映 秒)
っている。

衝撃またはショックカット
カット (時間)
驚きなし
“何か”を見て驚く
7:42-7:44 (2 秒)
驚きなし
襖をあけ死体を見つけた時 20:08-20:11 (3 秒)
の回想
驚きなし
テレビ画面を見ると背後に
女が立っている。
電話に出て急いで切る
写真の中の自分の顔が奇
妙にゆがむ
驚きなし
襖をあけると陽一がテープ
を見ている
手をつかまれる

28:23-28-31 (8 秒)
28:57-29:06 (9 秒)
32:18-32:25 (7 秒)

47:26-48:37 (71 秒)
1:20:14-1:20:15 (1 秒)

驚きなし
テレビから這い出してきた 1:26:23-1:27:35 (72 秒)
貞子に睨み殺される高山

「THE RING」(2002 年、ゴア・ヴァービンスキー監督作品)


キッカケからのタメ 平均 44 秒

衝撃またはショックカット 平均 5 秒
キッカケからのタメ
カット (時間)
電話が鳴る
3:19-4:26 (67 秒)
テレビが突然つく
4:53-7:25 (152 秒)


キッカケなし
エイダンが二階に進む

17:11-18:12 (61 秒)

電話が鳴る
26:15-26:29 (14 秒)
電話の留守電ランプが光 31:41-32:00 (19 秒)
っている
ビデオのタイムコードが 32:35-33:12 (37 秒)
狂う

衝撃またはショックカット
驚きなし
テレビに井戸が映ってい
る
死体を見つけた時の回想
背後に気配を感じて振り
返る。
電話で女の子の声
驚きなし

カット (時間)
7:26-7:31 (5 秒)
15:27-15:29 (2 秒)
18:13-18:15 (2 秒)
26:30-26:36 (6 秒)

驚きなし
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恐怖の感じ方―ホラー映画における恐怖表現の日米比較研究―

斎藤 茜子

呪いのビデオに映るハエ
に疑問をもつ
監視カメラに映る自分の
異変に気付く
背後から寝ている人物に
忍び寄るＰＯＶ
喉から異物が出てくる

40:50-41:22 (32 秒)

驚きなし

45:34-45:50 (16 秒)

驚きなし

45:05-46:18 (78 秒)

驚きなし

47:36-48:22 (46 秒)

驚きなし

エイダンの部屋に向かう

48:23-48:51 (28 秒)

謎の女の子から手を握ら 48:51-48:57 (6 秒)
れ驚くが夢オチ
驚きなし

エイダンの部屋に行くが 49:27-49:47 (30 秒)
エイダンがいない
キッカケなし
1:17:49-1:18:06 (17
背後に父親
秒)
1:18:38-1:19:20 (32
父親の奇行
秒)
1:27:10-1:28:29 (79
床のねじが緩み始める
秒)
井戸で髪の毛を見つける 1:30:29-1:30:44 (15
秒)
レイチェル
テレビが突然つき、井戸が 1:39:35-1:41:29
(114 秒)
映る
ノアの部屋にたどり着く 1:42:32-1:43:25 (53
秒)
レイチェル

ムカデが出てくる
父親から殴られる

1:15:23-1:15:25 (2 秒)
1:18:06-1:18:10 (4 秒)

父親の自殺

1:19:21-1:19:35 (14 秒)

レイチェルが井戸に落ち 1:28:29-1:28:36 (7 秒)
る
手を突然つかまれる
1:30:45-1:30:49 (4 秒)
テレビから這い出たサマ 1:41:29-1:42:12 (44 秒)
ラに殺されるノア
ノアの死に顔を見るレイ 1:43:25-1:43:30 (5 秒)
チェル

「エクソシスト」(1974 年、ウィリアム・フリードキン監督作品)


キッカケからタメの時間 平均 27 秒



衝撃またはショックカット 平均 26 秒

キッカケからのタメ
カット (時間)
クリスが屋根裏部屋 29:51-30:43 (52 秒)
へと向かう
44:26-44:32 (6 秒)
リーガンの叫び声
キッカケなし
電気が消える

58:13-59:27 (74 秒)

キッカケなし
悲鳴がきこえる
うめき声
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1:18:30-1:18:39 (9 秒)
1:23:41-1:24:40 (59 秒)

衝撃またはショックカット
火が大きく燃え上がる

カット (時間)
30:43-30:44 (1 秒)

リーガンのベッドが激しく揺
れている
リーガンが体を激しく打ち付
けている
驚きなし
階段をブリッジしてリーガン
が下ってくる
首が 360 度回る
悪魔との会話

44:32-44:42 (10 秒)
53:18-54:11 (53 秒)

1:00:43-1:00:46 (3 秒)
1:18:39-1:19:30 (51 秒)
1:24:40-1:25:49 (69 秒)
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LINE クリエーターズスタンプの作成
~xxx 大学生をターゲットに~
松岡誠司†, 木村兼将††, 伊藤穣††, 新口拳人††, 今津佳奈†††
麗澤大学
経済学部 経営学科 （IMC）† 吉田ゼミ，鈴木ゼミ†††
††

Matsuoka Seiji, Kimura Kenshou, Ito Jo, Shinkuchi Kento, Imazu Kana
a12631s@reitaku.jp, a12562k@gmail.com, karasu.j.9009@gmail.com
a12583k@reitaku.jp, a12533k@reitaku.jp
概要：現在、LINE ユーザーは世界で 4 億人、日本国内では全体の 1/8 を占める 5200 万人ものユーザ
ーが存在する。他にも同じようなアプリは多々存在するが、LINE はクリエーターズスタンプという新たなマー
ケットを生成し、自社のプラットフォームを強化することに成功している。この新たに生み出されたマーケットに
着目し、マーケティングの視点から、大学生をターゲットとするスタンプを考案したので、そのプロジェクト内容
について報告する。
キーワード：大学生，LINE スタンプ，ターゲッティング，プロジェクト

1.

はじめに

我々は大学生を様々な種に分ける事で最も日本
の大学生に広まりやすいスタンプを考案した。さらに、
日本の大学生に受け入れられやすいキャラクターを
作り出し、販売数の増加を試みる。
キャラクターのポーズや背景、言葉などは実際に
普段大学生が使用する物を使う事により自分たち自
身が使用したくなるようなスタンプを作成した。本報
告では、LINE の概略について簡単に説明した後、
スタンプについてマーケティングの STP、4P フレー
ムワークを基にした報告を行う。

2.

LINE プラットフォーム

プラットフォームとは、複数のユーザー・グループ
を仲介し、両社のマッチングとやりとりのために利用
される基盤と定義される（丸山、2005）。プラットフォ
ーム・ビジネスとは、複数の異なるユーザー・グルー
プのやりとりを促すためのインフラとルールを提供す
るビジネスのことで、ｅマーケットプレイスはその一形
態である。売り手と買い手の両方から料金を徴収し
利益を得るため、ツーサイドビジネスとよばれる。
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仲介型のプラットフォームは、5 つの機能を有して
いる（平野、2010）。
(1)マッチング機能
複数のグループの交流を促す「場」を提供すること
でマッチングさせる。
(2)コスト削減機能
各グループが個別に対応していては時間もコスト
もかかる機能を提供する。
(3)検索コストの低減機能（ブランディング・集客機能
プラットフォームが一種の安心感、ブランドをユー
ザーに提供し、製品・サービスの質に一定のレベル
を担保する。
(4)コミュニティ形成による外部ネットワーク効果・機
能
口コミ波及のバイラル効果で、参加グループ内で
の信頼情報が醸成され、プラットフォームへの粘着
度が増していく。
(5)三角プリズム機能
通常では直接に相互作用が及ばない 2 つ以上の
グループを結びつける。
LINE はコミュニケーションから始まり、それからプ
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promotion）の頭文字を取った物である（沼上、
2003）。
この 4 つの P のなかでも price と place は価格の
制約と LINE プラットフォーム上での販売という制限
があるので他の 2 点について論じる。

ラットフォーム宣言をして、デジタルコンテンツを配
信し始めた。ゲームでは世界トップクラスのタイトル
を届けていて、漫画、占い、アバターサービスもやっ
ている。また、直近ではタクシーの配車も LINE プラ
ットフォーム上で実現できるサービスも展開し始め
た。
(株)NHN は 2014 年初頭から、LINE プラットフォ
ーム上で利用されるスタンプを販売できる機能を追
加し、クリエーターズスタンプマーケットとして、ユー
ザー起点の新しい市場を創造したといえよう。

3.

STP フレームワークによるターゲッティング

スタンプを考案するに際しては、マーケティングの
理論通り STP の順番で考えることにした。STP とは
「セグメンテーション」「ターゲティング」「ポジショニン
グ」の 3 つの頭文字をとっている。フィリップ・コトラー
の提唱した、マーケティングの代表的な手法の一つ
である（沼上、2003）。
セグメントとしては、生徒・学生、社会人、主婦など
と大まかに分類し、日本の中で最も LINE を使用す
ると考えられる生徒・学生を対象とし、なかでも私達
に身近な大学生をターゲットとした。また、大学生を
真面目系と不真面目系に分け、具体的には後者をメ
インターゲットとするスタンプを作成するに至った（詳
細は次節）。ポジショニングとしては、大学生の日常、
とりわけ、クリエーターズスタンプの中でも大学内で
利用できるスタンプの数が少なかったことから、その
点を重視することとした。
大学生の中でも不真面目な大学生をメインターゲ
ットとする。不真面目と表現することが正しいかどうか
の問題はあるが、この種の学生はコミュニケーション
力が高く、また他者との繋がりを非常に重要視する
傾向があるため、彼らを中心とした普及（販売数の向
上）を狙いとしたのが主な理由である。
さらに日本人が日本の大学生に持つイメージを
我々が作り出したキャラクターにプラスする事でニー
ズの増加が期待できる。なお、始まりを親しみやす
いキャラクターとして、ストーリー性を持たせる事も可
能になった事から、今後のターゲット増加もはかれる
事も狙いだ。

4.1 Product
スタンプは大学生として、大学構内で友人間とのコ
ミュニケーションで利用できるものとした。また、男性
用と女性の 2 種類を用意し、クリエーターズマーケッ
トに登録できる 40種類とした（表1 参照）。なお、キャ
ラクター像をブルドッグにした理由は、親しみやすい
ブサカワなキャラクターであり、我々のターゲットに
合うと考えたからである。
表 1 スタンプ分類（40 種）
男・大学内で利用(11)

男・大学外で利用(9)

オレ休講

おはよー

コンビニ行こ

おやすみ

サークル行く？

お金ない

テスト

トイレ

フルコマ

バイト

メシ行こ

わかった

吸いいこ？

今日、女

欠席

今日オール

今日何限？

勉強中

次空コマ？
先帰るわ
女・大学内で利用(8)

女・大学外で利用(12)

あいつうざくね？

お腹痛い

おつかれ～

きもちわるい

テスト終わった

なにしてんの～？

プレゼン

ネイルやった

休憩中

ワンチャン

質問

飲み

出席

化粧中

二日酔い

給料日
香水かえた
今日は、デー
買い物いこ
髪染めた

※画像は Appendix を参照のこと

4.

4P フレームワークによる分析

4P とは、マーケティング戦略を立案する際に着目
す べ き 4 つ の ポ イ ン ト （ product, price place
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スタンプのキャラクター像（ブル男とブル子）を大学
生として、まずは前者に様々な要素を設定し（表2参
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照）、追加で新しいキャラクターを創りだすことも狙い
とした。例えば、姉など新しいキャラクターを作成し、
そこに主婦や OL などの異なるターゲット向けにスタ
ンプを販売することも考えている。
このキャラクター像は次項で説明するプロモーショ
ンにも利用している。
表 2 キャラクター設定
名前：ブル男
年齢：25
職業：大学 1 年生
出身：茨城
居住地：ギロッポン（六本木）
趣味：バイク
性格：オラオラ
茨城生まれの茨城育ちの彼は気づかぬ内にオラオ
ラになってしまった。本人に自覚なし。しかし心はガ
ラスのハート。仲間思いで情熱あふれる。これから
家族とともに東京の LINE クリエーターズスタンプに
進出する。右も左もわからぬブル男はこの東京とい
う都会で果たしてどのように暴れてくれるのか….
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4.2 Promotion
ウェブ広告や TV コマーシャルではなく、現在、
我々が出来る Twitter や Facebook で新アカウント
を作成し、大学生のフォロー、フォロワーを増やして
宣伝し知名度を上げて最終的に売上につなげること
を狙っている。
図 1 に示すように、ブル男というアカウントを作成、
キャラクター自身がツイートする形式にし、プロモー
ションを行っている。なお、2015/1/13 付で、1040 の
フォロー、53 のフォロワーがいる。

5.

おわりに

本報告では、不真面目系の大学生をターゲットとし
た日常・大学構内で利用できるスタンプについて、
マーケティングの視点から分析を行い、その内容に
ついて述べてきた。
LINE クリエーターズスタンプの利点として誰もが
簡単に購入・使用でき、スタンプの考案・作成に携わ
ることができる。また一度購入することにより永久的
に使用でき他者へのプレゼントも簡単だ。作成に当
たって資本金は必要とせず、リスクがないところも注
目すべき点でありスタンプが発売されてから管理な
ど手の込んだ作業を必要としないのも良い点である
ため、副業としても成り立ちやすい。近年では、スタ
ンプで生活している人もおり、我々としても、ターゲ
ットを明確にし、ターゲットのニーズに沿ったスタン
プを考案した。
現在、LINE クリエーターズスタンプマーケットに
申請中である。
参考文献
[1] 平野敦士カール・アンドレイ・ハギウ（2010）：『プラットフォ
ーム戦略』東洋経済新報社
[2] 丸山雅祥（2005）：『経営の経済学』有斐閣.
[3] 沼上幹（2003）：『マーケティング戦略』有斐閣アルマ.
[4] フジイカクホ、ナイスク（2014）：『作って売ろう! 10ステップ
でできる LINE スタンプ ~LINE Creators Market 攻略ガイ
ド~』技術評論社.

図 1 Twitter でのブル男アカウント
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Appendix:スタンプ画像一覧（上が男性用、下が女性用）
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付録

外国語学部 ............................... 千葉ゼミ・ゼミ生名簿
経済学部 .................................. 大塚ゼミ・ゼミ生名簿
経済学部 .................................. 吉田ゼミ・ゼミ生名簿
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外国語学部 千葉庄寿ゼミ
ゼミ生名簿
（学籍番号順）
■第 1 期生（14 名）○ゼミ長 ●副ゼミ長

学籍番号
1084310038
1094310036
1094310275
1094310663

1094320019
1094320241
1094320290
1094320365
1094320415
1094320928
1094321009

1094321033

1094321132
1094321207

氏名

ふりがな
専攻
卒業論文タイトル
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

■第 2 期生（14 名）○ゼミ長
学籍番号
氏名
ふりがな
専攻
卒業論文タイトル
1104310026
○ 荒井 美香子 あらい みかこ
英語コミュニケーション専攻
bookpic を用いたコミュニケーション機能を伴う電子書籍の制作
1104310050
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池田 沙織

いけだ さおり

英語コミュニケーション専攻
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これからのデジタル著作権管理(DRM)のあるべき姿を探る―音楽データと電
子書籍の比較をもとに―
1104310092

榎本 有花
えのもと ゆか
英語コミュニケーション専攻
小学校英語教育の実態と課題―千葉県の公立小学校を例に―

1104310464

西恵理子
にし えりこ
英語コミュニケーション専攻
中・小規模大学と OPEN EDUCATION―MOOC 参入の用件と効果を巡って―

1104310498

根本 佳菜
ねもと かな
英語コミュニケーション専攻
Processing による地理情報を用いた統計情報の視覚化

1104310662

山﨑 美鈴
やまざき みすず
少子化時代の家族関係

1104310688

山田 祐未
やまだ みく
英語コミュニケーション専攻
スマートフォンを用いた英語学習の実態と学習アプリケーションの評価

1104320348

西條 真未
さいじょう まみ
英語・英米文化専攻
コミュニケーション機能を伴う電子書籍の活用に関する実験的研究

1104320497

鈴木 真澄
すずき ますみ
英語・英米文化専攻
インターネットショッピングにおけるレビューの相互評価の実態について―「参
考になるレビュー」とは何か―

1104320562

田岡 沙織
たおか さおり
英語・英米文化専攻
大学生のコミュニケーションにおける非言語的要素の影響―しぐさに感じる不
快感を中心に―

1104320968

松山 奈保実
まつやま なほみ
英語・英米文化専攻
LDOCE と OED の比較を通じた英英辞典の特徴分析―学習者向けの英英辞
典の活用にむけて―
★3 年次発表 podcast 技術を利用した学生視点のキャンパスニュース配信
の試み
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

1104321073

1104330016

1104340065

英語コミュニケーション専攻

★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―

■第 3 期生（10 名）○ゼミ長
学籍番号
氏名
ふりがな
専攻
卒業論文タイトル
1114310248
大坪 ありさ
おおつぼ ありさ
英語コミュニケーション専攻
モーションキャプチャ技術による身体動作の意識化について―Kinect™を用
いたダンスの動きの改善―
1114310397
小濱 沙紀
こはま さき
英語コミュニケーション専攻
SNS と投稿サイトのコミュニティ機能とその利用実態について―マルチメディ
ア投稿の観点から―
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1114310545

1114320114

1114320122

1114320586

1114320594
1114320940
1114330163
1114330395

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）
学籍番号
氏名
1124310444
辻 竜彦
1124320493
嶋 絵里子
1124320774
野田 佳菜子
1124320782
野平 かおり
1124340160
紙屋 佑成

ふりがな
つじ たつひこ
しま えりこ
のだ かなこ
のだいら かおり
かみや ゆうせい

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
ドイツ語・ドイツ文化専攻

■第 5 期候補生（6 名）
学籍番号
氏名
1134310781
吉田 和真
1134320516
城之内 清悟
1134320649
竹俣 浩一
1134320805
濱田 保奈美
1134350183
早坂 千晴
1134360330
鞠 元佳

ふりがな
よしだ かずま
じょうのうち しんご
たけまた こういち
はまだ ほなみ
はやさか ちはる
きく げんか

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
中国語専攻
日本語・国際コミュニケーション専攻
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経済学部 大塚ゼミ

ゼミ生名簿

-------------------------------------------------------------------------------ゼミ期数の法則

牧野ゼミ期数+2
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
遠藤麻里子
えんどうまりこ
高橋哲也
○塚本正隆
深山陽美

たかはしてつや
つかもとまさたか
みやまひろみ

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

TV 会議システムと教育的応用
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－
学校情報化における校内 LAN の役割とその構築
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－
無線 LAN 装置の性能および電磁波強度の測定

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）
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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

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
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）
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Java による Android アプリケーション 試作と評価
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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

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 25 年度卒業（※院生を除く）
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 年度修了見込）
修士論文「中国のマルチメディアの発展と市場経済」
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 年度卒業見込み
○松原綾音
まつばらあやね
落し物管理を行う WEB 管理システム
"アルカモ"の構築と運用
3 年次発表
落し物表示管理システムの開発 （3 年次発表）
第 19 期生
井口和泉
趙 宇翔

平成 27 年度卒業見込み 2014 年 1 月現在 2 年生
いぐちいずみ
ちょううしょう
大学院経済研究科経営学専攻研究生

（2015 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）
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経済学部 吉田健一郎ゼミ
ゼミ生名簿
（学籍番号順）

■第 1 期生（4 名）
学籍番号
氏名

フリガナ

所属

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

経済学部
経済学部
経済学部
経済学部

■第 2 期生（3 名） 候補生
学籍番号
氏名

フリガナ

所属

1134420126
1134420522
1134421140

イワハシ コウタ
コウノ キョウタ
ヤマザキ ナツキ

経済学部 経営学科
経済学部 経営学科
経済学部 経営学科

1124420160
1124420467
1124420673
1124421150

伊藤
木村
新口
松岡

穣
兼将
拳人
誠司

岩橋 康太
河野 恭汰
山﨑 夏紀
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経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
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