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2018 年度の情報系卒論発表会において発表する学生の予稿論文をまとめた論文集をお届
けします。 発表会当日おこなわ れる口頭発表の内容を各 自が論文としてまと めたものです。
この発表会は、2010 年度まで は経済学部の、2011 年度からは経済学部・外国語学部両学
部の情報 系のゼミが企画し、毎年 年度末におこなわれてきました。2017 年度からは情報 教育
センター の主催となり、今回が 2 回目となります。発表会としては通算第 17 回、全学の公
式イベン ト としては 3 回目となり ます。今年度は発表会の参加対象を、大学院生や情報系ゼ
ミに所属しない学生も含めた全学に拡大し、学内に広く宣伝をおこなったこともあり、発表
件数はこ れまで最高だった昨年度 の 18 件を大きく越え、最多の 23 件となり、プログラム担
当の教員からはこれまで以上に嬉しい悲鳴が聞かれました。日頃から学生指導に邁進いただ
いているゼミの担当教員の先生方、また発表会という公的な場での発表に挑戦する勇気と熱
意を見せてくれた学生の皆さんにお礼を申し上げますとともに、その成果が発表会の席でい
かんなく 発揮されることを期待します。
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「卒論発表会」という名前を冠してはおりますが、発表のうち約半分の 11 件は 3 年生に
よる発表となります（また、発表者にはなんと今年度入学の 1 年生も一人入っています!）
。
卒業のための作業とは異なる自主的な研究発表をされる学生さんは、厳しい締切があり文書
スタイルも厳密に指定された本格的な論文原稿の執筆は恐らく初めてでしょうから、きっと
とても大きな仕事を成し遂げたという感激をもってこの論文集を紐解くことでしょう。この
発表会をステップに、発表する皆さんがますます学びを深め、自身の進路やキャリアに生か
しつつ、さらにステップアップしてもらえることを期待します。

今年度の発表のトピックは昨年度までのものに増してさらに広範になっています。大学情
報システム・大学教育の評価と改善、ハードウェア・ソフトウェアの開発、情報教育・プログ
ラミング教育・語学教育に関するトピック、アプリケーション開発、深層学習、Web アプリ
や Web サービスの構築、Web アプリケーションの開発・改良、オンラインサービスの利用
実態の調査、オープンデータの活用、投資とマーケティング戦略、観光分野の研究といった
経営学や社会学分野の実証的な調査研究まで、本学の学生の関心の幅の広さと各ゼミが取り
組んでいる研究課題の多様さには驚かされます。

身につけたさまざまな情報コミュニケーション技術(ICT)をどのような形で具体的に生か
していくことができるか、オープンデータや AI のような先端的な話題をどのように自身の研
究に繋げていくことができるか、またゼミで学んでいることや自分の興味・関心をどう論文
や研究発表という形にまとめあげ成果として表現できるのか、発表する皆さんはそれぞれに
悩みながら日々研鑽を積み、発表の準備にとりくんできたことと思います。このような、考
え、形にし、その成果を披露するという経験と時間は、大学生活で体験できる活動の中でと
りわけ有益で創造性に富んでおり、大学という場でしか
得ることが難しい貴重な財産になると思います。この大
きな体験は、社会に出てから(時に思わぬ形で)皆さん一人
ひとりの人生の中で生きてくるはずです。
また、発表する皆さんの経験や成果が発表会という場
を通じて共有され、蓄積されていっていること、そして後
輩に受け継がれていっていることも、発表会を企画・運営
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する我々や各ゼミのメンバーにとって大きな喜びです。これまでの先輩の発表や研究テーマ
をふまえた研究や、これまでに構築されたシステムの改良をおこなう発表があるたびに、成
果が蓄積され、後輩に受け継がれていっていることを感じます。発表者の 4 年生の皆さんに
は卒業してからも、ぜひ卒論発表会に顔を出していただき、後輩を鼓舞していただきたいと
思います。
最後になりましたが、お時間をとっていただき私たちの発表会に参加いただきました皆様
に、この場を借りて深く御礼申し上げます。つきましては、学生の発表をお聞きいただき、
また本論文集をお読みになりましたら、ぜひフィードバックやコメント・アドヴァイス、さ
らには問題提起をいただきたいと思います。それぞれの論文には発表する学生のメールアド
レスが付されております(卒業後も学生の連絡先として引き続き使うことができます)。激励
のメッセージを真摯に受け止め、それらに丁寧に対応していくことが、発表した学生さんの
力をさらに伸ばすことになることは間違いありません。今後の学生の皆さんの一層の飛躍と
活躍を期待したいと思います。

編集部注）本原稿入稿後に 2 件の発表辞退があったため発表件数は 21 件となりました。
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[01] 佐久間 佑尽（さくま ゆうじん）

外国語学部 英語・リベラルアーツ専攻 基礎ゼミ（匂坂）1 年

HTML、JavaScript を利用した canvas 作品の制作
概要：今までの自分の知識と情報処理演習 E で学習した JavaScript を応用し、Canvas 等を中心とする画像
の表示に動きのある作品を作成した。今回の作品ではリアルタイムでユーザーからの入力を取得し、それを画
面上に描画した図形の動きや、操作性などに反影させた。今回の作品制作を通して Canvas 等 JavaScript
上での画像の記述や操作方法を理解し、JavaScript を主としたブラウザゲーム作成の基礎部分が出来た。発
表会では作品の紹介を中心に作成時に苦労した点、作品の問題点と改善すべき点、今後の制作で試してみ
たいこと等を発表する。

外国語学部国際交流・国際協力専攻 3 年 匂坂ゼミ

[02] 貞森 ひなた（さだもり ひなた）

JavaScript を使った動きのある Web 作品制作について
概要：授業で JavaScript による図形作成や画像の移動回転の方法を学び、これらを応用した動きのある華や
かな Web 画面を作成する課題をおこなった。今回は Web 画面上で動きのあるグリーティングカードを作成し
た。自分なりに納得の行く作品ができたので発表する。授業では表示された図形や文字をさまざまなスピード
で色々な方向に平行移動したり回転をさせたりすることや、録音された楽曲の再生ではなく、その場でプログラ
ムによって音を鳴らすことの基本を学んだので、これらを応用して、もらった側もさらに楽しめるようなカードを作
成した。

[04] 濱田 あきみ （はまだ あきみ）

外国語学部 英語コミュニケーション専攻 3 年 千葉ゼミ

WordPress のテーマ機能を活用したゼミサイトの構築
概要：オープンソースの WordPress は Web サイトの作成・運営に長けた優れた CMS であり、麗澤大学公式
ホームページや情報教育センターの Web サイトなどにも使われている。テキストやブログの更新の際 HTML
やコーディング等の知識は必要ではなく、詳しくない人でも WordPress の基本的な編集操作手順を覚えれば
誰でもコンテンツを公開・更新することができる。
WordPress にはページのレイアウトや機能等のコードをまとめてパッケージ化する機能があり、それをテーマと
言う。テーマをあらかじめ設定することにより、内容の編集やデザインの統一などが簡単になり、サイトの運営が
大幅に簡略化される。この利点を生かし、テーマの機能を活用し、大学の複数のゼミナールサイトの構築・運営
を一括して行うサービスを構築する可能性に着目した。本研究では、ゼミサイト運営サービスの構築を主眼に
おき、オリジナルのテーマの作成とそれを使ったゼミナールサイトの公開を報告し、また今後のサービスの展開
について述べる。

2

2018 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集

[05] 土屋 志絵莉（つちや しえり）

外国語学部 国際交流・国際協力専攻 3 年 千葉ゼミ

麗澤版フィンランド語基礎語彙集の構築
概要：フィンランド語の語彙の学習を目的としておこなった 2018 年度前期の「自主企画ゼミナール」では、参
加者の語彙学習を促すため、まず参加者が分担してカテゴリーごとに覚えたい語彙をリストアップし、ネイティ
ブやフィンランド語教員のチェックを経たのちオンラインのフラッシュカードシステム Quizlet を用いて単語帳を
作成した。しかし、このようにして作成した語彙集は、カテゴリーを担当した学習者が、各自の知りたい単語を中
心に語彙をリストアップして作成しているため、頻繁に使用される日常的に頻度の高い語彙や、日本語に存在
しない語彙が抜け落ちていたりして、重要単語を網羅していない可能性がある。そこで本研究では、フィンラン
ド語の大規模な語彙データベースの頻度情報を用いて語彙リストの語彙項目の評価をおこなうと共に、日常で
使用される類義の語彙のリストアップを試みる。そして多くの学習者の活用を想定した精度の高い語彙学習教
材として、単語集を改めて整備・公開する。

[06] 小池 香（こいけ かおり）

外国語学部 ドイツ語・ドイツ文化専攻３年 匂坂ゼミ

Java を用いたドイツ語作文サポートシステムの開発について
概要：ドイツ語初学者が作文をする時、様々な文法事項に気を付けなくてはならない。たった１行の文を書くだ
けでも、名詞の性を調べ冠詞の区別をし、前置詞による格変化等に注意しなくてはならず、何度も辞書を引くこ
とになる。本研究では、電子辞書データを用いてこれらのポイントを手軽に確認し、学習の手助けになるような
アプリケーションの開発を行う。発表では、現時点でのインターフェースと動作原理について解説する。また、ド
イツ語文法に基づいて格変化をフローチャート的に図式化することで、アプリケーションの実行ルールについ
て説明する。

[07] 小野 祐介（おの ゆうすけ）

外国語学部 英語コミュニケーション専攻 3 年 千葉ゼミ

オープンデータのマッシュアップと統計解析 ～熱中症の事例を用いて～
概要：大規模なオープンデータの公開により、我々は、これまで受け取る一方であった情報を集約(マッシュア
ップ)して分析することが可能になった。このことは、データ間の関連を新たに発見しさまざまな予測に用いたり、
時系列の変動や地域による差異を視覚化したりするなど、全く異なる目的のために用いることが可能になった
ことを意味している。今回は様々あるオープンデータの中でも、熱中症の事例について取り上げる。ここ数年の
日本では、地球温暖化により、記録的な暑さが続いている。そのため、2018 年の熱中症患者は過去最多とも
言われている。そこで本研究では、気象庁と総務省が公開している過去３年間の天候データと熱中症患者の
データをはじめとする複数のオープンデータをマッシュアップし、どのような条件でどの年齢層の人たちが熱中
症になりうるのか、その関連性を分析し、熱中症の発生予測を試みる。

[08] 秋元 幸雄（あきもと ゆきお）

経済学部 経営学科 経営専攻 3 年 吉田ゼミ

大学における印刷業務を学生にアウトソーシングするスキームの構築
概要：多くの大学教員が授業で利用する資料の印刷を自身で行なっている。一部の大学では職員が行うケー
スもあるが、1 週間前に印刷資料を提出し、具体的な指示（印刷サイズや部数など）を紙に書いて申請する方
式である。しかし、その作業は教員が任意のタイミングで、学生にアウトソーシングすることができると考える。そ
こで、本報告では印刷業務を委託・代行することのできるスキームを構築し、大学における印刷業務のアウトソ
ーシングの可能性について探る。
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[09] 秦 健太（はた けんた）

外国語学部 国際交流・国際協力専攻 3 年 匂坂ゼミ

2040 年の高等教育に求められる ICT を活用した教育体制の考察
概要：第 4 次産業革命の進展や、本格的な人口減少社会の到来などで経済社会が大きく変化している。一連
の社会変化に合わせ、日本の高等教育は、将来に求められる役割を果たすことができるように変化していくこと
が不可欠である。加えて、2018 年 11 月には、「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」が中央
教育審議会によって取りまとめられた。本答申では、多方面にわたる方向性が示されているが、文中に ICT と
いうワードも何度か用いられている。そこで、本研究では、答申内に示された高等教育の将来像に重ねて、今
後求められる ICT を活用した教育体制について考察した。

経済学部 経営学科 経営専攻 3 年 吉田ゼミ

[10] 鄧 唯（トウ イ）

中国人観光客向け爆買い促進プラットフォームの提案
概要：中国人観光客が爆買いをするようになって久しいが、依然として、ドラッグストアなどの現場において言語
的・専門知識的課題が存在し、店舗オペレーションの障害となっている。本研究ではそれを解決するための
Web プラットフォーム/アプリと、それをマネタイズするビジネス的な手法を提案していく。具体的には各種製薬
メーカー、ドラッグストア、中国人観光客の 3 者をつなぐプラットフォームであり、3 者に対してメリットを与える点
に特徴がある。

[11] 張 晏慈（チョウ イエンツー）

経済学部 経営学科 経営専攻 3 年 吉田ゼミ

日本の飲食業が台湾に進出することによる観光産業への影響～消費者調査をもとに～
概要：日本の飲食業の多くが台湾に進出しており、日本食が台湾において身近なものとして食されるようになっ
てきている。例えば、ラーメンチェーン店である「一蘭」、定食チェーン店である「やよい軒」、回転寿司チェーン
店である「くら寿司」であり、一部の店舗では行列になるほどの人気を博している。しかし、身近になった反面、
日本食を目的として日本に旅行することに対して何らかの影響があると考えられる。本報告では台湾人に対し
て行なった消費者調査をもとに、かかる問題意識について考察を行っていく。

[13] 富田 さやか（とみた さやか）

外国語学部 英語コミュニケーション専攻 4 年 匂坂ゼミ

Java を用いた漢字学習アプリケーション「魚へんお造り名人」
概要：日本語学習者数が増加する中、海外のコンピュータで日本語を学習するには
キーボード等を考えてみても日本語入力機能が整っていない。そこで日本語環境が整ってない外国人学習者
や、幼児等日本語入力操作を修得していない学習者向けにキーボード入力の必要ない漢字学習システムの
開発を行っている。昨年度は HTML5 で開発したが、問題数を増やしたり、クラウドやサーバーの利用、システ
ムの互換性を考慮した結果、今回はより拡張しやすい Java を用いて開発を行った。前回同様に漢字学習支
援アプリケーションの 1 例として魚へんの漢字を用いたクイズを作成したが、サーバー上のデータベースを拡
張することで、他の偏(へん)や旁(つくり)に対応させたい。
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外国語学部 日本語・国際コミュニケーション専攻 4 年 匂坂ゼミ

[14] 臼井 拓未（うすい たくみ）
マ

ス

マ

ス

マ

ス

Web-based 数学学習システム「数学Math-MathできMathね」の開発
概要：在家庭教師のアルバイトで中学生に数学を教えている。そこで、本研究では数学の図形の問題を中心
に、解答だけでなく、パズルや解説を表示するようにして、楽しみながら苦手克服につながるような学習システ
ムを作成した。工夫した点は、web のリンクや画像グラフィクスをフルに活用して、学習者が問題を解く際に、言
葉や数値だけでは気が付きにくい、補助線や角度の関係のようなヒントを適宜提示し、「なるほど！このように
考えれば解けそうだ！」と自ら気が付かせるようにした点にある。

経済学部 経営学科 4 年 大塚ゼミ

[15] 中村 壮志（なかむら そうし）

音声呼び出し機能付き順番待ちシステムの試作
概要：本学「かえで校舎」１階にある「学生支援グループ」では毎日様々な学生の要件に対応している。入って
すぐ目の前に受付があり、そこで所属と要件を伝えるだけで良いので、早急な対応が出来るというメリットがある。
しかし、複数の窓口があるとはいえ、多人数となると自分の番がいつ来るのかの目安が付きにくいという問題点
がある。本研究では、このような事態を少しでも減らす為に、学生証をカードリーダースキャンして順番を登録し、
規定の順番になると音声による呼び出しを行う順番待ちシステムを CGI を用いて試作した。

外国語学部 英語コミュニケーション専攻 4 年 匂坂ゼミ

[16] 仲川 顕（なかがわ けん）

JAVA と MIDI 鍵盤を活用した聴奏クイズアプリケーション『めざせ聴奏マスター』の開発
概要：昨年は HTML５を用いた音感教育ウェブサイトを作成した。本年は JAVA と MIDI を活用し、提示され
た単音または和音を当てるテスト、「聴奏」のクイズアプリケーションを作成した。（聴奏は大手の音楽教室でも
公式テストとして用いられている。）昨年は選択肢の書かれたボタンをマウスクリックすることで回答していたが、
今回は MIDI 鍵盤を直接押すことで実際の演奏感覚に近い回答を可能にした。また、この機能を拡張すれば
単音や和音などを当てる「ハーモニー聴奏」だけでなく、耳で聞いた演奏をその場で弾く「メロディー聴奏」も可
能になる。

[17] 浅山 慶次（あさやま けいじ）

外国語学部日本語・国際コミュニケーション専攻 4 年 千葉ゼミ

深層学習による音声変換
概要：昨今、VR が大きな賑わいを見せている。今の自分とは異なる姿を仮想空間上に表示し、自らと同じ動作
をさせる、という非常にセンセーショナルな体験は瞬く間にインターネット上のコミュニティを席捲した。今や VR
を用いた Youtuber すら姿を現し、その数を爆発的に増加させている。しかしながら、仮想空間上で異なるの
は自分の姿のみで、声を変換することは少ないように見受けられる。外見だけは可憐な美少女であるにも関わ
らず、声は成人男性の声だというのは違和感を覚えざるを得ない。そのような違和感は、例えば女性の合成音
声を用いることで改善できるが、音声には不自然さが感じられる。本研究では、python によって作成された声
の特徴量を深層学習させ、既存の音声合成エンジンに落とし込み変換するプログラムを用いてそのような違和
感の払拭を試みる。
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経済学部 経済学科 4 年 上村ゼミ

[18] 備前 克海（びぜん かつみ）

モバイル接続料におけるベータの推定について
概要：日本の携帯料金が高いと言われている。料金が高い原因の一つとして、モバイル通信市場が大手キャリ
ア３社の寡占状態にあることが指摘されている。総務省は MVNO が低価格でモバイル通信サービスを提供で
きるような仕組みをつくり、MVNO の新規参入を促し、競争を促進しようとしている。
MVNO がキャリアに支払う接続料の算定には CAMP のベータが重要な役割を果たす。しかし、ベータの推定
にはいくつかの問題点がある。ベータの取得頻度（日次・週次・月次）やデータの量により、算定される接続料
にそれぞれ大きな差が生じる。この研究では日経 225 社の採録頻度（日次・週次・月次）によりベータにどれほ
どの差が生じるのかを比較し、考察を行った。

経済学部 経済学科 4 年 上村ゼミ

[19] 國上 大地（くにがみ だいち）

投資信託のパフォーマンス分析
概要：近年、「貯蓄から投資へ」という言葉がしばしば聞かれるため、実際株式投資によりどのくらい儲かるのか
に興味を持った。しかし、資産を作りたくても投資について理解するのは難しい。
実際に株式投資というのは非常に奥が深く、安定して儲けようと思うと高い専門性や知識、また投資にかける時
間も必要になる。そこで知識や時間をあまり使わないで済む投資信託に資産運用を行い、どのくらい安定して
利益をあげられるのかを研究した。
アクティブ型投資信託に月１万円投資を５年間続けたときのパフォーマンスを調査・分析する。

経済学部 経営学科 4 年 大塚ゼミ

[20] 浦谷 孝太朗（うらたに こうたろう）

学内 WiFi サービスエリアの信号強度調査
概要：本学では、学内 Wi-Fi サービスが無料で提供されている。しかし、サービス範囲やサービス速度などの
明確なデータが明記されていない。昨年度の発表会では WiFi のサービス状況を明確にするためにスマート
フォンのアプリや学内の速度測定サイトを使用して、生涯学習プラザ棟にて学内 Wi-Fi の範囲、強度、速度の
計測を行った。本年はその研究手法を活かし、学生が最も利用している「かえで」校舎と「あすなろ」校舎で計
測を行い、学内 Wi-Fi のサービス状況を明確にした。

[21] 藤井 駿（ふじい しゅん）

外国語学部 日本語・国際コミュニケーション専攻 4 年 匂坂ゼミ

AI の発達による人々の働きかたの変化についての考察
概要：AI 技術が発達したことにより、近い将来にサイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した社会になる
と言われている。それにより安定した労働力の確保と経済的成長が見込める。しかしこれにより人が行ってきた
多くの仕事が AI によって代替可能になり人々の働き方が大きく変化されることも予想される。今回は AI が労
働力として運用可能になるまで発展するという前提でどのような職業に影響があるのかということについて考察
を行い、今後、人々は AI とどのように共生可能かについて考察を行った。
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外国語学部 国際交流・国際協力専攻 4 年 千葉ゼミ

[22] 八木 悠亮（やぎ ゆうすけ）

死生観がもたらすターミナルケアへの示唆 ～患者手記等に基づく分析～
概要：死に対する恐怖は死生観という形で宗教における重要なテーマになっている。事実、私が死に恐怖感を
抱いていることが研究するきっかけであり、自らの恐怖感の解明、および実際死に直面した患者の感情の理解
を、それらに関わる現在のターミナルケアと共に、昔から死生観に関わる宗教の考えと並行して分析しようと思
う。
本研究では各宗教がもつ死生観を基盤に、具体的な患者手記、遺族手記、もしくは医者の手記など死に直面
した関係者の手記を用い、手記に書かれた患者が抱える死への思い、死の恐怖に対する行動を死生観の観
点から分析する。その上で、ターミナルケアに対して死生観がどのような価値を持つのか考察する。
外国語学部 英語コミュニケーション専攻 4 年 千葉ゼミ

[23] 早川 幸之介（はやかわ こうのすけ）

完全自動運転車は普及するか
概要：「完全自動運転車」とは、人間が運転操作を一切行うことなく自動で走行できる自動車である。現在、自
動車メーカー各社が商品化に向けて開発を進めている完全自動運転車であるが、それは私たち消費者と自動
車とのかかわり方が大きく変わる可能性がある(鶴原 2018)。完全自動運転車は普及するだろうか。そのカギを
握るのは、完全自動運転車へのユーザーの関心と、自動車の変化を受け入れるだけの需要が消費者側にあ
るかということにあると考えられる。本研究では、開発者，販売者，消費者という自動車に関わる 3 つの異なる層
に対してアンケート調査をおこない、完全自動運転車の普及にむけた課題を考察する。

付記
発表番号 12 は発表会の前に辞退があったが、印刷物の調整が間に合わないため欠番・欠頁となって
いる。また、発表番号 18 の論文は 2019 年 1 月に大流行したインフルエンザに罹患のため口頭発表
はできなかったが、本論文集に公式に採録されている。
[18] 備前 克海（びぜん かつみ）

経済学部 経済学科 4 年 上村ゼミ

モバイル接続料におけるベータの推定について
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HTML、JavaScript を利用した canvas 作品の制作

佐久間 佑尽

HTML、JavaScript を利用した canvas 作品の制作
佐久間 佑尽
麗澤大学
外国語学部 外国語学科英語リベラルアーツ専攻
Sakuma Yujin
a18190y@reitaku.jp

概要：情報処理演習 E で学習した Javascript の Canvas を利用して簡単なゲームを作成した。ブラウザでプ
レイできるシンプルなゲームではプログラムを一から自分で書くことが多いため、プログラムコードの書き方や
効果などのしっかりとした理解が必要である。今回の制作でゲーム作成に必要となる基本的要素、例えば当た
り判定や乱数作成などを、Javascript で実装する為の基本な技術を修得することができた。 今回は実際に
Javascript を学習しながら試作したボールゲームの動作や工夫点、今後の展望等を紹介する。
キーワード：JavaScript, HTML5, ゲーム

1.

はじめに

情報処理演習 E で学習した Canvas 技術は 2014
年に勧告された HTML5 に取り入れられた新技術
である。この技術の登場でホームページ上でのグラ
フィックが大幅に発展し、HTML 上でコードを利用
した高度な図形表示ができるようになった。一方で
一般的なゲームにおいてもグラフィックス技術が向
上し、初期にはドットの絵を動かしていたゲームは
3D のモデルを動かすまでに進化してきており、ブラ
ウザを用いたゲームにも高度な技術が要求されるよ
うになった。
そこで今回は Canvas でどこまで実現出来そうか自
分なりの見通しを得るため、ゲーム制作の原点に立
ち返り、 ２D でのシンプルなデザインのボールゲー
ムを作成してみた。今回は、JavaScript でのゲーム制
作の技術検証も兼ねているため、情報処理演習 E
の授業で学習した Canvas 技術も最大限利用した。
2.

る。特に円形や四角形などは最初から決まったコー
ドがあるため簡単に表示や移動を行うことができる。
3.

作品の概要

得点エリア
ボール
スコア
タイム

Canvas

スコアボール
プレート

ゲームオーバーエリア
ユーザ入力

Canvas の利用で可能となること

Canvas では Flash のような動きのあるサイトの実現
が容易になる。Canvas 上では様々な図形の表示、リ
アルタイムでの変化を行える。また、イベントを利用
することで Canvas 上でのマウスの動きやクリックを検
出でき、それを利用した図形の変化も行うことができ
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図. 1 ゲーム画面の解説１

今回の作成したゲームは発射されたボールをプ
レイヤーがマウス操作により跳ね返し得点範囲にぶ
つける、画面上に出てくるボールを回収することで
点数を稼ぐものである。ゲーム中にプレイヤーが守
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らなければならない特定のエリアに当たることでゲ
ームオーバーとなる。
3.1

ゲームの特徴・工夫点

前述の高得点状態の維持を実現する要素として
ボールの角度が変わるというシステムを組み込んだ。
プレイヤーが動かすプレートの速度・方向に合わせ
ボールが跳ね返る角度が変化する。これはプレート
の動きによりボールに回転（スピン）がかかり、ボー
ルの飛んでいく角度が変わっていくというこのゲー
ムの仕様である。

図. 2 ボールの跳ね返り方の変化
3.2

ゲームの基本的な操作

プレイヤーがマウスを左右に動かすことでプレー
トが左右に動きボールを跳ね返す。プレイヤーが動
かすプレートには若干の遅れが生じるように設計さ
れプレイヤーがマウスの動きを止めてもプレートは
その後少しの間動き続ける仕組みとなっている。
3.3

ゲームのルール

高得点状態

佐久間 佑尽

得点を稼ぐ方法には３．作品の概要にて前述した
ボールの回収とともに得点エリアにボールを当てる
方法がある。ボールを得点エリアとプレートの間を連
続で往復させればその回数が増えるにつれ高得点
となる。このゲームでは時間を経るごとに得点エリア
が狭まり、ゲームオーバーエリアが広がるため時間
がたつほど高得点獲得が難しくなる。
4.

システムの構成

今回作ったゲームではユーザの入力部分を除き
ゲームエリア全体を Canvas とそれを動かすための
JavaScript のみで作成しており画像など外部ソー
スは一切使用していない
 ボール
図形の表示
 プレート
角図形の表示
 スコア
文字の表示
 プレート操作 イベントによるマウス入力
 ボール移動 繰り返しの描画
上記のようにこのゲームの要素はすべて Canvas
にある機能で構成されている。Canvas を利用しない
場合ボールやプレートは別に画像などを用意しなけ
ればならない。特に得点ボールは色をいくつかのカ
ラーをランダムに用意し、プレーヤーボールの色も
時間経過によりグラデーションで変化するようになっ
ている。これは色、図形をコードだけで指定できる
Canvas 最大の強みである。
5.

まとめと今後の展望

作成中にはインターネットを参照したが JavaScript
での円図形を表示や角度を計算するときに必要な
数学の知識を勉強しなおすべきだと感じた。
今回、Canvas を利用したボールゲームを作成し、
JavaScript でゲームの基礎部分をどのように作るの
か 、を 確認し た 。 こ の ゲ ーム の作成を 通し て
JavaScript による基本的な当たり判定、乱数作成、図
形の表示、ループの作り方を確認することができた。
今後、作成したゲームの修正と新たなゲームの作
成し、技術をホームページの作成にも利用したい。
参考文献
[1] JavaScript の三角関数と canvas で円運動アニメーション

を作る
https://sbfl.net/blog/2017/02/17/javascript-animation-

図. 3 高得点状態の解説

with-trig-functions/ (11 月 31 日閲覧)
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JavaScript を使った動きのある Web 作品制作について
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JavaScript を使った動きのある Web 作品制作について
貞森 ひなた
麗澤大学
外国語学部国際交流・国際協力専攻 3 年 匂坂ゼミ
Sadamori Hinata
a16227h@reitaku.jp

概要：情報処理演習 E の授業で、JavaScript による図形作成や画像の移動回転の方法を学び、
これらを応用した動きのある華やかな Web 画面を作成する課題をおこなった。今回は Web 画面上
で動きのあるグリーティングカードを作成した。自分なりに納得の行く作品ができたので発表する。
授業では表示された図形や文字をさまざまなスピードで色々な方向に平行移動したり回転をさせ
たりすることや、録音された楽曲の再生ではなく、その場でプログラムによって音を鳴らすことの基
本を学んだので、これらを応用して、もらった側もさらに楽しめるようなカードを作成した。
キーワード：JavaScript, HTML5, Canvas, 図形の回転

１． はじめに
近年、PC やスマートフォンの普及により、イン
ターネットを用いた Web ベースの情報提供が主
流になっている。Web ページを記述しているの
が HTML 言語で、その中でページの振る舞い
や動作、データの処理の方法を決めているの
が JavaScript 言語である。これらを用いれば、
相手の ICT 環境やプラットフォームを気にする
ことなく、世界中の人に同じ動作をするページ
を提供することができる。
HTML の最新バージョン HTML5 では表示
のスタイルを決める CSS、グラフィックスを実現
する Canvas、ブラウザ側でプログラムを実行で
きる JavaScript が標準で使えるようになった。
これらの 3 要素がそろったことで、ブラウザ上で
かなり高度なグラフィックスや動きのあるホーム
ページの実現が可能になった。 特に
JavaScript からこれらの要素が直接制御できる
ので、Canvas 上でのリアルタイムの画像作成や、
Event ハンドラー機能を使ったインタラクティブ
な画面が容易に実現できるようになった。今回

はこれらを使って動きのあるクリスマスカードを
作成したので紹介する。
２． クリスマスカードの画面
図 1. は今回作成したクリスマスカードの画面
である。クリスマスカードの作成コンセプトは、
「クリスマスが待ち遠しい気持ち」や「ワクワクす
る気持ち」「カードをもらった人が楽しく明るい気
持ちになれること」である。画面上に配置された

図 1.クリスマスカード画面と画面上の動き
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画像に動きを与えることでワクワク感を表現し
た。
画面にはスノーボールとクリスマスプレゼント
を運ぶトナカイとサンタ、左右には雪の結晶や
クリスマスツリー、リース、スンーマンなどの画像
が配置されている。まずこのページの URL を開
き画面が表示されると音楽が流れ、これらの画
像が上下に動いたり、回転（右回りや左回り）し
たりする。また、中央のスケート靴を履いたペン
ギンとベアーはスケートリンク上をジグザグに移
動する。

function setCanvasPicture(imgName,x,y,w,h,deg,dx,dy,dt)
{
var img = new Image();
var canvas = document.createElement("canvas");
canvas.style.visibility ="visible";
document.form.appendChild(canvas);
rx = Math.sqrt(w*w+h*h);
canvas.setAttribute('width',rx);
canvas.setAttribute('height',rx);
var context = canvas.getContext("2d");
context.translate(0.5*rx,0.5*rx);
img.src = imgName + "?" + new Date().getTime();
img.onload = function() {
context.drawImage(img,-w/2,-h/2,w,h);
}
canvas.style.position="absolute";
canvas.style.top= y+"px";
canvas.style.left= x+"px";

３． 動きのあるページの実装方法
どのように動きのある画面を実現するのかに
ついて説明する。 HTML のタグ< >の中に
位置情報を書くことで表示要素の位置を指定
することができるがこれを
EL1=document.getElementById (部品 ID);
EL1.style.left=xpos+"px"; の よ う に JavaScript
から呼び出し書き換えることで部品の位置を変
えることができる。また、setInterval(関数名、50);
と書くことで、指定した時間（ここでは 50ms）ごと
に関数を呼び出すことができる。この関数の中
で表示する画像や部品の位置などを変更すれ
ば、パラパラアニメや画像の移動、変化する画
面が実現できる。さらに Canvas を使用すること
で、すでに出来上がっている画像や写真を表
示するだけでなく、その場で画像を描き出すリ
アルタイムな描画が可能となり、画像の回転や
移動拡大縮小も容易にできる。また、既に述べ
た setInterval は関数を一定の時間を置いて呼
び出すので、画像を制御する複数の関数を並
列的に、かつ個別に制御実行できる。
右上のコードは授業で使用した関数
setCanvasPicture()である。この関数は画面上
に画像を配置し、回転や移動をさせるものであ
る。今回はこの関数を使用し、クリスマスカード
上にある 14 個の画像それぞれに異なる動きを
与えた。

貞森 ひなた

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

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

}

canvas.style.top = y + fx001(nn,dy) +"px";
canvas.style.left =x + fx001(nn,dx) +"px";
inn[idx]++;

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

次のコードは、setCanvasPicture()の関数を
使って、画面上に配置した 14 個のそれぞれの
画像を連続的に回転、移動させるように設定し
ている。
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<script type = "text/javascript">
setCanvasPicture("bear.png",350,500,150,150,0,600,100,20);
setCanvasPicture("penguin.png",350,500,150,150,0,600,100,30);
setCanvasPicture("onpu.png",620,50,240,240,0,0,30,30);
setCanvasPicture("santa.png",300,30,300,200,0,0,50,30);
setCanvasPicture("yuki2.png",30,0,150,150,-1,0,0,20);
setCanvasPicture("yuki.png",10,150,100,100,-1,0,0,30);
setCanvasPicture("yuki2.png",30,220,200,200,-1,0,0,30);
setCanvasPicture("yuki.png",1100,10,200,200,1,0,0,20);
setCanvasPicture("yuki.png",1150,350,120,120,-1,0,0,10);
setCanvasPicture("yuki2.png",1030,170,150,150,1,0,0,20);
setCanvasPicture("lease.png",30,800,200,200,-1,0,0,20);
setCanvasPicture("sweet.png",1100,600,150,150,-1,0,0,30);
setCanvasPicture("yukidaruma.png",15,600,150,150,1,0,0,15);
setCanvasPicture("Ctree.png",950,750,230,230,-1,0,0,20);
</script>

関数 setCanvasPicture(imgName,x,y,w,h,deg,dx,dy,dt)
で使用する引数は以下の様なものである。
imgName:表示する画像の名前、
x:canvas の位置の x 座標、
y:canvas の位置の y 座標、
w:canvas の幅
h:canvas の高さ
dt:Canvas 表示呼び出し時間間隔
deg:時間間隔 dt の間に Canvas が回転する角度
dx:時間間隔 dt の間に Canvas が x 方向に移動する量
dy:時間間隔 dt の間に Canvas が y 方向に移動する量

４． まとめ と今後 の展望
本研究は、情報処理演習 E の授業で学んだ、
JavaScript による図形の作成や画像の回転を応
用して、動きと音のある華やかなクリスマスカー
ドを作成した。今回は、画像を上下左右に移動
させることを行った。また画像を右回りと左回の
回転を行った。今後は X 軸と Y 軸を中心に、縦
方向と横方向の回転を学び、また音を鳴らすプ
ログラムを応用し、それを使ってさらに面白いカ
ードを作成したい。

参考文献
[1] 古籏一浩(2012) 『JavaScript 逆引きハンドブッ
ク』, ルナテック
[2] 松田昇一(2014) 『HTML5+JavaScript による画
像・動画像処理入門』 カットシステム
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概要：WordPress は Web サイトの作成・運営に長けた優れたオープンソースの CMS であり、麗澤大学公式
ホームページや情報教育センターの Web サイトなどにも使われている。テキストやブログの更新の際 HTML
やコーディング等の知識は必要ではなく、詳しくない人でも WordPress の基本的な編集操作手順を覚えれば
誰でもコンテンツを公開・更新することができる。
WordPress にはページのレイアウトや機能等のコードをまとめてパッケージ化する機能があり、それをテー
マと言う。テーマをあらかじめ設定することにより、内容の編集やデザインの統一などが簡単になり、サイトの運
営が大幅に簡略化される。この利点を生かし、テーマの機能を活用し、大学の複数のゼミナールサイトの構築・
運営を一括して行うサービスを構築する可能性に着目した。本研究では、ゼミサイト運営サービスの構築を主
眼におき、オリジナルのテーマの作成とそれを使ったゼミナールサイトの公開を報告し、また今後のサービス
の展開について述べる。
キーワード：WordPress, CMS, PHP, CSS, HTML, JavaScript, ゼミナール, ブログ

1.

はじめに

オープンソースの WordPress は Web サイトの作
成・運営に長けた優れた CMS (Content Management
System)であり、麗澤大学公式ホームページや情報
教育センターの Web サイトなどにも使われている。
本研究は、この WordPress を使って大学の複数のゼ
ミナールブログサイトの構築・運営をするサービスの
構築を主眼におき、オリジナルのテーマの作成とそ
れを使ったゼミナールサイトの公開を報告し、また今
後のサービスの展開について述べる。
2.

問題提起

大学には複数のゼミナール（以下、ゼミ）が存在し
ている。麗澤大学では現状、2 年生の後期に各自参
加したいゼミを選び志望届を提出するが、彼らはそ
の希望したゼミのことを正しく理解した上で入ってい
るかというと、そうではないと筆者は考えている。今
大学で用意されているゼミのことを知る機会は、Web
掲示のゼミ一覧や教授が設けるゼミ見学会であるが
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これらには欠点がある。まず Web 掲示のゼミ一覧に
はゼミの概要が一文や一言でしか表されていないた
め、内容を把握しにくい。そのための説明会や見学
会、ということなのだろうが、複数のゼミが同じ時間帯
に入っていたり見学者達の授業が重なってしまった
り、中には説明に偏り普段の活動を見学者にみせら
れていないゼミが発生するといった問題が起こって
いる。こうしたことから、活動内容をしっかり理解しな
いまま入ったり、他のゼミとの比較が行えなかったり、
といった問題が発生する。ゼミに入ってから所属ゼミ
を変更する学生が現れるのにはこうした点にも一部
原因があるだろう。これらの問題を改善するために、
誰でも簡単に情報を得ることができるよう Web 上でよ
り充実したゼミの情報提供をするための方法を考え
たい。
前述したとおり、WordPress は Web サイト・ブログ
サイトの作成運営に長けており、テキストやブログの
更新の際 HTML やコーディング等の知識は必要で
はないので、WordPress の基本的な編集操作手順を
覚えれば誰でもコンテンツを公開・更新することがで
15
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きる。
さらに、WordPress にはページのレイアウトや機能
等のコードをまとめてパッケージ化する機能があり、
それを「テーマ」と言う。テーマをあらかじめ設定する
ことにより、内容の編集やデザインの統一などが簡
単になり、サイトの運営が大幅に簡略化される。今回
は、このテーマの機能を活用し、大学の複数のゼミ
ナールサイトの構築・運営を一括して行うサービスを
構築する可能性に着目した。
3.

準備段階

ここでは、システム構築に際しておこなったコンセ
プトメイキングとシステムの開発環境等を記していく。
3.1

コンセプトメイキング

まず、このサイトが主に誰に向けて発信するか、
誰にとって役に立つサイトとするかを考えた。前述し
た問題提起の部分をふまえて考えると、まず「ゼミに
未所属の 1、2 年生」を対象にした情報を提供するこ
とを第一に考えた。さらに、すでに所属している学生
にとっても、他のゼミの活動内容を把握できることは
有益だろう。例えば、学問的趣向が似ているゼミ同
士で合同ゼミ企画を行うきっかけにもなり得る。また、
サイトを一般公開する方向で行くならば、企業にゼミ
の紹介サイトを見てもらい自身が所属するゼミを知っ
てもらえるといった、就活にも役立つサイトになり得
る。
このことから、主なターゲットユーザは以下となる。
 大学 1, 2 年生
 大学 3, 4 年生
 （企業）
サイトの目的は、「閲覧者が各ゼミの所属者当人
が投稿する活動ブログや写真を見て、ゼミの活動内
容や学んでいることについて把握ができる」ことであ
る。
3.2

各バージョンについて

Web サイトを作成するにあたっては、最新の
WordPress が動作する以下のソフトウェア・バージョ
ンを導入した。
― WordPress 5.0.3 (CMS)
1
― PHP 7.2 (CGI)

濱田 あきみ

― MariaDB 5.5 (データベース)
― CentOS 7.5 (サーバ OS)
― nginx 1.12 (Web サーバ)
3.3

先行研究の利用

今回、サイトを作成するにあたって、山室(2014)で
おこなわれたゼミナールサイトのコンテンツに関して
の調査を参考に、ナビゲーションメニューにおくコン
テンツを決定した。
山室(2014)は、学内外のゼミナールホームページ
の現状調査等を行い、求められるコンテンツの要件
調査と機能分類をおこなったうえで、WordPress を使
用し大学ゼミナール用ホームページのプロトタイプ
の構築を行った。
4.

結果

続いて、今回制作したサイトについて、サイトの階
層構造や用意したコンテンツについて述べていく。
4.1

構造

今回のサイトの階層構造は、ホーム(サイトトップペ
ージ)、サイト情報、各ゼミのブログという 3 つの階層
に分け、各ゼミのブログページは WordPress のマル
チサイトのサブディレクトリの仕組みを利用して表示
させようと考えている（図 1）
ホーム
サイトについて
ゼミナールとは
ゼミ一覧

ブログトップ

ゼミ紹介
お問い合わせ
ブログトップ

図 1 サイトの階層構造

1

CGI とは Web ページの内容を動的に変化させたい場面
で使われる仕組みのことである。本システムでは PHP 用の

アクセラレータ FastCGI Process Manager (PHP-FPM) を
導入して処理を高速化している。
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4.2

レイアウト・デザインの特徴

麗澤大学のテーマカラーにもされている緑を基調
にシンプルなデザインとした。ブログのトップは最新
投稿をメインコンテンツに置き、サイドバーでカテゴ
リーや月別アーカイブを用意した。ページデザイン
は基本的にスタイルシートを用いておこなっている。
また、ページの構成は PHP を用いたテンプレートタ
グを組み合わせていくことによって編集している。
4.3

コンテンツ

各ゼミのコンテンツを総括するサイトトップページ
にはホーム、サイトの説明、大学のゼミ一覧（各ゼミ
のブログページのリンク）のページを用意した。各ゼ
ミのブログページでは最新投稿（トップ）、簡単なゼミ
紹介、閲覧者からゼミへ問い合わせができるようコン
タクトフォームを設置した。
5.

考察

今回の発表のための WordPress でのサイト構築準
備をおこなってみて、WordPress について良いと感じ
たのはプラグインの機能である。一から書かなくては
ならないようなプログラムも、WordPress にかかれば
プラグインをインストールし、そのプログラムを出力
するだけで実装できる。
例えば、今回サイトには「問い合わせフォーム」を
設置したが、フォームは本来ならば form タグ、名前
や要件等の項目を一から入力していかなくてはなら
ないので手のかかる作業である。そこで、WordPress
の「コンタクトフォーム」プラグインを使用したところ、
あらかじめ出力されたショートコードをページに張り
付けるだけでフォームが表示され、非常に効率良く
作業ができた。
プラグインは非常に優れた機能であるという感触
を得ており、これからも様々なプラグインを試してみ
たいと思う。
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一方で、WordPress は Web サーバ上で操作をす
るためオンラインで作業しなければならず作成でき
る場所や時間が限られてしまうことに多少の不便を
感じた。
今回は各ゼミのブログページを構築すべくサブデ
ィレクトリ機能で WordPress をマルチサイトに対応さ
せようと試みたが、Web サーバ(Nginx)の設定がかな
り複雑でサブディレクトリのサイト(各ゼミのページ)を
正しく動作させるに至らず、今回の発表での実装は
断念せざるをえなかった。様々な対処法を試してい
るが、サーバーシステムの設定やバージョンとの関
係など、問題の解決策を見いだせておらず今後の
課題としたい。
6.

まとめ

本研究は、大学のゼミナールの活動記録を発信
する目的で、誰でも簡単に記事の更新を行える
WordPress に着目し、ゼミナールブログ総括サイトの
構築・運営するサービスの構築をおこない、統一的
なサイトのテーマも作成した。
今回は外向けのサイトとして作成したが、今後はロ
グイン機能などを用いてゼミ生のための内向けのサ
イトも構築していきたい。さらに今回課題としてやり
残した WordPress のマルチサイトの実装、また、サイ
トのデザインや機能の充実やセキュリティ面の強化
にも取り組んでいき、ゼミナールブログ総括サイトの
実現を目指したい。
参考文献
[1] 山室 志織「WordPress を利用したゼミナール用ホーム
ページの構築と運営」『2013 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発
表会発表論文集』麗澤大学, 2014 年
[2] エビスコム『WordPress レッスンブック HTML5&CSS3
準拠』ソシム株式会社, 2015 年
[3] エビスコム『WordPress デザインブック
HTML5&CSS3 準拠』ソシム株式会社, 2015 年
[4] たにぐち まこと『WordPress をちゃんと使うための教科
書』マイナビ, 2013 年
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外国語学部 外国語学科 千葉ゼミ
Shieri Tsuchiya
a16235s@reitaku.jp
概要：フィンランド語の語彙の学習を目的としておこなった 2018 年度前期の「自主企画ゼミナール」では、参加
者の語彙学習を促すため、まず参加者が分担してカテゴリーごとに覚えたい語彙をリストアップし、ネイティブ
やフィンランド語教員のチェックを経たのちオンラインのフラッシュカードシステム Quizlet を用いて単語帳を作
成した。しかし、このようにして作成した語彙集は、カテゴリーを担当した学習者が、各自の知りたい単語を中心
に語彙をリストアップして作成しているため、頻繁に使用される日常的に頻度の高い語彙や、日本語に存在し
ない語彙が抜け落ちていたりして、重要単語を網羅していない可能性がある。そこで本研究では、フィンランド
語の大規模な語彙データベースの頻度情報を用いて語彙リストの語彙項目の評価を試みる。そして多くの学
習者の活用を想定したより精度の高い語彙学習教材として、単語集を改めて整備・公開することをめざす。
キーワード：フィンランド語, 語彙, 学習用語彙集, Quizlet, 頻度, Korp, Suomi24

1.

はじめに

私は大学に入ってフィンランド語を勉強し始めた
時、フィンランド語が難しい言語だと感じた。そう感じ
た一番の理由は、普段生活している中で、フィンラン
ド語の単語に触れる機会がないからである。日本語
には「サンドイッチ」や「カステラ」のように外来語が
数多くあるが、フィンランド語由来のものは「サウナ」
くらいしかない。英語や中国語、他のメジャーな言語
と似た単語が少なく、私自身、フィンランドに興味を
持たなければ、「サウナ」以外のフィンランド語に触
れる機会はなかったかもしれない。
実際、日本国内でフィンランド人を見かけフィンラ
ンド語を話す機会は決して多くない(そもそも人口
500 万人と国が小さい)。しかし、幸い現在学内にフィ
ンランド人留学生が在学していることや、フィンランド
へ関心が日本で最近高まってきていることもあり、フ
ィンランドに行ってフィンランド語で話したい、フィン
ランド語を勉強したいという学生が集まるようになり、
フィンランド語の単語を皆で勉強できればと考えるよ
うになった。
そこで私たちフィンランド語の学習仲間で、フィン
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ランド語の授業の補助学習の機会として自主企画ゼ
ミナールを立ち上げ、フィンランド語の語彙の特訓を
することにした（2018 年度前期「自主企画ゼミナー
ル」、履修者 6 名、聴講者 3 名、担当教師千葉庄寿
教授）。
この発表では、自主企画ゼミナールでおこなった
学習を振り返るとともに、そこで作成・使用したフィン
ランド語の語彙集の評価をおこない、よりよい語彙集
に整備する試みについて報告する。
2.

フィンランド語について

フィンランド語は、ウラル語族、フィン・ウゴル語派
の中のバルト・フィン諸語と呼ばれるグループに分
類される言語である(松村 1998)。フィン・ウゴル語派
は、エストニア語やハンガリー語と同じ区分で、他の
北欧諸国の言語(インド・ヨーロッパ語族ゲルマン語
派)とは系統が大きく異なる。また、日本語の「大和言
葉」にあたる固有語が多く、特に主要な語彙におい
てはその傾向が顕著である。例えば、「ドラゴン」とい
う単語は英語やフランス語では「dragon」、ドイツ語で
は「Drache」、イタリア語では「drago」のようにお互い
かなり似たような言葉になるのに対して、フィンランド
19
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1

語では「lohikäärme」という全く異なった単語になる。
そのため、フィンランド語の語彙に親しんでいない
状態では、たとえ文法を知っていても、文を推測して
理解することは他の言語以上に難しくなる。フィンラ
ンド語を理解するには、このような独特の固有語を
含めた語彙の習得にむけた対策が必要不可欠であ
ると考える。
そこで今回の自主企画ゼミナールでは、フィンラ
ンド語の語彙学習に役立つような教材を作ろうと考
えた。日常会話に必要な語彙をある程度カバーする
ような語彙集を作成することを目標にすることにした。
3.

に富んだ学習形態があり、誰でも気軽に簡単に使用
できるという利点がある。また、自動読み上げ機能が
あり、フィンランド語・日本語とも比較的正確に発音し
てくれるので、紙媒体ではわかり得ない発音が勉強
できる（問題作成者が録音をすることもできる）。

オンライン語彙学習サイト Quizlet について

では、語彙の学習を効率よく進めるためにはどう
したらよいだろうか。外国語の単語を覚えるために
は、単語帳のようなものを使って勉強するのが一般
的だろう。そこで、私たちは Quizlet というサービスを
使って学習を試みた。
Quizlet は、オンライン語彙学習システムである。
基本機能としては、おおざっぱに言えばデジタルの
フラッシュカードであり、単語とその意味を登録して
さまざまな形式での学習が可能である。
フィンランド語と日本語が書かれたカードを裏返
すようにして確認できる「単語カード」モードの他に、
例えば「学習」モードでは、フィンランド語の単語を
日本語に直したり、日本語の単語をフィンランド語に
直 し た り と い っ た 学 習 が 可能 で あ る （ 例え ば 、
「näkemiin」という単語が表示されたら、「さようなら」と
正解を解答欄に入力すると次の画面に進む）。「テス
ト」モードでは、フィンランド語の単語を日本語に訳
す問題や選択問題などが出題され、点数がつく。印
刷もできるので紙媒体でテストをおこなう時にもこの
テストモード画面を使用できる。「グラビティ」モード
では、画面の上方から落ちてくる単語の意味を打っ
て消していくといったゲーム形式での学習ができる
ようになっている。この他にも「マッチ」モードや「音
声チャレンジ」モード、「筆記」モードなどがある。
Quizlet を使って個人で作ったフラッシュカードは
他の人も使用できる(無償ライセンスでは必ず共有さ
れる設定になっている)。また、ゲーム形式の学習形
態では、他の学習者と成績を競うことも可能である。
このように、Quizlet はオンラインで、バリエーション

図.1 Quizlet の「単語カード」モード画面
Quizlet に登録した単語は、画面例のようにデジタルの単語帳として
活用できる。この画面をクリックすることで日本語の意味「湖」が表示さ
れる。「単語カード」モードには、オート再生機能や音声機能、★をつ
けて後でまとめて勉強できる機能などがある。

4.

語彙集構築の経過

本節では語彙集構築の経過を報告する。自主企
画ゼミでは、まずカテゴリーと担当者を決めた。毎週、
担当者は授業内共有の Googleドライブを用いて、日
本語の欄にカテゴリーに関する自分の知りたい語彙
を挙げていく。可能であればフィンランド語も調べて
入力しておく。
作業に使用した Google ドライブのスプレッドシー
トは、携帯端末からでも編集することが可能な上、複
数名の担当者や教師が同時に編集を行うことができ
る点からグループ編集に有効であった。

図.2 Google ドライブの語彙リストアップ画面
準備締め切り日までに、「日本語」「フィンランド語」の欄に知りたい単

1

thisisFINLAND Twitter (2018-10-27) URL:
https://twitter.com/thisisFINLAND/status/10558616904

89888768
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語を入力し、自分の名前をその横の入力者の欄に入力する。語彙公
開日までに、担当教師が「フィンランド語」「重要度」「備考」の欄を補完
する。

期日までに担当者が語彙をリストアップしたものに、
意味と重要度を担当教師の判断で加えたようすを図
２に示す。重要度は★の数で表され、重要な順から
「★★」「★」「印なし」の 3 段階に分けられた。こうし
て作成した単語リストを教師が Quizlet 上に登録・公
開し、授業まで受講者は各自学習をおこなった。
挙げられた語彙は毎回 120～200 単語程度で、最
終的に全 10 回、合計 1,586 の語彙がリストアップさ
れた。
5.

語彙集の評価について

今回作成したようなフィンランド語の学習用語彙集
は、例えば、荻島(1990)、Branch ほか(1980)などがあ
るが、他の言語のそれに比べて比較的少ない。これ
らの語彙集は、単語リストの形式で出版されており、
単語学習のための仕組みは備わっていない。また、
語彙集作成にあたって参照したデータが古くまた小
さかったり、童話などからのデータだったりと不十分
な点も多い。この他にフィンランド語の旅行用会話集
（例えば、上山(2009)など）もいくつか出版されてい
るが、これらは扱われている語彙が少なくまた語彙
に一貫性もないので、本格的な語彙学習用教材と
は言い難い。
しかし、先述した通り、フィンランド語における学習
語彙集は、フィンランド語学習に関して重要な役割
を果たすと考えられる。
さらに、現在出版されているフィンランド語の辞書
に関しては、英語辞書にあるような単語の重要度を
示す情報は付加されていない。そのため、重要語彙
かどうかの判断をすることが出来ない。例えば、荻島
(1990)は、1,500 語の語彙を選ぶために 3 冊のフィン
ランド語辞書を語彙集作成時に参照しているが、単
語の選択は、荻島個人の経験と判断によっているよ
うである。
このようなフィンランド語の語彙学習事情を踏まえ
ると、我々が今回作成した語彙集は、それ自体でも
十分価値がありそうである。
しかし、自主企画ゼミで作成したフィンランド語語
2
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彙集は、自分たちの知りたい語彙を中心にしたリスト
であり、本当に使われる語彙が含まれているとは言
い切ることが出来ない。例えば、日本語では使うがフ
ィンランドではあまり使われない単語が入っていたり、
逆に日本語にはないフィンランドの生活や文化にと
って重要な語彙などが収録されていない可能性が
ある。重要度についても、担当教員個人の判断であ
ったため、フィンランド人ネイティブや他のフィンラン
ド語の教員は異なる意見を持つかもしれない。
そこで、今回の研究ではフィンランド語の大規模
な研究用データベースから頻度情報を調べて重要
度の評価をおこなってみた。用いたのは Korp という
フィンランド語の研究用データベースである。これは、
収録されている言語データベースをキーワードを指
定して検索するサービスである。
今回は、データベースとして、登録した人が自由
に意見を交換したり、知識や知恵を共有し合うことが
2
可能な電子掲示板サイトである Suomi24 のデータ
ベースを選択した。Korp で検索できるのは 2001 年
1 月から 2016 年 9 月までの掲示版に投稿されたデ
ータ(合計 26 億語)である。Suomi24 を選んだのは、
本来の口頭の会話に近いものがデータとして得られ
るのではないかと考えたからである。
Korp の検索画面上で単語を一つ指定し、検索対
象や検索方法などの条件を付けて検索すると用例
の一覧が出力される。Korp はフィンランド語の複雑
な語形変化に対応しており、基本形を指定すれば
変化形を含め用例を検索してくれる。検索を実行す
ると、図 3 のようにそのデータベース内で指定の単
語が何回使用されているかが表示される。実際の用
例や掲示版の種類など書誌情報の詳細も閲覧可能
である。
これを用いて、自主企画ゼミナール内で自分の担
当した「衣服・スポーツ・文化」のセクションで実際に
頻度を調べてみた。すると、重要度が「★★」のもの
でヒット数の多いものなど、担当教師のつけた重要
度は概ね Suomi24 の頻度との対応が見られるものの、
語彙によっては必ずしも一致してしないことがわか
った。例えば、tennis「テニス」が「★」で 6,453 件のヒ
ット数が表示されたのに対し、golf「ゴルフ」が「印な
し」で 51,372 件ヒットした。Suomi24 上では「ゴルフ」

URL: https://keskustelu.suomi24.fi/
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の方が「テニス」よりも使用頻度がずっと高いのであ
る。
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方法を探らなければならない。Korp で検索できる用
例数は膨大であり、手作業では意味の分類が難しい
ためである。

一方、同じ単語が複数の意味をもつ同音異義語
（例えば、「leikkaus」という単語は「衣服・スポーツ・
文化」セクションで取り上げた「縫断」のほかに「手術」
の意味がある）は、検索しても意味の区別はなく、同
じ一つの単語としてしか出現頻度は算出されない。
このようなケースでは用例を分類する等の作業が必
要であり、今回は検証することができなかった。また、
重要な単語に思われるのに全く検索にヒットしない
単語もあったが、全く使われない単語ということはな
いと思われるので、検索に際し何らかの問題があっ
たのかもしれない。今後検証が必要である。

今後は、重要度そのものをどのように更新すべき
かを本格的に検討していきたい。例えば、頻度情報
を重視して、Suomi24 でヒットした件数の 0 から 1000
を「印なし」、1001 から 10000 を「★」、10000 以上を
「★★」のように定義することで、頻度の基準を頻度
のランキングに反映させることができるかもしれない。
しかし、頻度の基準には、頻度だけでなく、教師や
ネイティブの直感など様々なものが参考になるのも
確かである(5 節参照)。この場合、頻度だけに頼るの
がベストな解決策とは限らないかもしれない。
そこで、今後の研究では、今回の研究を踏まえつ
つ、重要度の判断基準についての調査を進め、情
報を総合してより的確な重要度情報を載せた語彙学
習教材を整備したい。例えば、千葉教授だけでなく
他の日本人フィンランド語教師やフィンランド語に詳
しい日本人研究者、さらにはネイティブのフィンラン
ド人やフィンランド人フィンランド語研究者に各語彙
の重要性についてアンケートを取り、重要度を評価
してもらうことが方法の一つである。Suomi24 の頻度
データ、教師や研究者の評価、ネイティブの評価を
総合的に評価して重要度を再設定するのがもっとも
理想的ではないだろうか。

6.

参考文献

図.3 Korp 検索画面
検索欄に調べたい単語を入力し、条件を選択して検索すると、
Results にヒット数が表示され、クリックすると詳細が表示される。

まとめと今後の課題

本研究では自主企画ゼミナールでおこなったフィ
ンランド語の語彙学習で用いた語彙学習教材の整
備をおこなった。今回の発表では、自主企画ゼミナ
ールでリストアップしていた語彙集の単語について、
Suomi24 データベースを用いて頻度を調べ、データ
を参照することで重要度をより正確で客観的なもの
にすることを試みた。その結果、担当教師のつけた
重要度は概ね Suomi24 の使用頻度とマッチしてい
たが、一部の単語については修正が必要であると判
断された。また、Suomi24 で適切な頻度情報が得ら
れなかった単語も一部あった。このような単語の頻
度情報をどのようにして得るかは今後の課題である。
特に、形が同じで意味の違う同音異義語を処理する
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Java を用いたドイツ語作文サポートシステムの開発について
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概要：ドイツ語初学者が作文をする時、様々な文法事項に気を付けなくてはならない。たった１行の文を書くだ
けでも、名詞の性を調べ冠詞の区別をし、前置詞による格変化等に注意しなくてはならず、何度も辞書を引くこ
とになる。本研究では、電子辞書データを用いてこれらのポイントを手軽に確認し、学習の手助けになるような
アプリケーションの開発を行う。発表では、現時点でのインターフェースと動作原理について解説する。また、
ドイツ語文法に基づいて格変化をフローチャート化する。
キーワード：ドイツ語文法、格変化、辞書、フローチャート、Java

1.

はじめに

ドイツ語を学習する際に、ドイツ語初学者が最も
つまずきやすいポイントとして複雑な文法がある。特
に冠詞類や形容詞の格変化は、大まかな規則や表
はあるものの、覚えるまでにかなりの時間や苦労を
要する。本研究ではこの点に注目し、ドイツ語学習
の手助けとして文法通りに作文が出来ているかを確
認できるようなアプリケーションを作成することにした。
今回はそのための先行研究として、格変化を中心と
したドイツ語文法を調査し、フローチャートを作成す
ることが主な目的である。
1.1

問題点

ドイツ語を作文するときの難しさについて、英語と

の比較で説明する。例えば、
「リボンを髪につけた可愛くて小さな女の子が、友
達と一緒に映画館へ行った。」（図 1 下段）
という文章を英文にすると、図１（中段）のようにな
る。英語は使用する単語さえ決まれば、主語と動詞
目的語等の配置と語の修飾関係に気をつけて並べ
れば英文が完成する。例えば The cute little girl（可
愛いくて小さな女の子）は、The girl 名詞が決まれば、
それを修飾する cute と little をそのまま girl の前に配
置すればよい。この程度の英文なら１文を書くのに１
分もかからない。
一方、同じ文章をドイツ語にする場合(図１上段)、
様々なルールに気を付けないといけない。ドイツ語
で①「Das süßes kleines Mädchen」(可愛くて小さな女

図 1：ドイツ語と英語の比較
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の子) と書くためには、名詞の「Mädchen」の性別が
中性名詞であること。1 格(主語)に定冠詞が着いて
いることがわかってはじめて、これを修飾する形容
詞（süß や klein）の格語尾には「-e」をつけることが
わかる。このようにたった３語並べるだけでも名詞の
性、格、冠詞の有無、語尾変化の形を知らないと書
けない。実際にこの文章をドイツ語にしようとすると、
文中の 5 つの名詞(①〜⑤）の性を調べるために辞
書を 5 回引き、それらを修飾する格変化を調べるた
めに文法書を 11 回は引くことになり５分以上かかる。
不規則変化等が加わるとさらに複雑になってくる。
[1]
2.

ドイツ語作文サポートシステムについて

このように、名詞の格変化や形容詞の格変化語
尾などを細かく調べていくと、単純な作文にも膨大
な時間がかかることがわかる。ドイツ語を学習する
上で重要なポイントではあるが、同時に非常に手間
がかかるため、ドイツ語を学ぶことを諦めてしまう学
習者も多い。本研究はこのポイントに注目し、ドイツ
語に集中している分野ではない人でも気軽に作文
の練習をしたり、文法通りに作文できているか確認し
たりできるようにすることが目的である。また、本研究
の結果としてドイツ語学習者に役立てられ、ドイツ語
の学習意欲の向上に貢献できれば幸いである。
英語での作文の場合、単語のまとまりは慣用句と
して成立しているものが非常に多いため、明確なル
ールなどを作ったり形を決めたりすることは難しいが、
ドイツ語の場合は冠詞類の変化はルールがある程
度確立されているため、格変化の文法をフローチャ
ート化することは可能であると考えられる。
2.1

数・複数のどちらで名詞を扱うかを選択してもらう。そ
の次に、あらかじめ導入しておいた辞書データから
入力された名詞を検索し、名詞の性別や複数形の
形を判定する。その後条件分岐として、名詞は複数
かどうかを判定する。複数ならばそのまま性別は複
数になり、複数でなければさらに条件分岐で検索時
に入手した性別の情報を読み込んで決定する。性
別を条件分岐で決定させた後、格が何格になって
いるかを条件分岐で決定する。後半である図 3 の部

ドイツ語文法のフローチャート化

今回はドイツ語の名詞に注目し、変化表や文法
ルールを元にフローチャートを作成した。図 2 と 3
は辞書や文法書[2]を元に作成したフローチャート
で、現在 Java 言語で実装検証中のものである。
(Java は一度作ればほとんどの OS の上で、GUI や
図表表示を含めたアプリケーションが同じ様に動か
せる利点がある。)
フローチャートの流れを図中の番号ごとに解説す
る。前半である図 2 の部分では、名詞の性別と格の
決定を行っている。はじめに使用者に作文で使う名
詞を入力してもらい、定冠詞と不定冠詞のどちらを
使用するかを決定してもらう。さらに格の情報と単

2

図 2：名詞の冠詞活用と語尾を決めるフローチャート
(前半部分)

図 3：名詞の冠詞活用と語尾を決めるフローチャート
(後半部分)
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分では、いままでで求めた性別・格の情報を使って
冠詞類を決定し文章出力している。条件分岐として
冠詞の種類が何になっているかを判定した後、配列
として入力しておいた冠詞類の表から、名詞の性別
と格の情報を元に検索し冠詞の確定をする。配列か
ら冠詞を取り出した後、条件分岐として特定の性別と
格になっていた場合は対応する語尾を名詞の後ろ
につける。最後の条件分岐で、出力する形式が単数
形であるかどうかと複数形であった時は末尾が n ま
たは s かで最終的な形を決定し、出力して処理が終
了するという流れになっている。
2.2

電子辞書規格ＥＰＷＩＮＧの調査

本研究を進めるに当たって、アプリケーション内で
使う辞書データとインターフェースの参考にするた
めに電子辞書規格ＥＰＷＩＮＧの調査を行った。本研
究で使用する辞書データとして、インターネット上で
フリー配布されているＥＰＷＩＮＧ規格のドイツ語辞書
「WaDoKu EPWING」の和独辞書を使用する。[3]本
研究ではアプリケーションを Java で開発するため、
EPWING 規格のデータのままでは使用できない。そ
こで、EPWING 規格のデータがどのような仕組みで
作成されているのかを調査した。
EPWING は電子辞書の一般的な形式になってお
り、決められた構造で作成されている。[4]最初に
「CATALOGS」ファイルと辞書名のついたフォルダを
置き、辞書名のフォルダを開くと「DATA」フォルダと
「GAIJI」フォルダが置かれ、それぞれのフォルダ内
に 本文や 音声な ど の フ ァ イ ル が 入っ て い る 。
「CATALOGS」ファイルにはデータの基本情報や辞
書の目次が収録されている。実際の辞書データは、
「DATA」フォルダ内に入っている「HONMON」ファイ
ルに全て収録されている。EPWING 規格で作成さ
れているため、辞書として使用する場合は EBWin、
EBMac 等の専用のビューアを通す必要がある。[5]
ビューアを通さずに直接データを見るためには、電
子辞書作成ツールや開発者向けのツールでファイ
ルを開かなければ見ることは出来ない。今回辞書デ
ータを使用するために、EBDump[6]という電子辞書
構造解析ツールを使用した。このツールに和独辞書
の HONMON ファイルを読み込ませ、記述子でテキ
ストファイル変換した結果、辞書データが見られるよ
うになった。本研究ではこのテキストデータをアプリ
ケーション内で使用する。
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3.

今後の課題
現時点では大きく 2 つの課題がある。1 つ目として、
今回は名詞の性別と格を判定し冠詞を確定するフロ
ーチャートを作成したが、形容詞の語尾変化や前置
詞による格支配などはまだ調査しきれていない点で
ある。特に形容詞の語尾変化や比較級・最上級の不
規則変化、形容詞による前置詞や格の支配などの
場合はパターン化しきれない部分がある。また、前
置詞による格支配でも、前置詞＋冠詞の省略が入る
場合に形容詞がくると文章構造がどうなるのかにつ
いても調査しきれていないため例外が存在する可能
性がある。2 つ目としては、将来的に動詞にも対応し
たいと考えているが、その際に動詞による格支配と
文章構造(定型第二位など)のパターン化がまた難し
い点である。この課題についても今後調査を進めて
いく所存である。
ドイツ語文法は 9 割パターンに当てはめることが
できるものの、明確なルールというものは存在しない
ため、基本的には辞書データを使用して対応してい
る。そのため例外が出た際はその都度確認・対応し、
フローチャートを精密にしていく予定である。
4.

まとめ

本研究では、ドイツ語初学者がドイツ語作文をす
る際に手助けとなるアプリケーションの開発と、その
ためのドイツ語文法のフローチャート化を重点に置
いた。Java でアプリケーション開発をし、辞書データ
の読み込みを行うために一般的な電子辞書規格で
ある EPWING の調査を行った。現時点での結果とし
て、名詞に注目したドイツ語文法のフローチャートを
作成した。
参考文献
[1] アクセス独和辞典第 3 版, 在間 進, 三修社, 2016 年
[2] DUDEN Übungsbücher 5 Übungen zur deutschen
Sprache I Grammatische Übungen, Stefanie und
Gerhard Kaufmann, Bibliographisches Institut AG,
1975 年
[3] WaDoKu EPWING, http://wadoku.osdn.jp/ (2019 年 1
月 14 日閲覧)
[4] EPWING, https://ja.wikipedia.org/wiki/EPWING
(2019 年 1 月 14 日閲覧)
[5] EB series support page, http://ebstudio.info/ (2019 年
1 月 14 日閲覧)
[6] EBDump, http://ebstudio.info/home/EBDump.html
(2019 年 1 月 14 日閲覧)
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オープンデータのマッシュアップと統計解析
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概要：大規模なオープンデータの公開により、我々は、これまで受け取る一方であった情報を集約(マッシュア
ップ)して分析することが可能になった。このことは、データ間の関連を新たに発見しさまざまな予測に用いたり、
時系列の変動や地域による差異を視覚化するなど、全く異なる目的のために用いることが可能になったことを
意味している。今回は様々あるオープンデータの中でも、熱中症の事例について取り上げる。ここ数年の日本
では、地球温暖化により、記録的な暑さが続いている。そのため、2018 年の熱中症患者は過去最多とも言わ
れている。そこで本研究では、気象庁と総務省消防庁が公開している過去３年間の天候データと熱中症患者
のデータをはじめとする複数のオープンデータをマッシュアップし、どのような条件でどの年齢層の人たちが
熱中症になりうるのか、その関連性を分析し、熱中症の発生予測を試みる。
キーワード：熱中症，オープンデータ，マッシュアップ，SPSS，相関

1.

はじめに

日本では熱中症患者が増加の一途をたどってい
る。その原因としては地球温暖化や、都市部のヒート
1
アイランド現象が進んでいること等が考えられる。
本研究では、「オープンデータ」（詳細は第 3 節を
参照）を用いて熱中症の発生傾向の分析に取り組む。
オープンデータの公開が近年盛んになっており、総
務省が行った『地域における ICT 利活用の現状に関
する調査研究』によると、2013 年と 2016 年のデータ
を比較すると特に公共施設や防災、観光、教育、医
療関連分野での公開が増加している。増加の傾向
は分野によって異なり、公共施設情報の提供データ
のように、27.0%から 47.1%へ著しく増加しているもの
1

気象庁「ヒートアイランド現象の要因」
URL:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr_faq/02/qa
.html
2

総務省「オープンデータに関する取組状況と課題」URL:
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もあれば、医療関連分野などのように 16.0%から
21.9%と増加の傾向が大して見られないものもある。
また、地方自治体の取り組みの実施状況を見ると、
2
2012 年からの 4 年間でおよそ 4 倍に急増している 。
本研究で用いる手法である「マッシュアップ」とは
本来、複数の曲を重ねて再生し、一つの楽曲に仕
立てる制作手法であるが、IT 分野では複数の Web
サービスやソフトウェア、データベースなどを組み合
3
わせて新しいシステムを作り出す手法である。
本研究では、熱中症に関連する複数のオープン
データのマッシュアップを行い、データ間の関連性
の分析を行うとともに、発生予測への応用の可能性
を論じる。

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h
29/html/nc122210.html
3

IT 用語辞典「マッシュアップ」URL:

http://e-words.jp/w/マッシュアップ.html
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2.

熱中症について

一般的に熱中症は「暑熱環境における身体適応
障害によって発生する状態の総称」と定義されてい
る(日本研究医学会,2011)。我々は体温を一定に保
って生命維持を行っている。ヒトの体は体温が上昇
した際に、血液の量を増やし、体内の熱を放散させ
るが、それには温度や湿度などの外的環境が関わ
っている。しかし、高温多湿になると、十分に体内の
熱が放散されず、熱が溜まってしまい、熱中症にな
るのだ。
熱中症は前段落で述べたような環境的要因、年
齢区分などの身体要因、炎天下での活動や、水分
4
補給の有無などの行動要因によってなる。 また、6
月等、梅雨の時期のように、夏の暑さに体が慣れて
5
いない 時期にも同様に熱中症になりうるのだ。
このような熱中症の発生要因を踏まえたうえで、本
発表では以下の 3 つの仮説を立てた。
① 平均湿度が高ければ高いほど、熱中症の搬
送者数（以下、搬送人員）が多い。
② 平均最高気温が高ければ高いほど、搬送人
員が多い。
③ 1 日の平均寒暖差が大きければ大きいほど、
搬送人員が多い。
3.

研究データの準備

3.1

小野 祐介

消防庁と気象庁のオープンデータ、いずれも 2016
年から 2018 年の 3 年間である。
総務省消防庁のデータは合計患者数、年齢区分、
傷病程度、発生場所が記録されているが、本研究で
は年齢層に関係する合計患者数と年齢区分を使用
する。
気象庁のデータに含まれる情報のうち、は熱中症
の要因とされる降水量、平均湿度、最低気温、最高
気温の計 4 項目に、最高気温から最低気温を引い
た 1 日の温度差（以下、寒暖差）の 5 項目を用いる。
平均湿度を除くデータは千葉県各地の観測地点 15
箇所で、平均湿度のみ銚子、千葉、勝浦、館山の計
4 箇所で観測されたものが収録されている。
4.
4.1

データの取得と加工
データのマッシュアップと加工

以下のような手順で、分析に用いる基本データの
マッシュアップを行った。
① 気象庁のデータから、降水量、湿度、最高気温、
最低気温の平均を算出し、それを県全体の平
均として取り出す。
② 総務省消防庁から、データの搬送者数を抽出。
③ ①と②で取り出したデータをマッシュアップデ
ータとして保存する。

オープンデータについて

オープンデータとは国、地方公共団体及び事業
者が保有する官民データのうち、誰もがインターネッ
トなどを通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）
できるように公開されたデータである。このデータは
営利、非営利問わず二次利用可能であること、機械
判読に適しており、かつ無償で利用できることが重
要であり、さまざまな目的での分析や応用が可能に
6
なる。
3.2

本発表で扱うデータの詳細

本研究では、総務省消防庁が提供している熱中
症患者に関するデータと、気象庁が提供している過
去の天候データを用いることにする。期間は総務省

図 1．作成したマッシュアップデータ
次に、熱中症患者のデータの加工を、以下の手
順で行った。

4

6

Medical Note「熱中症」
URL:https://medicalnote.jp/diseases/熱中症
5
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「暑熱順化」ともいう。

総務省「地方公共団体のオープンデータの推進」URL:

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyo
u/opendata/
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①
②

各月の千葉県のデータの患者数と年齢ごとの
合計を算出。
①で出した合計を、別の表にまとめる。

小野 祐介

① 平均湿度と搬送人員の相関
② 平均最高気温と搬送人員の相関
③ 平均寒暖差と搬送人員の相関
まず、仮説①を検証するために、従属変数に搬送
人員、独立変数に平均湿度として相関分析を行った
ところ、2017 年は r=.207* p<.05 で正の相関が得ら
れたが、2016 年と 2018 年はそれぞれ r=-.021 n.s.、
r=.070 n.s.で、有意な相関が得られなかった。つまり、
2017 年のみ平均湿度が上がれば上がるほど、搬送
人員が多いことが確認された（図 5 参照）。

図 2．熱中症患者の加工データ
4.2

データの概要

以下のグラフは搬送人員と最高気温を示している。

図 5．平均湿度と搬送人員の相関

図 3．搬送者の合計と平均最高気温のグラフ
図 3 より、熱中症患者の数はどの年も 7,8 月が跳
ね上がっているのが確認された。特に、暑さが厳し
かった 2018 年シーズンは搬送者数が 1,000 人を超
えているのも確認された。また、患者数の年齢層の
大半は高齢者と成人が占めていた。（図 4 参照）

図 6．2017 年平均湿度と搬送人員の散布図
次に、仮説②を検証するために、従属変数に搬
送人員、独立変数に平均最高気温とした相関分析
を行った。その結果、2016 年は r=.676** p<.01 、
2017 年は r=.440** p<.01、2018 年は r=.681** p<.01
で、それぞれ正の相関が得られた。つまり、平均最
高気温が上がれば上がるほど、搬送人員が多いこと
がすべての年度で確認された（図 7 参照）。

図 4．患者の年齢層の内訳
5.
5.1

SPSS による分析
仮説の検証（単相関分析）

この節では、第 2 節で述べた 3 つの仮説に基づ
き、以下のように相関係数を求め、有意な相関が得
られたデータに関しては散布図を出した。
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図 7．平均最高気温と搬送人員の相関
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図 8．2016 年平均最高気温と搬送人員の散布図

図 9．2017 年平均最高気温と搬送人員の散布図

小野 祐介

④ 標準偏回帰係数を求める
まずは、予測値を求める前に、重回帰式を求めた。
線型回帰で従属変数に搬送人員、独立変数に平均
湿度、平均最高気温、寒暖差として分析を行った。
その結果、係数は以下のように求められた。（非標準
化係数 B の値を参照）

図 12．重回帰式の係数
図 12 から重回帰式は y=-0.072×平均湿度＋5.85
×平均最高気温－2.027×寒暖差－115.803 と求め
られた。この y は従属変数の搬送人員を示している。
予測値は搬送人員との相関を行うために求めた。

図 10．2018 年平均最高気温と搬送人員の散布図
最後に、仮説③を検証するために、従属変数に
搬送人員、独立変数に寒暖差とした相関分析を行っ
た。その結果、2016 年は r=.103 n.s. 、2017 年は
r=-.121 n.s. 、2018 年は r=.143 n.s.で、それぞれ有意
な相関は確認されなかった（図 11 参照）。

図 11．寒暖差と搬送人員の相関
5.2

重回帰分析

前節では各仮説の検証を行い、相関と散布図を
出した。この節では、重回帰分析を行い、仮説で挙
げた 3 つの要素間でどれが最も搬送人員に及ぼす
影響が強いかを以下のような手順で検証した。
① 重回帰式、予測値を求める
② 搬送人員と予測値の相関
③ データの標準化
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図 13．予測値の保存
図 13 中の PRE_1 が予測値である。
従属変数を搬送人員、独立変数を図 13 で求めた
予測値として分析を行った。その結果 r=.634**
p<.01 で、正の相関が得られた。

図 14．搬送人員と予測値の相関
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次に、各データの標準化を行った。標準化は偏回
帰係数が変量の単位の影響を受けてしまうため、行
うものである。（以下、標準化した変数をそれぞれ Z
搬送人員、Z 平均湿度、Z 最高気温、Z 寒暖差とす
る。）
そして、標準偏回帰係数を求めるために、従属変
数を Z 搬送人員、独立変数に Z 平均湿度、Z 最高
気温、Z 寒暖差とした結果、以下のような結果が得ら
れた。標準偏回帰係数は図 15 の表中「標準化係数
ベータ」の値を確認されたい。

小野 祐介

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

図 15．標準偏回帰係数
図 15 より、標準偏回帰係数の絶対値を比較する
と、平均最高気温が最も大きいことが分かった。つま
り、搬送人員に及ぼす影響の強さは他の 2 要素より
も平均最高気温が大きいことが確認された。
6.

まとめと今後の課題

今回は限られたデータの中で、熱中症の発生の
傾向の分析を様々な手法を用いて試みた。特に散
布図から発生患者が急増している箇所が確認でき
た。しかし、熱中症の原因となりうる要素は湿度や平
均最高気温のほかにもたくさんあると考えられる。今
後はさらにデータを多面的に収集していき、熱中症
の発生との関連を検証したい。また、諸要因をイン
プットデータとした熱中症の発生予測を行うシステム
の構築など、今回の分析をさらに発展させてみたい。
参考文献
[1] 日本救急医学会(2011)『熱中症～日本を襲う熱
波の恐怖～』 へるす出版
[2] 総務省消防庁「熱中症情報 救急搬送状況」
URL:http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldL
ist9_2.html
(2018 年 12 月 30 日閲覧)
[3] 気象庁「過去の気象データ・ダウンロード」URL:
https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/inde
x.php
(2018 年 12 月 30 日閲覧)
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大学における印刷業務を学生にアウトソーシングするスキームの構築
秋元 幸雄
麗澤大学
経済学部 経営専攻 3 年 吉田ゼミ
Akimoto Yukio
a16654y@reitaku.jp

概要：麗澤大学での講義の資料の印刷を教授自身で行っている光景をよく見かけることがある。印刷業務に時
間を取られ、授業開始時刻に間に合わないという教授もおり、大学教授の印刷業務は教授の負担となっている。
研究と教育に専念できない環境は最終的に大学の存在意義を脅かす可能性がある。本研究ではそれを解決
し、大学教授が研究と教育により集中できる持続可能な大学にするために大学教授の印刷業務を学生にアウ
トソーシングするスキームの構築に取り組んでいく。具体的には大学教授が WEB サイト上に業務内容を提示
し、応募した学生にアウトソーシングするという仕組みである。持続可能な大学を目指すために大学内でのエ
コシステムを作っている点に特徴がある。
キーワード：印刷業務 アウトソーシング WEB サイト エコシステム

1.

はじめに

大学教員の本文は「研究活動」と「学生への教育」
である。しかし現在、社会貢献や企業との共同研究
もあり、教授の本文に使用できる時間が限られてしま
っている。教授の負担を軽減し、持続可能な大学を
1
作るため、教授以外でも可能な印刷業務 を学生に
委託できるスキームの構築が必要である。
本研究ではそれを解決し、大学教授が研究と教
育により集中できる持続可能な大学にするために大
学教授の印刷業務を学生にアウトソーシングするス
キームの構築に取り組んでいく。具体的には大学教
授が WEB サイト上に業務内容を提示し、応募した
学生にアウトソーシングするという仕組みである。持
続可能な大学を目指すために大学内でのエコシス
テムを作っている点に特徴がある。
2.

ヒアリング調査から課題の抽出

本調査では、麗澤大学の経済学部・外国語学部
に所属する教授を対象とし、ヒアリング調査を実施し
1

本報告では、印刷業務を「教授自身が講義をする授業で使
用する資料の印刷と資料の整理のこと」をいう。
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た。なお、本原稿で紹介するヒアリング調査の結果
は、ヒアリング対象となった教授（2 人）の意見を事例
的に示したものである。
 10 分ほどで終わることもあれば、ホッチキスを
止めたりした場合は３０分ほどかかることもあ
る。
 TA を設けている授業では印刷業務を委託して
いるが、設けることのできない授業では自身で
行っている。
 一週間に 3 回～6 回ほどの印刷を行っている。
 先に印刷している教員でプリンターが埋まって
いる場合は印刷ができず待つ必要がある。
 他大学では大学職員が印刷を代行、控室に設
置してくれるシステムがあり大変便利である。し
かし麗澤大学には無いので不便である。
 TA を設けることが従来より難しくなり印刷業務
を含めた補助を求めることができなくなってい
る。
 委託により生まれた時間は教材の作成や研究
活動に費やしたいと考えている。
 TA を募集してから設置するまでに手間がかか
る。
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3.

課題解決に向けたスキームの構築

麗澤大学の費用削減の方針により、TA の設置が
厳しくなったため、教授は活用しにくくなり、教授の
負担を軽減させることができなくなっているという現
状がある。教授のコア作業以外の印刷業務を委託し、
より質の高い研究や授業に集中してもらうことができ
ないと、大学生のレベルの低下につながり、いずれ
は大学の存在意義を問われるだろう。そのためのア
ウトソーシングができるスキームの構築が必要であ
る。
印刷業務をアウトソーシングできない課題に対し
て図 1 のような WEB サイトを使用した新しいアウトソ
ーシングのスキームを提案する。 この WEB サイト
には教授自身が直接、委託したい印刷業務を掲載
することができる。印刷枚数・印刷場所・ホッチキス
止めの可否・報酬ポイント数を提示する。学生は自
身の望む業務に申請をすることができる。教授は集
まった募集の中から学生を選び、WEB サイト内で連
絡を取る。当日の作業終了後、教授は学生を星の数
によって評価する。これは全ての教授がこの学生は
委託できる人物か判断する基準になる。その後、教
授は学生にポイントを WEB サイトを通して送る。この
ポイントは授業評価アンケートの評価により教授ごと
に配布される数が異なる。

秋元 幸雄

TOEIC などの試験代の支払いまたは一部補助に使
用することなど、大学内のあらゆる施設での使用が
可能にする。ポイントという大学独自の通貨を使用
することで大学内でのみの使用に抑え、学生の資格
獲得や食堂利用につながり、教授だけでなく学生の
スキル向上につなげることができる。

図 2 教授の負担軽減による循環図

図 3 学生のポイント利用の流れ
4.

まとめと今後の展望
今回は Web サイトを用いて、大学教授の印刷業

務を学生にアウトソーシングするスキームの構
築を提案した。だが印刷業務以外にもアウトソー
図 1 新しいアウトソーシングのスキーム
そして図 2 に示す通り、この仕組みが利用されて
いくことで教授は印刷業務を学生にアウトソーシング
することが可能になり、さらなる時間確保による負担
軽減につながり、授業の教材作成などに集中するこ
とができる。授業評価の低い教授は淘汰されていく
だろう。そして質の高い授業や研究作業の実現を図
ることができる。
そして、学生は図 3 のように WEB サイトを通じ支
払われたポイントを大学内の食堂で使用することや
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シングしたい業務が多くあることがヒアリング
調査から分かった。今後、印刷業務以外にもあら
ゆる業務を委託できるサイトになることができ
る可能性を秘めている。多くの業務がアウトソー
シングできるようになれば教授はより教育と研
究に専念でき、麗澤大学を持続させることのでき
る力になるのではないだろうか。
参考文献
[1] 「大学等におけるフルタイム換算データに関す
る調査」文部科学省 （2021 年 1 月 4 日参照）
2018 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

2040 年の高等教育に求められる ICT を活用した教育体制の考察

秦 健太

2040 年の高等教育に求められる ICT を活用した教育体制の考察
秦 健太
麗澤大学
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概要：本研究では、2040 年の高等教育に求められる ICT を活用した教育体制について考察を行った。2018 年
11 月に中央教育審議会によって取りまとめられた「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」をもと
に、高等教育の目指すべき姿について整理した。また、答申に示された ICT 活用に関する言及を「教育研究
体制」、及び「教育の質の保証と情報公開」の２つの観点からまとめた。2040 年に求められる高等教育の実現
に向けた ICT の果たす役割は非常に大きく、「多様で柔軟な教育プログラム」、「リカレント教育」、及び「高等教
育の国際展開」をはじめ、「教育の質保証」に対しても ICT の活用が期待されている。
キーワード：高等教育, ICT, Edtech

1.

はじめに

第４次産業革命 1 の進展、AI2 技術の発展、本格的
な人口減少社会の到来で日本社会は大きく変化し
ている。将来必要とされる仕事や求められる人材が
変化するといわれ、今後の日本の高等教育は、この
ような変化に対応した環境の提供や人材育成が不
可欠であるといわれている。
2018年11月に文科省の中央教育審議会によって
「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答
申 3）」[1]（以下、「答申」とよぶ）が提案された。このグ
ランドデザインは、将来、高等教育の目指すべき姿
と具体的な検討事項が述べられている。
本研究は、2040 年の高等教育に求められる教育
体制について考察を行うことを目的とする。特に
ICT4 を活用した教育について、高等教育の目指す
べき姿と求められる人材像とについて考察する。
2.

背景：2040 年までの社会変化の方向性

2040 年の高等教育に求められる ICT を活用した
教育体制を考察するにあたって、まず社会背景を整
理する。20 年以上先の未来社会を正確に予測する
ことは不可能に近いが、現在時点で考えられうる社
会変化の兆候をもとにして整理する。今後の社会に
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大きな影響を及ぼすと考えられる 1) Society5.0、2)
人口が減少し長寿化した社会、3) グローバル化が
進んだ社会について述べる。
Society 5.0

現在、日本社会は Society5.0 に向かっていると言
われている。Society5.0 とは、「サイバー空間とフィジ
カル（現実）空間を高度に融合させたシステムにより、
経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中
心の社会（Society）」[2]のことである。狩猟社会、農
耕社会、工業社会、情報社会に続く新たな社会であ
ると定義されている。Society5.0 の概要について図 1
に示した。内閣府の 2030 年展望と改革タスクフォー
スの報告書[3]によれば、「Society5.0 が実現すること
で、AI・ロボット・IoT5・ビッグデータ 6 の活用により、コ
ストの低減・高付加価値のサービスが提供され、国
民生活の利便性や生活の質が向上する」と予測され
ている。簡単に言えば、今までの以上に多くの情報
が活用されるようになり、革新的なサービスによって
利便性が向上した社会に近づいていくということで
ある。上記を踏まえれば、社会のあり方はもちろん、
必要とされる人材像にも影響が出てくることが考えら
れる。必要とされる人物像が変化することは、高等教
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育にも変化が求められるということを意味している。
3.

2040 年に必要とされる人材

2040 年に必要とされる人材はこれまでのものと大
きく異なっている。 次に OECD(経済協力開発機構）
7
と日本の大学組織（一般社団法人国立大学協会 8
（以下、国立大学協会とよぶ）と一般社団法人日本
私立大学連盟 9（以下、私立大学連盟とよぶ））が示
す人材像について述べる。

図.1 Society 5.0 の概要について
OECD のキー・コンピテンシー

出典：内閣府 「科学技術イノベーションが拓く新たな社会」[2]

人口が減少し長寿化した社会
今後、日本社会はますます人口が減少し、さらに
長寿化すると考えられる。実際に日本の総人口は
年々減少しており、2040 年には今より 1500 万人以上
少ない 1 億 1,092 万人になると予測されている[4]。
単純計算でも年に 50 万人以上の人口が失われてい
くことになる。総人口とともに 18 歳人口が減少するこ
とも予測されており、これは大学の規模縮小につな
がることになる。一方で、日本人の寿命は年々伸び
ている。2016 年の日本人男女の出生時平均余命は
84.2 歳と世界で最も長い[5]。さらに、リンダ・グラット
ンの『LIFE SHIFT』によると、「2007 年に日本で生ま
れた子供の半分は、107 年以上生きる」[6]と予測し
ている。このように長寿化した社会になると、「60 歳
で定年し余生を過ごす」といったこれまでの生き方
や、ライフプランそのものが変化すると考えられ、教
育の役割もそれに合わせて変化しなくてはならな
い。
グローバル化が進んだ社会
今後日本社会は、さらにグローバル化が進むとい
われている。グローバル化について松塚の『国際流
動化時代の高等教育』[7]では、「二十世紀から二十
一世紀にかけてのグローバル化は「人、物、金」の自
由な移動が促されるかたちで進展してきたが、近年
は「人」の国家間移動の増加がめざましい」と述べら
れている。また、「大学は高度知識人や高技能者に
よる移動の「ゲートウェイ」としての役割が期待されて
いる」。つまり、大学は将来の日本の労働力確保の
ために、留学生を受け入れ、長期移住を想定した、
優秀な人材を育成するための入口（ゲートウェイ）の
役割をもつことが期待されている。
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OECD は今後，必要な能力として 3 つのキー・コン
ピテンシー10 を挙げている。「 社会・文化的、技術
的ツールを相互作用的に活用する能力
多様な
社会グループにおける人間関係形成能力
自律
的に行動する能力」[8]の 3 つである。これらの 3 つの
能力を備えることが、人生の成功や社会の発展にと
って有益であるとした。

大学が示す必要とされる人材
一方で、国立大学協会と私立大学連盟は平成 30
年度の大学の将来像に関する報告書[9][10]の中で、
大学の将来像と人材像について次のように述べて
いる。
国立大学協会は必要とされる人材について、「こ
れからの時代に求められるのは、個々の能力・適性
に合った専門的な知識とともに、幅広い分野や考え
方を俯瞰して、自らの判断をまとめ表現する力を備
えた人材である」と述べている。また、私立大学連盟
は「大学が育成すべき能力は、第一に、人間として
のあり方を常に問う主体的で洞察力に富んだ思考力
であり、第二に、AI による代替が不可能な分野で新
たな職能を深めることのできる柔軟性であり、第三に
過去と現在、変わるものと変わらぬものを知った上で、
今日と未来の変化を理解し適切かつ主体的に判断
する能力である。そして第四に、さらなる流動化に備
えて、地域を熟知し、日本及び地域が持っている資
源を活用し、その独自性を表現する能力である。」と
述べている。共通している点としては、「表現」という
言葉が示すように、自らの判断をまとめ、その結果生
まれた独自性を表現することが求められるということ
である。専門的な知識を深めるだけでなく、手にした
知識を活用し新しい価値を生み出していくことので
きる人間が求められている。
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4.

2040 年に向けた高等教育のグランドデザイ
ン(答申)が示す高等教育の目指すべき姿と
ICT

次に答申が示す人材像と高等教育の目指すべき
姿について述べる。またこれらを実現するための
ICT 活用について述べる。
答申が示す必要とされる人材
2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答
申）は 2040 年に求められる人材像について、「予測
不可能な時代の到来を見据えた場合、専攻分野に
ついての専門性を有するだけではなく、思考力、判
断力、俯瞰力、表現力の基盤の上に、幅広い教養を
身に付け、高い公共性・ 倫理性を保持しつつ、時
代の変化に合わせて積極的に社会を支え、論理的
思考力を持って社会を改善していく資質を有する人
材、すなわち「21 世紀型市民」11 が多く誕生し、変化
を受容し、ジレンマを克服しつつ、更に新しい価値
を創造しながら、様々な分野で 多様性を持って活
躍していることが必要である。」と述べている。さらに、
「AI には果たせない真に人が果たすべき役割を十
分に考え、実行できる人材が必要となる。」と述べて
いる。非常に多くの能力が挙げられているが、予測
不可能な社会を生きるためには、かなり多くの資質
や能力が必要になるということを意味している。

高等教育の目指すべき姿
次に、答申は将来の高等教育が目指すべき姿は、
「学修者本位の教育」であると述べている。このため
には、「個々人の可能性を最大限に伸長する教育」
へ転換し、次のような変化を伴うものとなることが期
待されるとした。①「何を教えたか」から、「何を学び、
身に付けることができたのか」へ転換すること、②学
生や教員の時間と場所の制約を受けにくい教育研
究環境へのニーズに対応するとともに、大規模教室
での授業ではなく、 少人数のアクティブ・ラーニン
グ 12 や情報通信技術（ICT）を活用した新たな手法の
導入が必要となること、③個々人の学修の達成状況
がより可視化されること、などである。以上のような変
化を持つことによって、予測不可能な時代の到来に
適応可能な人材を育てていくことのできる高等教育
に変えていけると考えているのだろう。
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高等教育における ICT 活用
答申の中には「ICT」 、もしくは「情報通信技術」と
いうキーワードが計 11 回用いられている。「情報通
信技術が進歩した社会」という文脈で 2 回、また、「情
報通信技術を活用した教育」という文脈で 9 回用いら
れていることから、将来の高等教育において ICT の
利用に一定以上の期待がされていると考えられる。
「情報通信技術が進歩した社会」については、前述
した、Society5.0 の関わりの中で述べた。ここでは、
「情報通信技術を活用した教育」の文脈の中に現れ
る「ICT」への言及の全てを取り上げ、高等教育への
ICT 活用に関して述べる。
本答申は全７章から構成されているが、その中で
も、特に２章の「教育研究体制」、及び３章の「教育の
質の保証と情報公開」において、ICT の活用が示唆
されている。これら２つの章に着目し、ICT を活用し
た教育体制について述べる。
「教育研究体制」と ICT

答申の 2 章では、「教育研究体制 -多様性と柔軟
性の確保-」について書かれている。この中で、「ICT」
のキーワードが用いられた箇所、もしくは ICT と明確
に関わりのある記述がなされた箇所を取り上げ、以
下に詳述する。
まず、「多様で柔軟な教育プログラム」について
ICT への言及があった。この「多様で柔軟な教育プ
ログラム」は多様性と柔軟性のある教育研究体制を
確保するために必要であるとされている。答申では、
国の具体的な方策として、「情報通信技術を利用し
て授業を実施する場合の授業形態、指導方法や修
得単位数など、授業実施にあたって留意すべき点
について改めて整理した上で、広く周知を行い、授
業における ICT の利用を促進する。」と述べている。
あわせて、「必要な技術者の育成・確保や ICT 環境
の在り方を引き続き検討する。」と述べた。いずれも
国の具体的な方策として書かれたものであり、「改め
て整理した上で」や「引き続き検討を行う」という文言
が用いられるなど、今後の方針として意味合いが強
い。教育への ICT 活用に関して、本答申を踏まえた、
さらなる議論の活発化が期待される。
次に、「リカレント教育 13」について ICT への言及
があった。リカレント教育の実施は多様な学生を確
保するために重要であるとしている。答申では、リカ
レント教育の充実のための国の具体的な方策として、
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「社会人が場所や時間を問わず、プログラムを受講
できるよう、放送大学や通信教育、MOOC14 等の活
用を検討する。」と述べている。ICT を用いた通信教
育や MOOC を利用することによって、多様な学生を
確保できるとしている。また、18 歳人口の減少ととも
に、大学の規模縮小が予測されており、答申は、「18
歳中心主義 15 を前提とした教育体制では大学規模
の維持は難しい」と指摘している。多様な学習ニー
ズに応えるためには、リカレント教育の実現ないし、
ICT の活用が必要になる。
続いて、「高等教育機関の国際展開」について、
ICT 活用の言及があった。国の具体的な方策として、
「我が国の大学が、教育の質を担保しつつも柔軟な
形で海外展開を行うための海外協定校との連携強
化を通じた新しい海外展開方策モデル（「多様なメ
ディアを高度に利用した授業」を活用した教育プロ
グラムの構築）を取りまとめ、大学に対して提示す
る。」と述べている。世界に開かれた高等教育機関と
して期待される役割を果たすために、ICT の活用が
望まれている。
加えて、制度・教育改革ワーキンググループ」6 に
よる「審議まとめ」[11]にも、ICT 活用についての言及
があった。この「審議まとめ」は答申を作成するにあ
たって、専門性を有する委員を中心に行われた議
論を取りまとめられたものである。「審議まとめ」では、
小規模、及び中規模大学への示唆として、「高等教
育全体での利活用促進を見据え、MOOC や放送大
学の積極的活用など、小規模や中規模の大学等に
おいても、利用の進む方策の検討が求められる。」と
述べられた。高等教育機関全体で、ICT を活用した
目指すべき高等教育をつくりあげていくことが必要
であると言える。
「教育の質の保証」と ICT

答申の３章では、「教育の質の保証と情報公表 「学び」の質保証 17 の再構築-」について書かれてい
る。
まず、「全学的な教学マネジメント」18 ついて ICT
への言及があった。この教学マネジメントは高等教
育機関が教育の質を保証するために行うべきもので
ある。答申では、「アクティブラーニングや ICT を活
用した教育の促進」を教学マネジメントにかかる指針
に盛り込むべきだと述べている。ここから分かることと
しては、教学マネジメントの一環として、ICT を活用し
た教育を促進することが教育の質保証につながると
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いうことである。
さらに、「国が行う『質保証システム』の改善」の項
目の中でも ICT への言及があった。答申では、「多
様な価値観が集まるキャンパス」を実現することが重
要だと述べている。そのためには、「現在の設置基
準を時代に即したものとして、時代の変化や情報技
術の進歩、大学教育の進展を踏まえ、情報通信技
術を活用した授業を行う際の施設設備の在り方など、
抜本的に見直す必要がある。」とした。つまり、大学
の設置基準について、ICT を用いた教育環境が今
後、改めて評価されるようになる可能性があるという
ことを示唆している。
5.

考察とまとめ

一連の社会変化、及び答申が示す高等教育への
ICT 活用に関する言及から鑑みるに、2040 年に求め
られる高等教育の実現に向けた ICT の果たす役割
は非常に大きい。将来に求められる「多様で柔軟な
教育プログラム」、「リカレント教育」、及び「国際展開」
をはじめ、「教育の質保証」に対しても ICT の活用が
期待されていることが分かった。
こうした背景には、「Society5.0 」、「人口が減少し
長寿化した社会」や「グローバル化が進んだ社会」
に向かって日本社会が変化しているという状況があ
る。また、これら一連の社会変化にともなって、必要
とされる人材が変化がしているためであると考えられ
る。自らの判断をまとめ、その結果生まれた独自性
を表現することができる人材が必要であり、専門的な
知識を深めるだけでなく、手にした知識を活用し新
しい価値を生み出していくことのできる人間が社会
に求められているのだろう。このような人材を育てて
いくために高等教育が担う役割は非常に大きい。答
申では、高等教育は既存の画一的な教育から「学修
者本位の教育」へと転換されなければならないと述
べている。これに寄与する ICT の役割は大きい。
一方で、ICT の具体的な教育への活用方法につ
いてや技術者の確保については、「改めて整理した
上で」や「引き続き検討を行う」などとされ、今後の議
論の展開に期待するにとどまった。高等教育への
ICT のさらなる活用に期待がされてはいるが、活用
の具体的な方法について十分に検討されていると
は言い難い。このような状況の中ではあるが、大学
をはじめとする高等教育機関は国の議論に先駆け
て、具体的なアイデアを思考し導入に対して前向き
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に検討することが重要になってくる。
今回は、明確に ICT との関わりのある部分のみに
着目して整理をしたうえで、考察を行なった。明確に
示唆されていない記述部分に関しても、ICT 活用の
余地がある。そのため、既存の研究等と照らし合わ
せ、高等教育の理想像の実現のために、いかにして
ICT が貢献できるかを探る必要がある。
注
1 現在進行中で様々な側面を持った、デジタルな世界と物理
的な世界と人間が融合した環境を作っている技術革新のこ
と。
2 Artificial Intelligence の略で人工知能のこと。知的なコン
ピュータプログラムを作る科学と技術。
3 諮問機関が行政機関の問いかけを受け、回答として意見を
述べること。
4 Information and communication Technology の略で情
報通信技術のこと。情報処理や通信に関連する技術やサー
ビスなどの総称。
5 Internet of Things の略。あらゆるものがインターネットに
つながり、情報のやり取りをすることで、新たな付加価値を生
み出すものとされている。
6 位置情報や行動履歴、視聴・消費者行動等に関する情報
や小型化したセンサー等から得られる膨大なデータのこと。
7 Organization for Economic Co-operation and
development の略で経済協力開発機構のこと。
8 国立大学法人を正会員とする日本の一般社団法人。全国
に 86 ある国立大学法人が所属。
9 四年制の私立大学をメンバーとする大学団体。124 大学
（110 法人）が所属。
10 OECD が組織したプロジェクトの DeSeCo が提案した、国
際的合意を得た能力概念。主要能力のこと。
11 「我が国の高等教育の将来像（答申）」(H17)の中で示さ
れた市民像のこと。
12 一方向性による知識伝達型の学習方法ではなく、学修者
の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。
13 学校教育の修了後、社会人にむけて行われる教育のこと。
14 Massive Open Online Course の略で大規模公開オンラ
イン講座こと。ウェブ技術を活用して同時に大量の学習者に
授業科目を提供し、その学習履歴を記録することができるプ
ラットフォーム。
15 18 歳で入学してくる日本人学生を中心とした教育体制の
こと。
16 中央教育審議会大学分科会の下に設けられた「将来構想
部会」に、専門性を有する委員を中心に議論を行う場として設
置された。
17 高等教育機関が、認証評価等で設定される評価基準に対
する適合性の確保等に加え、自らが意図する成果の達成とい
った様々な質を確保すること。
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取組みのこと。
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中国人観光客向け爆買い促進プラットフォームの提案
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概要：中国人観光客が爆買いをするようになって久しいが、依然として、ドラッグストアなどの現場において言
語的・専門知識的課題が存在し、店舗オペレーションの障害となっている。本研究ではそれを解決するための
Web プラットフォーム/アプリと、それをマネタイズするビジネス的な手法を提案していく。具体的には各種製薬
メーカー、ドラッグストア、中国人観光客の 3 者をつなぐプラットフォームであり、3 者に対してメリットを与える点
に特徴がある。
キーワード：インバウンド、爆買い、プラットフォーム

1.

はじめに

中国人観光客が爆買いをするようになって久しい
が、依然として、ドラッグストアなどの現場において
言語的・専門知識的課題が存在し、店舗オペレーシ
ョンの障害となっている。本研究ではそれを解決す
るための Web プラットフォーム/アプリと、それをマネ
タイズするビジネス的な手法を提案していく。具体的
には各種製薬メーカー、ドラッグストア、中国人観光
客の 3 者をつなぐプラットフォームであり、3 者に対し
てメリットを与える点に特徴がある。
2.

中国人による爆買いの実態

現代社会において、旅行する人が増えている。図
1 に示す通り、中国からの旅行者数は年々増加して
おり、2014 年頃、来日した中国人観光客による猛烈
な商品を購買する行為を爆買いという言葉が定着し
た。中国人観光客は、化粧品、医薬品、電気製品、
美容製品など多く買って帰る。爆買い行為によって、
各百貨店の売上が伸びている。
しかし、近年日本を訪ねる中国人観光客数自体
が増えているが、百貨店とはじめする小売業の売上
は減少し続けている。
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図 1 中国人旅行者数の推移
出典：日本政府観光局（JNTO）
3.

ドラックストアにおける課題

今まで各百貨店やドラックストアなどは、訪日観光
客の購買を促進するため、免税という形で対応して
きた。しかし、薬剤師の人の言語能力の問題により、
スムーズな対応をすることが難しいという課題を、ド
ラッグストアは抱えている。実際、筆者がアルバイト
を行っているドラッグストアにおいても、
「これ写真を見せながら探してるんだけど」
「こういう薬探してるんだけどある？」
と聞かれることが多い。
図 2 で示す通り、そのとき、薬剤師の方が対応す
るが、日本語だとうまくコミュニケーションがとれず、
留学生である筆者が間に入って、通訳しているとい
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う非効率が発生している。こうしたドラッグストアのよう
な売場で専門的な知識が必要とされる店舗におい
て、効率的に販売することができる仕組みを提案す
る。

鄧 唯（トウ イ）

よって、訪日中国人観光客が増えて、爆買いを促進
することができ、日本経済を良くする最終的な目標
を達成できる。この点を示したのが図 4 である。
そして、図 5 に示す通り、このプラットフォームの利
用が進むことで、中国人旅行者の消費行動は大きく
変化し、ドラッグストアにとっても店舗の効率化を図
ることができる。

図 2 ドラッグストアにおける中国人旅行者を対象と
したカスタマージャーニー
4.

おすすめ商品の紹介アプリ

ドラックストアにおける課題に対して、おすすめ商
品の紹介アプリを提案する。
このアプリは、カテゴリで分けられていて、自分の
探したい商品をすぐ探せることが出来る。商品名が
わからなくても、効果や機能、属性で探したらすぐ出
てくる。例えば、「風邪薬」で入力して、様々な風邪
薬が出てくる。自分の気になった商品をクリックすれ
ば、中には詳しい説明と日本円イコール当日の中国
元の金額が表示される。商品情報だけではなく、飲
み方と売っているところも入っている。そして、この商
品と類似している商品との比較もできる。同じ成分と
違う成分を表示されていて、違った成分はどんな効
果を持つのかも表示されるので、一目瞭然で自分に
一番ふさわしい商品を探すことが出来る。

図 4 ビジネスモデル

図 5 アプリ導入後のカスタマージャーニー
5.

おわりに

社会的に多言語化が進んでいる現代においても
残された課題がある。このアプリは、各種製薬メーカ
ー、ドラッグストア、中国人観光客の 3 者をつなぐプ
ラットフォームである。このアプリを通して、スムーズ
な爆買いを促進し、ドラッグストアにとっても効率的
な店舗運営を行うことを通して、日本経済をよくする
という最終的な目的を達成させたい。
参考文献：
[1]日本政府観光局：

図 3 画面イメージ
このアプリを用いたビジネスモデル、具体的には
マネタイズの仕方について述べる。現在、製薬情報
というのは多言語化されておらず、機械翻訳の水準
もまだまだ専門的には進んでいないため、多言語化
を行う。その際、このプラットフォームにのせて中国
人旅行者へプロモーションを行うことに対しての対価
をもらい、IT 企業・エンジニアへ開発をアウトソーシ
ングする。このアプリを通して、メーカーさんはプロ
モーションができる。そして、このアプリがあることに
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日本の飲食業が台湾に進出することによる観光産業への影響
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日本の飲食業が台湾に進出することによる観光産業への影響
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麗澤大学
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概要：日本の飲食業の多くが台湾に進出しており、日本食が台湾において身近なものとして食されるようになっ
てきている。例えば、ラーメンチェーン店である「一蘭」、定食チェーン店である「やよい軒」、回転寿司チェーン
店である「くら寿司」であり、一部の店舗では行列になるほどの人気を博している。しかし、身近になった反面、
日本食を目的として日本に旅行することに対して何らかの影響があると考えられる。本報告では台湾人に対し
て行なった消費者調査をもとに、かかる問題意識について考察を行っていく。
キーワード：ツーリズム、台湾から旅行者、台湾に進出する日本の飲食業

1.

はじめに

日本の飲食業の多くが台湾に進出しており、日本
食が台湾において身近なものとして食されるように
なってきている。例えば、ラーメンチェーン店である
「一蘭」、定食チェーン店である「やよい軒」、回転寿
司チェーン店である「くら寿司」であり、一部の店舗
では行列になるほどの人気を博している。しかし、身
近になった反面、日本食を目的として日本に旅行す
ることに対して何らかの影響があると考えられる。本
報告では台湾人に対して行なった消費者調査をもと
に、かかる問題意識について考察を行っていく。

図１ 外国人観光客が日本に期待すること
出典：観光庁「訪日外国人消費動向」より

2．日本の飲食業の台湾への進出の実態
安倍首相の政策で 2012 年末から円安になってお
り、その結果、日本への観光客も増えてきている。訪
日外国人アンケート調査をして、外国人観光客が訪
日前に期待していたことの一位は「日本食を食べる
こと」でした。7 割の人が日本食を食べたいと思って
おり、次いでショッピングが多くなっている。
日本食レストランがこの機会を応じて、海外にレス
トランを出店する数も 2016 年に約 2.45 万店舗から
2017 年に約 11.8 万店舗に上昇した。
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図２ 日本食レストラン数
出典：農林水産省「外国日本食レストランの数」

43

日本の飲食業が台湾に進出することによる観光産業への影響

図から見ると、アジアエリアは一番進出したことが
分かった。ちなみに、アジアエリアの中に希望エリア
1 位はシンガポールである。理由は治安が良いイメ
ージがあるとかシンガポールの物価は他のアジア国
に比べて高いため、食事の価格が多少高くなっても
問題がないためだと推測できる。
近年、台湾に進出していた日本食はラーメン屋さ
んの一蘭、すし屋さんのくら寿司などいろいろなメー
カーが進出してきた。日本の飲食が台湾に進出する
理由は三つがあると思う。一つは、日本の飲食市場
が飽和傾向になることで海外に店を出してみて、様
子を見ながら増やす。人口が減っていることだけで
はなく、景気が悪いと人件費の上昇などの問題もあ
るので、結局利益の確保ができないことで閉店にな
った。そういうことを考えて、海外に店を出してみて、
現状が変わるかもしれない。二つは、日本食は台湾
では人気があることと日本食は受けいれやすい。昔
から日本の商品や漫画などは今までも人気がある。
三つは、近年円安の原因で日本に来た観光客は増
えていたことも一つの理由と思う。
また、日本食が受け入れられる理由について二
つあると考える。まずは日本のイメージである。日本
のイメージは清潔さを重視したり、ルールを守ってい
たり、ずっと信頼できる。この原因で日本の店も清潔、
安心、安全というイメージがある。次は中華の味と和
食の味があまり差別ないので、受け入れやすい。同
じアジアエリアなため味もあまり変わらないと考える。

張 晏慈（チョウ イェンツー）

るかを明らかにするために、台湾人に対するアンケ
ートを行い、55 人が答えてくれた。「自国で食べてみ
て、日本で本場の味を食べるために旅行したくなっ
た」を答えた人は 48 人、全体の約 8.7 割ぐらいであ
る。その中に女性は 31 人、20 代の人が 18 人に占
めている。「食事」が旅行をするときに、重要なモノと
思った人は 14 人って、77％がある。また、この 31 人
の女性の中に「日本に旅行したとします。自国にもあ
る「くら寿司」や「一蘭」に行きますか？」が「行く」を
答えた人が 19 人いる。「国によって味が変わるかど
うかを確認したい」の理由が一番多かった。
それに対して、「自国で食べられるので、旅行す
る魅力は減った」を答えた人が 5 人いる。この 5 人は
全部 20 代の女性、旅行をするときに食事を重視して
いる。ちなみに、すべての人は自国にもある台湾の
支店に「行かない」を答えた。日本で食べたことがな
いが、台湾のほうはまあまあと思うとか値段は少し高
いなどの理由がある。

図 3 日本食を自国で食べられるようになって、日本に旅
行する魅力はどうなりましたか？

3．訪日旅行への影響の可能性
日本食が身の周りにあるだから、日本料理が食べ
たいときにすぐ食べられると今の日本飲食チェーン
店がどんどん増えてきたので、わざわざ時間をかけ
て、飛行機に乗ってまで食べに行く必要があるだろ
うか。
また、店の支店はどこにも同じ味を提供するだか
ら、どこにいっても味があまり変わらないと思って、日
本の有名な料理寿司、ラーメンが好きの人にとって、
すぐ日本食が食べられるので、日本への旅行に影
響を与える可能性がある。

５．おわりに

４．消費者調査による検証

引用参考文献

今回は日本の飲食チェーン店が台湾に進出する
ことによって、日本への旅行にどのような影響を与え

観光庁・農林水産省の該当資料（詳細は当日示す）
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今のような飲食店だけではなく、ドラッグストアチェ
ーン店とかファッションブランドなども徐々に進出し
てきたことによって、日本への旅行に影響があるか。
55 人の中に 8.7 割の人が自国で食べてみて、日本
で本場の味を食べるために旅行したくなった。結果
によると、日本の飲食チェーン店が増えてきても、
台湾人に対して日本への旅行に影響が大きくない
が分かった。なお、詳細なデータや分析について
は、発表当日の発表スライドにおいて示す。

Java を用いた漢字学習アプリケーション「魚へんお造り名人」の開発

富田 さやか
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麗澤大学
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概要：日本語環境が整ってない外国人学習者やキーボード操作ができない日本語学習者向けにキーボ
ード入力を必要とせず、マウスでの操作で漢字を簡単に学習できるアプリケーションを開発した。学習者
は画面上の選択ボタンを使って、漢字の読みや意味を問う形式のクイズに答えていく。今回は漢字学習
支援システムの１例として魚へんの漢字を用いたクイズを作成した。
キーワード：漢字学習、外国人学習者、魚へんの漢字、Java

1.

はじめに

近年、ICT の普及により私達の生活環境は急
速にグローバル化が進みコンピュータやネットワ
ークを使って手軽に外国語を学ぶということができ
るようになってきた。一方で、和食や漫画など日
本の文化への関心が高まり、来日留学生数も増
え、日本語を学ぶ学習者数は年々増加している
[1]。しかし手軽に外国語を学ぶことはできるよう
になったとはいえ、日本語を学ぶ外国人にとって、
コンピュータを介した漢字学習には問題がある。
例えば日本語キーボードと海外のキーボードでは
操作手順が異なるため、漢字そのものの学習だけ
ではなく、それをどのように入力したらよいのかと
いう入力操作の問題があり、このことが日本語学
習をさらに困難にしている。このような問題を解決
するために、本研究の昨年度の発表では HTML
５の Canvas と JavaScript を用いて、ボタン選択式と
ドラッグ＆ドロップ形式の漢字学習システムを開発
した。今年度はシステムの拡張性を考慮して、
Java を用いてボタン操作だけで行える漢字学習
支援アプリケーションを開発した。
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2.

操作方法

図 1 はクイズ画面である。画面上には、問題文
と選択肢が表示されるテキストエリア、4 つの選択
ボタン、問題保存用テキストエリア、「問題を保存」
ボタン、「次の問題へ」ボタン、「終了」ボタンとから
なる。

図１.クイズ画面
学習者は問題文を読み 4 つの選択肢の中から
適切なボタンを選択すると、正解か不正解が表示
される。（図 2）
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や模範解答が表示される。（図４）
Answer配列
[0] =2
//Choise配列
参照 し てイ
ワシ に なる

Question配
列

Choises配列

[0]="鰯の
読みを答え
なさい"

[0][0]=A :まぐろ
[0][1]=B : さば
[0][2]=C : いわし
[0][3]=D : かつお

図 4.配列の仕組み
実際に下記が Answer 配列、Question 配列、
Choice 配列を使用したコードである。

図 2.回答後の画面
画面下の「次の問題へ」ボタンを押すとランダム
で６０問出題される。全て解き終えると終了する文
が表示される。また画面下の「問題を保存」ボタン
を押すと、出題された問題が下のテキストエリアに
表示され、学習者が復習できることにより理解を深
められるようになっている。（図 3）

// それぞれの配列に問題と選択肢と回答をセット
question = new String[questionCnt];
choices = new String[questionCnt][4];
answer = new int[questionCnt];

// 鰯の問題
question[0] = "鰯 の読みを答えなさい";
choices[0][0] = "A : まぐろ(maguro/tuna)";
choices[0][1] = "B : さば(saba/mackerel)";
choices[0][2] = "C : いわし(iwashi/sardine)";
choices[0][3] = "D : かつお(katsuo/bonito)";
answer[0] = 2;

// 答えを iwashi にセット

// 鮪の問題
question[1] = "鮪 の読みを答えなさい";
choices[1][0] = "A : まぐろ(maguro/tuna)";
choices[1][1] = "B : さば(saba/mackerel)";
choices[1][2] = "C : いわし(iwashi/sardine)";
choices[1][3] = "D : かつお(katsuo/bonito)";
answer[1] = 0;

図 3.回答した後保存用に表示された画面

3.

アプリケーションの実装

「魚お造り名人」の問題・選択肢・正解は配列に
格納しプログラムを実行する際や次の問題へ切り
替える際にランダムに出題されるようにした。各問
題に正解の選択肢の引数を別に格納し、選択肢
ボタンを押されると正解か照合し判定として結果
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4.

// 答えを maguro にセット

まとめと今後の展望

今回 Java を用いてボタンで選択する形式の漢
字学習アプリケーションのプロトタイプを開発した。
本アプリケーションは、キーボード入力を必要とせ
ず、マウス操作だけで漢字を簡単に学習すること
ができるため、日本語環境が整っていない外国人
学習者や、キーボード操作のできない日本語学
習者・ローマ字未学習者にも簡単に漢字学習を
することが可能である。今回は魚へんの漢字を使
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って実装したが、今後は取り扱う漢字の数を増や
して様々な漢字を学習できるアプリケーションにし
ていきたい。さらにサーバーやクラウドに接続する
ことで、間違えた問題だけを復習として出題できる
ようにしたい。
参考文献
[1] 国際交流基金(ジャパンファンデーション) 「2015 年
度 海外日本語 教育機関調査」
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/resul
t/dl/survey_2015/all.pdf （2018/11/20 日閲覧）
[2]「平成 28 年度外国人留学生在籍状況調査結果」
http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_
e/2016/index.html（2017 年 12 月 25 日閲覧）
[3] 古籏一浩(2012) 『JavaScript 逆引きハンドブック』,
ルナテック
[4] Jack Halpern (1990) 『NEW
JAPANESE-ENGLISH CHARACTER
DICTIONARY 新漢字辞典』 ,研究社
[5] Wolfgang Hadamitzky (1980) 『Langenscheidts
Lehrbuch und Lexikon der japanischen Schrift 漢字
とかな』, Langenscheidt KG(Berlin)
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Web-based 数学学習システム「数学Math-MathできMathね」の開発
臼井 拓未
麗澤大学
外国語学部 外国語学科 日本語・国際コミュニケーション専攻 匂坂ゼミ 4 年
Usui Takumi
a15346t@reitaku.jp

概要：現在家庭教師のアルバイトで中学生に数学を教えている。そこで、本研究では数学の図形の問題
を中心に、解答だけでなく、パズルや解説を表示するようにして、楽しみながら苦手克服につながるような
学習システムを作成した。工夫した点は、web のリンクや画像グラフィックスをフルに活用して、学習者が
問題を解く際に、言葉や数値だけでは気が付きにくい、補助線や角度の関係のようなヒントを適宜提示し、
「なるほど！このように考えれば解けそうだ！」と自ら気が付かせるようにした点にある。

キーワード：図形問題、段階的なヒント提示、リンク、グラフィックス

なると言われている。
そこで、本研究では学習の理解を促す「ヒン
現在家庭教師のアルバイトで中学生に数学
ト」に注目した数学学習システムを開発した。
を教えている。教え子に課題をやらせると、計
算問題はできても、文章題や図形問題になると、 今回は数学の図形の問題を中心に、パズルや解
説を表示するようにヒントを提示して、楽しみ
「どうやって解いたらよいかよく分らない。」
ながら苦手克服につながるような学習システ
と言われることがある。
ムを作成した。
どうしたら文章題や図形問題が解けるよう
になるのか考えてみると、数学の問題には、解
2. 学習者の理解を促すヒント
答へ導くためのいくつかのポイントがある。そ
2.1
ヒントとは
のポイントは段階的になっており、ひとつが分
1.

はじめに

からなければ次に進めない。途中でつまずいて
しまうと、それ以上問題を解くことが難しくな
る。しかし分からないからといって、すぐに答
えを与えてしまうと、学習者は一時的に分かっ
たつもりになるだけで、別の問題を出した時に
解けるとは限らない。
数学を教える時は、すぐに答えを与えてしま
うのではなく、分からないポイントに対して、
少しずつヒントを与え導くことが重要で、それ
ができれば、学習者は自分で考え、異なる問題
を出題しても自分で解くことができるように
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Weblio 英和辞典・和英辞典[1]によると、「ヒント」
とは「利益を得る助言」であると定義している。また、
平山入試研究所の小泉氏[2][3]はヒントを次のよう
に定義している。「ヒント」はある問題に対して、自
分の頭を最大限に使用して、次の手順に進むこと
を促すもの。またヒントには「何を（するのか）？」、
「どこに（するのか）？」、「どのように（するの
か）？」、「なぜ・何のために（するのか）？」といっ
たいくつかの種類があり、学習者の現在の学力に
合わせてそれらを少しずつ提示することが重要で
あると述べている。
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2.2

本システムにおけるヒントの提示方法

本システムにおけるヒントの提示方法は、一度
に多くのヒントを提示するのではなく、学習者が問
題のどこに注目し、どのように解いたらよいのか気
がつかせるために、段階的に提示するようにした。
今回は小学校で学習する図形の定義や定理、計
算方法[4]を例にして、ヒントについて説明する。
本システムでのヒントは問題画像上の注目すべ
きところ（例えば角度や線）に色を付け、どこに注
目してほしいかを促すヒント文を挿入している。ま
た、ヒント文とヒント画像（図形）のどの部分が対応
しているかを分かりやすくするために、ヒント文とヒ
ント画像（図形）の場所を同じ色で示している。
例えば次の図 1〜図 4 は、問題で使用している
問題画像(図 1)とヒント(図 2〜図 4)である。この問
題は１つの問題画像に 3 つのヒントで解答を導くよ
うになっている。
問題画像(図 1)：
立方体を 1 組の向かい合う面の対角線で切断
してできた立体において、その対角線を 2 辺にす
る面と、立方体の 1 面が接してできる角度を求め
る。

臼井 拓未

示している。

図 2 例題のヒント 1
ヒント画像 2（図 3)：
図 3 は 2 つ目のヒントである。この例題では、先
ほどの 2 つの面で作られた角度が辺 AB、辺 AC、
辺 BC の 3 辺で囲まれた三角形の内角の 1 つに
なっていること、その三角形が直角二等辺三角形
であることを示している。ヒント画像で色付けされ
た部分は、ヒント文にある語句と同じ色で示されて
いる。

図 1 例題の問題画像
ヒント画像 1（図 2)：
図 2 は問題に対する最初のヒントである。求める
べきものがどこにあるか分かるように色を付けて表
示している。この例題では、1 組の向かい合う面の
対角線を 2 辺にする面と立方体の 1 面の 2 面が接
してできる角度がどこにあるかを示した画像を提
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図 3 例題のヒント 2
ヒント画像 3（図 4)：
図 4 は 3 つ目のヒントである。この例題では、三
角形の内角の和は 180°という定理を利用して、
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求めたい角度と、∠ABC、∠ACB を合わせると、
180°になることを示している。

問題

図 4 例題のヒント 3

ヒント 1

以上のように、ヒントは一度に多くのヒント画像を
提示するのではなく、段階的に提示するようにし
ている。
3.

数学学習システムの実装

次に本システムの実装について述べる。本シス
テムは Web 上に実装されている。問題画像とヒン
ト画像の切り替え、選んだ解答の正誤判定、正解
の表示には Java Script を用いている。
図 7 の画面中央には問題画像があり、ヒントを
提示する場合は問題画像をクリックすることで、2.2
で記載したようにヒントが提示される。そして、提示
される画像がヒントの場合、それだと分かるように
ヒント画像には「ヒント」と記載してある。さらに、ヒン
ト画像の切り替えは自分のタイミングで行うことが
できる(図 7)。
また、新たな問題への切り替えは画面下の矢
印をクリックする。

2018 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

ヒント 2
・
・
・

↑
自分のタイミングで表示できる。
図 7 問題画像とヒント画像の切り替え
さらに、問題画像の下にあるアルファベット画像
ボタンが問題文にあるアルファベット選択肢と対
応している。そのため、自分の選んだ解答と合致
するアルファベット画像ボタンをクリックすると、問
題 Web ページ右上にあるテキストフィールドに、
正解の場合は「お見事！ 正解です！」が、不正
解の場合は「残念・・・不正解です。」が出てくる(図
8)。
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臼井 拓未

現在、本システムのヒントの提示は問題画像
をクリックすることで段階的にそれを提示す
るようにしている。しかし、これでは問題画像
をすぐに見直したり、前のヒントに戻ったりす
ることができない。今後はこれを改善するため
に、
「問題」、
「ヒント 1」、
「ヒント 2」、
「ヒント
3」
・・・というようにボタンを押すことで問題
やヒントを提示できるようにすると、上記の不
安や要望に対応できるので、それを取り入れた
ものに改良していく必要がある。
正解の場合

参考文献

あなたのお答えは： ○

お見事！ 正解です！

[1] Weblio 英和辞典・和英辞典 「hint とは？」
https://ejje.weblio.jp/content/hint (2018 年 12 月 27 日閲覧)

不正解の場合
あなたのお答えは： △

残念・・・不正解です。

図 8 問題の正誤判定
そして、問題の正誤判定をするテキストフィー
ルドの下に、その問題の正解を表示するテキスト
フィールドと、正解を表示するための画像ボタン
「答え」を設置した。画像ボタン「答え」をクリックす
ると、「正解は： ★」がその「答え」ボタンの右隣に
あるテキストフィールドに表示される(図 9)。

[2] ベネッセ教育情報サイト 2014 年 4 月 18 日 「まっ
たくわからない」そんな時のヒントの出し方を専門家が指
南」
https://benesse.jp/juken/201404/20140418-2.html (2018 年 12
月 27 日閲覧)
[3] ベネッセ教育情報サイト 2014 年 4 月 14 日 「解き
方のヒントを与える時によい方法があれば教えてくださ
い」
https://benesse.jp/juken/201404/20140414-1.html (2018 年 12
月 27 日閲覧)
[4]深見公子 (2016) 『小学校 6 年分やさしくわかる算数
図鑑』 成美堂出版
[5] 学研プラス (2016) 『学研パーフェクトコース 中学
数学 新装版』 株式会社学研プラス
[6] パズルネット「ソフィア」 2018 年 7 月 2 日 「画像
を切り替える－JavaScript 入門」

正解は： ★

https://www.pazru.net/js/DOM/3.html (2018 年 12 月 20 日閲
覧).

図 9 正解表示

4.

まとめと今後の展望

今回数学の図形の問題を中心に、解答だけで
なく、補助線や角度の関係のようなヒントを適
宜提示する数学学習システムを開発した。
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音声呼び出し機能付き順番待ちシステムの試作
中村 壮志
麗澤大学
経済学部 経営学科 大塚ゼミ
Nakamura Soshi
a15630s@reitaku.jp
概要：本学の校舎「かえで」の 1 階にある「教務・学生支援グループ」では毎日様々な学生の要件に対応してい
る。入ってすぐ目の前に受付があり、そこで所属と要件を伝えるだけで良いので、早急な対応が出来るというメ
リットがある。しかし、複数の窓口があるとはいえ、多人数となると自分の番がいつ来るのかの目安が付きにくい
という問題点がある。そこで、このような事態を少しでも減らす為に、学生証を IC カードリーダーでスキャンして
順番を登録し、規定の順番になると音声による呼び出しを行う順番待ちシステムを試作する。今回は Perl と
HTML を使う CGI で作成を行い、音声は「VOICEROID+『結月ゆかり EX』」を使用した。
キーワード：順番待ちシステム, HTML, Perl, CGI, 合成音声

1.

目的
本研究では、CGI を用いた Web アプリケーション

として、窓口の混雑を改善することを目的とした順番
待ちシステムを試作した。本来、このようなシステム
を運用する際には発券機や番号札が必要となる。し
かし、それを準備するのは費用がかかる。そこで、
我々学生が持つ IC チップ入りの学生証を番号札や
券の代わりに使用する事で、それらのコストを抑えた
システムを試作することにした。
2.

システムの概要

試作したシステムでは順番登録、順番表示、それ
の管理を行う。学生は学生証をカードリーダーにス
キャンすると、学生証の IC チップの固有番号が読み
取られ、「待ち番号 N で n 番目に登録された」と表示
される。次に、学生は表示画面を見て、自身の待ち
番号が表示された時に、窓口に向かうこととする。
呼び出し側（通常は事務の窓口）は学生を呼び出
す際、管理画面の順番を詰めるというリンクをクリック
する。そうすると先頭に登録されている番号を消し、
詰める合わせる事で次の学生が呼び出されるように

2.1

データ保存先

順番の登録先は「narabibox.dat」というファイルで
ある。確認フォームで、順番が登録されていなけれ
ば、待ち番号と共に順番が登録される。この中には
確認フォームで登録された待ち番号と IC カードに保
存されている固有番号（以下 UID と呼ぶ。）が保存さ
れる。データフォーマットは「[UID],[待ち番号]」の
CSV である。
2.1.1 待ち番号について

現在処理中の待ち番号は「waitNo.dat」というファ
イルに保存されている。この値はシステム起動時に
は 0 となっていて、順番が登録される際に 1 加算さ
れて登録される。待ち番号の最大値は 50 で、50 を
超えるとリセットされる。
2.1.2 subB.dat について

このファイルには順番を詰めた時、次に呼ばれる
人（詰め終わった後に narabibox.dat にいる人）の
UID 等が保存されている。このファイルは順番表示
画面で、順番が更新されているかどうかを判定する
為に使用する。

なる（図 2 参照）。
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音声について

音声が再生されるタイミングは、順番登録時及び
順番更新時である。音声は kaede サーバー内の
voice ファイルに保存されている。
2.3

順番削除について

管理画面では前述の「順番を詰める」以外に、順
番の削除を行える。まず、順番削除ページに飛ぶと、
現在並んでいる人の待ち番号が表示される。そして
入力フォームから削除したい待ち番号を入力する。
そうすると確認画面が表示され、「削除」を選べば番
号の削除が行われる。行われた後、空白は埋められ
る。
3.

写真 1 使用する IC カードリーダー
「Tiptiper 13.56Mhz M301 近接スマートセンサーRFID ID アクセスコ
ントロールカードリーダー」の写真。中国製で廉価であり、Amazon で
1,588 円である（2019 年 1 月 17 日時点での価格）。USB に接続して
使用し、Mifare 規格の IC カードが読み込まれると、キーボード入力と

必要機器

同様に UID が出力される。出力後は Enter キーを押された様に改行

本研究で試作するシステムは、列に並ぶ学生を
登録するための PC、窓口側の PC と順番表示用の
ディスプレイ、学生証の IC チップを読み込む為の IC
カードリーダー、ディスプレイ用のスピーカー、
Apache が導入された Web サーバーが必要になる。
3.1

される。

使用する IC カードリーダー

今回のシステムで使用する IC カードリーダーは
「 Tiptiper 13.56Mhz M301 近接スマートセンサー
RFID ID アクセスコントロールカードリーダー」である
1
（写真 1 参照）。これは Mifare カードを読み取ること
が可能で、データの出力方式は「8H10D」である。こ
れは IC カードから読み取った 16 進数 8 桁のデータ
を、10 進数 10 桁に変換して出力を行う、というもの
だ（図 1 参照）。

左の数値が実際に出力されたもので、右はそれを 16 進数に変換した
ものである。UID の長さは Mifare の規格によって異なり、読み取り結
果から本学の学生証は「MIFARE Standard 1K」を使用していると
思われる。この規格の場合 UID は 4Byte（16 進数 8 桁分）となる。
（その他の Mifare の規格については参考文献[1]を参照）

4.1

3.1.1 読み取れる番号について
2

このカードリーダーで読み取れる番号は「UID 」と
呼ばれる部分の数字である。これは Mifare カードが
製造された際に刻み込まれる数値であり、メモリ領域
内のセクター0 の中に書き込まれている（図 1 参照）。
4.

図.1 IC カードリーダーと取得した UID

処理について

この項では、このシステムがどのように動き、処理
を行っているかを順番登録画面、表示画面、管理画
面の順に説明する。

順番登録画面

このページ上では常に入力フォームがアクティブ
化されるように処理されている。学生証で読み取っ
た UID を GET メソッドにより、次のページに送信す
る。送信したページで、「narabubox.dat」を開き、変数
「kazu」に現在並んでいる数、配列「Narabu」には既
に登録されている UID と待ち番号の列を出力する。
その後、受け取った数値を配列内の数値を比較し、
この学生証が登録されているのであれば、登録済フ
ラグである変数「onazi」を 1 にする。これが 1 であれ

1

オランダのフィリップス社が開発した非接触型 IC カード規
格の一つ。世界中で最も使用されている規格である。

2

カード製造時に IC チップに書き込まれる固有の番号。書き
換えることは出来ない。
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ば文字出力用の配列変数「ans」に「この学生証は待
ち番号 N 番で、n 番目に登録されています。」という
節を出力する。登録されていない場合は、
「waitNo.dat」にある番号を配列「Num」に出力する。
その後、配列 Num[1]にある数字に 1 加算したものを
先の UID と接続する。その際、待ち番号が 10 未満
であれば番号の前に「0」を付け、50 を超えたならば
1 に戻す。その後、画面上には「待ち番号 N 番で、n
番目に登録されました。」と表示する。最後に、登録
がされた場合のみ、「Narabibox.dat」に登録された
UID と待ち番号を、「waitNo.dat」には加算した待ち
番号をそれぞれ出力する。
4.2

表示画面

このページでは現在並んでいる人の待ち番号を
表示する。こちらも narabibox.dat を open 関数で開き、
配列Narabu へ書き込む。ここに書き込まれた直後は
「[UID],[待ち番号]」のように書き込まれているので、
配 列 内 の 待 ち 番 号 の み を 切 り 出 す 。 そ の 後、
subB.dat を配列 subB へ読み込み、$Narabu[1]と
$subB[1]を比較する。同値でなければ順番が更新さ
れた節の音声を再生する。その後、並んでいる人が
い る 場合 は 画 面 上に 「 今 呼 び 出 さ れ て い る 人
($Narabu[1])」と「次に呼ばれる人($Narabu[2~4])」を
表示する。誰も並んでいなければ「現在並んでいる
人はいない」という節を表示する。この二つの文章は
配列で表示内容を変更している。

中村 壮志

もし、フォームに書きこんだ待ち番号が存在しない
場合はその節を表示する。誰も並んでいない場合
は管理画面からこのページに飛ばないようにする。
5.

運用テスト

研究室の自作 PC を管理用端末として動作を確認
した。登録画面は登録とすでに登録されている場合
の処理がともに正常に動いている事を確認した。待
ち番号も 50 以降再度 1 に戻ることを確認している。
表示、呼び出し、削除も正常に作動した。
6.

考察

実際に作成した所、本来の順番待ちシステムで必
要な発券機を学生証で代用したことで、費用削減が
期待できることを示した。しかし、学生証の IC チップ
から学生情報を読み出し、呼び出しに使用すること
が容易ではなくチップの UID のみを使うこととなった。
学生氏名や学籍番号などを使う必要のない、簡便な
窓口整理のためのツールで、あれば本システムの
機能で実用可能であると思われる。
7.

まとめ

今回、窓口の混雑を解消する為に、学生証で順
番を登録して音声で呼び出しを行う順番待ちシステ
ムを Web アプリケーションとして試作した。しかし、実
践投入には至らなかったので、今後はそれを目的と
した改良を目指したい。
参考文献

4.3

順番を詰める

最初に、narabibox.dat のデータを配列 Narabu に
代入し、$Narabu[1]のデータを subB.dat に代入して
か ら空白に す る。その 後、ルー プ分を用いて、
$Narabu[N]のデータに$Narabu[N+1]のデータを代
入する。これが終了した後に再度「narabibox.dat」に
出力する事で、順番が詰め終わる。
4.4

[1] MIFARE®カード｜IC カード・IC タグ｜NFC 会員カー
ド、IC カード・IC タグ、スマートフォン、NFC 開発・総合支援
のオレンジタグス(2019 年１月 15 日閲覧)
http://www.orangetags.co.jp/iccardictag_mifare.html
[2] Mifare とは？ - 技術者向け NFC(FeliCa,Mifare)開
発支援サイト NFC-Developer.com(2019 年１月 12 日閲覧)
http://developers.orangetags.jp/words/mifare
[3] UID のことわかってますか -フォーマット編https://www.slideshare.net/NatsuhikoSuwamura/uidnfclabo201208

順番削除

こちらも narabibox.dat のデータを配列に代入し、現
在並んでいる人の待ち番号と入力フォームを表示す
る。ここで削除したい人の待ち番号を入力して、次の
ページに飛ぶ。その後、Get フォームで受け取った
待ち番号が存在すればその人は順番から削除され、
空白を削除し、再度 narabibox.dat へ書き込まれる。

謝辞
呼び出し音声の収録に際して、大塚ゼミ 24 期候
補生、山岸亮太君に協力を頂きました。情報教育セ
ンターからは本学の学生証の IC レイアウト仕様書を
提供して頂きました。ここで感謝の意を表します。
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付録 フローチャート
付録 1.

順番登録時の動作
IC カードに学生証をスキャンする

開始

と、カードリーダーの仕様で Enter キ
ーが押され、次のページに飛ぶ。

Get メソッドで取得し
た UID を送信

学生証をスキャン

そこで Get メソッドで送られた UID
を変数 sid に代入し、for 文で配列

確認ページに移動

Narabu 内のデータと全て比較す

る。もし同値のデータがあれば「待ち

配列 Narabu = narabibox.dat
配列 Nno = waitNo.dat

番号 N 番で、n 番目に登録されてい
ます」と表示され、登録がされていな
ければ待ち番号に 1 加算してから
UID と結合を行う。

最後に、変数 sid にある結合後の

ループ文を用いて一致データ
が出るまで比較

$sid = 取得した UID

データを narabibox.dat へ、待ち番
号を waitNo.dat へそれぞれ書き込

$sid と配列 Narabu を全て比較

みを行う。

N
登録がされていない？

Y
待ち番号に 1 を加算

[UID],[待ち番号]となるよう
に代入

既に登録されている節
と音声を出力
Num[1]=Num[1]+1

$sid =$sid.$Num[1]

順番登録された節
と音声を出力
Narabibox.dat へ追加出
力される
Narabibox.dat へ追加出
力される

narabibox.dat = $sid

waitNo.dat = $Nno[1]

終了
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付録 2. 画面表示の動作
開始

配列 Narabu = narabibox.dat

要素数は$#Narabu で
カウント

$matikazu = 配列 Narabu の要素数

配列 subB = subB.dat

$subB[1]に最後に呼ばれ
た人の UID 等を出力

Y
$subB[1] =$Narabu[1]
「順番が更新されました」という節の

N

音声を再生

subB.dat =$Narabu[1]

subB.dat のデータを更新

このページは 3 秒ごとに更新される。
更新される毎に、配列 Narabu に

Y

「 narabibox.dat 」 の デ ー タ を 、 変 数

$matikazu > 1

matikazu には配列 Narabu の要素数、

配列 subB には subB.dat のデータをそ

N

れぞれ代入する。
次に、$subB[1]と$Narabu[1]を比較
し、同値ならば subB.dat に$Narabu[1]

現在呼ばれている人と次に呼
ばれる人の待ち番号表示

「現在誰も並んでいない」と表示

のデータを代入して、「順番が更新され
ました」と音声を再生する。
以上の動作終了後、現在呼ばれてい
る待ち番号と、次に呼び出される待ち番
号を 3 人まで表示する。誰も並んでいな
い場合は「現在誰も並んでいません」と

終了

表示する。
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付録 3. 順番を詰める動作

配列 Narabu に narabibox.dat

開始

の デ ー タ を 代 入 し た 後 、
$Narabu[1] のデータを subB.dat

へ書き込む。こうする事で順番が変

配列 Narabu = narabibox.dat

$subB[1]に最後に呼ばれ
た人の UID 等を出力

更されているかどうかを確認できる。
次に $Narabu[1] を空にした後、
配列 Narabu 内の空白を全て削除
する。

subB.dat =$Narabu[1]

最後に一度 narabibox.dat 内の
データを空白で上書きした後に配列
Narabu のデータを追加書き込みす

$Narabu[1] = “ “

る事で順番が詰められる。

配列 Narabu 内の空白を削除

配列 Narabu を代入する
前に一度空にする

narabibox.dat = “ “”

narabibox.dat = 配列 Narabu

順番が更新された節を表示

管理画面へ戻る

終了
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配列 Narabu に narabibox.dat の

付録 4. 順番削除の動作

データを代入して、表示を行う。次に
入力フォームに削除したい待ち番号
を入力する。
入力後、次のページに飛び、そこ
でも再度 narabibox.dat のデータを
配列 Narabu へ代入し、for 文で削

開始

除したい待ち番号と現在並んでいる

現在並んでいる人が一覧で
表示される

人の待ち番号を比較する。入力した

配列 Narabu = narabibox.dat

待ち番号が存在すれば一致した配
列 Narabu のデータに空白を代入し

フォームに削除する待ち番号を入力する

て、詰め合わせと同じように配列内の
空白削除と一度ク リア し てか らの

入力した待ち番号は Get メソ
ッドで送信

ページ移動後、配列 Narabu と
入力した待ち番号を比較

narabibox.dat への追加書き込みを

行う。もしも入力した待ち番号がない
場合「その待ち番号は存在しません」
と表示され、管理画面へ戻る。

入力した待ち番号が存在

N

する？

Y
一致した待ち番号を削除

配列 Narabu の空欄をすべて削除

こちらも一度空にしてから
代入を行う

narabibox.dat = “ “”

「その待ち番号は存在しません」
と表示。

narabibox.dat = 配列 Narabu

「待ち番号 N は削除されました」と
表示。

終了
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Java と MIDI 鍵盤を活用した聴奏クイズアプリケーション
『めざせ！聴奏マスター！』の開発
仲川 顕
麗澤大学
外国語学部 外国語学科 英語コミュニケーション専攻 匂坂ゼミ 4 年
Ken Nakagawa
a15085k@reitaku.jp

概要：昨年は HTML５を用いた音感教育ウェブサイトを作成した。本年は JAVA と MIDI を活用し、提示され
た単音または和音を当てるテスト、「聴奏」のクイズアプリケーションを作成した。（聴奏は大手の音楽教室でも
公式テストとして用いられている。）昨年は選択肢の書かれたボタンをマウスクリックすることで回答していたが、
今回は MIDI 鍵盤を直接押すことで実際の演奏感覚に近い回答を可能にした。また、この機能を拡張すれば
単音や和音などを当てる「ハーモニー聴奏」だけでなく、耳で聞いた演奏をその場で弾く「メロディー聴奏」も可
能になる。
キーワード：Java, MIDI, MIDI 鍵盤, 聴奏, 音感教育, クイズアプリケーション

1.

はじめに
昨年作成したHTML5を活用した音感教育ウェブ

サイトを拡張して行く過程でいくつかの欠点を見出

方法は実際の演奏感覚に近いため、鍵盤の位置や演
奏感覚を掴みやすくなること等の学習効果が期待で
きる。

した。それは使える音源拡張子の制限やスマートフ
ォン画面上で起動した場合のボタン縮小化等であっ
たが、一番の問題点はウェブサイト上で使用す
る.wavファイル音源を全て製作者自らの手で録音し
なければならないことであった。この欠点は問題数
を増やす際に生じる最も時間がかかる作業であり、
ピアノの単音や和音をひたすら録音するという大変
な労力を費やすことになる。今回の研究ではその問
題点の解決とシステム向上を目指すことを背景に行
われている。
1.1

Java と MIDI 鍵盤の活用

前回の研究では HTML5 と.wav ファイルを音源とし
て活用していたが、今回は Java と MIDI を用いてシ
ステムを構築することにした。これにより、楽器ご
とに音を録音する手間を省き、簡単な文字コードだ
けで再生できることとなった。また、画面上のボタ
ンをマウスクリックする回答法を改め、MIDI 鍵盤

図１. MIDI 鍵盤、その他使用機材
1.2 聴奏について
当研究では昨年度から「録音された楽器音を聞き、
どの音階の音が鳴っているかを当てるクイズ」を扱
ったシステムを制作してきた。一方、音楽業界では
聞いた音を当てるクイズを「聴音」、聞いた音をそ
の場で楽器を使い再現するクイズを「聴奏」と呼ん
でおり、ヤマハ音楽教室の学習者や音楽熟練者が受

（図１）からの回答を可能にしたことである。この

験するヤマハ ピアノ演奏グレード１０級〜６級で
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試験が行なわれている。[1] そこで、今回は出題さ
れた音に対して MIDI 鍵盤を用いて実際に音を奏で
て回答するようにし、聴奏アプリと呼ぶことにした。

2.

仲川 顕

⑤ ヴェロシティ（音の強さ）
⑥ 音の ON と OFF（NOTE_ON と NOTE_OFF）

「めざせ！聴奏マスター」について

当研究で制作した聴奏クイズアプリケーションに
「めざせ！聴奏マスター！」
（以下、聴奏マスター）
という名前をつけた。聴奏には、単音または和音を

図３. 単音聴奏プログラムの MIDI コード（C）

再現する「ハーモニー聴奏」と一連の演奏を再現す
る「メロディー聴奏」の二種類がある。聴奏マスタ
ーでは前者のハーモニー聴奏に着眼し、単音プログ
ラムと和音プログラムの二つに分け、作成した。２

また、図３の④MIDI 番号は鍵盤の位置を数値化し
たものであり、鳴らされた音のピッチ（音階）を示
している。聴奏マスターで扱われている MIDI コー
ドは以下のような音階を示している。（図４）

章ではそれぞれの特徴について説明していく。

2.1 単音聴奏プログラムと単音問題の特徴
単音聴奏プログラムはランダムに単音問題を再生、
出題音の聞き直しができ、さらに録音、回答、答え
合わせができるようになっている。

図４. 単音聴奏プログラムの MIDI コード

2.3 和音聴奏プログラムと和音問題の特徴
和音聴奏プログラムは基本的には単音プログラム同
様の仕様で作られているが、処理方法は異なってい
る。単音プログラムでは答え合わせをする音は一つ
のみであったが、和音は三つの音から構成されてい
るため、その三つの音について答え合わせし、結果

図２. 単音聴奏プログラムのインターフェース
単音問題のデータとして図３のような文字コードを
作った。この単音聴奏で扱われる文字コードの特徴
は和音聴奏に比べてとても単純なものになっている。
コードの数値は左から順番に以下のような構成にな
っている。

を出力できるようになっている。
また、文字コードも音の数だけ多く書かれることが
わかる。（図５）

① 再生される時間
② コマンド番号（再生なら 144、停止なら 128）
③ 楽器番号
④ 鳴らされた音の MIDI 鍵盤番号
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れる。
1.

回答の文字コードから MIDI 鍵盤番号だけ残す。

2.

それらを sort 関数で降順に並べる。

3.

reduction 関数で重複するコードを削除する。

このように、二つの関数を使うことにより、押され
た鍵盤の番号だけテキストエリアに残す。（図７）
そして、このコードをあらかじめ制作しておいた文
字コードと比べれば、鍵盤の押される順番が多少ず
れても容易に答え合わせをすることができる。

図５. 和音聴奏プログラムの MIDI コード（C）

3.

システムの実装

システムの実装にあたって、以下の点に留意した。

3.1 問題のランダム表示
問題をランダム表示させる為に JAVA の random 関
数を利用し、出題するコード名をランダムで選択さ
れるようにした。関数 randomStart によって選択さ
れたコードは非表示にしている再生データエリア
ta1 に代入された後、
再生されるようになっている。

図７. sort 関数と reduction 関数の一例
3.3 答えの表示方法

図６. コマンド randomStart のコードの一部

3.1 において、random 関数を利用していることを書
いたが、答え合わせ後に答えの表示をする際にはそ
こで選択されたコード名を出力する必要がある。今
回それは架空の非表示テキストフィールド２に保存
し、これを結果表示時に使用した。

3.2 答え合わせ方法
実際に複数の鍵盤が押された場合、微妙に打鍵時刻
のずれが生じ、順番が変わったりするので、毎回同
じデータが得られない。そこで以下のような工夫が
必要である。回答の答え合わせは以下の手順で行わ
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ある。このようにして、複旋律や和音を含む楽曲に
対する聴奏テストも可能と考える。

5.

まとめ

今回の研究では、昨年制作した「HTML5 を用いた音
感教育 WEB サイト」を JAVA と MIDI の概念を用い
て MIDI 鍵盤を直接弾いて答えを入力できる聴奏ク
イズアプリケーションへと改良した。以前のプログ
ラムとは違い、問題制作者の手間や負担を軽減させ、
問題回答者はより楽しく、より実際の演奏感覚に近

図８. 架空テキストフィールド２へのコード名の保存方法

い方法で学ぶことができるにようになった。近年、
文科省は小、中学生の音楽に対する鑑賞力、感性が
低下していることを義務教育課程での音楽教育の問

ー聴奏の二種類あると書いたが、今回は以下の理由
からハーモニー聴奏のプログラムに限定した。

題点として提唱している。[2] 今後このプログラム
をさらに改良したり、応用したりすることにより、
学生が音楽への興味を持つきっかけになれば良いと
考えている。

4.1 難易度

6.

そもそもこのシステムは初心者、中級者用の音感学
習プログラムとして制作している。したがって、高
難度のメロディー聴奏は現時点では必要ないと判断
した。

[1] 「ピアノ演奏グレード 10~6 級 試験案内」
ヤマハ音楽振興会（2018 年 12 月 20 日参照）

4.2 リズム判定

[2] 「音楽科、芸術科（音楽）の現状と課題、改善の
方向性（検討素案）」 文部科学省 （2018 年 12 月

4.

メロディー聴奏実装の可能性

2 章において、聴奏にはハーモニー聴奏とメロディ

ハーモニー聴奏とメロディー聴奏の最も大きな違い
はリズム概念の有無である。ハーモニー聴奏は聞い
た単音または和音を再度演奏する。つまり、リズム
に関係なくその音を演奏できていれば良いというこ
とになる。一方、メロディー聴奏の場合は、ある程
度のリズムに基づいて演奏されていないと何を弾い
ているのか第三者には理解することはできない。ま
た、自動判定の場合、どこまでのリズム範囲を正解
とするのか、どのような正解の基準を設けるのかと
いう課題が見出される。さらに、リズムという概念
はこのシステムの場合、時間概念として扱われるた
め、MIDI 番号だけでなく、打鍵時刻と間隔も答え合
わせの判断基準として扱わなければならない。今回
の研究においてはまだ実現していないが、一つの方
法として、実験指導書[6]の例題にあるように、MIDI
鍵盤の打鍵信号から即座にピアノロール風の楽譜が
作れるので、これを手本の演奏と使用者の演奏につ
いて作成し、演奏の開始と終了の時刻を合わせる様
に縮尺調整した後、２枚の透明ロール譜面を重ね合
わせるようにして両者の相違点を数値的に評価する
ことができる。食い違いに対する評価基準を明確に
すれば、これをデジタル的に実行することは容易で
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概要：本稿は、Python によって作成された声の特徴量を深層学習させ、既存の音声合成エンジンに落と
し込み変換するプログラムを用い、自分の声を変換することを目的としたものである。昨今、VR が大
きな賑わいを見せている。今や VR を用いた Youtuber すら姿を現し、その数を爆発的に増加させてい
る。しかしながら、仮想空間上で異なるのは自分の姿のみで、声を変換することは少ないように見受け
られる。外見だけは可憐な美少女であるにも関わらず、声は成人男性の声だというのは違和感を覚えざ
るを得ない。そのような違和感は、例えば女性の合成音声を用いることで改善できるが、音声には不自
然さが感じられる。本稿では、そのような違和感の払拭を目標とし、変換前の音声と変換後の合成音声
の特徴量を深層学習させることによって音声変換の質の向上をめざした。
キーワード： CentOS, Python, 深層学習, 音声変換, VR

1.

本稿の背景

昨今、Virtual Reality (仮想現実：以下 VR)が大
きな賑わいを見せ、世間から大きな関心を寄せられ
ている。VR は、「みかけや形は原型そのものではな
いが、本質的あるいは効果としては現実であり現物
であること」（舘, 2012）と定義される。今の自分とは
異なる姿を仮想空間上に表示し、自らと同じ動作を
させる、という非常にセンセーショナルな体験は瞬く
間にインターネット上のコミュニティを席捲し、VR を
用いた Youtuber、通称「バーチャル Youtuber」す
ら姿を見せ、その数を爆発的に増加させている。

しかしながら、仮想空間上で現実の生身の人間か
ら変換されるのは姿ばかりで、声は変換せずに現実
の声そのものを用いる、もしくは合成音声を用いる場
合が多い。

2

図 2 ねこみみマスター

バーチャルのじゃロリ狐娘 Youtuber おじさんを名乗る。体が幼い女
の子であるが、声は成人男性のもので活動していた。(本人はバーチ
ャル Youtuber ではない、としている。)
1

図 1 バーチャル Youtuber「キズナアイ」
初めてバーチャル Youtuber という名称を使用したとされる。

2

Kizuna AI Official Website, URL: https://kizunaai.com

バーチャル番組チャンネル『バーチャル狐娘 Youtuber お
じさん。はじまります。【001】』URL:
https://www.youtube.com/watch?v=cqncAh_28Es
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もし男性が仮想空間上で女性として活動しようと
する場合、姿ばかりを可憐な美少女に変え、声は成
人男性そのものだと言うようなものは違和感を禁じえ
ない。仮想空間に現実を持ち込まないためには音
声の変換も必要である。
女性の合成音声を用いることである程度の改善は
見込めるかもしれないが、現在の合成音声の技術で
は不自然さは否めず、また本人が発する言葉の音
声の特徴、イントネーションなどが反映されることは
ない。例えば、音声認識にて発言した言葉を文字に
して、それを読み上げさせることで疑似的に変換す
ることは可能だが、誤認識もあり、本来の言葉から離
れてしまう事があるのは否めない(図 3)。

図3 音声認識型トークアプリ「ゆかりねっと」の画面
リアルタイムで音声認識し、音声合成ソフトで読み上げさせることによ
って変換している。

そこで、本稿では、実際に現実の音声を当人のイ
ントネーションや特徴をそのまま異なる音声に変換
し、仮想空間上で使用する音声が違和感なく聞こえ
ることをめざし、最近開発されている新しい音声合成
の方式(2.1 節)を実際に使ってみる。その上で、実際
の変換結果を評価し(3.4 節)、変換した音声が可能
な限り自然な音声に聞こえるためにはどのような工
夫や注意が必要かを考察する。
2.

研究方法とその狙い

浅山 慶次

合が多い。
そのような問題を無くす為に、個人の音声の特徴
を分析して変換先の声と対応させることでより質の高
い変換が可能になるのではないかと考えた。しかし、
Oota (2018)によると、そのような対応づけの法則性を
数値化するの人手ではとても難しい。そして、これを
人力ではなく自動処理(機械学習)によって対応する
手法が近年提案され、現実に使用可能になってきて
いるのである。本研究では、このような音声合成の新
しい動きに注目した。
2.1.1 先行研究

Hiho (2017)によれば、最近の音声合成の主な手
法には、声と音響特徴量を相互変換する仕組みの
vocoder を用いて、話者A の音声から話者B の対応
する基本周波数とスペクトラムを推定し音声変換す
る手法、自己回帰モデルを用いて生の音声を直接
推定する wavenet という手法、STFT (短時間フーリ
エ変換)で推定した後、位相推定によって音声を復
元する手法の 3 つがある。vocoder とは、音声圧縮技
術の一つである。Hiho (2017)において用いられた
手法は、vocoder を用いて変換するものであった。
一方、Hiho (2018)は特徴量抽出と声質変換の際
に使用するモデル pix2pix を、少ないデータ量で学
習させるのに適しているとして採用し、高音質化に
成功している。この手法は、上述の vocoder を用いた
手法を発展させたものでありし、音響特徴量の抽出
を pix2pix にて行うものである。
Hiho (2018)のコードは GitHub に公開されてい
る。本稿においてはそれに各種設定を追加した
Oota (2018)のコードを用いて変換実験を行った。
2.2

使用するハード・ソフトについて

2.2.1 Intel® Core®2 Duo CPU

今回の使用環境 CPU である。
2.2.2 CentOS release 6.9 (Final)

2.1

研究方法

生身の音声を加工すること、例えば、音声の高さ
（ピッチ）や声質（フォルマント）を変えるためには、
現在ネット上にある音声処理ソフトウェアを用いれば
よい。しかし、その変換先の声は自然なものになる
場合もあるが、その処理は人工的に音声に変更を加
えるものなので、変に上ずっていたり、鼻声のような
声になってしまったりと、不自然に聞こえてしまう場

70

今回の使用環境 OS。Windows で動かそうとした
所、特徴量切り出しの段階で動作しなかった為、以
後は CentOS 6 で研究を続けた。
2.2.3 VOICEROID+ 結月ゆかり EX

変換先の音声として使用した。理由は後述する。
2.2.4 Python 3.6.6

今回の使用言語。Python 3.6.3 以上でなければ
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2.2.6 のスクリプトやライブラリは動作しないようだ。一
度 Python 2.7.7 で実行したところ、未対応のコマン
ドが存在する為動作しなかったため、Anaconda を
CentOS に導入して Python 3.7 で動作させた。
2.2.5 フリー音声編集ソフト「Audacity」

自身の音声を収録する際に使用したソフトウェア。
Windows にて使用した。
2.2.6 become-yukari 解説用レポジトリ

3

今回の研究で使用したコードが公開されている
GitHub レポジトリ。Hiho (2018)のコードに各種設
定とサンプルが追加されたものとなっており、導入が
容易になっている。
2.3

研究の狙い

先行研究の目的は仮想空間上において「結月ゆ
かり」になりたい、というものであったのに対し、本稿
の狙いは、変換した自分の音声を仮想空間上で違
和感なく使用できるかどうか、どのようにしたら音声
が自然なものに聞こえるのか、変換結果を評価して
その要件を考察するものである。例えば音声のノイ
ズの有無、変換先に指定した音声のように聞こえる
か、などが評価の基準となるだろう。
仮想空間上における実際の使用場面を考えると、
リアルタイムでの即時変換が望ましい。しかし、機材
面、技術面共に切迫した状況にあるため、本稿にお
いては音声変換を実現させることに重点を置き、そ
の実現に注力した。音声のリアルタイム変換のシス
テム構築は今後の課題である。
3.

変換の手順

変換の手段は、次のようなものである。
1) 音声データを用意する。
2) 音響特徴量の切り出しをする。
3) 学習を実行する。
4) 変換テストをおこない結果を評価する。
以下、各手順について詳述する。
3.1

るには、その協力が不可欠となり、音声データの収
録の際にその人物の時間をも取らせてしまう事にな
る。それを避けるため、今回は変換先の音声として、
音声合成ソフトを用いて音声データを用意することと
した。
音声データとして、変換元となる自分の声のデー
タを作成した。作成データは 30 文で、音声変換先と
なる音声合成ソフト「VOICEROID+ 結月ゆかり
EX」のデータに合わせて作成している。後者の音声
データは Oota (2018)がサンプルデータとして公開
しているもので、文数について Oota (2018)は「30
文あればとりあえず充分」と述べている（録音した文
章のリストについては付録を参照）。

音声データの用意

音声変換をするにはまず、変換元と変換先の音
声をそれぞれ用意しなければならない。自分の声の
用意は簡単であるが、変換先の声に他者を指定す
3

URL:
https://github.com/YoshikazuOota/become-yukarin
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図 4 作成した音声データの波形図の比較(一部)
左が自分の音声 右が変換先の音声

3.1.1音声データのサンプリング間違い

音声収録の際、変換先である合成音声に合わせ
て 22050Hz でサンプリングすべきところを、誤ってデ
フォルトの設定である 48000Hz で通してしまった為、
データを再収録することが必要となった。特徴量の
追加等に際しても、同様の事態を起こさないよう留意
する必要があった。
3.2

音響特徴量の切り出し

音声を「基本周波数」・「スペクトル包絡」・「非周期
性指標」の三つの特徴量に切り出す。「スペクトル包
絡とは、この三つの特徴量は、Hiho (2017)によると、
それぞれ、声の高さ・音色・声帯振動のゆらぎや雑
音混入による影響を表すものである。特徴量の切り
出しには、森勢将雅，西浦敬信，河原英紀らによる
「World」という音声分析合成ライブラリの非公式ラッ
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パーライブラリである「World4py」を使用した。

図 5 実際に切り出された特徴量のデータ
左が元の声 右が変換先

3.2.1 エラーメッセージ「ModuleNotFound」

本来であればこのまま切り出しを実行すれば、そ
れぞれの特徴量となる。しかし、初めてとなる今回の
作業は、容易に達成することは出来なかった。

図 7 学習によって出力されたデータ
3.3.1 エラーコード「AssertionError」

先程の特徴量の切り出しおいてもそうだが、学習
をさせる際にもエラーが発生した。

図 6 実際のエラー画面
この場合のエラーは、特徴量切り出しの際、その
切り出しの為に必要な Module が見つからないとい
うエラーであり、環境変数 PYTHONPATH の設定
が行われていない事が原因と思われた。解決案とし
て、PYTHONPATH にてパスを指定し、再度切り出
しを試みたが、結果は変わらず、解決する様子がな
かった。Python 3.6.6 を再インストールし、改めて
PYTHONPATH を指定し直す事で解決を見たが、
エラーの根本的な原因は把握できていない。尚、同
様のエラーが他に 3 回ほど発生したが、それらは全
て単に指定された Module がなかった為で、インスト
ールによって解決された。また、同様のエラーが音
声の変換作業の際にも発生し、対処する事になった。
これは後述する。
3.3

学習を実行する

先の段階で得た特徴量をもとに、学習を実行した。
問題がなければ、変換先へ対応した法則性の数値
が npz 形式にて出力され、次の実際に変換する際
に用いられる。出力はデフォルトでイタレーション数
5000 回毎におこなわれるが、Oota (2018)は 15000、
つまり 3 つ目のデータが出力されれば動作確認用
に十分であると述べており、本稿もそれに従った。
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図 8 実際のエラー画面
これは、学習させる特徴量の対応関係が崩れて
いるときに発生するエラーであった。今回の場合、そ
れぞれのスペクトラムデータ(.npy)の名称が違ってい
たために起こったものであったため、それらを統一
することで解決した。
また、音声データを追加した際にも類似のエラー
が発生した。これはスペクトラムデータのファイル数
が異なっているためであり、これを修正することで解
決した。
3.3.2 学習にかかる時間の長さ

学習には、非常に長い時間を要した。デフォルト
ではイタレーション数 5000 毎に出力されるものであ
るが、その一つが出力されるのに要した時間はおよ
そ 3 時間であった。動作確認用に用いる 15000 が
出力されたのは最初の出力からおよそ 6 時間経過し
た後で、合計 10 時間をこの学習に要したことになる。
原因は処理の高速化が期待できる GPU を用いず、
CPU でのみ処理を行っているからであると思われる。
今後リアルタイム学習を含めた応用についてさらに
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研究していく際は、より高速な適切な環境を用意す
ることが望ましいだろう。
3.4

学習結果を使って実際に音声を変換する

学習によって得られた npz 形式のデータに基づき、
実際の音声の変換を試みた。この時使用したデータ
は、音響特徴量を切り出したものとは別の文を新た
に用意して実施した。変換自体にはそれほど時間が
かからず、およそ 1 分後にはデータが出力されたの
で、実際の変換速度は現在の環境でもまずまずで
あると言える。
3.4.1 エラーコード「ModuleNotFoundError」再び

音響特徴量切り出しの際に発生したエラーコード
「ModuleNotFoundError」が、変換テストの際にも
再び発生した。

図 9 実際のエラー画面
「 ModuleNotFoundError 」は、前述の通り環境
変数 PYTHONPATH が指定されていない場合に起
こるエラーであるが、図 8 にある通り echo で確認す
ると、確かにパスが通されていることが分かる。この
状態で変換を実行すると、やはりエラーが出てしま
った。
音響特徴量切り出しの際は、Python 自体を再イ
ンストールした事によって解決を見たが、今回は変
換の実行コマンド時に PYTHONPATH を指定する
事で実行することが出来た。PYTHONPATH が原
因だという事は明らかなのだが、どうしてこのようなエ
ラーになり、そして実行コマンド直前に環境変数を
指定すると実行出来たのかは依然として不明であり、
原因を究明したいところである。
3.4.2 変換した音声の評価

図 10 変換前(上)と返還後(下)の音声の波形図
変換後の波形は明らかに大きくなっており、ノイズが入り込んでしまっ
ている事がわかる。このノイズは、音声収録の際に入り込んだノイズが
増幅したものだと思われる。

しかし、図 10 から分かるように、変換した音声は促
音が伸びた音になる、音声にノイズが混じる、音声
全体が不明瞭、とまだまだ不自然さの完全な払拭に
は至っておらず、改善の余地があるものであった。
4.

まとめと考察

本稿では、仮想空間用に変換された音声の違和
感の払拭という目的の上で、その前段階となる音声
変換実験を実施した。変換先の音声は違和感を払
拭するに足り得たかと問われれば、そのクオリティは
低く残念ながらそれは否である。この変換に用いら
れた手法を改善するための知識もまだ十分にあると
は言えない。変換した音声が仮想空間上で違和感
なく用いられるには、変換結果の音声の曖昧に聞こ
える部分を無くし、音質的にもクリアな音声に変換で
きるような手立てを講じなければならない。
そのためには、まず初めによりよい音声を用いて
学習をおこなうことが考えられる。それには音声の収
録環境を整える必要がある。学習のために用意する
音声データの音質が低ければ、それによって出力さ
れた特徴量や学習データの質・精度も共に低くなる
ことが予想される。より精度を高めるための前提条件
として、これらの整備は必須であると言える。本稿で
用いたマイクでは、収録された音声がクリアでなく、
またノイズも多く混入していた。図 4 を見ると、変換先
の音声と比較しても波形図が乱れているのが分かる。
4

また同時に、変換先の音声も高品質なものを用意
するのがよいだろう。合成音声でない自然な音声を
4

テスト用に変換した音声を聞くと、確かに元々の
自分の声とは大きく異なる物が出力された。イントネ
ーションはそのままであるように聞こえ、音声の変換
自体は、一応の成功をみたことになる。

音声ファイルのプロパティを比較してみると、変換元の音声
が 452KB、ビットレート 705kbps であるのに対し、変換先の
音声が 185KB、ビットレート 352kbps であった。一般に、ビッ
トレートが高いほど機材に大きく負荷をかける事から、あくまで
憶測にすぎないが、このビットレートに大きな差があるデータ
で学習させた事も今回の音声変換に影響を及ぼしている可
能性がある。引き続き、調査をすすめたい。
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使った学習データの作成も試みたい。
さらに、学習の際に使用するデータ量を増やす事
でも、変換後の音質や違和感の改善を見込むことが
出来るだろう。今回は変換が可能であるかを判断す
る為 30 文としたが、変換先の音声も含め更なるデー
タ蓄積に臨みたい。学習の効率との兼ね合いも調査
したいところである。
加えて、学習にかかる時間の短縮と効率化を図る
為に、機材環境を整える事も重要である。今回の研
究において、前にも述べた通り、学習にかかる時間
が多く音声変換の為に 10 時間もの経過を要した。こ
れを短縮する為に、パワーがある機材を導入するこ
とは大きな効果があるだろう。
先行研究では行われていたものの、今回の研究
では行えなかった作業もある。それは、変換された
音声の「高音質化」である。Hiho (2018)は音声変換
を「低音質音声変換」部分と「高音質化」部分に分け
て行っていたが、本稿においてはこの「低音質音声
変換」部分のみに留まっている。今回、音声変換自
体は成功したので、この「高音質化」部分の変換にも
今後挑戦していきたい。

th-deep-learning-power/ (2019 年 1 月 16 日 最終閲覧)
[4] Yoshikazu Oota 「『ディープラーニングの力で結月ゆか
りの声になる』ための基礎知識とコマンド操作」 Qiita,
URL:https://qiita.com/atticatticattic/items/f1e4c671d73d
815bbad2 (2019 年 1 月 18 日 最終閲覧)
[5] 舘暲「バーチャルリアリティとは」 日本バーチャルリアリテ
ィ学会, URL: https://vrsj.org/about/virtualreality/ (2019
年 1 月 13 日 最終閲覧)
[6]山地美吏(2018)「Unity を使った低コストで身近な VR 開
発-スマホで見る VR 美術館」, 2017 年度麗澤大学情報系卒
論発表会発表論文集, pp. 49-58

付録
今回の学習の際に要した音声データに用いた文
章は Oota (2018)がサンプルデータとして用意した
30 文のセットを用いている。変換のための手法をマ
ニュアル化し、また変換プログラムやツールを無償
で公開してくださっている Oota さん，Hiho さんほか
皆さまに記して感謝いたします。



深層学習のこれまでの発展は目覚ましいものがあ
る。山地(2017)は VR 開発において「ボタン一つで
開発できる時代が近いうちにやってくるかもしれない」
と述べているが、今回用いた深層学習を用いた音声
の変換手法についても、特徴量の切り出しや学習、
音声変換まで「ボタン一つ」で出来るような時代が来
るかもしれない。例えば、好きな声優の声で話して
みたい、と思った時に、音声データを入れてボタン
を押せば、すぐにその声になるような。今回の手法
がその時まで用いられているかは分からないが、そ
のような未来に思いを馳せ、本稿の筆を置くこととす
る。
参考文献
ディープ ラーニング

[1] 清水亮(2017)『はじめての深層学 習 プログラミング』技術
評論社
[2] Hiho 「DeepLearning でも声質変換したい！」 Hiho’s
blog
URL:https://blog.hiroshiba.jp/voice-conversion-deep-lea
nring-and-other-delusions/ (2019 年 1 月 16 日 最終閲覧)
[3] Hiho 「ディープラーニングの力で結月ゆかりになってみ
た」 Hiho’s blog,
URL:https://blog.hiroshiba.jp/became-yuduki-yukari-wi
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尻尾の垂れ加減に至るまで、同じものは一つも
ない
猫の社会に、はいって見るとなかなか複雑なも
ので
人間の眼はただ向上とか、何とかいって、空ば
かり見ているものだから
餅屋は餅屋、猫は猫で、猫の事ならやはり猫で
なくては分らぬ
彼は性の悪い牡蠣のごとく書斎に吸い付いて
すこぶる達観したような、面構をしているのはち
ょっとおかしい
ペンを握ったり、書物を開いたり、勉強をしてい
る
談話を聞いて時々相槌を打つのはなお面白い
椎茸で前歯がかけるなんざ、何だかじじいくさ
いね
それが大抵の婦人には必ずちょっと惚れる
吾輩はまた欠けはせぬかと心配したが、今度
は大丈夫であった
考え込んでいたがようやく決心をしたものと見
えて
主人の服装には師走も正月もない
いつものように、砂糖を分配してくれるものがな
いので
知恵はかえって猫より劣っているようだ
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彼の説によるとすべて胃病の原因は漬物にあ
る
それから、一日、牛乳ばかり飲んで暮して見た
フランスにバルザックという小説家があったそう
だ
贅沢もこのくらい出来れば結構なものだが
白状するが餅というものは今まで、一辺も口に
入れた事がない
早く食わぬか食わぬかと催促されるような心持
がする
最後にからだ全体の重量を椀の底へ落すよう
にして
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心配も苦労も何もかも忘れて、生れ変ったよう
な心持になる
日の当る所に 暖かそうに、ひんよく控えている
ものだから
滑らかな満身の毛は春の光りを反射して
御承知の通り、文学美術が好きなものですから
作中の人物に同情を持ってその性格を発揮す
るのを第一として
まあ第一回としては成功した方だと思います
さあそこまではまだ調べが届いておりません
可愛がられるのはありがたいが、いささか無気
味なところもある
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モバイル接続料におけるベータの算定について
備前 克海
麗澤大学
経済学部 経済学科 上村ゼミ
Bizen Katsumi
a15501k@reitaku.jp
概要： MVNO がキャリアに支払う接続料の算定には CAPM ベータが重要な役割を果たす。しかし、ベータ
の推定にはいくつかの問題点がある。この研究ではベータを推定する際のベータの取得頻度（日次・週次・月
次）について考察を行った。

1.

はじめに

2018 年 9 月に菅官房長官はスマートフォンの料
金について「現在の携帯電話料金はあまりにも不透
明で、他国と比べても高すぎる。4 割程度引き下げる
余地がある」と発言した。政府は楽天にモバイル通
信事業へ新規参入することを許可したり、MVNO の
普及を一層促したりすることで、寡占的状態にあるモ
バイル通信市場に競争を起こすことを目指している。
本研究はモバイル接続料の算定方法について検討
をする。
MVNO とは仮想移動体通信事業者の略称である。
かつてモバイル通信サービスは、自社で移動体通
信設備網を所有し、総務省から電波利用免許の交
付を受けた移動体通信事業者しか提供できなかっ
た。そんな中2014 年にイオンから発売された SIM フ
リーの格安スマホが話題になり、MVNO が認知され
るきっかけとなった。さらに 2015 年 5 月から総務省
が SIM カードのロック解除を義務化したこともあり
MVNO の数が一気に増え始めた。MVNO とは大手
キャリアの無線通信インフラを借り、消費者にモバイ
ル通信接続サービス比較的安値でサービスを提供
している企業や事業者のことをいう。
MVNO が通信をするには、大手キャリア（NTT ド
コモ・ソフトバンク・KDDI）からインフラ設備を借りなく
てはならない。その際に発生する料金がモバイル接
続料である。
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消費者が MVNO に支払う利用料金はこのモバ
イル接続料に大きく依存している。総務省はモバイ
ル接続料を引き下げることで MVNO の利用料金を
引き下げ、多くの事業者がモバイル通信市場に参入
できるようにすることで、モバイル通信市場に競争を
起こそうとしている。

大手携帯電話事業者の設定するモバイル接続料
については、2009 年の情報通信審議会での検討を
受け適正性や透明性が飛躍的に向上したが、2009
年以降モバイル市場は大きく変化しており、その変
化に対応したルール整備が求められていた。2011
年には「ブロードバンド普及促進のための環境整備
の在り方」
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000134036.pd
f）において、接続料設定についてその適正性と推
進状況を検証することが適当とされた。2013 年には
更なる適正性向上に向け、算定方法及びその検証
の在り方を検討することを目的として、モバイル接続
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料に係る研究会が発足した。さらに、2016 年にはモ
バイル接続料の算出に必要な自己資本利益率に関
する研究会が発足した。
本研究はモバイル接続料の自己資本利益率の算
定に用いられるベータに注目した。特にベータの算
定に用いる株価の採録頻度（日次、週次、月次など）
によってベータにどのくらいの変化があるのかを検
証した。

備前 克海

められた。
一方ベータ（ ）については、「移動電気通信事業
に係るリスク及び当該事業者の財務状況に係るリス
クを勘案した合理的な値」との考え方が規定されて
いるにとどまり、各事業者は省令の考え方を踏まえ、
それぞれ異なる方法によりベータを算定することを
許容されていた。
2.2

2.
2.1

モバイル接続料
モバイル接続料の算定方法

電気通信事業者は、他の電気通信事業者の電
気通信設備との接続に関して、接続料を支払う。第
二種指定電気通信設備制度では、二種指定設備設
置事業者（大手キャリア３社）の接続料については
「能率的な経営の下における適正な原価に適正な
利潤を加えたもの」が上限とされている。この“適正
な原価に適正な利潤”は CAPM 的手法を用い算定
される。
適正な利潤は、機能提供に用いられる資本の資
産調達コストであり、当該資産（レートベース）に、資
本構成比及び対応する利子率・利益率等を乗じて
算定される。ここで自己資本に対応する自己資本利
益率は、CAPM 的手法が用いられており、次の式に
より算定される。
自己資本利益率

の

年平均

・
:リスクフリーレート
:市場リスクプレミアム

接続料算定に用いられるベータ

ベータの算定についてはつぎのような点におい
て大手キャリア 3 社の算出方法が異なっていた。

ベータを推定する際に株価の過去データを何
年分用いるか

ベータを推定する際の株価データの取得頻度
（日次、週次、年次）

財務リスクをベータに反映させる方法
各事業者が異なる算定手法を用いていた結果、
ベータの値は、2014 年度算定期間までの 5 カ年で、
最大 1.62 倍の開きがある状態となっていた。その結
果、モバイル接続料にも事業者ごとに大きな格差が
生じていた。
そこで、ベータの算定方法の統一化を図るため、
2016 年に「モバイル接続料の自己資本利益率の算
定に関するワーキングチーム」が開催され、ベータ
算定の統一化が図られた。
2.3

ベータ算出方法の統一

2016 年のワーキングチームでの議論の結果、ベ
ータは次のように算定されることとなった。
2.3.1 ベータの計測期間

2013 年の「モバイル接続料算定に関する研究会」
において、CAPM のパラメータの決定ついて議論
がなされ、その結果つぎのように決定することとなっ
た。
リスクフリーレートは、日本証券業協会が発表する
公社債店頭売買参考統計値表により公表されてい
る値を用いて、算定期間に発行された長期国債であ
って当該算定期間の期末に最も近い日に発行され
たものの単利の平均値、と定められた。
市場リスクプレミアムはイボットソン・アソシエイツ・
ジャパン株式会社が発行する Japanese Equity Risk
Premia Report のうち、1952 年から算定期間末月ま
での長期投資用のエクイティ・リスク・プレミアムと定

ベータを算出する際の NTT ドコモの株価及び株
価指標の計測期間については、事業者はそれぞれ
計測可能なできる限り長い期間を用いて算出してき
た。その理由としては
・より多くのデータを利用することでベータの値が
安定する
・モバイル通信事業は主要事業と考えられること
から、長期間計測することにより、より正確なモバ
イル通信事業のベータを推定する
ことが理由であった。
確かに計測期間を長くすることで、株価及び株
価指数のデータ数が多くなるため、ベータの値は安
定する。しかし変化の著しいモバイル通信事業にお
いては、必ずしも長期間のデータを用いることが適
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切なベータの算出に繋がるわけではない。なぜなら
著しく変化するモバイル通信事業において、現在の
環境とは異なるデータを用いることになり、適正なベ
ータを算出することができないからだ。むしろ短い計
測期間を利用することにより、モバイル通信事業の
変化に対応した現在必要としているベータの算定を
することができるのではないか。
そのようなことから、ベータの算出にあたっては株
価の計測期間の 3 年分を利用することとなった。
2.3.2 株価の採録頻度

次に、株価の採録頻度は、一般に、日次、週次、
月次がある。ベータを算定するにあたり、採録頻度
についても統一することが適切だとされた。一般的
には株価の計測期間が 5 年であれば月次、2 年程
度であれば週次で十分とされている。また、日次に
ついては、時価総額が大きい企業については、ベ
ータが推定的に高めに出るとの指摘もあった。3 年
間の計測期間の場合、接続料の算定に用いるという
ことから、より正確なベータが必要ということで日次を
採用することとされた。
3.

問題意識

モバイル接続料の算定においてはベータの算定
に日次の株価を使うこととされた。しかし、株価の採
録頻度によってベータはどのくらい違いがあるのだ
ろうか。 モバイル接続料の算定においては TOPIX
の変化率を用いてベータを算出するが、日経平均
に採用されている２２５社の変化率を用いた場合に
は TOPIX を用いた時とはどのような差が生じるのか。
本研究はこれらの点を実証的に検証することを目的
とした。
4.

研究方法

日経平均に採用されている 225 社各企業の終値
から算出した変化率を利用し、日次と月次のベータ
を算出し、差の測定をおこなった。今回は期間で統
一するのではなく、日次と月次の変化率を利用しベ
ータ６０個を算出、Excel での LINEST 関数を用いて
算出された数字を平均したものを比較した。株価終
値と時価総額は日経 FinancialQUEST から取得し、
今回利用した日次の期間は 2018 年 3 月 23 日から
2018 年 9 月 28 日、月次は 2007 年 12 月から 2018
年 9 月までの各 130 個分のデータを取得した。225
社のうち 16 社は月次の変化率 60 個のサンプルを
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算出することが不可能であったためベータを求める
ことが不可能であった。また、時価総額とベータの関
係性についても研究した。
4.1

TOPIX の変化率を用いて算出したベータ

日経 225 社で比較し日次が大きくなった企業が
117 社、月次が大きくなった企業が 108 社。日次と月
次によって誤差が生じることは分かるが、日次と月次
のどちらの誤差が大きいかを定義することは困難と
いえる。225 社分の月次と日次を比較したグラフは巻
末に添付されている。

4.2

日経平均株価の変化率を用いて算出したベ
ータ

ベータを算出するなかで TOPIX を利用することが
一般的とされてきたが、比較するため日経平均株価
の変化率も利用しベータを算出した。日経平均株価
の変化率を用いた場合、225 社で比較し日次が大き
くなった企業が 87 社、月次が大きくなった企業が
138 社。先ほどの TOPIX で比較した場合よりも月次
が大きくなる傾向が見られた。こちらも 225 社分の月
次と日次を比較したグラフは巻末に添付されている。
4.3

時価総額とベータの関係性

過去の研究においてはリターン測定の時間間隔
を長くする（採録頻度を月次に設定する）と企業規模
の小さい（時価総額が小さい）銘柄のベータはより大
きく、企業規模の大きい（時価総額が大きい）銘柄の
ベータはより小さくなると言われていた。 今回ベー
タの取得頻度による比較をするのと同時に時価総額
を用いた比較も行った。日経 225 社の中で時価総額
が全体の 75％を上回っている企業、逆に全体の
25％を下回っている企業各 56 社ずつ求めた。
TOPIX を用いたデータを用いて、日次よりも月次が
上回っているベータの中で更に時価総額が 25％を
下回っている企業は 32 社、逆に月次よりも日次が上
回っているベータの中で更に時価総額が 75％を上
回っている企業は 31 社であった。56 社のうち約半
分が、月次ベータが大きく時価総額が小さいという
結果になったが、時価総額とベータが関係している
とは言い切ることはできない。
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結論

ベータを求めるために利用する株価の採録頻度
や期間によってベータの数値が異なる。企業によっ
ては採録頻度ごとにベータを求め比較すると、月次
と日次の大小関係が反対になるといった企業もいく
つか見つかった。また、企業ベータを求める際に使
用する株価の変化率を TOPIX の平均株価を用いた
ものと、日経平均に採用された 225 社の平均株価を
利用した 2 つの方法でベータを求めたが、利用する
平均株価によっても差が生じることも分かった。この
ことから、必ずしも正しいとされる採録頻度や期間、
利用するデータを定めることは難しいと言える。

参考文献
〔1〕 総務省、MVNO に係る電気通信事業法及び電
波法の適用関係に関するガイドライン
http://www.soumu.go.jp/main_content/0005
09998.pdf （2018 年 11 月 1 日閲覧）
〔2〕 総務省、モバイル接続料算定に係る研究会報
告書
http://www.soumu.go.jp/main_content/0002
38119.pdf （2018 年 11 月 1 日閲覧）
〔3〕 総務省、モバイル接続料の自己資本利益率の
算定に関するワーキングチーム報告書
http://www.soumu.go.jp/main_content/0004
48348.pdf （2018 年 11 月 2 日閲覧）
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概要：近年、「貯蓄から投資へ」という言葉がしばしば聞かれるため、実際株式投資によりどのくらい儲かる
のかに興味を持った。しかし、資産を作りたくても投資について理解するのは難しい。
実際に株式投資というのは非常に奥が深く、安定して儲けようと思うと高い専門性や知識、また投資にか
ける時間も必要になる。そこで知識や時間をあまり使わないで済む投資信託、とくにアクティブ型投資信
託による資産運用を仮想的に行い、そのパフォーマンスを研究した。
キーワード：株式投資、投資信託、リスク、リターン、シャープ比

1.
1.1

はじめに
株式投資について

近年、政府は「貯蓄から投資へ」というスローガ
ンを掲げ、貯金ではなく投資による資産運用の必
要性を呼び掛けている。 「貯蓄から投資へ」の流
れが促進されることで、家計から企業への資金供
給が拡大し、日本経済の成長につながるという政
府の思惑があるとされている。 昨年から積み立
て型の少額投資非課税制度（NISA）が始まり、課
税を気にせず投資できる制度が整ってき た。保
有コスト（信託報酬）が極めて安い投信も増えてい
る。
しかし、資産を作りたくても投資について理解
するのが難しくて面倒であるというイメージをもっ
て手を出さない人が大半であり、私もそのような考
えをもっていた。
2018 年 4 月の朝日新聞に今売れている本として、
「読んだら必ずもっと早く教えてくれよと叫ぶお金
の増やし方」という本が掲載されていたので、購入
し読んでみた。この本には、国の年金運用と同じ
ように積み立て投資をすると、年３％の利益が出

2018 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

ると書かれていた。
そこで、私は他の投資信託に積み立て投資をし
ても利益を生み出すのかを確かめてみようと考え
た。
1.2

投資信託について

投資信託とは、株式や債券と同じ金融商品の
一種である。多数の投資家から資金を集め、その
集めた資金を利用して運用の専門家が代わりに
株式や債券等の様々な金融商品に投資を行い、
その収益を投資家に分配するという仕組みであ
る。投資信託は、株式投資のように 1 銘柄に集中
して投資を行うのではなく、複数銘柄に分散して
投資を行うため、リスクを低く抑えることができる
上、投資に必要な資金が最低 1 万円前後で安い
点から、投資初心者にも適した商品であると言わ
れている。
投資信託は運用手法によってさまざまな形に
分類される。代表的なものが、インデックス運用と
アクティブ運用である。
インデックス運用とは、TOPIX や日経平均株
価といった市場ポートフォリオに連動した運用成
績を目指すのに対し、アクティブ運用は、市場ポ
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ートフォリオを上回る運用成績を目指す。一見す
るとアクティブ運用の方がインデックス運用よりも
高い収益が見込めそうだが、アクティブ運用は運
用を担当するファンドマネジャー独自の判断によ
り投資銘柄の入れ替えやリバランスなどを行うた
め、インデックス運用よりも販売手数料や信託報
酬といった手数料がかかる点に注意が必要であ
る。
2.

分析方法

2.1

データ

本研究ではアクティブ型投資信託 78 銘柄につ
いて分析を行った。この 78 銘柄は Yahoo!ファイ
ナンスにアクティブ型の投資信託として選ばれて
いたものを全て参照した。78 銘柄の名称は巻末
の表 1 を参照せよ。 投資信託の基準価格は
Yahoo!ファイナンスから取得した。基準価格として
は 2013 年 12 月から 2018 年 11 月までの月次
データ 60 個を取得した。なお、2013 年 12 月か
らのデータがない投資信託については、取得でき
る一番古い基準価格からのデータを取得した。
2.2

積み立て投資のパフォーマンス

各投資信託に毎月 1 万円ずつ投資した場合の
パフォーマンスの計算方法を説明する。まず、投
資信託に毎月 1 万円ずつ投資した場合の積み立
て総額を計算する。データが 5 年分ある場合には
60 万円が投資金額になる．つぎに，積み立てた
投資信託を売却し、手数料と税金を差し引いた後
の残額を計算する。この残額と投資金額の 60 万
円から積立投資の 1 年あたりリターンを計算する。
なお、データが 5 年分ない銘柄については、投資
金額は 60 万円ではなく
万円
投資月数
とする。リターンは以下の式で計算される。

リターン

積み立て総額
投資年数

投資金額

投資金額

ただし、リターンが高いのはリスクを取った結果
である可能性がある。そこで、リスクを考慮したパ
フォーマンス尺度であるシャープ比も計算した。

リターン

シャープ比

リスク
ここで、リスクは投資信託の月次収益率の 1 年あ
たり標準偏差とする。
2.3

計算例

J-REIT・リサーチを例に積み立て投資のパフォ
ーマンスの計算例を示す。
J-REIT･リサーチ(年 2 回決算型)
日付

基準価額

積み立て 総額

2013/2

10,477

¥10,000

2014/1

10,482

¥20,005

2014/2

10,564

¥30,161

2014/3

10,366

¥39,596
⁝

2018/8

14,732

¥642,028

2018/9

14,978

¥662,749

2018/10

14,736

¥662,041

2018/11

14,873

¥678,196

例えば、2014/3 の積み立て総額はつぎのように
計算する。
円
になる。税率は 20.315%なので、税金は
円
になる。購入手数料は J-REIT･リサーチの場合、
3.24％なので
円
となる。
このことから結果的な総額は
円
となる。よって、
1 年あたりリターンは、

となる。シャープ比は収益率の 1 年標準偏差が
なので

となる。
以上をまとめると次のようになる。
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税金

3.

15,886 円

手数料

19,440 円

最終積み 立て 総額

642,871 円

リターン

0.014

リスク

0.090

シャープ比

0.159

國上 大地

価を上回った投資信託は 78 個中 14 個（18%）で
あった。また、リターンが正であったものは 38 個
（49%）であった。シャープ比で比べた場合、日経
平均を上回った投資信託は 78 個中 18 個（23%）
であった。
シャープ比で比べた場合の日経平均株価を上
回った投資信託が 23%であったという結果からア
クティブ型投資信託への投資は良いパフォーマン
スを出せるとは限らないことがわかった。

分析結果

計算した投資信託のパフォーマンスを評価する
ため、日本における株価のベンチマークである日
経平均株価のパフォーマンスとの比較を行った。
積み立て投資による日経平均のリターンは 0.034、
シャープ比は 0.218 であった。各投資信託につい
て日経平均のパフォーマンスと比較した結果を巻
末の表 1 に載せた。
その結果、リターンで比べた場合、日経平均株
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表１.投資信託 78 銘柄のリターンとシャープ比
※太字の数字は日経平均のパフォーマンスを上回ったもの

名称
企業価値成 長小型株ファンド
野村ジャパン ドリーム(野村 SMA･EW)
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(H 有)
J-REIT･リサーチ(年 2 回決算型)
MHAM 新興成長株オー プン
J-REIT･リサーチ･オープン(毎月決算型)
明治安田 J-REIT 戦略ファンド(毎月分配型)
J-REIT オープン(年 4 回決算型)
野村 J-REIT ファンド（確 定拠出年金)
DIAMJ-REIT オープン(毎月決算コ ース)
eMAXIS 国内リートインデックス
SMTJ-REIT インデックス･オープン
J リートファンド
三菱 UFJJ リートオープン(3 カ月決算 型)
J リートインデックス･オープン(SMA)
(ダイワ FW)J-REIT セレクト
ニッセイ J-REIT ファンド(毎月決算型)
みずほ J-REIT ファンド
ニッセイ J リートオープン(毎月分配型)
MHAMJ-REIT アクティブオープン毎月コース
MHAMJ-REIT インデックス F＜DC＞
インデックスファンド J リート
MHAMJ リートアクティブファンド(毎月)
野村日本不 動産投信(毎 月分配型)
MHAMJ-REIT インデックスファンド(毎月)
ダイワ J-REIT オープン(毎月分配型)
ダイワ J-REIT オープン
新光 J-REIT オープン
DIAM 新興市場日本株ファンド
しんきん J リートオープン(毎月決算型)
通貨選択型 J リート･ファンド(毎月)米ドル
東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月)
フィデリティ･J リート･アクティブ･ファンド
りそな J リート･アクティブ･オープン
日本 J リートオープン(毎 月分配型)
女性活躍応援ファンド
AB･米国成 長株投信 B コース(H 無)
AB･米国成長株投信 D コース(H 無)予想分配金

通貨選択型 J リート･ファンド(毎月)円
日本新興 株 オープン
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リターン
-0.037
0.104
0.008
0.014
0.023
-0.027
-0.052
0.006
0.025
-0.039
0.019
0.014
-0.027
-0.048
0.018
0.020
-0.030
-0.009
-0.020
-0.010
0.023
-0.020
-0.028
-0.005
-0.011
-0.050
-0.035
-0.058
0.082
-0.048
-0.100
-0.007
-0.046
-0.031
-0.013
0.053
0.051
-0.011
-0.080
0.084

シャープ比
-0.167
0.675
0.056
0.159
0.132
-0.302
-0.695
0.071
0.286
-0.488
0.223
0.165
-0.324
-0.498
0.214
0.248
-0.368
-0.135
-0.221
-0.145
0.351
-0.244
-0.407
-0.063
-0.167
-0.585
-0.354
-0.865
0.398
-0.565
-1.431
-0.057
-0.526
-0.475
-0.155
0.279
0.330
-0.071
-1.457
0.526
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投資信託のパフォーマンス分析

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)
MHAM 日本成長株オー プン
メディカル･サイエンス･ファンド
SMTAM ダウ･ジョーンズインデックス F
MHAM 日本成長株ファンド＜DC 年金＞
米国成長株式ファンド
JPM グロー バル医療関連株式ファンド
次世代米国 代表株ファンド
netWINGS･インターネ ット戦略ファンド B
新光日本 小型株ファンド
AB･米国成 長株投信 A コース(H 有)
AB･米国成長株投信 C コース(H 有)予想分配金

GS 米国成 長株集中投資ファンド毎月決算
米国バイオ＆テクノロジー株オープン
ノムラ日米 REIT ファンド(毎月分配型)
ダイワ米国株主還元 株ファンド
成長応援 日本株ファンド
アメリカン･ニュー･ステージ･オープン
(ダイワ FW)コモディティセレクト
三井住友･中小型株ファンド
三菱 UFJ 米国配当成長株 F〈H 無〉
MS グローバル・プレミアム株式(H 無)
新成長株 ファンド
MS グローバル・プレミアム株式(H 有)
インフラ関連 好配当資産 F(毎月)(米ドル)
ラサール･グローバル REIT(毎月分配型)
BR･US ベーシック･バリュー
netWINGS･インターネ ット戦略ファンド A
野村米国ブ ランド株投資(アジア)毎月
スパークス･新･国際優良日本株ファンド
(SMBCFW)米国株
GS 米国 REIT ファンド B(毎月分配 H 無)
スパークス･M&S･ジャパン･ファンド
いちよし FW 専用投資信 託オルタナティブ
グローバ ル･ヘルスケア&バイオ･ファンド
ノムラ THEUSAB コース
(ダイワ FW)外国 REIT セレクト
ニッセイアメリカ高配当株 F(毎月決 算型)
日経平均
日経平均のパフォーマンスを上回った数
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國上 大地

-0.025
-0.023
-0.004
0.057
0.047
0.042
0.007
-0.009
0.023
0.007
0.037
-0.025
-0.004
-0.007
0.007
0.032
-0.088
-0.024
-0.010
0.080
0.018
0.026
0.100
0.015
-0.006
-0.060
0.017
0.028
-0.004
0.044
0.056
-0.054
0.065
0.014
0.002
0.030
0.027
-0.052
0.034
１４個

-0.242
-0.130
-0.019
0.358
0.307
0.249
0.032
-0.050
0.128
0.045
0.319
-0.201
-0.027
-0.038
0.059
0.203
-0.385
-0.117
-0.073
0.610
0.135
0.211
0.721
0.189
-0.039
-0.463
0.102
0.186
-0.022
0.306
0.343
-0.369
0.447
0.191
0.011
0.185
0.205
-0.366
0.218
１８個
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学内 Wi-Fi サービスエリアの信号強度調査
浦谷 孝太朗
麗澤大学
経済学部 経営学科 大塚ゼミ 4 年
Uratani Koutaro
a15540k@reitaku.jp
概要：本学では、学内 Wi-Fi サービスが無料で提供されている。しかし、そのサービスがどの範囲まで繋がる
のか、また、強度や速度などのデータは明記されていない。
また、昨年はそのようなデータを明確にするためにスマートフォンでいくつかのサイトやアプリケーションを使
用し、生涯学習プラザ棟にて学内 Wi-Fi サービスの範囲、強度、速度の計測、周波数帯毎の混雑状況の見え
る化を行った。本年はその研究を活かし、学生がもっとも利用している本校舎の「かえで」と「あすなろ」で計測
を行い、本校舎における学内 Wi-Fi のデータを明確にする。
研究では、主に情報教育センター作成の学内スピードテストサイト「SpeedTest 1.4」を利用し、「かえで」と
「あすなろ」の各教室における学内 Wi-Fi の通信速度を計測。スマートフォンアプリを使用し、かえで棟 5 階の
強度を計測した。
キーワード：学内 Wi-Fi，anzu，Wi-Fi ミレル，SpeedTest1.4，ヒートマップ

1.

背景と研究目的

今では学生生活を送るには必要不可欠な存在と
なっている「Wi-Fi」であるが、麗澤大学では無料で
提供されている「学内 Wi-Fi」がある。この学内 Wi-Fi
を利用している際に「この場所つながりにくい」と感じ
たことや、移動する前は繋がっていたのに移動した
ら接続が切れてしまったということがある。
上述のような疑問や不満を解消するために昨年
は学内Wi-Fi に接続できる範囲や強度、速度の調査
を生涯学習プラザに焦点を当て、行った。本年はそ
の研究を活かし、調査の対象を生涯学習プラザから
麗澤大学の本校舎である「かえで」と「あすなろ」に
変更し、主に教室を中心に調査を行う。
2.

学内 Wi-Fi

麗澤大学には無料で提供されている Wi-Fi がいく
つかあり、それらを総称して「学内 Wi-Fi」と呼んであ
る。学生スマホ用の「anzu」や学生 PC 用の「satsuki」
などがある。

2.1

anzu

anzu は、麗澤大学にて無料で提供されている学
内 Wi-Fi の 1 つである。
“本学の学生であること”が利用するにあたっての
条件であり、大学近辺に住んでいる住民や本学の
卒業生は利用することができない。スマホやノート
PC などでアクセスすることができる。
しかし、利用申請が必要ないため、他に提供され
ているどの学内 Wi-Fi よりも、この SSID が最も利用
されている。
3.
3.1

測定条件
場所

本研究の測定は麗澤大学の校舎「かえで」の 4～
6 階と校舎「あすなろ」3～5 階の各教室で行った。
3.2

日時

本研究の測定は 2018（平成 30）年 12 月～2019
（平成 31）年 1 月の平日に行った。
2018 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集
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3.3

使用機器

本 研 究 は 「 Xperia XZ 」 （ メ モ リ ： 64GB 、 OS ：
Andoroid8.0 ） と 「 iPhone 7 」 （ メ モ リ ： 64GB 、 OS ：
iOS12.1.2）の 2 台のスマートフォンを使用した。
3.4

スピードテストサイト

スピードテストサイトとして学内 Wi-Fi の速度の計
測に麗澤大学情報教育センターの学内スピードテス
トサイト、「SpeedTest1.4」1を使用した。このサイトは、
速度を 5 回計測後、測定日時と共に平均値を結果と
して表示する（図 1 参照）。なお、このサイトは学内
Wi-Fi に接続されていないと利用できない。
3.5

浦谷 孝太朗

3.6

測定に使用したスマートフォンアプリ

ヒートマップの作成には I-O DATA 社製の「Wi-Fi
2
ミレル」 というスマートフォンアプリを使用した。この
アプリは Android 版、iOS 版共に無料で提供されて
おり、スマホやタブレットで利用できる。接続している
Wi-Fi の電波強度を 0（最小）～100（最大）と色（赤→
黄→緑）で表してくれるアプリケーションである。また、
ヒートマップを作り、どの位置が電波が弱い場所か
瞬時に把握することができる（図.2 参照）。
4.

測定結果
研究を通して、各教室の速度が明確になった。
以下に速度と強度の結果を示す。

測定方法

測定の対象となる教室の四隅でスマートフォンを
スピードテストサイトに接続し、速度を 5 回測定した。
さらにその 5 回の平均値を求めた。

4.1

数値の目安

研究結果として、速度の状況を客観的に示すため
にまず、電子機器で何をするにはどれくらいの数値
があれば快適に楽しめるのかを参考までに表 1 に示
した。
4.1.1 速度

表 1 伝送速度毎の可能なこと
速度
詳細
1Mbps 以下

ほぼ何もできない。

1～5Mbps

動画がスムーズに視聴できない。

5～10Mbps

使い方によっては満足できない。

10～30Mbps

ある程度快適に使える。

30Mbps 以上

とても快適に使える。

出典:http://yasashikunet.com/kaisen-sokudo/
「やさしくねっと」によると表のように示されており、動画を視聴
するには最低 10Mbps はあった方がいいとされている。[1]

4.1.2 速度

前述の方法で測定を行い、得られたデータをフロ
アごとにグラフにまとめた。付録 1 の図.3～8 に掲載
している。
4.1.3 強度
図.1 測定中の様子（筆者撮影）
画面上部の緑色の文字が測定結果である。その下が平
均を求める前に測定する 5 回の結果を示し、一番下には

本研究では、麗澤大学で最も多くの学生が使って
いるであろう 1503 教室がある、かえで棟 5 階の強度
を測定し、ヒートマップとして作成した。

測定履歴が残るようになっている。

1

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

² http://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/index.htm
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れなかった。
6.

課題

本研究では、取り組みが遅かったこと、予想よりも
測定に時間がかかったことで当初想定していたデー
タよりも少ないデータしかとれなかった。
7.

図.2 かえで 5 階のヒートマップ（筆者作成）
下絵、図面などを読み込み、その地点で測定するこ

まとめ

本研究では麗澤大学の本校舎、「かえで」の 4～6
階と「あすなろ」3～5 階における学内 Wi-Fi の通信
速度、かえで棟 5 階の学内 Wi-Fi の強度が明らかに
なった。差はあるが、どのフロア、どの教室でも安定
して通信できることがわかった。

とでヒートマップを作成することができる。この図のフ
ロアマップは「ドットピクト！かんたんドット絵アプリ」³

参考文献

というアプリケーションを用いて作成した。図は各教

[1] 「ネット回線の回線速度はどれくらいあれば快適
に使えるか」やさしくねっと

室と廊下、エレベーター前の計 9 か所で測定をした
ものである。校舎西側（図上側）エレベーター前は強
度が弱いことがわかる。

5.

考察

昨年の結果では電波が入らず、測定不可能となる
地点も観測されたが今年は 2.4GHz から 5.0GHz に
移行した影響もあってか、そのような地点は観測さ
付録 1

http://yasashikunet.com/kaisen-sokudo/
（2019 年 1 月 18 日参照）
[2] 浦谷 孝太朗(2017)「学内 Wi-Fi サービスの接
続状況調査」
http://www.cs.reitakuu.ac.jp/msemi/gp/2018/201801-r.pdf
（2019 年 1 月 18 日参照）

[Mbps]
3

図.3 かえで 4 階各教室での通信速度
かえで棟 4 階での最高値は 1405 教室のドア側後方席で測定した 35.3Mbps、最低値は 1411 教室の窓側
後方席で測定した 2.3Mbps であった。極端に低い地点があるが、通信ができないというわけではなく、全体
を見ると快適に通信ができる。
3

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dotpicko.dotpict
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[Mbps]

図.4 かえで 5 階各教室での通信速度
かえで棟 5 階での最高値は 1503 教室の窓側後方席で測定した 39.1Mbps、最低値は 1504 教室の窓側
後方席で測定した 8.4Mbps だった。1504 教室の他の地点では充分に通信できているので、問題はない
といえる。

[Mbps]

図.5 かえで 6 階各教室での通信速度
かえで棟 6 階での最高値は 1604 教室の窓側前方席で測定した 38.0Mbps、最低値は 1601 教室ドア側
後方席で測定した 6.1Mbps だった。測定地点は少ないながらも、1 桁 Mbps だった地点は 1 か所だけだ
った。
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あすなろの教室からは「左前」といった表記になるが、黒板に向かっての向きである。
[Mbps]

図.6 あすなろ 3 階各教室での通信速度
あすなろ棟 3 階での最高値は 2309 教室の右側前方席で測定した 69.8Mbps、最低値は 2312 教室の右
側前方席で測定した 7.3Mbps だった。1 桁 Mbps だった地点が 48 地点中 2 つしかなかった。69.8Mbps
は全測定結果で 2 番目に高い数値であり、どこでも快適に通信ができる。

[Mbps]

図.7 あすなろ 4 階各教室での通信速度
あすなろ棟 4 階での最高値は 2403 教室の左側前方席で測定した 36.4Mbps、最低値は 2408 教室の
左側後方席で測定した 6.9Mbps だった。2408 教室では全地点で 1 桁 Mbps を記録した。
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[Mbps]

図.8 あすなろ 5 階各教室での通信速度
あすなろ棟 5 階での最高値は 2506 教室の左側後方席で測定した 70.5Mbps、最低値は 2505 教室の右
側後方席で測定した 7.0Mbps だった。2506 教室の左側後方席で測定した 70.5Mbps は測定を行った全
フロアで最も高い数値だった。
付録 2 昨年との比較

図.9 昨年のプラザ棟 5 階計測結果
昨年、最も高い通信速度を計測したプラザ棟の 5 階と本年、最も高い数値を記録したあすなろ棟の 5 階を
比較する。最も高い数値は昨年の研究[2]では 48.4Mbps だが、本年の研究では 70.5Mbps であった。ま
た、プラザ棟の 5 階では電波が悪すぎて測定不可能だった地点が 2 か所あったが、本年の研究ではその
ような地点はなく、全地点で数値を測定できた。
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AI の発達による人々の働きかたの変化について
藤井 駿
麗澤大学
外国語学部 日本語国際コミュニケーション専攻 匂坂ゼミ
Fujii Shun
a15366s@reitaku.jp

概要：AI 技術が発達したことにより、近い将来にサイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した社会になる
と言われている。それにより安定した労働力の確保と経済的成長が見込める一方で、これまで人が行ってきた
多くの仕事が AI によって代替可能になり、人々の働き方が大きく変化することが予想される。現在 AI 技術が
どのような職業に影響があるのかについて様々な機関が予想している。本研究はこれらを調査しまとめて報告
する。
キーワード：AI 人工知能 超スマート社会 有効求人倍率

1.

はじめに

現在、私たちが生活している社会は情報社会
(Society4.0)１と呼ばれている。内閣府が 2016 年に閣
議決定した第 5 期科学技術基本計画 2 において我
が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱
されたのが超スマート社会(Society5.0)3 である[1]。内
閣府によると「超スマート社会では人工知能（AI）に
より、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、
ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、
地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服され
る」と言われている[1]。現在 AI 技術がどのような職
業に影響があるのかについて様々な機関が予想し
ている。本研究ではこれらを調査しまとめて報告す
る。
2.

日本が抱えている人手不足問題

現在の日本は深刻な人手不足により安定した労
働力を確保できないという問題がある。日本国内で
労働に従事することのできる生産年齢人口が年々減
少している。厚生労働省が公表した平成 30 年 11 月
分の一般職業紹介状況[2]によると、「有効求人倍率
は 1.63 倍」となっており、仕事を探す人 100 人に対
して 163 人分の仕事がある状態である。現在は人手
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不足の解消のために外国人雇用を行っている企業
も多いが、外国人労働者に対する低賃金や長時間
労働などの「不正行為」を行っている企業が多数あり
外国人技能実習生の失踪や金銭目的の盗難が発
生しており、今後安定した労働力として確保できるか
問題視されている。
3.

労働力として AI を活用する実例

日本の人手不足問題は深刻化しており、その解
決法として新たに注目されているのが AI を仕事に
活用するというものである。次にどのような職場で実
際に AI が導入されているのかについて実例を挙げ
る。
3.1

飲食店における受付業務の導入事例

ソフトバンクが感情認識パーソナルロボットとして
開発した「Pepper」[3]である。大手回転寿司チェーン
店の「はま寿司」では来店客への座席案内や店舗の
空席の管理をこのシステムで行っている[4]。これに
より混雑時に来店客への対応が自動で行えるように
なり、従業員は他の仕事に集中することができ少人
数であっても効率的に営業をすることが可能となる。
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3.2

コンビニ等におけるレジ業務

大手コンビニのローソンによると、現在、都内 3 店
舗では、買い物客が自分で支払いを済ませる「セル
フ決済」の実証実験を行っている [5]。店員に代わ
って来店客がスマートフォンの専用アプリを使い一
部の商品を除く商品のバーコードを読み取って支払
い方法を選択することにより決済ができる。店内のど
こでも決済ができるためレジに並ぶ必要がなく、店
員はレジ業務以外の品出しなどの作業に集中する
ことができ、少人数でも営業することが可能となる。
3.3

採用活動時の面接官業務

求職者の採用活動時の面接官を AI が行う「sHaiN」
[6]というサービスがある。このサービスを利用するこ
とにより公平性と論理的根拠のある方法で面接を行
うことができ、実際に会社に出向く必要がなく。面接
の時間も求職者の都合の良い時間に行うことができ
るというメリットがある。これにより採用業務効率の向
上や採用機会損失の減少が期待できる。
4.

仕事が奪われる問題について

2018 年に総務省が発表した通信情報白書[7]によ
ると、「人工知能（AI）の普及により、米国では就労者
の 47％が代替できる可能性の高い職業に従事して
いる」と指摘している。 また「この研究を日本に当て
はめた場合、米国と同様の傾向となり、将来人工知
能（AI）や機械が代替することができる技術的な可能
性が高い職業が 49％である」としている。つまり多く
の職業において AI が人の仕事を奪うことが出来ると
いうことである。このような予想をもとに今後 AI の普
及によってどのような仕事が影響を受けるのかにつ
いての例を挙げる。
4.1.1 単純作業(単純労働)

単純労働とは専門的な知識や技術を必要としな
い職業のことである。株式会社ブリヂストンが新たに
人工知能（AI）を実装した「最新鋭タイヤ成型システ
ム」[8]を始めて導入した。これにより生産競争力の
強化や高品質の商品が作れることが期待されている。
また、従来の製法では手作業により成型を前提とし
ていたため、従業員の教育が課題となっていたが、
このシステムを使うことにより、人の介在に伴うバラツ
キを抑制することができ、より効率的な生産を実現す
ることが出来るといわれている。このような専門技術
が発達することにより、人手で行う仕事の割合が減っ
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ていき機械による自動化に移行ができた職場にお
いて従業員の削減が起こることが予想される。
4.1.2 大量のデータを活用する事務職

AI の特徴として機械学習 4 や深層学習(ディープ
ラーニング)5 を行うことにより従来の人が行っていた
作業を行う際に大量のデータを活用することができ
る。これにより一般事務や受付、経理などの事務作
業を代替することができると予想される。また人間が
仕事を行う際に休憩が必要なのに対して、AI は休
みを必要としないという点から作業効率が上がり、人
件費を抑えることができる。さらに人間が行う際に起
こる人為的ミスのリスクも減らすことが出来るため、こ
の技術が労働力として実現可能になった場合、多く
の企業の事務職が代替されるといわれている。
4.1.3 運転を行う仕事(運転手)

自動運転の技術は日々著しく成長している。また、
すでに運転手がいない状況での運行を可能として
いるものもある。それが、ゆりかもめ 6 である[10]。東
京臨海新交通臨海線ゆりかもめ「自動運転のしくみ」
[11]によると、ゆりかもめはコントロールセンターから
のコンピューター制御によって自動運転されている。
それを支援するシステムとして運行管理システムが
ある。 電車の運転制御や運転ダイヤの管理からポ
イント操作、駅の案内放送までをコンピューター及び
列車集中制御装置によりおこなっている。この他に
も効率よく電力を供給するための電力管理システム。
安全確保のための防災設備管理システム。券売機
や改札機などの駅務機器を管理する駅務管理シス
テム。車庫への運用を効率の良くおこなうための車
庫管理システムがある。この５つの管理システムによ
って運転士がいなくても運行が可能となっている。こ
のように AI の発達により運転に関する仕事がなくな
るのではないかと考えられている。
4.2

影響を受ける対象について

上記で述べたような無くなる仕事の特徴からどの
ような人たちに就業機会が減るなどの影響が出るの
かについて関連機関の予想について報告する。
4.2.1 高等学校後卒業後に就職する人

高校生にとって高校卒業後の進路選択は重要な
分岐点である。多くの学生は大学等に進学するが、
高校卒業後に就職をする人もいる。高校卒業後に
働くメリットとして金銭面や時間において余裕を持つ
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ことが出来るためすぐに自立をしたいと考えている
人にとって最も効率的な進路選択である。その一方
で、就職できる職業が限られているという問題点が
ある。表 1 は厚生労働省が発表した平成 28 年度「高
校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求
職・内定状況取りまとめ」 [12]の中の、高校新卒者
の産業別求人状況をまとめたものである。これによる
と約 38 万ある高校新卒者求人の中で 3 分の 1 の約
11 万が製造業の求人である。上記で述べたように単
純作業を業務とした製造業が自動化された場合、こ
れだけの求職者に影響が出ることになる。1 つの求
人に対して応募人数が増加し求人倍率が過剰に上
がることが予想される。
表 1 高校新卒者のハローワーク求人に係る産業別
求人状況
産業分類
人
農・林・漁業
2437
鉱業、採石業、砂利採取業
224
建設業
48443
製造業
105249
電気・ガス・熱供給・水道業
1895
情報通信業
3312
運輸業、郵便業
19563
卸売業、小売業
46001
金融業、保険業
1945
不動産業、物品賃貸業
3514
学術研究、専門店技術サービス業
5585
宿泊業、飲食サービス業
23587
生活関連サービス業、娯楽業
20940
教育、学習支援業
563
医療、福祉
43401
複合サービス事業
4870
サービス業(ほかに分類されないもの）21279
公務、その他
185
出典(厚生労働省 2016 年 「高校・中学新卒者の
ハローワーク求人に係る求人・求職・内定状況」)
4.2.2 専門技術を身につけるための学校の閉校

進学志望者が減少することにより一部の専門技術
を教える学校が閉校に追い込まれることが予想され
る。高校生の進路の 1 つとして専門学校への進学が
ある。専門学校では専門的な知識や資格を短期間
で学びことができるため、効率よく希望進路進むこと
が出来る。しかし、他の職業への進路変更が困難と
いう問題点がある。将来その職業が代替されるリスク
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があるのではないかと懸念されることにより進学希望
者が減少し、一部の専門学校が閉校になってしまう
ことが予想される。
4.2.3 学生のアルバイトの減少

多くの学生が学業の傍ら、アルバイトを行っている。
厚生労働省が 2015 年に行った「大学生等に対する
アルバイトに関する意識等調査」[13]によると、多くの
学生が販売業務や飲食業などの軽労働で働いた経
験があると回答した。
表２.大学生等に対するアルバイトに関する意識調査
経験したことがある職種

スーパーマーケット
コンビニエンスストア
スーパー
アパレル
パン屋
洋菓子店
試食販売
その他販売
ホテル・旅館
結婚式場（ホテル内を含む）
居酒屋
ファーストフード
ファミリーレストラン
カフェ
寿司屋
上記以外のチェーンの飲食店
上記以外の個人経営の飲食店
アミューズメント関係
倉庫
(学習塾（個人指導）
(学習塾（集団指導）
学習塾（個別+集団指導）
家庭教師
試験監督
その他教育
医療機関
イベント会社
その他

人

114
155
22
38
28
39
26
77
35
36
113
75
62
61
28
105
74
24
22
145
33
36
91
67
35
23
81
59

出典（厚生労働省 2015 年 「大学生等に対するア
ルバイトに関する意識等調査」）
表 2 で示したような職場では、正規雇用で社員を
雇うよりも低コストで労働力を確保することができる非
正規雇用のアルバイトが主力となっている。しかし、
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学生のアルバイトを雇う際に労働時間の制限などが
課題となっている。今後 AI 技術の発達により、一つ
の職場に対してアルバイトの雇用人数が減少するこ
とが予想される。生活費を稼ぐためにアルバイトをし
ている人たちもいる。地方から上京し、一人暮らしを
している学生にとってアルバイトは生活費を稼ぐた
めに必要で、それができないと就学のために必要な
養育費を払う保護者の負担が大きくなることが予想さ
れる。
4.2.4 就職を希望する障害者

身体や精神に障害を持っている人にとって就職
は困難を要する。働くことにより収入を得ることや仕
事通じて人間関係を築くことなどを目的とする人たち
がいる。そのような人たちの就職のために障害者雇
用制度というものがある。障害者雇用制度とは厚生
労働省発表の障害者雇用率制度 [14]によると、従
業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占
める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を
「法定雇用率」以上にする義務があり、民間企業の
法定効率は 2.2％である。つまり 100 人規模の職場
の場合 2 人は障害者を雇用しなければならない[14]
と定められており、これまで障害者の採用経験のな
かった企業にとっては課題となっている。多くの障害
者を求人する際に、募集される職種として、清掃職
などの軽作業や事務職が多い。これらの職業は AI
の発達により無くなる職業と言われている。多くの企
業が障害者を雇用できない理由として適する業務が
ないというのがある。人工知能の発達により、就業機
会を逃してしまうことが予想される。
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表３ 自動化が不可能な職種
自動化が不可能な職種
内科医と外科医
歯科医師
社会奉仕活動管理者
特別養護教諭
聖職者
リハビリカウンセラー
夫婦家族セラピリスト
総料理⾧
幼稚園教諭
土木枝師
ファッションデザイナー
カウンセラー
弁護士
イベントプランナー
芝生の整備士
健康管理医
航空貨物監督
保育士
シェフ
電気技師
物理学者
美容師
コンシェルジュ
スポーツ競技者
動物学者
配管工
客室乗務
裁判官

5.

無くならない仕事の特徴

AI によって多くの職業に影響が出ることが予想さ
れる一方で、次にどのような職業が無くならないのか
について述べる。オックスフォード大学のオズボー
ン准教授が 2013 年に発表した論文[15]によると以下
の職業は自動化が不可能であるとされている。

経済学
輸送管理者
メイドや家政婦
医療機器製作者
レストラン以外のフードサービス

出典（Michael A. Osborne 2013 The Future of
Employment: How susceptible are jobs to
computerisation [15] ）
表 3 はオズボーン准教授の論文で挙げられた自動
化が不可能な職業を取りまとめたものである。表 3 の
職業から代替されない仕事の特徴は、業務効率以外
の要素を必要とする職業である。医療や教諭、カウン
セラーの場合、単に業務を行うだけではなく顧客との
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コミュニケーションのスキルを必要とする。またシェフ
の仕事は、料理を作って提供するという業務だけでな
く、メニューを開発しどのような調理法でどんな食材を
使うのか考えることが必要とされている。業務効率の
面から AI の方が上回る業務であっても、人間が仕事
を行うことにより付加価値を得ることのできる仕事は代
替されない可能性が低いと考えられている。
5.1

AI の活躍により増える仕事

現段階で AI が労働力として活用される際に、必
要となるのが AI を管理する役割である。実際に自動
運転によって無人で運行が可能となっている「ゆりか
もめ」[10][11]については、多くの管理システムが必
要とされており、現在そのシステムを管理しているの
が人間である。つまり自動化によって必要となるのが
機械を管理する人間である。また、AI の修理などを
行うエンジニアの需要も高まることが予想される。
6.

まとめ

本研究では、AI 技術がどのような職業に影響があ
るのかについて様々な関連機関による予想や取り
組みについて調査し報告した。日本が現在抱えて
いる高齢化社会において労働力の確保は重要な課
題であり、AI の技術発達や活用方法は注目されて
いる。今後の進路選択や職業選択において代替の
リスクを考えることが重要だと考える。AI の発達によ
り現在では存在していない新しい職業が出来ること
や、人の働き方自体が変わることが予想される。今
後の AI の発達に対してどのような影響があるのかに
ついて注視していく必要がある。

注

1. 情報社会(Society4.0)とは、情報にアクセスする際
に、人が介入する必要があるため、多数の情報から
必要な情報を見つけることが困難である社会
2. 第 5 期科学技術基本計画とは、科学技術の振興
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
めに平成 7 年に制定された「科学技術基本法」によ
って策定されたもの
3. 超スマート社会(Society5.0)とは、人工知能を活用
することにより、必要な情報が必要な時に提供される
ようになる社会
4. 機械学習とは、人間が自然に行っている学習能
力をコンピューターで実現しようとする技術や手法の
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こと。
5. 深層学習（ディープラーニング）とは、機械学習
の 1 つであり、ニュートラルネットワークを活用した技
法のこと。
6. ゆりかもめとは、東京の新橋駅から江東区の豊洲
駅までを結ぶ東京臨海新交通臨海線。自動列車運
転装置による無人自動運転を実施している。
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死生観がもたらすターミナルケアへの示唆

八木 悠亮

死生観がもたらすターミナルケアへの示唆
患者手記等に基づく分析
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外国語学部 外国語学科・国際交流国際協力専攻 千葉ゼミ
Yusuke Yagi
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概要：死に対する恐怖は死生観という形で宗教における重要なテーマになっている。事実、私が死に恐怖感を
抱いていることが研究するきっかけであり、自らの恐怖感の解明、および実際死に直面した患者の感情の理解
を、それらに関わる現在のターミナルケアと共に、昔から死生観に関わる宗教の考えと並行して分析しようと思
う。本研究では各宗教がもつ死生観を基盤に、具体的な患者手記、遺族手記、もしくは医者の手記など死に直
面した関係者の手記を用い、手記に書かれた患者が抱える死への思い、死の恐怖に対する行動を死生観の
観点から分析する。その上で、ターミナルケアに対して死生観がどのような価値を持つのか考察する。
キーワード：宗教, 死, ターミナルケア, ホスピス, 恐怖

1.

はじめに

宗教と死は結びついており、宗教はそれぞれ死
について異なる思想を持っている。火葬や土葬の違
い、墓の形状、葬式の形態など外見上の違いはもち
ろん、救い、苦しみなど死に対してもつイメージから
各宗教の内面的・思想的特徴や違いが見てとれる。
はるか昔から続く観念としての死のイメージは、人間
の思想の根源でもあると考えられる。
本研究は宗教と死の関連性を焦点に当てて研究
を行う。私自身死への恐怖があることが研究の着想
のきっかけであるが、尾方・岡本(2012)が述べるよう
に、死が知覚できないものであるという考えは多くの
若い人にも同様の大きな不安や恐怖を与えている。
死の恐怖をいかにして軽減できるか。一つの考え
方は死への向き合い方を知る、ということである。本
研究ではそれを知るために、実際に死と向き合った
経験を持つ人や、そのような人と触れあう関係者、例
えば遺族やホスピスで働く人のもつ死への視点を具
体的な事例として分析しようと考えた。
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以下、本研究では、宗教がどのような死生観をも
つかを概観する。その後、ターミナルケアの現状を
紹介した後、具体的な事例を文献調査と遺族の手記
に基づいて収集・分析し、死を前に最期の暮らしを
過ごす場であるホスピスでの宗教の役割について考
察する。特に、今回の研究で始めて知ったホスピス
で活動する臨床宗教師に関しては詳しく紹介し、こ
の職業が日本のターミナルケアにおいてもつ役割
についてコメントしたい。
2.

宗教と死生観

まず、本研究ではキリスト教、仏教、イスラム教とい
う世界の主要宗教について、その死生観を概観する。
また、日本における無宗教の死生観も提示して比較
検討する。
2.1

キリスト教の死生観

キリストは中東ユダヤのベツレヘムにて父ヨセフと
母マリアの子として生まれたとされている。キリストは
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少年期旧約聖書を読み、当時のパリサイ派と呼ばれ
る人々の法律義に疑問を持った。その後バプテスマ
のヨハネと呼ばれる者に洗礼を受け、宣教を始めた。
宣教を始め、キリストが人々の関心や人気を集め
たことに危機感を持ったローマ帝国政府は、キリスト
を紀元前 30 年に「ローマ帝国に対する反逆罪」によ
りエルサレムで十字架に処した。
キリスト教における死生観を調べるために、聖書
から情報を集めていく。
旧約聖書は神と人間の間に交わされた古い契約
である。神が想像された人間が自分を創造した神と
いう存在を無視し、自らの人生をわが物として生きる
人間の勘違いが神の怒りを買った。その罪を、罪も
傷もないキリストが背負い、血を流して死んだことに
より人間が神に受け入れられた。そして、処刑から三
日後にキリストは蘇った。
新約聖書は蘇ったキリストによって新しくされた神
との新しい契約である。キリストの処刑が神への生贄
となったため、神への生贄が必要なくなり、人類の過
去・現在・未来すべての罪がキリストにより赦されたと
考えられる。キリスト教にとって生は、生まれながらに
して罪を背負い、苦難や迫害の中に肉体を置き、救
いへの希望（死）を待ちながら信仰し続けることであ
る。またキリスト教にとっての生は人間を支配する力
であり、人間の心が罪に支配されている限り、これを
終えるためには死に行きつくという考えがある。死に
行きつくことにより、キリストを信じる者は、人間の体
が死に至ることで罪の力からの自由を与えられ解放
されると考えられている。

八木 悠亮

ずウルヴェラー森に入り６年苦行し、各所で座禅をし
たが彼にとって適当ではなかった。最終的にウルヴ
ェラー村に近いブッダ・ガーヤーの中央にあるパッ
ピラ樹（菩薩樹）に下に 37 日間座禅を組み、生老病
死からの解脱を得た。35 歳で成道、80 歳でタシナー
ガラ沙羅双樹の樹の間に床を敷かせ頭を北に、右
脇を下にして横になり自らと教えをともしびにせよと
言い入滅（死亡）。
生について仏教は、生きることには何の意味もな
い、命には何の目的もない、いつでもその時々に全
身全霊で行動すると考えている。ブッダの説く「一切
皆苦」とは人生は思い通りにならないこと、「諸行無
常」とはすべてが移り変わるもの、「諸法無我」とはす
べてはつながりの中で変化しているということ、「涅
槃寂静」は仏教が目指す悟りということである。また
仏教では、涅槃寂静以外を煩悩とする。煩悩を消し
去り安らかな心を持って生きることが涅槃寂静になる。
煩悩をコントロールし苦しみのメカニズムを理解して
生きることが仏教の教えである。
仏教では基本的に一生苦・老苦・病苦・死苦の
「四苦」が存在している。それぞれ、生まれることは
苦であり、病むことは苦であり、死ぬことは苦であると
いうことを意味している。この宗教において、生は死
と切り離して考えることができない。
2.3

イスラム教の死生観

現在仏教は様々な宗派に分かれているが、仏教
を創始したのはゴーダ＝シッタルーダ（以下ブッダと
記す）である。
ブッダ誕生説話にマーヤー夫人の右脇から生ま
れ東西南北それぞれ七歩ずつ歩んで右手を天に向
け、左手を地に向け「天上天下唯我独尊、三界皆苦
我当安之」と言ったとされる。この意味は、右方はイ
ンドの上位を意味し、脇から生まれることはクシャトリ
ア（武士・王族階級）カーストを意味しており、すなわ
ちブッダは優れた王族であることが伺える。
その後ブッダが 29 歳の頃、解脱を求めてカピラ城
を出て（一般的には出家）、マガダ国の首都ラージ
ギリ（王舎城）に至り、多くの聖者を訪れたが満足せ

イスラム教は一神教であり、イスラム教徒は、神と
は世界とその中の全生命の創造主を意味し、また彼
らにとってアッラーは全宇宙の主である。イスラムと
はアラビア語で「神への帰依」という意味がある。イス
ラムの教義ではアッラーは天使ガブリエルを通じて
預言者ムハンマド・イブン・アブド・アッラー（以下ム
ハンマドと記す）に啓示を下し、ムハンマドがこの啓
示を声を上げて唱える行為を書物化したのが通称
「コーラン（アル・クルアーン）」というイスラム教徒の
聖典である。
彼は象の年 570 年に生まれたとされている。これ
はエチオピア将軍のアブラハが遠征に失敗した年と
されている。メッカが難を逃れたこの事件があったこ
の年を、将来神の使途となるムハンマドが誕生した
年として新しい時代への画期を成すものと捉えたと
思われる。彼が 40 歳の時に最初の神からの啓示を
受け預言者として、内部抗争の調停者として活躍し、
メッカのクライシュ族をイスラム共同体に組み入れる
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ことに成功したが、623 年メッカ巡礼を行った後メディ
ナで生涯を閉じた。
イスラム教にとって生きることは、聖典であるコーラ
ンの第一章にも書かれている「スーラト・アル・ファー
ティハ」の始まりの章にあり、神性について記されて
いる。以下はその要約である。
神は慈悲に溢れているとされ、罪人であっても悔
い改め、崇拝と宗教の生活に戻る限り、神は許す。
そしてまた神は人間に恵みを惜しみなく与えるとさ
れている。それによって人間はこの世界を生き、コ
ーランに従い、最期には救いへ至る道の案内を得る。
人間はその人生の中でムハンマドの教えによって人
類の罪の邪悪さを警告され、神を認識させられ、正
しい崇拝を教えられる。彼の戒めに従うものがどのよ
うな応報を受けるかが示されているため、神の慈悲
を勝ち取るために人は真摯な人生を送る。

八木 悠亮

としては、キリスト教関係の建築物に地鎮祭を行うと
いうものがある。それほどに日本では宗教的儀礼の
雑多さが目立っている。先祖崇拝と魂の考え方を仏
教的に仕立て上げられ諸々の習俗となっているとさ
れる。
宗教を信仰しない日本人の死生観については、
「バブル崩壊後の 18 年間で死を語ることを人々は厭
わなくなる。（中略）大学の授業にも、また初等の教
育にもごく普通なこととなって登場してきている。しか
しその道の人材はなお不足していると言わなければ
ならない。（中略）断片的観想というレベルの死生観
は出ているが、一貫性と体系性がなかなか形成され
ないのは日本人の特質なのかもしれない（熊沢
2009）」としている。
以上概観した 3 つの宗教の死生観についてまと
めると以下のようになる(表 1)。
表 1 死に関する考え方

他の二つの宗教と違い、イスラム教には二つの死
という考えがある。一つ目は、神が審判の主催者で
あるため、審判の日に救われた人間は天国に行き、
そこには湧き流れる泉のある豊かな庭園があり、至
上の食べ物や飲み物を楽しむことができるというもの
である。二つ目は、地獄の業火の応報である。己が
堕落の道に執着する罪人の、肉体と精神の両方で
苦痛を味わうというものだ。胸と頭は絶望と恐怖にあ
ふれ、業火と溶鉱に責め苛まれる。
この考えがあるため、イスラム教徒はムハンマドの
教えに従い、天国に行けるように日々を過ごしてい
ると考えられる。
2.4

無宗教の死生観

ここで、宗教を敬虔に信仰する傾向が少ない日本
の人々の価値観を提示し、死に関する思想につい
て前出の宗教と比較してみる。
熊沢（2009）によれば、江戸時代のキリスト教弾圧、
および戦争中における国家総動員法で仏教から民
衆の宗教までも監視の対象となったことがトラウマと
して日本人に色濃く残り、また一方で厳格な一神教
（キリスト教やイスラム教など）を避けるなど、宗教ア
レルギーが起こっているという。
しかしながら、「誕生の際はお宮参り、教会で結婚
式、最期は家の宗派の仏式葬式」（熊沢 2009）と、日
本人は数多くの宗教的儀礼を執り行う。興味深い例
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死後の世界

死への恐怖

死からの復活

ない（死による罪からの
キリスト教

ある

ある
解放）
ない（死ぬことは自明で

仏教

ある

なし
ある）

ある
イスラム教

場合によりある（神の審

なし

判で地獄に行く可能性が
ある）

無宗教

ない

ある

なし

表から分かるように、死に対する各宗教のアプロ
ーチは実に様々であるが、いずれも死の先に待つ
世界や死の恐怖を軽減する思想をもっていることが
分かる。
例えばキリスト教にとって、死とは悲観的な考えで
はなく、むしろ生きていることの方が苦しいことである
ことをその死生観から読み取ることができるのである。
同様に、仏教においても人間は生まれた時から死
ぬことが決まっており、死に向かって生きていくこと
が人生とされる。つまり生まれながらにして老い、病
にかかり、死ぬことが決まっているのだから死ぬこと
を恐れず、悩まず生きていくようにすることが、仏教
における死という教えであると考えられている。
3.

現代医療と緩和ケアの現状

本節では、現代医療の現場でのターミナルケアの
現状について紹介し、そこで宗教が果たす役割に
ついて先行研究を紹介する。
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3.1

ターミナルケアにおけるジレンマ

鶴若（2007）は、ホスピス・緩和ケアの臨床現場で
看護師が感じている倫理的な葛藤について、「ホス
ピス・緩和ケアにおける倫理的問題は多岐にわたっ
ているが、特に臨床現場でジレンマになることは、真
実を知らせることそのものについてではなく、いかに
希望を失わせずに、末期患者へ医療情報の開示を
行い、死にゆく人を支援していくかというコミュニケー
ションに関する課題であった」（鶴若 2007：20）と述べ
る。
ターミナルケアの現場での主な葛藤が、患者に病
状の真実を教えることそのものよりも、末期患者の生
きる希望をできるだけ失うことなく病状を開示すること
の円滑なコミュニケーションを行うことであるという指
摘は重要である。真実を伝えることは患者自身に、
自分はもう助からないと思わせてしまう可能性を大い
に含んでおり、患者の余生をより豊かにしていく場で
あるホスピスとしてそのような事態は回避するべきで
あるため、この点が大きな葛藤となるのだと考えられ
る。
3.2

ターミナルケアと宗教

2.4 節で述べたように、日本では宗教的儀礼の雑
多さばかりが目立ち、無宗教というよりは宗教の忌
避・宗教アレルギーといった感覚が強い。このような
状況で、日本のターミナルケアにおいて宗教が果た
すことができる役割にはどのようなものがあるだろう
か。
石井（2007）は終末期医療と宗教との関わりにつ
いての論文である。医療現場と宗教の関係について
石井は宗教のもつ死への不安に対応する役割を認
めながらも「近代医療を提供していると標榜する医療
施設において、『宗教』は排除されがちであり、『宗
教』にかかわる実践活動は、一般的に受け入れやす
いものとはいえない」（石井 2007：63）と論じ、宗教の
もつ難しい立ち位置を指摘している。
1
さらに、宗教が排他的扱いを受けること に関し、
石井は「日本においては『宗教』と聞いただけで拒
否反応を示し、距離を置きたがる傾向がある。（中略）
欧米では医療施設において宗教者の存在は認めら
1

宗教が煙たがれる原因として、オウムから始まる宗教への
偏見であることが推察できるが、今回は扱わない。
2

八木 悠亮

れたものであるが、日本においては特別なものとし
てとらえられがちである。しかし、病める人への思い
は医療従事者と何ら変わりはなく、また、信仰をもつ
医療従事者にとっては、宗教の存在は助けになるこ
ともあるのだ」（石井 2007：77）とあり、宗教を忌避す
る現象が日本に顕著であるとしている。日本におい
て現代医療と宗教との関係はそれほど密接ではな
いということになる。
4.

事例研究

ここでは 2 節で紹介した 3 つの宗教に基盤を置く
病院と宗教の関わりの事例をそれぞれ紹介する。そ
の前に、「臨床宗教師」という聞き慣れない職業につ
いて解説をおこなっておきたい。
4.1

臨床宗教師とは何か

高橋（2015）は仙台で行われたがん医療フォーラ
ムで「臨床宗教師」という職業の理念と現状について
2
論じている。臨床宗教師について、「岡部健 先生は
『死に向かい合う現場に医療者とチームを組んで入
れる、日本の宗教性にふさわしい』チャプレンのよう
な宗教者の必要性を指摘されていました。（中略）私
が視察したアメリカの病院では、キリスト教の方を中
心に、仏教、イスラム教など各宗教に対応するチャ
プレンがいました。こういう専門家が活動する場はど
うあるべきか、日本でどのように根付かせるか、が問
題になります。『亡くなったご親族がお迎えに来た』
という患者さんに、宗教者だったら何か違う対応がで
きるのではないか。医療スタッフとは違う角度から、
ケアのチームに加われるのが宗教者ではないかと
考えています」（高橋 2015：l2）と述べている。
チャプレンとは簡単に言えば、教会以外の場、例
えば学校や病院などで活動する聖職者のことである。
チャプレンが医療従事者と共に働く光景が、患者に
とって違和感が生じない状態が日本に根付いていく
には、既に述べた宗教への偏見の件や信仰心の薄
い日本人の気質を考慮するとかなり長い道のりが必
要であると考えられる。
臨床宗教師の役割について高橋は「傾聴、セルフ
ケアのサポートです。宗教者だから『救う』ということ

医療法人社団爽秋会緩和ケアクリニック仙台開設、緩和ケア
やチャプレンなどに詳しい。

医療法人社団爽秋会ふくしま在宅緩和ケアクリニック開設、
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ではなく、セルフケアのお手伝いをするという意識が
強いと思います」（高橋 2015：l32）と語っている。あく
まで説法など、宗教的な教えで死から逃れさせようと
いうわけではなく、ゆっくりと相談をし、患者の不安
や恐れを丁寧に和らげていくことが臨床宗教師の役
割であるということを説明している。

表 3 看護師の思いと関わり（上田 2010）
カテゴリー

サブカテゴリー
穏やかにすごしてほしい

願い
生きる意味を一緒に見出したい

思
い

看護の基盤が問われる
嘆き

自分の無力さに打ちのめされる
宗教的ペインには太刀打ちできない
その場に居合わせる
患者の心に聴く

4.2

寄り添う

事例 1：キリスト教系病院

関心を行為で伝える
祈る

上田（2010）の研究は、キリスト教系病院のホスピ
ス病棟で末期がん患者のケアに 3 年以上携わった
看護師をもとに論じられている。看護師が語った患
3
者のスピリチュアルペイン には以下の 4 つが挙げら
れている(表 2)。
表 2 患者のスピリチュアルペイン（上田 2010）
苦痛の意味を問う苦しみ

なぜこんな病気になったのか？
なぜ自分が苦しまなければならないのか？

生きる意味の喪失

動けない状態で生きていても何の意味もない

何も役に

立てない
こんなに苦しいならもう休みたい 直らないなら早く死
にたい
家族に負担をかけて生きて何の意味があるのか？
死後の不安

死んだらどうなるの？天国へ行けるか？
神様のところへ行けるか？罪から救われるか？永遠の命
（命の復活）は本当か？

虚無・孤独

死んだら何も残らない
この苦しみは誰もわからない

上田によれば、こういった患者のほとんどが特定
の宗教を信仰していなかったという。一方、キリスト教
を信仰している患者に関しては、看護師は「ほとんど
の患者さんが神様とのつながりを信じておられて、
チャプレンとの対話があるからか穏やかに過ごされ
ることが多い」（上田 2010：25）と語った。
上田はまた、看護師はこのような患者のスピリチュ
アルペインに対し、「願い」と「嘆き」の２つの思いを
抱き、「寄り添う」、「チームで担う」「基本的ニードを
満たす」「希望をつなぐ」という 4 種類の関わりをして
いると分析する(表 3)。

3

ケアの方向性をチームで探る

関
わ
り

チームで担う

チャプレンに委ねる
家族との架け橋になる
基本的なケアを怠らない

基本的ニードを果たす
身体症状の除去に努める
再会の望みに心を合わせる
希望をつなぐ
魂のつながりを信じる

上田が観察する看護師の「願い」は穏やかに過ご
しながら、生きる意味を一緒に見出したいということ
である。疾患に伴う身体的苦痛、活動性の低下など
の身体的に極限に置かれた患者は、自己存在の意
味を喪失し死を望むほどまでに苦悩しているので、
その大切な命を支え寄り添い、強い意志をぶつけた。
一方、「嘆き」について看護師は、日常生活援助
を通して、患者から生や死という人間の根源に関わ
る問題を投げかけられ、躊躇する地点から向き合う
地点に移るために死生観や宗教間のありようという
「看護の基盤」に辿り着いた。そしてこの問題を問い
続け、「看護の基盤」を確立していく事が患者のスピ
チュアルな問題を緩和することにつながると確信し
ている。チャプレンに委ねる事での関わりは、看護
師では介入できない患者の宗教的ペインを緩和す
る可能性が高まり、看護師自身の精神的負担を軽減
し、看護師の専門的領域に力を注ぐことができるとい
う意味を持つと考えられる。宗教が、死という人間の
力では解決できない苦悩を、絶対者に信頼を寄せ
そこに理解を求める。キリスト教の場合、絶対者とは
イエス・キリストであり「キリストの復活」信仰が死後の
不安を和らげている。
この結果より、看護師が何を目指すかという理念・
信念や、患者の苦痛の４つの特性、ケアが提供され
る場の状況、その領域に特徴的なケアをさらに追及
していく重要性が示唆された。それによって、医療
従事者とチャプレンの効果的なケアを患者に対して
行えると思われる。

終末期患者の死への恐れに関する精神的苦痛のこと。
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4.3

事例 2：仏教を基盤としたホスピス

崎山（2012）はホスピスにおける、僧侶が果たす機
能についての研究である。論文中に出てくる病棟は
仏教を基盤としたホスピスを目指す運動の中で建設
4
され、現在に至る。
仏教を基盤としたホスピスが生まれた背景には、
仏教式の葬儀や儀礼がある日本に適合しているとい
う考えがあるようだ。確かに、日本で葬儀や墓などを
思い浮かべる際に出やすいイメージは仏教のもの
である。
この病棟でのケアは仏教を宗教の意義としてそれ
をただ引用するだけではなく、「『仏教』をいわば記
号とし、それを象徴的資源としながら時空間の意識
を活性化・更新するもの として位置づけ」（崎山
2012：70）ている。この病棟で活動している僧侶はホ
スピス内で行われる諸行事に積極的に参加し（この
際袈裟は着ず普段着で参加する）、僧侶と患者とい
う関係性から、人と人、という関係性に持ち込んでい
る。これは、僧侶の正装である袈裟が葬式を連想さ
せ、僧侶が院内にいる違和感を演出してしまってい
るからである。その違和感と忌避感を払い、傾聴に
持ち込むために、これは宗教家とその門下の関係に
ありがちな上下関係を払拭させる機会として有効に
活用できている。
4.4

事例 3：イスラム教と医療現場

三岡（1995）はインドネシアでのスピリチュアルケ
アの事例として、イスラム臨床における宗教家の役
割について記している。
患者の声を傾聴する点はやはり他の宗教と同じで
あり、家族、経済、医療者への注文、治療法など
様々なことを話すことができる。
イスラムの臨床に関してはしかし、他の宗教にお
けるスピリチュアルケアと違う特徴が見られる。三岡
によれば、そもそもイスラムでは健康や病は神の意
志であるという考えがあるとされる。そのため病に対
する回復力・治癒力も神の力であると考えられ、病気
に対して宗教的な意義が強い宗教であることが伺え
る。そのため、イスラム教徒への宗教的配慮が他宗
教と比べて目立っている。
ベッドの上からでもメッカへの祈りができるように
「タイヤムーン」という方法が教えられ、苦痛に対する
4

事例の資料において、この病棟は「A 病院」と名前が伏せら
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祈りの姿勢・言葉もパンフレットで説明がされる。手
術前の患者に対して神の加護を与え、死をまさに向
かえようとする患者に対しては耳元で「アッラーのほ
かに神はいない」と唱えるなど、非常にイスラム色の
強い活動になっている点で異色である。
5.

遺族の手記・体験談の分析

この節では、実際に母を末期ガンで亡くした方の
体験談を実際に会いお話しした内容をメモに取った
紙の媒体で得、それをまとめたものをここに記してい
く。
5.1

体験談 1

以下はその体験談である。
「2018 年 1 月に母が末期がんで亡くなりました。その
経過の段階で私が医師の意見をもとに様々な治療
を母に施しました。最初はガンマナイフ。
初めのうちは脳のガン細胞にとても効果があった
のですが、やがて衰弱が激しくなり、食事や歩行が
できなくなり入院に至りました。亡くなる２日前に医師
より、『体の血液がいたる所から漏れていて輸血をし
ないと今日にも亡くなってしまいます』と言われ選択
を迫られました。母は輸血をしたらどのくらい生きら
れるか？と問い、医師は正直２日間くらいと答え、２
日間なら苦痛から解放してあげたいので、拒否する
ことにしました。結果、翌日に母は亡くなりましたが、
その際、母はできる限り長く生きていてほしいが、苦
しむ時間が短くてよかった」
この遺族の方の最初の体験談からは、患者には
生きてほしいと、あらゆる手段を施そうとしていたこと
が伺える。しかしながら、徐々に衰弱していくさまを
見て、さらに医師に処置を施すかの選択を迫られ、
患者に苦しみと痛みを与えるだけではないかと考え
ていく。そして最終的には処置を施すことをやめる
に至る、一連の経緯を読み取ることができる。
5.2

体験談 2

また、同じ方の体験談に、すでに亡くした母の話
の他に、まだ存命である父の話も聞くことができた。
亡くなった患者と存命の患者の対応を比較するため、

れていた。
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以下に記す。
「次に父の事。父は数年前から認知症を患い、徘徊
や、統合失調症など介護が困難になり、その上母が
末期ガンだったため、介護施設に入居していました。
2017 年 4 月に肺炎にかかり、誤嚥性肺炎を繰り返し
たので入院することとなりました。
今は、食事ができるようになり、日々回復に向かっ
ていますが、一時期食事が全くできず医師からこの
ままの状態が続くと１～２週間で亡くなります。『胃瘻』
の選択を迫られました。その際私は、『人間は口から
食物を入れ咀嚼する生き物です。口から食物を食べ
られなくなったら人工的な延命処置は必要ない』と
答えました。
人工的な栄養摂取、白い天井のみを見て一日中
過ごし、言葉も発する事ができないのは人として生き
る事の限界なのではと感じた。海外では高齢者に点
滴や人工栄養で延命する事は非常識と国民は確認
していると聞いた事がある。日本人の認知症高齢者
の七割が胃瘻をしていますが、これは日本だけです。
『生きる』ことと『生かしておく』ことは別のこと。」
2 つめの体験談では、母を亡くした後であるため、
最初から延命することが苦であることを実感している。
そのためか、父の胃瘻を拒否している。今回体験談
を提供してくれた遺族の方は、患者を生かせることよ
りも、人として楽にさせる方を選択したと見られる。
6.

考察

今回取り上げた事例は、患者が末期ガンであり、ベ
ッドから動けない状態であった。さらに、生きていく
には様々な処置が必要とされるほどの重篤な症状
であったことがわかる。
患者本人でないため推測の範囲になってしまうが、
一般的に、自分の身体がガンに侵食され、移動も食
事もままならない状態は死が隣にいる感覚であろう
と考えられる。しかし全くのケアがなかったかというと、
そういうわけでもない。体験談に出た患者は健康な
状態と比べると不完全ではあるが、意思の疎通はで
きたため、患者の親族が高い頻度で訪れ、コミュニ
ケーションをとっていた。これもある種の「傾聴」であ
り、対等な立場での対話が実現できていると言える
だろう。
だが、このケアでは「現状の痛み」を和らげること
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はできても「死」そのものの恐怖や不安を軽減させる
ことはできないと私は考えている。なぜならば、親族
は一般人にしかすぎず、彼ら自身はスピチュアルな
存在ではなく、死と結びつく宗教的ケア。患者のもと
を訪ね、そこでコミュニケーションをとったとして、面
会時間外では彼らはいない。近いうちに親族が来る
希望は持てども、それは未来を生きる希望ではなく、
長く彼らと関わりを保ちたい、生へしがみつきたいと
いう気持ちへ向かう可能性がある。なぜならば、患者
は死に対する考えや覚悟を持つための準備が、臨
床宗教師によって成されていないのである。生への
渇望は、死に対する恐怖が増すだけに終わり、親族
のケアが患者を蝕む結果になりかねない。そのリス
クをクリアするために、死への造詣が深い臨床宗教
師によるケアが重要になる。
本研究では３つの宗教を取り上げた。亡くなった
患者は熱心ではなかったが仏教に属していたため、
このケースでは仏教の終末医療が適切であると言え
る。冒頭で記した通り、仏教において死というものは
生まれた時点ですでに決まっている事象であるとい
う教えがある。病や老い、そして死への苦しみを恐
れずに一生を全うするというものが仏教である。ガン
が身体を蝕むのも、死に近づきつつあることも全て
は生きている上で必然であると思えば死への恐怖も、
受け入れられるものになると考えられる。私見ではあ
るが、このように記してしまうと一種の諦観にも見られ
る。そこを死に対してどのようにして前向きに考えら
れるように患者と対話していくかは、宗教者次第であ
ろう。
7.

まとめと今後の課題

今回の研究においては、患者を亡くした遺族の方
の意見を集めるのに充分な時間をとることができな
かった。大変繊細な課題であり、そのためにも、調査
期間と調査対象の決定をもっと早くおこなうことが必
要であった。
また、本研究で取り上げた宗教はいわゆる世界三
大宗教というものであり、最も当てはまる患者が多い
であろうと踏んで調査対象にした。今回は論じなか
ったが、調査中に新興宗教のホスピス施設があるこ
とがわかった。このような施設におけるケアの状況に
ついての調査も今後の課題である。
また、新興宗教によって生まれた現代日本人と宗
教というものの間にできた、偏見による溝をどのよう
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に埋めていくのかが課題となる。仏教を形式上信仰
する日本人は多いが、真に宗教的な観点からの死
を理解する者は少ないと見られる。宗教に対する忌
避の壁を崩し、医療と宗教が同じ現場で共存し、補
い合える関係に昇華できるかということも、今後の調
査課題に含めていきたい。
私にとって「死」とは、死後のことがわからない恐
怖と、最期がどうなっていくのか（痛みや苦しみなど）
という不安そのものである。
しかしながら、宗教を信仰する者にとっては、死は
解放であり、または必ず来る自明のものであり、ある
いは正しく生きていれば救いになるものである。恐
怖であることには変わりがないが、宗教的な「大いな
るもの」の存在を信じることによって死の恐怖を和ら
げおだやかな方向に向けることができることが先行
研究の事例調査で明らかになった。
さらに、今回の遺族による体験談の分析で明らか
になったのは２つのことであった。まだ目の前で患
者を亡くしておらず、助かる希望があるのならば助
けようとする動きを最初に見せること。その後、苦し
む様子を確認した遺族は、徐々に衰弱していった亡
くなった患者の経験から、存命の患者を処置により
苦しませることなく、自然に死に向かわせる事を選択
したこと。これらのことから一度人の死を経験すること
によって、患者の苦しみを感じ取り、その経験から次
の患者の人としての緩やかな終わりを与えようとする
行動が確認できた。
最後に、「臨床宗教師」の取り組みが宗教色の強
いものばかりであるという印象を今回の調査で崩す
ことができたのも大きな収穫である。日本において
は、医療と宗教が邂逅することが、患者に死や葬式
を連想させる風潮が根付いているように思える。この
ようなイメージを払拭し、死にゆく人々への心のケア
を積極的に進めていくことが日本における今後の終
末医療の大きな課題である。

八木 悠亮
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概要：自動運転車は、今までの自動車とは全く異なり、運転者が運転操作をしなくても動く自動車である。「完
全」自動運転車は、現在自動車メーカーや、Google などのテクノロジー企業が 2020 年の商品化に向けて開
発を進めているところであるが、その販売や普及にむけては、法律を含め様々な課題が残っている。本研究で
は，私たち消費者の中でも完全自動運転車に対する関心と自動車の変化を受け入れられる程の需要があるか，
アンケートを通じて調査する。
キーワード：車，人工知能，自動運転，運転支援システム

1.

はじめに

完全自動運転車とは，運転者が操作をする必要
がなく，自動で動く自動車である。現在自動車メーカ
ー各社や，テクノロジー企業などが開発を進めてい
る完全自動運転車は、2025 年までに普及させると内
1
閣から発表があり世間を驚かせた （平成 30 年 8 月）。
実際，トヨタ自動車は 2019 年 1 月 9 日に，アメリカ
ネバダ州ラスベガスで開催する 2018 International
CES（家電機器見本市）にて，企業向けの完全自動
2
運転車「e-Palette Concept」を発表した 。この e-Palette
Concept は電動化，コネクティッド，自動運転技術を
活用した MaaS 専用次世代 EV である。そのほかに
もフィンランドの地元企業 Sensible 4 と，「無印良品」
を運営する良品企画（日本）との共同プロジェクトで
完全自動運転のバス「ガチャシャトルバス（仮称）」が
3
2020 年実装に向けて開発中である。
各自動車メーカーが普及に向けて開発している
完全自動運転車だが，果たして完全自動運転車は

1

ＳＩＰ（第 2 期）研究開発計画の概要
https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/kenkyugaiyo2.pdf
（最終閲覧日：1 月 18 日）
2

鶴原吉郎 (2018)『EV と自動運転 クルマをどう変えるか』
岩波書店.

2018 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

普及するだろうか。そのカギを握るのは、完全自動
運転車へのユーザーの関心と、自動車の変化を受
け入れるだけの需要が消費者側にあるかということ
だと考えている。本研究では、開発者，販売者，消
費者という自動車に関わる 3 つの異なる層に対して
アンケート調査をおこない、完全自動運転車に対す
る関心と到来する自動車の大きな変化を受け入れら
れる程の需要があるかを考察する。

図１e-Palette Concept（引用：トヨタ自動車）
3

森口将之 「『無印良品×北欧×自動運転』の意外な仕掛け
2020 年実用化のバスにデザイン提供した理由」
https://toyokeizai.net/articles/-/250460 （最終閲覧日：
2019 年 1 月 4 日）
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図 2 Gacha シャトルバス（仮称）（引用：良品計画）
2.

自動運転車の定義

自動運転は、自動運転システムへの依存の度合
いによっておおむね図 3 のように 5 つにレベル分
4
けされる。

早川 幸之介

う限定的な自動運転。運転操作のバックアップ
はドライバーが行う。
レベル 4
 悪天候や，視界の悪い環境下以外でハンドル
操作と加減速の操作の実行，走行環境のモニ
タリング，運転操作のバックアップをシステムが
行う。
レベル 5
 考えられるすべての環境下で，加減速とハンド
ル操作，走行環境のモニタリング，運転操作の
バックアップをすべてシステムが行う。
3.
3.1

研究の狙い・先行研究
研究の狙い

先ほども述べた内閣府が発表した完全自動運転
車の普及があげられる。
完全自動運転車の普及のカギを握るのが，私た
ち消費者が完全自動運転車に対する関心と，自動
車の変化を受け入れる需要があるかにかかっている
（鶴原 2018）。
私たち消費者は，完全自動運転車に対する関心
と自動車の変化に対応できるほどの需要があるか，
アンケート調査を通じて調査する。
図 3.自動運転のレベル分け（引用：国土交通省）
レベル 0
 ドライバーが加減速と操舵を行う。走行環境の
モニタリングと，運転操作のバックアップもドライ
バーが行う。
レベル 1
 加速，操舵，制御の中から，いずれかの操作を
システムが行うが，走行環境のモニタリングや，
運転操舵のバックアップは，ドライバーが行う。
自動ブレーキがこれに該当する。
レベル 2
 システムがハンドル操作と加減速を行うが，走
行環境のモニタリングと，運転操作のバックアッ
プはドライバーが行う。
レベル 3
 ハンドル操作と，加減速の実行はシステムが行

3.2

先行研究

先行する研究事例として，九州大学・都市工学研
究室と株式会社デンソーが共同で，消費者が完全
自動運転に期待するメリットや不安要素などやその
他世帯・個人属性が自動運転機能の購入意思と購
入意思額に与える影響を統計学的に分析した。
3.3

仮説

この先行研究では，完全自動運転車の需要を分
析したものである。本研究でも需要を取り上げる完
全自動運転車の需要と，完全自動運転車のメリット
デメリットを調査している。しかし、実施したアンケー
トは回答者の情報が細かく設定されておらず，また
回答者の自動車に関する知識には言及されていな
い。
本研究が想定するのは，自動車を自分で運転し
ていない人と運転している人，自動車に関心がある

4

NHTSA（米運輸省道路交通安全局）がレベル 0~4 に分け
た定義が主流だったが，最近は SAE（自動車技術会）インタ

ーナショナルが定めたレベル 0~5 の分類を使うことが多くな
っている（鶴原 2018）。

110

2018 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

完全自動運転車は普及するか

人とそれほどない人で完全運転自動車に対する需
要の感覚が異なるということである。そこで，自動車
に関する知識がある人，自動車を長く使用している
人ほど，完全自動運転車を受け入れやすいという仮
説を立てた。
4.

アンケートの概要

4.1

フェイスシート

回答者の特性を把握するため以下の質問を設け
た。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.2

性別
年齢
職業
自動車関連の会社に勤務しているか
免許証の有無
車を所持しているか
自動車の知識調査

続いて，回答者はどれぐらい自動車が好きか，回
答者の自動車の知識はどれぐらいあるか，以下の質
問を設け，「分からない」を含め 7 つの尺度を用意し
て回答してもらった。





自動車が登場するゲームをプレイする
自動車雑誌を購読する
自動車系の動画を視聴する
車名ではなく型式を言う癖がある

4.3.1 完全自動運転車に対する関心

回答者には，完全自動運転車について関心があ
るか，また完全自動運転車の何に関心あるか、以下
の質問を設けて，適切な尺度を回答してもらった。




「自動車の完全自動化」について大まかに言っ
てどの程度関心があるか
完全自動運転車の法律に関心があるか
完全自動運転車を開発する企業（全体的に）に
関心があるか

この設問群の選択肢は以下の 5 つであった。
1. とても関心がある
2. 関心がある
3. どちらかといえば関心がある
4. 関心がない
5. 全く関心がない
4.3.2 機能の利便性

回答者には，完全自動運転車の機能の中で以上
の機能 2 つ（交通状況のモニタリング/緊急時の対応）
を例として挙げ，適切な尺度を回答してもらった。
この設問群の選択肢は以下の 6 択である。
1. とても便利に感じる
2. 便利に感じる
3. まあまあ便利に感じる
4. あまり便利に感じない
5. 便利には感じない
6. 全く便利に感じない
4.3.3 完全自動運転車は危険か

この設問群の選択肢は以下の 7 つである。
1. よくする
2. する
3. まれにする
4. どちらかといえばする
5. どちらかといえばしない
6. まったくしない
7. わからない
4.3

早川 幸之介

完全自動運転車に関する設問

続いて，本題の質問に入る。完全自動運転車に
対する関心，完全自動運転車に搭載されているシス
テムの利便性，完全自動運転車の危険性について
質問した。
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回答者には，完全自動運転車は危険かを設け，
適切な尺度を回答してもらった。
この設問の選択肢は以下の 7 つである。
1. とても危険だと思う
2. 危険だと思う
3. どちらかといえば危険だと思う
4. どちらかといえば安全だと思う
5. 安全だと思う
6. とても安全だと思う
7. わからない
4.3.4 完全自動運転車について不安な点

回答者には，完全自動運転車の不安な点を 9 つ
選抜し，それぞれ適切な尺度を回答してもらった。
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人との接触
車との接触
壁との接触
視界が悪いとカメラが認識されず，危ない
乗っ取られて暴走しそうだ
盗難されそうだ
車酔いのリスクが高まりそうだ
薄い車線の道や、車線のない道を通ると交
通事故が起こりそうだ
普通の自動車に乗り換えた時に、危険回避
ができなくなりそうだ

この設問群の選択肢は以下の 6 択である。
1. とても不安に感じる
2. 不安に感じる
3. まあまあ不安に感じる
4. あまり不安に感じない
5. 不安に感じない
6. 全く不安に感じない
4.3.5 煽り運転による事故・事件

現在話題になっている煽り運転による事故や事件
は，完全自動運転車が発売されたら無くなるか，適
切な尺度を回答してもらった。
この設問の選択肢は以下の 6 択である。

早川 幸之介

5.
6.
7.

どちらかといえば反対
反対
わからない

賛成と答えた人が回答する賛成の理由（3 つまで）
 免許証を持っているが、運転することができな
いから
 運転操作が面倒だから
 自分の運転技術に自信がないから
 高齢者や急病人による事故減少が見込める
から
 人的ミス（ペダル踏み間違い・居眠り等）による
事故減少が見込めるから
 高齢者は免許証を返納する必要がなくなりそ
うだから
反対と回答した人が回答する反対の理由（3 つまで）
 運転する時の楽しさがなくなるから
 交通事故時の責任の取り方がまだはっきりし
ていない
 免許を取る努力の意味がなくなる
 自動車教習所の教官の存在がいらなくなる
 子どもだけで運転してしまう
 車を使った仕事がなくなってしまう
 価格が高騰して購入できなくなりそう
4.3.7 完全自動運転車は普及するか

1.
2.
3.
4.
5.
6.

完全になくなると思う
大幅に減ると思う
減ると思う
変わらないと思う
少し増えると思う
増えると思う

4.3.6 完全自動運転車の販売に賛成か
回答者には，完全自動運転車の販売に賛成か，
尺度的に回答してもらった。賛成の理由と反対の理
由も同様に回答してもらったが，分析には使用せず，
参考とする。
この設問の選択肢は以下の 7 択であった。
1.
2.
3.
4.
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とても賛成
賛成
どちらかといえば賛成
少し賛成

回答者には，完全自動運転車は普及するか，適
切な尺度で回答してもらった。普及する理由，普及
しない理由も同様に回答してもらったが，分析には
使用せず，参考とする。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

とても普及すると思う
普及すると思う
少し普及すると思う
普及しないと思う
全く普及しないと思う
わからない

以上 6 択から適切と思う尺度を回答してもらった。
賛成理由
 運転操作をする必要がなく、楽だから
 運転は機械に任せて会話をすることができるか
ら
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動いていても、睡眠をとることができるから
将来、誰でも購入できるようになるかもしれない
から
 自動車事故の減少が見込めるから
 遊園地のアトラクションみたいで楽しそう
 その他（記述式）
反対理由
 実用化するにはまだ早すぎる
 発売直後の完全自動運転車の信頼性はない
 各種センサーや GPS、人工知能をさらに発展さ
せる必要がある
 かなりの金額の賠償金が発生する可能性があ
り、経営に影響を与えるかもしれない
 完全自動運転車が普及するためには、安価に
ならないと難しい
 大規模なインフラの整備が間に合っていない
 その他（記述式）
5.

図 6 免許証の有無
6.

仮説の考察

24 問あるアンケートの中から，以下，2 問を選び，
仮説通りの結果が出るか，分析する。

表 1 免許証の所有状況による分析

調査の結果(概要)

このアンケートは，Google Forms を利用し，昨年の
12 月 2９日から，今年の 1 月 15 日までの期間で実
施した。先ほど述べた期間で回答してもらった人数
は男性 26 人，女性 19 人の合計 45 人，その中で，
自動車関連の会社に勤めていた人は 3 人であった。

図 4 回答者の年齢層
問 22（完全自動運転車は普及するか）の回答を 0
（取得したて）から 99（免許証未所持）に並び替えた。
表を見てみると，自動車免許の所持期間の長さは，
完全自動運転車を受け入れやすくする要因にはな
らないことが確認される。滅多に自動車を運転しな
いペーパードライバーがいることを考慮する必要が
あると思われる。

図 5 回答者の職業

2018 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集

113

完全自動運転車は普及するか

表 2 自動車を使用する頻度による分析
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7.

結論と今後の課題

本研究では，完全自動運転車は普及するか調
査・分析した。調査の結果，完全自動運転車は普及
するという結論に至った。しかし，完全自動運転に対
する関心と，自動車の変化に対応できるほどの需要
は知識のある人とそれほどない人でも，完全運転自
動車に対する需要の感覚が概ね一致した為，立て
た仮設と大きく異なる結果が出た。
2020 年から，高度自動運転の販売競争の激化が
予想され，自動運転の考え方もこれから大きく変わ
るかもしれない。現在はかなわないが、自動車メー
カー各社が開発した自動運転車の試乗が可能にな
ったら，自動運転の機能をきめ細かくインプレッショ
ンし，比較していきたい。そして改善すべき点を各自
動車メーカーとシェアリングし，欠点のない完全自動
運転車の完成に貢献していきたい。
参考文献
[1] 鶴原吉郎 (2018)『EV と自動運転 クルマをどう変える
か』岩波書店.

同じ問題の回答を，自動車を使用する頻度の少
ない順に並べたものである（99 は未所持）。表 2 を見
てみると，自動車を使用する頻度が高い程，完全自
動運転車を受け入れづらくなっている。尚，母数団
が不足しているため，このような分析結果となってい
る。

[2] Wakako Mukohata (2019)「車椅子型モビリティの
WHILL が自動運転システムを発表，2020 年に公道での実
用化目指す」https://jp.techcrunch.com/2019/01/07/whillappears-their-autonomous-driving-system/（最終閲覧日：
2019 年 1 月 7 日）
[3] 湯進「2035 年，中国は｢スマートカー強国｣になるか 政府
と民間がタッグで自動運転を積極推進」
https://toyokeizai.net/articles/-/239823（最終閲覧日：2019
年 1 月 7 日）
[4] 今中能夫「特集：自動運転と電気自動車（スズキ、デンソ
ー、ルネサス、パナソニック、日本電産など）」
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/11416 （最終閲覧
日：2018 年 1 月 8 日）
[5] 森口将之「『無印良品×北欧×自動運転』の意外な仕掛
け 2020 年実用化のバスにデザイン提供した理由」
https://toyokeizai.net/articles/-/250460 （最終閲覧日：
2019 年 1 月 4 日）

図 7 「完全自動運転車を購入するか」の結果
この質問では，完全自動車を購入しないと回答し
た人が多かった。しかし，自動車に関する知識の有
無と，自動車を使用している期間の長さは関係ない
と考察できる。
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要分析」
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（最終閲覧日：1 月 4 日）
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経済学部

経済学部

大塚ゼミ

大塚ゼミ

ゼミ生名簿

ゼミ生名簿

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

牧野ゼミ期数+2
千葉ゼミ期数+15

＝ 同期の大塚ゼミの期数
＝ 同期の大塚ゼミの期数

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

卒業論文タイトル
柔軟かつ強力なネットワークセキュリティ
地域教育ネットワークの現状と展開
麗澤大学におけるインターネット利用の状況

第 2 期生：平成 10 年度卒
○芦澤朋美
あしざわともみ
呉云
ごうん
白木美保
しらきみほ

地域教育ネットワークの現状
マルチメディア環境の現状とその課題
教育用ネットワークの普及とその課題

第 3 期生：平成 11 年度卒
梅津彰能
うめづ あきよし
高橋希久朗
たかはし きくろう
○朴紀秉 ぱく きぴょん

情報教育におけるプッシュ配信技術利用の可能性
教育ネットワークにおけるマルチキャストの活用
－IPmulticast によるしし座流星群観察学習を通して－
学校ネットワークの次世代技術 －IPv6 移行へのシナリオ－

第 4 期生 平成 12 年度卒 該当ゼミ生なし
第 5 期生：平成 13 年度卒業
王晴晴
うぁんちぇんちぇん TV 会議システムと教育的応用
遠藤麻里子
えんどうまりこ
学校教育ネットワークにおけるセキュリティ
－校内 LAN 分割に用いるローカルルータの性能評価－
高橋哲也
たかはしてつや
学校情報化における校内 LAN の役割とその構築
○塚本正隆
つかもとまさたか 教育現場におけるインターネット利用の諸相
－学校インターネット運用の現状と諸問題－
深山陽美
みやまひろみ
無線 LAN 装置の性能および電磁波強度の測定
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経済学部

大塚ゼミ

ゼミ生名簿

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

かくきょう

藤田美絵

ふじたみえ

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

校内 LAN へのブロードバンドルータの応用
Web キャッシュサーバの性能向上に関する一方策
物理アドレス認証付きマルチインターフェース
DHCP サーバの実装と運用 ☆
ギガビットネットワークに対応するネットワークベンチマーク
テスト機の試作とギガビットルータの性能評価
IT 講習会に対応する PC 教室ネットワーク構成の
動的変更システム（MIE）

カメラ付き携帯電話に対応する Web 掲示板システムの試作
Web インターフェースによるメーリングリスト管理システム
-KIU 標準メーリングリストシステムの機能強化校内トラフィック記録システムの試作 ☆

第 8 期生：平成 16 年度卒業
大木涼子
おおきりょうこ
インターネットによる定点気象観測ユニットの試作
大塚香織
おおつかかおり
校内 LAN におけるポート単位のトラフィック測定システム
大波純子
おおなみじゅんこ 遠隔再起動システム“リモートでポン”の開発と運用 ☆
○柴崎恭一郎
しばざききょういちろう
学校単位に設置する不正侵入検知システムの構築
林嬌
りんきょう
学校教育用マルチメディア配信システムの構築

第 9 期生：平成 17 年度卒業
○掛野裕行 かけのひろゆき

第 10 期生：平成 18 年度卒業
○七社耕造 しちしゃこうぞう

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

NTP を用いた学校チャイム管理システムの試作と運用 ☆

学校単位に設置するネットワーク監視システムの
開発と運用 ☆
- 自動更新機能とループ検知機能を持つ新 ANNEX -

柏市教育用イントラネット「はやて」における
ネットワークの総合監視ツールの開発 ★
電子メールで投稿する Blog システム"PLOG"の構築 ☆

第 12 期生 該当ゼミ生なし
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)
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経済学部

○鄒運祥 しゅううんしょう
林飛峰
りんひほう

大塚ゼミ

ゼミ生名簿

ネットワークを使ったスタンプラリーシステムの構築
赤外線センサーを用いた防犯システム
- お留守番にゃんこ 2 号の開発 -

第 14 期生 平成 22 年度卒業
○馮 嶷威
ひょう ぎい
本村 哲也
もとむら てつや

音声通知を行うネットワーク死活監視システムの開発
2009 年松陰大学陸上部へ移籍

第 15 期生 平成 23 年度卒業
落合あゆみ
おちあいあゆみ
(3 年次発表)

一人暮らし老人の見守りシステム“あかずきんちゃん”の開発
電子メール自動応答システム「ツンデレやぎさん」開発物語

○渡部 伸之

潘 東一

わたべのぶゆき
(3 年次発表)

電力情報集約システム～GRIP～の製作
「Web おみくじ」の製作

はんとういち

γ線放射線量の連続記録システム GRACE（グレース）の
開発と福島での試験運用
ウェブによる TA 勤務のサポートアシスタントの試作

(3 年次発表)

千葉輝久
ちばてるひさ
聴講生（土井ゼミ所属）
第 16 期生
（平成 24 年度卒業）
○藤城江美子
ふじしろえみこ
3 年次発表

Java による Android アプリケーション 試作と評価

学内使用電力表示システム「麗澤電力」の開発と運用
英語・日本語学習プログラム「英ちゃん・和ちゃん」

第 17 期生
（平成 26 年度大学院修士課程修了）
陳泓旭
ちんおうきょく
聴講生（大学院経済研究科経済学専攻修士課程ラウゼミ所属 平成 26 年度修了）
修士論文「中国のマルチメディアの発展と市場経済」
（平成 25 年度卒業）
善養寺紗弥
ぜんようじさや

一人暮らし老人の見守りシステム
”あかずきんちゃん R”の開発
聴講生（経済学部山下ゼミ所属）

第 18 期生
（平成 26 年度卒業）
○松原綾音
まつばらあやね
3 年次発表

落し物管理を行う WEB 管理システム
"アルカモ"の構築と運用 ☆
落し物表示管理システムの開発

第 19 期生
（平成 27 年度卒業）
○井口和泉
いぐちいずみ

IEEE802.11ac 規格に対応する
家庭用 Wi-Fi ルータの性能比較
（平成 28 年度大学院修士課程修了見込み）
趙 宇翔
ちょううしょう
大学院経済研究科研究生を経て大学院経済研究科経営学専攻修士課程 佐藤政則ゼミ
修士論文「企業の脱成熟化戦略 –ソニーの既存事業と多角化事業との融合を中心に-
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経済学部

大塚ゼミ

ゼミ生名簿

第 20 期生
（平成 27 年度修了）
呂曉凱
ろぎょうがい
大学院経済研究科経営学専攻研究生
筑波大学大学院生命環境科学研究科地球科学専攻空間情報科学分野村山研究室
（平成 27 年度修了）
今津佳奈
いまずかな
電子メール学習教材「ツンデレやぎさん 2.0」の開発 ★
聴講生（経済学部鈴木ゼミ所属）
第 21 期生（平成 29 年度卒業見込み）
〇金子哲也
かねこてつや
OSS を用いたクローズド SNS の構築と考察
2016 年度（3 年次）発表
ボードコンピュータを用いたプログラミング教育
大道聖斗

だいどうまさと

2016 年度（3 年次）発表

第 22 期生（平成 30 年度卒業見込み）
浦谷孝太朗
うらたにこうたろう
2017 年度（3 年次）発表
北川司
きたがわつかさ
2017 年度（3 年次）発表
○中村壮志
なかむらそうし
2017 年度（3 年次）発表

★奨励賞

Moodle システム用自動ログインツールの試作
★特別賞・★情報教育センター長賞（2 賞同時受賞）
休講情報システム開発へ向けての考察
－他大学にみる情報提供方法の長所と短所－ ★特別賞

学内 Wi-Fi サービスエリアの信号強度調査
学内 Wi-Fi サービスの接続状況調査
★奨励賞
（4 年次発表無し）
PC 用電源テスターの製作
音声呼び出し機能付き順番待ちシステムの試作
情報教材を RPG として作ってみた

第 22 期大塚担当Ｚゼミ所属
佐藤千浩
さとうちひろ
第 23 期生（2019 年度卒業見込み）
雷蕾
らいらい
第 24 期生（2020 年度卒業見込み）
三木 駿一
みつぎしゅんいち
山岸 亮太

やまぎしりょうた

LE VAN TRANG レ ブンチャン
（2019 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）
26 年度より復活
★マークは優秀賞を示す 平成 27 年度より優秀賞制度復活。奨励賞や特別賞も設けられた。
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経済学部

上村昌司ゼミ

ゼミ生名簿
■第 9 期生（9 名）
氏名

フリガナ

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

■第 10 期生（7 名）
氏名
大久保 匠
國上 大地
野々垣 柊吾
備前 克海
古内 航希
松島 稜
吉田 智哉

所属
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部

フリガナ
オオクボ タクミ
クニガミ ダイチ
ノノガキ シュウゴ
ビゼン カツミ
フルウチ コウキ
マツシマ リョウ
ヨシダ トモヤ

経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科

所属
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
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経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
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外国語学部

匂坂ゼミ

ゼミ生名簿
■第 1 期生（4 名）
富田 さやか

トミタ サヤカ 英語コミュニケーション専攻

仲川 顕

ナカガワ ケン 英語コミュニケーション専攻

臼井 拓未

ウスイ タクミ 日本語・国際コミュニケーション専攻

藤井 駿

フジイ シュン 日本語・国際コミュニケーション専攻

■第 2 期生（3 名）
小池 香

☆
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コイケ カオリ

ドイツ語・ドイツ文化専攻

貞森 ひなた サダモリ ヒナタ

国際交流・国際協力専攻

秦 健太

国際交流・国際協力専攻

ハタ ケンタ

佐久間 佑尽 サクマ ユウジン

英語・英米文化専攻 （基礎ゼミからの参加 1 年生）
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外国語学部

外国語学部

千葉庄寿ゼミ

ゼミ生名簿

千葉庄寿ゼミ

ゼミ生名簿
（学籍番号順）
■第 1 期生（14 名）
○ゼミ長
氏名
ふりがな
●副ゼミ長
卒業論文タイトル

専攻

阿由葉 亮
あゆは りょう
英語コミュニケーション専攻
メタファーは理解の助けになるか ―Ｑ＆Ａサイトを通じて―
石井 誠
いしい まこと
英語コミュニケーション専攻
中小企業と海外進出 ―「しちりん」の経営理念―
●

○

小島 宏紀
こじま ひろき
英語コミュニケーション専攻
山田 大智
やまだ だいち
英語コミュニケーション専攻
小規模 SNS の活用に関する研究
―オープンソースの SNS システム (OpenPNE) を用いた実験的研究―
青栁 美紀
あおやぎ みき
英語・英米文化専攻
HTML5、CSS3 を用いたマルチデバイス Web サイトの構築
垣内 康輔
かきうち こうすけ
英語・英米文化専攻
テキストマイニングで海外の意見と日本の意見の違いを比較する
川上 敦史
かわかみ あつし
英語・英米文化専攻
プログラミング言語 TJS2 とノベルエンジン KAG によるクイズゲームの開発
北嶋 大稔
きたじま ひろとし
英語・英米文化専攻
新しい国際規格としての超小型車 ―日本の動向を中心として―
倉持 美帆
くらもち みほ
英語・英米文化専攻
化粧品業界における雑誌広告とインターネット広告の比較研究
沼尻 雄一郎
ぬまじり ゆういちろう
英語・英米文化専攻
麗澤大学の学内 SNS における利用調査と利用意識に関する研究
平野 拓也
ひらの たくや
英語・英米文化専攻
テキストコミュニケーションにおけるフィラーの使用について
―チャットと話し言葉の比較の観点から―
古川 和幸
ふるかわ かずゆき
英語・英米文化専攻
ヘルプデスク対応データベースの整備、構築と iOS むけアプリケーションの開発
溝口 亜由子
みぞぐち あゆこ
英語・英米文化専攻
高校英語教科書の語彙研究
山崎 美咲
やまざき みさき
英語・英米文化専攻
ヘルプデスク対応データベースの整備・構築と C#を利用した
デスクトップ向け検索アプリケーションの開発
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外国語学部

千葉庄寿ゼミ

ゼミ生名簿

■第 2 期生（14 名）
○ゼミ長
氏名
○

ふりがな
専攻
卒業論文タイトル
荒井 美香子
あらい みかこ
英語コミュニケーション専攻
bookpic を用いたコミュニケーション機能を伴う電子書籍の制作
池田 沙織
いけだ さおり
英語コミュニケーション専攻
これからのデジタル著作権管理(DRM)のあるべき姿を探る
―音楽データと電子書籍の比較をもとに―
榎本 有花

えのもと ゆか

英語コミュニケーション専攻

小学校英語教育の実態と課題
―千葉県の公立小学校を例に―
西恵理子
にし えりこ
英語コミュニケーション専攻
中・小規模大学と OPEN EDUCATION
―MOOC 参入の用件と効果を巡って―
根本 佳菜
ねもと かな
英語コミュニケーション専攻
Processing による地理情報を用いた統計情報の視覚化
山﨑 美鈴
やまざき みすず
少子化時代の家族関係

英語コミュニケーション専攻

山田 祐未
やまだ みく
英語コミュニケーション専攻
スマートフォンを用いた英語学習の実態と学習アプリケーションの評価
西條 真未
さいじょう まみ
英語・英米文化専攻
コミュニケーション機能を伴う電子書籍の活用に関する実験的研究
鈴木 真澄
すずき ますみ
英語・英米文化専攻
インターネットショッピングにおけるレビューの相互評価の実態について
―「参考になるレビュー」とは何か―
田岡 沙織
たおか さおり
英語・英米文化専攻
大学生のコミュニケーションにおける非言語的要素の影響
―しぐさに感じる不快感を中心に―
松山 奈保実
まつやま なほみ
英語・英米文化専攻
LDOCE と OED の比較を通じた英英辞典の特徴分析
―学習者向けの英英辞典の活用にむけて―
★3 年次発表 podcast 技術を利用した学生視点のキャンパスニュース配信の試み
山室 志織
やまむろ しおり
英語・英米文化専攻
WordPress を利用したゼミナール用ホームページの構築と運営
★3 年次発表 Ajax 技術を利用したオンライン Web アルバムの作成
阿部 一成
あべ かずなり
国際交流・国際協力専攻
ユーザー視点によるヘルプデスク対応データの分類とその応用
―D3.js による可視化の試み―
★3 年次発表 podcast 技術を利用した学生視点のキャンパスニュース配信の試み
鎌田 翼
かまた つばさ
ドイツ語・ドイツ文化専攻
ヘヴィメタル受容の国際比較 ―日本とドイツを中心に―
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外国語学部

千葉庄寿ゼミ

ゼミ生名簿

■第 3 期生（10 名）
○ゼミ長
氏名

○

ふりがな
専攻
卒業論文タイトル
大坪 ありさ
おおつぼ ありさ
英語コミュニケーション専攻
モーションキャプチャ技術による身体動作の意識化について
―Kinect™を用いたダンスの動きの改善―
小濱 沙紀
こはま さき
英語コミュニケーション専攻
SNS と投稿サイトのコミュニティ機能とその利用実態について
―マルチメディア投稿の観点から―
鈴木 輝美
すずき てるみ
英語コミュニケーション専攻
SNS のコミュニケーショントラブルについて
～LINE における返信の必要性に関する意識調査～
石川 マリサ
いしかわ まりさ
英語・英米文化専攻
Ajax 技術を用いた画像と GPS 情報の連動
～言語景観の調査データの活用のために～
★3 年次発表 関東圏の観光地の言語景観に関する比較研究
石塚 幸子
いしつか さちこ
英語・英米文化専攻
外国人に人気の歓楽街の言語景観について
★3 年次発表 関東圏の観光地の言語景観に関する比較研究
染谷 麻理奈
そめや まりな
英語・英米文化専攻
日本語オノマトペの認知処理に関する反応実験
―反応時間測定ソフトウェア DMDX を用いて―
武田 侑奈
たけだ ゆうな
英語・英米文化専攻
企業広告の宣伝キーワードにみる教育情報システムの現状と動向について
溝田 尚人
みぞた ひさと
英語・英米文化専攻
携帯電話端末の進化とこれから―歴史と将来の展望―
斎藤 茜子
さいとう あかね
国際交流・国際協力専攻
恐怖の感じ方～ホラーにおける日米比較論～
松家 翔月
まつや はづき
国際交流・国際協力専攻
シャネル・スタイル―シャネルが今日でも愛されている理由―

■第 4 期生（5 名）
○ゼミ長
氏名

○

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

千葉庄寿ゼミ

ゼミ生名簿

■第 5 期生（6 名）
氏名

ふりがな
専攻
卒業論文タイトル
吉田 和真
よしだ かずま
英語コミュニケーション専攻
ウイスキーブームの再来とメディア報道―時系列分析からのアプローチ―
城之内 清悟
じょうのうち しんご
英語・英米文化専攻
衣料品の販売促進に繋げる SNS の構築と評価
竹俣 浩一
たけまた こういち
英語・英米文化専攻
日本におけるコーヒー受容の歴史―時系列分析を用いて―
★3 年次発表 EPUB3 を用いた大学授業教材の構築のために
濱田 保奈美
はまだ ほなみ
英語・英米文化専攻
時系列分析に基づくカナダのマリファナ合法化の意義の検討
早坂 千晴
はやさか ちはる
中国語専攻
HTML5 を用いた「赤シート」機能つき電子教材の構築
★3 年次発表 EPUB3 を用いた大学授業教材の構築のために
鞠 元佳
きく げんか
日本語・国際コミュニケーション専攻
Java 技術をもちいた SNS 投稿システムの構築と運用

■第 6 期生（5 名）
○ゼミ長
氏名

○
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ふりがな
専攻
卒業論文タイトル
山地 美吏
やまじ みり
英語・英米文化専攻
★3 年次発表 サーバー構築実習のための私家版用語集の作成
Unity を使った低コストで身近な VR 開発—スマホで見る VR 美術館—
荒井 夏奈
あらい かな
国際交流・国際協力専攻
★3 年次発表 サーバー構築実習のための私家版用語集の作成
大学生の親子関係と自尊感情
石鍋 澪
いしなべ みお
ドイツ語・ドイツ文化専攻
Twitter におけるアカウント使い分けに関する利用実態の調査
滝沢 茉里子
たきざわ まりこ
ドイツ語・ドイツ文化専攻
現代の読書の楽しみ方 ―読書サイトの活用方法を通して―
三浦 穂乃香
みうら ほのか
ドイツ語・ドイツ文化専攻
★3 年次発表 サーバー構築実習のための私家版用語集の作成
世界の Web デザイン動向について
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外国語学部

千葉庄寿ゼミ

ゼミ生名簿

■第 7 期生（5 名）
○ゼミ長
氏名

ふりがな
専攻
卒業論文タイトル
早川 幸之介
はやかわ こうのすけ
英語コミュニケーション専攻
★3 年次発表 『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善
完全自動運転車は普及するか
八木 悠亮
やぎ ゆうすけ
国際交流・国際協力専攻
★3 年次発表 『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善
死生観がもたらすターミナルケアへの示唆 ―患者手記に基づく分析―
清水 航平
しみず こうへい
ドイツ語・ドイツ文化専攻
★3 年次発表 『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善
日本と海外におけるチャンネル登録者数上位 20 名の Youtuber 比較・分析
中川 龍吾
なかがわ りょうご
ドイツ語・ドイツ文化専攻

○

浅山 慶次
あさやま けいじ
日本語・国際コミュニケーション専攻
★3 年次発表 『日本現存朝鮮本書誌データベース』のシステム改善
深層学習による音声変換

■第 8 期生（9 名）
氏名
ふりがな
専攻
入江 七海
いりえ ななみ
英語コミュニケーション専攻
太田 龍一
おおた りゅういち
英語コミュニケーション専攻
小野 祐介
おの ゆうすけ
英語コミュニケーション専攻
★3 年次発表 オープンデータのマッシュアップと統計解析～熱中症の事例を用いて
～
濱田 あきみ
はまだ あきみ
英語コミュニケーション専攻
★3 年次発表 WordPress のテーマ機能を活用したゼミサイトの構築
大津 尚仁
おおつ なおひと
英語・英米文化専攻
越智 有彩
おち ありさ
英語・英米文化専攻
北田 由貴
きただ ゆき
英語・英米文化専攻
中嶋 夏美
なかじま なつみ
英語・英米文化専攻
土屋 志絵莉
つちや しえり
国際交流・国際協力専攻
★3 年次発表 麗澤版フィンランド語基礎語彙集の構築
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外国語学部

千葉庄寿ゼミ ゼミ生名簿

■第 9 期候補生（13 名）
学籍番号
氏名
宇根 照太郎
亀井 雪
栗原 陸
鈴木 大和
田邉 美久
根角 雛乃
渡邊 燿士
岩根 元気
濱尾 俊貴
堀江 雄次郎
山﨑 誠
飯酒盃 陽鞠
大浜 拓朗

128

ふりがな
うね しょうたろう
かめい ゆき
くりばら りく
すずき やまと
たなべ みく
ねかく ひなの
わたなべ ようじ
いわね もとき
はまお としき
ほりえ ゆうじろう
やまざき まこと
いさはい ひまり
おおはま たくろう

専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語・リベラルアーツ専攻
英語・リベラルアーツ専攻
英語・リベラルアーツ専攻
英語・リベラルアーツ専攻
ドイツ語・ドイツ文化専攻
日本語・国際コミュニケーション専攻
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経済学部

吉田健一郎ゼミ

ゼミ生名簿
（学籍番号順）

■第 1 期生（4 名）
氏名
フリガナ

所属

伊藤
木村
新口
松岡

経済学部
経済学部
経済学部
経済学部

穣
兼将
拳人
誠司

イトウ ジョウ
キムラ ケンショウ
シングチ ケント
マツオカ セイジ

経営学科
経営学科
経営学科
経営学科

■第 2 期生（3 名）
氏名
フリガナ

所属

岩橋 康太
河野 恭汰
山﨑 夏紀

経済学部 経営学科
経済学部 経営学科
経済学部 経営学科

イワハシ コウタ
コウノ キョウタ
ヤマザキ ナツキ

■第 3 期生（9 名）
氏名
フリガナ

所属

大島
神保
髙尾
武井
塚原
中嶋
野口
野尻
三塚

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

隼
葉月
美嬉
百合子
史子
広明
理沙
拡
恵

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

■第 4 期生（7 名）
氏名
フリガナ

所属

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

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

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

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

所属

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

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

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

■第 6 期生（9 名）
氏名
フリガナ

所属

高橋 真凜
荒 万佑加
西野 圭亮
石原春香
黒木 史織
恒松 步夢
中村 周
三富 貴寛
吉村 瑞姫

経済学科
経済学科
経済学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科
経営学科

タカハシ マリン
アラ マユカ
ニシノ ケイスケ
イシハラ ハルカ
クロキ シオリ
ツネマツ アユム
ナカムラ シュウ
ミトミ タカヒロ
ヨシムラ ミズキ

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

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

経済専攻
グローバル人材育成専攻
グローバル人材育成専攻
経営専攻
経営専攻
経営専攻
経営専攻
経営専攻
会計ファイナンス専攻
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