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158. 航空路ネットワークにおける空港の地位の定量的評価

－所要時間で見た場合の地位の評価と考察－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡﨑　一晃
160. 鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

所要時間で見た場合の地位の評価と考察
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323

321

327

329

331

山北　隆典　先生担当

333・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・池田　朱里167. セキュアな Web アプリケーションの構築

335・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・菅原　崚佑168. データベース管理システムの構築

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京松　達也
161. 鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

駅間の距離で見た場合の地位の評価と考察

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前田　友圭
162. 航空路ネットワークにおける空港の地位の定量的評価

－所要時間で見た場合の地位の評価と考察－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤　　亮
163. 鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

駅間の距離で見た場合の地位の評価と考察

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾首　晴也
164. 鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

解決行列で見た場合の地位の評価と考察

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤　佑香
165. 鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

所要時間で見た場合の地位の評価と考察

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・谷口　史弥
166. 航空路ネットワークにおける空港の地位の定量的評価

－空港間の距離で見た場合の地位の評価と考察－



指導教員　:　内　山　俊　郎
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磯部　洋次郎
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トレーダーサイト

1 .Ｗｅｂアプリケーション開発（Seeds型）

システム情報学科
正科生 A
指導教員 : 内山　俊郎



2



3

佐藤　花菜
1 7 7 0 0 1 7

薬品在庫管理アプリケーション

2 .単一ページＷｅｂアプリケーションの作成

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 内山　俊郎
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5

長嶋　一成
1 7 7 0 0 2 1

シフトの自動作成及び閲覧 Webアプリケーション

3 .Ｗｅｂアプリケーション開発（Needs型）

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 内山　俊郎
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7

石添　蒼太
1 7 7 0 0 2 3

個人事業菓子店向けの店舗検索・予約アプリケーション

4 .Ｗｅｂアプリケーション開発（Seeds型）

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 内山　俊郎
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9

伊藤　　慶
1 7 7 0 0 4 6

就職活動管理システム

5 .Ｗｅｂアプリケーション開発（Needs型）

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 内山　俊郎
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11

松田　隼
1 7 7 0 0 4 9

就職活動管理システム

6 .Ｗｅｂアプリケーション開発（Needs型）

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 内山　俊郎
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13

菊池　啓太
1 7 7 0 0 5 0

就職活動管理アプリケーション

7 .Ｗｅｂアプリケーション開発（Needs型）

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 内山　俊郎
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15

近　　海斗
1 7 7 0 0 6 2

シフトの自動作成及び閲覧 Webアプリケーション

8 .Ｗｅｂアプリケーション開発（Needs型）

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 内山　俊郎
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長谷川　翔
1 7 7 0 0 6 9

シフトの自動作成及び閲覧 Webアプリケーション

9 .Ｗｅｂアプリケーション開発（Needs型）

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 内山　俊郎
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18

上田　　暉
1 7 7 0 1 2 3

Web Audio  AP Iを使ったアプリケーション

10 .Ｗｅｂアプリケーション開発（Seeds型）

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 内山　俊郎
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新谷　美季
1 7 7 0 1 2 9

健康管理アプリケーション

11 .単一ページＷｅｂアプリケーションの作成

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 内山　俊郎
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山崎　千尋
1 7 7 0 1 5 2

最適なフォント探索支援サービス

12 .Ｗｅｂアプリケーション開発（Seeds型）

システム情報学科
福岡教育センター
指導教員 : 内山　俊郎
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椛沢　　亮
1 7 7 0 3 2 7

就職活動管理システム

13 .Ｗｅｂアプリケーション開発（Needs型）

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 内山　俊郎
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指導教員　:　遠　藤　雄　一
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保科　玲雄
1 7 7 0 0 0 8

14 .食品スーパーの売り場づくりの比較

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 遠藤　雄一
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山本　豪太
1 7 7 0 0 3 2

15 .食品スーパーの売り場づくりの比較

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 遠藤　雄一
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30

榎並　優樹
1 7 7 0 0 5 6

16 .食品スーパーの売り場づくりの比較

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 遠藤　雄一
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32

上村　彪真
1 7 7 0 0 6 1

17 .家電量販店業界の研究

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 遠藤　雄一
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34

野口　裕太
1 7 7 0 0 6 3

18 .コンビニエンスストア業界の研究

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 遠藤　雄一
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36

高垣　洋斗
1 7 7 0 0 9 0

19 .スーパーマーケットの戦略

システム情報学科
名古屋教育センター
指導教員 : 遠藤　雄一
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38

小西　尚洋
1 7 7 0 1 2 2

セブン -イレブンの情報システム

20 .コンビニエンスストアの戦略

経営ネットワーク学科
広島教育センター
指導教員 : 遠藤　雄一



39



40

正木　拓也
1 7 7 0 1 3 0

21 .スーパーマーケットの戦略

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 遠藤　雄一
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高籏　悦司
1 7 7 0 3 0 4

イオンの戦略

22 .スーパーマーケットの戦略

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 遠藤　雄一
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指導教員　:　齋　藤　健　司
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EE--ララーーニニンンググシシスステテムムのの研研究究  
システム情報学科 
新潟教育センター 
指導教員：斎藤 健司 

 
1770015 

本田 息笛 
 
1. はじめに 

現在、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、企業ではテレワークの推進や社内研修のオンラ
イン化が急速に進んでいる。そのため企業の社内研修はリアルタイムのオンライン研修はもちろん、E-
ラーニングを利用した研修も多くなりつつある。だが、E-ラーニングを利用した研修だけでは従来の研
修で得ることが出来た知識を得られない可能性がある。本論文では、E-ラーニングシステムとは何か、
どのように利用すれば効果的なのかを研究・考察する。 
 
2. E-ラーニングとは 

E-ラーニングとは、パソコンやスマートフォン、タブレットなどの電子機器でインターネットを利用
して学ぶ学習方法のことで、教科書に加え動画やリッチテキストを利用できることが特徴である。現在
では企業の社内教育や学校の授業、資格取得に向けた学習などに利用されている。 
 
3. E-ラーニングの背景 
 1995 年に Windows95 が発売されパソコンが一般家庭に普及し、CD-ROM を使った学習が広まった。
2000 年になるとインターネットが発展し、CD-ROM を使った学習からインターネットを活用した学習
に代わっていった。2000 年代後半にはスマートフォンが、2010 年にはタブレット端末が発売された。
それにより、これらのスマートデバイスの登場によって、スマートデバイスを使った学習（モバイル・
ラーニング）がいつでも・どこでも学習できるようになった。 
 
4. E-ラーニングの仕組み 

E-ラーニングを導入するにあたって必要になってくるのが LMS と学習教材である。 
 

4-1. LMS 
LMS とは Learning Management System の略称で E-ラーニングを実施する際のベースとなるシステ

ムである。[1] 
 
4-2. 学習教材 

学習教材は大きく分けて 5 種類の形式があり、それらを組み合わせて実施することもある。[2] 
 
4-2-1．資料アップロード型 

紙の教科書を電子化させたものや Word や PowerPoint などをそのままアップロードして配信する形

本田　息笛
1 7 7 0 0 1 5

23 .  E-ラーニングシステムの研究

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 齋藤　健司
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式。[2] 
 
4-2-2. テキスト修飾型 

資料アップロード型に音声やアニメーションなどを組み込んだもので、資料アップロード型よりも分
かりやすいものになっている。[2] 
 
4-2-3. ストーリー型 

キャラクターがスライドやアニメーションを説明してくれる形式である。[2] 
 
4-2-4. 講義再現型 
 講師の授業を動画として配信する形式で、講師を映す小画面と黒板やスライドを模した大画面を設置
し、講義の映像に合わせて黒板やスライドへの書き込みや指差しを行う。[2] 
 
4-2-5.  動画収録型 

講師だけでなく黒板なども含めた授業そのものを撮影収録し教材化したものである。[2] 
 
5. E-ラーニングのメリット・デメリット 

メリットは、場所を選ばずいつでも学習できる、繰り返し学習できる、学習履歴が残るので進捗が分
かるなどが、反対にデメリットは、モチベーションの維持が難しい、画面上のやり取りが多いため、体
験・実習科目に向いていない、分からなかった点についてその場で解決できないなどがある。 
 
6. ブレンディッド・ラーニング 

ブレンディッド・ラーニングとは、E-ラーニング＋集合研修のように複数の学習形態を組み合わせた
学習形態である。E-ラーニングではモチベーションの維持が難しい、不明点をすぐに解決できない、受
講者の交流が減るなどのデメリットがあったが、この学習形態では E-ラーニングを利用したことで生じ
るデメリットを解決することが出来る。 
 
7. 終わりに 

E-ラーニングは時代の流れとともに様々な形態へと進化していった。現在ではスマートフォンやタブ
レットを使ったモバイルラーニングがトレンドとなっており、簡単に E-ラーニングを利用することがで
きる。しかし、E-ラーニングだけを使っても効率の良い学習ができるわけではなかった。ブレンディッ
ド・ラーニングのように組み合わせて使うことによって効率の良い学習ができるようになる。そのため、
E-ラーニングで補えない部分をどのような対策を講じればいいかを考える必要がある。 
 
参考文献 
[1] LMS とは(学習管理システム) | e ラーニングのデジタル・ナレッジ、 

https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/lms/ 
[2] e ラーニング教材（コンテンツ） | デジタル・ナレッジ、 

https://www.digital-knowledge.co.jp/el-knowledge/elearning-contents/ 
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人人工工生生命命シシミミュュレレーーシショョンン  

システム情報学科  
新潟教育センター 
指導教員：齋藤 健司 
 

1770027 
友坂 晃平 

 
1. はじめに 

 人工生命とは、人工的に作成された生命のことである。コンピュータ上のモデルやロボットなど

を使って、生命をシミュレーションすることで生命に関するシステムを研究する分野である。本論文

ではその中からライフゲームというものを取り上げる。 
 

2. セル・オートマトン 
  我々が暮らす空間、さらには時間が連続的なものであるか、それとも非連続的なものであるのか、

という問いはギリシア時代から思索の対象となってきた。セル・オートマトンはその問いに答えるもの

ではないが、空間、時間が不連続であった場合、どのような世界が形成されるのかを示してくれる。 

 セル・オートマトンは、四角形などのセルによって分割された空間において、時間に最小単位が存在

する場合の計算モデルである。1940 年代にジョン・フォン・ノイマンとスタニスワフ・ウラムによって

考案された。当時はコンピュータが発明された直後であり、セル・オートマトンの研究は、方眼紙と筆

記具によるものである。フォン・ノイマンの関心は自己複製機械にあり、2 次元セル・オートマトンに

よる自己複製機械の例を 1952 年に示している。[1] 
 
3. ライフゲーム 

 セル・オートマトンのもっともよく知られている例である。 
ライフゲームは 1970 年にイギリスの数学者ジョン・ホートン・コンウェイ (John Horton Conway) が

考案した生命の誕生、進化、淘汰などのプロセスを簡易的なモデルで再現したシミュレーションゲーム

である。単純なルールでその模様の変化を楽しめるため、パズルの要素を持っている。[2] 

 

4. ライフゲームの動き 

 
・過疎 
 
 
 
 
 

図 1 過疎状態のセル 
図 1 では隣接するセルに生きているセルがいないため過疎のルールにより死滅する。 

セルが次の世代でも生存するためには、隣接する生きているセルが 2 つ又は 3 つである必要があるた

め、画面上の生きているセルが 2 つ以下ではどのような配置をしても次の世代で即死滅する。 
 
 
 
 

友坂　晃平
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24 .人工生命シミュレーション

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 齋藤　健司
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・誕生と生存 

                

図 2 1 世代後にセルが誕生する配置    図 3 図 2 から 1 世代経過した状態 
図 2 から 1 世代経ると図 3 となる。これは空白のセルには、生きているセルがちょうど 3 つ隣接して

いるため、次の世代で生きているセルが誕生する。図 2 の真ん中のセルは、生きているセルが 2 つ隣接

しているため、生存のルールにより次の世代でも生存する。 
図 3 から更に 1 世代経ると死滅する。 
 
・過密 

                  
図 4 1 世代後にマーク部分が消滅する配置       図 5 図 4 から 1 世代経過した状態 

図 4 のマークした箇所のセルは 4 つ以上の生きたセルと隣接しているため、過密のルールにより次

の世代では図 5 のように消滅する。 
 
次の図 6 は 30 世代周期でグライダーを生成し続ける。このようなパターンをグライダー銃と呼ぶ。 

 
 図 6 グライダー銃 

 
5. おわりに 
  ライフゲームは最初に述べた通り一定のルールに従ってセルの状態が変化していくが、経過を観察

してみるとまるで意思を持っているかのように様々な変化を見せてくれる。セルを規則的に配置すれば

美しい幾何学模様を描いたりもし、ライフゲームは研究のためだけではなく娯楽としても楽しむことが

出来るものと知ることができた。 
 
参考文献 
[1] ウィキペディア 「ライフゲーム」  

https://ja.wikipedia.org/wiki/ライフゲーム  (2020 年 9 月 28 日) 
[2] ウィキペディア 「ライフゲーム」  

https://ja.wikipedia.org/wiki/ライフゲーム (2020 年 9 月 28 日) 
[3] ライフゲーム Akihide Hanaki http://math.shinshu-u.ac.jp/~hanaki/lifegame/ (2020 年 9 月 28
日) 
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深深層層学学習習をを用用いいたたシシスステテムムのの考考察察 

システム情報学科   

名古屋教育センター  

指導教員：齋藤 健司 

１７７００４０ 

夏目 和之 

 

１１．．ははじじめめにに  

深層学習（ディープラーニング）という言葉は、今ではＩＴに携わる人間であれば誰でも一度は耳に

したことがある。しかし、ディープラーニングという技術が有名になったのはつい最近のことであり、

２０１２年に開催された、ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge という画像認識コ

ンテストがきっかけとなり技術者たちの注目を集めた。そして、２０１７年に登場した AlphaGO が囲

碁のプロ棋士に勝利したことで、機械学習に関わりのない人にも認知された。本論文では、人工知能を

用いたシステムについて、開発者と利用者の観点から浮き上がる問題点と、その改善策を論じていく。

[1] 

 

２２．．人人工工知知能能ととそそのの技技術術  

人工知能と一口に言っても様々な手法でアプローチされており、その１つに機械学習という考え方

がある。機械学習とは、問題に対してその都度人間がプログラムを組むのではなく、機械自ら問題を解

決させるという考え方である。ディープラーニングは、その機械学習を実装するための技術の 1 つで

ある。ニューラルネットワークという、脳内神経細胞のネットワーク構造を模した数式モデルを複数

組み合わせた技術がディープラーニングである。 

 

３３．．便便利利ななシシスステテムムとと欠欠陥陥  

 人工知能を利用したシステムは、予測システムと認証システムの２つにわけられる。予測システム

には天気予報などが、認証システムには指紋認証などが該当する。人工知能というシステムは完璧に

はならないという特性があり、場合によっては大きな問題となる。音声認証が反応しない、指紋が読み

取られないといった本来であれば仕様となる筈の事象も、利用者には欠陥だと捉えられる現状も利用

者がシステムを理解できていない問題になる。また、リクナビの DMP フォローサービスの様に、開発

者によって引き起こされる問題も発生しており、人工知能を取り巻く環境は決して良いとは言えない。

[2][3][4] 
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４４．．人人工工知知能能とと人人間間  

 人工知能に対しては、開発者と利用者との間で認識が隔絶されている。利用者は人工知能が失敗す

るものだという認識を持つ必要がある。便利な技術にもデメリットは存在し、開発者には利用者に説

明する責任がある。人工知能の抱える問題を解決するためには開発者の意識を変える必要があり、利

用者自身もシステムに対して関心を持つ必要がある。[5] 

 

５５．．おおわわりりにに  

 人工知能の進歩は社会の発展につながり、私たちの生活は便利になっている。しかし、その一方で問

題も発生しているということが分かった。アメリカや中国で起きている人間のラベリングは日本でも

発生してしまった。また、人工知能の悪用以外にも、自動車の自動運転など、システムとしての実装が

現実的でないものも世に広まろうとしている。人権や利便性を守るためには、開発者と利用者の双方

が人工知能に対して向き合わなければならない。 

 

参考文献 

[1]Jeff Dean, Andrew Ng, Using large-scale brain simulations for machine learning and A.I., 

https://blog.google/technology/ai/using-large-scale-brain-simulations-for/, 2020. 

[2]島津 翔, ［独占］リクナビ「内定辞退率」問題、社長が語った真因 (2 ページ目)：日経ビジネス

電子版, https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00005/012000103/?P=2, 2020. 

[3]『リクナビ DMP フォロー』に関するお詫びとご説明, 

https://www.recruitcareer.co.jp/r-dmpf/pdf/r-dmpf_20200309.pdf, 2020. 

[4]『リクナビ DMP フォロー』に関するお詫びとご説明 ｜ リクルートキャリア - Recruit Career, 

https://www.recruitcareer.co.jp/r-dmpf/03/, 2020. 

[5]くしゃみ鼻水鼻づまりとおさらば！決定版！ハウスダスト徹底除去ワザ SP - NHK ガッテン！, 

http://www9.nhk.or.jp/gatten/articles/20191113/index.html, 2020. 
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電電子子教教材材のの作作成成  

 
システム情報学科  
新潟教育センター 
指導教員：斎藤 健司 
 

1770060 
白柏 涼平 

 
1. はじめに 
 IT 技術が発展し、様々なモノが情報化されていく中で、日本政府が今最も力を入れていることの一つ

が教育の情報化である。教育の情報化を進めていく中で教材の情報化、いわゆる電子教材の普及も進め

られている。IT の技術を活用しながら各教科の知識・技術を習得することで、学習を効率的に進められ

るだけでなく、生徒たちが主体的に学習に臨むようになるなど、幼いころから IT に触れることでこれ

からの時代に求められる力を育むことができるのではないかといわれている。 
 このテーマでは、電子教材のメリット・デメリット、電子教材と密接に関わっている教育の情報化を

理解することで電子教材を考察し、自ら電子教材を作成することで、電子教材への理解を深めることを

目標とする。 
 
2. 日本国外の ICT 教育への取り組み 
 アメリカでは、小学校から PC やタブレットを用いて日々の学習を行うことを推進している。Google
ドライブ、Google カレンダーを使用して、宿題の配布・提出を行ったり、小テストや課題の期日を確認

したり、学校生活の様々なことが情報化されている。また上級学年になると、周りの生徒たちと協力し

プロジェクト学習を行うようになり、主体的に学習に臨む児童を育成したいという思いがうかがえる。 
 イギリスでは IT 技術の普及、人材の育成を図るために教師を対象にプログラミングの教育を行なっ

ている。また、政府から支援を受けた英国コンピューター協会は、教師たちのネットワークを作り、そ

こではほかの学校の教師たちと情報を共有するだけでなく、教師に対する教育も行なっている。イギリ

スは他にも、コンピューティングの教師を目指すものに対して、政府が奨学金を出すなど、子供たちに

教える側である教師を育成することを重要視していることがわかる。[3] 
 
3. 日本の ICT 教育 
 日本の ICT 教育は世界各国と比べてもまだまだ発展途上であると言われている。文部科学省による

と、教育用コンピューター1 台当たりの生徒数は平成 31 年 3 月時点で 5.4 人と、十分にいきわたって

いるとは到底言えない。情報化する際に掛から莫大なコストや、教師に対しても ICT に関する教育が必

要であることが教育現場の情報化を妨げている要因であると考える。[2] 
 OECD が行った PISA の調査を見ると、子供たちがデジタル機器をどの程度学習に使っているかが分

かる。「学校外での平日のデジタル機器の利用状況の経年変化」という項目では、「一人用ゲームで遊ぶ」

という項目が OECD 平均よりも悪く出ている。他の質問でもこのような傾向が表れていることから、

デジタル機器を扱う子供たちの意識を変えることが必要であることが分かる。[1] 
 
4. 電子教材 
 電子教材は、「デジタル機器や情報端末向けの教材のうち、既存の教科書の内容と、それを閲覧するた

めのソフトウェアに加え、編集、移動、追加、削除などの基本機能を備えるもの」と文部科学省によっ

て定義されている。[2] 
 電子教材の大きなメリットは、紙の教科書ではできなかった新たなアプローチが可能なことである。
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自由に書き込み、削除ができることから知識の整理が既存の教科書よりも圧倒的に楽にできる他、英語

の科目では実際に音声を流し、数学などの理系科目では図やアニメーションを使うことで生徒たちがよ

り分かりやすく、より意欲的に学習に臨むことができる。 
 しかしその一方でデメリットもある。導入に際して大きなコストがかかるにも関わらず、紙の教科書

と違い無償で給付されるものではない。使用が義務付けられていないため、県や市にその裁量が任され

ている。また視力低下や頭痛に肩こり、注意散漫など電子教材ならではのデメリットが多く存在してい

る。 
 
5. 電子教材の作成 
 今回は、医療情報技師試験にむけた学習に使える教材を作成した。 
 この教材は Web アプリケーション形式で作成しており、スマートフォンや PC のブラウザ上 URL を

指定し、WEB サーバに接続することで使用が可能になる。主な使い方としては、Top 画面から分野を

選択。すると選択した分野の問題一覧が表示され、問題を選択することで問題画面に遷移する。問題画

面で回答をプルダウンメニューから選択し送信することで、解説画面に遷移する。解説画面には回答の

正誤、簡単な解説文が用意されている。また、「次の問題へ」をクリックすることで、次の問題に進むこ

とができる。 
 問題・解説は MySQL のデータベースに保存されており、いつでも追加、変更、削除が可能である。

しかし、それらの機能は WEB アプリケーション上に実装されていないため、MySQL に直接打ち込む

必要がある。 
 
6. おわりに 
 今回の研究を通して、「情報化」とは目的ではなく、何か別の目的を果たすための過程の 1 つである

という考えを持った。ただ電子教材を導入するだけでは、電子教材の大きなメリットの一つである「わ

かりやすさ」がデメリットに働くこともある。教育の情報化の目的である「主体的に学習に臨むことが

できる子供たちを育成する」を達成するためには、電子教材導入を目的とするのではなく、生徒たちの

学習に対する意識や環境を、教育現場で働く人々が情報共有しながら把握し、そのためにはどのように

電子教材を導入すればよいかを考えることが必要なのではないかと考える 
 電子教材はまだまだ発展途上であり、今後さらに課題が出てくることが予想される。しかし電子教材

は健常者だけでなく障害を持った子供などあらゆる子供の助けになることができる。また AI 技術や VR
技術が発展し、これまでと違ったアプローチが可能になることも考えられる。これから時間をかけて改

善をしていくことであらゆる子供が不自由なく学習できるような時代が訪れるかもしれない。 
 今回の研究を通して、教育の情報化について興味を持つことができた。今後も電子教材、教育の情報

化には注目をし続け、現状を把握していきたいと考える。 
 
7. 引用・参考文献 

[1]経済協力開発機構 「PISA から見る、できる国・頑張る国―トップを目指す教育」 
                                                    明石書店 2012 年 
 
  [2]文部科学省ホームページ https://www.mext.go.jp 2020/7/15 
 

 [3] UK Government Backs Year Of Code Campaign, Boosts Funds To Teach Code In 
Schools 
https://techcrunch.com/2014/02/04/uk-government-backs-year-of-code-campaign-boosts-f 
unds-to-teach-code-in-schools/  2020/6/25 
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深層学習を用いたシステムの考察 
システム情報学科 
広島教育センター 

指導教員：齋藤 健司 
 

１７７０１２６ 
大賀 壱沙 

 
 
 
１．はじめに 
私がテーマに決めた深層学習とは、機械学習の中の１つであり、近年さまざまな分野で活用されてい

る。この先、人工知能の能力を上昇させるためや、自動運転など我々の生活レベルを上昇させるため
には欠かせないものである。そのため、Google や Apple など誰もが知る大企業を筆頭に、様々な IT
企業が力を入れている。最近では「Google Home」や「Siri」、「Alexa」など音声認識が日常生活に溶
け込んでいる。以前までの音声認識は精度が甘く実用化するには難しいものだった。しかし、深層学
習の登場により、音声認識の精度が上がり、日常生活で使用可能なまでに至った。 
このように今後、日常生活に必要不可欠になっていくもの、より人工知能のレベルを上げるには欠か

せないもの、そして世界最大の企業も力を入れているものを、より深く知りたいと思い、このテーマを
選択した。 
 

 
２．機械学習と深層学習 
深層学習とは、人間の脳と同じように多階層のニューラルネットワークである。別名ディープラーニ

ングとも言われており、何層にもディープして重ねているものだ。深層学習はニューラルネットワーク
の中間層を多層になっていることにより、人間が素性を設計するのではなく、コンピューター自らが作
り出し、それをもとに画像を分類することができるようになった。層が複数あると、ある層は色につい
て考える。また、違う層は形状について考えるというように分解して考えられる。そこで、何が重要な
のかを自動的に判断できるようになり、人間が考えた素性を用いるより認識精度が高まった。この深層
学習によってこれまで、人間が介在しなければならない領域に、人間が不要になったのである。 

 
 
３．人工知能 
 近年、人工知能が人間の能力を超えるのではないか、人間の仕事は機械に奪われていくのではないか
と騒がれている。 
 将棋では、プロ棋士が人工知能と戦っている。そして、元名人をすでに破っている。元名人で永世棋聖
の故米⾧邦雄氏が、コンピュータ将棋のプログラム「ボンクラーズ」に敗れたのが２０１２年であり、
その後、「将棋電王戦」と呼ばれるプロ棋士とコンピュータの戦いが毎年行われている。２０１３年に
は、プロ棋士５人と人工知能が戦い、プロ棋士が１勝３敗１分けで負け越し、２０１４年には、１勝４
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敗と、プロ棋士は１勝しかできなかった。人工知能がより強くなってきている。 
 他にも、我々の身近なところにも、人工知能が押し寄せている。ロボット掃除機の「ルンバ」は家にい
ない間に部屋を掃除してくれる。部屋の形を自動的に認知して効率的に掃除をする。他に、洗濯機では、
光センサーで洗剤の種類や衣類の汚れを見分けて、水分量を自動で調節してくれるほか、インターネッ
トに接続することにより、スマートフォンから遠隔操作が可能となっている。いまやこういった「スマ
ート家電」に人工知能は欠かせない。ｉＰｈｏｎｅに搭載されたＳｉｒｉという音声対話システムは、
音声で会話をすることができる。たとえば「愛している」と話しかけると、「どのアップル製品にもそう
言っているんでしょう」などと、気の利いた返答を返す。会話の中で、天気予報や株式情報、メールの
情報などについても答えてくれる。 
 この通り、人間と人工知能の差は随分と縮まってきている。数１０年後には人間の仕事は本当になく
なってしまうのかもしれない。 

 
 
 

４．人工知能のメリットとデメリット 
 人工知能が普及すれば、生活の利便性が高まり、我々の生活レベルの上昇が見込まれる。スマ
ートスピーカの登場や、IOT の普及では明らかに生活レベルが上昇している。また、人間が生産
するよりも機械では一定以上の品質を保つことができ、トラブルがなければ永遠とものの生産を
行うことができる。 
 一方、人工知能の普及で人間の職を失ったり、トラブル１つで全ての機械が停止してしまう恐
れもあるのがデメリットである。 
 

５. 深層学習の今後 
  深層学習は今後より一層期待されるものである。例えば、人間が操作しなくても自動で操作して
くれる「自動運転」や、スマートフォン１つ持ち込めば、レジを通さなくても会計ができる「Amazon 
Go」など最先端技術には必要不可欠である。今後、このように人間がいなくても運用可能なものが増
えていくため、10 年後、20 年後に消えてしまう職業はでてきてしまうはずだ。そのような現象に対
し、AI はどのように発展していくか注目したい。 
 

 
参考文献 
[1] 今更聞けないディープラーニングの基本、機械学習とは何が違うのか https://www.sbbit.jp/ 

article/cont1/32033#head2 ２０２０年 
 [2] AI とは？AI と Deep Learning を簡単に説明 https://www.optim.cloud/blog/ai/ai-
deeplearning/ ２０２０年 
 [3] 「機械学習」と「ディープラーニング」は何が違うのか？https://innovation.mufg.jp/ 
detail/id=93 ２０２０年 
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深深層層学学習習をを用用いいたたシシスステテムムのの考考察察  
 

システム情報学科 

福岡教育センター 

１７７０１５１       指導教員：斎藤 健司 

片渕 亮介 

 

 

1.1 はじめに 

 現在、様々なビジネスの場でディープラーニングを用いたシステムが使われている。今

後、更にそれが使われる場面は増えていくだろう。それに伴い、ディープラーニングを構

築するために必要なデータも蓄積していく。この膨大なデータによってその精度はより高

まり、技術は発展していくのである。このテーマの研究を進めることで、今まで活用され

ていなかったデータを用いて新しいビジネスを行うことができるようになったり、業務を

効率的に行うことができるようになったりするなど、様々なメリットがある。様々な業務

にディープラーニングの技術が取り入れられて久しいが、まだまだ活用できる場所や取り

入れていない場所は数多くある。ここではこのディープラーニングを用いたシステムやそ

の将来について考察していく。 

 

1.2 深層学習（ディープラーニング）とは何か 

 そもそも深層学習（ディープラーニング）とはどういったものなのか、簡単に説明する

と、脳の仕組みや働きを参考にして作られた機械学習と呼ばれる方法の中の１つで、人工

知能（AI）を作るための方法の中の１つである。[1]この脳の働きを参考にした手法をニ

ューラルネットワークと呼ぶが、この手法の仕組みを大まかに言うと入力層、中間層（隠

れ層）、出力層の 3 つの層からなっている。このニューラルネットワークの中間層が二つ

以上、つまり合計で 4 つ以上の層からなる場合を特に深層学習（ディープラーニング）

と呼ぶのである。[2]この層が増えれば増えるほど、より複雑な判断が可能となるのだ。

また、深層学習は従来の手法と違い、特微量と呼ばれるデータの特徴の抽出を自動でコン

ピュータが行う。 

 

2.1 深層学習を用いたシステムについて 

 現在、深層学習はすでに様々な場所、企業で活用されている。それは Google や
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Amazon などの世界の大企業だけではなく、一般の企業においても活用されているのだ。

今後、さらに深層学習を活用する企業、そしてサービスは増えていくのは間違いない。こ

こからはこの深層学習を用いたシステムを用いている企業の例を挙げ、これの優れている

点や理由、問題点についての考察やその技術の将来の展望について論じていく。 

 

2.2 トライアルホールディングス 

 九州・福岡のスーパーであるトライアルは、AI カメラを 700 台設置した店舗を開設

し、その積極的な活用を行っている。ここではその活用方法を挙げていく。福岡市にある

「スーパーセンタートライアル アイランドシティ店」には先にも述べたが天井を中心と

して約 700 台もの AI カメラが設置されている。カメラは 2 種類存在し、700 台の内約

600 台は主に陳列棚と商品を認識して、残りの約 100 台は人を認識している。これらの

AI カメラで撮った画像を認識したデータを基に、商品棚の陳列状況、来店客の商品への

接触度などの分析を行っているのだ。[1] 

 

3.1 おわりに 

 本論文では、深層学習を活用している企業の活用内容を中心に述べてきた。現在におい

て深層学習はもはや当たり前のように様々な場所で用いられている。本論文において紹介

した企業はそのほんの一部である。深層学習が当たり前のように取り入れられていってい

る中、深層学習をどのように活用していくかがより重要になるだろう。AI を用いて何を解

決したいのか、何を達成したいのか、という明確な目標をもって開発行わなければ AI は

その真価を発揮できない。これからはより AI の知識を持った人材が必要になってくる。

企業も、そして私たち顧客にもより AI が身近になっていくのだ。 

 

参考文献 

[1] 日経クロストレンド 『ディープラーニング活用の教科書 先進 35 社の挑戦から読

む AI の未来』（第 1 版第 1 刷） 日経 BP 社 2018 年 10 月 29 日 

[2]岡山陽介 『AI をビジネスに実装する方法 「ディープラーニング」が利益を創出す

る』（初版） 日本実業出版社 2018 年 10 月 10 日 
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深層学習を用いたシステムの考察 
 

システム情報学科 
鹿児島教育センター 

指導教員：斎藤 健司 
1770184 
⾧崎 碧 

 
 

１．はじめに 
情報化が進む現代社会、様々な分野で人工知能を活用したシステムの研究、開発、実用化がされて

いる。この人工知能の研究を加速させた要因の一つが深層学習（ディープラーニング）である。今後
さらなる発展が見込まれる人工知能の分野に興味を持ち卒業論文でのテーマとして深層学習を用いた
システムの考察を選択した。これから人工知能や深層学習、それらを用いたシステムについて現状や
今後について考察していく。 
 
２．人工知能とは 

人工知能（AI（Artificial Intelligence））とは、人間の知的振る舞いの一部をソフトウェアを用いて人
工的に再現したものである。経験から学び、新たな入力に順応することで、人間が行うように柔軟に
タスクを実行する。 
 
３．深層学習[1] 

深層学習とは機械学習を発展させた手法の一つである。人間の神経細胞である「ニューロン」の仕
組みを模したシステム「ニューラルネットワーク」がベースになっている。 

深層学習はいままでの機械学習などの AI 技術に比べかなり高レベルの認識精度に到達している。認
識精度の高さは電気機器や自動運転などの安全性が重要視されるべき分野に人工知能を導入する際に
何よりも大事な要素である。深層学習は近年の技術の進歩により、画像認識などの分野において人間
を超えるまでになっている。 
 
４．深層学習が利用されている分野[1] 
自自動動運運転転 

ディープラーニングを利用して作られた技術の中で、最も期待されているものの一つ。自動車の研
究者はディープラーニングを使い、一時停止標識や信号機のようなものを自動的に認識させている。
さらに、歩行者検知にも使われており、事故の減少に役立てられている。 
航航空空宇宇宙宙・・防防衛衛  

ディープラーニングは衛星から物体認識・物体検出を行い、地上の部隊が安全なエリアにいるかど
うかを判断するために使われている。宇宙分野であれば月惑星探査ミッションによって得た大量の画
像データ解析などに用いられる。 
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システム情報学科
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医医療療研研究究  
がんの研究者はディープラーニングを使い、自動的にがん細胞を検出している。カリフォルニア大

学ロサンゼルス校の研究チームは、ディープラーニングの学習に必要な高次元のデータセットを作成
する高精度な顕微鏡を構築し、正確にがん細胞を見つけ出している。 

 
５．深層学習を用いた無人レジ 
AAmmaazzoonn  GGoo  

Amazon Go とは 2018 年の 1 月に第一号店がアメリカのシアトルで開店されたスーパーマーケット
である。商品を手に取り店を出るだけで決済が完了する。赤外線センサーや重量センサー、ゲート
等、複数のハードウェアを駆使することで無人レジを実現した。棚から顧客が取ったものを認識し店
から出ると自動的に請求を行う。 
 
ワワンンダダーーレレジジ[[22]]  

ワンダーレジはサインポストという会社が開発したシステムである。このワンダーレジはサインポ
スト社が独自で作り上げた AI「SPAI」を搭載しており、画像認識処理を使用して商品の認識を行う。
利用客が購入する商品をワンダーレジに並べタッチパネルを操作するだけでレジが商品を識別し金額
を計算し表示する。現在コンビニやサッカーの試合会場でのグッズ販売などで利用されている。 

 
ススーーパパーーワワンンダダーーレレジジ[[33]]  

サインポスト社がワンダーレジの技術を応用し物体追跡技術とカメラを追加したものである。AI が
利用客を追跡、手に取った商品を認識し、購入金額の計算を行う。退店時に IC カードなどをかざすこ
とで決済を完了させる。仕組みとしては Amazon Go と似たようなものである。 

JR 東日本スタートアップ株式会社との合併企業を作りスーパーワンダーレジを利用した無人 AI 決済
店舗「TOUCH TO GO」を JR 山手線に新しくできた高輪ゲートウェイ駅に開業した。 
 
６．結論 

今回人工知能について学習を行い、さらに深層学習を用いた画像認識を利用したレジシステムにつ
いて考察して、少子高齢化の進む日本で問題となっている人手の不足を深層学習の力で支えることが
できる未来はそう遠くないと感じた。画像認識だけでなく深層学習全体はどのように進歩していきど
こまで生活に関わって便利になるのか、今後の展開を期待して動向に注目していきたい。 
 
参考資料 
[1] 坂口真里奈, LeapMind BLOG ディープラーニング（Deep Learning）とは？【入門編】 
https://leapmind.io/blog/2017/06/16/ 
[2] サインポスト株式会社,サインポストの無人レジ – お店が変わる、お買い物楽しく 
https://signpost.co.jp/self-checkout 
[3]株式会社 TOUCH TO GO,株式会社 TOUCH TO GO Product 
https://ttg.co.jp/product/ 
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遺遺伝伝的的アアルルゴゴリリズズムムのの応応用用  

システム情報学科 
広島教育センター 

指導教員:齋藤 健司 

藤岡  恭吾
1 7 7 0 2 1 7

 

11.. ははじじめめにに  
本論文では遺伝的アルゴリズムを応用し進化の途上という条件に基づき最適解（昇順の

配列）を求め、遺伝的アルゴリズムの究明、もしくはそれを応用した解法に着目しながら
研究を実施する。 
22.. 遺遺伝伝的的アアルルゴゴリリズズムムととはは  

遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithms: GA）は生物界の進化の仕組みを模倣する解
探索手法として、1975 年にミシガン大学のジョン・H・ホランド（John Henry Holland）
によって提案された近似解を探索するメタヒューリスティックアルゴリズムである。 

遺伝的アルゴリズムには①初期個体の生成、②生物集団の評価、③交叉、④突然変異、
⑤淘汰、の５つの処理があり、それらを用いて自然淘汰を再現し、近似解を探索する。 
33.. 遺遺伝伝的的アアルルゴゴリリズズムムをを応応用用ししたた配配列列法法  

まず初期個体の生成として配列 A｛３、５、１、０、２｝に対して、どの要素を交換す
るかの遺伝子 K｛３、２、４、３、４｝を N 個生成する。この間、例として用いられてい
る遺伝子 K は最適解である。遺伝子 K を配列 A に適応する。 

配列 A 配列 K 
配列 K[0]の交換要素 3 を配列 A[0]に適応すると、配列 A[0]の要素と配列 A[3]の要素を交
換するため、配列 A の内容は｛０、５、１、３、２｝となる。これを i が N になるまで
A[i]、K[i]繰り返す。i は配列の添え字を意味し、N は配列の総要素数を意味する。これを
N が 4 になるまで繰り返すと配列 A の中身は｛０、１、２、３、５｝となる。続いて配列 K
の遺伝子を評価する。評価する際は配列 K を適応した後の配列 A を用いる。配列 A｛０、１、
２、３、５｝に対して以下の評価方法をとる。評価値の最大得点は𝑁𝑁�となる。 
① 変数 i＝０、j＝i＋１、N（配列の総要素数）を宣言する。 
② 配列𝐴𝐴�の要素に入っている値を、配列𝐴𝐴�の値が𝑗𝑗 < 𝑁𝑁 になるまで比較する 
③ 配列𝐴𝐴�の値が配列𝐴𝐴�の値より小さければ評価値を+1 加点する。 
④ 配列 A の添え字 i が𝑖𝑖 < 𝑁𝑁 になるまで繰り返す。 
求められた配列 K の評価値は集団の中にある個体ごとに割り当てられる。このとき配列𝐾𝐾�の
評価値を含む配列𝐹𝐹�が生成され。配列 F の中にはそれぞれ配列𝐾𝐾�の評価値が格納される。 
そして配列𝐾𝐾�の得点が𝑁𝑁� になるまで②生物集団の評価～⑤淘汰を繰り返す。 

０
０
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 ３
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 ２
４
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44.. 遺遺伝伝的的アアルルゴゴリリズズムムのの問問題題点点  
遺伝的アルゴリズムはさまざまな問題に対して応用可能な考え方ではあるが、問題によって

は評価基準や選択方法が異なるため、上手く探索しない場合がある。その影響は生物集団の個
体数や遺伝子⾧、交叉、選択法、生物集団の評価、突然変異確率までに及び、より効果的に解
を求める上では、適切な交叉法の見直しや、突然変異率の見直し、または適切な個体数に合わ
せるといった調整が必要である。遺伝的アルゴリズムで生じる様々な問題においては、これと
いった完全な防止策はないためヒッチハイキングや初期収束といった問題が発生した場合、そ
れぞれの問題に対応した形で交叉法や選択法を見直す必要がある、そのため解法が確立したと
しても最適化の調整に時間がかかるという問題点がある。 
55.. 遺遺伝伝的的アアルルゴゴリリズズムムがが用用いいらられれるる背背景景  

単純な 2 つの道を選択する場合、良い道か悪い道かを判断する上で全ての組み合わせは2�で
あるが、探索する道が増えれば増えるほどその計算量は大きくなるため。組み合わせのデータ量
が増えるにつれて、最適化の計算に時間が掛かる（NP-困難性という性質がある）ため、遺伝的
アルゴリズムを応用して組合せ最適化問題の効率化を図る場面がある。そのため巡回セールス
マン問題のような最適化問題に至っては、遺伝的アルゴリズムを応用することで計算に 1 日か
かるような問題であっても短時間でかつ現実的な解を得る事ができる様になった。巡回セール
スマン問題は輸送システムにおける最短経路の探索などに深く関わりがある最適化問題である。 
66.. ププロロググララミミンンググにに関関ししててのの注注意意点点  

遺伝的アルゴリズムを組む際、当初は Kotlin を用いて開発を進めたのだが、データの管理が
煩わしくリフレッシュしていないデータが数多く残り、メモリヒープが枯渇し開発持続困難と
なったため至急 Python へ移設することにした。遺伝的アルゴリズムでは解析に必要なデータ
の構造が次第に複雑になっていくため、膨大なデータを処理するといった特徴においては
Python が向いており、問題によってはその特性に応じた言語を使用することは必然的であ
るという事が分かった。 
77.. ままととめめ  

遺伝的アルゴリズムを応用して、生物が実際にその環境に適応するために自然淘汰され
ていく様子を確認することができた。また GA は最適化問題を解く上で汎用性はあるが、
解法が数学的に確立（未知の領域ではない分野）されているような問題においては一般的
な解法よりも時間が掛かかってしまうため、ソートのような問題においては非効率的だと
感じた。しかし遺伝的アルゴリズムについて触れることができ、理解を深めることができ
たため、今後とも、より一層と理解を深めるため、様々な最適化問題に応用していき、AI
技術のさらなる発展に貢献していきたいと考えている。 
 
88.. 参参考考出出典典  
[1] 菅沼, システムの最適化, https://www.sist.ac.jp/~suganuma/kougi/other_lecture/SE/opt/GA/GA.htm 

[2] 菊地慶仁, 遺伝的アルゴリズム（暫定版）, http://www.eli.hokkai-s-u.ac.jp/~kikuchi/ma2/chap15.html 
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ラーニングシステムの研究
システム情報学科
札幌教育センター
指導教員：齋藤 健司

竹内 洸次朗

章 研究の内容について
ラーニングについて、本学園でも利用されているが、本稿では様々な資料を基にその仕組み、

発展の歴史を追い、その中で明らかになった課題等を検討した。最後に、最近の技術動向（ビッグ
データ、 、 等）をベースとした今後の ラーニングに予想される動きをいくつか検討・紹
介しまとめとした。

章 －ラーニングの定義
ラーニング自体の定義として最も一般的なものは「 を利用した教育・学習」である。
とは の略で「情報処理特にコンピュータなどの

基礎あるいは応用技術の総称」を指す。このような「コンピュータによる学習支援システム」
は、 年代後半の （ ）研究が事実上の起源であり、そのあ
と （ ）等の人工知能研究が進められ今日に至っている。 ラーニ
ングを構成するシステムは当然ながらコンピュータ発展の歴史に従い、当初は基本的にスタンド
アロン・システムとして開発されていたが、 年代に入りインターネット隆盛の流れに沿い

（ ）と呼ばれる現在主流の ラーニングシステムに進化していった。

章 －ラーニングの課題
これまでは、「事前調査」「要件定義」から「構築」「実装」「テストラン」に至る初期導入ステ

ップでの費用が大きくできないことが問題だらけであった。運用管理者の必要性や講師のスキル
アップ、受験者側の問題があり学習意欲の低い学生から学習意欲の高い学生による つの分類に
分けられる事が出来てしまう。

章 ラーニングの方向性
ｅラーニングを単純に従来の対面型授業と置き換えて実施するのではなく、それぞれの良さを

生かし、対面型授業と組み合わせて使う方式がブレンド型教育やブレンデッド・ラーニングと呼
ばれているものである。そのほかにもブレンド型教育もある。ブレンド型教育は、アクティブ・
ラーニングを実現するために、様々なコンテンツを準備し、 ラーニングと対面授業（集合研修）
の組み合わせも検討しながら今後急速に増加していくことが予想される。

竹内　洸次朗
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章 －ラーニングによるデメリット
デメリットとして つ挙げられる。学習プログラムの質や証明書の審査、学習プログラムのレ

ベル、学習成果、学習量、試験、本人確認である。この つについて本論で詳しく上げている。

章 終わりに
これまでの私自身が体験してきた学生生活の中で ラーニングシステムを活用した授業を受

け始めたのが、大学に入学してから利用し、授業に先生がいないことに違和感があったが、今
後社会に出た時に ラーニングで新人研修を行う機会があると思う。今までの ラーニングシ
ステムや の成長過程を考えた時に両方のシステムを組み合わせ学校に通学しなくてもパーソ
ナルコンピューターを持っているだけで大学や高校の単位を取得でき、卒業できる未来が来る
のではないかと思う。

参考文献：
 を活用した教育の推進に関する懇談会、
「 を活用した教育の推進に関する懇談会」報告書（中間まとめ）平成 年 月 日、

 富永 敦子・向後 千春、 ラーニングに関する実践的研究の進展と課題

 早稲田大学人間科学学術院 向後千春、大学における ラーニングとグループワークを組み合わ
せたブレンド型授業の設計と実践、

 内閣 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ 総合戦略本部）、
「世界最先端 国家創造宣言」平成 年 月、
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人工生命のシミュレーション 

ライフゲームを用いたシミュレーション 

 
システム情報学科 

札幌教育センター 

                        指導教員：齋藤 健司 

   1770325 

早川 和真 

1. はじめに 

本論では、人工生命とは何かを述べ、コンピュータの中に仮想環境を用意し、仮想環境内に仮想生物

を複数生成して、それらがどのような影響を与えるのか観察し考察をする。 

人工生命とは、コンピュータや化学実験、ロボット実験を通じて、生命をシミュレーションすること

により、生命について探求をする分野であり、既存の生命をその一部として含むような、「ありえたかも

しれない生命」の可能性を探求することにより、より大きな生命の形を追求するアプローチをとること

ができるものである。［1］人工知能と同じような分野だと思われるかもしれないが、人工知能は、人間

がやってほしいことを機械的に自動でやってくれるものであるのに対して、人工生命は、人間が思った

通りに動くとは限らず、自律的に動くものである。 

人工生命のシミュレーションについては、人工生命の中で、一番有名だと思われるライフゲームを用

いていくことにする。 

 

2. ライフゲーム 

ライフゲームとは、1970 年にイギリスの数学者ジョン・ホートン・コンウェイが考案した生命の誕生、

進化、淘汰などのプロセスを二次元セル・オートマトンで再現したシミュレーションゲームである。ラ

イフゲームには、セルと呼ばれる生と死の 2 つの状態を持つことができるものがあり、上、下、左、右、

斜めに隣り合うセルの状態と自分の状態から次の状態を決める。また、ライフゲームは、AND、OR、

NOT といった論理回路を作ることができるため、コンピュータを作ることができるのである。以下の 4

つのルールがライフゲームのルールである。 

 

・「人口過剰」 

 生きているセルの周りに生きているセルが３つより多い場合、そのセルは死ぬ。 

 

・「均衡状態」 

生きているセルが 2 つか 3 つの生きているセルに周りを囲まれていたら、そのセルは生 

き延びる。 

 

・「人口過疎」 

 生きているセルの周りのセルが２つより少ない時は、そのセルは死ぬ。 

 

・「再生」 

早川　和真
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死んでいるセルが、ちょうど３つの生きているセルに周りを囲まれていたら、そのセルは生き返

る。［1］ 

 

これらのルールを確認したうえで、本論では、ライフゲームの初期値をランダムに設定し、その様子

を観察し、考察していくことにする。 

 

3. ライフゲームの有名なパターン 

ライフゲームの有名なパターンの一つとして、安定パターンと呼ばれるものがある。安定パターン

は、時間が経過しても動かないパターンである。図はその一部で、どのセルも均衡状態のセルしかい

ないため、人口過剰や人口過疎に当てはまらず、再生のルールが当てはまる死んだ状態のセルもいな

いため、生き返ることもないのである。このパターンは、外的要因が加わらない限り永遠にこの形を

維持し続けられる。 

     

安定パターンの例 

 

4. 終わりに 

本論を執筆するために、たくさんの人工生命に関する情報を調べていくことで、人工知能との違いや、

社会では人工生命という存在がどのように研究されているのかということを知れた。これから先の未来、

人工生命という存在の研究者が増え、私たち人間やその他の生物の生命について解き明かされることに

なることを願う。 

私はこの人工生命のシミュレーションをするうえで、本来であればもっと生物らしい生命体を生成し

たり、生命に様々な属性や能力を付与したり、環境を変えたりしたかったのだが、自分の知識が足りず、

そこまでのシミュレーションを行うことができなかった。しかし、ここまでライフゲームが奥深いので

あれば、そういったものは、さらに奥深いのではないかと思えるうえに、興味も湧いてくる。いつか、

個人的にではあるが、人工生命のシミュレーションについて、さらに勉強をし、自分が今回できなかっ

たことをできるようになれたらと思う。 

 

参考文献 

［1］ 岡 瑞起、池上 高志、ドミニク・チェン、青木 竜太、丸山 典弘 著 

「作って動かす Alife -実装を通した人工生命モデル理論入門」オライリー・ジャパン、2018 

［2］ ライフゲーム – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/ライフゲーム 

［3］ ライフゲーム - 人工知能に関する断創録 

https://aidiary.hatenablog.com/entry/20080914/1281748797 
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人人工工生生命命シシミミュュレレーーシショョンン  

  ライフゲームを用いた優性遺伝子における生命の進化 
システム情報学科 
広島教育センター 

指導教員：斎藤 健司 

北浦 一樹
１７７０３４７

 

 
１．はじめに 

本テーマでは、パソコン内に仮想環境を用意し、その中にプログラムで動作する生物を定
義する。その生物に様々な条件を与えたりすることにより、生物がどのような反応をするの
かを観察し、考察をまとめるというテーマである。 
 私がこのテーマを選択した理由は、ひとえに人工生命というテーマに興味があったから
である。人工生命という言葉は時々テレビで耳にしたことはあったが、その言葉の意味を明
確に理解したことはなかった。そのため、このテーマを機に人工生命とは実際どのようなも
のなのか知りたいと思い本テーマを選択した。 
 
２．研究の目的 
 今回、人工生命を研究するにあたり生物の最大の謎でもある進化をサブテーマに置いた。

現在、世界では生物の進化はダーヴィンが提唱した進化論が最も有力であるとされてい 
る［１］。しかし、近年ダーウィンの進化論が否定され、遺伝子は普遍的なものであるとの 
見方が強まっている。だが、実際優性遺伝といった小さな変化ではあるが、遺伝子の変化が 
受け継がれる実験は行われている［２］。そこで、遺伝子の突然変異における生物の進化を 
簡易ではあるが再現し、生物は実際に進化し得るのかを確かめたい。 
 今回の研究をするにあたり、基本的な環境はライフゲームを基とすることにした。ライフ
ゲームを採用した理由は、とてもシンプルなプログラムでありながらその中に生物の命、繁
栄と衰退、生と死がとても見事に表現されているからである[３]。また、シンプルだからこ
そ研究結果が見やすくわかりやすいと考えライフゲームに決定した。 
 
３．研究内容 
 今回の研究では, ライフゲームの生物に対して遺伝子という概念を与え、その遺伝子を基
に優性遺伝子による生物の進化について研究した［４］。具体的には、生物ひとつひとつに
2 桁の遺伝子情報を付与し、その遺伝子情報からどの遺伝情報が最も優れているかを判定し、
選ばれた遺伝子を基に次世代の生物を生成する。また、新しく生まれた生物は親たちの遺伝
子を受け継ぐ。また、一定の確率で突然変異が生まれ親よりも評価値が 1 高い生物が生ま
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れる。 
 
４．研究結果 
 今回の研究を進めた結果、結果だけを見れば生物は突然変異と優性遺伝の法則によって
進化することができた。しかし、進化もできて繁栄もできるのはせいぜい 10 回に 1 回ほど
であり、ほとんどの場合は進化する速度が速すぎて孤立してしまい、そのままになってしま
うパターンや逆に進化が遅すぎて死滅してしまうパターンが多かった。つまり、この研究結
果だけで判断をすると生物の進化というのは時に孤立を生んでしまい、破滅をもたらしか
ねない「危うい」ものであるということになる。確かに、現在の地球上にも様々な生物は存
在するが、それぞれが完全な別の種として独立しているため、生物が孤立しあっているとみ
ることもできる。しかし、それでも地球上では古くから⾧い生命の連鎖が続いているのだか
ら「進化」という現象には遺伝子だけでは表現できない別の要因があるようにも思える。 
 
５．まとめ 
 今回の研究では、既存のライフゲームに徐々に変化を与えていった。世代という概念を与
えたり、世代が離れすぎると交配が出来なくなるといった具合だ。段階を踏まえるにつれ、
生物にある変化が生まれていることに気付いた。生物は、条件を加える前は生息域を広げる
動きをしていたが、条件を加えるごとに一つの場所にとどまる事が多くなった。理由として
はプログラムの条件により外部との交配が難しくなったことが原因だろう。しかし、私には
それが種を守ろうとする生物の防衛本能のように思えた。過酷な状況にあればあるほど生
物は変化を嫌い、安定を求めようとするものだ。そんな生物の本能とも呼べる部分が垣間見
えた気がした。 

ライフゲーム自体はシンプルなプログラムだが、適切な情報を与えることで高度なシミ
ュレーション結果を得ることも可能であり、工夫次第では今後の地球環境の推移や人口の
移り変わりの法則性を発見することなどに役立つのではないかと考える。 

今後も時間を見つけたら人工生命という課題と向き合っていきたいと思う。 
 
参考文献 
[１]人人工工生生命命、、https://ja.wikipedia.org/wiki/人工生命#進化的アート  
[２]人人工工生生命命ととはは、、https://kotobank.jp/word/人工生命-4701  
[３]ラライイフフゲゲーームム、、https://ja.wikipedia.org/wiki/ライフゲーム  
[４]ババンンビビちちゃゃんん、、CC++++ででラライイフフゲゲーームムをを書書いいててみみたた、、  

https://secret-garden.hatenablog.com/entry/2017/07/21/145712 
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遺遺伝伝的的アアルルゴゴリリズズムムのの応応用用  

（巡回セールスマン問題への適用例） 

システム情報学科 
福岡教育センター 

指導教員：齋藤 健司 
1770414 

浅川 陵太 

１． はじめに 

遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm, 以下 GA と略称する）は、自然界の生物進化の過程
をモデル化したアルゴリズムである。巡回セールスマン問題（The Traveling Salesman 
Problem , 以下 TSP と略称する）は都市の集合と移動コストが与えられたとき、すべての都市
を一度ずつ巡り出発地に戻る巡回路のうち、移動コストの総和が最小のものを求める問題であ
る。「都市の数が多くなると最短経路を発見するための計算時間が急激に増加していき、実用的
な時間内で溶けなくなってしまうという性質を持つ。」[1]GA はこのような問題を解決すること
ができる。 

２． 遺伝的アルゴリズムの作成 

交差処理は、二つの個体の遺伝情報を組み合わせて、親の特徴を引き継ぐ新しい世代の個体を
生み出す操作である。交叉の良否を判定する評価規範として、形質遺伝性がある。形質遺伝性と
は、親の形質を適切に子に継承することである。「TSP において、あるツアーが持つ形質のうち
で子孫に遺伝すべき有用なものとは何かを考えると、最も素朴なものは部分的に成功しているサ
ブツアーである。」[2]パス表現を使いある程度の⾧さで共通する遺伝子の組を持つ部分を見つ
け、そこを入れ替えるサブツアー交換交叉法と呼ばれる二点交叉があり、この手法を選択した。 

今回の GA の大まかな処理の流れとしては、次のとおりである。 
１．ファイル読み込みから、またはランダムに都市を生成する。 
２．初期個体を個体数分生成する。 
３．現世代から交叉可能な組を探し、交叉確率によって交叉を行って新個体を生成する。 
４．現世代の中で最も適応度の高い個体を選出する。 
５．現世代から確率で突然変異を起こす。 
６．３～５までの個体から、同一個体などの致死個体を取り除く。 
７．６から、適応度の高い順に個体数分次世代にのこす。 
８．３～７を世代数分繰り返す。 
９．最も適応度の高い個体を近似解とする。 

３． 実験 

浅川　陵太
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座標をランダムで設定して都市の数をより多く生成する。仮に都市の数が５０だとすると、初
期地点を設定した経路の全組み合わせは(50-1)/2 で 3.04×1062 通りである。これを総当たりで
探索するのは現実的ではない。よって GA を用いて近似解を求めていく。今回のようにランダム
な設定では、近似解がどれほど最適解に近いのか判断することはできない。世代を重ねるごとに
経路が効率化されていく様子を記録していく。 
 設定する都市数は 50, 100, 200, 500 に設定する。また前節と同様に同一の課題で世代数を変化
させる。個体数は 30、試行回数は 10 回で最適解、最悪解、近似解の平均をとる。交叉確率を
40%、突然変異率を 18%とする。 

世代数 10 100 500 1000 5000 10000 
最適解 248.08 229.32 182.07 149.62 99.23 82.19 
最悪値 257.42 240.04 189.55 165.82 108.39 93.61 
平均値 253.14 232.60 184.73 158.39 104.47 87.91 

都市数：500, 個体数：30, 試行回数：10 

４． 応用 

今回の GA プログラムには単純に適応度の高いものを選択する手法を用いたが、より精度を高
めるため、ルーレット選択方式などを使ったほうがよい。 

５． 総括 

 今回、遺伝的アルゴリズムについて学び、実際に作成して TSP の解決策につなげることがで
きたと考えている。人工知能の分野にもつながっているアルゴリズムということで力を入れて取
り組んだ。アルゴリズム自体にも様々な選択肢があり、私が選択していない手法ではどのような
動きになるか、気になるところである。今回の研究で学んだプログラムの経験を通じて、より難
易度の高いアルゴリズムを学んで活かしていきたい。 

６． 参考文献 

[1] 倪永茂, 遺伝的アルゴリズムによる巡回セールスマン問題の一解法, https://uuair.repo. 
nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=4444&item_no=1&attribute_id
=27&file_no=1, 1997 
[2] 山村雅幸, 小野貴久, 小林重信：形質の遺伝を重視した遺伝的アルゴリズムに基づく巡回セ
ールスマン問題の解法,https://jsai.ixsq.nii.ac.jp/ej/index.php?action=pages_view_main& 
active_action=repository_action_common_download&item_id=3337&item_no=1&attribute_id=2
2&file_no=1&page_id=13&block_id=23, 1992 
[3] 金久保 正明, 遺伝的アルゴリズム,https://www.sist.ac.jp/~kanakubo/research/evolutionary_ 
computing/genetic_algorithms.html, 2020 
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EE--ララーーニニンンググシシスステテムムのの研研究究  

e ラーニングの概要と課題 

システム情報学科 
正科生Ａ 

 指導教員：齋藤 健司 
1770419 
山口 桂 

 
１．はじめに 
 現代では、情報通信技術の発達に伴って様々な学習形態が出てきている。近年の ICT の普及によって情
報通信機器が身近になり、利用することが容易になってきたことから、多くの人にとって e ラーニングを
利用する機会が増加してきている。 
 本論では、e ラーニングとは何であるか、e ラーニングの歴史、現状の e ラーニングのメリットとデメリ
ットについて述べた上で、今後の e ラーニングの可能性や課題について考察した。 
 
２．e ラーニングの定義 
 e ラーニングは、その頭文字からも分かるようにコンピュータやネットワークを利用した電子的な学習
を意味しており、情報技術を使用することによって学びを実現している。 

一般的には、情報技術を活用した教育の全般を表すものとして知られているが、その定義については一
様ではなく、情報技術を使っているすべてのものを e ラーニングとして捉える広義のもの [1] と、Web 上
で学習管理システムである LMS（Learning Management System）を用いた学習を表す狭義のものがある。     

本論では、e ラーニングとは、「情報技術を用いて行われる学習のことであり、必要に応じて学習者と学
習提供側との双方向性のあるコミュニケーションを含むもの」として定義する。 
 
３．e ラーニングの歴史 

e ラーニングの起源は、コンピュータを教育に利用することに端を発している。米国で 1950 年代ごろか
らコンピュータを教育に活用するようになり、CAI（Computer Assisted Instruction）と呼ばれるようにな
った。その後、コンピュータの個人所有が進んだことや、CD-ROM の搭載などコンピュータの性能が向
上するとともに、1980 年代の後半から登場したのが CBT（Computer Based Training）である。CBT に
おいては、受講者は関心のある分野や必要事項について学習する手順を設定することができ、受講者のレ
ベルに合わせて学習を行うこともできるものとなった。 

1990 年代中頃になると、インターネットが普及してくるようになり、ネットワークを通じて学習を行う
WBT（Web-Based Training）が可能となってきた。WBT は、ネットワーク上で学習を行うものであり、
GUI によってマルチメディアコンテンツの利用もできるようになっている。 

2000 年代に入ると更に WBT の利用が進むこととなったが、2008 年頃からのスマートフォンの登場に
よって、さらに利便性を考慮した形の学習ができるようになった。こうしたモバイル機器を用いたモバイ
ルラーニング（m ラーニング）を活用することによって、時間や場所を問わず好きな時に学習することが
できるようになり、学習手段が更に広がるようになった [2] 。  

山口　　桂
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４．e ラーニングのメリット・デメリット 
e ラーニングは、現在、学習を行うための方法として広く普及することとなったが、利点や課題点につ

いても生じるようになってきた。メリットとしては、個別学習に適した学習形態や、場所や時間を問わな
い学習、教材の選択が可能であること、学習者と教える側とのコミュニケーションの双方向性を持つこと
などがあげられる。その一方で、デメリットとしては対面学習でないことに関する限界や、学習が受講者
の自律性によるものとなること、受講環境や情報機器の知識に影響されることなどがある。 
 
５．e ラーニング利用の現状 

現在国内では、企業や教育機関など様々なところで e ラーニングが導入されるようになってきている。
このうち、主に e ラーニングが利用されている場面として、「企業」、「教育機関・学校」、「個人・生涯学習」
の３つに分けて利用状況を整理した。 
 
６．e ラーニングシステムにおける学習管理システム（LMS） 

e ラーニングを行うためのシステムとして、狭義の e ラーニングでは LMS という学習管理システムを
用いて教材を配信することで学習を行うことを表すことが多い。一般的な学習管理システム（LMS）につ
いて、必要な機能と利点について述べた。 
 
７．オープンソース LMS の導入 

現在組織で利用されている LMS は、外部から提供されている有償のものを利用することが多くあり、
コスト面での課題が生じていた。従来の e ラーニングでの課題に対して、オープンソース LMS を実際の
環境での導入することを通じて課題の解消や、使いやすい e ラーニングの実現について確かめてみた。 
 
８．e ラーニング利用の課題と今後の動向 

現在、e ラーニングシステムは効果的な教育を行うものとして広く普及するものとなったが、e ラーニン
グシステムを利用したり、e ラーニングを提供する上でのいくつか課題が見られるようになった。e ラーニ
ングについての課題を整理した上で、その解消とこれからの e ラーニングについて考察した。 
 
９．最後に 

e ラーニングシステムが進歩して、より使いやすいものとなっていく中で、利用者自身も e ラーニング
を利用して学習する上で必要な情報を引き出し、活用する能力を向上させていくことがポイントとなると
考えられる。そうしたリテラシーを備えておくことは、効果の高い学習の実現や、学習後により高い満足
を得たり、今後の学習の選択の指針となることにもつながるものとなる。また、学習者が学習を行ったり、
理解を深めるための行動をとることによって、理解が促進されるような仕組みや環境づくりを進めていく
ことは、学習者にとって良い学びを実現させるために大切なことであると考えられた。 
 
＜ 参考文献 ＞ 
[1] 日本イーラーニングコンソシアム 「e ラーニング白書 2006/2007 年版」 初版 
     東京電機大学出版局  2006 年 
[2]  UIcommons  e ラーニングの歴史�アナログから現代の e ラーニング 

https://www.uicommons.co.jp/topics/a82  2020 
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人工生命シュミレーション 
 

システム情報学科 
北九州教育センター 

担当教員：齋藤 健司 
 

１７７０５３４ 
佐ﾉ木 公河 

 
１．はじめに 

今回、人工生命体を用いて何か有用なものが作れないかと考えたところ。今年大流行し
た新型コロナウイルスのような新種のウイルスに対してのシュミレーションを行うこ
とできるのではないかと思い至った。 
最終的な目的としては感染シュミレーションを行えるプログラムを作り新種のウイル
スに対してもある程度の未来予測を対策なしと対策後で視覚的に比較できるようにす
ることである。 

 
２．準備 

人工生命体についての調査に行き詰ったため今回先に作りたいものの理想像に近づけ
ていくために必要なことを考えていくことにした。 
そこで必要なものは感染症の知識が必要と考え下準備として感染症に対する理解を深
めていった。 

 
３．概要 

今回の研究においてプログラム作成にまで至ることができなかった。作成しようと想
定していたプログラムの構成としては専門職の人が数値を入れる（感染症やその感染
症に対しての対策の効果など）とプログラムが自動に感染者数や感染率を見やすく表
示するというものである。このプログラムを実現するために必要なものはないかと調
べた結果いろいろな実現方法があるということが分かった。だがどこから手をつける
べきか、調べようとしたものが検索できなかったりで始めるまでに時間がかかってし
まった。よって調査によって集めた情報によりどのように作成目標のプログラムを作
ろうとしたのかを研究内容とした。 
私の考察からは人工生命体シュミレーションとは多くの情報と確率を用いて未来予測
をより高度に行うものという結論に至った。そこでより高度な未来予測を行うには何
が必要かの洗い出しを行った。洗い出しを行った結果このような結果に至った。まずウ
イルスや細菌の感染経路や感染方法、その感染方法によってどれくらいの確率で感染

佐ノ木　公河
1 7 7 0 5 3 4

37 .人工生命シミュレーション

システム情報学科
北九州教育センター
指導教員 : 齋藤　健司
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するのかの確率などをウイルスや細菌のステータスとして集める。次に人側の年齢な
どによって変わる免疫による抵抗力や人数に対しての年齢層の割合などのステータス
を集める。そこに人側が取る対策による行動やそれによる効果を入れる。この三つのデ
ータをもとに検証を行うというものである。実際に未来予測に至るにはさらに多くの
データも必要で完全なものを作るにはこの世界は偶然という要素が多すぎるので不可
能ではある。だがどれくらいの効果があるかの指標になりうるものが作れると考えた。 

 
４．参考文献 

（１）東洋経済 online  https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/ 2020/9/13 
（２）独立行政法人 労働政策研究・研修機構 https://www.jil.go.jp/ 2020/9/13 
（３）新型コロナウイルスによる経済への影響を多方面から探る（2020 年 9 月 13 日
時点）https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20200913-00197955/ 2020/9/13 
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E�ラーニングシステムの研究 

 
システム情報学科   
北九州教育センター  
指導教員：斎藤 健司 

1770541 
西田 圭那 

 
1. はじめに 

 E�ラーニングという単語をご存知だろうか。E�ラーニングとは、情報技術を用いて行う学習
や学びのことである。と、概要だけを聞いてもあまりよくわからない。学校に行って勉強するのと
は何が違うのか。一口に E�ラーニングと言ってもどのような種類があり、それぞれにどのような
⾧所があるのか。そういった E�ラーニングとはそもそも何なのか？という疑問を掘り下げていく
ため、今回の研究に取り組んだ。 
 

2. E�ラーニングとは 
 E�ラーニングとはそもそも何なのか。E�ラーニングとは E�ラーニングとは、情報技術を用い
て行う学習や学びのことであり、日本では 2000 年代からこの言葉が聞かれるようになった[1]。政
府が「E-Japan 構想」を打ち出したこともありこれまでの紙などの旧メディアを e 化することに注
目が集まっていた CD-ROM、ブラウザ型と徐々に進化を続け、最近ではパソコンよりもスマホを
持っている世代が増えつつあることから、モバイルラーニングというスマホなどから学習する方法
が主流になりつつある。学習者側と教師側共通の主な利点は同時間、同一場所に集まる必要がない
ので自由な時間と場所で学習ができ、効率的に業務を遂行できることだ。そして、欠点として学習
者側は質疑などその場での問題解決がしにくい、教師側は学習者の状況をデータからしか把握でき
ないなどが挙げられる。 
 

3. E�ラーニングの比較 
 [2]学習方法は E�ラーニング以外にもたくさんある。その他の学習方法と E�ラーニングの違
いはなんだろうか。書籍やテキスト、ビデオや DVD などを使った学習方法ではいちいち人数分の
教材を制作し配布する必要があるのでとても手間がかかるが、現在の E�ラーニングではサーバー
に教材をアップロードするだけでいいので制作や配布の手間を省くことができる。そして対面授業
では人対人で直接授業が行われるため、教師側が学習者側の習得度などが詳しくわかり学習者も直
接詳しい内容を質問できるなど、詳しく互いの情報を共有することができる。しかし、教師側と学
習者側の両方が日程を合わせて同じ場所にいなければならないので日程の調整が難しい。E�ラー
ニングではサーバーに教材をアップロードすれば各々が自由に学習することができる。この地涌度
の違いが対面授業と E�ラーニングの一番の違いだろう。 
 
 
 

西田　圭那
1 7 7 0 5 4 1

38 .  E-ラーニングシステムの研究

システム情報学科
北九州教育センター
指導教員 : 齋藤　健司
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4. E�ラーニング製品の比較 
 E ラーニング製品も今では数多く販売されている。1000 人などの大規模な研修を想定したもの
や、カスタムが自由にできるもの、初心者にもわかりやすいようにシンプルなものもあり、導入コ
ストも様々だ。自分にあったものをじっくり選んでから導入したい。 
今回調査した 24 個の E-ラーニングシステムのうち 2 つを抜粋して掲載する。 

Generalist/LM 
 東芝デジタルソリューションズ株式会社が提供する「Generalist/LM」は、10 万人の利用を想定した
大規模向けＥ�ラーニングシステムである[3]。教育の準備、実施、まとめに沿って管理機能を備えてお
り、特にグループ管理機能では組織体系とは別に仮想的な管理体系を作ります。柔軟に進捗管理を行え
るだろう。 

また、オーサリングツールが標準で装備されており、簡単に教材の作成が可能。費用は受講者・管理
者数にしばられないライセンス数で決定される。このように、人数の増加によるコスト増の心配がない
ことも、このシステムの特徴だ。 
学び～と 
 エスエイティーティー株式会社（駿台グループ）が提供する「学び～と」は、駿台の 100 年間蓄積さ
れた教育ノウハウと最新の IT 技術を集結させたクラウド型学習管理システムです[3]。企業内研修や授
業補助に幅広く利用されている。 
教材作成機能を搭載し、スライド型/動画教材やテスト、アンケートをすぐに実施することが可能。ま
た、日本語・英語・中国語の多言語に対応しており、スマホ・タブレットでも使用可能である。月額 150,000
円で 1,000 人まで利用可能。登録数５人までなら２か月間の無料トライアルも利用できる。 

 
5. 終わりに 

 E-ラーニングと言っても様々な種類があり、また E�ラーニングにもメリット・デメリットが存
在するので、自分の団体にあったものを選ぶ必要があるということがわかった。 

 
 
参考文献 
[1] e ラーニングの歴史 株式会社デジタル・ナレッジ 

https://www.digital-knowledge.co.jp/el-knowledge/el-history/,2020/9/21 
[2] e ラーニングとは エスエイティーティー株式会社 

https://satt.jp/dev/e-learning.htm,2020/9/21 
[3]【迷わない！】2020 年最新 e ラーニングシステム 51 選を比較 株式会社 Innovation & Co. 

https://it-trend.jp/e_learning/article/comparison-system,2020/9/21 
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北池　頑張
1 7 7 0 5 7 0

39 .遺伝的アルゴリズムの応用

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 齋藤　健司
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指導教員　:　斎　藤　　一
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野﨑　千裕
1 7 7 0 0 0 2

40 .  ID(インストラクショナル・ デザイン )に基づいた

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 斎藤　一

『プログラミング』 が学習できる Web教材制作
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源川　京平
1 7 7 0 0 1 6

デスクでできるトレーニング紹介 WEBサイト

41 .スマートフォン向けコンテンツ開発

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 斎藤　一
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高橋　利旗
1 7 7 0 1 3 1

経路やお土産を案内してくれる観光サイト

42 .新しい観光サイトの提案

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 斎藤　一
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岩下　　航
1 7 7 0 1 8 5

43 .  ID(インストラクショナル・ デザイン )に基づいた

システム情報学科
鹿児島教育センター
指導教員 : 斎藤　一

『プログラミング』 が学習できる Web教材制作
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日渡　雄大
1 7 7 0 1 8 8

44 .オープンソース CMS(Contents  Management  System)や

システム情報学科
鹿児島教育センター
指導教員 : 斎藤　一

LMS(Learn ing  Management  System)を用いた『学生』 を支援する Webサイトの試作
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茂泉　直弥
1 7 7 0 2 3 7

45 .新しい観光サイトの提案

経営ネットワーク学科
札幌教育センター
指導教員 : 斎藤　一



89



90

髙橋　　翼
1 7 7 0 3 3 2

新潟県の観光業の発展に向けて

46 .新しい観光サイトの提案

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 斎藤　一
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吉山　啓太
1 7 7 0 4 9 9

自作ゲーム支援アプリを作る

47 .スマートフォン向けコンテンツ開発

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 斎藤　一
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新宅　賢太郎
1 7 7 0 5 3 0

『地域』 のことが学べる Web教材制作

48.  ID(インストラクショナル・ デザイン )に基づいた

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 斎藤　一
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オープンソース CMS(Contents Management System)を用いた 
『地域』のコミュニティを支援するWeb サイトの試作 

 
 システム情報学科 
 名古屋教育センター 
 斎藤 一 

 
       1770560 
      鷲見 拓真 
 
１． はじめに  
 研究テーマが”『地域』のコミュニティを支援するWeb サイトの試作”ということで、すぐ頭に浮
かんだのは「江南市で開催されるイベントの Web サイト」である。伝えるためのツールとして
webnode を使い江南市の魅力を発信していくことにした。 
 
２． 江南市とは 
 江南市というのは、愛知県にある中規模の都市である。田舎といえば、田舎ではなく、都会とい
えば、そうでもない、人によって見方が変わる市といっても良いのである。 
 
３． この町のために 
 前章で上げた点をふまえ、ではこの町のため何ができるかと考えてみると、一番この町のため
にできることは「市に対する認知度をあげる」ことである。では有名にするためにはどうする
か、それは江南市の魅力を発信することである。 
 
４． 一年を通しての催し物 
一年を通し様々な催し物があり、市民に楽しまれている。それぞれの季節に開催するものを

Webnode で作成した。重点に置いた箇所を紹介する。 
・ 花に関する催し物が多い。 
・ こども向けの催し物が多く家族で楽しめる。 
・ 高齢者の方にも人気。 
春には家族向けの催し物が多くあるので、日時や、場所を特に分かりやすく表示し、またお

すすめポイントの紹介もしている。 
 

表１ 春の催し物 
4 月 5 月 6 月 

フラワーパーク 
春のガーデンパーティ 
(上旬) 

五条川岸辺づくり(上旬) あじさい祭り(上旬) 

鷲見　拓真
1 7 7 0 5 6 0

システム情報学科
名古屋教育センター
指導教員 : 斎藤　一

49 .  オープンソース CMS(Contents  Management  System)を用いた

『学生』 を支援する Webサイト構築



97

 

 
図図  11  催催しし物物詳詳細細画画面面  

５． Web サイトの概要 
ここでは作成した Webサイトを紹介する。図１は，催し物を詳しく見たい方向けに作成した画

面である。 
 
６． まとめ 
 ここまで江南市について話してきた訳だがこの研究テーマを通して発信力と表現力が発揮でき
たと感じている。江南市は日々発展を続けている。私も江南市民の一人としてこれからも江南市
の良さを発信していきたいと考えている。 
 
参考文献 
[1] 江南公式ホームページ(イベント紹介)，www.city.konan.lg.jｐ（参照日: 9 月１０日） 
[2] 江南イベントランキング，https://www.jalan.net/event/evt_217333/event/ 

（参照日 9 月 10 日） 
[3] 江南周辺の祭，https://matsuri-no-hi.com/area/23/4830000（参照日 9 月 10 日） 
[4] イベントフラワーパーク江南，https://www.kisosansenkoen.jp/~konankaki/event.html 

（参照日 9 月 10 日） 
[5] 江南市環境協会，http://www.konan-kankou.jp/moyooshi/（参照日 9月 10 日） 
[6] Webnode 使い方，https://www.webnode.jp/manual/ （参照日 9月 10 日） 
[7] 良くわかる Webnode 使い方， 

https://all-standard.co.jp/useful/hpguide/hpguide_basic/kinds/hpplatform/webnode/ 
（参照日 9 月 10 日） 

[8] Webnode ホームページ作成，https://zuikaku.co.jp/website/freesoft/webnode/ 
（参照日 9 月 10 日） 



指導教員　:　齋　藤　康　彦
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PPrroocceessssiinngg  にによよるるイインンタタララククテティィブブなな絵絵本本のの制制作作  

システム情報学科  
新潟教育センター 
指導教員：齋藤 康彦 
 

1770025 
時田 愛美 

 
1. 初めに 

本システムは Processing を用いた幼児/児童向けの電子絵本であり、インタラクティブ(対話的)な機

能を備えている。インタラクティブ(対話的)とは読者の操作によって絵が動く、音が出るなどといった

紙の絵本にはない機能の事である。 
本システムはマウス操作のみで起動から終了まで動かすことが可能である。基本操作は画面右下にあ

る「つぎへすすむ」をクリックすることでページが進んでいく仕様になっている。ページによっては選

択肢をクリック、画面内の指定場所をクリックすることでページが進むこともあり、最後のページで「と

じる」をクリックするとウィンドウを閉じることができる。 
 

2. 開発環境 
Processing は，電子アートとビジュアルデザインのためのプログラミング言語／統合開発環境のこと

であり、グラフィカルなコンテンツやユーザインタフェースが容易に実現できる特徴がある。 
 
3. 制作物 

今回の制作にて意識していたことは、「①紙絵本では難しい操作を実装すること」、「②単純であるこ

と」である。①の理由は、紙絵本では実装することが難しい操作が実装可能なのが電子絵本の特徴であ

ると考えたからである。②の理由は、幼児/児童向けであるという点から絵本自体の見た目(絵やストー

リー)は単純である方が見やすいと考えたからである。 
内容としては、「女の子からクリスマスパーティーの準備を手伝ってほしいと頼まれたのでケーキ作

りや部屋の飾り付け等を手伝った結果、無事にパーティーをすることができた」というものである。 
特徴的なページはクリーム作りを作る場面(【図 1】)と飾り付けをする場面(【図 2】)である。クリームを

作る場面はマウス操作で泡だて器が動き、ボウルの中で動かすことでクリームが完成する。飾り付けを

作る場面では飾りを指定場所に運ぶことで飾り付けが進んでいくようになっている。他には途中にある

選択肢によってその後のストーリーの順番が一部変化するようにもなっている。 
使用した絵や音源は、自分で制作した絵とネットから借りたフリーの音源である。音源に関しては、

編集可の音源を一部分だけにする等の編集をしている。 

時田　愛美
1 7 7 0 0 2 5

50 .  Pro cess ingによるインタラクティブな絵本の制作

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 齋藤　康彦
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【図 1．クリーム作りの流れ】 

【図 2．飾り付け(ケーキの場合)の流れ】 

 
4. 読者の評価 

制作した絵本を友人･家族に読んでもらった感想は「小難しいことを考えることなく気楽に読める」

「似た操作が多いから大人目線では単調に感じるけど子供的には操作が簡単で良いのかも」「全体的に

ゆるくてほのぼのしていて“絵本”って感じがする」「タイトルが少し長いけど、どんな内容なのか予想

しやすくて親目線では安心するかも」等であった。 
感想をまとめると、幼児/児童向けというより幼児向け。児童もターゲットにするなら児童用に操作等

の変更/追加する等が考えられる。タイトルも、短縮かあえてそのままにするか考える必要があるだろう。 
 
5. おわりに 
幼児/児童向けというよりは幼児向けの内容になったが電子絵本ならではの機能を実装することがで

きたのは良い点といえる。反省点は単純化を意識しすぎるあまりに、Processing の命令を一部しか利用

できなかった点である。今後は今回使用しなかった命令等も使用しさらに複雑な機能の実現ができるよ

うになることが課題である。 
 
〈参考文献〉 
［1］ Processing (オフィシャルサイト)：Language Reference(API)¥ Processing 3+ 
 https://processing.org/reference/ 
［2］ DOVA-SYNDROME (フリー音源サイト)：DOVA-SYNDROME 
 https://dova-s.jp/ 
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PPrroocceessssiinngg にによよるるイインンタタララククテティィブブなな絵絵本本のの制制作作  
  

システム情報学科   
鹿児島教育センター  
指導教員：齋藤 康彦 

1770186 

池田 啓誠 
 
 
 
11.. ははじじめめにに  

本システムは、Processing を使用して作られた電子絵本である。画面をクリックするなどのアク

ションを行うことで絵本の中に動きを作り出すことが出来る。これにより紙媒体では実現の困難で

あるインタラクティブ(対話的)な表現を実現することが可能である。 
 

22.. 開開発発環環境境  
 本システムは、電子アートとビジュアルデザインのためのプログラミング言語であり、統合開発

環境である Processing を使用し、OS は Windows10、ペイントツールは、MediBang Paint と CLIP 
STUDIO PAINT を使用し、開発を行った。 

 
33.. 機機能能説説明明  

 絵本の内容は、母親の病気を治すため、本で見たどんな病気も治すという薬の材料を探す旅に出

る少年の物語となっており、マウスのクリックとドラッグで操作する仕様となっている。 
  メインとなる機能は「前へ・次へボタンによる絵本のページ遷移」「画像をクリックすることで別の

画像が浮かび上がる機能」「マウスを動かすことでページ内のキャラクターを動かすことのできる機能」

「時間経過で画像が切り替わるタイマー機能」の以上 4 点である。 
 ページ遷移の機能は、画面の左端にある「前へ」、右端にある「次へ」、この二つのボタンをクリック

することで、ページ遷移を行う。 
 画像をクリックすることで別の画像が浮かび上がる機能は絵本の 4 ページ目にあり、母親のベッドの

傍にある本棚をクリックすることで薬の本が表示され、薬の材料を確認することができる。画像をクリ

ックしなくてもページ遷移を行うことは出来るが、この機能があることで本の内容をより楽しむことが

出来ると考える。 
 マウスを動かすことでページ内のキャラクターを動かすことができる機能は、絵本の 5 ページ目にあ

る。主人公の全身絵を置き、マウスを動かすことで、その動きに合わせてキャラクターを追従させるこ

とが出来る機能である。 
 時間経過で画像が切り替わるタイマー機能は絵本の 17 ページ目にあり、くすりをつくるボタンをク

リックすることで画面が遷移し、時間が経過するごとに素材が混ぜ合わさっていく。しゅうりょうボタ

ンを押すことで、次のページに遷移することができる。 
 これらの動作を行い、母親の病気を治すまでが本絵本のストーリーである。 

池田　啓誠
1 7 7 0 1 8 6

50 .  Pro cess ingによるインタラクティブな絵本の制作

システム情報学科
鹿児島教育センター
指導教員 : 齋藤　康彦
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44.. おおわわりりにに  
 本システムを作成する上で最も意識したのは、「紙媒体の絵本では実現困難な、電子絵本ならではの

要素を取り入れた作品を実装する」ということである。ただし、対象者が幼児・児童であったため、機

能を沢山取り入れてゴチャゴチャした作品ではなく、インタラクティブ(対話的)な要素を取り入れてお

り、且つ、シンプルで手軽に読める絵本を目指した。 
 

  
図１ 4 ページ目     図 2 5 ページ目 

  

図 3.1 17 ページ    図 3.2 調合開始 

  

図 3.3 途中で経過    図 3.4 完成 
 

<参考文献> 
［１］ 田所淳 (2017) Processing クリエイティブ・コーディング入門 −コードが生み出す創造表現− 

株式会社技術評論社 
［２］ よー清水 (2018) 「キャラの背景」描き方教室 －CLIP STUDIO PAINT で描く!キャラの思い

を物語る風景の技術(Entertainment&IDEA) SB クリエイティブ 



指導教員　:　坂　本　英　樹
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須貝　伊雄莉
1 7 7 0 0 2 9

52 .  NTTドコモ

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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松木　友隆
1 7 7 0 0 4 7

53 .ガンホー・ オンライン・ エンタテイメント

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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阿部　誠也
1 7 7 0 0 5 8

54 .ガンホー・ オンライン・ エンタテイメント

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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今井　摩周
1 7 7 0 0 7 0

55 .アップル

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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赤松　一斗
1 7 7 0 1 3 9

56 .ヤマト運輸

システム情報学科
北九州教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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柿原　航大
1 7 7 0 1 4 0

57 .楽天

システム情報学科
北九州教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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木下　徳美
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KDDIの戦略について

58 .  KDD I

経営ネットワーク学科
福岡教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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小山　湧暉
1 7 7 0 1 6 6

運輸業の成り立ちとその中でのヤマト運輸

59 .ヤマト運輸

システム情報学科
福岡教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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河野　萌佳
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60 .  LVMHの成長とこれから

システム情報学科
鹿児島教育センター
指導教員 : 坂本　英樹



119



120



121

渡邊　健太郎
1 7 7 0 1 9 5

61 .ウーバー・ テクノロジーズについて

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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六廣　　稜
1 7 7 0 2 1 4

62 .ソフトバンク

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 坂本　英樹



124



125

畠　　侑輝
1 7 7 0 2 4 3

ポケットモンスターとは～ポケモン GOから見えてきたポケモンの可能性～

63 .任天堂

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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泉　　隆太
1 7 7 0 2 6 5

64 .任天堂

経営ネットワーク学科
鹿児島教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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129

松本　悠太郎
1 7 7 0 3 0 3

65 .スクウェア・ エニックス

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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煤田　健斗
1 7 7 0 3 0 7

66 .モスフードサービス

システム情報学科
大分教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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浅田　恵之来
1 7 7 0 3 8 0

67 .アサヒビール

システム情報学科
名古屋教育センター
指導教員 : 坂本　英樹



134



135

尾田　浩一
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ソフトバンクの経営事業

68 .ソフトバンク

システム情報学科
大阪教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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井原　健吾
1 7 7 0 4 0 0

69 .アマゾン・ ドット・ コム

システム情報学科
大阪教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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藤森　啓吾
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ＮＴＴドコモの現在

70 .  NTTドコモ

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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前田　航汰
1 7 7 0 5 0 0

71 .新型コロナウイルスによる任天堂の売り上げ変化

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 坂本　英樹
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指導教員　:　高　井　那　美
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アニメーションの制作  
「私の冒険」  

システム情報学科  
新潟教育センター  

指導教員：高井那美  
1770014 
鈴木颯汰  

1. はじめに  
現在、アニメーション技術は日々進化している。特にゲームでは高いクオリティの 3D

アニメーションが多く、まるで本物のような質感のものが多い。私自身、趣味でアニメー
ションを見たり、ゲームをする機会が多い。そうした中で、アニメーションを見るだけで
なく、作成したいと思いこのテーマを選択した。  
 
2. アニメーション  
「アニメーション (animation)は、動画とも呼ばれ、コマ撮りなどによって、複数の静止

画像により動きを作る技術。連続して変化する絵や物により発生する仮現運動を利用した
映像手法である [1]。」  2D アニメーションは、キャラクターや物体が二次元空間に作られ
ており、縦幅と横幅しかない。これに対し 3D アニメーションは、縦幅、横幅に加え、奥
行きのある三次元空間に作られることが特徴である [2]。  
 
3. 作品の内容  
制作した作品は 2D アニメーションで、ファミリーコンピュータのゲーム画面のような

ピクセルアニメーションである。内容は私自身が学校で行ってきたことである。髪色を染
めたり、資格の取得、就職活動などをしながら RPG ゲーム感覚で冒険していく様子をア
ニメーションで表現した。  
 
4. 使用したツールについて  
私は作品を Piskel という無料で使用できるツールを使って作成した。Piskel はピクセル

のイラストを描くことができるツールであり、複数枚のイラストを描くことでアニメーシ
ョンを制作することもできる。このツールは、フレームレートなどの設定を簡単に変更す
ることができ、RGB カラーは 16 進数を入力することで、細かく色を指定することができ
る。私の作品は、ピクセル数を 128×128、フレームレートを 5fps に設定して制作した。
描いたイラストは、次のイラストに透けて写すことができるため、背景などの前のイラス
トと変化が無い部分はそのままにして、変化がある部分のみを描き直すことで、作業時間
を少なくするように制作した。  
 
5. 注力ポイント  
私が作品を制作するにあたって力を入れたところは、キャラクターの攻撃の動きをワン

パターンにしないこと、エフェクトに動きをつけること、カラーを他のカラーと被らない

鈴木　颯汰
1 7 7 0 0 1 4

「私の冒険」

72 .アニメーションの制作

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 高井　那美
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ように工夫したことである。  
1 つ目のキャラクターの動きについては、特に敵を倒すときの攻撃方法に力を入れた。

登場する敵に変化があっても、毎回同じ方法で倒していくようでは、倒し方がワンパター
ンになり、アニメーションを見ている側も飽きてしまうので、1 度使用した倒し方をそれ
以降は使わないようにした。  

2 つ目のエフェクトの動きについて、アニメーションの中で炎や爆発などのエフェクト
が発生するが、コマごとに動きをつけ、迫力が出るように工夫した。炎の揺らめきなどは、
前のイラストを透けて写し、それを見ながら、炎の揺らめきの向きや大きさを少しずつ変
え、自然な動きになるようにした。  

3 つ目のカラーの工夫について、隣接するものが同じカラーだと、同化してしまうので、
背景が青空の水色の場合は、周りのものをすべて別のカラーにすることで、同化させるこ
となく、それぞれのものを目立たせるようにした。  

 
図 1 コマごとの動き  

 
 
6. おわりに  
 アニメーションの作成を通じて、今まで見ているだけであったアニメーションの技術や
手法を知ることができ、とても良い経験になった。約 2 分のアニメーションの作成でも約
4 か月もの時間と労力を費やし、アニメーションの制作の大変さを身をもって知った。今
後は音楽や効果音などの編集を行い、質の高い動画の制作にも挑戦していきたい。  
 
参考文献  
[1]ウィキペディア (アニメーション ) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC% 
E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3 

[2]2D アニメと 3D アニメの違いとは?それぞれの特徴を学ぼう ! 
https://www.anime.ac.jp/contents/column/2019/06/05/column65/ 
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機械学習 
-自動運転技術における機械学習の活用- 

システム情報学科   
新潟教育センター   
指導教員：高井 那美 

1770054 
古山 大地 

1． 初めに 
 本テーマについて調査研究を行おうと思ったきっかけとして、自動運転関連技術である先進運転支援
システム（ADAS）に興味があったこと、近年自動運転分野の発展が目覚ましくニュース等で取り上げ
られる機会が多くなったように感じたことが挙げられる。本論文では機械学習とはどのような技術なの
か、近年急速に発展している自動運転技術においてどのように機械学習が活用されているのか、自動運
転にはどのような課題があるのか、というようなことについて調査研究を行った。 
 
２．機械学習 
 機械学習とは人工知能（AI）が自律的に物事を学ぶための技術のことである。機械学習には対象とな
るデータ群や目標とするモデルの用途などによって様々な学習方法があるが、教師データの有無や即時
報酬か長期的な報酬を求めるかで「教師あり学習」「教師なし学習」「強化学習」の 3 技法に大別するこ
とができる[1]。 
 
3．ディープラーニング（深層学習） 
 ディープラーニングとは機械学習の研究分野のうち、人間の脳の仕組みをコンピュータ上で再現する
という「ニューラルネットワーク（以下、NN）」を発展させた「ディープニューラルネットワーク（以
下 DNN）を用いることで特徴量の探索を自律的に行うものである。DNN の仕組みとしては NN の構
成要素である入力層、中間層、出力層のうちの中間層を多層化することで入力データに対して高精度な
分類を行うことができるようになっている。自動運転分野で代表的な画像認識においては「畳み込みニ
ューラルネットワーク（以下、CNN）」が活用されている。 
 CNN は一般的な NN と異なり「畳み込み」と「プーリング」の工程を繰り返し行うことで基になっ
た画像の特徴を残しながら縮小する。このように CNN を用いて学習を行ったモデルは、既知の画像だ
けでなく未知の画像に対しても高精度の判定ができるようになる[1]。 
 
4．自動運転 
 初めに「自動運転」とは、「乗り物や移動体の操縦を人の手によらず、機械が自律的に行うシステム」
のことである。米国自動車技術者協会（以下、SAE）によって定義された SAE J3016および日本語訳で
ある JASO TP 18004[2]では機能の段階からレベル０からレベル 5の 6 段階で区分されている。自動運
転では事故が起きた際に運転者とシステムのどちらが責任を負うかという問題があるが、この区分のう
ちレベル０からレベル２までが「運転支援システム」といい運転者に、レベル 3 以上が「自動運転シス
テム」といいシステムにそれぞれ責任が発生するという認識がなされている[2]。 
 自動運転は人間による運転と同じように「認知」、「判断」、「操作」によって行われる。調査を行った

古山　大地
1 7 7 0 0 5 4

－自動運転技術における機械学習の活用－

73 .機械学習

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 高井　那美
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結果、自動運転において「認知」を司るセンサーにも様々な特性があることが分かった。 
 自動運転技術に用いられる主なセンサーとして「GPS」、「カメラ」、「3D-LiDAR・ミリ波センサー・
ソナーセンサー」がある。これらのセンサーから得た情報をリアルタイムで処理して AI の判断を支え
るものとして「Graphic Processing Unit（以下、GPU）」の存在が重要になる[3][4]。 
 次に実際に自動運転車両を開発しているメーカーについて調査を行った。本研究では米カリフォルニ
ア州での走行実験データを参考に各メーカーの自動運転での総走行距離を調査した。その結果、その結
果 Google LLCを親会社とするWaymo LLCの走行距離が群を抜いて大きいことが分かった。その理由
として Google LLCが提供しているWebGIS「Google Maps」の地図データを活用できることが大きい
と考える。また自動運転のレベルのうちのレベル 1 及びレベル 2 の領域である ADAS では、国内外の
メーカーが様々な技術開発を行っている[5]。 
 調査を行う中で現代の自動運転技術開発において「技術面」だけでなく「法律面」についても課題が
あると感じた。4章で述べた責任の所在の問題等の観点から特にレベル 1から 2 までとレベル 3 以上に
おいて大きなハードルがあることが分かった。現在自動車に関する国際条約として 1949 年の「道路交
通に関する条約（ジュネーブ道路交通条約）」と 1968 年の「道路交通に関する条約（ウィーン道路交通
条約）」がある。日本はこのうちジュネーブ道路交通条約に加盟しているが、両条約とも「走行中の車両
には運転手がいなければならない。」「自動運転においても運転主の制御下にあることが必要である。」
という解釈がされているためである。 
 
5．終わりに 
本研究を通して機械学習における様々な特徴や活用方法、また自動運転技術における基礎技術やディ

ープラーニングを用いた活用事例について調査することができた。今後の自動運転開発には技術面や法
律面においてより注力した開発や議論が必要になると思われるが、世界に名を馳せる有名メーカー擁す
る日本がその台頭となることを期待したい。 
 
6．参考文献 
 [1]Qiita 一から始める機械学習（機械学習概要） 

https://qiita.com/taki_tflare/items/42a40119d3d8e622edd2 
 [2]公益社団法人 自動車技術会 規格会議 審議 2018年 2 月 1日 制定 
    自動車用運転自動化システムのレベル分類及び定義 

https://www.jsae.or.jp/08std/data/DrivingAutomation/jaso_tp18004-18.pdf 
 [3]ZMP Inc. Autonomous Driving（自動運転）開発について 

https://www.zmp.co.jp/knowledge/ad_top/dev 
 [4]NVIDIA Corporation 自動運転車のテクノロジとソリューション - NVIDIA Automotive 

https://www.nvidia.com/ja-jp/self-driving-cars/ 
 [5]Honda 公式サイト 安全運転支援システム Honda SENSING 

https://www.honda.co.jp/hondasensing/ 
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アアニニメメーーシショョンンのの作作成成  

アニメーション作成 1  

「Virturl*Happy**LIFE」 

 
システム情報学科  

新潟教育センター 

指導教員：高井那美 

 

1770055 

水野 宗 

1. はじめに 

 本卒業論文では３DCGを用いたアニメーション作成を行う。 

ミュージックビデオ風のアニメーションを作成したいとの思いからこのテーマを選択した。 

本作品は「かわいい」×「バーチャル」というテーマのもと作成した、2 分 9 秒のミュージックビデ

オである。 

本作品では、楽曲のリズムに合わせて３DCGのモデルをテンポよく動かすことで、楽しくかつ可愛く、

キャラクターがバーチャルの世界で楽しむ様子を描いた作品となっている。 

 

2. ストーリー構成 

 本作品のストーリーは「現実では見つからなかった自分の魅力をバーチャルで仲間たちと触れ合うこ

とで気付いていく」である。 

 イントロは、バーチャルの世界と現実の世界、2つの世界があることを描いている。 

A メロでは、現実世界を描写しており、朝起きてから退屈そうに学校へ登校する様子と、学校で転寝

をしている主人公を描いている。 

Bメロは、主人公が学校から下校するシーンから始まる。そこから主人公がスマホを取り出しバーチャ

ルの世界へログインする様子を描いている。 

サビは、ジャンプでバーチャルの世界に来たことを全力で喜ぶ主人公、そしてバーチャルの世界での

仲間と出会い、主人公達は様々な冒険していく様子を描いている。 

 ラストでは、主人公達が温かい光に包まれており、主人公はその手にある箱を開けて新しい世界に行

く予感をさせて終わるという構成である。 

 

3. 作成の手順 

 今回のアニメーション作成では、絵コンテを作成し、絵コンテから必要な素材をブラッシュアップし

た。ブラッシュアップした必要な素材を３DCG ソフト Blender でモデリングし映像に必要な素材を揃え

ていく。素材を配置して撮影するために、Unityへ揃えた素材の３DCGデータを取り込む。 

Unityでは、配置した 3DCG データをアニメーションで動かして撮影する。撮影したデータは MP4とい

う動画形式で保存した。 

この Unity から作られた MP4 のデータは１シーンごとに保存され、本作品では 21 シーンで構成され

ている。 

この 21 本の MP4 のデータは動画編集ソフトを使い、曲のタイミングに合わせて映像を編集する。ほ

かにもズームアウトやホワイトアウトなどのエフェクトを追加し見応えのある作品となるように演出

を施した。 

またシーンごとに分けて Unityで撮影することで、シーンごとに修正をいれることができる利点があ

る。 
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4. 工夫した点(描写面) 

 作品テーマは「かわいい」×「バーチャル」である。このテーマを表現するために、ストーリー構成

を工夫した。現実で退屈そうに過ごす描写をいれ、バーチャルの世界が楽しいところだということを強

調させた。 

また、現実とバーチャルの描き分けをする必要がある。現実では制服を着て退屈そうな表情をさせ、

バーチャルではステージ衣装を着せて元気な表情にすることで２つの世界を描き分けている。 

画面を映えさせるために工夫した部分もある。背景にはオレンジに似た暖色系を多く使用している。

これは主人公として使用した「UnityChan」自体にオレンジ色の印象があるのでそれに合わせた配色にす

るようにした。 

ほかにも背景に球体を配置し画面を賑やかにした。球体は曲のリズムに合わせて膨らますことで、映

像の見た目をさらに映えさせテンポを生み出すことができ飽きない映像にすることができた。 

 

5. 工夫した点(工程面) 

工程にて工夫した点もある。主人公が歩いているシーンではキャラクターを動かすのではなく、街を

動かすことで任意の位置で止まるようにした。 

ほかにも作業を減らすためにクローズショットで上半身のみを撮影することや、カメラを水平に動か

すドリーを活用しカメラに写る絵だけを重視して見えないところも無駄に動かす部分を少なくするこ

とで、作業量を減らす工夫をした。 

 また、「UnityChan」をインポートした際にアニメーションファイルがいくつか同梱されている。作品

内で登場する、走る・歩く・ジャンプの動きはこちらのアニメーションファイルを改変した。複雑な動

きであるにもかかわらず簡単に作ることができ、可愛く動きまわる主人公を作ることができた。 

 

6. 課題・反省点 

反省点は、自身で一から作ったアニメーションを使用したシーンは動きが足りず、可愛くなおかつ自

然に動かすことができなかった。その原因として人の体の構造の理解が足りなかったところがある。 

また、ポジティブな印象を与える作品を作っていたが序盤の退屈シーンやイントロのシーンの部分で

ネガティブな印象を引きずってしまうのも見る人の解釈しだいではあるため、映像の構成と演出で相手

に与える印象を上手にコントロールすることができなかったのは反省点する点である。 

良かった点は、楽曲のリズムに合わせて作品を作れたことだ。楽曲を主役としてテンポのいいミュー

ジックビデオに作品を完成することができた。 

 

7. 使用素材 

(1)UnityChan https://unity-chan.com/ 

(2)Japanese Otaku City 

https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/urban/japanese-otaku-city-20359 

(3)SoundCloud https://soundcloud.com/ 

(4)Sunao Shader https://booth.pm/ja/items/1723985 

(5)使用したアニメーション http://commons.nicovideo.jp/material/nc221289 
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機機械械学学習習  

機機械械学学習習とと職職業業ににつついいてて  

システム情報学科 
新潟教育センター 

指導教員：高井 那美 
1770073 

白石  隼也

１ はじめに 

 マイケル・A・オズボーン氏の論文「The Future of 
Employment」や株式会社野村総合研究所が発表し
た「日本の労働人口の４９％が人口知能やロボット
等で代替可能に〜６０１種の業種ごとに、コンピュ
ーター技術による代替確率を試算〜」では近い将来、
労働人口の半数が機械学習を筆頭とする人工知能や
ロボットによって代替可能である研究結果を明らか
にした。この発表により、人工知能に職業が奪われ
ることを危惧する声が挙がった。 
 本研究では、機械学習が職業を奪うという可能性
があるのか、また今後の技術発達により機械学習と
職業はどう変化するのかについて研究する。 
 
２ 機械学習とは 
 機械学習とは機械が自ら学習を行うことや反復的
な学習を行う技術である。大量のデータや情報から
規則性や法則性等の特徴を発見、それを利用し判断
することで判別や予測といった分野で利用が可能で
ある。機械学習の手法として正解ラベル付きの学習
データを使用する教師あり学習、対して正解ラベル
がない学習データを使用する手法である教師なし学
習、機械自らが報酬を獲得するために試行錯誤を行
う強化学習の 3点が代表格として挙げられる。 
 ディープラーニングの発達により、機械学習は活
躍の幅を広げることが可能となった。ディープラー
ニングとは、「人間が手を加えなくてもコンピュータ
ーが自動的に大量のデータからそのデータの特徴を
発見する技術」[1]である。この技術により、画像や

音声認識といったシステムの性能向上を実現してい
る。 
３ 機械学習は職業を奪うのか 
3.1 現在の導入状況、今後の可能性 
 現在、機械学習は金融から農業と幅広い分野で活
用されている。使用目的として業務効率化や業務内
容の向上が多いが、近年では、SNSやCMの効果や
口コミの分析にも活用されている。また、内閣府が
掲げる「超スマート社会」の実現のために官民問わ
ず普及することが予測されることから、office 製品
と同程度の重要性を持ったビジネスツールになるこ
とが期待される。 
3.2 機械学習は職業を奪うのか 
 機械学習は、人間が従事している職業を完全に奪
うことは極めて難しいことである。Amazon.com社
は機械学習を使用して採用活動を実施したが、意図
せず女性差別を行うことが判明したために、運用を
中止した事件がある。これに対してソフトバンク株
式会社は新卒採用活動で同様のシステムの導入を行
ったが、同システムの不合格者は再度、採用担当者
が選考を行い最終的な判断を下す体系を採用してい
る。このことから、全ての業務を機械学習に行わせ
ることは現状的に困難であり、人と機械の両者で業
務を遂行するという認識が適している。 
 一方で失業の可能性自体を否定できない。必要最
低限の教育や専門的知識、技能を有していない者や
機械学習と同じで、読解力を苦手とする者は機械学
習と差別化ができないために失業する可能性は否定
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できない。 
 代替可能は予想でしかない。作業工数分必要とな
る機械は、導入・運用費が人件費よりも高額になる
予算的な問題、緊急時の判断や社会的倫理的判断を
機械が行うことに世間に一定の抵抗が存在しており、
最終的な判断は人間が行うシステムを導入している
部分が多々ある。 
このことから、労働者から機械学習を搭載したロボ
ット、システムへ簡単には代替はできないのが現実
である。 
3.3 代替について 
 総務省発行の令和元年版情報通信白書では、人工
知能による雇用の影響について国内外の研究論文等
を使用し分析、その結果を掲載している。その結果
を考察した結果、代替可能性が高い職業の特徴は以
下の通りである。 
１「専門的な知識や技能が必要ではない」 
２「同一作業を機械学習と人間で行った場合、機械
の方が効率性や生産性が高い」 
３「業務内容が一定の秩序的、体系的となっている。」
４「業務を行う際、必要最低限の教育のみで業務が
行える」 
以上の 4項目に該当する項目数が多いほど代替の可
能性が高い。代表格として、電車運転士や測量士が
挙げられる。 
 これと反対に代替可能性が低い職業の特徴は以下
の通りである。 
１「創造力や社会的な知性学問が必要」 
２「専門知識や技術、高度な教育水準が必要な職業」 
３「機械が行うより、対人で行う方がサービスや信
頼性の面で向上するもの」 
４「対人の業務（サービス志向の高さや他者を理解
する）」 
以上の４項目に該当する項目数が多いほど代替の可
能性は低い結果である。可能性が低い職業の代表格
として企画職や芸術家、俳優や作詞作曲家が挙げら
れる。   
４ 機械学習と職業のこれから 
 機械学習は人から仕事を奪う存在ではなく、特定

の業務における負担軽減や業務効率化といったもの
を実現するための１つの道具として人々の仕事を支
えるものである。一部業務の代替は進むが、人間だ
けが行う必要がある業務は一定数残る。 
５ おわりに 
 この論文を通じて、機械学習の技術から職業に与
える影響までと、幅広く知識を得ることができた。
今後、機械学習を活用していくことと同時に機械学
習によって職を失わないための最適な教育の実施が
必須である。 
６ 参考文献 
[1]初心者でもわかるディープラーニング 基礎知

識からAIとの違い、導入プロセスまで細かく
解説 https://ainow.ai/2019/08/06/174245/ 

[2]noto 雇用の未来（The Future of Employment）
全訳 
https://note.com/astrohiro/n/na0d74a18688c 
[3]内閣府 第 5期科学技術基本計画の概要 

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/inde
x5.html 

[4]「AI採用」は就活戦線をどう変える 
ソフトバンクの新たな挑戦 
https://www.softbank.jp/biz/article/01/ 

[5]ロイター通信 焦点：アマゾンがAI採用打ち切
り、「女性差別」の欠落露呈で 2018年 10月 11
日付 https://jp.reuters.com/article/amazon-
jobs-ai-analysis-idJPKCN1ML0DN 

[8]令和元年版情報通信白書 
令和元年 7月 9日発行 
編集 総務省 発行 日経印刷株式会社 
発売 全国官報販売協同組合 
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人を超える機械学習 
 

システム情報学科 
広島教育センター 

指導教員：高井 那美 
1770125 
堀 康希 

 
1. はじめに 
私は、機械学習という言葉を知っていたがどのようなものを理解していなかった。しかし、Python等
を学校で学ぶ中でこれから大事になってくると思い興味を持ったのである。年々、コンピュータも進化
していき生きていく上で欠かせないものになった。その中でも私は、将棋や囲碁で使われている機械学
習がどのようなものなのかが気になった。 
 
2. 機械学習の種類 
2-1 教師あり学習 
「入力データ」と「正解データ」がセットになった訓練データである。コンピュータに対して「入力デ
ータ」と「正解データ」を投入することでコンピュータが入力データの特徴を読み取り正解データを学
習する。教師あり学習はさらに「分類(識別)」と「回帰」に分類される。 
「分類」とは、画像データを与えた場合にそれがネコの画像なのかイヌの画像なのかのカテゴリを判
別することである。画像認識の他に迷惑メールフィルタや文章のカテゴリの識別を行うこともできる。 
「回帰」とは出力が株価予測や価格の予想というような、実数値を予測する場合に使用される。株価予
測として現在・過去の株価データを入力として与えることで今後の株価を予想することができる。 
2-2 教師なし学習 
教師あり学習と異なり「正解データ」が与えられていない。コンピュータ自身がクラスタリング と呼
ばれる共通項を持つクラスタに分け、頻出パターンを見つけ出す学習方法である。あるスーパーマーケ
ットの購買データから、平均購買年齢が高い商品や、季節によって売り上げが増加する商品の特徴をコ
ンピュータ自らが学習し、自動的にマッピングする。このようなクラスタリング を行うことで、「おむ
つとビールが一緒に買われる場合が多い」など、一見相関関係がなさそうで実は隠れた頻出パターンに
ついても見つけ出すことが可能になる。このようなクラスタはビックデータでの分析に使用されている。 
2-3 強化学習 
試行錯誤を通じて「価値を最大化するような行動」を学習するものである。教師付き学習とよく似た問
題設定ですが、与えられた正解の出力をそのまま学習すればいいわけではなく、もっと広い意味での「価
値」を最大化する行動を学習しなければならない。例えば、株の売買により利益を得る問題が強化学習
にあたる。この場合、持っている株を全て売り出せば確かにその時点では最もキャッシュを得る事がで
きるが、より長期的な意味での価値を最大化するには、もう少し手元に置いておいたほうがいいかもし
れない。他にもPonanza,AlphaGoといった囲碁や将棋のソフトウェアに強化学習が組み込まれている。 
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3. Ponanza 
メイン開発者は山本一成である。山本は学生時代に大学将棋界の強豪として知られる東京大学将棋部
に在籍し、アマチュア五段の棋力を持つアマ強豪である。東京大学在学中に留年した山本が、これを機
会に何かに挑戦しようと決めた際、苦手意識を持っていたコンピュータを、得意な将棋をテーマに克服
しようと取り組んだのが開発のきっかけであった。 
Ponanzaは 2013 年 3月 30 日、第 2 回電王戦第 2局で佐藤慎一四段と対戦して勝利し、現役のプロ棋
士に公の場で勝った史上初の将棋ソフトとなったのである。Ponanza の持ち味は、本来コンピュータ将
棋が弱点としている「序盤戦」の強さにある。コンピューター将棋ソフトはその特性上、あらゆる可能
性を考えざるを得ないため最序盤が特に苦手とされている。しかし、Ponanza はその定跡データに頼る
ことなく、自力で序盤を考え自ら定跡を創るかのごとく指していくのである。そのための長考を厭わな
いのである。 
 
4. AlphaGo 
Google DeepMindによって開発されたコンピュータ囲碁プログラムである。人間のプロ囲碁棋士を互
先で破った初のコンピュータ囲碁プログラムとなった。 
コンピュータが人間に打ち勝つことが最も難しいと考えられてきた分野である囲碁において、人工知能
が勝利を収めたことは世界に衝撃をもたらした。AlphaGoの登場は単なる一競技の勝敗を越え、人工知
能の有用性を広く知らしめるものとなり、世界的 AI ブームを呼び起こすきっかけともなった。 
 
5. AlphaGoZero 
2017 年 10 月 19 日に発表された。このバージョンは人間の対局からのデータを使わずに作られてお
り、それ以前の全てのバージョンよりも強いのである。この AI は「教師無し学習」に取り組み、自分自
身の手とそれらの手が試合の結果にどのように影響するかを予測できるまで自身との対戦を行った。
AlphaGoが人間のトッププロを破るのに必要なスキルを身に着けるのに数か月の訓練を要したが、3日
間で 490 万回対局する AlphaGoZero は数日で同じレベルに達した。 
 
6. これからの機械学習 
機械学習は、すべてのソフトウェアエンジニアのツールキットの一部として当たり前のものに移行す
ると思う。不完全でかつ、多人数ゲームでも状態空間の自動抽象化とモデルベース強化学習などで簡
単に書ける時代は近いのではないだろうか。今後目指すところは、「特化型 AI を作る」AI で、そのた
めのコア技術はきっとゲームの知識でもゲーム AI の知識でもないと考える。 
 
〈参考文献〉 
[1]  AlphaGo の論文を読んで 
 https://www.slideshare.net/hatanakaakihiro/alphago-mijs-20161011 
[2]  将棋ソフトウェアにおける棋譜データの利用と機械学習 
https://www.nins.jp/uploaded/attachment/1698.pdf 

[3] 教師なし学習とは/教師あり学習や強化学習との違い・活用事例・代表的なアルゴリズムを紹介 
https://ledge.ai/unsupervised/ 
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Web教科書の作成 
― 二進数 ― 

システム情報学科      
 広島教育センター       
指導教員 : 高井 那美  

 1770128 
  杉本誠志郎 

 
1. はじめに 
1.1作品について 
本作品は幅広い年代が使うということを想定して、色やフォント等、できるだけ見やすい様にな

るよう意識した。 
 
1.2選定理由 
私は卒業論文の課題として授業で扱ったものを活かし、更に理解を深めることができる課題を探

していた。私は授業で JavaScript を少々扱ったのだが、あまり理解を深めることができなかった。
だから、授業で扱ったものを活かし、既存の知識の理解を深めることもできると思ったこの課題を
選んだ。 
サブテーマの選定理由としては教科書ということなので、情報の基本とも言われている 2 進数を

選んだ。 
 
 
2. 2 進数 
2.1 2進数とは 

2 進数とは、情報の世界では外すことのできない「０」と「１」の 2 つの数字の組み合わせによ
って数値を表現する形式である。 

2 進数は、1 つの桁を０と１で表現できるため電子回路のスイッチにも扱われている。コンピュ
ータ上で数値を扱う形式としては、2進数の他に 8 進数や 16 進数などがある。 
 
2.2 2 進数を使う理由 
コンピュータで 2進数を使う理由としては、端的に言えばコンピュータ自身が数字を表現するの

に都合がいいからだ。 
 
 
３．システムについて 
3.1開発環境 
本作品を作るにあたってのソフトとしては、ライブプレビュー機能が付いている Web デザイン

に特化した Brackets を使っている。使用言語しては、HTML、CSS、JavaScript を使用している。 
 
 

杉本　誠志郎
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－２進数－

77 .  Web教科書の作成

システム情報学科
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3.2システムの概要 
本作品では、従来の教科書と同じ感覚で読める教科書機能と、2進数を 10 進数や 16 進数に変え

る’変換機能’の 2つのシステムを設計している。 
教科書機能としては、タブの見出しに内容に関する題名が書いてあり、タブを切り替えるとその

内容を見ることができるという紙の教科書と似ているような機能である。 
変換機能としては、専用のページに 10 進数で「２」と入れれば、2 進数で「10」と返ってくる、

又は逆のパターンで 2進数を入れれば 10 進数で返ってくるという機能である。 
 

3.3今後の課題 
今後の課題としては、機能の追加と、レイアウトの編集だ。 

 機能の追加に関しては、今のところ教科書の機能と 2 進数から 10進数、10 進数から 2進数へと
変える機能しかないのでなにかしらの機能を追加したい。 
 レイアウトに関しては、Webサイトとしては物足りないので見ごたえがあるものにかいりょうし
ていきたい。 
 
 
4．終わりに 
本研究で苦労した点は、見やすい物を作るということを意識したので、どうすれば他人にとって

見やすい教科書になるかということだ。自分から見れば見やすいものでも、他人から見れば見にく
いということもあるので調整に苦労した。 
また、今回の反省点としては、教科書を作るという初めてのことで、構想に時間が掛かりすぎて

開発作業に中々移れずに作業が遅れたことだ。次回からはなるべく早く作業に移るよう気を付けた
い。 
今後の課題としては、この Web 教科書はパソコンで使う前提で作っているので、スマートフォ

ンでの使用も考えたデザインにしていきたい。 
 
 
参考文献 
 
 [1] IT用語辞典バイナリ 
   https://www.weblio.jp/content/2%E9%80%B2%E6%95%B0 
 [2]【基本情報】なぜ、コンピュータで 2進数を使うの？ 

http://seskillup.jp/computer-2sinsuu/#:~:text= 
 [3]狩野祐東『確かな力が身につく JavaScript「超」入門』SB クリエイティブ 
 [4]山崎響『HTML5&CSS3 しっかり入門教室』 株式会社翔泳社 
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アニメーション制作 

-Maya を使用した戦闘再現シーン- 

システム情報学科 

広島教育センター 

指導教員：高井 那美 

学籍番号：1770135 

新矢 敦志 

 

１１.. ははじじめめにに  
私が卒業論文のテーマを決めるにあたり、一番興味を引かれた課題がこの「アニメーシ
ョン制作」というテーマだ。子供の頃から、クリエイティブなことに興味があり、またア
ニメーションを見ることが好きなため、作る側を経験してみたいと思い選んだ。 
今回のアニメーション制作では、様々なアニメーションソフトがある中で学校で使用さ
れているものを採用した。 
２２.. 使使用用ししたたソソフフトト  

22--11  MMaayyaaととはは  
Maya は、主にゲーム開発、キャラクターアニメーションなどに CG 制作に使用されてい
るソフトである。この他にも製造業で製品モデルを表現する際にも使われ、幅広く活用さ
れている。 

22--22  33DDアアニニメメーーシショョンンのの特特徴徴  
３D アニメーションの特徴としてまずあげられるのは、オブジェクトの制作を行うこと
があげられる。これにより、現実に起こる事象に比較的に近いアニメーションの制作が可
能で、Mayaの場合だと外部ソフトツールの unityを使用することで計算処理を施すことも
できる。物理演算を組むことで、自動的に自然なアニメーションが可能だ。 
３３.. 制制作作過過程程  
①絵コンテ ②モデリング ③モデル配置 ④モーション付け 
４４.. 今今作作品品ににつついいてて  
今回制作したアニメーションは、漫画やゲームなどのファンタジー世界の「戦闘再現ア

ニメーション」である。 

新矢　敦志
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子供の頃からアニメーションが好きで、特に臨場感のある表現方法には感動を覚えてし
まい、自分もこのように他者に感動を与えられるようなアニメーションを作ってみたいと
思っていた。 
臨場感というのは実際にその場にいるような感覚のことで、アニメーションは視覚のみ

でその感覚を与えないといけないため、画面の動きに立体感を持たせるように心がけてみ
た。 
５５.. 終終わわりりにに  
卒業論文を通じて感じたことは、アニメーションがどのような仕組みで動いているのか
というのは理解していたが、作る側の目線になると衝撃でしかなかったというところだ。
特に３D アニメーションの制作の裏にはとんでもない作業量であることが理解できた。 
そして、経験という点では大いに成長できたし、やってみたかったアニメーションの制
作に取り組めたことは実に有意義なものであったと思う。一つの趣味としても良い物にな
りそうだし、なんと言ってもアニメーションは知れば知るほど奥が深く大変興味深い。今
回使用したソフトの Maya 以外にもアニメーションを作るソフトはあるので今後も機会が
あれば絵是非触れてみたい。 
６６..  参参考考文文献献  
[1]大澤 司(2020)「Maya モデリングの一番わかりやすい本」片岡 厳,株式会社 技術評社 
[2]Maya/使えるフリーリグ一覧｜C G Anim Log 

 https://3dcg.comaroku.com/maya-free-rig/ 
[3]フリーリグ３DCG アニメーションを手付モーションでより魅力的に。 
 https://mox-motion.com/freerig/ 
[4]Christoph (The Stoff) Schoch 
  https://gumroad.com/thestoff 
[5]Christoph Schoch  

https://www.youtube.com/channel/UCM-dDhaXeSCu34Xzl9RwbWQ 
[6] Christoph Schoch  

https://www.youtube.com/watch?v=SxeMccXlVIs 
[7]Workflow Breakdown - Attack Animation (Zelda)  
    https://www.youtube.com/watch?v=qi2SCAOuSM8 
[8]Don't Let Your Character Die! Keep Alive Workflow 
   https://www.youtube.com/watch?v=P05qRtTwpM8 
[9]Exploring the Zelda Breath of the Wild Animation Rig 
   https://www.youtube.com/watch?v=-CG7YNblADk 
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WWeebb 教教科科書書のの作作成成  

～視覚的に楽しい WEB サイト制作～ 

システム情報学科 

福岡教育センター 

指導教員:高井 那美 

１７７０１５８ 

堤 那月 

 

11.. ははじじめめにに  

私が「Web 教科書の作成」を卒業論文のテーマに選択した理由は、二つある。 

一つは、これから紙媒体の教科書が衰退し、Web 教科書のようなデジタル教材の需要が増えると考え、興味

を持ったからである。近年、教育現場での ICT 化が進んでおり、このような情勢からデジタル教材である Web

教科書の作成に興味を持った。 

二つ目は、HTML や CSS フレームワークを用いたフロントエンド側の技術を学びたいと考えたからである。今

回の Web 教科書の作成を通して、フレームワークを使った開発のノウハウを身につけたいと考え、このテーマを

選択した。 

 

22.. 作作品品のの概概要要  

22..11 目目的的  

本教科書はプログラミング経験の無い初心者に環境構築、HTML/CSS の基礎から簡単な Web ページの

作り方を学んでもらうことを目的に作成した。難解な HTML タグや CSS プロパティを省くことで取っ付き易い基

礎的な内容で作成する。 

22..22 開開発発環環境境  

ＯＳ ： Ｗｉｎｄｏｗｓ１０ 

開発ツール ： Eclipse4.10.0 

使用言語 ： HTML５/CSS３，JavaScript 

フレームワーク ： jQuery，Bootstrap 

22..33 機機能能  

教科書内の画像の表示にはカルーセルを用いた。本作品では「スクロールを必要とせず、教科書内の文章や

他の画像を画面に収めつつ画像を見ることができる」といった強みからカルーセルを採用した。また、コンテンツ

の上側の端にページ遷移を容易にするためにページネーションを設置した。この機能は前後数ページまで１クリ

ックで移動できることや現在表示されているページが何ページ目なのか一目で判別できるメリットがある。応用

編のヒントの表示にはコラプスを用いた。それにより、ユーザーの操作で任意にヒントの表示・非表示が可能とな

った。 

  

33.. 工工夫夫ししたた点点  

33..11 BBoooottssttrraapp  

Bootstrap とは Twitter 社の開発者が公開したオープンソースの CSS フレームワークである。HTML のタ

グに Bootstrap で用意されているクラスを付与することで簡単にスタイルを変更でき、効率的な開発ができる。

堤　　那月
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このフレームワーク用いるとグリッドシステムを利用できる利点がある。 

グリッドシステムとは画面を格子状に分割して、コンテンツをその格子（グリッド）に配置できる機能である。

Bootstrap では横幅を 12 分割したグリッドシステムが使用できる。本来はコンテンツの位置の変更には、CSS

の margin や padding、float といったプロパティを記述しなければならないが、このグリッドシステムを活用す

ることでグリッド上に容易に位置変更できる。 

 また、画像を表示するためのカルーセルは Bootstrap のドキュメントで提供されているものを使用した。しかし、

デフォルトのデザインでは画像が白色の場合、左右の遷移用の矢印と下のインジケータが画像と同化してしまう。

これを回避するため、矢印やインジケータに透過黒色背景を設定し、白い画像でも視認できるようにカスタマイズ

した。 

33..22 作作品品のの担担当当箇箇所所  

本作品は 2 人チームで作成した。私が担

当した箇所は、ページ内上部に固定されて

いるヘッダーと、画面中央に教科書の内容

が表示されるコンテンツ部分のレイアウトで

ある。コンテンツには項目毎にカードを用い

て包括した。見やすい教科書制作を目標に

開発しているためこの部品を採用した。 

 

44.. おおわわりりにに  

見やすい教科書を目標に重点的に開発してきたが、多くの友人や家族などに作成した Web 教科書を閲覧さ

せることを失念し、多様なユーザーのフィードバックを得ていないため客観的に読みやすい内容であるか不確か

であることが反省点である。Bootstrap についての知識、開発経験がなかったために、勉強時間に１～２か月ほ

ど時間を要した。それにより進捗が遅れ、他の工程の猶予を圧迫してしまったことが原因だと考えられる。  

また、設計の段階で様々な機能を実装する予定だったが、開発期間の関係で実装を断念したものが複数あ

る。今回の制作で Web ページ作成の技術、知識の向上は実感できたが、Bootstrap での開発に注力するばか

りに上記のような機能を盛り込むことを怠ってしまった。 

今後の課題として、紙媒体の教科書では実現が難しい機能を盛り込み、より便利且つ見やすいような教科書

にしていきたいと考える。 

 

参考文献 

[1]  文 部 科 学 省 , 第 11 章  ICT 活 用 の 促 進 , 
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201901/detail/1422160.htm.  

[2]  総務省, 教育 ICT ガイドブック, https://www.soumu.go.jp/main_content/000492552.pdf.  

[3]  Udemy, [HTML/CSS/JavaScript] フロントエンドエンジニアになりたい人の Web プログラミン

グ入門, https://www.udemy.com/course/html-css-js/.  

[4]  Udemy, Bootstrap4 基礎講座, https://www.udemy.com/course/bootstrap4-g/.  

[5]  Bootstrap, 日本語リファレンス, https://getbootstrap.jp/docs/4.5/getting-started/introduction/.  

 

図． ホーム画面（横幅１９２０ｐｘサイズ） 

 



160

アニメーション制作 

油断大敵 

教員：髙井 那美 

1770170 

佐藤秀斗 

１：はじめに 
私は、大分教育センターで 2年間 Mayaや Photoshop を使用した講義を受けてきた。この

中で、私が特に興味を持ったのが Maya を使用したアニメーション制作だ。しかし、講義で

は長いアニメーションは制作したことがないので、2 分から３分というアニメーションを

制作してみたいと思った。なにより、アニメは、日本の文化として国内だけでなく海外で

も人気がある。なので、このテーマを選択した。 

２：使用ソフト 
 使用ソフトは、Maya2018 である。Maya とは、オートデスク社によるハイエンド 3次元コ

ンピュータグラフィックスアニメーションソフトウェアのことである。 

３：アニメーションについて 
アニメーションとは、時間の経過とモノの動きを視覚的に表したものであり、本来動く

はずのない写真や絵（静止画）に生命を吹き込むことである。アニメーションの語源は

「animate(生命・活気)」で、ラテン語からきている。 

４：作品について 
 今作品のテーマは「油断大敵」である。油断大敵とは、不注意を意味する。これは私た

ち日常生活の中でも存在する。例えば、人通りが無い山道で自動車を運転しているときに

何もないからといい時速 50km出していた時に、突然シカなどが出てきて衝突してしまった

などがある。 

 作品の長さは、2 分である。登場キャラクターは主人公・老師・ゴーレム・電車である。 

 私が作ったアニメーションは、バトル系のアニメでよく見かけると思うが、主人公また

は主人公の仲間が倒した敵に油断して近づいた人物が、倒されるシーンを私のオリジナル

キャラクターで再現したものである。なぜそのシーンを再現しようと思ったのかというと、

私は、視聴者が油断または安心しきった時に驚かせるようなシーンが好きだからである。 

５：工夫した点について 
 私がこの作品で工夫した点は、４つある。 

 １つ目は、各キャラクターをねんどろいどをベースに二頭身で制作した。これにより、

各キャラクターの分割数を減らせる事ができ、キャラクター制作期間の縮小をしつつクオ

リティを落とさないようにできた。 

２つ目は、主人公、老師、ゴーレムの各オブジェクトに親子関係を持たせて制御したこ

とである。親子関係を持たせることにより、子のオブジェクトを動かしても親のオブジェ

クトが動かないので、人間の動きを再現してもオブジェクト全体の形が変わることが無く

なる。 

３つ目は、カメラワークを利用して、小さな動きでもダイナミックに動いているように

見せることや、モノの大小を明白にすることである。この作品では、老師がゴーレムを見

上げるシーンがあるがゴーレムと老師の大きさの違いを明白にするために、カメラを下か

ら上を見上げるアングルにした。次に、主人公がゴーレムに瞬間移動するシーンだが、こ

れはカメラを素早く動かすことで実現できた。 

４つ目は、夜をイメージしやすいように、全体を明るくするのではなくキャラクターの

部分だけを明るくした。使用したライトはスポットライトという機能で、これは懐中電灯

のようなピンポイントに光を指すことができる。ゴーレムの目にもこのスポットライトを

利用し、目を光らせている。 

佐藤　秀斗
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油断大敵

80 .アニメーションの制作

システム情報学科
大分教育センター
指導教員 : 高井　那美
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６：おわりに 
 今回、最初の予定ではバトル系のアニメではなく私の日常のシーンを抜粋してアニメー

ションにする予定だったが、あるオブジェクトの動きの調整に時間をかけすぎるより 1 か

ら案を再構築したほうが良いと判断し、変更した。更に、本来であれば各オブジェクトに

ボーンの設置をする予定だったが、ボーンがうまく設置できずに数日かかったので今回は

ボーンを抜いて、オブジェクトのグループ化だけで動きを付けた。 

 以上のことから、今回できなかったところに関しては更に知識を深め実際に使用できる

ところまで出来るように努めたいと思っている。 

参考文献 
[１]アニメーション技法（制作：電子開発学園 メディア教育センター） 

[２]コンピュータグラフィックス（発行者：松阪 喜幸 発行所：公益財団法人 画      

像情報教育振興協会） 

[３]ディジタル映像表現（発行者：松阪 喜幸 発行所：公益財団法人 画像情報教      

育振興協会） 

[４]平面-Wikipedia 

   URL：https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%9D%A2 

[５]立体-Wikipedia 

   URL：https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E4%BD%93 

[６]Maya/カメラの設定と使い方｜CG Anim Log 

   URL：https://3dcg.comaroku.com/maya-camera/ 
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WWeebb 教教科科書書のの作作成成  

-Ruby on Rails 6 の Action Text を利用したブログアプリの作成- 
システム情報学科  
新潟教育センター 
指導教員：髙井 那美 

 
1770284 

野澤 大士 
 
１.はじめに 

1.1 作品について 

 私が作成した Web 教科書は、ブログ記事を投稿

して一覧表示する形式のWebアプリケーションで

ある。作品の構成は、土台となるブログ記事を載

せる Web アプリケーションを構築して、その中で

Web 教科書を作成した。こうすることで、記事の

追加や編集、削除を容易にすることができる。本

作品は「ログイン機能」や「いいね機能」といっ

た Web サイト特有の機能を利用してもらい、一会

員としてWeb教科書でブログアプリの作成につい

て学習することができる。 

 

1.2 テーマ決定理由と目的 

 私が卒業論文のテーマにWeb教科書の作成を選

んだのは、HTML、CSS を用いた Web サイトを制作

した経験があり、そこでの学習が応用できる為、

より学習が深められると考えたからである。また、

Web 教科書を作成するに当たって単に HTML ファ

イルを複数書いて静的な Web サイトを作るのは、

Web サイトを制作した経験から大きく他の学習を

必要としなかった為、サーバーサイドの言語を用

いて動的な Web サイトを作ることにした。また、

動的Webサイトでは作品制作者でなくても記事を

追加することができる。そこで、サーバーサイド

言語に選んだのは Ruby である。 

 

1.3 Ruby について 

 Ruby はプログラミング言語の中では、日本で初

めて作られた言語である。他の言語と比較をする

と、短いコードで直感的にプログラムを書ける特

徴があり、初心者でも学習がしやすいという特徴

がある。その Ruby を使用したフレームワークの

一つである Ruby on Rails で Web アプリケーショ

ンの開発をした。本文では略してRailsとも呼ぶ。 

 Ruby on Rails を学習していた中で Ruby on 

Rails 6 で登場した Action Text を用いれば簡単

にブログ機能を導入できることに気が付いた。し

かし、Ruby on Rails 6 の教材はまだ少ないため

学ぶのは簡単ではない。そのため、今回のサブ

テーマでは Action Text の導入方法から利用法、

応用法まで自分でまとめたものを教材にした。そ

うすることで、これを見た人が Ruby on Rails で

簡単にブログを作ってその楽しさに気付いても

らえたらと思う。 

 

２.システムについて 

[OS] 

 macOS Catalina 

 バージョン 10.15.6 

[使用言語と管理システム] 

 Ruby (2.6.6p146) 

 RubyGems (3.1.4) 

 Ruby on Rails (6.0.3.2) 

 MySQL Ver 8.0.19 for osx10.15 on x86_64 

(Homebrew) 

 Git version 2.24.3 (Apple Git-128) 

 HTML5 

 CSS3 

 JavaScript (ES6) 

[使用ソフトとサービス] 

 Visual Studio Code (1.47.2) 

 Terminal (2.10) 

 Photoshop2020 (21.2.2) 

 Illustrator2020 (24.2.3) 

 Google Cloud Platform (GCP) 

 

 
 
 

野澤　大士
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 高井　那美
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３.Web アプリケーションの概要 

 Web アプリケーションとは、Web を介して何ら

かのサービスをユーザーに提供するものである。

ここで言う「サービス」とは、単にメッセージを

表示するだけでなく、ユーザーがメッセージを書

き込める掲示板やコメント機能、商品を注文する

EC サイトなどを指す。こうしたサービスを提供す

るため、Web アプリケーションはサーバー上に

「データ」を保持し、そのデータを読み書きして

サーバー上で処理を行っている。サーバー上の

ファイルをブラウザに送り返すだけの単純な Web

サイトとは目的や仕組みが大きく異なる。(図 1) 

 
図 1.Web サイトと Web アプリケーションの違い 

＜Web アプリケーションに導入した機能一覧＞ 

・会員機能 

・バリデーション 

・ニュース記事 

・会員ブログ機能 

・例外処理 

・Active Storage(ファイルのアップロード) 

・「いいね」機能 

 

４.Web 教科書の概要 

 Web 教科書では、Ruby on Rails 6 で登場した

新機能 Action Text の解説をする。Action Text

とは、Rails にリッチテキストコンテンツと編集

機能を導入できる。シンプルな文字入力機能の他

に、文字の大きさや色の変更などさまざまな装飾

ができる表現力豊かな文字編集機能がリッチテ

キストエディタである。行頭や行末をそろえたり

することはもちろん、画像ファイルを外部から呼

び出すためのタグの埋め込み、表示したいウェブ

サイトの URLを文字列に関連付けたリンクを作成

することもできる。 

 

５.工夫した点 

 Web 教科書は、「形として残るモノ」ができる様

なものにしてなるべく簡単に学べることを意識

した。教科書を順に読み進めるだけで Action 

Text を導入しブログができるようにインストラ

クショナルデザインに沿って構成した。Web 教科

書の中身は、読者が最後まで読み進めることがで

きるように画像を多めに貼り直感的に学習でき

るようにした。これにより、教科書自体の文字数

を減らすことができた。画像に関しては、無駄な

画像を貼らないようにし、必要最低限かつ理解し

やすい画像を選択した。また、今回は Web 教科書

と別でWebアプリケーションを土台にして作成し

たので会員機能やマイアカウントページの作成、

パスワードによるユーザー認証のセッション機

能の利用などを組み込んだので、Web アプリケー

ションについて深く学習することができた。 

 

６.終わりに 

 今回の作品の作成にあたって、Ruby on Rails

の Webアプリケーションを作成するのに時間がか

かりすぎてしまい、第一回中間報告で制作したデ

ザイン重視の Webサイトを Webアプリケーション

に対応させることができなかった。最初は HTML、

CSS、JavaScript の学習をし直しフロントエンド

開発についても論文にて触れるはずだったが、全

て割愛することとなった。 

 今後は、作成した Web アプリケーションのスタ

イルを変更していきたいと思う。また、Action 

Text をベースとした Web アプリケーションも制

作してみたいと思う。今回は、Rails の参考書を

一つしか学習していないので他の参考書も利用

して理解を深めたい。 

 

参考文献 

[1]基礎 Ruby on Rails 改訂 4版黒田努・佐藤和

人/株式会社オイアクス監修 (出版-インプレス)  

 

[2]Railsガイド v6.0/Action Text の概要 

https://railsguides.jp/action_text_overview.html 

(2020/8/7) 
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アニメーション制作 
Unityのアニメーション -パーティクルライブ- 

システム情報学科 

札幌教育センター 

指導教員: 高井那美 

1770326 

佐々木 啓 

１．はじめに 

  今回、私が選択した卒業論文のテーマはアニメーション制作である。選択した理由というのも他の 

 テーマよりどこか異彩を放っていると感じたからである。私個人としては、アニメーションをよく鑑 

 賞しており、興味をひかれたというのもある。アニメーションを製作するうえでなにを製作するかで 

 あるが、ここ１，２年の間にネット上に現れ始めたパーティクルライブを製作することにする。 

 

２．制作環境 

制作ツールは Unityと GIMP を使用する。これは、パーティクルライブ作成するための環境が Unity 

 に多く整っているためである。Unityのバージョンは、パーティクルライブが行われる場である VRChat 

 が対応しているバージョン 2018 4.20f1 を使用する。 

 

３．パーティクルライブ 

  パーティクルライブとは、Unity のパーティクルシステムを用いて歌詞や空間などに演出を加え 

  てライブを行うことである。演出方法は、歌詞の出し方を漫画風にする、何らかの楽曲の PVを再現 

  する、アニメや映画などの映像作品のような魔法による砲撃を行うなどと、作成者によって様々で 

 ある。パーティクルライブは、ここ１，２年の間に発展してきた技術で、主に VRChat上で展開されて 

 おり、VR機器を用いてバーチャル空間上でパーティクルライブを楽しむことができる。 

 

４．作品について  

  「未知への挑戦」をテーマに作成。このテーマに選択した理由としては、卒業論文ということもあ 

 り、これまでに触れたことのない分野に触ってみようと思ったからだ。曲に関しては、私の好きなア 

 ーティストの曲を使用することにした。理由は単純であり、彼の楽曲が好きで、その楽曲で作ってみ 

 たいと考えたからだ。制作方式は、Animation機能というものを使用する。実際に制作してみると、 

 Unity の膨大な設定項目を理解するのに多大な時間を掛けてまったり、Unityの仕様上、再生の巻き 

 戻しや途中再生ができないため、曲のタイミングに合わせて歌詞を出現させるのに非常に苦労をした。 

 

５.おわりに 

  パーティクルライブは現在も発展中の技術であり、参考書のようなものがなくネット上の記事に頼 

 ることになる。その肝心の記事も発展途上のものや。忘備録的なものも多く、手探り状態になること 

 が多々あった。その他にも、Unity の仕様の理解には大変苦しめられた。莫大な設定項目に難解な機 

 能の数々に、理解を深めるのに多大な時間を使用してしまった。コロナウィルスの流行による影響で 

 学校での作業時間もあまり取れず、２番までしか制作できず、納得のいかない結果となってしまった。 

佐々木　啓
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Un i tyのアニメーション　－パーティクルライブ－

82 .アニメーションの制作

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 高井　那美
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  今回のテーマ選択について、完全に興味本位でアニメーション制作に手を出したが、想像以上に大 

 変であった。2分程度の作品を作り上げた私の作品と比べて、世に出ている作品の多くが本作品の何 

 十、何百倍もの労力をかけて制作されてきたことは明白であり、世のアニメーション製作者の技術力 

 と発想力の高さに感心するとともに尊敬の念を抱いている。しかし、慣れない分野を選んで苦労した  

 分、勉強できたことが多く、選んでよかったテーマだと感じている。一つのテーマに対して半年以上 

 の時間をかけて勉強したのは初めてであり、自分自身の成長につながったといえるだろう。 

 

６．参考文献 

[1]Unity (ゲームエンジン) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/Unity_(%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8

%E3%83%B3) 

[2]Unityマニュアル パーティクルシステム 

https://docs.unity3d.com/ja/2018.4/Manual/PartSysReference.html 

[3]GIMP 

https://ja.wikipedia.org/wiki/GIMP 

[4]VRChat 

https://ja.wikipedia.org/wiki/VRChat 

[5]パーティクルライブのためのリンク集と基礎知識、ELECT 解体、そして来たるべきリアリティのため

に 

https://note.com/fetal_erorr/n/n8080a424afca 

[6]パーティクルライブ・パリピ砲の基礎知識について 

https://fley-kousatu.hatenablog.com/entry/2019/09/10/125100 

[7]【パーティクルライブ 入門】Timeline[Unity]を使った歌詞演出の作り方  

https://styly.cc/ja/tips/lyricsparticlelive_ytomi/ 

[8]【Unity/VRChat】魔法を出す・VR パーティクルライブ・パリピ砲を作るおすすめアセット 

https://p2pzen.com/vr/unity-vrchat-asset-osusume-magic-particlelive-paripihou/ 

[9]パーティクルライブ・パリピ砲の基礎知識について 

https://fley-kousatu.hatenablog.com/entry/2019/09/10/125100 

[10]その１ Unityのパーティクル「Shuriken」 

http://marupeke296.com/UNI_PT_No1_Shuriken.html 

[11]アニメーションクリップ 

https://yttm-work.jp/unity/unity_0016.html 

[12]【VRChat向け】Animatorで開閉可能な傘を作ろう 前編 

https://rakurai5.fanbox.cc/posts/400237 

[13]Unity2017の Timeline をやってみた 

https://blog.applibot.co.jp/2017/06/16/unity2017timeline/ 
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（人工知能）普及による犯罪予防とセキュリティ強化
システム情報学科
札幌教育センター

担当教員：髙井 那美

金谷 太樹

 はじめに
今日人間社会の中で多数の （人工知能）製品が普及し活躍する時代であるが、 （人工知能）が

今後、複雑化、巧妙化するサイバー攻撃の対象となり被害が出ると考える。そこで （人工知能）、
学習方法と現在行われている （人工知能）を利用したサイバー攻撃の目的や種類、サイバー攻撃に
対する （人工知能）セキュリティについて説明していく。

 ネットワークセキュリティ
ネットワークセキュリティとはコンピュータネットワーク上の情報資源を守ることを意味し、

ページだけでなく、 やブログシステム、氏名や住所、顧客データや商品データ、また、音楽や動
画、ブログ記事なども全てがデータであり、ネットワークセキュリティによって守られるべき情報資
源である。情報資源を守るためにはネットワークセキュリティ管理者を置き、過去にあった事象だけ
でなく、リアルタイムで増え続ける脅威に対策を講じ続ける必要がある。

 サイバー攻撃
近年は、スマートフォン、タブレット、スマートスピーカー、 製品など、デバイスが増えており、

被害も増加の一途をたどっており特に、日本においては 年に東京オリンピックが行われることも
あり、治安、感染症、災害とともに課題の一つになっているのである。また現在では、多層防御と呼
ばれているこのような階層的なセキュリティ戦略が、企業や組織にとって不可欠である。

 （人工知能）を利用したサイバー攻撃
（人工知能）テクノロジーは、非常に強力な道具であり、使い方次第で善にも悪にもなりうる。

すでに、サイバー攻撃の高度化・巧妙化に、 （人工知能）テクノロジーが大きく関与しているとい
うことが明らかになっている。

 （人工知能）を活用したセキュリティ対策
コンピューターを用いてインターネットを利用する上で、ほぼ必ずインストールされているソフト

ウェアとなるのがウイルス対策ソフトである。また、ウイルスというのは、一日ごとに大きく増殖を
していっており、それぞれのウイルス対策ソフトはそれらを研究して対策ソフトに反映させるという
いたちごっこのような関係が続いているのである。そのため研究しなければいけないウイルスが多す
ぎて対応が追いつかないという問題が発生しているのである。現在は研究から対応までを に任せる

金谷　太樹
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84 .  A I（人工知能） 普及による犯罪予防とセキュリティ強化

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 高井　那美
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ことによってそうした問題をクリアしようとしており、ウイルスを研究しているセキュリティベンダ
ーなどと協力をして、数億以上のウイルスと正常なファイルを に学習させている。

 おわりに
現在は新型コロナウイルスが流行しているため、社員は、会社のネットワークの外にある新しい場

所から、複数の業務用デバイスや個人のデバイスに接続している状況である。そのため、アクティブ
なマルウェア感染が会社に持ち込まれる可能性もあるのである。現在の分散化された在宅ワーク環境
において悪意のあるコードのダウンロードや実行を防ぐには、ファイアウォール、あるいはセキュア
ウェブ ゲートウェイの形式の レベルの保護を含む多層防御戦略が不可欠なのである。

引用文献

時代の到来で気をつけるべきセキュリティ対策とは？
（ 年 月 日）

サイバー攻撃とは？ 攻撃の種類や被害事例・最新の対策方法について
（ 年 月 日）

サイバー攻撃が を悪用 時代到来のいま知っておきたいセキュリティ対策
（ 年 月 日）

機械学習とオフェンシブセキュリティ 年 巻 号
機械学習とオフェンシブセキュリティ 森 達哉

（ 年 月 日）

ネットワークセキュリティ対策について
（ 年 月 日）
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WWeebb 教教科科書書のの作作成成  

～Web 教科書の強みと弱み～ 

システム情報学科 

福岡教育センター 

指導教員:高井 那美 

1 7 7 0 4 8 9  

當原 康晴 

1 はじめに 

私が Web 教科書の作成をテーマにした理由は、事前に用意された設定を利用することで、簡単に整った Web ページを作

成できる「Bootstrap」というフレームワークに興味を持ったためだ。 

サブテーマの理由は、紙の教科書はありふれているが Web 教科書などのデジタル教科書はあまり見ないからである。 

そこで私は、実際にデジタル教科書を作成し体験することができるテーマである Web 教科書の作成を選択した。 

 

2 Web 教科書の強みと弱み 

２章では、Web 教科書の強みと弱み、現状と今後をまとめている。 

2.1 Web 教科書の強み 

Web 教科書の強みは以下の５つが考えられる。 

１つ目は、動画や JavaScript などを用いて動きを付けることができる点である。ただ文字を目で読むだけでなく音声を耳

で聞くことができ、指で文字を書き込むこともできる。体を使ってより深く学習できるのは強みである。 

２つ目は、障害を持つ方へのフォローができる点である。ディスクレシア（読み書き障害） [1]のせいで文字を読むことが難

しい子供たちが世の中には存在する。しかし、フォントを変えるだけで読み書きができるケースもあり、学習障害や視覚障害に

対しても、文字の拡大や音声読み上げなどの紙の教科書では難しいケアが可能になる。 

３つ目は、かさばらない点である。小学生の教科書の重量は年々増加傾向 [2]にあり、現状を鑑みて文部科学省が「児童生

徒の携行品にかかわる配慮について」 [3]という方針を示すほどである。全ての教科書を端末１つに集約でき、教科書分の重

さを一定に抑えられる点は強みである。 

４つ目は、指導者の手間を大きく減らすことができる点である。生徒ごとの正答状態を記録し、躓いている生徒をいち早く把

握して手助けする。テスト問題を Web 教科書に盛り込み集計して各生徒の答案を自動採点することなどができる。 

５つ目は、Web 教科書は電子データであるためコピーが簡単な点も強みである。Web 教科書であれば無駄な印刷を減ら

すことができる上に、郵送も不要なため出版社のコストを抑えることができる。また、物理的な在庫も不要になるため、土地代

などの保管のためのコストも抑えることができる。 

2.2 Web 教科書の弱み 

Web 教科書の弱みは以下の４つが考えられる。 

１つ目は、電力不足や故障などによってコンピュータが動かない場合に何もできなくなる点である。 

２つ目は、生徒の初期費用が大きい点である。タブレット端末は、１万５０００円程度から１０万円程度する。一方で、小学校用

の教科書は１冊１００円から１０００円程度 [4]である。１冊５００円程度で計算したとしても、最低価格のタブレット端末１台のお

金で３０冊以上の教科書を購入することができる。 

３つ目は、指導者の理解度や生徒側の能力格差である。Web 教科書などによる指導のデジタル化に対応できた人からより

学習が進み、学習に関する格差が生まれる。 

４つ目は、Ｗｅｂ教科書の利用環境を整えるのが大変な点である。何十年もの歴史のある紙の教科書と違い、Web 教科書の

利用環境を整え維持していく初期段階では問題が多発することが予想される。 

2.3 Web 教科書の現状と今後 

2020 年現在、文部科学省は学習者用デジタル教科書を「紙の教科書の内容の全部をそのまま記録した電磁的記録であ

る教材」 [5]と定めており、動画などのコンテンツは学習者用デジタル教科書に含んでいない。 

今後、Ｗｅｂ教科書などのデジタル教科書を活用していくために、「紙の教科書と同一の内容である」という定義を取り払い、

デジタルを前提とした教科書を制作・使用する必要がある。 
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3 作品について 

3.1 作品の概要 

作成した「Web 制作入門～Bootstrap 編～」は、「Bootstrap4.5 日本語リファレンス」 [6]と「Bootstrap4 基礎講座」 

[7]を参考にした、Web 上で閲覧できる「Bootstrap4.5」の教科書である。 

3.2 作品の目的 

HTML/CSS の基礎を学んだ人が Bootstrap のデザインを利用して簡単に Web ページを作成できることを目的としてい

る。また、無料で外部公開しやすいようにサーバーサイド言語を使用しない静的な Web サイトになるように作成した。 

3.3 開発環境 

エディタ : eclipse 4.10.0 

使用言語 : HTML5, CSS3, JavaScript 

フレームワーク : jQuery, Bootstrap 

3.4 作品について 

計２人のチームで作成し、私はサイドメニューの

作成と iframe タグを用いた共通部分とのページ

の分離、ページネーションの動きの実装、「Web 制

作入門～Bootstrap 編～」の作成を担当した。 

3.5 作品の工夫点 

「Web 制作入門～Bootstrap 編～」を作成する

にあたって工夫した点は３つある。 

１つ目は、iframe タグを利用して共通部分と教科

書の個別ページ部分を分けることで、静的でありながら更新作業負荷を減らした点である。 

２つ目は、ページネーションの実装である。Bootstrap では、CSS パーツは用意されているが、実際のページ遷移に関して

は実装していない。JavaScript を利用してページ番号を引数として渡すだけで、簡単にページ遷移できるように実装した。 

３つ目は、完成済みファイルを用意するなどにより入力の手間を最小化した点である。あくまでも使い方と利用方法に終始で

きるようにすることで、初学者にありがちなタイプミス探しによる時間の浪費を抑えられるようにした。 

 

4 おわりに 

実際に Web 教科書を作成してみて教科書作成そのものの難しさを痛感した。何をどの順番で教えればいいのか、教えるこ

とそのものが難しい事柄をどうやって教えるのか、あえて意図的に教えないか、考えることが多岐に渡るのである。 

今後は、正答比較機能を利用した確認問題ページや、今まで見たページを記録する履歴保存機能など、まずは教科書として

使う上で便利な機能の充実を図っていくことで、教科書としての質を高めていくことが課題である。 

参参考考文文献献 
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図図  11  WWeebb 制制作作入入門門のの画画面面  
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プロ棋士とコンピュータ将棋 

  
札幌教育センター  
システム情報学科 

  高井那美ゼミ  
1770496  
吉田 知生 

 
1. 初めに   

コンピュータ将棋は、コンピュータによる将棋の対戦、また将棋を指すコンピュータおよびそのプ
ログラムそのものである。本論文ではプロ棋士の強さに達しつつあると評価されるコンピュータ将
棋がどのように作られてできたのか、コンピュータ将棋の強さを活かして、どう使われているのか
を調べた。  

  
2. コンピュータ将棋ソフトの歴史  

コンピュータが得意とする詰将棋については指将棋に先行し、1967 年には日立製作所の越智利夫
を中心とするグループが同社の 5020E を使用して詰将棋を行わせることに成功。さらに 1968 年、
越智らは「初の詰将棋を解くプログラム」を発表している。 コンピュータ同士の対戦がおこなわれ
るようになったのは 1980 年前後のことである。1979 年に早稲田大学対大阪大学で対戦がおこなわ
れ、阪大が勝った。1981 年の早稲田大学対東京農工大学では早稲田大学が勝利。当時のコンピュー
タの速度では、対戦が終わるまでに日が暮れるどころか年が暮れるため、「コンピュータ、人、人」
という順序で 2/3 は人が指す「ハイブリッド対戦法」で行っていた。1980 年代に入ると初期のパ
ーソナルコンピュータが普及し、1980 年代中盤には、コンピュータ将棋のゲームソフトが市場に出
回り始めた。  

  
3. 世界コンピュータ将棋選手権   

将棋ソフトのプログラミングに興味を持つ有志らが集まり、1986 年に『コンピュータ将棋プログ
ラム』 の会が発足した。翌年、『コンピュータ将棋協会（CSA）』に改名された。 記念すべき第 1 
回大会は 1990 年 12 月 2日、参加ソフト数は 6 つ、場所は将棋会館でおこなわれた。2002 年の第 
12 回以降は毎年 5 月上旬に開催されており、毎回約 40 種のプログラムが参加 している。世界コ
ンピュータ将棋選手権の大会ルールに、対戦のためのプロトコルも定められており、2017 年以降は
対戦サーバを介してオクテットストリームで行うこととされている。  

  
4. 人間との対局  

公開対局において、2009 年までは人間対コンピュータの対局ではコンピュータが負けることが多
かったものの、2010 年から 2012 年にかけての公開対局ではコンピュータ側の勝率が 9 割を超え
ている。基本的に、コンピュータ将棋は持ち時間が短い対局の方が人間に対して有利である。2011 
年には、1 手 30 秒などといった早指しなら、米長邦雄によると、プロ棋士に対しても 7〜8 割以上
の勝率をあげるまでになっている。2013 年 3 月 30 日の第 2 回将棋電王戦において、「ponanza」が
佐藤慎一に勝利した。これは長い持ち時間（各４時間）・公開対局・相手が現役の女流を除いたプロ
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棋士という条件で初めてコンピュータが人間に勝利した事例となった。  

  
5. 学習方法コンピュータ将棋の活用  

現在までに、プロ棋士にコンピュータ将棋が大幅に勝ち越している。既にコンピュータ将棋ソフト
ウェアの棋力は、プロ棋士以上の実力がある。コンピュータ将棋は現在棋力向上のためのツールに
なっている。  

  
参考文献  
 
［1］ AI が棋力向上をサポート？将棋の世界で活躍する AI とは 

https://ainow.ai/2019/12/20/181797/  
  
［2］ コンピュータ将棋 -Wikipedia 

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%
83%BC%E3%82 %BF%E5%B0%86%E6%A3%8B  

  
［3］ コンピュータ将棋協会  

http://www2.computer-shogi.org/  
  
［4］ 一手も悪手を指さなかった三浦八段は、なぜ敗れたのか  

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/35787 
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アニメーションの制作 
―スクリプトで動作するアニメーション― 

システム情報学科 
名古屋教育センター 
指導教員 :高井 那美 

１７７０４９８ 
野田 瑞記 

 
 

1.はじめに 
1.1.アニメーションとは 
 アニメーション[1]とはコマ撮りなどで用意した複数の静止画像により動きを作る技術であ

る。連続して変化する絵や物により発生する仮現運動と呼ばれる知覚現象を利用したものであ

る。静止画像は手描き、CG、粘土細工や人形を少しずつ動かしながら撮影したものなど多岐

にわたる。 
1.2.今回制作するアニメーションの構造 
 スクリプトにより動作するアニメーションを作成しようと考え、前半は静止画像をスクリプ

トで動作させる映像を、後半は動画にスクリプト制御でエフェクトをかけた映像を表示した。

スクリプトには C#と Lua[2]を使用した。静止画像には CLIP STUDIO PAINT[3]を、動画に

は Unity[4]を使用した。静止画像の動作や映像編集には AviUtl[5][6]を使用した。 
 
2.使用ソフトウェアについて 
2.1.CLIP STUDIO PAINT 

CELSYS 社製のプロプライエタリなペイントソフトである。 
標準的なペイント機能により加工前の背景と Unity で使用するマテリアルの素材を作成す

るために使用した。 
2.2.Unity 

Unity Technologies 社製の統合開発環境を内蔵するゲームエンジンである。 
動画の素材を作成する際に、3D オブジェクトの表示及び C#スクリプトによる制御に使用

した。 
2.3.AviUtl 

KEN くんが開発したフリーの動画編集ソフトウェアである。 
Lua スクリプトによる静止画像の制御、動画へのエフェクト適用及び動画の書き出し等に

使用した。 
 
3.作品について 
3.1.アニメーションのテーマ 
 オブジェクトの動きや映像の加工をスクリプト制御で行う、技術的な観点で見どころのある

作品を制作しようと考え、画面に表示されるもの自体は簡単な形状としたスクリプトによる制

御がメインのアニメーションである。AviUtl に読み込んだ静止画像をスクリプト制御で動い

ているように見せたり、動画にエフェクトをかけることで違う映像のように見せたりする技術

の習得を目指し、制作を行った。 
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3.2.作業内容 
 Unity を使用した C#スクリプトによる動きの制御は、私が Unity に慣れていたため早期に

完成したが、Lua スクリプトの制作は初めて作成する種類の制御が要求されたこと、及び

AviUtl を操作するのも初めてということもあり、簡単な動作から制作を進めた。以下の 3 種

類が静止画像を動作させるために作成したものである。散開した状態から整列する動作、オブ

ジェクトを複製して放射状に拡散する動作、元のオブジェクトから一部だけを複製し、並べて

描画することで統一感のある動く背景を作る動作(図 1)、これらの制作を通して AviUtl の挙

動を把握するとともに、アニメーションを作成するスクリプトへの知識を深めた。次に、動画

にエフェクトをかけるスクリプトの作成に進んだ。色収差効果を再現する動作、指定した色を

異なる色に変化させる動作、黒いブロックをランダムに表示する動作、画面を点描のように描

画する動作(図 2)、以上の 4 種類のスクリプトが完成した。 

     
図図   11  動動くく背背景景のの一一場場面面            図図   22  点点描描化化をを適適用用ししたた一一場場面面    
 
4.考察・反省 
 今まで作成してきたスクリプトがゲーム用だったので、A を直接書き換える処理が多かった

が、初めて映像作品の作成を行うことで、A を B に複製し、B で処理を適用するといった新

たな手法を試すきっかけとなった。作成するスクリプトの内容に関しても、映像編集のように

ピクセル毎に処理を行う場合、一度複製となるデータを作成することで、書き換えた部分を参

照から外す必要がなくなり簡略化できたので、考え方次第で作成難易度が大きく変わることを

実感し、複数の視点から考えることの重要性を確認できた。 
 
5.結論 
 アニメーションには様々な制作方法が存在するが、どの手法においても始まりと終わりの状

態、それらを繋ぐ中間の絵という形で表現する。今回の制作では中間の絵をスクリプトにより

表現したと言える。 
 これからは 3D モデリングを含めた、より総合的に完成度の高い作品や、スクリプト制御に

特化した作品の制作に取り組んで行こうと考えた。 
         
参考資料 
[1]ウィキペディア-アニメーション(https://ja.wikipedia.org/wiki/アニメーション)  
[2]densanlabs(https://densan-labs.net/_downloads/lua.pdf)  
[3]CLIP STUDIO PAINT(https://www.clipstudio.net/) 
[4]unity(https://unity.com/ja)  
[5]AviUtl のお部屋(http://spring-fragrance.mints.ne.jp/aviutl/) 
[6]AviUtl スクリプト Wiki(https://aviutlscript.wiki.fc2.com/) 
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アニメーションの制作 
―「コロナ」によって変化した学生生活― 

システム情報学科 
名古屋教育センター 
指導教員:高井 那美 

１７７０５２５ 
米川 凌雅 

 
1.はじめに 
 私は普段、テレビや動画サイトでアニメーションを見ることが多く、アニメーションというものにと
ても興味があった。そして、少し前にアニメーションに関しての資格を取るための勉強を、していたた
め、知識は持っていた。あとは作る技術がなかったため、アニメーションを作るまで踏み込めなかった。
しかし、卒業論文のテーマにアニメーションの制作があり、この機会にアニメーションを作ってみたい
と思い選択した。 
 
2.アニメーションの歴史 
 日本でアニメーションの歴史が始まったのは外国から日本に渡ってきた 1896 年であったといわれて
いる[1]。そして 1900 年に初の国産アニメーション映画が生まれた。その 9 年後に上映され、このころ
外国のアニメーション映画に刺激を受けたことを境に日本国内の映画会社はアニメーションに力を注
ぐようになったのである。 
 
3.使用ソフト 
3.1 CLIP STUDIO PAINT 
 CLIP STUDIO PAINT[3]とは、CELSYSが販売するグラフィックソフトである。イラストや漫画、
アニメーションなど様々なグラフィック関係の作品を作るための有料のソフトウェアである。このソフ
トウェアで私は今回３Dモデルの作成とアニメーションの作成を行った。 
3.2 Adobe Premiere Pro 
 Adobe Premiere Pro[4]とは、アドビシステムズが開発した動画編集ソフトであり、編集やエフェク
ト、テロップ編集などをこのソフトウェア１本ですることができるのである。このソフトウェアで私は
今回作ったアニメーションを 1 つにつなげる作業を行った。 
 
4.制作物の概要 
4.1テーマ 
今回アニメーションを作るにあたってテーマを考えた結果、「コロナ」によって変化した学生生活を

テーマに作品を作ろうと考えた。学生側の生活の変化を残すことで、「コロナ」の時にどんな経験をし、
どのように乗り切ったのかを今後に伝えるための参考になればと思い作品を制作した。 
4.2全体の流れ 
 「コロナ」によって外出自粛となってしまい、学校がオンライン授業になり、外に遊びに行くことも
できなくなり大半の時間を自宅で過ごさなくてはいけなくなってしまった学生達の「コロナ」による外
出自粛前と後の 1日の流れの一例を作成した。 

米川　凌雅
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－「コロナ」によって変化した学生生活－

88 .アニメーションの制作

システム情報学科
名古屋教育センター
指導教員 : 高井　那美
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4.3キャラクター 
 「コロナ」による学生生活の変化を描くと考えたとき、キャラクターが動物だとおかしい。しかし、
だからと堅苦しいリアリティのある人型のキャラだと重苦しく、見るのもつらいという理由から、かわ
いらしい 3 頭身で人型のキャラクターを１から制作した。しかし、可愛らしいキャラクターが必要なだ
けであれば人型にする必要はなかったのだが、学生の 1 日の流れをアニメーションにする際に、人型で
あることで少しだけリアリティを付けることで人の生活というところを印象付けることを考えたから
人型にしたのである。そして、サイズを 3頭身にした理由は行動の 1 つ 1つが大きく表現することがで
き、何をしているのかがすぐにわかるというメリットがあるからである。そういった理由で３頭身の女
の子のキャラクターを制作した。 
4.4制作手順 
 まず初めに、3等身の人型キャラクターを描くために３Dモデルを CLIP STUDIO PAINT の使い方
を勉強しながら作成した。その後、その３Dモデルを使いキャラクターを作成した。次に、シナリオを
作成した。その後、詳細なシーンの考察と骨組みの作成をした。１つの行動ごとにシーン分けをし、シ
ーンごとにアニメーション作成した。最後にすべてのシーンを Adobe Premiere Pro を使いつなぎ合わ
せて違和感がないように、１コマ１コマのチェックをし、完成させた。 
 
5.おわりに 
 今回アニメーションを初めて制作するにあたり、すべてが新しいことであり新鮮な経験をした。その
ため、自分が最初作りたかったレベルまで作ることができなかった。今後は fps を 2 以上にできるよう
に経験を積んでいかないといけないと感じた。 
 今回は、新型コロナウィルスによって変化した学生生活をテーマにしたが、私自身一般人とは異なる
生活の変化が起こっており、このテーマを一般化するために人に聞くという作業が発生し、時間をかけ
る項目が増えてしまった。 
 絵を描くことも初めてだったため初めの１か月は絵をひたすら描き、バランスや自分の絵というもの
を確立するのに苦労し時間を取られてしまった。そのため当初フルカラーを目指していたが白黒になっ
てしまったことは反省点である。 
 しかし、期限までに１つの作品として形を完成させ内容をしっかり詰められたことで今回のアニメー
ション制作をやり遂げられたと思う。 
 このアニメーション制作で 1 つの作品を作るために経験した事柄、すべてにおいて今後役に立つもの
であったため、作品は納得のできるものではなかったがよい経験になった。 
 卒業までにまだ時間があるので、この作品をフルカラーにしたり、フレームレートを 10fps ほどにす
るなど、可能な限り完成度を高めていくのを今後の目標にしていきたい。 
 
参考文献 
[1]アニメーションの歴史 http://contest.japias.jp/tqj14/140351/history.html 
[2]Live2D とは https://www.live2d.com/about/ 
[3]CLIP STUDIO PAINT https://www.clipstudio.net/ 
公式 CLIP STUDIO PAINT 使い方講座 https://tips.clip-studio.com/ja-jp/official 
[4] Adobe Premiere Pro https://www.adobe.com/jp/products/premiere.html 
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アアニニメメーーシショョンンのの制制作作 
～2D アニメーションの作成～ 

経営ネットワーク学科 
鹿児島教育センター 
指導教員：高井那美 

1770563 
安田雅季 

  
１１．．ははじじめめにに 
 日本の重要な文化の一つであり、私たちにとって身近なものとなっているアニメーショ

ンの制作工程を学び、アニメーション制作に対する理解を深めたいと考えた。また、絵を

描くことが好きだったので今回の作品制作を通して自分一人でどこまで作れるのか挑戦し

たいと考え、このテーマを選択した。 
  
２２．．制制作作にに用用いいたたソソフフトト 
 作画、着彩作業には株式会社セルシスから発売されている「CLIPSTUDIO EX」を使用

した。動画編集作業にはフリーソフト「AviUtl」を使用した。 
 
３３．．アアニニメメーーシショョンンととはは 
 アニメーションは映像表現の一つであり、様々な表現手法がある。代表的なものとして、

クレイアニメーション、３DCG アニメーション、セルアニメーションなどがある。今回私

が用いたのはセルアニメーションの手法である。セルアニメーションは絵 コンテから原

画と呼ばれる開始、中間、終点の絵を作り、その間を中割りと呼ばれる絵で補間すること

で動きを表現する手法である。 
 

４４．．作作品品ににつついいてて  
  私が今回制作した作品はアンデルセンの童話「マッチ売りの少女」がモチーフとなって

いるが、オリジナリティーを出したい、明るい終わり方にしたいという考えからストーリ

ーは異なるものとなっている。 
 作品を制作するにあたって、効率的に作業を行いながら全シーンを手描きで作画したり、

背景の要所を細かいところまで仕上げたりするなどこだわりを持って丁寧な描写を心掛け

た。また、カメラワークの操作による演出を用いることで、動きのあるシーンに仕上げる

ことができた。 
 

←作成した背景の一部 

安田　雅季
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～２Dアニメーションの作成～

89 .アニメーションの制作

経営ネットワーク学科
鹿児島教育センター
指導教員 : 高井　那美
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←作品の一場面 
５５．．総総括括  
 作品制作を通してアニメーション制作の工程を深く知ることができ、普段何気なく見て

いるアニメが膨大な作業と多くの制作スタッフの技術によって作られていることを理解す

ることができた。また、一つの作品を完成させられたことは自分の人生にとっても大きな

経験になった。手探りの状態で始め、不安なこともあったが挑戦することの大切さや楽し

さを知ることができた。 
 
６６．．反反省省点点とと改改善善点点  
 作品制作における反省点としては、当初想定していたクオリティーに達しなかったこと、

スケジュール管理が不十分であったことが挙げられる。 
 また、作品自体の改善点として、自分の中で思い描いていたものを上手く表現できてい

ないシーンがいくつかあったため、修正や追加を行いたいと考えている。 
 
参参考考文文献献 
吉邊尚希「ショートアニメーション メイキング講座」技術評論社 
[1]https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2
%E3%83%8B%E3%83%A1（クレイアニメーション） 
[2]https://www.anime.ac.jp/contents/column/2019/06/05/column65/（2D アニメと 3D ア

ニメの違いとは？ それぞれの特徴を学ぼう！） 
[3]https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%8B
%E3%83%A1（セルアニメ） 
[4]https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86
（絵コンテ） 
[5]https://tips.clip-studio.com/ja-jp/articles/2046#8b95b32e（カメラワークで背景を動か

す） 
[6]https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E5%A3%B2%
E3%82%8A%E3%81%AE%E5%B0%91%E5%A5%B3（マッチ売りの少女） 
 
使用した著作物 
https://soundeffect-lab.info/ 
（効果音ラボの各種効果音） 
https://dova-s.jp/bgm/play13256.html 
（Stereo Dreams） 
https://dova-s.jp/bgm/play12432.html 
（へんてこな会話） 
 
  



指導教員　:　竹　内　典　彦
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長谷見　凌大
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90 .グローバル人材の条件と英語力

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 竹内　典彦
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永井　　景
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91 .英語を会社公用語にすることの是非

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 竹内　典彦
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石井　大賀
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92 .世界経済における英語力の重要性

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 竹内　典彦
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尾崎　隆訓
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93 .日本の英語教育と諸外国の英語教育の比較

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 竹内　典彦
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丸本　圭悟
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94 .英語を会社公用語にすることの是非

経営ネットワーク学科
広島教育センター
指導教員 : 竹内　典彦
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95 .グローバル人材の条件と英語力

システム情報学科
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指導教員 : 竹内　典彦
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埜仲　亮太
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96 .日本経済における英語力の重要性

システム情報学科
福岡教育センター
指導教員 : 竹内　典彦



193



194

東　　和哉
1 7 7 0 1 8 9

97 .英語を会社公用語にすることの是非

システム情報学科
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指導教員 : 竹内　典彦
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98 .日本経済における英語力の重要性
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指導教員 : 竹内　典彦
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99 .英語を会社公用語にすることの是非

システム情報学科
名古屋教育センター
指導教員 : 竹内　典彦
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100 .グローバル人材の条件と英語力

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 竹内　典彦
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福原　祥平
1 7 7 0 2 4 7

101 .世界経済における英語力の重要性

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 竹内　典彦
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102 .日本企業とアジア諸国の企業における英語力の比較

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 竹内　典彦
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深堀　　楓
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103 .英語を会社公用語にすることの是非

システム情報学科
北九州教育センター
指導教員 : 竹内　典彦
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104 .日本経済における英語力の重要性

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 竹内　典彦
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105 .日本の英語教育と諸外国の英語教育の比較

システム情報学科
大分教育センター
指導教員 : 竹内　典彦
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106 .世界経済における英語力の重要性

システム情報学科
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指導教員 : 竹内　典彦
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指導教員　:　谷　川　　健
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Spring Bootを使った Webアプリケーションの開発 
カテゴリ対応メモ帳 

システム情報学科  

新潟教育センター 

指導教員：谷川 健 

1770001 

横野 秀真 
 

1. はじめに 

これまで私は Java Development Kitと Eclipseを用いた Webアプリケーション開発や MySQL を用い

てのデータベース構築などのシステム開発に関する知識を学習してきた。 

しかしその Web アプリケーション開発で私はフレームワークを利用したことがなかった。そこで Java

のフレームワークである Spring Bootを用いたカテゴリ対応メモ帳の作成し、Webアプリケーション開

発においてどのような利点や不便な点があるのか研究を行うことにした。 

 

2. 開発システムの概要 

開発したシステムは「カテゴリ対応メモ帳」である。 

ログイン、ユーザ登録、メモの作成・削除・修正・一覧・タグ検索の機能を搭載している。画面は「ロ

グイン画面」、「新規ユーザ登録画面、「ホーム画面」、「メモ作成画面」、「メモ一覧画面」、「カテゴリ検索

画面」とした。 

ログイン機能の実装には Spring Securityを活用している。この Spring Securityによってログイン

処理時の認証・認可を行うことが出来る。認証の有無を URL毎に設定することが出来、認証が必要な状

態だとアクセスが出来なくなってしまう新規ユーザ登録画面は認証を不必要としている。 

メモ作成画面ではメモ作成後にホーム画面に遷移するのでは連続して複数のメモを作成したい場合

に不便になると考え、そのままメモ作成画面に留まるようにしている。 

メモ一覧画面ではメモを一覧表示するだけでなく、各メモの「メモ名」、「カテゴリ」、「内容」を編集

することが出来る。 

カテゴリ検索機能ではメモ作成時にメモに付与したカテゴリ名を一覧で表示し、そのカテゴリ名を選

択することでカテゴリ絞られたメモを一覧表示させている。 

 

3. Spring Framework と Spring Boot 

Spring Framework とは、Java 言語による開発を支援するフレームワークの一つである。主な機能は

モジュールに分かれており、必要なものを選択して導入を行う。主なモジュールには DI（依存性の注入）

や MVC、認証・認可などがある。特に DI は依存性のあるプログラムを１つ１つのプログラムに独立させ

ることが出来、システムの変更を行う必要がある際に変更箇所を少なく済ませることが出来る。 

Spring Bootとは、デフォルトの状態を利用するだけで XMLまたは Java Configによる Bean定義、ロ

グの設定、Servlet の設定が不要になり、Web アプリケーションの開発を効率よく行うことが出来るよ

うになるフレームワークである。Spring Bootは Spring Frameworkがベースとなっており、その Spring 

Framework には難しい設定やノウハウが必要であるという課題がある。そこで最小限の設定と少ない

コード量で Webアプリケーションを開発できる仕組みを実装したのが Spring Boot である。 

 

4. 使用した技術 

4.1 Spring Security 

Spring Securityとはアプリケーションにセキュリティ対策要素を実装する際に使用するフレームワー

横野　秀真
1 7 7 0 0 0 1

カテゴリ対応メモ帳

107 .  Spr i ng  Boo tを使った Webアプリケーションの開発

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 谷川　健
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ク。今までは Tomcatサーバ内の server.xmlに Realm要素を定義して web.xmlにユーザ認証の設定を追

加してユーザ認証を行っていた。しかしこれには、設定を間違えると Webアプリケーションが起動しな

くなり、元に戻すことが困難だという問題点があった。Spring Securityは他ファイルの内容に変更を

加えることなく実装ができたのでこういった問題点を解決することが可能である。 

 

4.2 Thymeleaf 

Thymeleaf は雛形となるドキュメントに対し、可変データを埋め込むことで動的にドキュメントを生

成する仕組みであるテンプレートエンジンの一つである。ドキュメントをブラウザに直接表示させるこ

とが出来る。また、Thymeleaf は HTML をデザイナーとプログラマー間で共有することができ、デザイ

ナーとプログラマーが分業開発の場合にメリットとなる。Web アプリケーションでは画面の表示形式と

して HTMLを利用することが多く、Thymeleafは Webアプリケーションに適したテンプレートエンジンと

言える。 

 

4.3 DI (Dependency Injection) 

 Dependency Injectionは直訳で依存性の注入を意味している。DIはオブジェクトが成立するために

必要な情報を外部から設定することで、クラス間の依存関係の解決をすることができる。 

依存関係を解決すると AOPの実現、オブジェクト間の疎結合の実現、単体テストを容易に行うことが

できるようになる。作成した Web アプリケーションではアノテーションで Entity にしたクラスを

Autowiredアノテーションで別のクラスへ注入をしている。これによってコードの記述量を減らすこと

ができた。 

 

5. まとめ 

今回 Spring Boot を用いた開発を行って分かったことは、まず Spring Boot の学習に多大な時間が

かかってしまうことである。開発の際にまずログイン機能の開発から始めた。しかし、Spring独自の

技術である Spring Security を扱って実際にログイン機能を開発し終わるまでに 2か月ほど掛けてし

まった。Spring Securityだけでなく、アノテーションの意味や扱い方、プログラム開発時に出てくる

エラーの解決にも時間を掛けた。エラーに関しては調べても中々解決方法がわからないことが多く、

何日も同じ箇所のエラー解決に時間を掛けてしまった。しかし、その学習時間に見合った便利さが

Spring Bootにはあることが分かった。特にアノテーションはこれを一つ記述するだけで従来必要で

あったはずのコード記述が不必要となった。余計な記述が不必要となったおかげで作業時間の短縮、

記述ミスの減少に繋がり効率よくプログラム開発を行うことが出来た。 

このように初めは Spring Bootを学習することが大変ではあるが、扱えるようになれば様々面でプ

ログラム開発を支援してくれるものなので、今後も学習を進め更なる Spring Boot の活用を行ってい

きたい。 

 

参考文献 

[1] 株式会社 NTTデータ 「Spring徹底入門 Spring Frameworkによる Java アプリケーション開発」 

翔泳社 2016年 

[2] 侍エンジニア編集部 「【5分でわかる】Javaフレームワーク「Spring Framework」とは」 

https://www.sejuku.net/blog/10456（2021年 1月 10日参照） 

[3] shuhelohelo 「DIコンテナについて学ぶ」 

https://shuhelohelo.hatenablog.com/entry/2019/05/01/131324（2021 年 1月 10日参照） 
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Spring Bootを使った Webアプリケーションの開発 
メッセージ投稿システム 

システム情報学科  

新潟教育センター 

指導教員：谷川 健 

1770004 

山下 優斗 
 

1. はじめに 

Javaでは、Webアプリケーションを効率良く開発するために、予め備わっている様々なフレームワー

ク（Framework）が用意されている。その中でも Spring Boot は、多くのエンジニアで広く使われてお

り、支持を得ている。私は、大学で学んだ Java で Web アプリケーションを開発する授業を進めていく

中で、「もっとコードを分かりやすく簡単にすることはできないだろうか」という疑問が、頭の中に浮か

び、本テーマである Spring Bootの研究を行うことを決めた。本研究の目的は、Spring Bootを用いた

Web アプリケーション開発を通して、開発の手順及び Spring Frameworkで用いられているオブジェクト

指向技術について研究することである。 

 

2. 開発環境について 

開発環境は以下のとおりである。 

OS：Windows10 64bit 1909 IDE：eclipse 4.14.0 DBMS：MySQL 8.0.19 

Framework：Spring Framework 2.3.2 Spring Boot：Spring Boot 2.3.3 

サーバ：Apache Tomcat 2.0 言語：Java 13.0.2 

 

3. 開発システムについて 

3.1 開発システムの概要 

今回開発したシステムは、メッセージ投稿システムである。 

ログイン、メッセージ投稿・削除、一覧表示、検索、コメント投稿・削除、ユーザ作成・削除の機能

を盛り込んでいる。 

 

3.2 画面設計 

画面は 8画面あり、「ログイン画面」、「ユーザ作成画面」、「マイページ画面」、「メッセージ投稿画面」、

「一覧及び検索画面」、「コメント一覧画面」、「コメント書き込み画面」、「検索結果画面」とした。 

 

4. 技術仕様 

4.1 Spring Boot 

Spring Boot[1]とは、アプリケーションを構成して組み立てるツールと呼ばれるビルドツールの設定

ファイルに設定内容を記述し、専用のコマンドを実行することで、Web アプリケーションを最適化し、

環境を構築する便利なツールである。 
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4.2 Spring Security 

Spring Security[2]とは、Webアプリケーションにおけるセキュリティ機能を提供するフレームワー

クのことである。Spring Securityには、２つの機構がある。ログイン用の IDとパスワードが正しいか

を確認する認証と、権限が付与されたユーザに対して、権限に応じて適切なページにアクセスできるよ

うにするアクセス制御をする認可である。 

 

4.3 コントローラー 

コントローラー[1]とは、何か URL が実行されたときに、次の処理を示すパスに遷移させるための機

構である。ここでは、HTML から送られてきたデータを処理したり、データを遷移先に引き継ぎさせたり

することができる。これは、Javaでいうサーブレットのような役割と同じである。 

 

5. Spring Bootとオブジェクト指向との関係性 

Spring Frameworkには、DI コンテナというものが備わっている。Spring Boot でどのようにオブジェ

クト指向を実現しているかというと、アプリケーション起動時に、DIコンテナが自動で生成される。そ

して、アプリケーション内のクラスを調べ、依存関係を解析する。解析結果を基に、Spring Bootが順

番に従って Bean（インスタンス）を生成する。依存関係が解決されたら、ユーザからのリクエストを受

け付けることができるようになる。なので、Spring Boot による Java のプログラミングにおいて、

@Component アノテーションや@Autowired アノテーションを適切に定義するだけで、依存先のクラスで

定義されているメソッドなどを依存元のクラスで利用することができるのである。[3] 

 

6. まとめ 

今回 Spring Bootを用いたシステム開発を行ってきたが、開発を行い感じたメリットとデメリットを

挙げると、メリットは、導入が簡単であることがあげられる。これまで Java 単体で Web アプリケーシ

ョンを作ってきたものよりも明らかにコードの量が減ったこと、データベースのアクセスが簡単である

こと、アノテーションを利用することでプログラムをわかりやすく整理することができるということな

どである。デメリットは、学習に多大なコストがかかること、およびエラーメッセージの解決が困難な

ことである。本研究では、ある程度学習し開発を行ってきたが、それが返って負担が大きくなり非効率

的になってしまった。結果的にスケジュールが大幅に遅れ、初期に計画していたシステムとは違ったも

のになってしまった。しかしながら、学習を深めることで効率的に開発することができ、開発の質も向

上すると感じることが出来た。これからの開発においても、Spring Bootはシステム開発において手助

けとなるツールなので、積極的に取り入れていきたい。 

 

参考文献 

[1] 掌田 津耶乃 「Spring Boot 2 プログラミング入門」 秀和システム 2018年 

[2]  lkuto19 「Spring Bootで書籍管理 Webアプリを作ろう part2」 

https://qiita.com/Ikuto19/items/7422370a3a1d8671e4be（2021年 1月 10日参照） 

[3]  Dawaan 「Spring Framework入門 - DIコンテナとは」  

https://dawaan.com/spring-framework-di-container/（2021年 1月 10日参照） 
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1. はじめに 

私がこのテーマを取り上げた理由は、高校生時代に図書委員会に所属していた経験を生かし、また、

Spring Boot を用いて Java についての知識を深める目的として、この蔵書管理ソフトウェアを作成し

た。Java には、ソフトウェア開発を手助けするツール フレームワークというものがあり、WEBアプリ開

発に用いるフレームワークの一つに Spring Framework がある。今回は、それをベースにした Spring 

Bootを使用している。 

 

2. 開発環境 

 本研究の開発環境は、以下の通りである。 

 Windows 10 

 eclipse 4.16.0 

 XAMPP 3.2.4 

 MySQL  

 Apache  

 

3. 蔵書管理ソフトウェア 

作成した蔵書管理ソフトウェアの機能は、登録機能と検索機能の２つの機能で構成されている。蔵書

登録では、登録画面を表示し、登録する蔵書名、著作者名、出版社名の蔵書情報を入力して登録する。

登録が完了すると蔵書一覧表示画面に切り替わる。蔵書検索では、検索画面を表示し、検索したい蔵書

情報を入力して検索を行い結果が一覧表示される。

蔵 書 管 理 ソ フ ト ウ ェ ア で は JPA(Java 

Persistence API)を使用して、データベースの

データテーブルを自動作成するようにした。JPA

とは、Javaのフレームワークであり、データベー

スとの接続を簡素なプログラムで実現できる。 

 Java のクラスを定義する際に、アノテーション

記述をつけることによって、プログラムの実行時

に JPAがデータベースへのテーブル作成や列定義

などを実行するように動作する。 

本ソフトウェアでは、図 1のようなプログラム

を記述することで実現している。 

 次に、図１のプログラムの各記述の動作につい

て論じる。 
 
 
 

 
図 1 BooksLibraryRegister クラス

@Entity 

@Table(name="books library") 

public class BooksLibraryRegister { 

    @Id 

@GeneratedValue 

@Column 

private Long id; 

@Column 

private String title name; 

@Column 

private String author; 

@Column 

private String publishing; 
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図 2のようにクラスの定義に@Entity アノテーションをつけることで、このクラスのインスタンスを

データベースに書き込む 1レコードとして扱えるようにすることができる。また、@Tableを記述するこ

とでこのクラスのインスタンスを格納するデータテーブルを指定することができ、データベース上に

テーブルが定義されていない場合には自動作成される。 

 

 

図 2 BooksLibraryRegister クラスの定義 

 

 

 

 

 

図 3 のようにクラス内のフィールドに@Id と記述することで、指定した変数をテーブルの主キーに設

定することができる。さらに@GeneratedValue の記述により数値を自動作成して該当列に格納できるよ

うになる。 

 

 

図 3 主キーの定義 

 

 

 

 

 

 

図 4では、@Columnを記述することでフィールド変数をテーブルの列として定義する。 

 

 

図 4 データ項目の定義 

 

4. まとめ 

 

表 1作成されるデータテーブル  

(books library) 

列名 データ型 

id Long 

title name String 

author String 

publishing String 

 

 作成したこの蔵書管理ソフトウェアは、教授から送られてきたサンプルと WEBサイトの情報を参考に

作成した。また、登録機能と検索機能を作成したが、更新機能と削除機能は作成が間に合わなかった。 

 

参考文献 

[1] Yura 「Developers.IO Spring DATA JPAでデータ検索」 

https://dev.classmethod.jp/articles/spring-data-jpa_search/（2020 年 9月 28日参照） 

[2] 高橋 永治 「TAG index HTML&CSS Web制作リファレンス HTML5 フォーム」 

https://www.tagindex.com/html5/form/（2020年 9月 28日参照） 

@Entity 

@Table(name="books library") 

public class BooksLibraryRegister { 

@Id 

@GeneratedValue 

@Column 

private Long id; 

@Column 

private String title name; 

@Column 

private String author; 

@Column 

private String publishing; 
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1. はじめに 

1.1 なぜ Spring Bootを選んだか 

プログラミングをする際に効率よく開発を行うためにフレームワークを用いることがある。フレーム

ワークを用いることであらかじめ用意されている機能を使うことができる。 

本研究を通して Springに使われているオブジェクト指向言語について学び、spring bootのメリット、

デメリットを明らかにしていく。 

 

1.2 システムの概要 

今回 Spring Bootを用いてスケジュールを管理する Webアプリケーションを開発した。主な機能とし

て「ログイン・ログアウト」「ユーザの登録」「予定の一覧表示」「予定の登録・削除」「予定の編集」「出

欠登録」がある。 

 

2. 開発したシステムについて 

・開発環境 

OS Windows10 

CPU Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @3.20GHz 

メモリ 8GB 

開発環境 Eclipse 

Webサーバ Apache(XAMPP) 

DBサーバ MariaDB(XAMPP) 

使用言語 Java 

 

・画面設計 

今回開発したシステムの画面は「ログイン画面」「会員登録画面」「マイページ画面」「予定情報変更

画面」「予定詳細画面」「出欠入力画面」である。 

 

3. 開発したシステムで使われている技術 

・Spring MVC 

Spring MVCとはクライアントに表示される内容に関連する機能を提供する。MVCは「Model」「View」

「Controller」の頭文字をとったものである。この中の「View」「Controller」の部分が Spring MVC

で構築することができる。Modelは Spring MVCだけでなく、データベースに利用に必要な各種の機能

を利用することになる。これはデータベースの種類によって利用するフレームワークが変わる。今回

の開発では Spring Data JPAを使用した。 

 

 

・ DI 

佐野　　舜
1 7 7 0 0 5 7

スケジュール調整ソフトウェア

110 .  Spr i ng  Boo tを使った Webアプリケーションの開発

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 谷川　健



221

DIは、オブジェクト特有の機能をオブジェクトから切り離し、外部から挿入する機能である。 

アプリケーション起動時に、＠Repositoryを付けられたインターフェースを検索し、自動的にその

実装クラスが作成され、更にそのインターフェースがアプリケーションに Bean として登録される。

コントローラクラスに@Autowired アノテーションを使用することにより Bean と関連づけることがで

きる。 

 

4. Spring Boot のメリット・デメリット 

今回 Spring Boot を用いて開発を行って感じたメリット・デメリットを下記に示す。 

4.1 メリット 

・導入が簡単 

Eclipse をベースにして Spring Framework 利用のためのプラグインを追加して作成することが出

来る。 

・コードを削減できる 

今回開発する際にアノテーション 1つで様々な機能を付け加えることができ、とても便利だと感じ

た。また、DI機能によってインスタンスを作成するコードなどを書かずに済むことでコードが削減で

きた。 

・コードがわかりやすい 

コードを見た際にアノテーションがあることによってどの部分でどんな機能が使われているのか

がわかりやすく、開発がしやすかった。 

 

4.2 デメリット 

・情報が調べにくい 

今回プログラムを開発するにあたって様々なエラーが起きたが、ネットで調べてもそれに関わる情

報が見つかりにくくつまずくことが多かった。 

・中身を理解しづらい 

Spring Bootの良い点でもあるアノテーションだが中身をそこまで理解しなくてもコードが書け、

プログラムを作成できてしまう。 

 

5. まとめ 

今回の Spring Boot を用いた研究をするまでフレームワークというものがあまり分からず難しいイ

メージだった。しかし、Spring Boot でシステムを開発したことによってフレームワークを知ることが

でき、とても良い経験になった。また、実際に Webアプリケーションを作ることによってフレームワー

クが便利だということがわかった。 

今回の研究ではシステムのエラーを解決するに時間を費やしてしまった。1 つのエラー文を解決する

のに 2日かかることもあり、計画通り進めることが出来なかった。ただ、システム開発を通してエラー

文を 1人で解決する力がついたと感じた。 

今回の卒業研究では設計からプログラミングまで初めて 1人で考え作成したので上手くいかないこと

もたくさんあった。この経験をもとに今後の開発に生かしていきたい。 

 

参考文献 

[1] 掌田 津耶乃 「Spring Boot 2 プログラミング入門」 秀和システム 2018 年 

[2] cannot_any_more 「SpringBootで Hello World」 

https://qiita.com/cannot_any_more/items/b4f001bc0ec7e3ceb598（2021年 1月 10日参照） 

[3] TEBASAKI 「Spring Boot解説第 18回(基本編：Controllerとは)」 

https://qiita.com/TEBASAKI/items/267c261db17f178e33eb（2021年 1月 10日参照） 
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1, はじめに 

本研究は、Spring Framework を使って Webアプリケーションの開発及び、利用されるオブジェクト指

向技術の知見を得ることを目的としている。Web アプリケーションとして、蔵書管理ソフトウェアの開

発を行う。 

 

2. Web アプリケーションの設計 

2.1 Web アプリケーションの概要 

Web アプリケーションとして蔵書管理ソフトウェアの開発を行う。この蔵書管理ソフトウェアでは、

書籍を蔵書として登録し一覧にして、管理することを目的としている。また、複数人での利用を想定し、

ログイン機能による利用者認証を行う。 

 

2.2 実装機能 

本 Webアプリケーションでは、以下の機能を実装する。 

・認証機能 

・参照（一覧・検索）機能 

・管理（登録・更新・削除）機能 

  

3. Web アプリケーションの開発 

3.1 開発環境 

本研究では、Web アプリケーションを開発するにあたり、プログラミング言語として Java を利用し、

フレームワークとして Spring Bootを利用する。 

 

3.1.1 Spring Boot 

Spring Bootとは、Spring Frameworkの環境構築の設定が複雑化してしまう問題を解消するために作

られたフレームワークである。Spring Boot の機能としては、複数のフレームワークを使用する際に発

生する、Bean定義や XML設定などを、自動設定する機能や、Javadocのようにアノテーションが記述で

きることが挙げられる。 

 

3.1.2 開発環境 
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Spring Boot を利用した Web アプリケーションの開発にあたって、Pleiades の Eclipse を利用する。

Eclipse は、様々なプログラミング言語によるソフトウェア開発に対応した統合開発環境の一つである。

Eclipse の Full Editionは Spring Bootの開発環境を含み、Eclipseをインストールするだけで、Spring 

Bootの開発が可能となるため、これを利用する。 

 

3.2 開発手順 

Web アプリケーションの開発をするための開発手順として、以下の手順での開発を行う。 

１）開発環境の設定 

２）各種利用画面のベースとなる HTMLの作成 

３）データベースの設計、作成 

４）蔵書管理ソフトウェアのプログラム作成 

 

4. オブジェクト指向との関係性 

Spring Framework とは、Java の開発環境で使用できるオープンソースのフレームワークである。特

徴としては、AOPや DIにより分かりやすく、修正しやすいプログラムの作成ができること、開発するシ

ステムの事前チェックが行えるテストプログラムがあることなどが挙げらる。 

オブジェクト指向とは、プログラムの設計や実装についての考え方の一つである。関連するデータと

処理手順をオブジェクトと呼ばれる一つの構成単位として定義し、オブジェクトの組み合わせで関連性、

相互作用を記述していくことによりシステムの構築を行う手法である。オブジェクト指向の目的は、独

立性、再利用性、拡張性の高いプログラムを作成することにより、効率的に開発を行うことである。 

Spring Bootの利用で実感したことは、自動設定や独自のアノテーションの使用により、開発の負担

が小さくなったことである。特に、アノテーションによる記述は複雑なコードを書くことなくコント

ローラの実装やフィールドの入力値のチェックを行うことができ、全体の記述量を大きく減らすことが

できた。Spring Frameworkはオブジェクト指向によるプログラミングからよりスムーズな記述ができる

ように考えられた技術であり、これを取り入れることで独立性や保守性等を維持しながらより迅速なア

プリケーション開発が行うことができると考える。 

 

5. まとめ 

本研究を通じて、Spring Bootを使用することで、比較的簡単に Webアプリケーションの作成が行え

ることが分かった。今回実装した機能は基本的なものだが、今後の開発でも共通する点で十分に生かす

ことができる内容となったと思う。Spring Bootは、一度方法を理解すると簡単に開発が行える一方で、

開発にあたって必要な情報を集めるのに苦労した。実際に、情報が入手できず実装することを諦めた機

能や、動作の修正が思うようにいかなかった機能などがあり、Web アプリケーションとしては課題の多

く残る出来となってしまったと感じている。本論文の作成では、Springの技術についての知識を深める

ことができた。今後も、Springに限らず日ごろから様々な技術を取り入れていきたいと思う。 
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1. はじめに 

近年、情報技術の発展に伴い、多くの人が情報技術に触れ、日々活用している。そのような中で、

「YouTube」や「Skype」、「Facebook」といった Webアプリケーションは、情報技術に明るくない人でも、

気軽に扱うことができ、誰でも簡単に利用できることで人気を博している。そのような Webアプリケー

ションについての知見を深めたいと考え、本テーマを選択した。 

 

2. 研究の概要 

本研究では「蔵書管理ソフトウェア」を題材として Spring boot[1]を使った Webアプリケーションの

開発を行った。このアプリケーションは、個人レベルでの簡易書籍管理を目的として作成している。機

能は、ユーザ認証機能(ログイン)、書籍登録機能、書籍参照機能(一覧、検索)、書籍更新機能、書籍削

除機能を実装している。 

 

3. 画面設計 

本研究では、ログイン、ユーザ登録、書籍一覧、書籍詳細、書籍登録、書籍検索、書籍更新、書籍編

集、設定、ユーザ編集の 10 画面を作成した。最初に、ログイン画面にアクセスする。ログイン画面から

は、書籍一覧画面、ユーザ登録画面にアクセスすることが出来る。書籍一覧画面からは、書籍登録、書

籍検索、書籍更新、設定にアクセスできる。また、書籍更新からは、書籍編集画面にアクセスすること

が出来、設定画面からは、ユーザ編集画面にアクセスすることが出来る。ユーザ設定画面にはログアウ

ト機能を実装しており、ログイン画面に戻ることが出来る。 

 

4. 機能設計 

本研究では、ログイン、ユーザ登録、ユーザ編集、書籍登録、書籍検索、書籍編集、書籍削除、書籍

詳細表示、書籍一覧表示の 9機能を作成した。初めに、書籍情報を保持する書籍テーブルを作成し、書

籍情報の登録を行う書籍登録機能を作成した。次に、書籍一覧表示、書籍詳細表示機能を作成し、デー

タベースに保存した書籍情報の表示を可能にした。また、書籍検索機能も作成し、データベースに保存

した書籍情報の検索を可能にした。次に、書籍情報の編集をする書籍編集機能と不必要となった書籍を

削除する書籍削除機能を作成した。最後に、ユーザ情報を保持するユーザテーブルを作成し、ユーザの

認証を行うユーザログイン機能、ユーザの新規追加を行うユーザ新規登録機能、ユーザ情報の変更を行

うユーザ編集機能を作成した。 

 

5. テーブル設計 
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本研究では、ユーザ情報を格納するためのユーザテーブルと書籍情報を格納するための書籍テーブル

の 2つを作成した。ユーザテーブルには、ユーザ ID、ユーザネーム、パスワードを格納し、書籍テーブ

ルには、書籍 ID、書籍名、著者、ISBNコード、表紙画像パス、出版年月日、出版社、ユーザ IDを格納

することが出来る。 

 

6. Spring Framework と Spring Bootについて 

「Spring Framework」[2]を扱ううえでDI(Dependency Injection)[3]という技術を使用した。これは、

特定のアノテーションを付与したクラスのインスタンスを DIコンテナに登録することで、「@Autowired」

を付与したフィールド変数等に、DIコンテナに登録されているインスタンスを取得して使用できる。こ

れにより、Service や Controller から Repository を扱う際のコードを簡素にすることができ、開発期

間の短縮をすることができた。 

昨今の「Spring Framework」はプロジェクトが肥大化し、取得難易度が上がってしまった。そこで、

Spring アプリケーションを手軽に作成することを目的に「Spring Boot」[4]が開発された。従来の豊富

なコンポーネントを活用しつつ、迅速な開発のための新たな機能が実装され、現在でも多くの人々に利

用されている。 

 

7. おわりに 

本研究を通して、Spring Bootの扱いやすさを認識できた。Spring Bootの仕組みを理解するまでに

時間はかかったが、Spring Data JPAや Spring Security等のプロダクトを使用して、非常に効率的に

開発を行うことが出来た。また、開発環境の構築や、プラグインの設定など、Web アプリケーション開

発に関する知識を深めることが出来た。反省点としては、開発計画の予定よりも時間がかかったことで

ある。Spring Boot にはさまざまな機能がありその都度、理解しながら開発を行っていたため、予想以

上に工数を割いてしまった。今後の課題としては、Webデザインの実装や、ISBNコードから書籍情報を

取得する機能の網羅率を高める、といったことが挙げられる。 

これから先、システム開発を行う際には、本研究で学んだことを生かして、より良いシステムを作成

していきたいと思う。 

 

参考文献 

[1] 槇 俊明 「はじめての Spring Boot[改訂版]」 工学者 2016年 

[2] 発注ラウンジ 「Spring Frameworkとは？特徴や役割を知ろう！」 

https://hnavi.co.jp/knowledge/blog/spring-framework/（2021年 1月 10日） 

[3] yoshi 「Spring Boot 入門 vol.8 : DIを理解しよう」  

https://learning-collection.com/springboot入門-vol-8：diを理解しよう/（2021年 1月 10

日） 

[4] 株式会社 A-STAR 「Spring Bootとは？Spring Bootの基礎や使い方を初心者向けに解説！」 

https://agency-star.co.jp/column/spring-boot（2021年 1月 10日） 
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Spring Bootを使った Webアプリケーションの開発 
ToDo管理システム 

システム情報学科  

名古屋教育センター 

指導教員：谷川 健 

1770205 

山下 翔平 
 

1. はじめに 

1.1 Web アプリケーションとは 

Web アプリケーションは Web サイトと同じ技術を用いて画面を表示されているが、サーバと Webペー

ジが連携しており、ユーザが行った操作に対してレスポンスが返ってくることが、Webサイトとの大き

な違いである[1]。Webアプリケーションの利点は多く、例として、アプリ配布や管理の容易さが挙げ

られる。Webアプリケーションはブラウザ上で動作するため、アプリ配信サイトなどを経由させる必要

が無い。そのため、アプリ配信サイトでの審査等の手順を省略できる。さらに Webアプリケーション

のデータは Webサーバにて一元管理されるため、運用・保守も容易となる。 

 

1.2 Spring Boot の特徴 

Spring Boot の主な特徴は３つ挙げられる[2]。１つ目に XMLファイルの定義が容易であることであ

る。XML は設定ファイルを定義することで、設定を外部化することができる。２つ目にアノテーション

機能である。アノテーションとは、プログラムに記述することによってプログラムの動作を変更する

ことのできる注釈のことである。３つ目に Webコンテナを内蔵している点である。Spring Boot では、

Tomcat を内蔵しており、Webコンテナをセットアップせずに Webアプリケーションの開発が可能とな

る。この特徴は、Spring Bootの学習開始の水準を下げ、普及したと考えられる。これらの特徴から、

Spring Bootは今最も利用されている javaフレームワークになったのである。 

 

1.3 使用した開発環境 

主に Eclipse を利用しＤＢとして MySQL、テスト用に H2DBを利用した。 

 

2. To Do管理システムの概要 

2.1 作成の動機 

比較的学習の始め易いと Spring Bootを使い学習を進めることで、開発言語の学習のコツをつかめ

るのではないかと考えたため、Spring Bootで開発を開始した。 

 

2.2 システムの機能について 

利用者 ID及びパスワードにより利用者を認証する。認証に失敗した場合は、ToDo リストの中身を表

示せずに、警告を表示する。ログイン後の画面にてリストの閲覧、追加、削除等の操作が可能であ
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る。 

 

3. 本システムのクラス、プログラムについて 

・MyController クラス 

＠RequestMappingを利用し、リクエストされたページに対してどのメソッドが処理するかを定

義する。これにより GETと POST の使い分けが可能となる。POSTを指定できることにより＠

RequestParamによって受け取ったデータの処理を実行させることができるようになった。＠

AutoWiredによりリポジトリを自動で new生成する。これにより Entityで宣言したデータ内容の

DBと接続される。 

・MyToDoEntity クラス、MyUserEntityクラス 

本システムで利用したい DBの内容を定義する。この際に IDを＠GeneratedValueによって自動

生成しキーとしている。 

・MyAppRepositoryクラス、MyUsersRepositoryクラス 

Entity と Controller の中継クラス DBで利用する要素をプログラム側で利用する変数で定義

し紐づけする。 

 

4. 改善点 

開発環境を自身で設定することは初めてだったため、とにかく、詰まることが多く各工程に想定以

上の時間を必要とした、特に序盤はすべて開発環境の設定に費やした。もう少し、事前に springに必

要な環境、プラグインの情報を仕入れるなどの準備しておけば楽に進められたのではないかと考え

る。 

 

5. 本研究を通して 

本研究を通して springの利便性を実感することができた。本研究を行うまで spring等に関する知

識は微々たるものだったため、すべての工程において出だしから苦労した、その際にある程度のテン

プレートとなるものは自動で生成してくれる springの機能にとても助けられた。言語の学習にとても

時間が掛かり、完成まで想定以上の時間が必要となったが、自身で１から調べて作品を作るという本

研究はとても良い経験になったと考える。 

 

参考文献 

[1] 掌田 津耶乃 「Eclipseで始める javaフレームワーク入門第 5版」 秀和システム 2016年 

[2] 案件ナビ 「今さら聞けない！JAVA の Springフレームワークについて解説！」 

https://www.anken-navi.jp/news/programming-language/java/spring-framework/（2021 年 1月

10日参照） 
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Spring Bootを使った Webアプリケーションの開発 
ToDo管理システム 

システム情報学科  

鹿児島教育センター 

指導教員：谷川 健 

1770225 

豊増 昇太 
 

1. はじめに 

Web アプリケーションの開発には効率が求められる。効率的に開発を行うために、共通の動作や使用

頻度の高い機能をまとめた Webアプリケーションフレームワークが多く提供されている。その中の一

つに Spring Frameworkがある。コンポーネント間の依存性を低くすることを目的とした“DI(依存性

の注入)”や、コード内の共通的な機能を分離し、一か所にまとめる“AOP(アスペクト指向プログラミ

ング)”を実現したフレームワークである。 

本研究では、Spring Frameworkをベースとしたフレームワークである、Spring Bootを使用して

ToDo管理システムを開発し、それを通して Spring Bootの知見を得るとともに、Webアプリケーショ

ンフレームワークを使用したときの利点・欠点について検証していく。 

 

2. ToDo 管理システムの概要 

本システムは、普段の生活で発生する「するべきこと」を、期限を設けて管理するための個人利用

向け ToDo管理システムである。「するべきこと」をジャンルや日にち・時間による期限、優先度を付

与して一覧管理することができる。利用者は、これを閲覧することで、溜まっているタスクの管理を

行うことができる。 

 

3. 機能一覧 

本システムの機能は以下の通りである(表 1)。 

表 1  ToDo管理システムの機能一覧 

ログイン機能 

ToDoリスト一覧表示機能 

ToDo項目追加機能 

ToDo項目編集機能 

ユーザ新規登録機能 

 

4. 開発環境 

Spring Boot の開発では、通常 STS(Spring Tool Suite)という統合開発環境(IDE)が使われることが

多い。Eclipseをベースとして拡張された IDEであるが、Eclipseのバージョンアップに伴い Eclipse

自体に Spring Bootの実行環境が用意されたため、本研究では Eclipse 4.15.0を使用する。また、デ

ータベースには Maria DB 10.3.13を使用する。 

 

5. Spring Frameworkと Spring Boot 
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本システムは Spring Framework をベースとしたフレームワークである Spring Boot を使用して開発

を行っている。Spring Boot は 2013年に開発が始まったフレームワークで、Spring Framework で行っ

ていた、XMLまたは Java Config による Bean定義、ログの設定、Servletの設定などが不要になって

いる。また、アプリケーションサーバにデプロイする必要がなく、mainメソッドを実行することでア

プリケーションの実行ができる。 

Spring プロジェクトに初めて参画する人でも比較的使いこなしやすく、通常のプロジェクトにおけ

るシステム開発でも問題なく使用できるため、Spring Bootは非常に有用性の高いフレームワークとな

っている。 

 

6. 本研究で得られた知見 

本研究において特にフレームワークを利用する利点を感じられたのは、JpaRepositoryである。デー

タベースから情報を取得したいときは、取得したい情報に応じた SQLによる命令文を構築し、データ

ベースへ接続する。しかし、JpaRepositoryを用いることで、その接続が非常に容易に可能になる。デ

ータベースのテーブルに対応したエンティティクラスを用意し、JpaRepositoryを継承したインターフ

ェースを実装することで、あらかじめ用意された関数を呼ぶことでデータベースから情報を持ってく

ることができる。プログラマからはその内部の詳細な処理を意識する必要がなく、動作が保証されて

いるためバグの混入を防ぐこともできる。インターフェースには独自に関数を加えることも可能で、

拡張性が高い。 

反対に、学習コストは高くなっている。Spring Framework の歴史は長く、10年以上の月日を経て、

そのボリュームも大きなものになっている。エラーが出てしまえば自分でおこなったコンポーネント

の実装が少ない分、原因の特定に時間がかかってしまう。多数あるコンポーネントも、存在を知らな

ければ活用することもできない。まずはそのフレームワークの特性などを抑え、そのフレームワーク

ではどのようなことが実現できるのか、どのようなコンポーネントが用意されているのかをしっかり

把握する必要があるだろう。本研究に使用した Spring Bootも、Spring Framework の複雑さを幾分か

軽減できているため、Spring Frameworkの入門向けであるといえる。 

本研究では、最低限のユーザ管理と、タスクの追加、参照、更新、削除などの実装を行った。 

世に普及している Web アプリケーションはより多くの機能を備え、使い勝手の向上や、機能面の追

及が行われている。本システムにおいても、Spring Boot の拡張性の良さを生かし、ユーザ間のグルー

ピング機能やタスクのソート・絞り込み、その他 UI面での使い勝手の向上など、フレキシブルなアッ

プデートを行っていきたい。 

 

参考文献 

[1] 株式会社 NTTデータ 「Spring徹底入門 Spring Frameworkによる Java アプリケーション開発」 

翔泳社 2016年 

[2] shindo_ryo 「【Spring Data JPA】自動実装されるメソッドの命名ルール」 

https://qiita.com/shindo_ryo/items/af7d12be264c2cc4b252（2021 年 1月 10日参照） 

[3] NagaokaKenichi 「Thymeleafチートシート」 

https://qiita.com/NagaokaKenichi/items/c6d1b76090ef5ef39482（2021 年 1月 10日参照） 
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Spring Bootを使った Webアプリケーションの開発 
メッセージ投稿システム 

システム情報学科  

北九州教育センター 

指導教員：谷川 健 

1770348 

三浦 晃輝 
 

1. はじめに 

最近、Twitter、Line、Facebook などの SNS が多くの人々が年齢問わず利用する傾向にある。これら

の SNS の利用者数を見ると、生活の一部になっているといっても過言ではない。また、SNS の利用者は

今以上に増え続けることは容易に想像がつく。そんな SNSに対する知識を深めるべく、今回メッセージ

投稿システム Web アプリケーションを選択するに至った。また、今回は SpringBoot[1]を用いるので、

そのメリットについても考察しながら進めている。 

 

2. 開発環境 

以下のソフトウェアを用いて開発を行った。 

フレームワーク：Eclipse 

使用言語：Java 

データベース：MAMP 

Web サーバ：MAMP 

ウェブブラウザ：Google Chrome 

使用ソフトウェア：Eclipse 

 

3. アプリケーション概要 

今回開発を行った Web アプリケーションは「メッセージ投稿システム」である。 

実装機能は、「ログイン機能」「アカウント登録機能」「アカウント削除機能」「メッセージ投稿機能」

「コメント投稿機能」「メッセージ削除機能」「コメント削除機能」である。 

 アカウント登録はユーザ名とパスワードを入力し、登録ボタンを押すことで行う。メッセージの投稿

は、本文を入力し、投稿ボタンを押すことで行われる。コメント投稿は、ユーザ IDと本文を入力し、投

稿ボタンを押すことで行われる。アカウントの削除は、ユーザ ID を入力し、削除ボタンを押すことで

行うことが出来る。これらの機能はすべて、ログイン認証後にのみ使用できる。 

 

4. 本研究で使用している技術 

・Spring Security 

アプリケーションにセキュリティ機能を実装する際に使用するフレームワークである。アクセス

制限機能の際に利用した。 

・Spring Data JPA 

Repository クラスを実装するためのライブラリである。テーブルの作成・更新の際に利用した。 
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・Spring MVC 

Web アプリケーションを開発するためのフレームワークであり、アーキテクチャパターンとして

MVC を用いる。 

・Thymeleaf 

独自のタグを HTMLに埋め込み、view を作成するテンプレートエンジンである。 

 

5. Spring Bootを使用するメリット・デメリットについてはじめに 

・メリット 

Spring Boot を使用してみて最初に感じたことは、データベースの扱いやすさである。SQL 文を

打ち込まなくとも Entity を使用することでテーブル作成ができるなど、効率よく作業を行うこと

が出来た。また、ビルドツールに設定ファイルを記述し、専用のコマンドを実行するだけで最適化

された Webアプリケーションを構築することが出来るため、スピーディーに開発をすることが出来

た。 

更に、環境構築では別途 tomcat などを手動でインストールする必要がないため、比較的簡単に

行うことができた。 

・デメリット 

Spring 独自のフレームワークの内容や独自の記述を理解し、使いこなせるようになるまでかなり

の時間を要した。 

 

6. 反省点 

最初の理解する工程で時間を要しすぎたこともあり、予定通りの成果物とまでは至らなかった。本来で

あれば、アカウント削除機能、コメント投稿異能では、ユーザ ID を自ら入力するという工程は省かな

ければならなかったが、出来なかった。さらに、実装しきれなった機能やまだ認知していない機能もあ

るだろう。それらを活かしきれなかったことはとても悔やまれる。また、デザインまで手が回らずに終

えてしまった。 

コメント機能を実装する際に出たエラーでもかなりの時間を消費してしまった。要因はプログラムの

書き方であったことから自分の調べ方や勉強不足を痛感した。 

Spring Bootの機能を十分に理解しきれなかったことも反省点である。 

 

7. 終わりに 

開始当初に予定していたものとは到底遠いものが完成してしまった。スケジュール管理や、勉強に費や

す時間など反省点はたくさんある。しかし、短い期間の中でも Spring Boot の利便性に気が付くことが

出来た。今後は Spring Boot の知識をさらに深め、機会があればより完成度の高い Webアプリケーショ

ンを Spring の機能を余すことなく利用して作成してみたいと思う。 

 

参考文献 

[1] 掌田 津耶乃 「Spring Boot 2 プログラミング入門」 秀和システム 2018 年 
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1. はじめに 

今回作成した Web アプリケーションの概要と今後追加したい機能の説明を行う。 

今回作成したものは、ToDo 管理システムである。ToDo 管理システムとは、主に作業の効率化に用いら

れるものである。自分がやるべきことをリスト化し、それを確認することでその日やらなければいけな

いことなどを整理し、日々を効率的に生活しようというものである。 

今後追加したい機能は全部で 3 つある。ToDo の削除機能と ToDo を複数人で管理するための Group 機

能、管理者権限を持つユーザーのみが遷移できる管理ページの実装である。 

 

2. 開発・設計について 

つぎに、開発環境、画面、テーブルに関する説明を行う。 
開発に用いたOSや IDE、フレームワーク、データベースについて列挙していく。OSはWindows10、

IDE は Eclipse に SpringFramework 用の拡張機能を入れて使用した。フレームワークは、表題の通り
SpringBoot、SpringFramework を利用し、データベースは、当初 H2データベースを利用し、のちにデ
ータを保持し続けるために MySQLへの変更を実施した。 

 画面は、ToDo 閲覧画面とログイン画面、ToDo 登録完了画面、ユーザー登録画面、ToDo の登録
を行う画面の 5 つがある。 
 テーブルは、hibernate_sequence（AUTO_INCREMENT の次の値の保持するもの）と todo、user、
user_authorities（ユーザーの権限を保持するもの）、user_todo の５つがある。 

 

3. 開発した Webアプリケーションの機能について 

つぎに、今回作成した Webアプリケーションの機能について説明を行う。 

今回、開発した ToDo 管理システムは、大きく分けて 4つの機能で構成されている。 

1 つ目は、ユーザー登録機能である。これは、ユーザー登録ページから入力値を受け取り、入力値チ

ェックを行い、異常がなければテーブルに格納する機能である。 

2 つ目は、ログイン機能である。これは、ログインページから入力値を受け取り、ユーザー名でテー

ブルを検索して得られたパスワードと入力値のパスワードを比較して行われる、データベース認証とい

うやり方で実装される。 

3つ目は、ToDo登録機能である。これは、ToDo 登録ページから入力値を受け取り、入力値チェックを

行い、異常がなければ、そのデータにログイン中のユーザーの情報を紐づけてテーブルに格納する機能

である。 

4つ目は、ToDo 閲覧機能である。これは、ToDoを格納しているテーブルから、3つのパターンで検索
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を行い、取得した結果を表示している機能である。パターンはそれぞれ、そのユーザーが登録した ToDo

の全件表示とそのユーザーが登録した ToDo の開始日が閲覧ページに訪れた日と一致しているもの、そ

のユーザーが登録した ToDoの終了日が閲覧ページに訪れた日と一致しているものがある。 

 

4. 開発手順 

つぎは、プロジェクトの作成から現在までの開発の手順の説明を行う。 

まず、プロジェクトの作成を行った。必要なライブラリやテンプレートエンジンなどは、Eclipse に

入れた Spring用の拡張機能により簡単にプロジェクトに導入することができた。 

つぎに、ToDo 管理システムの大枠を作った。ToDoの登録と閲覧を行えるように ToDoに関する入力を

受け取れるようにし、それらをテーブルに格納するために必要なものを作成した。 

つぎに、上記で作った大枠にユーザー管理機能を追加するために SpringSecurity を用いてユーザー

登録やログインが行えるようにした。ユーザー登録では、入力値のテーブル格納を、ログインでは、デ

ータベース認証の実装を行った。 

 

5. Spring Framework と Spring Bootについて 

つぎは、Spring Framework と Spring Boot の長所や短所について説明していく。 

まず、長所に関しては開発スピードの速さが挙げられる。開発を高速で進める要因としては、アノテー

ションや DI が挙げられる。アノテーション【1】は SpringBoot の特徴で＠から始まる記述で様々な機

能が簡単に実装、定義できる。DI【1】は SpringFramework の特徴的な設計思想で Dependency Injection

（依存性の注入）の略である。これにより、プログラムを独立させやすくなり修正や変更からテスト実

行までが素早く行える。 

短所としては、学習コストの高さが挙げられる。長所でも挙げたようにアノテーションや DI などは、

コーディング量を削減し個々の独立性を高めるのだが、それに比例するようにアプリケーション全体の

動きはイメージしづらくなっている印象があり、初めは動きを理解するのに時間を要した。 

 

6. おわりに 

ここでは開発を通して実感したことなどを説明する。 

今回の開発を通して実感したのは、フレームワークを利用した開発の速さである。特にデータベースア

クセスの部分では、検索メソッドについて、SpringDataJPA を用いたメソッドの自動生成によりコーデ

ィングを行わずに完了した。具体的には、アクセス用のインターフェースを作成し、その中に一定の命

名規則に従ってメソッド名と引数を定義したのみである。煩雑なコーディングを行わずにこれらを実装

できるのは、かなりの時間短縮になった。 

 

参考文献 

[1] 株式会社 NTTデータ 「Spring徹底入門 Spring Frameworkによる Java アプリケーション開発」 

翔泳社 2016年 

[2] 柏原 真二（運営） 「Springドキュメント」 https://spring.pleiades.io/ （2020年 9月

24日参照） 
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1. はじめに 

私はこれまでに Java や C#といったプログラミング言語を用いてアプリケーションやシステム開発を

行ってきた。今回卒業論文では Spring Boot を用いた Webアプリケーションの開発を行う。アプリケー

ションのテーマは「カテゴリ対応メモ帳」である。具体的にはログイン、新規登録、カテゴリの追加・

削除、メモの追加・削除・修正・一覧表示・検索を備えた Webアプリケーションである。 

今回の卒業論文で初めて Spring Bootに触れるが、これまで行ってきた開発と Spring Boot では何が

違うのか、開発手法のメリット・デメリット、Spring で使われている技術とオブジェクト指向の関係に

ついて知見を広めていこうと思う。 

 

2. 設計に関する説明 

機能は以下の９つある。 

・ログイン機能 

・ユーザ登録機能 

・カテゴリ追加機能 

・カテゴリ削除機能 

・コンテンツ追加機能 

・コンテンツ削除機能 

・コンテンツ修正機能 

・コンテンツ一覧表示機能 

・コンテンツ検索機能 

 データベース設計は以下のとおり三つのテーブルで構成されている。 

メンバーテーブル ユーザの登録を行うテーブル 

カテゴリテーブル カテゴリの情報を格納するテーブル 

コンテンツテーブル コンテンツの情報を格納するテーブル 

 

3. オブジェクト指向との関係 

通常、あるクラスから別のクラスのインスタンスを生成して利用する。この場合、二つのクラス間の

依存性は高くなってしまう。Spring Frameworkでは、DI(Dependency Injection）と呼ばれる仕組みが

導入されており、これを利用することでこのクラス間の依存性を低くすることができる。Springではク

ラスの作成時にアノテーションを指定することによって DI コンテナに登録され、利用時にはインスタ

ンスを生成しなくても利用できる。これによってクラス間の依存性が低くなり、片方のクラスの変更の

影響がもう片方に及びにくくシステムの保守性が高くなる[1]。 
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4. Spring Boot の特徴 

SpringBootの特徴を二点挙げる。 

「インスタンスをあまり意識する必要がない」が一つだ。これは前の章で説明した DI コンテナの働

きが大きい。DIコンテナがインスタンスの管理を引き受けてくれることによって「インスタンスの生成」

処理をほとんど記述しなかった。これまでも Webアプリケーションの開発経験があったがインスタンス

の生成はいたるところで書いていた。しかし、Spring は DI コンテナを用いることでその部分を意識せ

ず容易に開発を行えた[1]。 

もう一つが「データベースアクセスが容易である」だ。これまでの Webアプリケーション開発ではデ

ータベースアクセス処理に（Data Access Object）等のクラスを作成し、多くの処理を記述しないと行

えなかった。だが、Spring Bootでは Spring Data JPA を用いることでその処理を簡潔に行うことがで

きる[2][3]。Spring Data JPAの使用の説明のため、データベースに新規の情報を保存する場合の例を

挙げる。まず、保存したいデータベースのテーブルと同様の Entityを作成する。その Entity型のオブ

ジェクトをコントローラで宣言し、JPARepository を継承した Repository の saveANDFLUSH()の引数に

用いることで完了となる。このように JPARepository では行いたいデータベース処理のメソッドを呼ぶ

だけでデータベース操作を簡潔に行うことができる。また検索処理を行う場合、これまで作成してきた

Web アプリケーションでは検索結果を一行一行取り出し Bean に保存する必要があった。しかし、Spring

は検索結果が List として返ってくるためその List をそのまま html に渡すだけで検索処理が行えた。

以上のことからデータベース操作の処理は Spring では少し仕組みを理解すれば容易に行えることが分

かった[2][3]。 

Spring Boot を扱ううえでのデメリットを挙げるとすれば、DIの概念が難しい、SpringSecurity が難

しいという点だ。DIは開発当初は仕組みが分からず理解するのに時間がかかった。概念は理解せずとも

書き方を覚えればプログラムで使用でき、使用していくうちに理解することができた。。SpringSecurity

はログイン等の認証で用いる。開発当初はこれを使おうとしたが難しく、システム開発を終わらせるた

めに自己流の認証処理を作る形にした。SpringSecurityを利用することができれば、処理をまとめるこ

とができ変更等がしやすくなると思う[1]。 

今回の経験で SpringBootは環境構築がしやすく、DIや Spring Data JPAの機能があるため、比較的

初心者でも利用しやすいフレームワークだと感じた。私自身も今後この経験をもとに SpringBoot を用

いたシステム開発を継続していこうと思う。 

 

参考文献 

[1] 株式会社 NTTデータ 「Spring徹底入門 Spring Frameworkによる Java アプリケーション開発」 

翔泳社 2016年 

[2] kaikusakari 「Spring Boot + Thymeleaf + MySQLで CRUD を実装する」 

https://qiita.com/kaikusakari/items/c14302d266868c5b31fd（2021年 1月 10日参照） 

[3] shuhelohelo 「DIコンテナについて学ぶ」 

https://shuhelohelo.hatenablog.com/entry/2019/05/01/131324（2021 年 1月 10日参照） 

[4] サルワカ 「【CSS】おしゃれなボックスデザイン（囲み枠）のサンプル 30」 

https://saruwakakun.com/（2021 年 1月 10日参照） 
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1. はじめに 

システムは様々なところで使われているが、その一つ一つには共通して必要な機能や、プログラムが

ある。そこでシステム開発に使用されるプログラムのひな型として登場したのがフレームワークである。

Webアプリケーション開発において使用されるフレームワークに、「Spring Framework」がある。本研究

では、「Spring Framework」や「Spring Boot」について、実際に Webアプリケーションの開発をし、そ

の有効性を確認するとともに、知見を深めていく。 

 

2. 開発した Webアプリケーションの概要 

今回私が開発したアプリケーションは「釣果情報共有アプリケーション」（以下、「本アプリケーショ

ン」という）である。「釣果情報」というのは、釣り人にとって必要な、「いつ」「どこで」「何が」釣れ

たのかといった情報のことである。ユーザは、ほかのユーザの投稿を確認し、釣れているスポットや釣

った魚などの情報を得ることで、事前に釣りに行くスポットを決めることや、対象魚を決め、使う仕掛

けを選択することができる。 

 

3. 本アプリケーションの機能 

本アプリケーションのユーザが使うことができる機能を表１に示す。 

 

表１ 機能とアクセスできるユーザの関係 

全ユーザ 登録ユーザ 

投稿閲覧機能 ログイン機能 

検索機能機能 新規投稿機能 

ユーザ登録機能 投稿更新機能 

 投稿削除機能 

 

ユーザは、ログインしていなくても投稿一覧を閲覧することや、ポイントごとに投稿を検索すること

ができる。さらに、ユーザ登録をし、ログインすることで、自分の投稿の確認、新規投稿、投稿削除を

行うことができる。 

 

4. 「Spring Framework」と「Spring Boot」の機能 

今回の開発では「Spring MVC」「Spring Data JPA[1]」「Spring Security[2]」という技術を活用した。
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「Spring MVC」では、「＠Controller」というアノテーションを付けたクラスを作ることで、そのクラス

をコントローラとして認識させることができ、そのクラス内で「@RequestMapping」というアノテーショ

ンを記述したメソッドを作成することで、クライアントからのリクエストに対しての処理を記述するこ

とができる。「Spring Data JPA」では、データベースの参照、更新、削除などの処理を簡単に行うこと

ができる。「Repository」クラスを作成し、「findAll()」で全件表示、「save()」で更新・追加、そして、

「deleteById()」で削除を行うことができる。これを使うとデータベースアクセスに SQL文を記述しな

くてよいため、開発効率が上がる。「Spring Security」では、アクセス制御やログイン、ログアウト機

能が簡単に実装できる。コンフィグを簡単に記述でき、セッション管理も自動で行われるため、開発が

非常に楽になる。 

 

5. 「Spring Framework」の特徴 

「Spring Framework」の特徴として、「Dependency Injection」(以下、「DI」という)、「Aspect Oriented 

Programming」（以下、「AOP」という）の二つの設計思想がある。「DI」は、「依存性の注入」と呼ばれ、

これを使うとクラス間の依存性が低くなり、疎結合となる。「@Repository」で宣言したクラスは「DIコ

ンテナ」で管理され、「@Autowired」アノテーションを付けてインスタンスを宣言することで、「DIコン

テナ」から自動的に該当するクラスを探し、インスタンスが生成される。「AOP」は、「アスペクト志向プ

ログラミング」と呼ばれ、これを使うことにより共通機能をアスペクトとして分離することができ、依

存性が低く、保守性が高いプログラムを作成することができる。オブジェクト指向プログラミングで、

共通機能があった際にオブジェクトの依存性が高くなってしまったり、コードをコピー＆ペーストする

ことで保守性が低くなってしまったりしていた問題を解決することができる。 

 

6. おわりに 

序盤は学習するべきことが多く、開発に非常に時間がかかり、難しいフレームワークだと感じた。し

かし、「Spring Framework」や「Spring Boot」の使い方を理解してくると開発の速度が格段に上がった

ため、本研究の目的である「Spring Framework」や「Spring Boot」の有効性を確認することができた。

また、「Spring Data JPA」を使用した簡単なデータベースアクセスや、「Spring Security」を使用した

セキュリティ実装など、「Spring Framework」の中でも使うものを選択していくことでより効率的に開

発ができることが分かり、知見を深めることができた。今回の開発に使用していない「Spring Framework」

の機能も非常に多くあるため、それらをもっと活用していくとさらに快適に開発を進めることができる

と思う。 

 

参考文献 

[1] Spring 「Spring Data JPA」 https://spring.io/projects/spring-data-jpa（2021年 1月 10

日参照） 

[2] Spring 「Spring Security」 https://spring.io/projects/ spring-security（2021年 1月 10

日参照） 
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1. はじめに 

Web アプリケーションなどのシステムを開発する際、毎回同じ機能をわざわざ最初から作るのは非効

率的である。そこで、効率的にシステムの開発が行えるようプログラムのひな形として登場したのがフ

レームワークである。今回の研究では、Web アプリケーションのフレームワークの一つである「Spring 

Boot」を用いて開発を行う。 

 

2. 開発した Webアプリケーションの概要 

今回「Spring Boot」を用いて開発した Webアプリケーションは「カテゴリ対応メモ帳」である。ユー

ザは本アプリケーションを利用し、任意のカテゴリを追加することができ、追加したカテゴリにメモを

登録することができる。また、メモやカテゴリ、登録したユーザの削除も行うことができる。一つのメ

モに割り当てられるカテゴリの数を一つとして開発を進める。 

 

3. Web アプリケーションの機能 

今回作成した Web アプリケーションの機能を表 1に示す。 

 

表 1 開発した Webアプリケーションの機能一覧 

ユーザ新規登録 メモ追加機能 

ログイン機能 メモ削除機能 

メモ一覧表示機能 メモ保存機能 

カテゴリ追加機能 メモ検索機能 

カテゴリ削除機能 ユーザ退会（削除）機能 

カテゴリ一覧表示機能  

 

メモの新規登録はカテゴリが登録されていなければ行うことができない。カテゴリを削除する場合は、

削除予定のカテゴリを参照しているメモが存在していた場合、先に削除予定のカテゴリを参照している

メモを全て削除した後に、削除予定のカテゴリを削除する仕様である。同様に、ユーザを退会（退会）

する場合も、退会ユーザが所持しているカテゴリ・メモを先に全て削除した後にユーザを削除する仕様

である。 

 

河野　鷹人
1 7 7 0 4 8 5

カテゴリ対応メモ帳

119 .  Spr i ng  Boo tを使った Webアプリケーションの開発

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 谷川　健
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4. Spring Bootで使われている技術 

「Spring Boot」には「DI[1]」と「AOP[1][2]」の二つの開発手法がある。「DI(Dependency Injection)」

とは、日本語に訳すと依存性の注入と呼ばれ、クラス外部からオブジェクトを注入させ、クラス間の依

存性を低くさせるものである。依存性とは、クラス間のオブジェクト関係の状態を指す。「Spring Boot」

では、「DI コンテナ」と呼ばれる DI の機能を提供するフレームワークを利用することができる。

「@Component」アノテーションにより、クラスを DI コンテナが管理するようになる。そして、DI コン

テナは「@Autowired」が記述されているフィールドに対して一致するオブジェクトを探し、注入を行う。

この一連の動作によって、「MyController.java」内で宣言したインスタンスを使用できるようになる。

「@Autowired」で宣言したインスタンスは初期化せずに使用できるため、クラス間の依存性を低くさせ

ることができるのである。今回の研究では、上記のほかに「@Componetscan」や「@Service」など、様々

なアノテーションを用いて DIを用いた開発を行った。 

「AOP」とは、アスペクト指向プログラミングと呼ばれ、複数のプログラムに共通する処理をアスペク

トと呼ばれる別プログラムに集約させるものである。「AOP」のアスペクトを活用することにより、共通

の処理を複数のプログラムに記述することを防ぎ、開発するプログラムの保守性を高めることができる

のである。 

 

5. おわりに 

私は、今回の開発で MVC アーキテクチャを初めて利用した。MVC アーキテクチャの使用方法やマッピ

ングを用いた変数の受け渡し方法、アノテーションの役割や使用方法など、学習するべきことが非常に

多く開発に着手するまで非常に時間がかかってしまった。開発に着手するまでに学習するコストが高い

のがこのフレームワークの欠点といえる。しかし、学習後に開発を行っていくと、手間のかかる様々な

宣言が省略することが実感でき、開発が素早く行える点と利便性が高い点がこのフレームワークの長所

だと感じた。また、「Spring Data JPA[3]」を使用した CRUD操作や、「Spring Security」を使用したセ

キュリティ実装など、「Spring boot」の中でも使うものを選択していくことでより効率的に開発ができ

ることが理解でき、知見を深めることもできた。「Spring boot」の機能には、まだ使用していない機能

が非常に多くあるため、それらも活用できればさらに快適に開発を進められるだろう。今回の研究を通

して、本来の目的である「Spring Boot」の有効性は十分確認できた。 

 

参考文献 

[1] hirooka0527 「Springの DI と AOPについてまとめる。」 

https://qiita.com/hirooka0527/items/44f7e07114d7225e59ec（2021年 1月 10日参照） 

[2] ITmediaエンタープライズ 「アスペクト指向の基礎とさまざまな実装」 

https://www.itmedia.co.jp/im/articles/0410/20/news086.html（2021 年 1月 10日参照） 

[3] Spring 「Spring Data JPA - リファレンスドキュメント」 

https://spring.pleiades.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#header（2021 年

1月 10日参照） 



指導教員　:　中　島　　潤
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笹浪　　快
1 7 7 0 0 4 4

文字起こしアプリの開発

120 .  クラウドサービスを利用した音声認識とその応用

経営ネットワーク学科
札幌教育センター
指導教員 : 中島　潤
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菅原　稜真
1 7 7 0 3 2 9

121 .  新たな CAPTCHAの提案とその実装

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 中島　潤
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243

大嶽　雄大
1 7 7 0 5 5 9

タイマー型 CAPTCHAの開発

122 .  新たな CAPTCHAの提案とその実装

システム情報学科
名古屋教育センター
指導教員 : 中島　潤
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指導教員　:　廣　奥　　暢
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星野　達也
1 7 7 0 0 1 9

Un i tyを用いたアプリケーション製作

123 .節制の可視化アプリケーション

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 廣奥　暢
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247

池田　　晶
1 7 7 0 2 2 3

124 .  Un i tyを用いた音声通話アプリケーション　～ Groope～

経営ネットワーク学科
鹿児島教育センター
指導教員 : 廣奥　暢
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249

馬場　政徳
1 7 7 0 4 0 7

125 .  Un i tyによる非ゲームアプリケーション開発

経営ネットワーク学科
福岡教育センター
指導教員 : 廣奥　暢
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251

渡辺　真矢
1 7 7 0 5 5 7

126 .  Un i tyで制作する学生のための学校生活オンライン化アプリケーション

システム情報学科
名古屋教育センター
指導教員 : 廣奥　暢
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指導教員　:　松　井　伸　也
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辻川　弘人
1 7 7 0 0 0 3

127 .円に内接する６角形に関するパスカルの定理

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 松井　伸也

辻川　弘人
1 7 7 0 0 0 3

127 .円に内接する６角形に関するパスカルの定理

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 松井　伸也



254



255

小島　大夢
1 7 7 0 2 8 3

128 .３次方程式の判別式

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 松井　伸也
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指導教員　:　三　浦　　洋
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田中　亜希
1 4 7 0 5 5 7

129 .理性と感情

経営ネットワーク学科
正科生 A
指導教員 : 三浦　洋



258



259



260

川瀬　　樹
1 7 7 0 0 2 0

130 .倫理と道徳

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 三浦　洋



261



262

吉澤　宙希
1 7 7 0 0 2 2

131 .自然と人間

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 三浦　洋



263



264

諸橋　　蓮
1 7 7 0 0 2 8

132 .キリスト教と西洋哲学

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 三浦　洋
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266

髙橋　亮裕
1 7 7 0 0 5 1

133 .自然と人間

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 三浦　洋
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268

相沢　悠大
1 7 7 0 0 6 6

134 .存在と本質

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 三浦　洋



269



270

田中　捷大
1 7 7 0 0 7 2

135 .理性と感情

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 三浦　洋



271



272

中井　修地
1 7 7 0 1 1 2

136 .キリスト教と西洋哲学

システム情報学科
大阪教育センター
指導教員 : 三浦　洋
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274

平西　尚輝
1 7 7 0 1 2 7

137 .存在と本質

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 三浦　洋



275



276

高田　航希
1 7 7 0 1 3 3

138 .理性と感情

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 三浦　洋



277



278

大川　芳哉
1 7 7 0 1 3 4

139 .倫理と道徳

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 三浦　洋
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280

杉山　駿仁
1 7 7 0 1 4 1

140 .倫理と道徳

システム情報学科
北九州教育センター
指導教員 : 三浦　洋



281



282

橋本　星矢
1 7 7 0 2 1 8

141 .歴史と人間

システム情報学科
北九州教育センター
指導教員 : 三浦　洋
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佐藤　風雲
1 7 7 0 2 4 8

142 .理性と感情

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 三浦　洋



284



285

三浦　健太郎
1 7 7 0 3 6 6

143 .自然と人間

システム情報学科
正科生 A
指導教員 : 三浦　洋
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287

堀江　光太朗
1 7 7 0 3 9 9

人間として生きていく

144 .倫理と道徳

システム情報学科
名古屋教育センター
指導教員 : 三浦　洋
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289

埴田　唯人
1 7 7 0 4 1 3

145 .キリスト教と西洋哲学

システム情報学科
福岡教育センター
指導教員 : 三浦　洋



290



291

長谷川　均
1 7 7 0 4 8 2

146 .歴史と人間

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 三浦　洋



292



293

川越　　勝
1 7 7 0 4 8 6

147 .キリスト教と西洋哲学

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 三浦　洋
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指導教員　:　向　原　　強
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佐藤　郁弥
1 7 7 0 0 0 7

148 .販売管理システムのプロトタイプ・ システムの構築

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 向原　強



296



297

末永　愉恭
1 7 7 0 0 4 5

販売管理システムのプロトタイプ・システムの構築

149 .全社統合システムの開発

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 向原　強
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299

黒澤　翔太
1 7 7 0 0 4 8

人事システムのプロトタイプ・システムの構築

150 .全社統合システムの開発

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 向原　強



300



301

山田　侑亮
1 7 7 0 0 6 5

販売管理システム「アラジンオフィス」

151 .事例研究

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 向原　強



302



303

藤井　海都
1 7 7 0 1 3 2

VRを使った業種別事例

152 .事例研究

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 向原　強



304



305

塩畑　陽平
1 7 7 0 2 4 6

会計プロトタイプ・システムの構築

153 .全社統合システムの開発

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 向原　強



306



307

佐藤　　匠
1 7 7 0 2 8 0

工場生産ラインの不良品検知

154 .オープンデータの統計解析

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 向原　強
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指導教員　:　柳　　信　一
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吉岡　宏記
1 7 7 0 0 0 6

－空港間の距離で見た場合の地位の評価と考察－

155 .航空路ネットワークにおける空港の地位の定量的評価

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 柳　信一



310



311

相羽　梨子
1 7 7 0 0 1 1

解決行列で見た場合の地位の評価と考察

156 .鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 柳　信一



312



313

古市　湧也
1 7 7 0 0 5 9

－解決行列で見た場合の地位の評価と考察－

157 .航空路ネットワークにおける空港の地位の定量的評価

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 柳　信一



314



315

藤村　拓実
1 7 7 0 0 6 4

－所要時間で見た場合の地位の評価と考察－

158 .航空路ネットワークにおける空港の地位の定量的評価

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 柳　信一



316



317

宮沢　実来
1 7 7 0 0 6 7

駅間の距離で見た場合の地位の評価と考察

159 .鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 柳　信一



318



319

岡﨑　一晃
1 7 7 0 1 3 6

所要時間で見た場合の地位の評価と考察

160 .鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

システム情報学科
北九州教育センター
指導教員 : 柳　信一



320



321

京松　達也
1 7 7 0 1 3 7

駅間の距離で見た場合の地位の評価と考察

161 .鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

システム情報学科
北九州教育センター
指導教員 : 柳　信一



322



323

前田　友圭
1 7 7 0 2 4 5

－所要時間で見た場合の地位の評価と考察－

162 .航空路ネットワークにおける空港の地位の定量的評価

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 柳　信一



324



325

佐藤　　亮
1 7 7 0 2 7 8

駅間の距離で見た場合の地位の評価と考察

163 .鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 柳　信一



326



327

尾首　晴也
1 7 7 0 3 0 5

解決行列で見た場合の地位の評価と考察

164 .鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

経営ネットワーク学科
北九州教育センター
指導教員 : 柳　信一



328



329

佐藤　佑香
1 7 7 0 3 3 4

所要時間で見た場合の地位の評価と考察

165 .鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 柳　信一
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331

谷口　史弥
1 7 7 0 4 8 3

－空港間の距離で見た場合の地位の評価と考察－

166 .航空路ネットワークにおける空港の地位の定量的評価

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 柳　信一
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指導教員　:　山　北　隆　典
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セセキキュュアアななWWeebbアアププリリケケーーシショョンンのの構構築築  
システム情報学科 
札幌教育センター 

指導教員：山北 隆典 
1770052 

池田 朱里 
 
1. はじめに 

昨今，私たちの日常生活を始め，様々なと

ころで「デジタル化」が進行又は普及してい

る。民間企業における「デジタル化」の取り組

み状況は，調査によると調査対象企業のうち

半数の企業が自社の商品・サービスの「デジ

タル化」を実施あるいは検討中であり，同じ

く７割の企業が自社の業務プロセスの「デジ

タル化」を実施あるいは検討中という結果に

なっている[1]。デジタル化に伴い開発された

アプリケーションは，個人情報や機関の機密

情報など，重要な情報を取り扱っているもの

が数多く存在している。そのため，「デジタル

化」による利便性の向上と相対して，情報の

漏洩などといった危険性が伴うものである。

すなわち，実務で扱うアプリケーションの開

発を行う場合，単に構築するのではなく「セ

キュア」なアプリケーションの構築が必要不

可欠である。本論文では，アプリケーション

が「セキュア」であるということはどのよう

な状態のことを指すかを理解しつつ，現状の

自身の技術力でできうる範囲内で，その「セ

キュア」なアプリケーションの構築の実現方

法について述べる。 
 
2. アプリケーションについて 

学生が講師に提出する「就職活動報告書」

のデジタル化を実現する Web アプリケー

ションを構築する。就職活動報告書のデータ

には企業の内部的な情報や報告した学生本人

の個人情報が伴うため，セキュアなデータ管

理が必要であるといえる。 

3. 開発環境 
今回使用した開発環境は以下である。 

O S ：Windows10 
エディタ：TeraPad 
言 語 ：PHP，HTML 
D B M S：MySQL 
 

4. 実装したセキュアに関する機能 
IPA が公開している「安全なウェブサイト

の作り方」[2]を参考に，実装した機能を以

下に示す。 
①SQL インジェクション対策 
・SQL 文をプリペアドステートメントで組 
み立てる。 

・エスケープ処理を行う。 
②セッションの不正取得対策 
・セッション ID を固定値にしない。 

③アクセス制御 
・パスワード等の秘密情報の入力を必要と 
する認証機能を設ける。 

・セッションを用いる。 
④パスワードの設定 

・8 文字以上かつ，英数字混合の推測が困 
難な文字列で登録する。 

・パスワードの変更には，現行パスワード 
の入力を求める。 

・入力後の応答メッセージが認証情報のヒ 
ントとならない工夫をする。 

・入力フィールドでは，パスワードは伏せ 
字で表示されるようにする。 

・暗号化してデータベースに登録する。 
 

池田　朱里
1 7 7 0 0 5 2

167 .セキュアな Webアプリケーションの構築

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 山北　隆典
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5. 「セキュア」であるかの実験及び結果 
4.で挙げた機能を実装できているかの実験

及び結果を以下に示す。 
①SQL インジェクション対策に対する実験 
検索欄に「'' or 'a' = 'a' --''」と入力する。 
結果：DB の情報が表示されることはなかっ 

た。 
②セッションの不正取得対策に対する実験 

ブラウザをリロードし，セッション ID を 
出力して確認する。 
結果：リロード前とリロード後でセッショ 

ン ID が異なっていた。 
③アクセス制御に対する実験 

URL で直接アクセスを試みる。 
結果：“ログインされていません”という 

エラーメッセージが表示された。 
④パスワードの設定に対する実験 

(1)入力不備で登録・ログインを試みる。 
(2)ユーザ情報の更新を試みる。 
(3)登録されたパスワードを DB 上で確認 
する。 

結果：(1) 登録の際は入力不備を表すエ 
ラーメッセージが表示された。 
ログインの際には“ID かパスワー

ドが間違っています”というエ

ラーメッセージが表示された。 
入力フィールドは伏せ字であっ

た。 
      (2)“変更を確定する場合，現在のパ 

スワードを入力してください。” 
とのメッセージが出力された。 
入力フィールドは伏せ字であっ 
た。 

      (3)暗号化されて登録されていた。 
 

6. 現状の問題点 
現状では，システムとして以下の問題点が

挙げられる。 
①「学生」側の問題点

・ユーザ登録が誰にでもできてしまう。 

②「教員」側の問題点 
・“教員 ID”を管理・登録するシステム 
が存在しない。 

・「教員」が誤って報告書を“承認”し 
てしまった場合，直ちにその報告書は 
全ユーザから参照可能になり編集不 
可能である。 

③「学生」，「教員」共通の問題点

・一意制約違反に対する処理が未実装 
である。 

・ユーザ情報の変更の際，変更前と変 
更後の情報が同一であっても登録を 
許してしまう。 

 
7. おわりに 

今回，「セキュア」なアプリケーションを

構築していく中で，プログラミングにおいて

「セキュア」にするにはどうしたらよいかと

いう知識と理解を深めることができた。しか

し，現状では 6.で挙げたように問題点が多く

存在する結果となった。今回の経験を踏ま

え，より「セキュア」なプログラミングを行

うにはどうすればよいかということを今後の

課題としていきたい。 
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データベース管理システムの構築

システム情報学科
札幌教育センター
指導教員：山北 隆典

菅原 崚佑

 はじめに

近年のデータベース管理システムの利用は，リ
レーショナルデータベース管理システム 以下

を含めた殆どが大きく成長を続けてい
る 。そこで， への理解を深めるた
めに簡易的な を作成し，研究を行おうと
考えた。
本論文では，簡易的な の作成について

述べる。

 今回の の作成について

 開発環境

今回使用した開発環境を以下に示す。
：
：

言語：
 実装した機能

実装した機能は以下の通りである。
 データ型として，固定長文字列型と整数
型を利用できる。

 によって，テーブルの定義，破棄が
できる。

 によって，データの挿入，変更，削
除ができる。

 に よ っ て ，
という問い合わせができる。

 テーブルデータの管理方法

テーブルの情報は，複数の ファイルに分け
て保存している。

 列定義ファイル
テーブルの列定義は，列名，型名，最大文字長，

制約，一意性制約をカンマで区切り，
行ごとに 列の情報を，「テーブル名 」

という ファイルに保持している。
 テーブル内容ファイル

テーブルの内容は，列をカンマで区切り， 行
ずつに分け，「テーブル名 」という
ファイルに保持している。

 テーブル定義ファイル
各テーブルのテーブル名・テーブルデータファ

イルの相対パス・列定義ファイルの相対パスをカ
ンマで区切り， テーブルを 行にまとめて
「 」という ファイルに保持し
ている。

 パッケージ構成

今回の開発では，用途に応じて つのパッケー
ジを利用して構成している。

 
クラス， クラス， クラ

ス， クラスを持つパッケージである。
 

クラス， クラスを持つ
パッケージである。

クラスは，複数の を利
用しテーブルを表現するための クラスであ
る。 クラスは，テーブルの列を表現す
るための クラスである。列の内容だけでな
く，列の型や最大長などの列定義なども保持する。

 
主に 句の構文解析の例外処理を行う

ためのクラスを持つパッケージである。
 

， ， ，
， ， の 文を処理

するための各クラスと 句の構文解析を
行うクラスを持つパッケージである。

句 の 構 文 解 析 を 行 う の は ，
というクラスである。

このクラスでは， 文や 文な

菅原　崚佑
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どの 句があるクラスから， 句の
内容とテーブル名の配列を引数として呼び出さ
れる。呼び出されると，引数の 句の式を
四則演算に見立てて再帰下降構文解析を行う 。
再帰下降構文解析とは，関数の再帰を利用し，

構文を小さな領域に分割し，末端から値を確定さ
せていく構文解析法である。四則演算の再帰下降
構文解析を簡単に表すと，数字と ， 種類の演
算子からなる数式を，演算子の優先順位に沿って
計算を行うものである。
今回の 句の再帰下降構文解析では，比

較演算子を利用した比較と ， と の二
種類の論理演算子からなる式を，演算子の優先順
位に沿って解析する。

 プログラムの使用方法

実行用の ファイルをダブルクリックなどで
実行すると，コマンドプロンプトか で
起動する。開かれたコマンドプロンプトが「
文：」と表示されて待機状態になっている時に，

文を入力すると処理が行われる。
 実行結果

起 動 から ， ，
， ， ，

の順に 文を実行した際の結果を図 に示す。
図のように，基本的な 文を正常に実行でき
ることを確認できる。
なお， 文で表示されているテーブルの
行目を見ると分かるように，シングルクォーテ

ーションは，文字として扱われている。本プログ
ラムではダブルクォーテーションを文字列の指
定に使用するようになっている。

 問題点

実験の結果，以下の問題が明らかになった。
 文の入力をするときに改行するこ
とができない。

 シングルクォーテーションを利用した
文字列入力に対応していない。

 句の演算子が，「＝」「＞＝」「＜
＝」「＞」「＜」「＜＞」「 」「 」し
か使用できない。

 表別名・列別名を使用できない。
 プログラム内で列定義を確認すること
ができない。

 まとめ

今回作成した では，最低限の機能を実
装することができたが， に示した通り問題点
が多く残っており，実装できてはいない機能も多
く存在するため，今後も改良を続け更に
への理解を深めていきたいと考えている。

参考文献

年データベースオブ・ザ・イヤー，第
位は

再帰下降構文解析で電卓プログラムを実装す
る

図 テスト用 文を実行した場合の結果

図 文の実行結果




