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―画像認識技術と自動車―

160・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山石　竣也
80. アニメーションの制作

―The Coin―

162・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小山　雅豊
81. Web 教科書の作成

画像でもわかる Java 入門

164・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤　綾哉
82. Web 教科書の作成

より実践的な Web 技術の教科書

竹内　典彦　先生担当

166 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83. 英語を会社公用語にすることの是非 庭野　祐輝

168・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84. 日本の英語教育と諸外国の英語教育の比較 高橋　勇気

170・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85. 日本経済における英語力の重要性 鈴木　優人

172・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86. 英語を会社公用語にすることの是非 井筒　亮介

174・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87. 日本経済における英語力の重要性 野村　竜矢



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

176・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88. 日本の英語教育と諸外国の英語教育の比較 山手悠一郎

178・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89. グローバル人材の条件と英語力 馬場　翔麻

180・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90. 日本の英語教育と諸外国の英語教育の比較 吉川　絢惟

182・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木　健也

91. 異なる UI 環境におけるクラス設計
シューティングゲーム

184・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原田　直弥

92. 異なる UI 環境におけるクラス設計
リバーシ

186・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山﨑　拓海

93. 異なる UI 環境におけるクラス設計
テトリス

188・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・盤所　和歩

94. 異なる UI 環境におけるクラス設計
テトリス

190・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡村　和樹

95. 異なる UI 環境におけるクラス設計
テトリス

192
96. 異なる UI 環境におけるクラス設計

194・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中原　歩夢

97. 異なる UI 環境におけるクラス設計
シューティングゲーム

196・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・棚橋　祐弥

98. 異なる UI 環境におけるクラス設計
テトリス

198・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・廣瀬　　瞭

99. 異なる UI 環境におけるクラス設計
数独パズル

200・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・涌井　悠都

100. 異なる UI 環境におけるクラス設計
数独パズル

谷川　　健　先生担当

長尾　光悦　先生担当

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101. ゲーミフィケーションを組み込んだ金銭管理アプリケーションの構築 眞壁　祐太

204・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102. AR を利用したアプリケーションの構築 麩沢　梨花

103. 情報倫理・情報セキュリティ教育のための補助教材の作成

206―学習用 Web サイトの制作― 鈴木　梨加

208・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104. OpenStack を利用したクラウド環境の構築 中塚　俊洋

210・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二井　朱里105. Kotlin による WebAPI を用いた Android 端末用アプリの開発

中島　　潤　先生担当

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松本　将之シューティングゲーム

202



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

浜渕　久志　先生担当

212・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106. ル　レクチェとこれからの課題 栗田　　優

214・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107. AI の問題点について分析する 笹川　尚央

216・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108. 少子高齢化についての対策 深瀧　太希

218・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109. 日本の AI 教育への取り組み 東　　拓海

220・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110. スマートフォンの開発史 齊藤亜梨沙
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111. 今後のドローンビジネスとその実現化の問題 岡邨　昂樹

224・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112. 大阪に外国人観光客が増えていることについて 山口　飛鳥

226・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113. チケット高額転売問題 冷泉　直樹

228・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114.「ゆとり世代におけるスポーツと経済」 谷口　舜治

230・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115. マレーシアにおける美容ビジネスプラン 能戸　理嗣

232・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116. 日本で成功する起業 堀越　太陽

233・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117. 伊藤忠商事の躍進 三浦　佳祐

235118. IoT を用いて高齢者のヒートショックを解決する 宇野　祥平

119. 金融の巡りを変えた世界で流行るキャッシュレスと

237・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松村　朋哉現金主義日本の IT 進化によるキャッシュレス改革

廣奥　　暢　先生担当

239・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120. Unity による非ゲームアプリケーション開発 若杉　俊之

241・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・駒倉　英明

121. Unity による非ゲームアプリケーション開発
～ Todo 管理アプリケーション～

243・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122. 敷き詰め型パズルの解法プログラム 清田　誠紫

245123. 敷き詰め型パズルの解法プログラム 閏野　晃満

247・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松元　大治

124. 指定表面模様に敷き詰めるパズルの解法プログラム
プログラムで人の思考を再現する

249125. 没入型仮想現実における違和感とその解消法の検討 𠮷田　拓眞

藤井　敏史　先生担当

松井　伸也　先生担当

251・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126. ３次方程式の判別式 寺師　　諒

253・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127. 掛谷の定理 八幡　勝也

255・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128. 円に内接する６角形に関するパスカル定理 平田　貴大

222



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三浦　　洋　先生担当

257129. キリスト教と西洋哲学 梅澤　俊則

259130. 理性と感情 戸川　修作

261131. 自然と人間 野方　愛加

263132. 歴史と人間 田中　翔大

264133. 歴史と人間 小島　健豊

266134. 理性と感情 永田　　雅

268135. キリスト教と西洋哲学 神谷　　圭

270136. キリスト教と西洋哲学 古閑　潮太

272137. 存在と本質 上　　雅人

274・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138. 自然と人間 吉野　　翔

276・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139. 理性と感情 國盛　比菜

278・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140. 自然と人間 米谷　大世

280141. キリスト教と西洋哲学 長橋　奨一

281・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142. 歴史と人間 笛田　梨奈

向原　　強　先生担当

283・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・浅野　光亮
143. 全社統合システムの開発

―販売システム―

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大場　友輝
144. 全社統合システムの開発

―自由テーマ― 285

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・似鳥　克馬
145. 全社統合システムの開発

―人事システムのプロトタイプ・システムの構築― 287

289・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西割　雄飛
146. 人事システム

―時代と共に変化していく人事システム―

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・髙橋　駿斗
147. 全社統合システムの開発

～会計システムのプロトタイプ・システムの構築～ 291

柳　　信一　先生担当

293・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・丸屋　昂平
148. 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

295・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・菊地　康太
149. 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

297・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡田　圭太
150. 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

299・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・秋本　卓人
151. 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

301・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川端　　睦
152. 鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

距離で見た場合の地位の評価と考察



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

山北　隆典　先生担当

303・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

153. 画像データの内容検索システムの構築
類似画像検索における Average Hash 法と更なる角度の画像検索

305・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

154. データベース管理システムの構築
Java によるセキュアな RDBMS の構築

307155. Java を使用した RDBMS 構築 甲斐　勇気

309156. Java による RDBMS 構築 齋藤　悠大

菅野　立悠

中村　烈章



指導教員　:　内　山　俊　郎



1

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 内山　俊郎

柳澤　一貴
1 5 7 0 0 1 6

―建造シミュレータ―

1 .対話型Ｗｅｂアプリケーションの作成

1はじめに

昨今の情報社会の発展は目まぐるしく、インターネット利用者の増加数はここ 10年で 3倍も増加し、

世界の人口のうち 48%にあたる約 35億人もの人がインターネット利用者である。インターネットの普

及により、人々の暮らしが豊かになっていることは間違いないが、その一方、人口増加により、様々な

問題も発生している。例えば、 ClOk問題や、インターネットトラフィックの拡大などがある。

また、問題のみならず、利用者や開発者の利便性を改善する技術も次々と開発されている。特に、スマートフォ

ンでば性能が足りずできないことも多いため、処理をスマートフォン側でせず、サーバ側で行う Webアプリケー

ションの開発、利用が盛んである。近年では様々なプログラミング言語それぞれに対応した Webアプリケーショ

ンフレームワークが開発されており、開発環境が整備されている。また、 React.jsや Three.js等の JavaScript

のライブラリが多数開発され、様々な事が Webで行えるようになってきている。

このように、問題の解決や開発者、利用者両方の利便性を改善する技術が次々と登場しているように、 Webを

取り巻く環境は日々目まぐるしく変化しており、情報化社会の中で最も進歩が速い分野だと言えよう。

2 Webアプリケーションとは

Webアプリケーションとは、 Webブラウザ上で動作するアプリケーションである。 Webブラウザを

使用し入力を行い、ネットワークを経由しサーバ上で処理が行われ、処理結果がネットワークを経由し

て入力元へと戻り、処理結果が出力されるというものである。 Webアプリケーションのメリットは、特

定のプラットフォームに依存されることなく Webブラウザさえ使用できれば利用できる点である。

2.1 対話型 Webアプリケーション

従来の Webアプリケーションでは、ユーザが入力を行うたびにサーバヘと情報が送信され、レスポ

ンスが帰ってきたら結果画面へと遷移するという形式であった。 一方、対話型 Webアプリケーション

は、サーバからのレスポンスを待っことなく、またページが遷移することもなく、シームレスに操作を

行える Webアプリケーションである。代表的な例として、 GoogleMapや、 TweetDeck等の Webアプ

リケーションがある。

3 房7発

今回、私は某ゲームの建造シミュレータを制作した。 Ajaxを用いて通信を行い、画面遷移が起きるこ

となくシームレスに結果を表示できるよう、 JavaScriptのライブラリである jQueryを用いて Ajaxの

実装を行った。今回の場合はデータの受け渡しに XMLではなく、広く利用されている json形式を採用

した。また、今回は公開するサービスを制作するわけではないため、 callback関数等の扱いを簡略化す

るため jsonpを用いた。本来であれば、セキュリティ 上の観点から通常の json形式を採用すべきであ

る。
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3.1 概能

・建造機能

艦船を建造し、画面上に表示する。

• 一覧機能

これまでに建造した艦船の一覧を艦船ごとに、名前、レアリティ、建造数を表示する。

・設定機能

データの初期化を行う。

4 課題

・ページのスタイルを正確に整える

自分の知識不足により、一部無理やりスタイルを整えた部分があった。また、あらゆる端末に対応す

るため、レスポンシブデザインを取り入れようとしたが、 JavaScriptの学習をするのに時間がかかりす

ぎてしまった為取り入れることができなかった。

• 更に非同期通信を活かしたアプリケーションにする

一覧の更新時の挙動や、 一覧にフィルター機能を持たせるなど非同期通信を活かした機能を持たせた

かった。

5 おわりに

今回、この卒業論文テーマを選択したのは講義だけでは Web技術、主に JavaScriptに関する知見が

不足していると感じた為である。今回の卒業論文で JavaScriptに初めて触れてみたが、これまで使っ

てきた VB.netや C、Javaなどと違い、独特の記法で学習するのに非常に時間がかかった。今回は

JavaScriptのライブラリである jQueryを用いたが、別のライプラリを使用するとなるとまた書き方が

変わると知り、 Web分野の目まぐるしい変化についていくには、常に新しいものに触れ続けるよう努力

を続けることが必要だと感じた。

6 参考文献

【ITUCommitted to connecting the world】

htt s://www.itu.int/en/ITU・D/Statistics/Pa ,・es/stat/default.as x 

【総務省情報通信(ICT政策）】

http://www.soumu.go.ip/menu seisaku/ictseisaku/index.html 

【Qiita】

https://qiita.com/ 
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1. はじめに

今日の販売手法として、 ECサイトは一般的となっている。企業はセールやクーポンの配

布、ネット広告など様々な手法で自サイトヘの集客を行っている。また購入された商品が配

送の際、破損したりするなど品質が損なわれたりしない対策や、購入から配達までの時間削

減をし、顧客満足度の向上がされている。本論では顧客満足度の向上として、設置されてい

る顧客が商品などについて知りたいことがあるときに、リアルタイムで社員がチャットで

対応するヘルプデスクを社員と顧客ではなく、顧客が顧客に対し直接対応できるアプリケ

ーションを作成する。

2. 実装したシステムと説明

2.1実装したシステム

ログインシステム、チャットシステム、顧客登録システム、カテゴリシステム、検索シス

テム、お気に入りシステム、買い物かごシステム、注文確認システム、マイページシステム、

購人履歴システム、管理者システム。

2.2実装したシステムの説明

．顧客登録システム

顧客はシステムを使って ECサイトに登録する。

・検索システム・カテゴリシステム・買い物かごシステム

顧客が欲しい廂品を見つけ、買い物カゴシステムを使い買い物カゴに商品を入れる。

・注文確認システム

顧客が注文の確認をし、購人を確定する。

• お気に入りシステム

顧客が気に人った商品をお気に入りに登録する。

・チャットシステム

顧客が他の顧客と商品1肯報の交換をする。

・マイページシステム

顧客が購入履歴システムやお気に入りシステムを使う。

・購入履歴システム
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顧客が購入した商品を閲覧する。

• お気に人りシステム

顧客がお気に入りに登録した商品を閲覧する。

・管理者システム

管理者が商品の登録、削除、ユーザーの一覧表示をする。

3. 開発環境

OS : Windows 10 

IDE : Eclipse 

RDBMS : MariaDB 

言語： J ava,JSP, CSS,SQL, 

4. まとめ

アイディアを実現する技術がない状態からのスタートであったため、技術の習得をする

までの見梢もりが甘く予定より進捗が大きく遅れた。また DBの設計や機能要件が杜撰で

あったため手戻りが発生し、期限との関係で機能の削減を強いられた。

しかし、当初の狙いである顧客と顧客が商品の情報を交換し、購買を促進するウェブアプ

リケーションを実現する機能のチャットは完成できたため最低限の目的は達成できた。

今後システム開発を行う際は設計段階で開発するシステムを実現するための機能が抜け

ていないか確認に時間を使い手戻りが発生しないように開発をしていきたい。

5. 参考資料

[l]著：河野吉男、原田勉、丸山智久、後藤悠、笹井俊樹題： Webアプリ

ケーション構築 改訂版株式会社エスシーシー (SCC)2017年

[2]「ニーズとウォンツ、人には二つの"欲しい”がある」 https://matome.naver.jp/

[3]「スタートトゥデイの商品取扱高」 https://netshop.impress.co.jp/

[4]「大手 ECモール 3社楽天・Amazon・Yahoo!の店舗数Jhttps://www.mongoroid.com/ 

[5]「ECサイト」 https://ja.wikipedia.org/wiki/

[6]「アマゾン中傷レビュー」 http://news.hvedoor.com/ 

[7]「ECサイトのメリットとデメリット」 http://notamotua.jp/

[8] 「2018 年版 1 0分で 理解する EC 業界の概要とトレンド」

https://www .ebisumart.com/b 

[9]著：井堀 利宏、カツヤマ ケイコ 題：大学四年間の経済学がマンガでざっと学べ

る

株式会社 KADOKAWA2017年

[10]いらすとや https://www.irasutoya.com
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1. はじめに

広告代理店の会社に内定したことがきっかけで、広告やマーケティングに関係ある Webアプリケ

ーションを作成しようと考えた。近年、芸能人を採用した広告の手法から、 Youtuberやインスタグ

ラマーなどのフォロワーが多いインフルエンサーを広告塔とした広告の手法が確立されつつある 。

この手法では、面倒な方法でインフルエンサーにアプローチをかけている企業が多い。 自社のサー

ビスに合ったツィートをしているインフルエンサーに対し、ダイレクトメッセージなどで、連絡を

取っているのである 。 この手法では、インフルエンサーの傾向を分析、 声をかけるというような手

順が発生し、費用対効果に見合わない結果が出た場合、同じような工程を繰り返してしまう。その

問題を解決するために、本論文では、 PHPとフレームワークである laravelを使用した広告マッチン

グアプリケーションの作成を行った。

2. 開発環境

PC: Think Pad P50s 

CPU: Intel Core i7 -6500U 

環境 bashon windows 

LAMP環境

LAMP: L Ubuntu/16.04.4 L TS 

A Apache/2.4.18 

M Mysql/5.7 

P Php/7.2.9 

Framework: Laravel/5. 7.2 

3. 概要

本アプリケーションは広告をして、対価を頂 きたいインフルエンサー側と広告を出したい広告主

を結ぶマッチングアプリケーションである 。下記にインフルエンサー側と広告主側のシナリオを記

載する。

インフルエンサー側

• 本アプリケー ションにログインする 。

• 本アプリケーションで自分が投稿するツイートの傾向をまとめた記事を作成する。
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・オファーをくれた企業が表ホされる。

・メ ッセ ージを送り、マ ッチングが成立。

広告主側

• 本アプリケーションにログインする 。

・インフルエンサーの-・・覧が掲載されているページからインフルエンサーを選択する。

・オファーを送る。

・インフルエンサーか らメッ セージが来て、マッチング成立。

4. おわりに

本アプリケーションでは、インフルエンサー側に自分のツイートの傾向を書かなければいけない

というような負担がかかる設計がされている。その改善として、 Twitterやインスタグラムからツィ

ートの内容を分析して、 記載するというような機能を検討している 。その他に、スマートフォンが

普及している時代に Webアプリケーションの利用をするのには壁が存在する 。インフ）レエンサーが

利用しやすいように、スマホアプリとして展開を検討する必要があると感じた。
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1. はじめに

私は今年で大学4年生になり、来年からいよいよ社会人として生活していくことになる。社会人にな

ることで初めて親元を離れ新しい環境で一人暮らしをする人も多いと思われる。一人暮らしを経験して

いる人もいればそうでない人もいる。どちらにせよ一人葬らしを行う際には 日常的に朝・昼・晩と自分

が何を食べるのかを考えなければならない。一人暮らしなので自分の好きなものばかり食べて学生時代

とは食生活が急速に変化し肥満になる人もいるという。また肥満になるだけでなく、食生活が乱れたこ

とによって病気を引き起こしてしまうケースもある。ゆえに一人暮らしで食生活が乱れないように 1日

のカロリーを確認できる Webアプリケーションを開発しようと決めた。

2. 設計

カロリー計算の Webアプリケーションを作成するにあたってまず朝・昼・晩に食べた料理をユーザ

ーに入力してもらい、その食べた料理の名前を元にデータベースで検索を行い該当する食べた物のカロ

リーを取り出し一日の摂取カロリーをカレンダー上で表示を行 うように設計した。

inde:xjsp ' caLJSP I I Calender.jsp 

Ca!Sel¥l!et Decかsio,1Servlet CalencterSeNlet 
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3. 機能

・食べた物を最終選択する機能

・ユーザーからの値を受け取る機能

・摂取したカロリーを表示する機能

・カロリーをカレンダーで表示する機能

4. 開発環境

・Eclipse 

・MySQL 

・言語：HTML、CSS、SQL、Java

5. 改善点

私が実装しようとした機能を完全にはカレンダーで実装できなかった。たとえば 10日にカロリーを

入力した後に 11日にカロリーを入力すると、 11日にカロリーを出力することはできるが、 10日に入力

したカロリーは消えてしまう 。つまり、カロリーを入力するごとにカレンダーがリセットされてしまう。

これを改善するためにはカロリーを入力した後のカレンダーの状態を次にカロリーをカレンダーに入

力する際までに反映させる必要があると私は思う。また、データベースに存在しない料理が入力された

場合に何も出力されない可能性がある。これに対処するためにデータベースに存在しない料理が入力さ

れた場合にはユーザー自らに料理名とカロリーを入力してもらうページに遷移させるように改善する

べきだと 考える。他にユーザーごとにカロリーを管理することができるようにロ グイン IDを生成し管

理するような仕組みを作成した方が良いと考える。

6終わりに

今回初めて Webアプリケーションを作ってみて思ったことは、実際に作成してみると見た目に反し

てかなり難しいということである。ここのボタンを押したらこういう風に遷移させようと設計してコー

ディングをしてみると、自分が設計したとおりに遷移しなかったり特定の値を渡したいにもかかわらず、

それができなかったりと数多くの壁に直面した。その問題を解決していく工程は苦しかったが、勉強に

なったので Webアプリケーション開発を行うことができて良かったと思っている。普段私たちが当た

り前のように使用している Webアプリケーショ ンが多くの過程を得て形になっていると改めて実感で

きて良い経験ができてよかった。

7参考資料

摂取カロリー早見表， https://www.tanita.eo.jp/content/calorism/table/index2.html

HTMLとCSSの使い方をわかりやすく解説， https://www.sejuku.net/blog/41972

カレンダーの作成http://home.e02.itscom.net/shouji/pc/js/p・11.html

いらすとや，https://www.irasutoya.com/
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1. はじめに

本テーマでは、顧客の Needsに基づいて開発を行う 。私たちが顧客として選んだのは、

喫茶店を経営する私の両親である 。理由は、喫茶店のほとんどの業務で、アナログな手法

が用いられており、システム化の余地が大いにあると判断したからだ。顧客の承諾を得

て、ー通り要求を聞いたあと、飲食店支援アプリケーションの開発に着手した。

2. 実装機能一覧

飲食店支援アプリケーションは、二つのシステムに大別できる 。勤怠管理システムと、商

品管理システムである 。

① 勤怠管理システムの概要

・勤怠管理機能

ユーザである従業員は、勤務中、退勤中、休憩中の三種類の状態を切り替える事ができる 。

その際、日時などの情報をデータベースに保存する 。

・勤怠履歴閲覧機能

ユーザは自身の勤怠履歴を閲覧することができる

・ユーザ管理機能

管理者権限を持つユーザはユーザの追加、ユーザ情報の変更、ユーザの削除、メンバー全員

の勤怠状況を閲覧することができる 。

・基本給計算機能

記録した勤務時間と設定された時給から、給料を算出することができる 。

② 販売管理システムの概要

・商品管理機能

ユーザは、商品の追加 、更新、 削除と、商品情報の閲覧を行うことができる

・販売管理機能

商品が販売された情報を集計し、ユーザはその履歴と明細を閲覧することが出来る 。
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:3. 開発環境

OS : Windows7 

IDE: Visual 

RDBMS : MySQL 

言語： PHP、

ともあれ、

Studio Code 

HTML、

フレームワーク

!¥. 実装段階

実装段階では、

CSS、SQL、JavaScript 

: Codeigni ter 

設計の廿さが原因で、 手戻りが発生した。

チームメンバー間の情報共有、

クラスごとの役割や関係性を設

計段階で明確にしておくべきだった。

連携が十分に図れていたこともあり、 全体で見

れば、 開発は順調であった 。

5. 完成品のレ ビュー

顧客の反応は良好で、

報量が多い画面では、

アプリケーションの出来に満足がいくとの事であった。

メンバーに質問したり、

しかし、

戸惑ったりする様子が見受けられた ので、

吉日t
 ユ

ーザビリティの面で改善の余地がある事が分かった。

6. まとめ

今回開発したアプリケーションでは、

アプリケーションの開発という目標は、

る。 感想としては、

顧客の要求に全て応えることが出来た。飲食店支援

設計段階に課題を残しつつも、達成できたと言え

新しい技術にも触れる事 ができて授業で教わった方法を再確認しつつ、

とても有意義だったと感じた。

参考文献

[ 1 J 

[ 2 J 

[ 3 J 

MISOCA, 経理の教科書，” ［オンライン］． Available: 

ht t p :, : _:'/ w w w. mi.soc a. j_p / ,, Ludy/ i n voice/fa q / r Pun di 11 g・・--,:i Cf: 

LIG Codeigni terで独自のバリデーションを作成する方法

http'.、:，'/iiginc. en. _ip/wpb/progra哨ming/php、,157156 

Codeigniter Guide徹底ガイド！

h:,r,p://www. e.i・・・・・guid,1. infG,、I
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I. はじめに

本テーマでは、顧客から要望を聞き取り、その要望に基づいてアプリケーションを開発

する必要がある 。今回は、チームメンバーの両親を顧客として設定し、彼らが経営する喫

茶店の業務を支援するア プ リケーションを開発することにした。顧客との話し合いの結

果、開発するアプリケーションを「飲食店支援アプリケーション」と定めた。

2. 実装機能の決定

飲食店アプリケーションには、大きく分けて二つの機能がある。 「勤怠管理システム」と

「販売管理システム」である 。

「勤怠管理システム」では、ユーザとして従業員を登録し、ユーザ毎の勤怠状況を変

更、記録、確認する事が出来るシステムである 。 ユーザは自身の状態を勤務中、退勤中、

休憩中のどれか一つに切り替え、その操作を行った時刻をシステムが保存する。保存した

時刻から、合計勤務時間を算出することも出来る。

「販売管理システム 」は、商品の情報を登録し、商品情報の管理をする機能と、商品毎

の売り上げを記録し、販売傾向をグラフで閲覧することが出来る機能を備えている。

この二つのシステムの機能は、顧客との話し合いの中で、顧客からの了承を得て決定し

たものである。

3. データベース 一覧

データベース名： amdb 

勤怠管理システムで使用するテーブル

・usersテーブル・・・・・・・・・・・ユーザ情報を格納する 。

・managementテーブル・・・・・・・・勤怠履歴を格納する 。

・positionテーブル・・・・・・・・・役職を格納する

・workt imesテーブル・・・・・・・・・勤務時間を格納する 。

販売管理システムで使用するテーブル

・sel 1テーブル・・・・・・・・・・・販売情報を格納する 。

・selldetailテーブル・・・・・・・・販売された商品の情報を格納する。

・productテーブル・・・・・・・・・商品の情報を格納する 。

・productclassテープル・ ・・・・・・商品の分類を格納する。
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・c_codeテーブル・ ・カラーコードを格納する。

iL開発環境

OS : Windows7 

IDE: Visual 

RDBMS : MySQL 

Studio Code 

言語： PHP、HTML、CSS、SQL、JavaScript 

フレームワーク : Codelgni ter 

5. 実装段階での手戻り

実装段階では手戻りが発生する事があった 。

クラス毎の役割と、る。

受け渡しが上手くいかないことがあり、

原因は設計段階の不備であると考えられ

クラス間の関係性が曖昧な状態で開発に着手したので、

修正のための手戻りが発生した 。

データの

6. まとめ

誰かのニーズを形にするための開発は初めての経験だったので難しかった 。本当に望ん

でいるものを作れているのだろうかと不安になることがあったし、

かりやすいように設計に工夫を凝らさねばならないので、

初めて触る人にも、

考える事が多く大変だった。

分

し

かし、 それ以上に、 やりがいを感じることができたし、

苦労して作った甲斐があったなと思った。

触れる事が出来て、

また、

顧客から良い反応が貰えた時は、

チームでの開発は新しい着眼点や発想に

有意義で良い経験になった。

参考文献

[ 1 J 

[ 2 J 

[ 3 J 

MISOCA, 経理の教科書，” ［オンライン］． Available: 
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1. はじめに

1.1 テーマ決定理由

日本は地震を始め台風や大雨による災害が多発する地域である。頻繁に災害が発生する

地域でありながら、台風や記録的大雨などによって天候が悪化したさいも、職場へ出勤す

るのが普通である。当たり 前の行為であるが、私は 「危険を冒して職場へ行き、仕事をす

る」ということに疑間を感じた。情報通信が発達した現代において、 出社せずともできる

業務は少なからずあるはずでなる。そこでふと、社内外を問わず会議や業務連絡をすると

きに電話やビデオ通話ではなく、テキストチャットを利用すると便利なのではないかと考

えた。なぜならば、文字として記録に残り、 議事録の作成や発言をさかのぼることも容易

になり、普段の業務から効率化を図れるからである。この考えから、テーマをテキストチ

ャットにした。

1.2 開発の目的

テキストチャットシステムの開発

Webアプリケーションの知識を深める

セキュアな Webページを学ぶ

2. 開発の概要

PHPや JavaScriptを使用して、リアルタイムなテキストチャッ トが可能なシステム

を開発する。

インターネットに公開されることを考え、安全なシステムを開発する。

3. 実装する機能

テキストチャット機能

利用者認証機能

テキストをデータベースに保存する機能

4. 開発環境

OS : Windows7 

使用言語： PHP, JavaScript, HTML、SQL

使用ソフトウエア： XAMPP, Visual Studio Code, Composer 
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5. 終わりに

今回利用した WebSocketという技術は革新的であり、これから更に晋及するだろうと

感じた。ユーザニーズの裔度化に対応するため、 Webアプリケーションや技術も進化して

きた。その中で、クライアントとサーバで双方向通信を行わなければならない場合、

Web Socketは最適な技術である。今回のチャットは初歩的な実装例であり、アイデア次第

で様々なサービスを実現できるだろう。現在ではインターネットに様々なライブラリが公

開されており、それを利用することで開発期間の短縮や、あまり技術に詳しくなくても機

能が実現できる。しかし、そこから一歩踏み込んで仕組みを考えることが技術者として重

要な技能の一つなのではないだろうか。

設計やスケジュール管理の未熟さにより制作に大幅な遅れが発生したが、リアルタイム

通信は実装でき、成果はあったと考える。開発を行う中で得た経験やネットワーク・通信

プロトコルの知識により、以前より技術者として成長したと実感している。次回システム

開発に関わることがあれば、この経験を活かしてスムーズで堅実な開発に努めたい。

大川晃一、小澤慎太郎著： 30時間アカデミック PHP入門、実教出版 (2017)

PHP: PHPマニュアルーManual

http://php.net/manual/ja/index.php 

Ratchetを試ず

http s :// q ii ta .com/Takashi Oshika wa/items/ c2d8083b3fec5db 185e2 

Ratchet -PHP WebSockets 

http://socketo.me/ 

『Ratchet』を使って PHPのwebsocketを試してみた

https://www.mediaplex.eo.jp/blogs/creative/retchet・websocket/ 

GitHub -ginjake/php_chat: PHPのみで websocketチャットを作る

https://github.com/ginjake/php_chat 

php・Fatal error: Class'MySQLi'not found -Stack Overflow 

https :/ /stackoverflow.com/questions/666811/fatal・errorclass・mysqli・not・found 

HTMLクイックリファレンス

http://www.htmq.com/ 

PHPで WebSocketを利用したリアルタイムチャット Iフルスタックエンジニアを目指

す：株式会社ナンバーワンソリューションズ

http://challenge.nols.biz/programming/php/158 

Windows 8のネットワーク接続-Windows 8 と WebSocketプロトコル

https://msdn.microsoft.com/ja・jp/magazine/jj863133.aspx 

RFC 6455 -The WebSocket Protocol 

https://tools.ietf.org/html/rfc6455 
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1. はじめに

現在、情報通信技術が普及したことにより、大半の仕事が効率化されている。例えば、レストランで

は電子端末から注文することができ、注文された情報から利益や傾向などを自動で取得することができ

る。

効率化を実現する情報通信技術の中に WEBアプリケーションがある。WEBアプリケーションとは、 WEB

ブラウザ上で使用できるアプリ ケーシ ョンである。インストールが不要で、導入しやすい利点がある。

今回はこの WEBアプリケーションを開発し、身近にあるニーズを解決する。

2. 調査

調査は、北海道情報専門学校の私たちの担任（以下、担任と記す）に行った。趣旨を説明し、困って

いることや効率化したい業務について聞いてみると、現在行われている就職活動申請・報告が面倒だ、

と回答いただいた。また、私たちも実際に就職活動申請・報告をしているが、学生側の立場からも現状

のやり方は面倒に感じる。

よって、私たちは就職活動申請・報告ができる WEBアプリケーションを作成することに決めた。

3. 目的

現在、手作業で行っている就職活動申請、及び報告を WEBサイトから行えるようにすることで、学生・

教師双方の手間を減らす。

4. 機能

主な機能

5. 環境

学生：就職活動申請 ・報告の新規作成。

教師：学生から送られた申請を承認 ・否認する。

管理者：すべての機能を実行できる。

・XAMPP-Apache, MariaDB, phpMyadmin 

・開発言語： PHP 7. 1. 7 

・フ レームワーク： Laravel 5.6 
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6. 評価

できあがったものは担任と打ち合わせしたときに決めた機能より劣るものであった。それを伝えたう

えで評価をしていただいた。

「全体的に良いが、システムとして重大な欠陥がある。それは、「就職活動申請・報告」削除機能で実行

される SQしが DEしETE文になっているところだ。システムとして、ユーザからは削除されているように

見えても、内部にはデータを残したほうがいい。各要素に表示するかしないかのフラグを付けて、表示

する部分で判断させるな どしたほ うがいい。もう 一点、文字ばかりで表現しないで、アイコンを活用す

るといい。」

との指摘をI,., たヽだいた。

7. 終わ りに

今回のアプリケーション開発では、 WEBアプリケーションを作るときにコードを書く手間が減らせる

という ことで PHPを使うことにした。PHPは学んだことがなかったため、勉強するところから始めた。

しかし、相手との連携がうまくできず、結局開発部分にはほぼ携わることができなかった。お互いのス

ケジュールを確認しながらこまめに連絡をとるべきだったと反省している。そして、 予想以上に勉強す

ることに時間を取られてしまったため、作成できたアプリケーションは最初に予定していたものよりも

機能が欠けてしまった。

今回の教訓 としては、チームで開発する際にはチームでルールを決めるな りして、連絡を取り あうこ

とが必要ということ。また、優先すべきもの、期限を決めてマネジメントを行うことが重要だというこ

とである。これらのことを今後に活かしていきたい。
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I. はじめに

1. 1 Needsの決定

開発アプリケーションを顧客の Needsに基づいて行うというのが本テーマの趣旨であ

る。今回、私たちが顧客として選んだのは、開発メンバーである宮崎の両親で、彼らは

喫茶店を経営している 。喫茶店の業務について幾つか質問し、システム化を提案すると

いう方法を取った。そして顧客と合意を得られたものを開発する。

1. 2 飲食店支援アプリケーション

顧客との話し合いの結果、勤怠管理システムと販売管理システムの開発が決定した。

勤怠管理システムでは従業員の出退勤、休憩のタイミングを保存し、その情報を基に

勤務時間を算出する事が出来る。また、保存したデータを閲覧することが出来る 。更

に、管理者限定で従業員情報の追加や削除等の操作が行える 。

販売管理システムでは商品情報の追加や削除等の管理と、商品ごとの売り上げを閲覧

することができる。

2. 画面設計

2. 1勤怠管理システムの画面設計

・ログイン画面・

・勤怠管理画面・・・・・

・確認画面．．．．．．

・アカウント管理画面・

・ユーザ情報更新画面・

・ユーザ削除画面・・・

・ユーザ追加（新規登録）画面・

・勤怠履歴画面・・・

・勤怠履歴一覧画面・

・給与計算画面・・

・ユーザ一覧画面・

2. 2販売管理画面

・ユーザのログイン処理を行う 。

・勤怠ステータスを変更する 。

・処理の完了を伝える。

・入力された IDを更新、削除画面 に渡す。

・ユーザ情報を更新する 。

・ユーザを削除する 。

・入力した情報でユーザを追加する 。

・自身の勤怠履歴を表示する 。

・ユーザ全員の最終履歴を表示する 。

・勤務時間から給料を計算する。

・ユーザの 一覧を表示する。

・商品 追加画面．．．．．．．．．．．．入力した情報で商品を 追加する 。
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・商品一覧画面・

・商品情報更新画面・

・確認画面・

・保存されている商品を一覧で表示する。

・商品の情報を更新する 。

・商品分類追加画面・

・商品削除画面・

・処理の完了を伝える。

・商品の分類を追加する 。

・商品の削除を行う 。

・販売情報表示画面・

・販売情報入力画面・

・商品ごとの販売数を表示する。

・販売情報を生成し保存する 。

:3. 開発環境

OS : Windows7 

IDE : Visual 

RDBMS : MySQL 

Studio Code 

言語： PHP、HTML、CSS、SQL、

フレームワーク : Codelgniter 

11. 終わりに

JavaScript 

今回の開発では、 想定していた機能を全て実装することが出来た。 開発が難航すること

もあったが、 チームで上手く協力できたこともあり、 完成にこぎつけた 。

フレームワーク 「コードイグナイ ター」 を活用する事で、

た。 しかし、 勉強不足で使えていない機能が多くあるので、

更なる勉強が必要だと思った。

開発を順調に進める事が出来

それらを有効に使うことが出

来るように、

参考文献

[ 1 J 

[ 2 J 

[ 3 J 
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l. はじめに

Webメデ ィア運用においてアイキャッチの作成は重要であ る。アイキャッチ一つでアクセ

ス数が大きく変動する。そのため Webメディアを運用する企業によってはアイキャッチ作成

担当者がいる。担当者がいることから 属人性の高い業務であることがわかる。また作成コス

トだと 1記事あたり 1時間を要していた。

そこで、属人性の低減と作成時間の短縮を目的とした Webアプリ ケーシ ョンを作成するこ

とにした。また Needs型ではな<Seeds型であるので類似サービスにはない点も触れていく。

2. 主要ページ一覧

2. 1 トップページ

アプリケーションの説明等が載っているランディングページ。

2. 2 ログイン画面

この画面では適切なメールアドレスと パスワ ードを入力することにより、ロ グインができ

る。ロ グイ ンを成功するとアイキャッチ作成ページに遷移する。ロ グイン済みでないユーザ

はログインページと登録ページ、トップページ以外には遷移できない。またメー）レアドレス

やパスワードのバリデーションチェックを行いエラーメッセージに通宜表示する。

2.3 登録画面

メー）レアドレスとパスワードにより登録する。登録ボタンを押下後該当するメールアドレ

スに確認メールが届く。この確認メール内のリンクを押すとユーザ登録が完了する。

2. 4 ダッシュボード画面

アイキャッチの作成を行うことができる 。機能として以下のも のがあ る。

リアルタイムテキスト変更

inputフィールドの入カイベントを検知しフィールド内のテキストを canvasに表示す

る。

画像アップロード

file アッ プロ ードフィールドを押下後、画像選択ができる 。画像が選択された ら

canvas内の適切な場所へ画像を表示する。

カラーヒ ッ゚カー

カラーピッカーで canvas内の文字色や背景色を変更できる。

画像素材検索

画像素材を検索するモーダルが表示されモーダル内でキーワード検索や素材のダウ

ンロードができる。

ェクスポートボタン

canvasを画像として出力できる 。

文字自 動幅揃え

文字の入力数に より文字間を 自動で調整してくれる
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3. 設計

外部設計として、課題に対して必要な機能を洗い出し、画面イメージを作成した。

内部設計として、ユースケース図、クラス図、アクティビティ図、コミュニケーション

図、シーケンス図、ステートマシン図の設計を行った。

最後に、 開発を行う上で利用する OS、Webサーバ、 データベース、エディタ、 使用言語

を決定した。

4. 開発環境

Webサーバ：Nginx 

OS: Centos7. 2 

データベース：Firebase5. 0. 4 (NoSQL) 

エディタ：Visual Studio Code verl. 26. 1 

使用言語：Javascript, CSS3, HTML5 

その他： Docker 

5. 本 Webアプリケーションの効果測定

本 Webアプリケーションを実際に 3社に使用してもらい、作成時間が長い課題に対しては

適切な結果が得られたか定量的に調査した。属人性の排除に関しては担当者以外 も作れる

ようになったかを聞く定性的な調査とした。

6. 問題点

実際に本 Webアプリケーションを使ってもらうことで新たな課題が生まれた。 canvasに

描画のパフォーマンスの悪さ、パターン通りではなく自由に画像や文字を配置したい要望、

社内に使い方がわからず、使わない社員がいる等が挙げられた。

そこで今回生まれた課題を実際のビジネスの現場での影響を定量的、定性的に調査した

上で課題のブラッシュアップを行うことを検討した。

7. 終わりに

今回の Webアプリケーション開発は、授業で行われるような自分の作りたいものを開発す

る活動ではなく、実際にビジネスの現場での隠された Needsを考え出 し開発する 活動であ っ

た。今回の開発により 一つのアプリケーションを一人で作り上げ る経験や企業 に実際に使っ

てもらう経験を得ることができた。

今回作成した Web アプリケーションを無駄にすることなくさらにブラッシュアップする

のと生まれた課題を適切解決していく 。

参考文献

[ 1]内山俊郎：わかりやすい情報システムの設計，ムイスリ出版 (2014)

[2] FirebaseをJavascriptプロジェクトに追加する： https://firebase. google. com/docs/web/setup/ 

[3]Vue. js https://jp. vue.is.org/index. html 

[4]canvas http://www. html5 . .ip/canvas/ 

[5] i¥uxt. js https: //nuxt.is. org/ 

[6]Docker https://docs. docker. com/ 
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1 初めに

本論文は、対話型Webアプリケーションの開発をテーマに、対話型 Webアプリケーションとは何か、

対話型 Webアプリケーションを開発するために、どういった技術が使われ、どういった方法で実現さ

れていくか、実際に対話型 Webアプリケーシ ョンを開発しながら調査し、論述していくものである。

今回は、鹿児島市の歴史スポットを、分類、関連する人物、関連する出来事、地域から複数条件で検

索する観光検索サイトを開発する。

2. 対話型 Webアプリケーションとは

本論文では、対話型 webアプリケーションをについて、 Webサーバー上で動作し、 Webプラウザを

利用する Webアプリケーションの中でも、 SPAと呼ばれるような、 1枚の HTMLに対して JavaScript

などを使用して動的に変更を加えながらページを組み立て、画面の描画を実現する技術を使用したもの

を指すと定義する。

従来の Webアプリケーションでは、ブラウザから要求された通信を行うたびサーバーがコンテンツ

を一つのページにまとめ応答するため、ページの内容を変更するために画面遷移やページのリロードを

行う必要があり、 一つのページに多くの CSS、フロントにおける JavaScript、画像や動画を含んだ大規

模な Webサイトにおいてレスポンススピードが鈍化してしまう問題がある。しかし、対話型 Webアプ

リケーションにおいては、画面をまとまりごとに分解し、ブラウザから要求された必要箇所のみ、サー

バーからデータを取得しながらクライアント側で表示を変更することでユーザーに高速なレスポンス

を返すことが可能である。

3. 使用される Web技術と実装方法

3.1.Ajax 

Ajaxとは、「AsynchronousJavaScript + XML」の略である。Webブラウザが搭載している

JavaScriptのHTTP通信機能 (XMLHttp-Request) を利用する、対話型 Webアプリケーションを

構築する主要な技術である。指定した URLから XMLドキュメントを読み込み、サーバーと非同期

(Asynchronous)で通信を行うことで動的にページの一部を書き換えることができる。

3.2.Ajaxの実装方法

Ajaxを実装するにあたって、基本的に JavaScript言語を使用して記述していくことができる。

JavaScriptを簡略化するーライブラリである JQueryを使用すれば、関数$.ajaxOを使用して簡潔な記

述で実装することが可能である。
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4. 対話型 Webアプリケーションの開発

4.1. 開発題材と開発の動機

今回、対話型アプリケーションを調査して、非同期通信になることでユーザーにとって役に立つも

のとして最初にイメージしたものが、検索サイトであった。また、昨今、 Twitterや Insta gramなど、

SNSで使用される「タグ」に着目した。こういった細かい条件から、地元の観光地や観光スポットを

非同期でスムーズに検索できれば、使用しやすいサイトになると考え、地元鹿児島市の「歴史」に着

目し、分類・人物・出来事・地域を詳細条件として、検索するサイトを作成することに決定した。

4.2. 画面と機能

かごしま歴史スポット関連タグ検索

白●●

5. 終わりに

塵児11111飯ふるさと鱚

傍淡""'ふ袋/41唸後愈患船淑婆約と.,●9認

西鑢嘘111,従邁纂生地

・'涵ゞ.ぷ て 翠濯”~，.忍泡恐姿'究袋吟袂忍お沼~-涛芯双"函 , ,, 舒ゞ ぶ姿遠
森涵'"尺'

百潤曝盛鰐儘

画面左メニューから検索タグを選択し、（複数選択可）

検索ボタンをクリックすることで、検索スポットを絞

り込んで検索できる。検索タグは分類・人物・ 出来事・

地域に分けられ、それぞれをまたがった複数検索を行

うことも可能。検索結果は、 Ajaxによる非同期通信で

応答されるため、再度ページを読み込む必要がない。

本論文を製作するに当たって行った、今まで製作経験のなかった対話型 Webアプリケーションにつ

いて調査し、理解した上で、どういった形で、ユーザーに向けて活用できるかじっくり考え、開発しな

がらさらに理解を深めていくといった経験は、技術のしつかりとした学習ができ、実際の実務における

流れ（計画・実装）を行え、とても良い経験になった。製作段階で削った機能の実装や新しく生まれた

改善点などの修正・実装がこれからの課題と言える。

6. 参考

6.2. 文献

[1] 内山俊郎「［第 2 版］わかりやすい情報システムの設計—UML/Java を用いた演習」ムイスリ出版株

式会社 2017年 12月 18日 第 2版

[2]たにぐちまこと「よくわかる PHPの教科書 php7対応版」株式会社マイナビ出版 2018年 4月

20日初版

[3]西沢夢路「基礎からの MySQL第 3版」 SBCreative 2017年 9月 30日初版

6.2.Webページ

[1] PHPマニュアル<http://php.net/manual/ja/>

[2] Qiita<https://qiita.com/ > 

[3] IBM developer Works< https://www.ibm.com/developerworks/jp/> 

[ 4] ASCII.jpデジタル用語辞典<http://yougo.ascii.jp/>

[5] GMOクラウドアカデミー<https://academy.gmocloud.com/> 

[6] @IT<http://www.atmarkit.eo.jp/ > 

[7]株式会社オロ TECHNOLOGYxCREATIVE<https://www.oro.com/ja/technology/>

[8]鹿児島市観光サイトよかとこかごんまナビ<http://www.kagoshima-yokanavi.jp/> 
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1. はじめに

1. 1テーマの選定

テーマの選定にあたり Seeds型ということだったので、世間にあまり出回っていない人々に求

められているシステムを考えました。一人で考えるには難しかったので学校の友人に、どのよ

うなアプリケーションがあれば便利か、アンケートを書いてもらいました。そのアンケートに

よるとアルバイトなどで使える便利な Webアプリケーションが求め られている ことがわかっ

た。また、友人のアルバイト先の小売業は数多くの部門に分かれており、お客様からのクレー

ムを一元管理するのが難しいとのことです。今 日、クレームを管理する方法として Excelを利

用している一般企業が多い。また、現在市場に出回っているクレームを管理するシステムはパ

ートやアルバイトが利用するには難しそうに思える。

そこで、誰でも簡単にクレームを管理できるアプリケーションは今までにないと思い今回、クレ

ームを管理するアプリケーションを開発することにしました。

1. 2研究の目的

今回の研究の目的は、クレームを管理するアプリケーションを開発することである。しかし、

クレームを管理するアプリケーションは市場に多少は出回っている。テーマの選定でも述べた

通り既存のアプリケーションは、コンピューターを全く触ったことのないようなパートやアル

バイトには扱いが難しそうである。なので、今回の研究では『だれでも簡単に扱えるようなク

レームを管理するアプリケーション』という点を軸にアプリケーション開発を『l'ietBeans』に

て『JavaEEj]を利用して進めていくことにした。

2. 開発の概要

JavaEEにてクレームを管理するアプリケーションを開発する。

誰にでも簡単に扱えるようなアプリケーション開発を目的とする。
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3. 実装機能

・クレーム新規登録機能

・登録日自動登録機能

・クレーム一覧表示機能

・クレーム対応機能

・対応日自動登録機能

・クレーム削除機能

・クレーム種類別表示機能

4. 開発環境

開発言語： Java,XHTML 

os:WindowslO 

CPU : corei 7 

メモリ： 16GB 

仮想環境： GoogleChrorne 

5. まとめ

本研究を通して、今までにない人から求められているアプリケーションについて考えさせられた。

やはり、完全にオリジナルのアプリケーションを考えるのは難しい。だが、あまり市場に出回っ

ていないオリジナリティのあるアプリケーションは開発できたと考える。今後はもっと、オリジ

ナリティのあふれる誰も考えつかなかったようなシステムを開発したい。

また、今回の目的でもある誰にでも扱えるような分かりやすいアプリについても深く考察した。

このアプリケーションならばコンピューターにあまり慣れていない人でも簡単に扱えるはずで

ある。だが簡略化しすぎたあまり、機能の面ではまだまだ改善の余地がある。

便利だが扱いが難しいようなアプリケーションはまだまだ市場にあふれている。今後も誰にでも

扱えるようなアプリケーションについての考察を深めていこうと思う。

6. 参考文献

・川場 隆 「わかりやすい JavaEE ウェブシステム入門」株式会社秀和ヽンステム 2014 

年 11月 22日第 1版第 1刷
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1. はじめに

現在に至ってもなお、 IT技術は日々進歩し続けている。私たちは PCやスマートフォンを用い

て、ニュースを閲覧したり、ショッピングをしたりするなど、 普段から当たり前のようにこれら

を利用している。今や私たちの生活は、 IT技術と密接に結びついている。 近年では、日常生活や

業務などの更なる効率化や、利便化が求められている。

そこで、現在身の回りで IT化がなされておらず、手作業で行われているものを Webアプリケ

ーションとして開発・運用することを目的として、普段からお世話になっている北海道情報専門

学校の教員を対象に、インタビュー調査を実施した。

2. 調査結果

調査の結果、「就職活動申請・報告」の業務に不満を抱いている事が判明した。

これはすべて紙媒体を主体に行われており、学生が就職活動を行う際に、教師に提出し、許可を

貰い、就職活動に向かう仕組みとなっている。その後、就職活動の内容を同一紙媒体にまとめ、

教師に再提出し、教師の承諾が貰えれば報告完了となる。また、提出した紙媒体はすべて教師の

下で保管されている。このように、 一件あたりに要する手間が多く非効率であり、また、紙媒体

である事から管理も煩雑化しやすい。 この問題を解消し、学生・教師両方での作業の円滑化を図

るために、「就職活動申請・報告アプリケーション」の開発を決定した。

3. 基本機能

PCまたはスマートフォン上から、 Webブラウザを介して利用でぎるものとし、 1ユーザにつ

き1つの IDを作成し、利用するものとする。

3-1. 学生用機能

「就職活動申請・報告書」の新規作成・削除• 更新• 閲覧を行う事ができる。学生は自分の作成

した「就職活動申請・報告書」に対してのみ操作が可能である。

3-2. 教師用機能

「就職活動申請・報告書」の閲覧 • 更新を行う由がで きる。利用している学生、及び 「就職活動

申請・報告書」の一覧表示が可能であり、教師は学生の就職活動状況を確認する事ができる。
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4. 開発環境

OS: mac OS X 

ローカル開発環境 XAMPP7.2.8 

データベース： MySQL 

使用言語： PHP 7.1.7 

フレームワーク： Laravel 5.6 

5. 終わりに

アプリケーションの開発にあたって、これまで学んだことのない、 Laravelフレームワークにつ

いて学習する所から始まった。また、ターミナルを介してのコマンドラインによる環境構築な

ど、初めて学ぶ事が多く、失敗や困難も多くあった。しかし、その分自ら進んで学んでいく機会

を得る事ができ、非常に有意義な勉強となった。

また、アプリケーション完成後、実際に教師や学生にアプリケーションを利用して貰い、イン

タビューを行った。インタビュー結果としては、 一つのアプリケーションとして上手くまとまっ

てはいるものの、ユーザビリティの観点から、やや不足している点が見られたという意見が多か

った。

今後の展望として、 学生と教師による「就職活動申請 ・報告アプリケーション」の継続的な利

用が実現できるように、完成度の高いアプリケーションを目指し、更改を進めて行きたいと考え

ている。

参考文献

[1]掌田津耶乃： PHPフレームワーク Laravel入門

[2] Laravelインデックス

htt_Es://readouble.com/ (2018/8/12) 

[3] Laravel→ ウェブ職人のための PHPフレームワーク

http://laravel.jp/ (2018/8/12) 

（株）秀和システム 2017年



指導教員　:　遠　藤　雄　一
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 遠藤　雄一

高橋　真人
1 5 7 0 0 0 1

14 .コンビニエンスストア業界の研究

第 1章初めに

セプンイレブン・ジャパンは、 1974年 5月に東京都江

東区にセプンイレブン 1号店を開店した。営業を開始して

から現在に至るまで大きな発展を遂げてきた。本論文では、

セプンイレプンの変遷、および成長過程を明らかにするこ

とにより、セブンイレブンが大きく 発展した理由を明 らか

にしていく 。そして最後に、今後のセプンイレブンの課題

について述べていく。

第 2章 セブンイレブンの変遷

コンビニエンスストア（以下、 CVS)の始まりは、アメ

リカである。1927年、アメ リカ・ダラスの製氷業者のア

イス ランド社は、住宅街の近くで売店を設置して家庭用冷

蔵庫向けの氷の販売をおこなっていた。夏場になると、あ

る店舗が週 7日で 1日16時間の営業をおこなっていて、

これが地域の人々からはとて も好評であった。 このことか

ら、店舗に冷蔵品および保存食品の小売りを併設すること

を会社に提案した。その結果、 個人店の形での営業が始ま

ったのである。

日本では、1974年 5月に東京都江東区豊洲にセプンイ

レプンの 1号店が開店した。アメリカでは、自然発生的に

CVSが誕生し発展した。その一方で日本の CVSは、アメ

リカ のシステムを輸入する ことに より始ま った。このこと

からわかるように、アメリカと日本では CVSの始まりに

違いがある。

アメリカ で作 られたシステムをそのままでは使用する

ことが不可能なことが多く、日本の事情にあわせた改変を

おこなうことになった。たと えば、店舗スペースの狭さの

問題である。アメリカの場合は、新設店が主流であり土地

にゆとりのある郊外に店を開店することが多かった。 一方

で日本の場合は、中小規模の既存小売店などが業務転換す

る場合が多かったため、スペースにゆとりがないことが多

かったのである。

この問題の解決するため、店舗のバ ック ヤード、特に在

庫スペースを大幅に縮め、売場スペースに転換した。ただ、

在庫スペースを減らすためには在庫数も減らす必要があ

り、品切れを発生させるリスクが増加する。品切れが続出

すると 、売場スペースを増加させても意味がなくなる。そ

こで、 セブンイレブン・ジャパンが取 り入れたシステムが

単品管理である。

第 3章第 1次店舗情報システム

情報システム化への始まりは、 1978年 10月のパーテ

ィーで発表された計画である。この計画の中身は、 1979年

2月末までに総店舗数が 380店となる見通 しがついたに

より、コンピュータを導入することでチェーン店のオンラ

イン化を図ることであった。 しかし実際には、情報システ

ム化への道のりはセブンイレブン 1号店が開店してから

直ちに、発注の問題として始まっていたのである。

1977年 11月に、イ トーヨーカ堂と関係のあった東京電

気に新しい端末機の開発を提案し、 半年後に 「ターミナル・

セブン」という新しい端末機が開発された。 1978年秋に、

全店舗に設置された。

このシステムの発注方式は、ペンリーダー（スキャナー）

でバーコード発注台帳と発注数量バーコード・シートを交

互にスキャ ンしながら、ターミナル・セブンに発注データ

を入力し、ホスト ・コ ンピュータに送信するという方式で

ある。このシステムが開発されたことにより、各店舗での

発注業務は大幅に改善されていったのである。

第 4章 第 2次総合店舗情報システム

在庫の適正管理のためには、 単品ごとの販売個数、時間

帯、売切れ時間帯、廃棄個数、 および顧客の属性などの販

売データが必要になった。そのため、 1982年から販売時
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点情報管理システム（以下、 POSシステム）が導入され

た。

第 5章第 3次総合店舗情報システム

1985年 6月に新型のターミナル・コントローラー、お

よび情報端末機を全店舗に設置した。この端末機は、 POS

システムのデータをグラフで表示することが可能になり、

オーナーなどは情報をイメージとして把握しやすくなっ

た。

第 6章第4次総合店舗情報システム

日本電気と共同で、ストア・コンピュータ、グラフィッ

ク・オーダー・ターミナル、およびスキャナー・ターミナ

ルの 3つのハードを開発、導入した。この新しいシステム

によって、単品ごとの陳列スペースに応じた売上げ構成比、

粗利構成比および在庫回転率などの情報も得られるよう

になったのである。

第 7章第 5次総合店舗情報システム

時代が進むと商品のライフサイクルの変化の問題も出

てきた。これに対応するため、 1997年 11月に第 5次総

合店舗情報システムの構築を開始した。このシステムの

狙いは、人や紙に頼っていた情報収集、分析および伝達

をシステム上で処理することによって、情報の共有化を

図り、発注精度をより一層高め、効果的な売り場作りを

可能にすることであった。

このシステムの特徴としては、 ISDNと衛星通信を統

合した世界最大規模のネットワークの構築、映像や音声

などのマルチメディア技術の業務への本格的な活用、営

業部門 (OFCなど）の約 1500名への携帯パソコンの配

備、柔軟性、拡張性、自由な接続性を備えたオープンア

ーキテクチャーヘの全面的は移行、および専用のハード

などの共同開発による信頼性などの向上などが挙げられ

る。また、マルチメディア情報を各店舗に配信するため

に、本格的なデジタル通信としては国内初の衛星通信シ

ステムが導入された。

第 8章第 6次総合店舗情報システム

さらにセブンイレブン・ジャパンは、単品管理の流れを

シームレスに支援する店舗システムを導入した。特徴とし

ては、光ファイバーと無線 LANによるネットワークを活

用。無線 LANの導入により、売場での商品情報や POS情

報の参照を実現した。ネットワークインフラの強化とハー

ドウェアの性能の向上を図ったことにより、発注・品揃え

業務に必要な情報をリンクさせて提供し、単品管理の流れ

をシームレスに支援する。シームレスとは、ユーザが複数

のサービスを違和感なく統合して利用して可能なことを

しヽう。

第 9章おわりに

以上、セプンイレプンの変遷、情報システムの形成過程、

および情報システムの特徴を述べてきた。時代が進むにつ

れて起こる問題に対して、セブンイレブン・ジャパンは新

たな情報システムを導入することで、問題を解決し、会社

の業績を向上させてきたことがうかがえた。

今後はさらなる情報システムの充実をはかり、さまざま

なサービスに応用していくことが課題である。時代が進む

につれて、無人店舗や無人レジが導入される可能性も大き

い。こうした分野にいち早く対応することができる CVS

チェーンが、さらなる成長を遂げるのであろう。

第 10章参考文献

[1)川辺信雄 (2003) 「新版 セブンイレブンの経営史」

有斐閣

[2]木下安司 (2011)「コンビニエンスストアの知識 第 2

版」日本経済新聞出版社

[3]根城泰、平木恭一 (2015) 「図解入門業界研最

新コンビニ業界の動向とカラクリがよ～く

わかる本第 3版」秀和システム

[4]セブンイレブ‘./ http://www.seJ.CO.JP/ 
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1. はじめに

人口減少で国内市場が縮小していくなかで、小売業は新たな活路を求めて、今後成長が期待できるア

ジア、中でも日本での成功モデルを引っ提げて我先へと進出を急いでいる時代である。中でも流通二強

といわれているイオンとセブン＆アイもそれぞれ問題を抱えており、その巨大さゆえに自壊し、足元を

すくわれる危険性がある。そんな中イオンはどのように間題を乗り越え、解決したのかを述べる。そし

て、次代に向けてのイオンの新たな戦略について考査してゆく。

2. イオンとは

イオングループは大きく分けて総合スーパー（以下 GMS)事業、スーパーマーケット・ディスカウント

ストア（以下 SM・DS)事業、小型店事業、 ドラック・ファーマシー事業、総合金融事業、デイロベッパ

ー事業、サービス・専門店事業、デジタル事業、国際事業に分けられる。GMS事業を行っているイオン

リテールがある。

イオンリテールはイオングループの中核企業であり、 400店舗を超える国内の本朴I. 四国の「イオ

ン」「イオンスタイル」を経営している。

イオンは 90年代後半から大型の郊外型ショッピングセンター（以下 SC) の展開を全国的に積極的

に推し進めて、 GMSを核店舗とし、専門店を集めたモールからなるモール型の商業施設である。これ

によって店舗開発で新たな地平を切り開き、成長の原動力としてきた。

3集客の要素

集客の要素としてイオンは巨大施設である。 5000店舗以上のテナントが軒を連ねているのでそれを

見るだけでは 1日では回りきることができない。人々は何度も足を運ぶことによって、そのうちに、自

分のお気に入りの店を見つけその店に足しげく通うようになるのである。また、 SC全体の集客が順調

でも、そこに入るすべてのお店がその恩恵を受けるわけではなく、テナントの間では好調な店もあれば

不振に陥る店もある。不振店は撤退し、店が入れ替わり新しいショップができる。そうすると人々はそ

の店を見にイオンに足を運ぶのである。こうした循環を繰り返すことで、客足は落ちずにさらに増える

のである。新たな店が客を呼び、遠のいていた客も行ってみようかという気持ちにすることができるの

である。

4. 大型店出店規制で地域密着型小型店の戦いへとシフト

単独で食品スーパーマーケットを出すより、ーか所で買物ができるワンストップショッピングの利便

性と集客の相乗効果で NSCのほうがより多くの利用が見込むことが可能である。イオンの出店戦略の

基本は、 90年代は車社会を強く意識、地方の郊外に駐車スペースをたっぷりとり大型の GMSを核店舗

にして、専門店モールを付設した複合型の商業施設で勝ちパターンモデルを作り上げた。その結果、都

市中心部から客を奪い、そのことで地方都市の中心街地の空洞化を招いたと非難され、結果的に郊外で

の出店規制を招くことになった。
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5."専門店化”で顧客を奪い返す

イオンの GMSは改革の真っ最中で、売場の活性化に取り組んでいる。改革のポイントは専門店化で

ある。衣料品や住居余暇の分類で、ユニクロ、西松屋、ニトリといった有力店を手本にして、品揃えや

売場づくりを変革することで不振からの脱却を図り再生をめざしている。

6. 低価格政策

メーカーとの需要予測の共有などでコスト削減を推進した。店舗に価格決定権を持たせ、エリアによっ

て価格を変え、地域一番価格を打ち出し、店舗や地域ごとに現実的に対応する。価格競争において防戦

するのではなく、攻め続けることでエリアでの主導権を握る考えである。

7. トップバリュ

まず狙うのが地域一番の価格への挑戦であった。デフレ傾向のなかで食品スーパーやディスカウント

ストアははげしい価格競争を繰り広げている。

中小スーパーでは頻繁に値下げを繰り返すハイ＆ローによる低価格の打ち出しも活発で、大手スーパ

ーの PBの割安感もかすみがちである。そうした新局面を迎えて、 PBの裾値ラインである「ベスト プ

ライス byトップバリュ」（ベストプライス）を、 真の価格競争力のある PBにして、エリアで店舗が価

格面のリーダーシップを保持でき、主導権を持って対応できるように、 09年 8月までに、新たに地域一

番価格を打ち出せる 500アイテムを投入したのである。

8期待される電子マネー「WAON(ワオン）」

電子マネーは少額決済に便利で年々増え続けており、 2012年には電子マネー利用金額が 6兆円に、

さらに中長期的には 40兆円まで膨らむという予測もあり、そうなればクレジットカードビジネスと同

様に、加盟店からの手数料収入も膨大なものとなり収益事業としての展開が可能である。

9. おわりに

イオンはこれからどこに行こうとしているのか。

GMSは改革を推し進め、専門店は事業の再構築で再生を目指す一方で、国内ナンバーワンチェーンの

食品スーパーとドラッグ・ファーマシーではさらなるシェア拡大を図る。

そして、中国を中心とした、海外事業がどこまで発展するか、さまざまな新業態がどこまで成長するか

にかかっている。

イオンが採った、手直しではなく、専門店を真似るという過去のしがらみから対極にある異次元での

取り組みであった。いい ところを取り入れるというよりそのまま真似る という戦略であった。

流通業は変化対応業である。

変化に対応するためにはいままでの過去を捨て、自己を否定し新しい自分に生まれ変わることが絶えず

求められている。

・参考文献

・イオンの底力 西川立ー 株式会社ぱる出版

トップバリ ュ /3 期ぶり増収、 2019 年度売上高 1 兆 2000 億円を目標に

htt s://www.rvutsuu.hiz/coinmoditvfk0,11841.ht.ml 

トップバリュ HP

https://www.topvalu.netJbrand/ 
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1. はじめに

現在、セブンイレプンの店舗数は、国内だけで 20,286店舗存在する。また、国外の店舗も含める

と、 66,043店舗にも及ぶ。(2018年 3月末時点）また、平成 29年度の売上裔は 46,780億円とい

う、莫大な数字をたたき出している。

現在では、セプンイレブンはコンビニエンスストア業界の中でも、指折りの人気を誇る巨大な企

業に成長しているが、 一体どういう戦略をとることでここまで事業規模を拡大してきたのか、その

戦略について考察 ・論述していこうと思う 。

2. セプンイレプンの業績

セブンイレプンは今日では世界最大規模のチェーンストアであり、日本でも最大手のコンビニエ

ンスストアである。売 り上げは 3兆 5000億円 (2012年度決済）と、日本の流通業界において、単

体チェーンとして最大規模となった。コンビニエンスストア業界でも、 2位のローソン、 3位のフ

ァミリーマートの両方の売り上げを足してもセブンイレブンに届かないほど、大きな差をつけてい

る。前年比の売り上げ伸び率、総売り上げにおいてもローソンよりも 2ポイント裔く、出店数も大

きく差をつけている。 全店舗平均日販でも、ローソンの 54万円、ファミリーマートの 52万円に対

し、セブンイレブンは 67万円と、大差をつけている。フランチャイズ加盟店にとっては、この指

標が収入に大きくかかわるため、この差が非常に大きく、 重要なものである。

3. セブンイレプンの戦略

I. ドミナント戦略

ドミナントとは「支配的な」という意味の言菓である。小売業がチェーン展開をする場合に

地域を特定し、その特定地域内に集中した店舗展開を行うことで経営効率を高める一方で、地

域内でのシェアを拡大し、小売業の優位に立つことを狙う戦略のことをドミナント戦略という。

セブンイレプンは創業当初からこのドミナント戦略を採用しており、ひとつの地域に多数出

店している地域もあれば、ひとつも出店していない地域もある。 (2018年現在では沖縄県のみ）

セプンイレプンは、 2013年 1月末で 14,884店を展開しているが、その出店エリアは、 47都

道府県中 40都道府県である。 一方で、ローソンは 2013年 1月末で 11,152店であるが、 1997

年には 47都道府県での店舗展開を達成 している。近年では北陸圏や四国島の地域にも進出を

開始しており、 2018年 3月末時点では、各県で 100店舗前後、店舗を展開している。

II. デジタルチャネル

ここでいうデジタルチャネルとは、セブンイレプンが日々活用しているデジタルメール便お

よび「総合店舗情報システム」のことである。「総合店舗情報システム」とは、 POSレジスタ

-、 ST、GOT、SCなどの、それぞれの店舗システムを結ぶシステムである。この総合店舗情
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報システムは、現在第 7次総合情報システムとなっており、 1978年 8月に初めて導入して以

降、実に 6回も大規模なシステムの更新をしていることになる。

III. プライベートプランド

プライベートプランドとは、メーカーや製造業者ではなく小売店や卸売業者等が自社独自の

プランドとして企画し、販売する商品のことを指す。プライベートブランドは、その仕組みの

関係で通常の商品（ナショナルブランド）と比べ低価格を実現しやすい。その理由として 3つ

の要素が挙げられる。1つ目は広告宣伝費を削減することができること、 2つ目の要素は、生

産コストの削減、 3つ目の要素は流通コストの削減である。このプライベートプランドの考え

方は、価格競争で優位に立ち回ることを強みとする「価格訴求型」の商品である。これに対し、

セプンプレミアムは質を重視する「価値訴求型」のプライベートプランドである。価値訴求型

とは、書かう訴求型とは反対に、価格ではなく商品の質を強みとする戦略である。

IV. その他

これら以外にも、セプンイレプンは様々な戦略を打ち出している。例えばクリンネスと呼ば

れる店内外の清掃に力を入れることで、顧客に気分よく 買い物をしてもらうなどといったこと

も行っている。また、「クリンネス」以外に「フレンドリー」、「品質」、「欠品のない品揃え」と

いった 4つの要素をまとめて「基本四原則」と呼ばれる。

4. おわりに

本論文では、「ドミナント戦略」「デジタルチャネル」「プライベートプランド」の 3つの要素を軸

にセプンイレプンの戦略について論述した。これらの戦略は、いずれもそれ自体が革新的な戦略で

あったり、それを支えるモノであったりする。

例えばドミナント戦略については、コンビニエンスストア業界の黎明期からこの戦略の有用性に

いち早く着目し、積極的に、かつ徹底して行ってきたのはセプンイレブンの他にはない。

プライベートプランドにしても、それまでは大多数の企業が安さを売りにしていたところを、セ

プンプレミアムは質を重視した開発を行っているなど、ほかの競合他社に先駆けた試みをいくつも

行ってきている。こういった新しい試みを行うことこそがセプンイレプンの強みである。従って、

これから先もセプンイレブンはこういった新しいことに挑戦していくものになるのではないか。

参考文献

• 株式会社セブンーイレブンジャパン HP(http://www.sej.co.jp/company/tenpo.html) 

同上 (http://www.sej.co.jp/company/ suii.html) 

・J・marketing.net (http ://www.jmrlsi.eo.jp/knowledge/yougo/my04/my0411.html) 

・フラ ンチャイズの窓口 (https://www.fc・mado.com/useful/strategic・dominance/)

• 石川和夫の流通業界ウォッチング

(http://ark・consulting.cocolog・nifty.com/k/2006/10/post_a5e9.html) 

・Days Works (http:/ /days・works.xsrv.jp/okane・boshitecho/p riva te・brand・shikumi/) 

・流通ニュース (https://www.ryutsuu.biz/commodity/k041841.html)

同上 (https:/ /www.ryutsuu.biz/it/j091420 .html) 

・産経ニュース (https://www.sankei.com/economy/news/170309/ecnl703090030-nl.html) 

・TOPVALU (https://www.topvalu.net/brand/history) 

・セブンーイレブンだけがなぜ勝ち続けるのか I緒方知行，田口香世 1 日経ビジネス人文庫

・セプン—イレプン終わりなき革新 I 田中陽 1 日経ビジネス人文庫
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1. はじめに

スーパーマーケットは、人が生きる上で最重要ともなるお店で、身近にあり、地域に根ざし、なくて

はならないものとなっている。しかし現状、さまざまな間題を抱えていて、スーパーマーケット業界の

売上は緩やかだが、確実に年々減少している。そのような中でもトップに君臨しているのがイオンであ

り、業界中でも安定した売上を誇り、事業を広げている。今回は、イオンが現在どのような経営戦略で

トップに君臨しているのか、そして、今後トップに居続けるための計画案について考案していきたい。

2. イオンとは

イオン株式会社は、日本国内外 260余の企業で構成される大手流通グループ「イオング）レープ」を統

括ずる純粋持株会社である。千葉県千葉市美浜区中瀬に本社を置く。東京証券取引所第一部上場。災害

対策基本法における指定公共機関に指定されている。

1970年、岡田屋、フタギ、シロのローカ）レ企業 3社の提携をもとに「ジャスコ株式会社」が誕生。当

時、全従業員を対象に新社名を公募した結果、「日本ユナイテッド・ストアーズ株式会社 (Japanじnited

Stores Company、略して JUSCO)」が選ばれ、その通称の「ジャスコ」が社名となる。 2001年 8月 21日

「ジャスコ株式会社」は、「イオン株式会社」へと社名を変更。そして 2008年 8月 21日、イオンは「イ

オン株式会社」を中核とした純粋持株会社体制に移行し、「イオン株式会社」の小売事業等は「イオン

リテー］レ株式会社」に承継した。

3. イオンの基本理念

イオン (!EON) とは、ラテン語で「永遠」を表す。

イオンの理念の中心は「お客さま」：イオンは、お客さまへの貢献を永遠の使命とし、最もお客さま志

向に徹する企業集団である。

「平和」イオンは、事業の繁栄を通じて、平和を追求し続ける企業集団です。

「人間」イオンは、人間を尊重し、人間的なつながりを重視する企業集団です。

「地域」イオンは、地域のくらしに根ざし、地域社会に貢献し続ける企業集団です。

4. イオンの戦略

イオンは、 2020年以降の環境変化を見据え、将来にわたる持続的な成長を実現すべく、「イオング）レー

プ中期経営計画 (2017年度 ~2019年度）」を策定した。中期経営計画は、 2025年に目指す姿へ向けて
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の第 1段階として位置づけ、 「既存事業の収益構造改革の完遂」と「新たな成長に向けたグループ構造

改革」の2つを軸とし、グループ全体の事業構造を大きく進化させ、裔い収益を実現できる体質へと変

革させていく。

5. まとめ

中期経営計画はイオンの将来に大きく関わる戦略であり、グループ全体と主にイオンリテール、ダイ

エーを中心に今後も新しい企画をしていくと思う 。何よりイオンは顧客のこと を第一に考えているから

こそ、顧客のニーズに柔軟に応えられ、環境が変化しても対応しきれる力があると考える。 このことを

「適応力があるj というのだと自分は考えた。

参考文献

AEON Report 2017 イオン株式会社発行

進化し続ける PB"低価格”から” 味 ・品質 ・価値”重視へ

ソフ トプレーン ・フィールド株式会社 発行

岡田卓也の十章ーイオンの基本 岡田卓也（著）

消費者における PB商品の 2つのメリットおよび 2つのデメリットをまとめみた。

【PB商品の商品化実績あり 】 I食彩 life https://shokusai-life. com/pbfood-for-consumer/ 

イオンホームページ http:/ hvww. aeon. info/ 
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はじめに

日本の家電量販店は秋葉原や日本橋の電気街

を発祥とする電気屋やオーディオ店が大型化し、

チェーン展開していったのが始まりであるとさ

れている。本論文では、家電量販店のヤマダ電機

を取り上げ、急成長のためにどのような戦略をと

ってきたのか、店舗戦略に焦点を当てて述べる。

1. ヤマダ電機

1.1ヤマダ電機とは

ヤマダ電機は、日本の家電量販店チェーンで、

日本の家電量販最大手である。ヤマダ電機は 2000

年までに北関東に多数店舗を進出させ、国内家電

最大手の地位を確立した。

1.2ヤマダ電機のポジショニング

ヤマダ電機は、 20 1 8年現在、家電量販業界

において圧倒的なナンバーワン企業となってい

る。今日では充実した商品の品ぞろえとサービス

カの高さが特徴で、すっかり消費者に受け入れら

れたと言える。

1.3経営理念と成長の仕組みづくり

ヤマダ電機の経営理念は 「創造 と挑戦、感謝と

信頼」である。ヤマダ電機が急成長 した大きな要

因の一つは、「マネジメントがしっかりした企業」

であるからといえる。新しい事業や商品に挑戦す

ることもヤマダ電機の特徴でもある。

1.4ヤマダ電機のマネ ジメン ト、 6つのポイント

ヤマダ電機のマネジメントには独目性があり、

革新的であり、 6つの革新的なポイントがある。

なかでも PCDAのマネジメント・サイクルは注目

すべき点である。

1.5顧客向けの ITシステム

ヤマダ電機の ITシステムは顧客視点のシステ

ムであり、顧客サービスにも多く活用されている。

代表的なものとして、ポイントサービス、ケイタ

イde安心、全国無料配送、ヤマダモール、修理品

検索サービスといったものがある。

2. 急成長を遂げたヤマダ電機の店舗戦略

2.1ヤマダ電機のオペレーション

ヤマダ電機のオペレーションの特徴は、チェー

ンストアの原理原則である標準化とマニュアル

化をしっかり行っていることである。また、店舗

の規模の標準化もできている。

2.2ビルド＆スクラップ戦略

ヤマダ電機が既存店を安定して成長させるこ

とができたのは、ビルド＆スクラップ戦略が関係

している。この戦略を積極的に行うことによって、

店舗の標準化が他企業より早くできている。

2.3既存店改装の戦略

ヤマダ電機はどの店も 1年から 2年に 1回程

度は改装している。ヤマダ電機は時代に即応する

ために、積極的に店舗改装を行ってきた。既存店

活性化の効果は、 2002年から 2005年までの 1店

舗当たりの売上にも表れている。

2.4販売効率の良い商圏で 1番店となる

ヤマダ電機は、ただ数多く出店するのではなく、

「限られた優良市場に素早 く出店し 1番店とな

る」 という戦略で、独走を確固たるものにした。

ヤマダ電機の場合、売り場面積 3000~500

0 nfクラスの店舗では、斤倒的な地域 1番店とな

っている。
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2.5ヤマダ電機テックランド東京本店

ヤマダ電機テックランドは、接客に力を入れて

おり、都市型家電量販店に負けない専門知識と、

郊外型店舗の良さである車顧客に対するスピー

ディな対応に力を入れている。

2.6 「買いまわし」が生む相乗効果

近くの量販店間を往復し、値引き交渉に精を出

す「買い回り」が、いまや常態化している。池袋

は、その典型地区で、ヤマダ電機と池袋を本拠地

とするビックカメラの間では、熾烈な価格競争が

引き起こされている。

2.7引っ越し大作戦

「日本総本店」のオープンは、ヤマダ電機にと

って、全社をあげた一大プロジェクトである。そ

の立ち上げは、それまでヤマダ電機の都市型点の

代表格だった。「LABI池袋」からの、いわば“引っ

越し大作戦"であった。

2.8ポイント制度

ヤマダ電機は、本にもポイントがつくので、お

得に購入することができる。そのポイントを日用

品や化粧品などに使えることは、消費者にとって

メリットである。ヤマダ電機側にも日用品を扱う

メリットがある。

2.9 1階フロアでのテレビ販売

「日本総本店」の場合、モバイル系を販売する

のは 2階フロアである。 1階フロアは、テレビ売

り場になっている。 1階フロアには、約 30 0台

のテレビがずらりと並んでおり、日本最大のテレ

ビ売り場である。

3. ヤマダ電機の海外店舗展開

3.1溶陽へ日本の「仕組み」の持ち込み

2010年 12月10日、中国遼寧省溶陽市の繁華

街の「中街」の一角に「ヤマダ電機渚陽店（以下」

が誕生した。国内シェアを伸ばしに伸ばしたヤマ

ダ電機は、持続的成長を目指す以上、国内市場に

とどまっていけない。

3.2中国市場においてのターゲット

中国市場において、ヤマダ電機がターゲットと

するのは富裕層である 。ターゲット層の人口は、

大幅に増える可能性が期待される。

3.3中国量販店のデメリット

中国式量販店は、日本式量販店と大きく異なる。

日本式量販店が、店舗全体を運営しているのに対

し、中国式量販店は、メーカーにブースを貸し出

して営業している。

3.4溶陽店の品ぞろえ展開

「溶陽店」の品ぞろえにおいて、キーワードと

なるのは“松竹梅”である。“松竹梅”とは、ヤマダ

電機の社内用語で、商品の価格帯によるグレード

を指す。

おわりに

ヤマダ電機は常に業界の動きを先読みし、新し

い戦略をとることで業界初の売上高 1兆円を達

成した。海外展開においても、ヤマダ電機は、高

度なマネジメントを携え、グローバル展開を開始

している。ヤマダ電機がこれから先も他社を圧倒

してナンバーワンになれるのか、独走状態を守り

抜くために今後どういった戦略や動きをとるの

か、注目していきたい。

参考文献

・得平司「図解入門業界研究 最新家電量販業

界の動向とカラクリがよ～くわかる本」

第 1版第 1刷株式会社秀和システム 2010年．

・得平司「ヤマダ電機の PCDA経営」第 1版第

1刷 日本経済新聞出版社 2012年．

・片山修「だから ヤマダ電機で買いたくなる」

初版株式会社潮出版社 2011年．

・中嶋嘉孝「家電流通の構造変化ーメーカーから

家電量販店へのパワーシフトー」

第 1版第 1刷専修大学出版局 2008年．

・転職とキャリアアップ「家電量販店業界の今後

の動向・年収・大手企業の調査・比較」

<https://kuriyaso.net/job/research/kaden2014/# 

i>. 

・家電量販店比較ナビ「家電量販店の比較、特徴

とはJ

<http://www.home-electronics-store.com/>. 

・業界動向 SEARCH.COM「家電量販店業 界 売

上高ランキング」<https://gyokai-search.com/4-

kaden-ryohan-uriage.htm>. 
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1 はじめに

「コンビニエンスストア」は利便性を追求し続ける小型のスーパーマーケ ットである。 コンビニエ

ンスストアは基本的に住宅地や駅前通り 、主要道路沿いに建てられる ことが多い傾向にある。経営

形態にはフランチャイズチェーンを採用している。その中でも加盟店と直営店の 2種類に分類され

る。

2 フランチャイズとは

フランチャイズとは「フランチャイズに加盟する人がフランチャイズ本部からお店の看板と確立され

たサービスや商品を使う権利をもらうことができる。その対価をフランチャイズ本部に支払う仕組みで

ある。

2.1 フランチャイ ズの始まり

フランチャイズが誕生したのは 1850年頃のアメリカである。きっかけはある ミシンメ ーカーが販売

権を小売店に付与し、販売割合に対して対価を撤収し始めたのである。日本では、 1960年代に『不二

家』『ダスキン』が最初に本格的なフランチャイズ経営を導入したと言われている。

2.2 フランチャイズチェーン

加盟店

オーナーがいて、従業員もオーナーが全て扉用して管理している。実際の業務には常にオーナーが行

っていて、店舗設計や運営、商品の材料や仕入れの管理などの業務を している。

直営店

直営店とは本部企業が直接投資をして、 社員を店舗に出勤させて店舗の経営 と運営を行うことである。

3 セプン銀行の誕生

2001年、セブンイレプンの利便性を最も高めたと 言っていいサービスが始まった。アイ ワンクを設

立し(2005年にセブン銀行に社名変更）、セプンイレブンやイトー ヨーカト‘ーな どでサービス を開始した。

4 セプンイレブンの歴史

セプンイレプンの発祥は、 1927年のアメリカのテキサス小卜1にあるオーククリフという小さな街であ

るC
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5 セプンイレブンが行っているサービス

① 宅配サービス

セブンイレプンではヤマ ト運輸と連携して宅配サービスを提供している。宅配サー ビスとは商品を発

送したいときにヤマト運輸まで行かず、代わりにセプンイレブンで支払いを行うことができる。

② 収納代行サービス

公共料金の収納代理業務では電気料金、ガス料金、電話料金、水道料金、 クレジット、 通信販売、保

険料金、セブン ミールサービス、 NHK(受信料）、 国民年金保険料のお支払いができる。

③ 電子マネーnanacoカード

電子マネーの nanacoカードとは現金をカードに入金し、入金した金額までお買い物ができるお支払

いサービスである。商品を買うたびにポイントが貯まっていく 仕組みとなっており 、貯まったポイント

も電子マネーに交換するこ とでお買い物をするこ とができるカードである。ご利用方法は 1000円単位

で上限 50,000円まで入金することができる制度である。

6.1 ドミナント戦略

ドミナント戦略とはチェーンス トアが一つの地域に集中して出店する戦略である。「ドミナント

(dominant) Jとは「優勢である」「支配的な」という意味を指す。

6.2 差別化戦略

セブンイレプンが行っている差別化戦略はプライベート・ブランドである。セプンイレブンは 1店舗

あたりの売上高が他のコンビニエンスストアよりも高いと言われている。

7 おわりに

今回セプンイレプンについての戦略を調べた結果、ドミナント戦略が非常に大きい要囚であるという

ことがわかる。その他にも差別化戦略でプライベート・プランドについてさ らに知識が深まってきた。

当初の目的であった研究目的を振り返ってみると少しでも小売業、ならびにコンビニエンスストアとい

う存在を詳しく知れた研究結果であったと考えている。

参考 URL

next global jungle 

http ://www.nextglobaljungle.com/2008/09/p b.p hp 

フラ ンチャイズ比較

https://www.fc-hikaku.net/franchises/2129 

フランチャイズの窓口

https://www.fc・mado.com/useful/strategic・dominance/ 
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1. はじめに

私は普段、家族でスーパーマーケットに行っている。昔からよく行っていたスーパーマーケットも

どんどん進化していき。設備や機材が月日の経過でどんどん変わっていく様子をよく覚えている。

昔はスーパーマーケットの従業員はたくさんいて、買い物客だけでなく従業員もいることでとても

賑わっていたが、最近では、商品ば情報管理され、レジも自動化されていることにより従業員の数

は最低限まで減っているので、売場で商品管理をしている従業員を数人見るくらいである。

昔に比べ、少子高齢化が進むことで、スーパーマーケットを利用する客層も変わっている。

今と昔を比べてスーパーマーケットがどれくらい進化しているか、買い物客を増やすためにどうい

った取り組みをしているのか気になったので、このテーマを選んだ。

2. 総合スーパーとは

総合スーパーとは、食料品や日用品、衣料品に家具家電といった様々な商品を 1つの店舗で取り扱

っている、小売の中の 1つの業態のことである。複数のテナントが入っているショッピングセンタ

ーとは異なり、業界用語ではゼネラル・マーチャンダイズ・ストアやビッグストアと呼ばれている。

代表的な企業として、ダイエー、イトーヨーカ堂、ジャスコ、西友、ユニーなどが挙げられる。

3. 日本小売業の歴史

日本の小売業が飛躍的に発展したのは第二次世界大戦後のことである。それまでは、業態と呼べるも

のは百貨店しかなかった。株式会社三越呉服店が 1904年に日本初の百貨店をオープンした。高所得

者と中所得者の一部を顧客としていた百貨店は商店街での買い物が日常的であった一般市民にとっ

て縁のない存在だったが、戦後の不景気により百貨店は一般市民も顧客として受け入れるようになっ

た。

1950年代に入ってからは、朝鮮特需によって、日本の経済が拡大するなかで日本にもようやくスー

パーマーケットが誕生した。 1953年に株式会社紀ノ国屋が日本初のセルフサービスを導入したスー

パーマーケットを誕生させた。対面販売を基本としていた日本において、スーパーマーケットはセル

フサービスを普及させるのに一役買った。
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4. POSシステムについて

POSシステムとは、 POSレジなどと呼ばれている。POSシステムは単なる計算をする計算機のよ

うなものではなく、 売上を単商品で集計し、その集計結果に基づいて売上げや在庫を管理したり分

析を行ったりするシステムである。

5. スーパーマーケットが導入しているセルフ精算レジ・セルフレジ

セルフレジとは、商品のスキャンを店舗側のチェ ッカーが行い、会計作業を買い物客自身で行うシ

ステムのことである。 一方、セルレジとは、商品のスキャン・会計作業を全て買い物客自身が行う

システムのことである。

6. まとめ

スーパーマーケットという業態はアメリカで生まれ、セルフサービスの導入により商品を安く提供

でき、従業員の仕事も減ることにより、生産性を大きく向上することができた。

現代の日本では少子高齢化と情報化社会が進み、スーパーマーケットを利用する客層が変わってき

たり、コンビニエンスストアやネットスーパーの浸透によって、スーパーマーケットを利用する客

は減少傾向にある。こうした現代社会でスーパーマーケットが生き残るためにどのような対策を行

っていくのかが課題になっている。
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1. はじめに

私たちがHごろから利用しているスーパーマーケットは、起源からどのような過程で日本に伝わ

り、そしてどのような発展を遂げ、どこに行きつくのか。現在ではなくてはならないものとなった

スーパーマーケット。その数は増え、私の住む広島市だけで同じ系列のスーパーマーケットが 43

店舗にも及ぶ。なぜここまで発展することになったのか、まずスーパーマーケットの起源、また各

企業がこのとてつもなく多いスーパーマーケット業界を生き残ってきた戦略、そこから本論では、

私の住む広島県、中国地方に強く根差した 「ゆめタウン」について考察していく。

2. 日本でのスーパーマーケットの歴史

どのようにして日本にスーパーマーケットという小売業態が伝わり、定着し、発展していったの

か、その歴史を振り返る。

日本に「スーパーマーケット」という 言葉が伝わったのは、 1952年に京都電気鉄道株式会社が

旧京都駅構内に開店した 「京都スーパーマーケット」である。またセルフサービス方式で商品を選

び、レジでまとめて清算するといった現在にも通ずる方式を導入したのが、 1953年に開店した

「紀ノ国屋」である。「紀ノ国屋」誕生の三年後である 1956年福岡県北九州市の小倉に開店した

「丸和フードセンター」が誕生する。 1990年代後半になると、タバコ・酒類などの取り扱い、長

時間営業などが進んでいく。

3. ゆめタウン

ゆめタウンの前身であるイズミの開店から、最初のゆめタウンである岡山県高梁市でオープンか

ら現在の店舗展開までの歴史を見ていく。ゆめタウン一号店が開店し、既存店の改装、増床し看板

の掛け替えから九州へ出店後着実と活躍の場を広げてゆく。

ゆめタウンの前身イズミ時代から会長が戦略として掲げていたのは地域に根差した地域一番店主

義、そして企業は人である。ゆめタウンのドミナント戦略などのあらゆる戦略に注目して考察して

しヽ きたい。
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1. はじめに

今日では、ネットショッピングでお店よりも安

く買えるようなところもあれば、 CMなどで視聴

者へ魅力を伝える宣伝広告など、日常には不可欠

な家電機器がいろんなところで販売されている

ところを見かける。その中で、全国多数どこにで

も身近な存在である家電籠販店は店舗同士の競

争が激しく、特に家電最販業界の場合は、どのお

店にもほぼ同じ商品を取り扱っているのに、店舗

それぞれの商売の違い、地域別の戦略、お店のサ

ービスなどの違いや差別化に興味を持った。

この研究を通して、家電量販店が競争で生き残

っていくための家電量販業界それぞれのお店の

仕組みや強みを 自分で調べて、少しでも業界につ

いて詳しく知れるいい機会になると思った。

2家電量販店とは

主にテレビ受像機、 パソコ ン、オーディオ機器

などの家電製品を多く仕入れて安く売ることを

基本路線とする大型小売店である。

基本的には、蝠広い分野の家電製品を展示・販

売しており、競合他社との販売競争のため、他店

と比較して一円でも安い売値を客に提示するこ

とである。

日本の家電市場は、 1年で大きな商戦が 3回ほ

どあり、また家電製品の買い替え・モデルチェン

ジも多くあるため、日本の消費者は新しい商品を

好む傾向があり、メーカーも消費者の喜ぶ新製品

を出すことによって売り上げを伸ばそうとして、

新製品開発競争が発生する。メーカーが新製品を

出すことによって家電量販企業の店頭がにぎわ

い、多く集客することが出来るため、旧製品処分

の意識が強くなり、少ない在庫で商売を行うこと

で、商品在庫の高回転の経営が出来る。

3家 電量販店の戦略

家電量販店は、条件の良い立地を好んでお店を

構えるところが多い。多くの来客を見込むため郊

外型や都市型、ターミナル前など顧客が来店しや

すい場所を好んでいる。さらに、多くの顧客に商

品を買っていただきたいために、様々なジャンル

の商品を店頭に並べることが最近の主流になっ

てきたのである。

郊外型店舗では、家電贔販店の店舗は、 1000坪

-----1500坪程度が定番になってきている。800坪程

度で一定の品揃えが可能であること、ローコスト

で店舗づくりをすることによって出店投資を抑

えて全国展開を可能としたこと、ワンフロアが大

きいため忙しい売り場にはほかの売り場からの

人員の移動が可能という特徴がある。

都市型店舗おもにターミナル型店舗では、 5000

坪以上のフルライン型、 2000-----3000坪の品ぞろ

え型、 2000坪以下の専門店型が存在する。その広

い売り場面積を利用し、郊外型店舗は売れ筋商品

にシフトしているのに対して、都市型店舗はすべ

てのアイテムをそろえるようにしてあるため、顧

客からの安心感を与えられることが出来る。

家電量販企業には、仕入れ値を割って赤字でも

販売する商品があり、台数制限がある商品は、そ

の多くが赤字の商品である。家電量販企業は、顧

客の人気をとても気にするため、顧客からの人気

を得るために、チラシに目玉商品を掲載する。
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家電量販店で家電を売るには、人のサービスカ

も顧客の信頼感を与えられるように接客にも力

を注いでいるのである。売り上げの中には接客を

しつかりしないと売り上げを作れない商品がた

くさんあるため、接客には、基本マナー、接客基

本知識、商品説明、商品知識、配送、据え付け知

識といった知識と、具体的な接客行動がある。

接客力の強化とともに、公的資格制度と社内資格

制度というのを取り入れ、日本人は、資格を持っ

た販売員から接客を受けると安心し、満足度も高

くなる傾向が見受けられるため、社員のレベルア

ップに取り組んでいる企業も多数ある。

新聞の折り込み広告でよく見かけるチラシも

家電量販業界としての売り込み戦略であり、日本

で一番チラシを配布しているのはスーパーマー

ケットと家電量販業界であると言われている。

家電製品の多くは、壊れてから購入する顧客が

多く、チラシは直接有効というわけではありませ

んが、壊れた時に選ばれるのは、チラシをよく配

布している店舗と言われているのである。家電製

品を購入するときも、チラシを見て価格をチェッ

クして来店する傾向も多い。

4今後の発展へ

これまでの家電量販業界の発展として、人が集

まりやすい場所に大きく店を構え、気軽に立ち寄

れるようにすること、人を呼び込むために宣伝広

告を使って、接客応対などを各企業は取り組んで

きたのである。さらに、商品にもこだわり家電製

品以外の商品を取り入れることで別の用途で来

店される顧客や他企業の格差をつけるためにい

ろんなことに取り組んできたのである。

しかし、近年、家電量販店は形を大きく変化し

て「脱家電」と言われる時代へ入っている。家電

製品以外のジャンルも当たり前のように取り入

れている家電量販店だから家電製品を買うため

にお店を訪れるよりもそれ以外の買い物で顧客

が来店するのも珍しいものではない。

これからは、人工知能をもった AIが来店した

顧客を接客することや日本の家電技術の発展に

よって、家電量販店の雰囲気も変化し、今とは全

く違う家電量販店としての形が存在するはずだ

ろう 。

5. 最後に

世界ではあまり見ない日本独特の家電量販店

として歩んできたが、これからの進展も気になる

ところではある。

これからの新製品に今までにない形が存在す

るようになり、商品を買い替える目的、買う目的

があるため、顧客は家電量販店に行くということ

が多いが、これからは目的がなくても家電量販店

に立ち寄ってみる考えをするべきである。欲しい

商品があるからではなく、家電量販店に行ったか

らこそ時代とともに進歩していく家電製品の技

術を知ってもらい、新しい魅力をその場で感じ取

ってもらいたい。
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はじめに

イオンは全国に店舗を構え、我々の生活に必要な商品を販売している。

現在の小売業の中で、年間の売上高が一位であるイオンはその影響力は非常に大きい。

小売業は地域との関わり合いが強く、お客様から認知されることで利益が大きく変動する

ため、社会貢献などで地域住人と交流を持つ必要がある。

本文では、イオンが抱える問題からこれからの地域貢献について動向を分析し考察する。

1章 イオンの背景

イオンは国内で屈指のデベロッパー事業により地域にとって魅力のある店舗を開業するこ

と日本屈指の規模をほこる店舗を数多く展開しております。また、 GMS事業、スーパー

マーケ ット、医薬品、 ドラック・ファーマシー事業、金融事業、サービス事業などの幅広

い事業を展開が強みです。

イオンに限らず小売業界では時代の変化にともなう業績の変化や情報技術と流通技術の発

展によるネット販売の拡大も小売業の業績に影響を与えており、イオンが毎年発表してい

る決算資料を基に分析を行い利益率が低い傾向にあると予想いたしました。

この章では、イオンと小売業の現状を分析し、決算資料から抱えている問題について考察

していく。

2章 イオンが行う社会貢献と影響

イオンは基本理念とサステナビリティ 基本方針を掲げており、お客様を第一に考え地域の

貢献を最も考えている。社会貢献として環境面と社会面のおいて様々な活動に資金を投じ

ている。社会貢献活動で地域での住人とのコミュニケーションをはかり、自治体との協力

で地域からのニーズを獲得している。しかし、社会貢献の多くが支出額を使う活動が多く

CSRを中心に社会貢献を行っている。イオンが利益率を上昇させるためには現状では社会

貢献に より支出の消耗が多い状態では問題解決には遠い。
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この章ではイオンが行う環境面での活動と社会面での活動をそれぞれ説明する 。

3章社会貢献の取り組み方

経営戦略には CSRとCSVの考え方が存在する。「企業の社会的責任」と呼ばれ企業が利益

を得る活動以外に自主的に社会に貢献する責任を果たそうとする CSRの考え方と、「共通

価値の創造」と呼ばれ社会的責任ではなく、本業を行う中で社会貢献を果たそうとする CSV

の考え方の二つが存在する。

利益率の低い企業が CSRを行い続けても利益を向上することが出来ず、社会貢献の支出額

が減少した結果、活動のクオリティーが低下することが予想できます。今後、利益の追求と

共に積極的な社会貢献に取り組むために、 CSVが注目される機会が増加すると予想しまし

た。実際に日本では実践している企業は少ないですが、海外では CSVの方が積極的な企業

が多く、日本と違い CSVによって競争優位を築こうとする考え方が強い傾向にあります。

社会貢献と同時に大ぎな利益を得る効率的な考えかたで日本での CSVに対する認識が広

まると考える。

この章では CSRとCSVの説明と社会貢献の事例を日本と海外でそれぞれ述べていく。

結論

イオンのかかえる問題を解決するためには CSRの活動だけではなく、 CSVの活動も積極

的に行う事が有効な手段である。これからイオ ンはCSVの活動が積極的に増え、この考

え方が小売業界に少なからず影響を与えると考える。
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24 .電子教材の作成

1. はじめに

loT、ビッグデータ、人口知能の発展をはじめ、近年の ICTの進歩は目覚ましいものがある。 電子教

材もまた、進歩し続けている 1つのコンテンツである。本テーマでは、この電子教材が持つ特徴を洗

い出し、利点・欠点を明 らかにする。また、見つかった欠点を解決するためには、どのような方策を

取るべきかを考察していく。そして、これらの研究結果の総綿めとして自 ら電子教材を作成すること

で、電子教材への理解をさらに深める事を H標とする。

2. 電子教材

電子教材とは、 電子機器や情報端末向けの教材のうち、編集移動、追加、削除などの基本機能を備

えるものである。主に指導者用電子教材と、 学習者用電子教材に大別される。ここで、学習者用の電

子教材は、双方向性のある授業が展開されるものが求められる。この電子教材を利用した学習方法

を、 eラーニングと呼ぶ。 [1][2] 

2.1電子教材の利点

電子教材の利点は、従来の教科書が果たしていた役割を電子的に実現できる事にある。これによ

り、ペーパーレスによる資源の節約を図ることができるほか、内容の誤植への修正が容易になり、 再

配布の手間も省くことができる。各個人の授業への理解度を管理でき、能力に合わせて学習を進めら

れることも見逃せない点である。

2.2. 電子教材の欠点

電子教材は様々な利点を有することが分かったが、同時に欠点を指摘する声も挙がっている。時間

や費用などのコスト面である。ビデオ教材などはその性質上、非対話型となるため、 学習者側からの

質問などが行えず、 高い学習効果を望めなくなる可能性がある。また、授業に起用するには教科書同

様、人数分のタブレットが必要になるため、これも解決しなければならない課題となってくる。

機器についてのインフラ整備と、プラットホームやビューアの標準化も必須となる。生徒や指導者

が、各電子教材の教科やデジタル機器の仕様の違いによって混乱が生じる可能性があるためである。

2.2.1解決するには

電子教材を推進させる政策を行うのはもちろん、やはり教える側の理解度が大切となる。教師側の

電子教材マニュアルを策定させるのが良いであろう。費用については、紙媒体を基本にした著作権法

を一部改正するとともに掲載補償金制度の適当を検討し、国からの援助を受けることが現実的な案

として考えられる。これも、法制度やその範囲、 予算の問題などを前提として、どこまでデジタル化

できるのか・どれほど実現性があるかなどについて具体的な検討が課題となり、 国の理解を得る事が

必要となってくる。

2.3.1.VRの教育活用

VRの最大の特徴は、仮想空間の中で現実のような疑似体験ができる点である。国内ではまだまだ発

展途上であるが、海外では VRを利用した教育についての事例が続々と誕生している。日本での VRの

普及• 発展に期待していきたい。
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2.3.2. 障害のある児童生徒への電子教材実現

通常学級に通っているような、あまり障害としての認識がされていない潜在的な学習障害者について

も学習環境を整えていきたい。電子教材だけではなく ICT技術の全てを活用することで、高い学習効果

を実現でき、将来的には日常生活の支援や、通常の学習者と遜色無いような環境を作り上げることが期

待できる。 [4]

3制作した電子教材

情報系の学校に入学したのだから授業で学んだことを活かしたいという思いと、また自らの知識の総

浚いをしたいこともあって、 Javaの基礎的な知識についての教材を作成した。 [3]

3.1. 開発環境・動作環境

開発 OS: Windows7 Professional 

開発ツール： Adobe Dreamweaver CC 2018 

動作確認： Adobe Dreamweaver CC 2018、GoogleChrome、InternetExplorer 

未確認ではあるが、 Windows2000、WindowsXP、Windows2003なども動作すると思われる。

4考察

4.1作成した電子教材の良かった点・ 反省点

作成者の立場になって気づいたのは、作成が誰でもできるという点である。紙の教科書は少なくと

も印刷機が必要となってくるが、電子教材はその特性上、パソコン一つでも作ることが可能なのであ

る。代わりとして教科書の内容についての知識の他、 HTMLなどプログラミングについての知識も求

められるものの、今ではソフトを使って視覚的に制作することもできる。うまく活用すれば、前述の

通り、誰でも制作ができるようになるだろう。

反省点としては、実現したかった機能を実装しきれなかったという部分が多い。次の機会ではコン

テンツを充実させるほか、索引機能や学習した知識を活かせる練習問題、そしてその練習問題の正

解・不正解の履歴から、不正解の問題をピックアップして復習できる機能などを追加していきたい。

5. おわりに

電子教材による学習を継続的に行うには、個人のモチベーションを高く保持し続けることが大切で

ある。本人の学習の意思が大前提ではあるが、教材の中にも、典味や関心を惹きつけたりすることで

モチベーションを維持できるようなコンテンツを用意しておきたい。

今後、さらに技術が発展すると、 AI(人工知能）やロボットに現在人間が行っている労働の約半分が置

き換わるという予測がされている。こうした場合、 AIやロボットにはできないことに価値が生まれて

くる。従来の対面授業も視野に入れ、効果の高い学習法を選ぶことによって効率的に情報を活用し、

創造的なスキルを養うことができる。裔度になってゆく情報化社会では、溢れる情報から取捨選択し

ていくことが必要とされる。[5]

参考文献 ・URL

[l]eラーニングとは http://satt.ip/dev/e・learning.htm,2018.7. 

[2]eラーニングの歴史 htts://www.di ital・knowled e.co.・/el・knowled e/el・histor , 2018.7. 

[3]田村仁： Java入門 htt://www3.nit.ac. ・/~tamura「ava/ob・ect.html,2018.9. 

[4]文部科学省ホームペ一ヽ1/http://www.mext.go.1p/, 2018.7. 

[5]日本の人事部 TOPeラーニング https://iiniibu.ip/fe learning/, 2018.7. 
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 齋藤　健司

白井　誠也
1 5 7 0 0 6 4

25 .遺伝的アルゴリズムの応用

l章はじめに

遺伝的アルゴリ ズムとは、進化型計算手法の

一つである。進化型計算手法とは、生物の進化

のメカニズムをまねてデータ構造を変形、合

成、選択する手法である。どういうものかとい

うと、たとえば、世界初の飛行機であるライト

フライヤー号の設計は過去の気球やグライダー

などの有人飛行を可能とする乗り物から、変

形、合成、取捨選択をもとにライト兄弟が設計

した。これは、生物遺伝子の突然変異、交差、

選択洵汰に当てはめることができる。

1-1. 遺伝的アルゴリズムについて

遺伝的アルゴリズムは、進化的アルゴリズム

の 1分野である。進化的アルゴリズムは自然淘

汰、生殖、突然変異、遺伝子組み換えなどの観

点から着想を得たものであり、進化論的計算な

どとも呼ばれている。遺伝的アルゴリズムと

は、進化的アルゴリズムの中で最も一般的な手

法・問題の買いを探索するにあたって数値の列

を使用するものである。

1-2. 巡回セールスマン問題とは

巡回セールスマン問題とは、 NP問題の一つで

ある。都市（周る地点）の集合と 2都市間の移

動コスト（距離といった）が与えられたとき、

すべての都市をちょうど一度ずつ巡り出発地に

戻る巡回路のそう移動コストが最小のものを求

める、組み合わせ最適化問題が巡回セールスマ

ン問題である。これは、日常生活でも度々起き

る問題であり、その数は都市が多くなればなる

ほど大きくなる、たとえば 5つの場合は

0(5!/10)=12通りで済むが、7つの場合は

0(7!/14)=360通りと、その数は爆発的に増え

る。その膨大な計算を可能にするものが、遺伝

的アルゴリズムである。

2章 遺伝的アルゴリズムの利用

2-1. 遺伝的アルゴリズムの計算

遺伝的アルゴリズムの概要は、基本的には 6つ

の工程で再現することができる。

① スタート： n個の染色体のラ ンダムな集合を

生成する。

② 適合度：個体群内のすべての染色体 X の適合

度 f(x)を評価する。

③ 新しい個体群：新しい個体群が完成するまで、

次のステップを繰り返し、新しい個体群を創

り出す。

③①選択 ：適合度により個体群の中から両親

となる 2つの染色体（個体の遺伝子の集まり）

を選び出す（よい適合度になるにつれ、選ば

れるチャンスは広がる）。

③②交叉：交叉確立に従って、新しい子孫（子

供）を創り出す親を交叉させます。もし交叉

が行われない場合には、親がそっくりコピー

される。

③③突然変異：突然変異確立に従って、新し

い子孫のすべての一（染色体上の位置）に対

して、突然変異を行う。

④ 置き換え：アルゴリズムの次の実行のために、

新しく生成された個体群を使う

⑤ テスト：最終条件が満足したら、終了します、

そして現在の個体群の最良の解を返す。

⑥ ループ：②に戻る。
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上の手順を見ての通り遺伝的アルゴリズムは、

とても簡単に作ることがでる。

2-2交叉と突然変異

交叉は生物が交配によって子孫を残す行為を

モデル化したものであり、個体の遺伝子情報の

一部を人れ替える操作のことである。この操作

によって解の正確性だけでなく、計算量などと

いった要素に影響を与えるため、遺伝的アルゴ

リズムの要といってもよいものである。

それに加え、偶然早い段階での収束を回避す

るため、突然変異を行う。これは文字通り生物

でみられる遺伝子の突然変異を模したものであ

り、個体の遺伝子の一部を一定確率で変化させ

ることで、単純に探索の回数を増やし、特定の

遺伝子の爆発的増加を防ぐことができる。

2-3選択の方式

では、どのようにして交叉する親を選択する

かというと、これにもいくつか方式がある。そ

の中で最も採用されるものがエリート方式であ

る。これは適合度の高い個体のいくつかを、そ

のまま次の世代に残すという手法である。さら

に、集団の中から個体をあるトーナメントサイ

ズ（個対数）だけランダムに選び出し、その中

で最も適合度の高いものを選択するトーナメン

ト選択方式と呼ばれるものを組み合わせて用い

られている。このようにいくつかの方式を組み

合わせて用いるものが最も効率が良い。

2・4. エンコード方式の選択

染色体をコーディングする方式は、 0と1のビ

ット表記で行うバイナリデータでコーディング

した場合であるバイナリエンコーディングもあ

るが今回の巡回セールスマン問題では、順列を

重視する順列コーディングが最も適切である。

3章巡回セールスマン間題での利用

3-1. 基本的な利用

基本的には、巡回セールスマン問題での遺伝

的アルゴリズムは以下の情報を決めたのち、前

述した遺伝的アルゴリズムの計算で行われる。

①遺伝子長：この場合は都市の数。

②集団サイズ：各世代のサンプル数。

③交叉時の親のペア数： 2つの都市のペアの数。

④交叉方法：交叉する方式。

⑤突然変異の方法と変異率：どのように変異させ

るか、どの割合で突然変異させるか。

⑥選択方法：基本はルーレット選択だが、上位個

体は通常、エリート選択を適用する。

3・2実際の動き

どのようにして、巡回セールスマン問題を解く

のかは、実際にアプリケーションを通して観察す

る方法が最適であり、これはフリーウェアなどを

用いることで簡単に行える。

4章おわりに

4-1. おわりに

遺伝的アルゴリズムはいまだに発展中であ

り、現在さまざまの企業や研究機関が日々研究

している。このアルゴリズムは、交叉の方法や

突然変異や選択方法の変化で大きく効率が変わ

るものであるため、今後新たな方法が加わるこ

とでさらに多くの計算を行えるようになる。そ

うなれば、巡回セールスマン問題の計算がより

速くなり、ナビゲーションシステムとりいれる

など、実用化もあり得る。

参考文献

• [1]遺伝子アルゴリズムとは？～難問を解く鍵
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システム情報学科
札幌教育センター
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画像認識技術と AI 監視カメラ

26 .深層学習を用いたシステムの考察

1. はじめに

近年、あらゆる分野で深層学習が注目を集めている。深層学習が注目をあつめるのは、「人工知能」や

「自動運転」といった最新テクノロジーや、既存のビジネスのデータ活用に、決して欠かせない仕組み

だからである。この論文では機械学習の手法の一種である深層学習を用いた画像認識技術についていく

つかの応用事例を調査し、従来のシステムとの比較、将来どのように発展していくかを論じる。

2. 深層学習とは [1][2] [3] 

深層学習とは、機械学習の一種ですが、それまでの機械学習とは異なる面がある。深層学習では、大

量のデータから「どこに注目するべきか」を人間なしで判断できるようになり、それまでは人間が行っ

ていた多くの作業を自動で行うことができるようになった。人間には判断できないような細かな特徴ま

で発見することも可能である。深層学習は人工知能に活用されており、深層学習によって今までは処理

の難しかったデータにも機械学習技術が活用できるようになり、ビジネスでの活躍がますます進んでい

る。

3. 画像認識技術の応用事例 [3]

現在、従来の技術では非常に難しいとされている画像認識技術が飛躍的に向上し、顔認識の精度が人間

の認識能力をこえるなど、これまでには考えられない新しい技術が急速に創出されている。

以下の応用事例について調杏した。

・SenseTime社の頻、人体、車両などを含む一般物体認識技術、従来では難しいとされる複雑背景にお

ける文字認識技術、大量の群衆が集まる際の人流分析技術、自動運転に必要な環境変化にロバストな車

線検出、歩行者認識技術などがある。

・「セグメンテーション」「クラシフィケーション」の 2つのツールを活用した画像検出ソフトウェアの

「SuaKit」

・産業分野で広く利用されており、深層学習も導入した画像処理ライブラリ「HALCON」

• 「BakeryScan」などのシステムなどに利用されており、個体差がある物体でも、特徴を自動的に分析

・学習、識別し、少ない教師データで一般的なパソコンでも学習を可能とした「AI-Scan」

・従来の画像処理と深層学習を活用し互いの弱みを補完する外観検査システム「WiseImaging」
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4. 応用事例から考察する深層学習のメリット・デメリット

深層学習を用いた画像認識技術の事例について調査してきたが、深層学習を用いることによって、従

来の画像認識技術ではシステムに画像の特徴点などを開発者が教え込んでいたが、深層学習では、特徴

点を自動で学習するのでかなりの手間を削減することが可能となった。デメリットとしては画像認識の

精度を挙げるために大量の教師データが必要となってしまう。しかし、現在は、少ない教師データでも

十分な学習をできるシステムなどが増えてきている。そして、深層学習は現時点ではまだ、発展途中な

ので将来的には更に画像認識の精度が上がり、今後の社会を大きく変化させることは間違いないだろう。

4. AI監視カメラについて[4][5][6][7]

今後、社会を大きく変化させるような画像識別技術を用いた技術にAI監視カメラというものがある。

中国では「天網」という AI監視カメラのネットワークがあり、多くの犯罪者を逮捕してきた。

日本でも 20 2 0年の東京オリンピックに向けて大手企業がAI監視カメラを発表している。しかし、

中国ではプライバシーの侵害という批判の声も挙がり、日本でもAI監視カメラを導入するにあたって、

こういった間題に直面すると考えられる。この問題を解消するには、 AI監視カメラで犯罪の減少などの

結果を出し、実績を積んでいくこと、 AI監視カメラの設置場所を限定することが必要になってくると考

えられる。

2. まとめ

深層学習の発達によって監視カメラが大きく進化し、監視カメラのみで怪しい人物、指名手配犯を見

つけることができるようになった。この AI監視カメラによって、犯罪の防止、減少が大きく期待され

る。しかし、国民のプライバシーの侵害をするのではないかという倫理的な間題があり、この問題を解

決するには、 AI監視カメラとうまく付き合っていくことが今後の社会に必要になってくると考えられ

る。

参考文献
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[3]産業開発機構 画像認識の極み”ディープラーニング" 2 0 1 7年

[4] 凄まじい進化！中国の顔認識監視カメラ網

http://blogos.com/art icle/290939/ 

[5] 中国の AI犯罪者追跡システム「天網」に物議...2000万台の監視カメラと DBが連動
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[6] 山手線「防犯カメラ」反対するのは誰？ 「プライバシー侵害」に異論も
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ライフゲームを基にしたシミュレーション

27 .人工生命シミュレーション

1. はじめに

本テーマは、コ ンピュータの中に仮想環境を用意し、その中にプログラムで動作する仮

想の生物を複数生成し、それらが互いにどのような影響をあたえあうことができるのかを

観察し考察をまとめる内容のテーマである。人工生命とは人間によって設計、製作された

生命であり生命の一連のシミュレーションができるのである。生命のシミュレーションと

は、生命の誕生から進化、そして生命の消失までを表現することがでるのである。数ある

人工生命シミュレーションの中でも私はライフゲームに着目し、研究を進めることにした。

ライフゲームは人工生命の中でも有名なプログラムであり歴史も深い。また、ライフゲー

ムそのもののルールが単純で分かりやすいため、ライフゲームを基に研究を進めようと考

えた。 [l] [2] 

2. 作品案ついて

ライフゲームというゲームは、 1970年にイギリスの数学者ジョン・ホートン・コンウェ

イが考案したゲームであり、ピクセル上の生命の誕生や死亡を簡単なルールで楽しめるシ

ミュレーションゲームである。このライフゲームを基に様々なルールを付け替え自己流の

作品を制作することを考えた。今回の研究では仮想の生物を複数生成し観察するとあるた

め、 2つ以上の人工生命を生成し観察をしなければならない。しかしライフゲームは生命

体の種類が 1種類であるためどのような形で生命を増やしていくのかを考えた。私が始め

に考えた案は、ピクセル上の生命を 2種類生成し男女の 2種類を作ることを考えた。しか

し男女の 2種類を生成したところで観察対象とする点が思い当たらないため却下した。私

が考えていた観察は、 男女異なる色で生成されたピクセル上の生命が当たりあうと新たな

生命が誕生するような結果ではあったが、それだけではライフゲームの要素が薄く追加す

る項目に寿命を追加するなどしか浮かばなかったからである。そして様々な案を考えた結

果、草食動物と肉食動物の 2種類の生命を観察することに決定したのである。
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3. 草食動物と肉食動物

今回観察対象とするモデルが決まり研究を進めていくにあたって、今回の一番のテーマ

であるお互いがどう影響し合うのかという点について忘れてはならないのが、肉食動物は

草食動物を捕食するということである。この点を分かりやすく研究を進めていくことを私

は考えた。まず最初にライフゲームでは碁盤上の仮想環境に生命が誕生しシミュレーショ

ンが行われるが、今回は捕食という点において視覚的に分かりやすくするため、碁盤の格

子模様を排除し、 1種類しかない生命の種類を 2種類に増やし異なる色にして肉食動物と

総則動物を見分けることができるように生成した。

4. 研究成果

今回研究を進めた草食動物と肉食動物の関係性において、草食動物はランダムな位罹に

無限に生成して移動はランダム、肉食動物に触れると死亡（捕食）そして草食動物と草食

動物が触れてもライフゲームの過密というルールを採用して死亡するという生命体と、肉

食動物は 3匹固定でランダムに移動する生命体を生成し実験を観察した。今回の実験では

肉食動物が少なすぎると草食動物が増えすぎて過密状態によって死亡してしまうことが多

く、逆に肉食動物が多すぎると草食動物が生成された直後に捕食されてしまった。

5. まとめ

本研究では、人工生命シミュレーションとしてライフゲームを基とした肉食動物と草食

動物を仮想空間に生成しお互いがどのように影響を与え合うのかを研究し観察した。本研

究では簡単なプログラムで実際に起こっているであろうリアルな実験結果を得ることがで

きた。肉食動物（天敵）が増えすぎると草食動物（捕食される側）は絶滅してしまうのか

もしれない。逆に自らの個体数が多すぎると餌がなくなってしまう。今日でも世界中の動

物が本研究のような本研究結果で得られたような場面に遭遇しているのかもしれない。本

研究で感じたことは人工生命シミュレーションを行い、人工生命は今後社会において大き

く活躍していくだろう。今まで視界に入っていなかった実験結果がシミュレーションを行

うことによって得られるのかもしれない。これからの時代に人工生命は切っては切れない

存在になるのだろうと私は考える。

参考文献

[ 1 lウィキペディア， https ://j a. wikipedia. org/wiki/ライフゲーム (2018年 8月）

[2]ライフゲームの世界 ，https://shimz.me/blog/other/ HYPERLINK 

"ht t s ://shimz. me/blo /other/2295" HYPERLINK "ht t s ://shimz. me/blo /other/2295" 

HYPERLINK "htt s://shimz. me/blo /other/2295" HYPERLINK (2018年 8月）
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 齋藤　健司

佐久間　崚哉
1 5 7 0 2 4 8

28 .人工生命シミュレーション

1. はじめに

本論では人工生命と呼ばれるものの 1つであ

るライフゲーム[l]を利用する。

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

命の誕生や死といった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。

ライフゲームはチューリング完全である。こ

れはなんでも計算することのできる万能の計算

機があるとすると、それと同等の計算が可能で

あるということである。

本テーマでは、チューリング完全という性質

によって、ライフゲームの中でライフゲームを

再現することのできる、 OTCAmetapixelと呼

ばれるパターンについての考察を目的とする。

また、これを再現するには膨大な領域と計算

スピードが必要となるため、それを可能とする

Golly[4]というオープンソースのツールを使用す

る。

2. ライフゲームについて

ライフゲーム[l]は2次元正方格子上で行わ

れ、 1つのマスをセルと呼ぶ。各セルの周りには

8つの近傍のセルがある。各セルには「生」と

「死」の2つの状態が与えられ、現在の状態を

tとした場合、現在のセル (t)の次の世代

(t+ 1)の状態は、近傍の8つのセルの現在

(t) における世代の状態により決定する。

2.1 ライフゲームの）レール

今回のセルの生死のルールは 23/3と表す。こ

れは「周囲に 2つか 3つの生のセルがある場合

生存し、周囲に 3つの牛のセルがある場合誕生

し、それ以外は死滅する。」ということである。

2.2 ライフゲームのパターンの例

固定物体、振動子、移動物体、繁殖型の 4つ

が基本パターンである。 OTCAmetapixelでは

主に固定物体の「イーター」、振動子の「ラッチ

回路」、移動物体の「グライダー」「宇宙船」、繁

殖型の応用「グライダー銃」が使われて構成さ

れている。

3. OTCA metapixelについて

OTCA metapixle [2], [3]とは 2006年春頃にブ

ラ

イス ・デューによって発見されたパターンであ

る。（図 1)

このパターンを 1つのセルとみることがで

き、ライフゲーム上でライフゲームを再現する

ことのできるパターンである。

図 1.OTCA metapixel (左 OFF、右 ON)
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まず、起動する前にルールをきめる必要があ

る。今回は 23/3を適用する。
llllllllllllllftlllfflllll 

（図 2) 左辺中央あたりにこ

のようなものがあり、誕生

(Born) と生存 (Survive) の

部分にイーターを配慨すること

でルールを決めることができ

る。（丸部分にイーター配置）

図 2

起動後は状態を伝えるために、グライダーや

宇宙船といった移動物体と呼ばれるパターンを

利用している。

.,. 
起動後、 左辺のタイマーが

起動し、各装置が起動してい

く。（図 3) 上から宇宙船列発

射装置、近傍解読装置、ルー

ル結果読み取り装置、色塗り

替え装樅があり、上から順に

起動する。

宇宙船列発射装置では、近

傍のセルにいくつ「生」のセ

ルがあるかを読み取る。近傍

解読装置ではルール決め時に

配置したイーターに従ってル

ールを読み取る。その結果

がルール結果読み取り装置

ば
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図 3.左辺

に送られ、下辺の論理回路に送られる。論理回

路で自分が「生」か「死」かが計算され、「生」

の場合、色塗り替え装置に送られる。

これで近傍に「生」であることを知らせ、近

傍のセルは、その結果を宇宙船列発射装置で読

み取る。

4. さいごに

パソコンと同レベルの計算能力をライフゲー

ムは持っているということに興味を持ったた

め、イメージしやすい、ライフゲーム上でライ

フゲームを再現できるという OTCAmetapixel 

に焦点を当てた。ライフゲーム自体は調べても

様々なパターンを観察することのできる暇つぶ

しのゲームのようなことが記載されているばか

りで、役にたてられるというような話はあまり

出てこなかったため、チューリング完全という

性質なら役に立つ こともあるのではないかと思

ったのがきっかけである。

参考文献

[l]ライフゲーム Wikipedia

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

5月末

[2]せがわ：ライフゲームの世界（複雑系）

http:/ /www.nicovideo.jp/wa tch/sm 19509968 

5月末

[3]0TCA metapixel How Does It Work? 

http://otcametapixel.blogspot.com/2006/05/how・ 

does-it-work.html 

5月末

[4]Golly 

http:/ /golly.sourceforge.net/ 

5月末

最後に自分が「生」のセルである場合にどの

ように近傍に伝えるかを解説する。

下辺論理回路部には自分が「生」の場合のみ

宇宙船が通過することのできる通路があり、そ

こを通過することで、宇宙船はセルを反時計回

りに回り、 8つの近傍に「生」であることをグラ

イダーを発射することで伝える装置に触れる。
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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

矢野　　優
1 5 7 0 2 5 8

29 .人工生命シミュレーション

1. はじめに

現代ではいくつもの人工生命があり、その人工生命の理論や情報技術を社会応用する

ために研究が行われている。

今回は人工生命とはどのようなものなのか、さらに幾つもあるシミュレータの中から

LifeGameを対象とし、どのような動きをするのかに着目し、研究していく。

2. LifeGame 

正確には、 Conway'sGame of Lifeと呼ばれており、 1970年にイギリスの数学者ジョン・

ホートン・コンウェイ(JohnHorton Conway)が考案した生命の誕生、進化、洵汰などのプ

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。

生物集団においては、過疎でも過密でも個体の生存に適さないという個体群生態学的な

側面を背景に持つ。セル・オートマトンのもっともよく知られた例でもある。

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
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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。

ライフゲームでは初期状態のみでその後の状態が決定される。碁盤のような格子があり、

一つの格子はセル（細胞）と呼ばれる。各セルには 8つの近傍のセルがある（ムーア近傍）。

各セルには 「生」と「死」の2つの状態があり、あるセルの次のステップ（世代）の状態は

周囲の 8つのセルの今の世代における状態により決定される。

[l] 

3. おわりに

本テーマでは、人工生命が、生命のこれまでとこれからを紐解いていくことに必要不

可欠であることを認識することができた。 LifeGameでは、人工生命が、社会の発展だ

けでなくただ娯楽としての役割を果たすことができることを知ることができた。今後

もコンピュータは進化し、さらに高度なシミュレーションが可能になり、社会の発展に

貢献するだろう。

参考文献

[1] :Wikipediaライフゲーム，https://ja.wikipedia.org/wiki/ライフゲーム
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 齋藤　健司

樋口　幸亮
1 5 7 0 3 1 0

30 .人工生命シミュレーション

1. はじめに

本論文では人工生命について説明し、人工生命の細かな分類であるセル・オートマトンに着目して、

その仕組みや動きについて整理した論文である。後半では、セル・オートマトンを pythonでシミュレ

ーションした。

2. 人工生命とは

人工生命とは、人間がコンピュータの力を借りながら生命の挙動をシュミレーションすることに

よって生命とは何かという問いを探求する分野の事を指す。コンピュータによってもたらされた計

算能力によって、コンピュータが登場する以前までは複雑すぎて人間の手では太刀打ちできなかっ

た生命の領域に切り込もうという流れが生まれた。人工生命とは、すでに存在する生命体を観察す

ることで生命を理解しようとするのではなく、 「生命の本質はこういうことではないか？」という

仮設をたくさん立てて、その仮設を基に人工的なシステムを作ることで、生命を理解しようとする

アプローチなのである [1]。

今日の Alifeの主な方法論として、コンピュータ上のソフトウェアを使う手法、ロボットなどの

物理的な機会を使う方法、そして科学や遺伝工学を使う方法がある。

3. セル・オートマトン

コンピュータ上のソフトウェアを使う手法の一つとして、セル・オートマトンがある。セル・オート

マトンは、格子状に並んだセルがあり、そこにいくつかのルールを追加して計算する手法のことである。

セル・オートマトンにはいくつかの種類があり、それぞれ計算のルールが異なるが、すべてに共通して

いるルールは以下の 4つである[2]。

［ルール 1]空間があること。セルが格子状に敷き詰める先を空間という。空間には一次元（線）、ニ

次元（面）、三次元（立体）の 3つがある。

［ルール2]時間があること。セルの状態を変更する時間単位が存在する。次のステップでセル全体を

変更するのか、それとも格子状にあるセルをひとつひとつ順番に変更するかでセルの状態のパターン

は異なる。

［ルール 3]セルの状態があること。セルそれぞれに状態を指定できる。本論文では、一次元の場合は

「生、死」の 2つ、 2次元の場合は「誕生、維持、死亡」の 3つがあるとする。

［ルール4]セルの状態を変える条件があること。本論文では、 一次元では左右、二次元では上下左右

斜めがあるとする。

4. ライフゲーム
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二次元セル・オートマトンの一種がライフゲームである [3][4]。二次元セル・オートマトンは、上・

下・左・右．斜めに隣り合うセルの状態と自身の状態から次の状態を決める。

・(・)• .:. I I ） ． 
... 

.:. 

図4. 1 ライフゲームの一例

5. 終わりに

... 

図4. 1はライフゲームの一例である。 黒が生きているセ

ルで、白が死んでいるセルである。ライフゲームを動かし

ていると、いくつかのパターンが見られる。周期的なパタ

ーンや、周期性とランダム性を持つパターンなどがある。

図4. 1は「グライダー」と「グライダー銃」と呼ばれる

パターンで構成されている。

本論文作成にあたって、最近話題に上がっている人工知能との比較をすることができた。端的にいうと、

人工知能は様々な清報を整理して最適化することを得意としているが、新しいものやアイディアを考え

るといった、最適な関数が作成できない、あるいは最適化ではない問題に対しては人工知能では今のと

ころ対処できていないことがわかった。良いアイディアは、単純に定量化できる情報の中に入っていな

い事が多く、だからこそデータにないものを新たに作り出せる人工生命の得意分野が光るのだと期待で

きる。

参考文献

[ l]岡瑞起，池上 高志ド ミニク ・チェン肖木竜太，丸山典宏 著

「作って動かす A1 i f e」 オライリ ー ・ジャパン、2018

[2] 「セル・オー トマトンーwikipedia」https://.ia.wikipedia. org/wiki/セル・オー トマトン

[3] 「ライフゲームーwikipedia」https://ja.wikipedia. org/wiki/ライフゲーム

[4] 「Lif eWiki」 http://conway life. com/w/ index. pbp? tit I e=Ma i n_Page 
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 齋藤　健司

柳澤　　圭
1 5 7 0 3 1 2

31 .Ｅ‐ ラーニングシステムの研究

l章はじめに

最近「Eラーニング」という言菜をよく見たり、聞いたりすることと思う。インターネットをはじめ

とする ITが革新を遂げ、「Eビジネス」が現実のものとなった。 ITにより我々の社会環境が劇的に変わ

っていく「IT革命」の中、次に革新を迎えていくのは我々、「人材」である。そのための教育研修方法

として注目を浴びているのが「Eラーニング」である。

本論文では、 Eラーニングの概要、 Eラーニングの歴史、 Eラーニングの海外事情、今後の Eラーニ

ングなどに注目し考察していきたいと思う。

2章 Eラーニングの概要

Eラーニング (e-Learning) という呼び方は、 1995年ごろから次第に広まり、今ではすっかり定着

している。

そもそも eラーニングとは、何を指すのか。基本的には、「ITを活用した教育研修」のことを指して

いる。これに関する呼び名としては、遠隔学習（ディスタンス・ラーニング）、遠隔教育（ディスタン

ス・エデュケーション）、 CBT(コンピューター・ベースド・トレーニング）、 WBT(ウェブ・ベース

ド・トレーニング）、ラーニングテクノロジー（学習技術）、オンライン・ラーニング、サイバーラーニ

ング、バーチャル・ラーニングなど、さまざまなものがある。

Eラーニングに期待されるメリットとしては、「コスト削減」、「研修効果の向上」、「教材の迅速な更

新」、「オンデマントでフレキシブル」、「グローバルな選択」の以上の五つがあるが、これらは必ずしも

メリットとなるわけではない。 [4]

3章 Eラーニングの来歴

Eラーニングの起源は、 1950年代の「CAI(ComputerAidedlnstructionもしくは

ComputerAssistedlnstruction)」に端を発して今日まで発展してきた。

CAIとは、コンピュータを用いた学習システムのことであり、これは生徒にプログラム化された問題

を出し、採点・評価し次の支持を出すというものである。

Eラーニングの現状に至るまでには、 「パソコンの普及と学習のマルチメディア化」、 「インターネッ

トのブロードバンド化」、「スマートデバイスの台頭」、以上の 3つのターニングポイントが存在した。 [1]

4章 Eラーニングの様々な定義

Eラーニングの定義をする場合、テレビ会議システムのようにリアルタイムに利用するものを「同期
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型」、 WBTのように講師側と受講側の双方が同時ではなく、時間差で利用するものを 「非同期型」と区

別している。

大まかに分類すると、 「同期型」の代表的な eラーニング手法は、衛星通信を利用したテレビ会議シ

ステム。なぜ同期型かというと、講師も学習者も、同じ時間にリアルタイムで、そのテレビ会議ステム

の環境下に身を憤く必要があるからである。 一方、「非同期型」の代表的な eラーニング手法は 2つあ

り、オフライン型（ネットワークにつながっていない状態）の、 CD-ROMなどの教材を用いた CBTと、

それをオンライン化した WBTである。 [4]

5章 Eラーニングの海外事情

アメリカは、広大な国土を持っているにもかかわらず、人口は日本の 2倍程度である。そのため、分

散して居住する国民に平等な教育の機会を保障するために、通信教育が必要となった。 1870年代には、

イリノイ州のウェズリン大学が在宅学習プログラムを開始したという記録がある。テレビ、ラジオが発

明されて普及が進んだアメリカだからこそ、それらを教育に取り入れることに熱心だったのだろう。 [4]

6章 Eラーニングの蒋入と利用

教育研修活動に Eラーニングを導入すべきかどうかを判断するには、対象者の人数とレベル、機材・

設備面、研修内容のタイプ、教材のタイプと作成方法、組織としてのコミットメントの度合いと予算面、

以上の 5つのポイントを考える必要がある。

7章 Eラーニングの今後と課題

Eラーニングの課題としては、学習コンテンツ・教育内容の充実化、 ITでの学習にいかに人的要素を

とりいれるか、学習者の主体性・自己評価・自己管理、教育支援体制の確立、 以上の 4つが挙げられる。

8章 おわりに

この論文を作成し、日々学習に利用していた Eラーニングについて改めて学ぶことができた。私は、

大学に入ってから Eラーニングを利用し始めたが、授業に先生がいないというのは違和感があったが、

教室に限らずあらゆる場所で授業が受けられるというのは新鮮だったのを覚えている。

今後 Eラーニングを利用することは、生活の中で増えていくと思う。人工知能などの発達によってE

ラーニングの利便性はさらに向上し、新たな学習形態なども生まれてくるかもしれない。 Eラーニング

は、 Eラーニングによって学習を提供する側も、 Eラーニングを利用して学習する側もその特性を理解

し、利用しなければ最大限の効果を発揮することはない。今後、 IT革新が進む現代では、人工知能など

の発達によってEラーニングの利便性はさらに向上し、新たな学習形態や活用方法が生まれてくるかも

しれない。 Eラーニングを提供する側も、学習に利用する側も Eラーニングの特性を理解し、常により

良い学習の形を見つけていかなければならない。

く参考文献＞

[l]デジタルナレッジ，eラーニングの歴史，

(https://www.digital-knowledge.eo.jp/el・knowledge/el・history/) 

[2]Pro Seeds ,eラーニングを蒋入するメリット・デメリット，

(https://www.pro・seeds.com/trend/meritdemerit.html) 

[3]Pro Seeds ,eラーニングとは，

(https://www.pro・seeds.com/trend/elearning.html) 

[4]大島涼俊，図解わかる leラーニング（初版），ダイヤモンド社，2001.
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『学生』 を支援する Webサイト構築
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―就職活動支援サイト―
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1. はじめに

卒業後に社会に出ようとする学生が避けては通れない活動と して、就職活動がある。当論文ではより

多くの人々に役立ってもらうため、学生の誰しもが行う必要のある就職活動を、 WEBサイト上で分か

りやすく楽しく支援することを目的としている。

2. CMSとは

CMS[2]とはコンテンツ・マネジメント・システムの略であり、 WEBサイトの運用を支援するシステ

ムである。通常は WEBサイトを作成する際は HTMLや CSSなどの知識が必要である。しかし CMS

ではそのような知識は必要なく簡単にサイトの作成や更新などができ、更には検索結果に出やすくなる

作りになる。

CMSの一つに WordPress[l]がある。便利な機能が使用出来るプラグインの種類が大変豊富であり、

自由度が高いので、世界で最も普及され個人から法人まで多くの人々が利用している。そのような理由

から、 当論文で作成するサイトも WordPressを使用する。

3. サイト

当サイトでは、 CMSは WordPress、ローカルでの開発として XAMPP、レンタルサーバーは Just・

Size.Networks[3]を利用する。 Just-Size.Networksを選んだ理由は、安いレンタルサーバー代でありな

がら様々なサービスを素早く行ってくれ、 WordPressのセットアップやセキュリティの設定なども行っ

てくれるからである。

当サイトで主に掲載する情報は、就職活動において必要な準備や、企業選びや、試験勉強や、面接の

対策や、就職活動を RPG風に体験出来るゲームなどである。

4. ゲーム

当サイトのメイ ンとして就職活動シミュレーションゲームが遊べる。ゲームの制作方法として、ブラ

ウザ上でも遊べるように HTML、CSS、JavaScript(jQuery)を用いる。下記の画像（図 1-1、図 1-2、

図 1-3、図 1-4)は実際のゲームの一部画面である。 --
勇者『学生』の大冒険

主人公を選んでねJ> ＃
 

烹門

◄
『

＂賃＇ぐ`

≫
'

9i忙
入ー^・・・＿・・・

＾
 

‘‘ 

図 1-1 主人公選択画面 図 1-2 家の中
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図 1・3 フィールドマップ 図 1・4 クイズ

5. まとめ

現在は就職氷河期とは打って変わって、売り手市場と言われているほど学生が就職しやすい状況とな

っている。しかし中には就職活動が上手くいかなかったり、内定を貰った会社が思っていたものと違い

ブラックであったりという状況に陥っている者も少なくない。当論文で作成したサイトでは、そんな学

生が 1人でも減ることを祈っている。

参考文献

[l]日本語ー WordPress(最終参考 Nov.29, 2018.) 

https://ja.wordpress.org/ 

[2]CMSとは？ その意味と企業ホームページヘの導入のメリットを解説！（最終参考 Nov.29, 2018.) 

https://ds・b. jp/ds/publics/index/316/ 

[3]レンタルサーバー Just-Size.Networks(最終参考 Nov.29, 2018.) 

https://www.iust・size.net/ 

ゲーム内で使用した画像

[4]無料イラストなら「イラスト AC」（最終参考 Nov.29, 2018.) 

https://www.ac・illust.com/ 

[5]かわいいフリー素材集いらすとや（最終参考 Nov.29, 2018.) 

https://www.irasutoya.com/ 

[6]ぱくたそフリー素材・無料写真ダウンロード（最終参考 Nov.29, 2018.) 

https://www.pakutaso.com/ 

[7]白螺子屋（最終参考 Nov.29, 2018.) 

http://hi79.web.fc2.com/ 

[8]ぴぽや（最終参考 Nov.29, 2018.) 

http://blog.pipoya.net/ 

[9]シンプルな線画イラスト素材は「Linustock」（最終参考 Nov.29, 2018.) 

https://www.linustock.com/ 
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33 .  ID(インストラクショナル・ デザイン )に基づいた
『地域』 のことが学べる Web教材制作

1. はじめに

現在インターネットは世界中で普及が進み、日

本国内でも 2016年のインターネット利用者数は

1億 84万人、人口普及率は 83.5%にもなり毎年

確実に利用者は増加している[1]。今後も利用者は

確実に増加し、近い将来、普及率は 100%に近づ

くと予想される。

現在では、ペーパーレスが叫ばれ、本の電子書

籍化やインターネット上で学習する Web教材の

普及が進んでいる。

Web教材とはインターネット上でなにかの物

事について学習する教材のことを言い、簡単に言

えば紙の教科書がインターネット上で見ること

ができるようになったもののことである。

Web教材の利点はどこでも学習できて、紙の教

科書のようにかさばらず、情報の更新なども行え

る点が挙げられる。このように Web教材には多

くの利点があるが、ただ情報を書き連ねるだけで

はそれはブログと同じである。いかにわかりやす

く構成を考え作るかが大切であり、作成時に苦労

する点であるといえる。

また Web教材の特徴として、 e・learningシス

テムを Webサイトに追加機能として実装するこ

とができる。 Web教材に e・learningシステムを

取り入れることで、教材で学んだ内容が実際に身

についているかどうかをテストすることができ

る。その場で即時採点を行うことや、知識定着度

を点数などから知ることができる。

これらの仕組みを用いて Web教材を作成する

際に、より学習の成果を高めるためには、インス

トラクショナルデザインを行う必要がある。イン

ストラクショナルデザインとは、"学び”を支援す

るために行うさまざまな活動の集合体、つまりイ

に確認するかについて設計を行う。本教材では学

ンストラクションをさらに学習効果が出るよう

「デザイン」することで、誰に対しても効果の出

るもののことをいう [2]。

インストラクションという概念には、 一般的な

「指導」「教育」だけでなく「案内図」 「説明書」

「指示書」 といったものも含まれ、

・90分の授業の流れを考える

・しつかり覚えたかどうか、小テストを行う

といったものもインストラクションにあたる。

本論では、このインストラクショナルデザイン

を用いて 『地域』のことが学べる Web教材の制作

を行い、その際に教材をよりよくするための設計

について考察を行った。

今回教材で対象とした地域は『新潟県』を対象

とし、『新潟県』について学べる Web教材の制作

を複数の分野に分け、インストラクショナルデザ

インを意識して作業にあたった。

2. 教材設計

Web教材を制作する際にどのように教材を作

っていくかの設計を教材設計とし、インストラク

ショナルデザインプロセスモデルを用いて教材

を作っていく上でのフェーズを設計する。

今回の Web教材制作では、インストラクショ

ナルデザインプロセスモデルとしてADDIE(アデ

ィー）モデルを用いて設計を行う。

ADDIEモデルは 5つのフェーズに分かれ、分

析(Analyze)・設計(Design)・開発(Develop)・実施

(Implement)・評価(Evaluate)の頭文字を並べた

ものであり、代表的なモデルの 1つである。

3. 教育設計

教育設計では、実際に学習した内容をどのよう

習度を確認する方法として学習度を比較する方
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法を用いた。

今回、学習度比較方法を実現するため本教材に

e・learningシステムの実装を行った。 e・learning

システムを用いれば、場所を選ばず、好きな時に

何度でも繰り返し確認のテストを行うことが可

能となることから、学習の行いやすさといった点

においてメリットが大きいと考えられる。また、

問題の修正や追加といった作業も紙媒体より迅

速かつ低コストで行うことができるため、 e・

learningは Web教材において重要な役割を果た

していると言えるだろう。

4. Web教材内容

既出の通り、 Web教材は『新潟県』について学

べる Web教材「そうだ、もっと新潟知ろう。」と

して、少しでも『新潟県』について詳しくなれる

ように構成されている。

これは「新潟県について知りたい」「新潟県民だ

けど新潟についてもう 1度調べてみようかな」と

いったように『新潟県』に少しでも興味のある

様々な方に見ていただきたいという考えから学

習ユーザ層を決定した。

初めに新潟県の簡単な概要を知るページヘア

クセスを行うよう導線を敷き、そこから各コンテ

ンツヘの学習を開始する。

コンテンツは地理・交通、食、観光、特産品、

歴史、全国における様々な新潟県のランキングの

合計 6分野を教材の責任範囲として確定した。

e・learningシステムの irohaBoard内ではログ

インを行うと、図 1のようなコースを選択する画

面が表示される。ここから e・learning学習を行う

ことが出来る。

そうだ、もっと新潟知ろう・のちから試しページヘようこそ I

冥四1こ字んだことが鍔についているか、問紐を紐いて確認しよう I

2018・09・10 間夏鮎皇加のお知らビ

新潟県学習コース字....治日： 2018/09/10 .... 平醤日： 2018/09/21 

北海道学習コ ース
字苫閃畑白：臓m字饂曰

東郡学祖コース
字甜閲始s,... ., 芋髯fB

広 鴨県学習コース

字蓄閲沿臼・編 輩日

図 1 irohaBoardコンテンツ選択画面

5. Web教材成果物

本教材はレンタルサーバを利用して制作を行

った。 e・learningは LMSである irohaBoardを

利用し、必要ファイル類をサーバにアップロード

し利用した。

本教材ではカテゴリー毎に内容を制作すると

共に、e・learningシステムやお問い合わせページ、

天気予報など追加機能の実装を盛り込み、実際の

利用を想定した Web教材とした。

仮完成後、第三者による評価を 3名からしても

らい、改善点の機能改善を行った。

6. 考察

Web教材の制作にあたり、課題と改善点が複数

挙げられた。これは Web教材として不十分な部

分が多数存在している結果であり、 Web教材とし

て機能させるには、よりインストラクションを意

識し、質の高いシステムを構築する必要があるだ

ろう。

7. おわりに

実際に Web教材「そうだ、もっと新潟知ろう。」

を制作し、完璧な成果物が完成したとは到底言え

ないが、インストラクショナルデザインの重要性、

HTMLや CSSの仕組みについて理解することが

出来たと考える。ペーパーレス社会は今後も確実

に加速する中で Web教材の普及はますます進む

だろう。その中でいかに学習者が使いやすい、理

解しやすい教材とするかのインストラクショナ

ルデザインは非常に重要であり、インストラクシ

ョナルデザインを十分に意識した構成と内容を

制作していくことが必要である。

8. 参考文献

[1]"総務省平成 29年度版情報通信白書第 2部

基本データと政策動向”

<http:/ /www.soumu.go.jp/johotsusintokei/w hite 

paper/ja/h29/HTML/nc262120.HTML> 

参照 Aug.27,2018.

[2]石田淳， “超！部下マネジメント術＂，インデッ

クス ・コミュニケーションズ，2009.
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34 .シリアスゲームの開発

1. 序論

1. 1はじめに

シリアスゲームとは、「教育を始めとす

る社会の所領の問題の解決の為に利用

されるデジタルゲーム」とされる。

本論文ではシリアスゲームとはどの

ようなものがあるのか、事例やメリット

をあげた上で、筆者の開発した「ビジネ

スマナー学習用ゲーム」が学習用ゲーム

としてどれだけ有用なのかを検証する。

2. 本論

2. 1シリアスゲームの事例

シリアスゲームの事例を図 lに示す。

図 1 America's Army 

図 1のゲームは、米陸軍がスポンサと

なって広告活動用に開発した「America'

s Army」である。このゲームの目的は、

新兵をリクルートするための宣伝、入隊

を考えているものへの訓練内容の把握

の2点である。[1]

2.2シリアスゲームのメリット

シリアスゲームのメリットには以下

のようなものがある。

・ 問題解決への糸口が見つかるまで

の可能性が高まる

・ 問題に対しての興味、関心が高まり

やすい

・ 学習活動への意欲が高めやすい

・ 複雑な概念の理解を施しやすい

・ 振り返り学習を施しやすい

・ フィードバックを通した学習改善

を起こしやすい[2]

2. 3製作物について

今回、開発したのは「ビジネスマナー

学習用ゲーム」である。開発環境は以下

のとおりである。

・使用したソフトウェア： Unity 

2017. 3, Monodevelop 

・使用言語： Ctt 

今回、開発した「ビジネスマナー学習

用ゲーム」を図 3に示す。
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ビジネスマナー学習
～君は何点とれるかなー

GAME START 

図 3ビジネスマナー学習用ゲーム

•一-~-不正解ならば

一--
図 4ゲームの画面遷移

このゲームは 20問をランダムで出題

するクイズゲーム方式となっている。画

面の流れを図 4に示す。

2.4ゲームの評価

今回ゲームの評価には RETAINモデル

[3]というものを使った。RETAINモデル

とは客観的にゲームの教育的効果を測

定することができる評価指標のことで

ある。評価の結果を表 1に示す。

表 1アンケート結果

点数

R ., ~ 2 2 2 

E 2 1 2 1 

T 2 2 2 2 

A 2 2 3 l 

I 1 

゜ ゜
1 

N 2 3 2 2 

得点 37 41 42 33 

3. 結論

3. 1シリアスゲームについての今後の

課題と考察

今回開発したゲームでは、イラストや

図がなかったためにわかりにくいとい

う感想があげられた。また、ランキング

機能など得とした点数を黙視する形に

するといった、点数を取りたいという意

識を高めさせるという配慮が足りなか

った。

参考文献

[1]白鳥和仁 星野純一 (2008) 「シリア

スゲーム」

[2]藤本徹 (2011) 「効果的なデジタルゲ

ーム利用教育のための考え方」

https://www. jstage. jst.go. jp/article/k 

onpyutariyoukyouiku/31/0/3し10/_pdf参

照 Sep. 11, 2018 

[3]稲垣達郎 廣瀬英子 (2011) 「シリアス

ゲームの教育的効果の検証方法一RETAIN

モデルによる評価ー」

http://gakkai.univcoop.or.jp/pcc/paper 

/2011/pdf/66. pdf参照 Sep. 11, 2018 
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35 .新しい観光サイトの提案

1 . はじめに

現在、スマートフォンの普及からインターネットでの情報収集が主流になりつつある。今ま

では、テレビや新聞、雑誌といった手段を使い情報を収集していた。 しかし、調べたいときに

すぐ調べることができないといった問題がある 。インターネットはこの問題を解決する手段の

1つだと考える。そのため、 Webサイトでの情報提供が重要であることがわかる。観光地の情

報もその 1つだ。観光サイトの現状を調査し、観光客が求めている情報と比較する。比較した

際に足りない情報を提供することで観光客が興味を持ってくれると考える。そのために観光地

ヘ実際に行き観光客ヘインタビュー調査を行いまとめていく。本研究では観光客どのような情

報を求めているのかを調査し、ここへ行ってみたいと思ってもらえる観光サイトを提案し作成

する 。

2. 観光サイトの現状

観光サイトの利用目的として どこに行こうか迷っている、行くところは何となく決まっては

いるがどのようなイベントがあるのかを調べる観光客が多く利用していることが分かった。す

でに有名である観光地は、観光サイトに関わらず多くの観光客が訪れている。そのため穴場で

ある観光地など多くの人に知られていない観光地は観光サイトを利用してどこへ行 こうか迷っ

ている観光者を獲得する手段と考える。

このように観光サイトは、観光者の旅行の手助け、観光地の情報提供の場として利用されて

いることがわかる 。そして観光地はメディア、 Webサイト 、SNSや動画配信サービスのさまざ

まな手段で観光者に情報を提供している 。

3. 観光サイトの提案

提案するにあたり観光地でインタビュー調査を行った。その結果、観光サイトは利用者が必

要としている情報がまだ足りないということがわかった。特に知ったきっかけがロコミと観光

サイトや雑誌ではない知人からのおすすめできた方が多くおり観光サイトは場所確認といった

意見もあった。 ロコミを互いに共有すること、天気を確認できるようにすることなど 1つのペ

ージで「青報を得れるようなページを作成する。

4. 観光サイト概要

今回作成した観光サイト （以下、観光地ナビ）は、ロ コミや天気など今までのサイト になか

ったものを取り入れる 。また 、スマー トフォ ンにも 対応しどこででもす ぐ調べれ るようにする 。

観光地ナ ビの開発環境は Bracketsを使用し作成する 。言語 ・ラ イプラリー は HTML、CSS、

jQueryを使用する。環境は Windows環境で開発をする 。デザイン ・動作は、Webアイコンフ

ォン トの Ionicons、Animate.min.cssを使用す るこ とでより簡単にサイト内の アイコンやアニ

メー ション を実現する ことがで きた。また、フレームワークの Bootstrapを利用し た。

サイト 内の構成は 、サイト概要、今月のおすすめ イベ ン ト、 観光地、 SNS、掲示板、天気の 6
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項目からなる 。 これらの項目を 1ページで納めるようにしシンプルかつおしゃれなサイトであ

る。

5. 今後の展望

観光地ナビの展望は多くある 。Javaまたは PHPも取り入れ DBと連携することである。 こ

のことで今月のおすすめイベントや観光地の情報、掲示板、各地の天気などの情報を簡単に管

理ができ、表示することができる 。 この他にも検索機能の追加、外国語への対応、ホテル情報

の追加など改善できる要素が多くある。

今後の観光サイトに関しては、より多くの人に利用してもらうための情報発信が重要になる

と考える。観光サイトだけでなく観光地そのものが第 3者である観光者に情報を発信してもら

いロコミが広がるよう 、「映える」ものを 1つでも作ることで観光客が SNSにアップロードし

てくれる 。 これが拡散されれば、多くの方が興味を持ち 、足を運んでくれるようになり、観光

地活性化につながる。観光サイトは分かりやすいのはもちろんのこと、使いやすさを考えてい

かなければいけないというのも研究でわかったので、今後使いやすくなることを期待したい。

6. おわりに

本論文を執筆、または、観光サイトを構築するに当たっては、スケジュ ール管理が甘かった。

2回のレポート 提出があったが共に研究内容不足が指摘さ れて いた。研究を本格的に始めるの

が遅かった こともあり夏季休暇に詰め込むことになって しまった。

この研究を通して 、モー ダルウィンドウなど新しい技術に触れるきっかけとなり 、意欲的に

取り込んでいけたのでスキル向上につながったと考える。今後も ここ で技術に触れることをや

めるのではなく、 観光サイ トや他のサイトがどのようにしたらよくなる のか研究しつつ独自の

サイ トを作り 上げて いき たい。

参考資料

[ l]北海道観光公式サイ ト GoodDay北海道

http:/ /www.visit・hokkaido.jp/ 

[2]一般社団法人岩見沢市観光協会

http://iwamizawa・kankou.jp/ 

[3]札幌観光旅行 北海道札幌市観光サイトよう こそさっぽろ

http://www.sapporo.travel/ 

[4]2017年観光関連サイト閲覧者数 ランキング

http s ://www. val uesccg .com/know ledge/report/tra vel/01 7 / 

[5]総務省 平成 27年版情報通信白書 情報収集

http ://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/w hitepaper/ja/h27 /html/nc 122310.html 

[6] [北海道の人気観光地 40選］絶対外さない北海道おすすめスポットランキング

http s :/ /re trip .jp/articles/ 4532/#24464244 
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システム情報学科
鹿児島教育センター
指導教員 : 斎藤　　一

荒武　快治
1 5 7 0 1 7 5

マンダラートを利用した目標達成アプリ

36 .スマートフォン向けコンテンツ開発

1. はじめに

1.1テーマ選定において

容易にスマートフォンコンテンツが制作で

きるようになったことで、類似したコンテ

ンツが市場に溢れ、差別化を図ることが

日々困難になっている。このような問題の

中から、『類似したコンテンツが市場に溢れ

ることで差別化が困難になっている点』、

『不必要な機能付随によるコンテンツ容量

の増加』という 2つの問題に注目し今回の

テーマ選択を行った。そして、それらの問

題を主軸におき問題に対応したオリジナル

のスマートフォン向けコンテンツを制作す

ることで、実装や評価までを通したコンテ

ンツ開発への理解を深めることとした。

1.2研究の目的

前述した問題点から、今回のスマートフォ

ン向けコンテンツ開発で、『ユーザーが簡単

に目標達成へ取り組める』という点を軸に

開発を行った。今回はAndroidStudioを用

いてアプリコンテンツの開発を行った。ま

た、利用者心理などを想定した際、シンプ

ルかつ特徴的なものが現在の市場には求め

られていると考え、それらに基づいた開発

を行うことにした（図 1)。

． 
必要とされる

一 、コンナ/ッ

図 1利用者心理とコンテンツ実現

3ターゲットとコンテンツオリジナリティ

今回のターゲットは、目標管理アプリを使

い始めるユーザとした。目標管理アプリは

現在も多数存在しており、前述した複雑化

による問題が発生していたためである。し

かし、現存するアプリ同様リスト構造は問

題解決を困難にし、オリジナリティを無く

してしまうと考えた。そのため、 [1]を参考

にマンダラートを駆使して、中央に主目標、

周囲に副目標を実装することにした。これ

によって、リスト構造より視覚的にわかり

やすく、主軸のみに機能を絞ったオリジナ

ルのアプリを制作できた（図 2)。

蘊り自標 蘊リ自標 蘊リ自標

蘊り自標 主自棚 蘊リ自標

冨り自標 蘊リ自標 蘊リ自標

図2 マンダラート実装イメージ
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また、ターゲットには、 「達成感」や 「継続

性」といった感情に起因する部分をいかに

制御するかという点が重要である。このこ

とから、マラソンなどで用いられる 「あの

電柱まで頑張ろう 」という考えを用いるこ

とにした（図 3)。つまり全体目標の他に個別

の目標も設けることで、それらを視覚的に

認知 ・制御しやすくすることにした。

スター ト1 ゴール

11 
スター ト1

図 3長距離と目標達成の考察

3実装機能・画面

本アプリで実装した機能は、目標管理の基

本的な機能である。マンダラー トに目標を

設定、それらを達成・リセットできる機能

（図 4)。その他達成進捗やス コアによる実績

機能などである（図 5)。＿ ＿ 

5. 検証・評価

完成したアプリを知人 5人対象にテストプ

レイをしてもらった。いずれも目標管理ア

プリで挫折した経験のある方たちである。

アプリ自体の動作や発想については好評で

あり、特に「マンダラートの利用方が面白

い」との評価を得た。しかし、「継続性を保

つ手段ももう少し欲しい」といったマイナ

スの評価も複数得ることができた。

5. 今後の課題

また、初の Androidアプリ開発であったこ

とからアプリの仕組みや環境構築、その他

技術面における基礎的な理解が不足してい

た。多くの障害が発生したことからより迅

速な開発をできるようになるべきである。

また、前述した継続性における評価につい

ても課題となった。これらは、スコア履歴

やアチーブメン トを獲得するなどの機能を

付随し達成感を持たせると共にそれらに

ON/OFF機能を持たせる必要がある。

・,.,(I)
② 9祖,.,,,.,,... 月""

R ●●● 

④ 

⑤ 暉,,..,, ⑥ 暉心が

● ... 

② 

⑤
 

R 

これまでの記録

紀連笠数

①''"' 

③ ..... 
主目靡達成改

④ MOO 

⑤ -・ 年関遷成状況

⑦ ""' 

⑨ _,. 

⑦ 9ン" 11 R >>7 ノン. .  

図4メイン画面 図 5スコア画面

参考文献

[1]マンダラー トとは?9つのマスでひら

めきが加速する一流のアイデア発想法

URL:https://navi.dropbox.ip/mandal・art 

参照 May,24,2018

[6]Android開発入門

URL: https://android.keicode.com/ 

参照 June,14,2018
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 斎藤　　一

金子　和樹
1 5 7 0 2 4 5

37 .シリアスゲームの開発

1. はじめに

1.1シリアスゲームとは

「シリアスゲーム」とは、藤本徹著 「シリアスゲーム：教育・社会に役立つデジタルゲーム」 [1]によれ

ば、 「教育をはじめとする社会の諸領域の問題解決のために利用されるデジタルゲーム」とされている。

同書では広義で「すべてのゲームはシリアスだ」という考え方と、狭義で「 (1) ゲームの開発•利用に

エンターテイメント以外の特定の用途で利用する意図があり、 (2)その意図がゲームプレイに関係する

形でデザインされた、ゲームの開発・利用のことである」という考え方がある。

1.2ゲームとは

次に、シリアスゲームのエンターテイメント性について考える。ゲームというのは 「娯楽」であり、

エンターテイメント性の存在を前提として作られていると考えているからだ。

マーク・ローズウォーター(MarkRosewater) [2]は、ゲームの定義について「ゲームとは、目標があ

り、制限があり、行為者性があり、現実的意味がないものである。」としている。ゲームの定義にエンタ

ーテイメント性の有無は関係ないのだ。

1.3私のシリアスゲームとは

本研究では「『開発意図』または『利用意図』のいずれかが教育・学習目的であれば、それはシリアス

ゲームである」ということを最終的な定義とする。

2. 今回作成したシリアスゲーム

2.1企画

今回作成したゲーム（図 1)は「食物
.......... ..,, 〇

［ 調整釦酉ービ云る~,立'"]
連鎖シミュレーションゲーム」だ。 「生

［ 
産者（植物）」「一次消費者（草食動物）」

「二次消費者（肉食動物）」を用いて個

体数の遷移を観察するのが大まかな目

的である。

今回のターゲットは、小学生 6年生

から中学生である。食物連鎖を学び始

めたところにプレイしてもらい、さら

に理解を深めることを目的としてい

図 1.ゲーム画面

轟

・現在の空腹度 ：3/20 

・残存寿命 ：38:i 

二
L
`
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る。このゲームをプレイすることにより、食物連鎖が概ねピラミッド状になっていることを学ぶことが

できる。

今回はゲームを制作するにあたり Unityを使用する。

2.2インターフェース

各画面の解説、画面遷移の説明をする。

2.3主要なスクリプト解説

ゲームの根幹をなす主要なスクリプトを解説する。

2.4第三者テストプレイと修正履歴

第三者テストプレイにより「肉食動物の倍、草食動物がいて、草食動物の倍、植物があれば安定する」

という感想を得られた。「食物連鎖が概ねピラミッド状になっていることを学ぶことができる」という

目標は達成できているようである。

2.5今後の課題

・Updateメソッドでの処理が多く、動作が重くなりやすい。

・PlayerPrefsデメリット。

・プレイヤーのパラメータを詳細に調整できるようにしたかった。

2.6考察

今回のスクリプトで最も工夫した部分は、ランダムウォークだ。

考えたのは、「ランダム方向に、ランダムな時間、ラ ンダムな速度で移動する」というものだ。 X軸と

z軸の移動距離を+1.0~-1.0の間で同時にランダムに決定し、抽選した時間移動し続ける。これにより、

斜めの移動も可能となり、自然な動きを表現することができた。

3. おわりに

今回ゲーム作成にあたり、 Unityを使用した。 Unityを使用する上で障壁となったのは、 Unityの学

習だった。学習には「ドットインストール」 [3]というサイ トを使用した。しかし、ドットインストール

のUnity講座ば情報が古く、同じように作成しても挙動が異なることが多々あった。私は情報が古くて

も講座の見本どおりゲームが作れるよう、自身で調べ、学習した。結果、今回の課題を達成できるまで

の知識を得ることができた。

Unityに触れて気が付いたことは、 Unityはゲーム制作以外にも様々なことに利用できることだ。今

後も Unityの利用用途の拡大に期待したい。

～参考文献～

[1]藤本徹著 「シリアスゲーム：教育・社会に役立つデジタルゲーム」 東京電機大学出版局， 2007

[2]Making Magic・ マジック開発秘話

https ://mtg・ip .com/reading/mm/0030677 I参照： 2018/12/17 

[3]ドットインストールUnity入門（全 26回）

https://dotinstall.com/lessons/basic unity参照： 2018/12/17 
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 斎藤　　一

猿子　涼太
1 5 7 0 2 8 2

38 .スマートフォン向けコンテンツ開発

1. はじめに

現代社会において、携帯電話はなくてはならない存在となっている。本テーマでは、これから

伸びると予想される[1]スマートフォンにおいて実際に利用可能なコンテンツ開発を通して、スマ

ートフォンのコンテンツに対する理解を深める。

2. 本コンテンツについて

今回開発するアプリケーションはゲームである。アプリケーションの名前は「ボクセル大行進」で、

キャラクターが地下を目指し進むゲームである。今回作成するコンテンツでは、ゲームのキャラクター

や地形等を全てボクセルデータで作成し、アプリケーション内における統一感を作り出す。ゲーム性と

しては、横スクロールの画面の中で、 キャラクターがただ前進し、敵と遭遇したときに自動で戦闘が繰

り広げられるという内容である。本コンテンツのターゲット層は、小学校卒業までの子供である。ター

ゲット層を小学校卒業までの子供に絞り、小さい子供にとって楽しいゲームになるように機能を変更し

ていった。例として、戦闘中の HPの表示は、ダメージが一定の割合を超えるごとに、「げんき→へいき

→つらい→ヤバい→ひんし」で遷移していく。

3.1開発環境

本コンテンツ開発にあたって使用するソフトウェアは Unityである。 Unityのバージョンは 2017.4.1

である。スマートフォン向けのアプリを開発する他のソフトとして Androidstudioやeclipseといった

ソフトウェアも存在するが、本コンテンツはゲームであり、ゲーム開発に特化した Unityが最適である

と判断した。アプリケーションの動作テストを行う際、アプリケーションを実機やエミュレータ上で動

作させる必要がなく。エデイタ内で完結させることが出来、 UnityのUIもGUIベースである。 [2]

例えば、オブジェクトにスクリプトを適用するときに、 完成しているスク リプトをドラッグ＆ドロッ

プするだけで適用することが可能であり [2]、また、適用されたスクリプトの変数をエデイタ上で入力す

ることができる。この仕様を用いることで、「敵キャラクターのステータスの雛形」を用意し、各キャラ

クターに適用した後にそれぞれのパラメータを操作することが可能となった。

また、ボクセルモデルを製作するために MagicaVoxelとBlenderを用いる。

3.2動作環境

アフリケーションの動作環境は、 Android4.4以上を搭載したスマートフォンを想定している。テスト

環境として用いる端末は、 SONYのXperiaXZ(S0-0 lJ)、OSはAndroid6.0.1である。

4ゲーム画面の操作

図 1はゲーム画面のスクリーンショットである。 Unityで行われたレンダリングと相違なく表示され

ており、描画も安定している。各キャラクターの UIの上に、それぞれ対応したジョブが表示されてい

る。ヌンミーとカレストは、こうげき、ぼうぎょ共に「てんさい」のジョブが表示されており、テトラ

は、こうげきが 「へた」、 ぼうぎょが 「てんさい」のジョブが表示されている。
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図 1実機のゲーム画面

5. 考察

Unityを用いたスマートフォン向けアプリケーション開発は、コード主体である Androidstudioや

Eclipseと比較すると使い勝手の良さに差が生まれる。 Unityは GUIベースで開発し、コードを開かず

ともコードの値をエデイタから編集できるのはとても良い点である。

男子児童のレビューは、「しょぼいけど楽しい。」であった。スマートフォン上で動作させるために負

荷軽減を徹底しており、エフェクトの類は極力実装しなかった。詳しく聞いたところ、男子児童から「ド

派手な戦闘アクションをしたい。」という回答を頂いた。小学校卒業程度の児童向けにゲームを作るの

なら、エフェクトを付与すると人気が出るらしく、 実際に男子児童がプレイしていた他のゲームには豪

華な戦闘エフェクトが付与されていた。

6. 終わりに

初めてスマートフォン向けのゲームを作ったが、 Unityがとても使いやすく、そこまで難易度は高く

はなかった。しかし、企画段階においてアプリケーションの企画が十分に練られておらず、 実装途中で

仕様変更という場面が多々あった。また、開発途中に新しい技術を習得することが多く、既存のコード

のリフ ァクタリングを行うことで動作の安定性を確保できる余地があることも分かった。

7. 参考文献

[1]総務省 I平成 28年度版情報通信白書 Iインターネットの普及状況

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc252110.html 

[2]U nity2017入門最新開発環境による簡単 3D&2Dゲーム制作

荒川巧弥浅野祐一 著
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システム情報学科
鹿児島教育センター
指導教員 : 斎藤　　一

米山　大登
1 5 7 0 2 9 7

インバウンドと観光サイトの実態

39 .新しい観光サイトの提案

研究の背景

近年インバウンドという言葉を耳にする

ようになり、日本の観光サイトではどのよ

うな取り組みをしているか気になり今回の

テーマを専攻した。また、春・夏・冬の長

期休みに九州を中心に各地の観光名所を友

人とよく訪れることがあった。その際、ス

マートフォンやパソコンを使って観光サイ

トを見で情報を収集することが多々あり、

サイトの使いやすさで旅行の段取りが良く

なったり、悪くなったりすることがあった。

現在、多くの観光サイトが溢れる中、自分

にとって使いやすいサイトを見つけないと

いけないと考えた。しかし、旅行の計画を

練る際や、旅行中に活用する観光サイトを

たくさん見て自分に合ったサイトを見つけ

ることに時間を使いたくはない。そこで、

ユーザが求めている情報をいち早く見つけ

られるサイトを提案することによって、ユ

ーザの旅行がより 一層スムーズにいき楽し

むことができるのではないかと考え、「新し

い観光サイ トの提案」というテーマに興味

を持ちこの研究を始めた。

研究の目的

近年、個人旅行が一般化し，インターネ

ットを利用して観光清報を収集することや，

自身の体験を SNS等を通じて他者に発信

するような動きが活発になっている。また、

日本へのインバウンドの増加により、訪日

外客数が増加傾向にある。このテーマでは、

このようなインターネットにおける観光清

報の提供および利用の現状や訪日外国人に

対しての配慮を調査し、観光情報の構造を

明確化した上で、どのような情報がユーザ

にとって有益であるかを検討する。また、

同じ旅行先の観光サイトを複数見た際、サ

イトの内容や画像や文章がどのサイトも類

似しているため、他のサイトと差別化でき

る点を考えながら既存の観光サイトの改善

案や新しい観光サイトの提案をしていく 。

本論文の構成

本論文では現状の観光サイトを調査し、

その考察を踏まえた上で、新規性のある観

光サイトの提案について研究を行う。

本論文の以下の構成は次のようになってい

る。

第 2章では、現状の観光サイトを調査する

際の手順・方法について述べる。

第3章では、第 2章での手順・方法に従っ

て47都道府県の観光公式サイトを見て感

じたことについて述べ、第4章でその考察

を踏まえた上での新しい観光サイトの提案

を述べる。

最後に第 5章で本論文の結論を述べる。

なお付録として47都道府県の観光公式サ

イトで良かったサイトを紹介する。

海外友人への調査

調査をしている際に、多くのサイトで多国

語に対応したサイトを用意していることに

気づいた。 また、サイトによっては、日本

語のサイ トと多国語のサイトでサイトのレ
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イアウトを変更していることがあった。そ

こで、今回台湾に住んでいる台湾人の友人

にコネクションを取り、台湾人目線でサイ

トが見やすいのかどうか調査した。

観光サイトの提案

苔←ぅG e 8 Eかう 0 8 
：：：：出疇キ ャワ （ス 9イ ド）
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URL: https://www.kankou・shimane.com/ 

June.3.2018 

[18]ひょうごツーリズムガイド：兵庫県観

光情報サイト—

URL: http ://www.hyogo・tourism.jp/ 

June.5.2018 

[20]大阪観光局

URL: https://osaka・info.jp/ 

June.5.2018 

[21)和歌山県観光情報公式サイトわかや

ま観光情報

URL: 

https://www.wakayama・kanko.or.jp/ 

June.5.2018 

図 1 観光サイトレイアウト [27]とやま観光ナビ

調査した上で今後観光サイトを制作すると URL: https://www.info・toyama.com/ 

したら（図 1) のような方言一覧などのオ June.5.2018 

リジナル性あるページを作り、複数ある観

光サイトとの差別化を考慮して観光サイト [36]東京の観光公式サイト GOTOKYOホ

を制作したいと考える。 ームページ

参考文献

[2]鹿児島県観光サイトlかごしまの旅

URL=http ://www.kagoshima・kankou.com/ 

June.3.2018 

[5]福岡県観光情報クロスロードふくおか

URL: https://www.crossroadfukuoka.jp/ 

June.3.2018 

[10]しまね観光ナビ I島根県観光連盟公式

サイト

URL: https://www.gotokyo.org/jp/ 

June.10.2018 

[40)千葉県公式観光情報サイトーまるごと

e! ちば一

URL: http ://maruchiba.jp/ 

June.10.2018 

[47]北海道観光公式サイト GoodDay北海

道

URL: https://www.visit・hokkaido.jp/ 

June.11.2018 
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日記アプリケーション

40 .スマートフォン向けコンテンツ開発

1. はじめに

近年では、ストレスにより神経症（不安障害）

[ 1 lになる人が増加傾向である。その治療法とし

て日記療法が実施されている。

なぜ日記を書くことでストレスを軽減するこ

とができるのか、 不安を緩和することができるの

か私は不思議に思った。日記と聞いて、 「続かな

い」、 「内容が思いつかない」など様々なことを

考えた人はいないだろうか。紙はもちろん、 SNSそ

して、スマートフ ォンの普及により、アプリケー

ションで日記を書くなど、日記も多様化している。

そこで、スマートフォンアプリケーションなら、

慌ただしい生活に追われている人が手軽に日記

を書くことができれば、神経症になる人を少しで

も減らせることができるのではないかと考え、こ

のテーマを選定した。

2. 日記を書くことのメリット

日記を書くことによるメリット [2]は3つある。

1つ目は、創造力のある文章を書くことができ

る。日記を書き続けることにより、 上手い文章を

書くことができるようになったり、アイデアを効

果的に処理し、伝えることができるようになった

りする。経験を書き綴ることで、経験そのものを

処理し、 気づかなかった情報を見出すことができ

る。

2つ目は、出来事を書き出すことは、精神衛生

に良い。出来事を書き出すことがストレスマネジ

メントや精神衛生によいことは、すでに 「科学的

な事実」 として認められ、臨床心理士も療法に用

いられている。

日記を書くことがなぜストレス対策になる理

由は、 書き出すことにより、脳に余裕が生まれ、

結果的に心にも余裕が生まれるからである。また、

過去に起きたネガティブな体験を書くことで、出

来事に対し違った見方をしたり、 違う意味を与え

たりすることで、ネガティブな考え方を克服する

リフレーミングもできる。

3つ目は、目標を達成しやすくなる。 「目標を書

くと実現する」という言葉を聞いたことがないだ

ろうか。この言葉には、科学的な裏付けが存在す

る。なぜ実現率が上がるのかというのは、脳の RAS

効果という働きによるためである。RAS効果とは、

必要な情報だけをより分けて取得するという脳

の機能の名前である。つまり、願望を書くと、 夢

を叶えるのに必要な情報を脳が勝手に集めてき

てくれるようになるのだ。

3. 開発環境 [3]

開発環境

Androidバージョン

データベース

4 作品内容

: Andra ids tudio 

: 7. 0 

: SQLi te 

長続きしない人でも少しでも継続することが

できるアプリケーションを開発したいと考えた。

どのようなアプリケーショ ンが継続しやすいか

を考えた結果、ボタ ンなど機能が複雑ではなく、

操作が簡単なものが使いやすいと考えた。ト ップ

画面（図 1)には、「日記をかく 」、「日記一覧」と「検

索する」の4つのボタンがあり、利用者が該当の

ボタンを選択することで、画面を遷移する。
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タイトル l 記録

2018年 07月 18日 10時 15分

令 R-Rはいかがでしたカウやザ ー一ー---------,

I ----ー-- ...• --
.. 一····• •••• ・ー....一. ..•. •••• • .• 一•

---- ----- ・・・一...一--- ---- -―---一••••一---—
..•. ... . .. ー・・・・・・--・・ 一

図 1 日記をかく

日記一覧

ランチ
みんなでケーキバイキングに行った！
ケーキ沢山食べた
美味しかった(,..._.,,)c::?

2018年 07月 18日 10時 16分

明日の予定！
明日は、映画見て、ランチして、ショッピングす
る！ 命命
2018年 09月 11日 19時 54分

お腹すいたー！
お腹 すいた琴
お好み焼きたべた一い!(*'4'*) 

2018年 09月 11日 19時 55分

図2 日記一覧

索したいワ ードを入力してください

prgw 

X 

日付タイトJt,

ランチ みんなでケーキパ2018年 07月 18日
ィキングに行っ 10時 16分

た 1
ケーキ沢山貪 ぺた

霙 味しかった（
._.)<:? 

お慶すいた吟 2018年 09月 11日
お好み饒きた べ 19時 55分
た一い I(が '-1'*)

図 3 日記の検索

5. 評価

周りに実際にこのアプリケーションを利用し

てもらい、カレンダーと連携していたら使いやす

い、文字の大きさを変えられるようにして欲しい、

すぐに検索できるから便利など様々な評価を得

ることができた。日記をかく画面（図 1)では、タ

イトル、内容を書くテキストボックスが表示され、

文字を入力して記録ボタンをタ ッチすることで、

データベースに保存[4]される。日記一覧 （図 2)で

は、 今までに登録した日 記を見ることができる。

また、 長押しをすることで削除 [5]することがで

きる。検索画面（図 3) では、これまで自身が書

いた本文の内容を検索することができる

6. 終わりに

不安がある方が日記を書くことで、少しでもス

トレスを軽減することができるようになれば良

いと思う。 実際に私自身、日記を書くことで頭の

中を整理することができ、気持ちの整理をするこ

とができた気がする。そして、本研究を通してデ

ータベースや罫線などの課題があり、今まで以上

に開発の技術、知識を学ぶことができた。また、

他の人からの評価で、気づくことができなかった

問題点を聞くことで、改めて、全員が使いやすい

アプリケーションがどのようなものなのかを考

えることができた。今回の経験を活かして、今後

のアプリケーショ ン開発のみならず、さまざまな

開発に繋げていきたいと感じた。

参考文献

[1] Fujimoto Medical System, • 神経症（ノイロー

ゼ）について，・ http://www. fuj imoto. com/, 

参照 Jul.18, 2018. 

[2] todoist, • 科学的にも証明された日記を書く

ことの現実的なメ リットと日記を続けるコツ，＂

https://blog. todoist. com/ja/, 参照

May. 15, 2018. 

[3] Android Developers, 

https://developer. android. com/?hl=ja/, 

参照 May.9, 2018 

[4]Android開発入門， 'SQL i teを簡単に扱うた

めの DBアダプターの実装，・https ://android. 

ke i code. com/, 参照 Jun.12, 2018. 

[5] asky, ・Android:ListViewとAdapter、そし

て SQLiteを使う， ＂

http://asky.hatenablog.com/, 参照 Jun.15, 2018. 
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41 .新しい観光サイトの提案

1. はじめに

現在、観光はその国のリーディング産業として確固たる地位を築いていることが多

く、国や地域の経済、雇用など大きな影響を及ぼしており、日本国においては 2006

年に 「観光立国推進基本法」が成立し、それに続き 2008年には国士交通省の外局と

して「観光庁」が設立されたことで観光が日本の政策で重要な位置づけにある。その

中でも近年の情報化していく社会においてインターネットや SNSを一般の人間も使

い観光情報を収集していくことが当たり前になっている中、観光サイトの重要性は高

くなっている。

そして今回は、現在の日本に多くの観光の形態がある中でも、観光庁の推進してい

る参加、体験、交流を重視するあり方であるニューツーリズムからグリーン・ツーリ

ズムに着目し新しい観光サイトの提案を考えている。

理由は 3点あり、まず 1点目には、日本の人口は高齢化が進んでおり、若い年齢層

の人が農村に行くことにより体験や交流を通し高齢者の多い農村地帯の活性化を考

えていること、 2点目には、農村空間に触れることにより地域固有の文化、伝統を知

るとともに現代失われつつある文化、自然などを保護することにもつながると考えて

いること、 3点目には、認知度の低いグリーン・ツーリズムを観光サイトを通して実

際に体験する人間が増える可能性があると考えているからである。以上 3点の理由か

らこれからの観光産業の中で大きく成長するであろう可能性を持ち成長すべき旅行

形態のサイトを提案しようと考えている。

2 日本のグリーン・ツーリズム

グリーン・ツーリズムは、ニューツーリズムの一例であり定義として 「農山漁村

地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動であり、農作業

体験や農産物加工、農林漁家民泊、さらには食育などがこれに当たる。」となって

いる。グリーン・ツーリズムの観光資源のある農村空間には自然、文化、ゆとりと

いった普段農村地域で生活していない人間には体験できないものが多くある。その

地域の文化、伝統を知るとともに、失われつつある文化、自然などを保護すること

に繋がることになりさらに、若い年齢層の人がグリーン・ツーリズムを通して体験
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や交流によって、高齢者の多い農村地域の活性化に繋がることが期待されている。

3 観光と情報

近年の情報社会で観光業は新聞や雑誌といったメディアからインターネット及

びSNSから観光情報を収集するようになった。このことにより観光サイトの重要

性はますます高くなり、 SNSの情報を結びつけることで多くの情報を収集できる

サイトの提案を考えていく 。関連書やデータなどを基に観光業におけるインターネ

ット及びSNSの重要性を説明する。

4 結論

観光業は今の日本において重要な産業であり、 SNSを利用した情報収集が盛ん

におこなわれている。情報化が進みサイトからの一方向の情報の受け取りではなく、

自らも発信者として双方向の関係になっている。現状の観光サイトに実際に経験した

情報を発信する場所を設けることが、利用者の不確定情報を打ち消すことや、行動意

欲につながることが分かった。 SNS利用者はグリーン・ツーリズムのサイトでは特

に詳細な情報が足りないことや、決済や予約ができないサイトが多いと感じとつつき

にくく魅力がなかなか伝わりにくい作り、構成になっていた。また、日本は第三次産

業を大事な経済活動の柱としており、近年増加し続けている訪日外国人にむけたサイ

トも必要になるだろうと感じた。

最後に、この論文を書くと同時に実際にサイトを製作することを考えていたが、見

込の廿いスケジュールのため制作できないと断念し、テーマ構成を考えるところまで

手戻りした。スケジュールを細かく区切って制作にあたるべきだったと反省している。

参考文献

（一財）都市農山漁村交流活性化機構https://www.kouryu.or.jp/
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総務省 www.soumu.go.jp/ 
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谷口知司 福井弘之 (2015)『これからの観光を考える』晃洋書房

山崎博光 (2004)『グリーン・ツーリズムの現状と課題』筑波書房

菊池俊夫 有馬貴之 (2015)『自然ツーリズム学』朝倉書店

犬塚 先 (2011)『インターネ ット社会と情報行動』 ナカニシャ出版
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既存サイトからの改善

42 .観光客のための観光サイトの改善案の提示

1章序論

1.1観光情報の利用の現状

[1]より、旅行に行く前・現地での情報収集する

方法は旅行サイト、宿泊予約サイト、観光情報サ

イトなどを利用すると回答した人が 63. 5 %、

SNS(Facebook、mixiなど）、ブログ、 Twitterな

どを利用すると回答した人が 8. 3 %だ。合算す

るとインターネットを利用しで情報収集をする

人は 70%を超えてくる。インターネットで観光

情報を収集している人が多くいるということは

サイトを制作することで観光客の増加につなが

ることが分かる。観光雑誌を主に情報収集に活用

していた時代では電話でしか予約を取ることが

できなかったがインターネットを活用した予約

ができるようになっている。そのためインターネ

ットを活用して各地域が自分の地域の観光客を

増やして町おこしをしようとする。そうすると現

状のような地域ごとのサイトがインターネット

上に混在している状態になる。

2章本論

2.1観光サイトに載せるべき情報

サイトに載せるべき情報はそのためサイトに載

せるべき情報、観光したいと思える情報だけを載

せることが大切だ。

以下に自分が考える観光サイトを作るうえでの

最低限のポイントを記述する。

・モバイルで見ることができる

・文字が小さくない

・リンクやボタンが押しやすい

• そのサイトにおける画像サイズが大きくない

・ページをロードして一目で何のサイトでわかる

・英語や中国語を適用できる

・観光客が行きたいと思えるページにする

・色が派手でないこと

・見せなくてはならない場所は目立たせる

2.2観光サイトを作る上での最低限のポイント

既存のサイトであまりできの良くないものを

あげ、その問題点からみる改善案を示していく。

事例 1

苅田町観光協会公式サイト [2]

問題点

① メニューボタンの内容や配置

参考： [6] [7] [8] [10] 

② 問い合わせフォーム名前入力の匿名性

③ 記入漏れがあった場合の対処ができてない

改善案

① ボタンは簡潔で分かりやすいボタンにする。

② 記入漏れがないように記入欄の必須の文字を

黒文字→赤文字にする。

事例 2

北九州市 八幡東区皿倉山 皿倉山ケーブル

カーのホームページ[3]

問題点

① サイトを開いた瞬時に何のサイトかわからな

し •o

② 字が全体的に見にくい。

③ メニューボタンの表記
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改善案

① タイトルである 「SarakurayamaCable Car」

を「皿倉山ヘケーブルカーにいこう！」など

に変える。

② 文字を変化させるための「小→中→大」とい

うボタンをヘッダーに置く。

③ 日本語に統一し、メニューボタンの内容に適

した絵を横に配置し、 一目見ただけでどのよ

うなボタンかが分かるようにする。

事例 3

大山崎観光サイト／大山崎町[4]

問題点

① サイトのタイトルがない

② 色が全然使われていないので空白の部分がよ

り目立つ。参考：[5][9] 

改善案

① このサイトのタイトルを「大山崎観光関連サ

イト」などにする。

② ボタンの配置や画像の配置を変える。もしく

は、ボタンや画像の大きさを変える。

3章 結論

3.1既存サイトの問題点のまとめ

これまでサイトの問題点とその改善案を述べ

てきたが主な問題点で多かったものをまとめる

と以下の通りになる。

① メニューボタンの配置・内容 3件

② 字の大きさ・色 2件

③ サイトを開いた瞬時にどのようなサ

イト化が分かる 2件

この 3つの問題点は本論で挙げた観光サイトを

作る上での最低限のポイントに含まれているこ

とから、サイト制作において最低限の原則を守る

ことがサイト作りにおいて大事だったと言える。

3.2今後の観光サイトの展望

本論で挙げた事例でその他としてあげた 3つの

事例に統一して直すべき点はスマートトフォン

に対応していないことだ。スマートフォンの普及

により、スマートフォンで観光情報の収集をする

人も増えた。よって、スマートフォンに対応した

サイトにするのは必須だ。これまで述べてきたサ

イトを作る上での最低限のポイ ントを満たして

いて、サイトに載せるべき情報でサイトが構成さ

れると共に、スマートフォン対応をすることが、

これからの観光サイトの展望につながってくる

だろう。

4章参考文献

[1]旅行に行く前・現地での情報収集方法

参照Aug.10,2018

https://www.myvoice.eo.jp/biz/surveys/18217 /in 

dex.html 

[2]苅田町観光協会公式サイト参照 Aug.10,2018

http://kanda・kankou.jpn.org/ 

[3]北 九 州 市 八 幡 東 区 皿倉山 皿倉山ケーブ

ルカーのホームページ 参照Aug.10,2018

http://www.sarakurayama・cablecar.eo.jp/ 

[4]大山崎観光サイト／大山崎町参照Aug.10,2018

http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/kanko/ind 

ex.sp.html 

[5]小諸市観光協会サイト参照Aug.10,2018

http ://www.kanko.komoro.org/ 

[6]安来市観光協会参照 Aug.10,2018

http ://www.yasugi・kankou.com/s/ 

[7]あさくら路観光協会 HP参照 Aug.10,2018

http ://amagiasakura.net/ 

[8]霧島氏観光協会参照 Aug.10,2018

http ://kirishimakankou.com/ 

[9]宮島観光公式サイト

http://www.miyajima・wch.jp/ 

[10]長洲町観光情報参照Aug.10,2018

https://www.town.nagasu.lg.jp/kankou/default. 

html 
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システム情報学科
鹿児島教育センター
指導教員 : 斎藤　　一

上村　竜平
1 5 7 0 3 8 8

～鹿児島の「歴史」と「文化」を知る教材～

43 .  ID(インストラクショナル・ デザイン )に基づいた
『地域』 のことが学べる Web教材制作

1. はじめに

現在、社内教育や実際の学校授業などに web教

材というものが多く利用されるようになってき

ている。これば情報を共有するインフラとしてイ

ンターネットが普及し、個人が手軽に情報を取得

することができるようになったからといえるだ

ろう。ではなにかを学ぶときに書籍や DVDなどと

は何が異なっているのだろうか。それば情報の厚

みである。書籍や DVDなどはどうしてもコンテン

ツの量に限界がある。しかし web教材は、圧倒的

なコンテンツ量とどこかに赴かずとも情報を手

に入れられ、動画の資料なども再生することが可

能である。またその手軽さと、基礎から応用まで

その人にあった教材で自分のペースに合わせた

学習ができるため普及しているのだと考えられ

る。本論では今の時代また未来で幅広く利用され

るであろう web教材を作成したうえで、論じてい

く。

2. テーマの地域「鹿児島」

今年、明治維新 15 0周年ということや大河ド

ラマ「西郷どん」の影響もあり注目を集めている

「鹿児島」。この町は歴史的にも文化的にも独自

のものを有している。今の流行に合わせて鹿児島

についての教材を作成することでより多くの人

に鹿児島のことをしってもらえるのではと思い、

テーマとなる地域を鹿児島に設定した。

3. 作成したコンテンツについて

トップページはシンプルなデザインにし、ナビ

ゲーションをつけ遷移先をわかりやすくした。ま

た、ナビゲーションバーだけでは学習ページヘ誘

導が難しいと思い下のほうでさらに詳しいセク

ションを載せて学習ページヘと遷移できるよう

にした。
かごしまを知る

霰央Sの文化と巴

＂泣 戯""""'史 霞~~の文化 籍閏閏さ ログイン

゜■曹P M史ヘーシ "~""'又化r<-ジ 繰言胄量卜·•

，，児 霰""の魔JPne字閃するべ 名攣"これこ出9さnていた閉"

℃字Sし零` ， 費匹には閉お ーン・≪,... , だけ OUく亀妥 の一こで,"""'"山Jiliilfつ
誡駅で3襲した•Ab多くいたこ "'"や場フSに"""のV<I;があいたか碩ばしてみましよう9
,. しつてい烹すか？ るので言

一 一 一ペー公,,-;,,へ~•-

c""''""' "' '°"""""雹"~"霞引門字N~< R心地 "'"'·℃d 

図 1トップページ (PC版）

今回は、スマートフォンやタブレット端末など

で学習を行う時でもレイアウトが崩れないよう

にレスポンシブルな設計を行った。具体的には、

画面の横幅に対してブレイクポイントを設ける

ことで実現している。 HTMLファイルの方にはく

meta>タグの中に viewport属性を記述しており、

CSSの方でブレイクポイントごとに分けてどうい
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うレイアウトを適用させるかを記述している。

明治維新ってそもそもな
に？

□ 
明治維新は明治時代初期の日本が行った大々
的な一連の維新をいう。薩長土肥の四藩中心
に行われた江戸幕府に対する倒幕運動から明
始政府による天皇親政体制への転換と、それ
に伴う一連の改革を指します。

図 2学習フリップ（一部抜粋）

項目の内容は基本的にフリップ形式で右下の

矢印で次へ進む形になっている。基本読みなが

ら自主的に進めていくことになる。（図 2)

さらに今回は自学自習で評価できるように各学

習項目に確認問題を設けて自分の学習した事の

客観的評価をつけられるようになっている。それ

ぞれ設定されている問題数は違うが、いずれの

確認問題も 80点を超えた段階で履修完了と

なる。今回は実際に制作した web教材を実際に

現役の中学生・高校生に利用してもらった。ま

た、参考のため大学生と小学生にも一人ずつ協

力してもらい学習を行ってもらった。その中で

改善すべき意見として「漢字が難しい」「どれ

くらいの進捗でどの程度終わったかわからな

い」「確認問題が難しい」などが挙げられてい

た。この結果から今回作った教材は見やすさや

興味を引くデザインには気を配れていたが、学

習する対象の調査が甘かったと分かった。

4. まとめ

今回のテーマであるインストラクショナルデザ

インに関しては教材づくりを通して実感するこ

とができた。例えば、設計やレイアウトがとても

大事で、制作しているときに一貫性が保てなくな

りそうなことも分かった。また、アンケートなど

の習者からのフィードバックをもらうことによ

り私の考えがまだまだ足りなかったことも痛感

したように思う。アンケートの中で鹿児島の知ら

ないことを知れたという意見があったことはと

てもうれしかった。実装できなかった機能や見直

す部分も多くあった今回の web教材作成だったが、

経験としてとても有意義なものであったように

感じる。

5 参考文献

[ 1 Jインストラクショナルデザインとは 最適

な学習効果のための教育設計

https://satt. jp/dev/instructional-design. ht 

m(参照 2018-1-26)

[2] ID (インストラクショナルデザイン）とは

http://www. slhtdmc. co. jp/concept/id 

. html (参照 2018-1-26)

[ 3 J失敗しない eラーニング教材の作り方

ht tps ://1 ightworks-blog. com/e-learn 

ing-make (参照 2018-1-26)

[ 4 J魅力的！効果的！企業研修デザインには、

インストラクショナルデザインを活用！

http://biz.cyber-u.ac. jp/blog/1147/ 

（参照 2018-1-26)

[ 5 J鹿児島県歴史／文化鹿児島県ホームペ

ージ

http://www. pref. kagoshima. jp/pr/gai 

you/rekishi/index. html (参照 2018-1-26)

[ 6 ]方言歴史探訪 「鹿児島の方言歴史探訪（薩

隅方言） 」

http://www. osumi. or. jp/sakata/houge 

n/rekisitanbou/hougenrekisi. html (参照

2018-1-26) 

[ 7 ]ばくたそ—フリー素材無料ダウンロード

https://www.pakutaso.co皿じ菱照

2018-1-26) 

[ 8 ]もう迷わない!HTML5のもっとも基本的な

テンプレートはこれだ！

ht tps ://www. webprof essional. jp/a-basic-html 

5-template/ (参照 2018-1-26)

[ 9 ]エビスコム 『HTML5&CSS3デザインブッ

ク レスポンシブWebデザインでレイアウトを自

由に操るための最新技法を身につける。』 ソシ

ム株式会社



指導教員　:　齋　藤　康　彦
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 齋藤　康彦

小川　東矢
1 5 7 0 0 0 6

44 .所有物の位置関係管理システム

1. はじめに

本システムは、部屋ごとに保管されている所有物が、他の所有物とどのような位置関係を持つ

かを管理することを目的としている。部屋の中にある所有物の増減や、位置を移動させる現象

を、どのようにユーザに操作させて所有物の管理に繋げるか、また、どのようにユーザに意識さ

せず自動的に位懺関係の矛盾をなくすかが本テーマでの重要な課題となった。

2. システム構成

本システムは Javaを使用した Webアプリケーションであり、 Webページの作成に HTML、CSSを

使用している。データベースには、リレーショナル型データベースである MySQLを使用する。

3. 主な機能

3. 1検索機能

ユーザはキーワードを入力することで、所有物を検索できる。キーワードと所有物名が一

部、でも一致した所有物がリストアップされ、ユーザはそのリストから所有物を選択する。

3. 2所有物登録機能

所有物を新たに登録する。ユーザは自分で決めた所有物名を入力することでその所有物を新

たに登録できるが、部屋ごとに同じ名前を持つ所有物は登録できない。

3. 3位置関係表示機能

一つの所有物を選択し、その所有物の持つ位置情報を一覧で表示する。位置情報は、「上下関

係」、「左右関係」、「前後関係」、「中関係」の順にページに表示される。

3. 4所有物削除機能

ユーザが選択した所有物をデータベースから削除する。削除対象である所有物が関係してい

る位置関係も同時に、自動的に削除する。

3. 5位置関係変更機能

所有物の位置情報の追加、または削除を行う。追加について、ユーザが 「どの所有物」の

「どこ」に位置情報を追加するのかを選択することで実行される。削除について、位置情報変

更画面にはある所有物の位置関係が表示されており、その一つ一つに付与された削除ボタンを

押すことで位置情報の削除が実行される。

3. 5. 1 「派生的に行われる位置関係の変更」

本システムでは、 一つの所有物の位置関係が変更された際に、派生して行われる位置関係の変

更も自動的に行う機能を持つ。しかし、この機能は場合によって、ユーザの意図しない変更も

自動的に行ってしまう場合がある。

そのため、位置情報の追加機能では、 「自動的に位置関係を修正する追加」と、 「位置関係を

修正しない追加」をユーザが選択できるようにする
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4. データベース構造（テーブル項目、列項目）

テーブル名 概要

POSSESS ION 所有物の情報を保存する。

ROOM 部屋の情報を保存する。

ON, RIGHT, FRONT, IN POSSESSIONテーブルにある所有物の位置情報を保存する。

それぞれ、上下、左右、前後、中情報を管理する。

テーブル名 列名 データ型 概要

主キー

PosNo INT (8) ON, RIGHT, FRONT, INテーブルの

POSSESSION 外部キー (Basi sPo sNo, By Po sNo) 

VARCHAR (45) 
所有物の名前を登録する。

PosName 
UNIQUE制約を付与

INT (6) 
主キー

RoomNo 
ROOM POSSESSIONテーブルの外部キー

RoomName VARCHAR (45) 部屋の名前を登録する

ON, RIGHT, FRONT, BasisPosNo INT (8) BasisPosNoとByPosNoの複合主キー

IN ByPosNo INT (8) 

4. 1位置情報を管理するテーブル

◎ ONテーブルの登録例（下図は状態が見えやすいよ うに PosNameを結合表示させている。）

＇胆sisPosNo PosName 
I 10 カーペット
,1 テーブル

これにより、

<床>の上に<ヵ一ペット> がぁり

ByPosNo PosName 

1 床

10 カーベット

<カーペット>の上に<テ一ブル> があることを表している〇

下関係については逆に読み取ることでシステムに反映できる。

5. おわりに

今回は、所有物とその位置情報をデータベースでどのように管理するかが機能実現のための大

きな課題となった。所有物は複数の位置情報を持っため、複数対複数の関係をリレーショナルデ

ータベースで管理する必要があっ たが、連関エンテイティを持たせることでこれを解決させた。

効率の良いデータベース構造を見出すために、設計を慎重に行うことの重要さを学んだ。

6. 参考文献

[ 1 l「Javaバイ ブルシリーズ Webアプリケーション構築 改訂版」 (2017) 出版社 sec 
著 河 野吉男原田勉丸山智久，後藤悠笠井俊樹

[2] 「HTML5&CSS3 レッスンブック」 (2013) 出版社 ソシム

著 エビスコム
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システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 齋藤　康彦

谷本　直人
1 5 7 0 1 4 2

45 .  SQL学習用簡易版データベース管理システムの開発

l. はじめに

本システムは SQLの書き方，使い方を学習するための SQLシミュレータである。SQLを

使って実際にデータの登録，変更，削除，検索を行うことができる。但し， SQLの全仕様

を実装することは難しいため，本システムの利用対象ユーザーを，データベースや SQLに

触れたことのない初心者とし， SQLの基本的な仕様だけの実装とした。

MySQLなどのデータベースソフトウェアをインストールするには様々な設定をする必要

があり、それは初心者にとって壁となる。本システムはその必要がなく、手軽に SQLを実

行、結果を確認できるシステムである。

2. 開発環境

本システムの開発言語は Javaであり， GUIは javaの標準 GUIライブラリである JavaFX

で開発を行った。開発環境は eclipse, また GUIデザインツールとして SceneBuilderを

使用した。

3. 機能説明

本システムの画面構成は、誰でも簡単に使えるよう利便性を考慮し、ユーザーSQL文入

力欄、実行ボタン、テーブル表示画面、結果出力画面とシンプルな構成とした。

使用者は SQL文入力欄に実行したい SQL文を入力し、実行ボタンをクリックすること

で、 SQL文に沿った結果を得ることができる。まず、 create文、 insert文を実行し、テ

ーブルの作成及びデータの登録を行う 。するとテープル表示画面に作成されたテープルが

表示される。そして、そのテーブルに対して select文を実行すると、その結果が結果出

力画面に表示される。

システムは実行ボタンがクリックされると、入力された SQL文の解析を行う 。まず、入

力された SQL文の区切り記号の前後に空白を入れて配列に格納する。次に、空白を目印に

トークンを抜き出す。そして、順次抜き出されたトークンに対応する処理を行っていく 。

入力された SQL文がトークンに分解できない、または指定された値がなかった場合、アラ

ートで入カエラーを表示し、入力に誤りがあることをユーザーに伝える。

登録したテーブルの情報は CSVファイルに保存される。

4. おわりに

本システムは SQL文を解析するプログラムと、処理を実行するプログラムを実装しなけ

ればならないが、自身の知識不足から各仕様を決めるのに時間をかけてしまい、スケジュ

ール管理ができていなかった。

SQL文の解析におけるトークンの抜き出し方など、 プログラムコードが長くなって処理
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の流れがわからなくなることがあった。調べると、似たような処理を行うものが APIクラ

スとして存在しており、これを実装すればコード内を奇麗にまとめ、コーディングの時間

を短縮できた。

く参考文献＞

[l]SCC Books Javaバイブルシリーズオブジェクト指向プログラミング java7版

[2]小泉修「く最新＞図解で分かるデータベースのすべて」日本実業出版 2007

[3] Application (JavaFX 8)-0racle Docs 

https: //docs. oracle. com/ javase/ jp/8/ javafx/ api/ allclasses-noframe. html 

[4]超初心者向け JavaFX超入門ーQiita

https://qiita. com/tarosa0001/items/05ac653a091b7d1290f9 

[5] javaFX + FXMLでGUIアプリケーションを作ってみる

http://inaz2.hatenablog.com/entry/2016/04/26/203503 

[6]かわいいリレーショナルデータベース作った

http://d.hatena.ne.jp/nowokay/20120817#1345197962 

[7]CSVファイルを読み込んで javaFXのTableViewに表示する（改）

http://bitwalk.blogspot.com/2015/03/csv-javafx-tableview_S. html 
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 齋藤　康彦

福岡　凌甫
1 5 7 0 4 6 8

コンテンツの開発

46 .  MySQLを利用した SQLに関する e-learn ingシステムの開発

1. はじめに

本システム (SQL学習システム）は、 MySQLのエラーチェック機能の利用を基にした、 SQL学習ツール

である。本システムでの学習範囲は、 SQL文法中でも初歩的な内容を網羅した、木本恵美子著「スター

トアップオラクルマスター Bronzellg SQL基礎 I」で扱っている範囲をベースとし、章ごとに分け

た内容を記述で解答し、正答率に応じた難易度の問題を出すことで、段階的に学習を進めることがで

きる。また、間違えた問題を復習できる復習問題を出すことで系統的に学習を進めることができる。

さらに、エラーチェック機能を利用し、エラーを解決するためのヒントを出し、学習者に再度解答を

考えてもらうようにした。

2. システム構成

本システムはJava、及びJSPで開発した。システムのプログラムはEclipseでJSPファイルを中心に使

用した。問題、解答、解説、ユーザの正誤結果はMySQLのデータベース上に登録し、システム上から使

用している。

3. 問題

3. 1. 問題の作成

木本恵美子著「スタートアップオラクルマスター Bronze11 g SQL基礎 I」を参考にしながら問

題の作成を行った。問題を章ごとに分類し、 3段階の難易度に分けた。難易度は、初級、中級、上級

があり、問題文で解答につながる情報の有無や条件指定の多さにより、難易度が高くなるよう設定

した。各章ごとの問題は、 9問以上用意し、合計100問以上作成した。

3. 2. 記述問題

記述問題は、木本恵美子著「スタートアップオラクルマスター Bronzellg SQL基礎 I」の学びた

い章と難易度を選択し、解くものである。学習者は、学びたい章と難易度を選択する。章は8種類から

構成されており、 2章は、 SELECT句を指定する問題。 3章は、 iVHERE句で条件を指定する問題。 4章は、

集約関数を使用する問題。 5章は、表結合をする問題。 6章は、副問い合わせをする問題。 7章は、表に

値を追加、変更、削除をする問題。 8章は、表を作成する問題。 9章は、ビューを作成する問題となっ

ている。また、難易度は初級、中級、上級で分かれている。各章、 2回目以降の学習時、学習結果から

学習者の理解度に応じたおすすめ難易度を表示する。おすすめ難易度を選択することにより、 学習者

の理解度に近い問題が出るため、モチベーションの低下を招きにくくなっている。学びたい章、問題
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の難易度を選択後、問題を解く形となっている。解答は、テキストボックスに入力し、学習者が解答

したSQLをそのままMySQLに問い合わせる。SQLが正しければ、 学習者のSQL、模範解答、解説を表示す

る。 SQLが誤っていれば、 MySQLのエラーコードからSQLの誤り部分を予測し、ヒントと出す。ヒントの

確認後、学習者のSQLを表示させた状態で問題に戻り、再度解答してもらう形とした。

3. 3. 復習問題

復習問題は、学習者が記述問題で誤った解答をした問題である。学習者が正しい解答を記述でき

た場合、復習問題を理解したと判断し、正解した問題を復習問題から削除する。学習者が間違えた

問題を再度解くことで、学習者のSQLに対する理解が深まると考えた。学習者が同じ問題を何度も間

違えた場合、間違えた問題と同じ分類の問題を苦手問題に登録するようにした。解答は、記述問題

と同様にテキストボックス に入力し、 学習者が解答したSQLをそのままMySQLに問い合わせる。SQLが

正しければ、学習者のSQL、模範解答、解説を表示する。SQLが誤っ ていれば、 MySQLのエラーコード

からSQLの誤り部分を予測し、ヒントと出す。ヒ ントの確認後、 学習者のSQLを表示させた状態で問

題に戻り、再度解答してもらう形とした。

3. 4. 解答・解説・ヒント

解答のみではなく、気を付けるべき点や引っ掛かりやすいポイントなども含めて解答と解説を表

示している。また、 MySQLのエラーコードから学習者の間違いを予測し、問題が解けるようヒント

を出している。

4. おわりに

本論文では、「MySQLのエラーチェック機能を正誤判定に利用する」ことを前提にしたシステムの開

発を行った。担当 した問題（コ ンテンツ）面の改善点として、問題数が少ないことが挙げられる。学習

者が理解度を深めるために、何度も記述問題を解くと問題数が少ないため、 何度も同じ問題を繰り返

し解くことになった。今後さらに開発を進めるな らばGRANTやREVOCE等のDCLも取り扱いSQLの範囲を拡

大していきたい。また、 学習者が間違えた問題か ら苦手問題を類推し、出題する苦手問題を追加した

い。

く参考文献〉

[l] 木本恵美子著「スタートア ップ オラクルマスター Bronze1 lg SQL基礎 I」第6刷株式会社sec
2016年

[2] Webl io辞書 htt s ://www. webl io. ・/content/CBT?dictCode=BINIT 2018/09/13 

[3]牧紀子著 e-Learning利用と現状の課題 2007年 pp. 127-128 
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プログラムの開発

47 .  MySQLを利用した SQLに関する e-learn ingシステムの開発

l. はじめに

本システム (SQL学習システム）は、MySQLのエラーチェック機能の利用を基にした、 SQL学習ツー

ルである。本システムでの学習範囲は、 SQL文法の中でも初歩的な内容を網羅した、 「ORACLEMASTER 

Oracle Database llg Bronze [ l lgSQL基礎 I] (西昭彦 ・飯室美紀・鈴木佐和 ・岡野友紀著）」 [l]で扱

っている範囲をベースとしている。本システムは、学習者の学習したい章と問題文章の難易度を選択

し、その中から出題をすることで、学習者の学習意欲の向上を図っている。さらに、エラーチェック

機能を利用し、解答が不正解の場合は、解決するためのヒントを出し、学習者の理解度を高める仕組

みを採用している。

2. システム構成

本システムは Java、及び JSPで開発した。システムのプログラムは Eclipseで JSPファイルを中心

に使用した。問題、解答例、解説、MySQLのエラーコード、ユーザの正誤結果は MySQLのデータベース

上に登録 し、システム上から使用している。

3. 機能説明

3. l. ユーザ作成・ログイン

初めて利用するユーザは、管理者にユーザ作成を行って もらい、その後、システムにログインし

てもらう。この時、ユーザは USERというロールを付与されてデータベースに登録される。この他に

管理者アカウント（ロールは admin) がある。管理者アカウントでログインすると 、ユーザ管理とし

て、 管理画面からユーザの作成 ・変更 ・削除ができる。作成を選ぶと 、ユーザ ID、氏名、パスワー

ドを入力 し、データベース上に登録する。変更を選ぶと 、ユーザのパスワードが変更できる。ま

た、削除を選ぶと、選択されたユーザ情報をデータベース上からすべて削除する。

3. 2. SQL学習

問題は難易度と分類をもつ。難易度は、初級、 中級、上級に分かれている。分類は、 「スタートア

ップオラクルマスター Bronzellg SQL基礎 I (木本恵美子著）」[2]に記載されている章ごとに分

けられている。学習者が、学習したい分類と難易度を設定するこ とで学習意欲の向上を図ってい

る。設定は設定変更画面で変更することができ、設定は学習者ごとにデータベースに保存されてい

る゜
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3. 2. l. 記述問題

学習者が設定した難易度を分類から問題を出題する機能である。問頼が表示 され、学習者はテ

キストボックスに自身の考えた解答を入力する。この機能で解答した問題数と間違えた問題数

は、学習者ごとにデータベースに保存される。かつ、解答した問題数と間違えた問題数から学習

者の正答率もデータベースに保存される。

3. 2. 2. 復習問題

復習問題は、記述問題で学習者が間違えた問題を再度出題する機能である。 この機能は、難易

度や分類で分けておらず、学習者が今までに間違え、復習問題で正解していない問題を出題す

る。復習問題を解き、正解することにより、正解した問題は復習問頼から削除される。

3. 3. 解答 ・解説 ・ヒン ト

入力された SQL文は、まず文字数が一定数記述されているかを確認する。 次に、問題に対応す

る解答例の先頭予約語と、入力された SQし文の先頭が一致しているか比較する。最後に、入力さ

れた SQL文の実行結果が、対応する解答例の実行結果と同じ行数かつ列数であるかを検証する。

また、グループ関数を使用した問題の場合は、使われている関数と列名を対応する解答例と比較

する。なお、実行結果がエラーだった場合は、出力されたエラーコードから考えうる間違いを指

摘するヒントが画面に表示される。正解した場合は、問題に対する解答例と解説が表示される。

4. おわりに

本論文では、「MySQLのエラーチェック機能を正誤判定に利用する」ことを前提にしたシステムの開

発を行った。担当したプログラム面の改善点として、問題の追加、及び変更と削除がある。現状で

は、データベースに直接問題を追加することができる。しかし、システム上から問題を追加すること

ができないため、問題の追加、及びそれに付随する変更と削除機能を追加する必要がある。追加案と

して、SQL問題画面のメニューに管理者専用の問題追加機能と問題変更機能の実装を考えている。今後

さらに開発を進めるならば、管理者が自由に問題を追加変更し、初めて利用する学習者に対して、現

状の理解度を測定して難易度を自動調節する機能を実装したい。さらに、 OracleMasterBronzeの模擬

試験機能を実装し、時間測定機能と解いた問題を見返す機能を実装したいと考えている。

く参考文献＞

[l]西昭彦 ・飯室美紀 ・鈴木佐和 ・岡野友紀著 「ORACLEMASTER Oracle Database llg Bronze[llgSQL 

基礎 I]」 2011年

[2]木本恵美子著 「スタートアップオラクルマスター Bronzellg SQL基礎 I」2016年
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48 .  NTTドコモ

1. 研究の背景と目的

NTTドコモは携帯電話等の無線通信サービスを提供する日本最大手移動体通信事業者である。現代

スマートフォン普及率は 7割を超え多くの人が使用している。そのスマートフォンを販売している中心

企業はNTTドコモを含め、 KDDI、ソフトバンクの 3社である。この同じ業界である 3社の違いを

論述しながらNTTドコモについて分析していく 。

2 歴史

日本電信電話公社がNTTドコモ前身にあたる会社である。 NTTドコモは、平成 2年 3月のおける

日本電信電話株式会社の「移動体通信業務の分離」についての方針を踏まえ、平成 3年 8月エヌ・ティ・

ティ・移動通信企画株式会社として設立したのである。

3 他社との違い、優位性

2017年 3月のデータを見ると NTTドコモの売上高はおよそ 4兆 5千億円であり、純利益は 6500億

円である。ソフトバンクは売上高が 8兆 900億円であり純利益は 1兆4000億円である。KDDIは4

兆 7000億円であり、純利益は 6400億である。このデータを見ると NTTドコモと KDDIは同じく

らいの事業規模であるが、ソフトバンクの事業規模が大きいことが分かる。これはアメリカのスプリン

ト社という子会社がソフトバンクグループの数字に含まれているからである。

次に携帯電話の契約者数を見ていくと NTTドコモが 7400万、ソフトバンクが 3240万、 KDDI

が 2600万となっており NTTドコモの契約者数が他の 2社に比べてきわめて高いことが分かる。ソフ

トバンクやKDDIはお父さん犬など話題のCMを放映しているが実際にはNTTドコモが圧倒的な

シェアを誇っていることが分かる。

4 NTTドコモのサービスと戦略

昔から今にかけてのドコモの戦略を見ていく 。まずは 2010年ビジョンの戦略としての MAGICを見

ていく 。MAGICの戦略をとった時期はケータイの契約者が伸び悩んだ時期に行った戦略である。そこ

で今までと同じ戦略をとっていてはいけないと考えたのである。MAGICとは 5つの目標の頭文字をと

っている。この MAGICという戦略を掲げ 10年間様々なサービスを提供していたが、これからの社会

ではグローバル化の進展、環境問題の深刻化、ブロードバンドの普及など、日本を含む世界的な課題や

変化が生ずるとドコモは考える。また、携帯電話を一人一台所有し、様々なとこがモバイルの技術が浸

透したことで、ケータイとの関わり方が多様化し、コミュニケーションの質、お変化すると予想される。

このような社会変化に合わせて今回新たな企業ビジョンが HEARTである。
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5 NTTドコモや携帯電話サービスの未来

ケータイは普及率が高くなり、スマートフォンの普及率も上がり続けている。これ以上携帯電話サー

ビスが成長しづらいかというと、そんなことはないのである。これは、自動車業界を見ると一目瞭然で

ある。日本の自動車台数は約 7500万台と十分に多い数字である。日本のケータイは現在では 1億 7000

万契約数であり、自動車とケータイはすでに全人口のほとんどが使っており、これから使用者が増える

ことは期待できないが、それでも自動車業界は成長し続けているのである。自動車の場合は、海外で拡

大しているという面大きいが、それだけではなく買い替え需要で支えられているのである。デザインを

変えたり、スポーツカーやアウトドア向けの RV車などジャンルを増やしたりすることで買い替えを促

している。 しかも、同じような普及率を誇る自動車であるが、中古市場が成立 していても新車の需要が

ありうまく回っているのである。ケータイ端末も、平均すると 2年弱で買い換えられている。日本には

1億 7000万のケータイがあり、ユーザが二年で買い換えるなら、毎年 8500万台の端末が新規に購入さ

れるのである。毎年 8500万台の買い替えがあれば、端末メーカーは澗いますが、 ドコモのようなオペ

レータは利益が上がらないのである。 しかし、オペレータにとっても、端末の買い替えは新しいサービ

スや機能を載せていくための大きなチャンスになるのである。その端末を使う人が増えることで、新し

いサービスが普及し、利益が増える良い循環につながるのである。ケータイはこれまで指数関数的に成

長してきたが、この成長が急だっただけに、これからのドコモの成長は鈍化するといわれているのであ

る

しかし他の業界や会社に比べればケータイは、まだまだ新しい機能や機種が出てくる余地が残ってい

るのである。そのためこれからもケータイは成長していくのである。

6 終わりに

普段自分が使っていて、普及してきている携帯電話のことをあって当然だと思っていたが、深く考え

る良いきっかけになった。そのなかで NTTドコモがどのような戦略を取り、どのような歴史を歩んで

きたかが分かった。携帯電話サービスのなかでの NTTドコモの特徴もつかむことができた。

携帯電話サービスは今後も成長の余地があることが分かったので、新しい携帯端末の方向性が成功す

るかどうかに NTTドコモの今後はかかっていると思う。

参考文献
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[3]ワンキャリ編集部(2018)「業界研究：通信 NIT東日本、 NITドコモ、ソフトバンク、 KDDI。通信

インフラ大手 4社の業績、社風、災害対策まで徹底比較！」

https://www.onecareer.jp/articlcsil l :32(2018年 7月 3日）

[4]ES研究所(2018)「N竹ドコモ、 KDDI、ソフトバンクの違いを財務視点から攻める」
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49 .モスフードサービス

1はじめに

私がモスバーガーに興味を持った理由は、ファーストフードにしては価格が高いモスバーガーが、

どのようにして、業界 1位であるマクドナルドに次いで高いシェアを獲得しているのかが、気になっ

たためである。モスバーガーの歴史やマクドナルドとの違いを述べつつ、これからモスバーガーがど

のような経営戦略をとっていくべきかを論述していく 。

2モスフードサービスの会社概要

モスフードサービスは東京都品川区大崎に本社を置き、主に『モスバーガー』のフランチャイズ展

開を手掛ける企業である。創業者は櫻田慧、現在の経営者（取締役社長）は櫻田厚。モスフードサー

ビスがフランチャイズ展開するモスバーガーは、現在ハンバーガー業界において日本マクドナルドに

次ぎ業界 2位の企業であり、高価格で高品質な商品を提供するという方針のハンバーガーショップで

ある。

3モスバーガーの特徴

モスバーガーの特徴の一つはお客様の注文を聞いてから調理を始める「アフターオーダー制」であ

る。これは、作り置きはおいしさが半減するという考えからくるものである。モスバーバーは 1972年

当初からおいしさにこだわり、商品は作り置きせずひとつひとつ注文を受けてから作る方式を採用し

ている。また、おいしさと共に、モスバーガーは安全・安心・健康にもこだわり、国内の協賛農家で

農薬や化学肥料に頼らない栽培方法で育てられたモスの生野菜を全店導入している。味噌と醤油を使

ったテリヤキバーガーや、お米を使ったモスライスバーガーなど、日本の食文化を取り入れたユニー

クな商品やハンバーグのお肉に国産肉を 100%使用したとびきりハンバーグサンドを定番商品として

発売している。

他店が値引き競争をしても、一切それに参加しないのもモスバーガーの特徴の一つである。価格で

はなく品質で他店との違いを出すのがモスバーガーの経営方法である。

モスバーガーを展開するモスフードサービスはハンバーガー業界 1位であるマクドナルドとの差別化

を明確に図ることによって競争に勝とうとする差別化戦略をとっている。

4日本マクドナルドの会社概要

日本マクドナルドは貿易会社の藤田商店社長がマクドナルドに着目し、日本マクドナルド株式会社

を設立し、 1971年 7月 20日に銀座三越店内に第一号店を開店した。銀座三越店内に第一号店を開店

した理由は、当時銀座は流行の発信地となっていたことと、交差点角という絶好の立地条件からであ

る。1977年には、日本で初めての本格的なドライブスル一方式を採用した。家族連れ・子供をメイン
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の顧客層とし、 100円マックなど低価格だが売上の高い商品を拡充し、中価格帯と低価格帯の商品を

両立させるバランスのとれた経営をし、業界 1位であり続けている企業である。

5モスフードサービスとマクドナルドとの比較

同じハンバーガー業界であっても、モスフードサービスと日本マクドナルドでは、マーケットにお

けるポジショニングは全く異なっている。マクドナルドが老若男女をターゲットとして相対的に低い

価格の商品を提供しているのに対して、モスバーガーは 20歳前後から 30歳後半までの顧客層をター

ゲットとして、相対的に高い商品を販売いている。

マクドナルドがマーケットのあらゆる年齢層をターゲットとして、標準的なハンバーガーを提供し

ているのに対して、モスバーガーは徹底的に味にこだわり、大学生や OLを中心としたヤングアダル

ト層にターゲットを絞り込み、素材と味、出来立てにこだわったハンバーガーを提供している。

6モスバーガーの今後の課題

モスバーガーは設立当初マクドナルドと違い、ロケーションを優先させず、 2等地で、おいしいも

のを作るという方針を立てているが、今現在モスバーガーは、ハンバーガーといえばマクドナルドと

モスバーガーといった具合に知名度はかなり高いものとなっている。そのため、今後は駅や交通量の

多い土地を中心に人が集中する土地に新しく出店していくべきではないだろうか。また海外において

は、モスバーガーは日本発のフードサービスグループとして世界ブランドになるという長期経営目標

を立てており、現在 357店舗展開しているが、そのうち 72%が台湾での出店である。世界プランドに

なるためには台湾などのアジア地域だけでなく、欧米にも展開していくべきである。

7終わりに

モスバーガーと日本マクドナルドは同じハンバーガーショップであっても全く違う戦略、考え方を

持っていることが分かった。モスバーガーは安全性とおいしさを何よりも重要視し、業界一位である

マクドナルドとはあえて違う戦略をとり、高価格、裔品質な商品を消費者に届けている。今後も高価

格でおいしさにこだわるという戦略を維持ししつつ、ヨーロッパや北米などに海外進出をすることが

必要なのではないだろうか。

参考文献

[1]福原文彦(1991)「モスのココローモスバーガーハートフルブック」生活情報センター

[2]高頭弘二(2006)「モスバーガーーフランチャイズビジネスの光と影」ダイヤモンド社

[3]坂本英樹(2009)「ここから始める経営学ーエッセンシャル・アプローチ」千倉書房

[4]モスフードサービス(2018)「モスフードサービス公式 HP」

https://www.mos.jp/ (2018年 9月 10日）

[5]マクドナルド(2018)「マクドナルド公式サイト」

http ://www.mcdonalds.co.ip (2018年 9月 12日）／

[6]渋井正浩(2011)「マクドナルドとモスバーガーの違いをポーターの 『戦略論』で解き明かす」

https://diamond.jp/articles/ー/12309(2018年 9月 10日）

[7]経営コム(2015)「日本マクドナルドの経営戦略や強みなどを独自分析」

http:/ /www.OOkeiei.com/kigyou・senryaku/mcdonalds.html (2018年 9月 15日）
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 坂本　英樹

西潟　隆輔
1 5 7 0 0 2 2

50 .セブン -イレブン・ ジャパン

l. 研究の目的

現在、コンビニ業界では、セブンイレプンとファミリーマートとローソンの 3社があり、各社いろ

いろな方法で新しいキャンペーンを開始している。セブンイレプンが店舗数、 売上ともに トップを占

めている。セブンイレブンの経営戦略を調べる。

2. コンビニの利点 自分の考え

現在セプンイレブン、ローソン、ファミリーマートのそれぞれ各社ポイントカードを使用している。

セブンイレプンは nanacoカード、ローソンは pontaカード、ファミリーマートは Tポイントカード

があり、私はファミリーマートの Tポイントカードがコンビニ以外でも使用できることとファミリー

マートの会員カードで対象商品を購入すると値下げがあるのでファミリーマートも経営戦略を行っ

ていると考える。

3. セプンイレプンの利点

セプンイレプンはドミナント戦略をとりいれている。 ドミナント戦略は特定の地域に集中出店して

合理的な商品・物流システム作りに必要な一定の配送地域にまとまった数の店舗を迅速に展開するこ

とで全国展開へ力をつけることである。

① セプンイレブンは nanacoカードを使用している。nanacoカードは 100円で 1ポイントもらえ

ることがほかのコンビニ会社と大きく違うだろう 。宅急便やコヒ°ーの利用もポイント対象に

なる。さらにキャンペーン期間中に対象商品を購入すると 10 ,..._, 5 0ポイントプラスされる

利点がある。

4. 研究成果

短い時間で多くの店に商品をデリバリーできる。その結果デイリー商品については、 1日3便体制

が実現化し、朝昼夕とすべてヒ°ーク時前納品、計画到着時間に対してプラスマイナス 30分の誤差と

いう驚異的な生産、物流体制が可能となっているのだ。これによって高度なロジスティクス（物流シ

ステム）網が構築されている。

5. 絶えざる商品革新

商品革新はとくに食品の場合は「お客様の飽きとの戦い」でもある。よく売れて、よく食べられる

ものほど、じつは飽きも早く来る。 したがって売れているから、そのまま

リニューアルせずにおくと、気がついたら、お客様に飽きられて、商品としての寿命が尽きかけてい
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たということもおきるのだ。セブンプレミアム商品開発においても、好調に売れ続けるための必須条

件であろう。

6. 商品の価値伝達・訴求の工夫と実績

OFCを中心に陳列のあり方や POPlつに対してもアドバイスを行いさらに積極的に「この商品に

力を入れて売っていこう」といった支援を行うセブンイレブンでは、この「価値伝達」と「価値訴求」

に力が注がれているのだ。

セブンイレブンジャパンの商品は「絶えることのないリニューアル、リフレッシュヘの取り組み」

常に行って全国に 1万 50 0 0店、そして年間 60億人もの人たちが利用する「近くて便利」を軸に

した、生活基幹産業に成長していったのである。

7. セブンプレミアムの売上

2 0 1 3年初頭においては「セプンプレミアム」の 1単品当たりの平均売上が 2. 9億円と他社の

イオングループの「トップバリュ」の約 1億円に比べおよそ 3倍近く売り上げているのだ。さらにセ

ブンプレミアム商品のなかには 1単品で年間 10億円以上も売り上げている商品が 92アイテムも

あるのだ。

8. 情報システム

「第 6次総合情報システム」を導入して実際の業務に即して、仮説、発注・検証の流れを中断せず

に作業が行えるなど高機能で誰にでも使いやすいシステムを実現したのだ。また、店舗と、本部の間

に光通信を利用したネットワークで結び、大量のデータを迅速に情報交換できるのだ。

9. 最後に

セブンイレブンは、「安売りせずとも、いいものは必ず売れる」という確固たる信念のもと、徹底し

て品質価値にこだわり続けた商品を次々と開発し、繁盛を現実化させている。

1 0. 感想

私はセプンイレブンを調べてセブンイレプンの食料品は、「価格」より「品質」を重視して美味しい

商品を作り出しているだろう。そして、それぞれの店において、「欲しい人に、欲しいモノやサービス

が、欲しいときに、欲しいだけ、より望ましい条件で」商品を購入できることを実現されているのが

素晴らしいと思われる。

参考文献

[ 1]『セプンプレミアム進化論』 緒方知行 田口香世 朝日新聞出版

[ 2]セプンーイレプンジャパン徹底解剖 情報システム

http://www.sej.co.jp/company/aboutsej/info.html (2018年 9月 11日）

[ 3]売上高、店舗推移 セブンイレブン～近くて便利～

http://www.sej.eo.jp/company/suii.html (2018年 9月 6日）
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システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 坂本　英樹

田尾　祥大
1 5 7 0 0 3 6

51 .任天堂

1. はじめに

私は 2002年に「ゲームボーイアドバンス」に出会ってから、現在までの 16年間任天堂に

魅了されてきた。なぜこんなにも任天堂のゲームは面白いのだろう 。次々と新しいヒット

商品を生み出すことができるのはなぜなのか。本論文ではこれまでのヒット商品を生み出

してきたクリエイターに焦点を当てて、ヒットの源は、 1人の天才クリ エイターの発想を

受け継ぐ、驚きを生む方法である事を明らかにする。

2. 「枯れた技術の水平思考」横井軍平

横井氏のヒット商品は、横井式発想の柱である、 「枯れた技術の水平思考」 という考え

方の元生み出された商品である。先端技術を用いた商品は当然コストが高くついてしま

う。しかも、そこから生まれる商品は、同じ先端技術を用いている他社との価格競争にな

ってしまう 。しかし、普及をしてさらにその技術が 「枯れて」 しまえば、嘘のように低い

コストで商品が作られる。そこで、その枯れた技術の使い道にひとひねりを加えて商品化

する。これが横井式発想、 「枯れた技術の水平思考」なのである。電卓を構成する成熟し

た部品や技術、日曜大工用品店などにいけばどこにでも売っているものを利用し、まった

く別の目的や、別の使い道の娯楽商品を作るということで、 「枯れた技術」を思わぬ形で

転用する。だからこそ、子供がプレゼントを買ってもらえるような価格で、世間に驚きと

感動を与える斬新な商品を提供できる。

3. 「ゲームの基本文法を破る」宮本茂

ゲームの基本文法を定めた、いわゆる王道なゲームの 「マリオ」や 「ゼルダの伝説」 と

いった人気シリーズだけではなく、 「どうぶつの森」や 「WiiFit」のようなゲームの基本

文法を逸脱したヒット商品も同時に生み続けている。「WiiFit」は、 Wii本体の販売を押し

上げる大きな原動力となり、 Wii本体の増産を迫られ、発売から 1年後の世界累計販売台

数は約 1400万台を突破した。「バランス Wiiボード」の原型である体重計もいわば枯れた

技術である。どこにでも売っている体重計に、ゲームという価値を付与した。

宮本茂というクリエイターは 「マリオ」や 「ゼルダ」 といった自分で確立させたゲームの

基本文法を、敵と戦わずのんびり 暮らす 「どうぶつの森」 などゲーム らしくないゲームの

開発にも積極的に乗り出すことで、自分でその文法を破ることができる人なのである。
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4. 「現代に蘇る枯れた技術の水平思考」岩田聡

「OS」と「Wii」を開発した岩田聡。 Wii最大の特徴を決定づけている コントローラ

-、「Wiiリモコン」。この Wiiリモコンの先端には、デジタルカメラなどに使われる

「CMOSイメ ージセンサー」が仕込まれている。そして Wiiリモコンを感知するために設

置する「センサーバー」の中には「赤外線 LED」が仕込まれている。どちらの部品も世界

中で大量生産、大量消費されているので、コストも安く、東京・秋葉原などで簡単に手に

入る枯れた技術である。 Wiiリモコンを感知する原理は、 CMOSイメージセンサーが、セ

ンサーバーから発せられる左右 2点の光のみを認識し、テレビのどこを指しているかを計

算して画面に反映させているだけだ。テレビの付近で左右に一定間隔離れて固定された赤

外線を発する 2つの光さえあればセンサーバーがなくても遊ぶことができる。センサーバ

ーを自作してインターネットで公開しているファンも存在しており、単純な仕組みとなっ

ている。そして「OS」でも枯れた技術を使用したとして同じことがいえる。 OSの下画面

のタッチパネルは、タッチパネル市場で最も普及している「感圧式」と呼ばれるタッチパ

ネルを採用し、主に「カーナビ」や「切符発売機」向けに使用されていた枯れた技術であ

る。このように岩田氏は横井式発想である「枯れた技術の水平思考」を取り入れ、「OS」

や「Wii」は、任天堂の DNAとも言うべきこの発想に立ち戻った結果の商品なのである。

5. 結論

任天堂の仕事の流儀。それは「枯れた技術の水平思考」に通じている。最先端の技術を

使えば、ヒットするゲームを作れたら誰も苦労しない。いかに人が驚き、喜んでくれるか

どうかが問題で、任天堂は私が生まれる前から「枯れた技術の水平思考」で驚きを演出し

てきた。これからも任天堂はヒット商品を生み出していく。

【参考文献】

[1]井上理(2009)『任天堂“驚き”を生む方程式』日本経済新聞出版社。

[2]横井軍平・牧野武文(2015)『横井軍平ゲーム館ー「世界の任天堂」を築いた発想カ

ー』筑摩書房。

[3] 任天堂ホームページ(2018) 「株主•投資家向け情報：業績• 財務情報」「ゲーム専用機

販売実績」

https://www.nintendo.eo.jp/ir/finance/hard_soft/index.html(2018年6月末時点）。

[4] EIZO株式会社(2018)「掲載記事：第 8回なぜ画面に直接触って操作できるのか？一

「タッチパネル」の基礎知識」

https:/ /www.eizo.eo.jp/ eizolibrary/ other/itmedia02_08/ (2010年9月27日時点）。
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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

鈴木　大葵
1 5 7 0 0 7 2

―KDDI はどのようにして成功したのか―

52 .  KDD I

1. 研究の背景と目的

l・l. 研究の背景

「KDDI」は、テレビ CMや広告などでも名前を聞く大手電気通信事業である。「KDDI」の中で携帯電

話のブランドとして有名な 「au」がある。しかし、最初から「au」という携帯電話会社を手掛けて

いたわけではない。「KDDI」は携帯電話だけのサービスではなく、固定電話や、専用線、電気、ク

レジットカードなどの携帯電話以外のサービスも手掛けている。最初に国際電話株式会社 (KDD)

という事業で展開していたのである。そして、設立から長い年月が立ち、今に至るのである。そこ

で、今に至るまでの「KDDI」という企業の歴史を詳しく知り、なぜ成功にいたったのかと考えたの

が研究の背景である。

L研究の背景と目的

1・2. 研究の目的

研究の目的として、今の「KDDI」という会社に至るまでの長い歴史を学び、なぜ「KDDI」が今

ではこれほど大きな会社となり、倒産することなく長いこと続けることができたのかを学習する

という目的である。

2.KDDIのビジネス

2-1.KDDIの歴史

1953年 3月に国際通信網整備のための「国際電信電話株式会社 (KDD)」を設立したのが始まり

であった。固定電話、 ISP、専用線、電気、クレジットカード等のさまざま事業を展開していっ

た。こうして今の KDDIがある。

2-2.KDDIの企業理念とビジョン

「KDDI」は会社を経営する上でどのような考え方を持ち、どのような思いを持っているのか。

「KDDI」では「全従業委員の物心両面の幸福を追求すると同時に、お客様の期待を超える感動をお

届けする」というのが企業理念である。
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3.KDDIのビジネスモデル

3・1.KDDIのビジネスモデル

「KDDI」はなぜここまで大きな企業へと発展することができたのか。それはビジネスモデルにあ

るといえる。「KDDI」は携帯電話事業だけではなく、固定電話、 ISP、専用線、電気、クレジットカ

ード等のさまざま事業を古くから展開している。さらには、業界初、世界初といった「KDDI」が起

点となるサービスもある。また、その一つ一つの長い歴史には実績がある。

3・1.KDDIのビジネスモデル

「KDDI」のコアコンピタンスはやはりユーザーの期待を超える感動を届けるところである。サー

ビスが豊富で、決して料金が安いということはないが、支払われる基本サービス料金以上のサービ

スが常にユーザーの期待を超えて提供されている。

4.KDDIの成功要因の検討

4・1競合他社との比較検討

KDDIは他社と比べてサービスの量が多い。他社にも提供するサービスというものは存在する

がそのなかでも KDDIが最も多く充実しているといえる。また、 KDDIには長い歴史がある。長

い歴史がありさらには実績があるからこそ、より良いサービスが提供でき、利用者が安心でき

るようになっている。この理由も成功の要因とも言える。さらに KDDIは、 CM総合研究所より、

2017年度の CM好感度 No.1ブランドとして「BRANDOF THE YEAR 2017」に選出された。「2017

年度銘柄別 CM好感度ランキング」は No.1を獲得した。

5結論

「KDDI」の成功要因は「長い歴史がある企業」、「世界や業界初の数多くの充実したサービスの提供」

が成功のカギであったといえる。そして、長い歴史の中のどれも実績があり、充実したサービスにより、

ユーザーのリヒ°ートの要因となったといえる。「全従業委員の物心両面の幸福を追求すると同時に、お

客様の期待を超える感動をお届けする」という企業理念を掲げて、全従行員の物心両面の幸福を追求す

ると同時に、期待を越える感動を届けることにより、豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献して

いる。

参考文献

【l】KDDIホームページ

http: //www.kddi.com/ 

【2】企業理念

htt ://w四.kddi. com/ cor orate/kddi/ hi loso h / 

(3]事業ビジョン

http: //www. kddi. com/ corporate/kddi/vision/ 

【4】治革

htt : //www.kddi.com/cor orate/kddi/histor / 

【5】ニュースリリース一覧

htt ://w四.kddi. com/cor orate/newsrelease/2018/ 
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システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 坂本　英樹

宮﨑　俊吾
1 5 7 0 1 4 0

53 .アマゾンジャパン

1. はじめに

アマゾン。

この単語を聞いて、想像するものは何だろうか。大手 Webサービス会社の「Amazon.com」だろうか。

或いは南アメリカ大陸に流れる世界最大規模の流域面積を持つ「アマゾン）II」だろうか。おそらく生

態学研究者でもない限り前者を想像しただろう。

今なおビジネスを拡大、進化させているアマゾン。私自身、アマゾンというサイトの存在を知った

のは十年以内のことである。だからこそ私はアマゾンの経営戦略が他の企業とどう違うのか、如何に

高評価を維持しているのかを自身で考え、見つめ直したい。

本論文のタイトルは「アマゾンジャパン」であるが、その母体である米国のアマゾンを中心に研究

し、日本国内企業との比較を図る。

2. アマゾンの経営戦略

本章ではアマゾンの経営戦略をとってきたか振り返る。

Eコマースを用いた取引は近年急速に増加しているが、それを初期に始めた企業でオンライン小

売企業のパイオニアかつ、最大限に活用しているのがアマゾンである。

Eコマースを利用したビジネスにおけるメリット・デメリットとそれらの活用、克服の方策。さ

らにアマゾン独自の戦略を分析する上で、この経営戦略を具体的にどのように実行し、現在の一流

企業という立場へどのように繋がったのかを見ていきたい。

Eコマースの最大のメリットは実店舗を持つ必要がないことである。建設費、人件費など、様々

な費用を削減することが可能となる。加えて、各分野に精通した優秀な人材を確保し、多角化を進

めるなど、別の部分への的確な投資が可能となる。

デメリットは顧客が実際に商品に見たり、触れたりできないことで発生する情報量の不足である。

この問題に対し、アマゾンは様々な角度から撮影された商品画像と詳細情報、実際に利用した顧

客からのレビューを公開するなど、正確な情報を伝える工夫をし、デメリットを解消した。

加えて、アマゾンは顧客が喜ぶサービスの提供に努め、サイトの使用性に拘ったシンプルなデザ

イン、購入• 閲覧履歴からニーズに合致すると予想した商品のお勧め機能など、会員登録すれば簡

単に買い物ができる環境を構築するなど、先を見据えた長期的な戦略を進めた。

3. アマゾンジャパンとライバル企業

本章ではアマゾンジャパンと日本国内のライバル企業である「楽天市場」と「Yahoo!ショッピン

グ」との違いについて述べる。
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楽天とヤフーは販売手数料や利用料の見学、ポイント配布によるリヒ°ーターの確保など経営戦略

が類似している。強みとしては、出店事業者の売名ができること、高い還元率のポイント制度など

があげられるが、店舗ごとのページデザインの違いや、同一商品のページが複数あるなど、ユーザ

の使用性に関しては課題が残る。

アマゾンは商品ページの統一感、商品の探しやすさなど、ユーザの使用性に拘っているが、ポイ

ント配布の少なさや、出品事業者の売名がほぼ不可能であることが弱みとなる。

4. アマゾンの今後

4章では実際にアマゾンが展開しているサービスに加え、 3章までの考えをまとめて、これからア

マゾンがどう展開すれば地位の維持・向上ができるのか、私自身の考えた結論を述べる。

世界で見ると小売企業として圧倒的なトップシェアを誇るアマゾンだが、日本国内に限ると楽天

と接戦という状況である。

一部ジャンルの商品は品揃えの薄い部分があるが、金額面や、全体的な品揃えで考えると、日本

国内においても圧倒的な業績を残してもおかしくはないはずである。

私は着目すべき点はポイント制度にあると考えた。 日本人はポイントカードの所有率が 96.3%な

ど、ポイント集めが好きで、特に女性は複数枚所持している傾向にある。

さらに、 一般家庭の約 6割の妻が家計の紐を握っており、女性をターゲットととして、以下にア

プローチしていくかが重要であることが分かる。

当論文から私が導き出した答えは、「ポイントを配布すれば主婦の利用率が上がり、利用率・占有

率は上昇する」という考えであり、幅広いユーザの獲得につながると私は考えた。

【参考文献】

[l]Arnazon 出 品 サ ビス (2018) 「 料金 プ ラ ン

htt s: /services. amazon. co. ・/services/sell-on-amazon/fee. html (2018年 9月 18日）。

[2]デイムスドライブ (2006) 「ネットリサーチの DIMSDRIVE『ポイントカード』に関するアンケート」

htl ://www.dims.ne. ・/timel research/2006/060516/index. html。

[3] Forbes JAPAN (2016a) 「「世界の高評価企業」 1位にロレックス VW社が 123位に転落」
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[ 4] Forbes JAPAN (20166) 「3年連続でアマゾンが首位！ 最も『高評価の米企業』ランキング」

htt s://forbes・a an.com/arLicles/detail/11695 (2016年 3月 31日）。
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[8]楽天市場 (2018)「出店プランと費用」 htLps:'/www.rakuten.co. jp/ec/plan (2018年 9月 18日）。

[9]RESTARTLOG (2018)「Amazonポイン トとは ？貯め方と使い方、つかない＆貯まらない理由を解説しま

す」 http://rest.artlog.com/amazon-point.html (2018年 1月 25日）。
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54 .  UN IQLOと Mac-Houseの企業比較

1. はじめに

此度の論文では、 UNIQLOとMac-Houseの企業比較である。両社の販売、事業、経営方

針などを比較して、 UNIQLOとMac-Houseを比較して考察していく 。なお、以降は 「ユ

ニクロ」と「マックハウス」という呼称で進めていく 。

2. 両社の比較

商品

ユニクロは企画・生産・販売まで全て自社内で行っている。よりよい製品を作るために合

繊メーカーと協業して素材開発することで独自の製品を開発し販売している。ユニクロが

開発した独自の商品としてヒートテックがある。寒い冬に厚着をして外に出ることの動き

づらさを解消した画期的な商品である。

マックハウスは商品を他社から仕入れて販売する基本的な衣類専門店の形式で、自社ブラ

ンド製品の生産 ・販売もしている。他社のブランド商品を多数取り扱うことで商品のバリ

エーションを豊富にしている。更に、ジーンズ専門店なので取り扱っているジーンズのブ

ランド数、数量が最も多い。

接客対応

マックハウスは接客対応の強化に力を入れており、店員一人一人の接客対応を向上させる

ことで売上に繋げようとしている。例えば、一回の接客で合計 2万円以上の売上を上げた

店員は本部に報告され各店舗に発表される 「ビジカジ隊長」や週末の売上を 50%伸ばした

店長には「スター店長」として毎週発表される施策がある。

ユニクロは客に対して自ら進んで接客するのではなく、顧客が要望するときのみ接客を行

うヘルプ ・ユア・セルフ方式を採用している。顧客一人一人が自分のペースで服選びでき

るようにするためにこの方式を採用しており、顧客が買いやすい売場構成、商品そのもの

の付加価値、機能性、ファッションなど買うべき理由を売り場で表現し発信するといった

店舗側の工夫も行っている。
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店舗

ユニクロもマックハウスも同じ土俵で競争しているだけあって、やはり同じような店舗の

展開の仕方をしている。大型スーパーの中やロードサイド店など店舗の形式は似通ったも

のが多いが、ユニクロは販売促進を第一に考えたグローバル繁盛店とユニクロというブラ

ンドの浸透を図ったグローバル旗艦店を出店している。なお、グローバル旗艦店は日本国

外にも展開している。国外の店舗数は国内を超えており、売上もいずれ国内を追い越す見

込みがある。

マックハウスは大型店舗の積極的な出店を行ってる反面で業績の悪い店舗の撤退を行って

いた。売上の悪い店舗を撤退させることでコストを削減し大型店舗の出店に経費を当てら

れるようにするためである。また、店舗によって取り扱っている商品を変えており、様々

なブランドを取り扱う形式の他に自社ブランド製品を中心に取り扱う形式などがある。

3. まとめ

ユニクロとマックハウスを調べていくにあたって私はユニクロの偉大さに気づかされた。

マックハウスの方が品揃えもよくブランドそれぞれに個性があるので顧客を飽きさせない

工夫がなされているが、ユニクロほど認知されているわけではない。なのでマックハウス

の強みである低価格設定をマックハウスを知らない人に認知してもらえれば来店数も増え

売上も上げることができる。

ユニクロは海外の売上の方が国内売上よりも高いことから世界的ブランドであることが伺

える。今後の課題としては、まだ進出していない地域でも受け入れてもらえるためにユニ

クロというブランドを浸透させることができれば、世界一のブランドになれるのではない

だろうか。今後の二社の活躍に期待である。

＜参考文献＞

FAST RETAlLING社のホームページ(2018.12/11)

https://www. fastretai !ing.corni_ip/ 

ユニクロのビジネスモデル(2018.01/31)
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109

システム情報学科
北九州教育センター
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―イオンが目指す小売業の未来―

55 .イオン

1. 研究の背景と目的

私の幼少期から現在に至るまで、父の転勤により数回の引っ越しを経験しているが、居住地の近くに

「イオン」の店舗が必ずあった。当時の店舗の名称は「JUSCO」や「サティ」、「マックスバリュ」であ

った。しかし、近年では情報通信技術の発達により、インターネットがとても身近になった。そのよう

な情報化社会の中で、インターネットを活用した通信販売サイト (ECサイト）である「Amazon」や「楽

天市場」、「Yahoo!ショッピング」などが急速にシェアを拡大している。このような「リアル」から「デ

ジタル」への流れの中にあっても、イオンは小売業界で日本一の営業収益を維持している。

また、私は 1単元ではあるが、イオンの株式を保有している。 一株主としても、イオンがどのような

戦略で、どのように成長してきたのか、どのような未来が待っているのかを探ろうと考えた。イオンの

過去・現在・未来のそれぞれを調査し、イオンが目指す小売業の未来像を探る。

2. イオンのビジネス

イオングループは、純粋持株会社であるイオン株式会社及び 294社の連結子会社、 30社の持分法適用

関連会社により構成され、総合スーパー (GMS)事業を核とする小売事業を中心に、総合金融、デイベ

ロッパー、サービス等の各事業を複合的に展開する総合小売グループである。国内流通 2強の一角であ

り、 M&Aで成長してきた。東京証券取引所第一部に上場し、災害基本法における指定公共機関にも指定

されている。

イオンの基本理念は、「お客様を原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」である。

イオン (AEON)はラテン語で「永遠」を表す単語である。イオンの文化とは、お客様、地域社会、取引

先、株主等が、すべて共通して感じることのできる「イオンらしさ」であり、「お客様のために」誠実

で正直な行動を実践することから始まる。「小売業は地域産業」であるとの考えのもと、地域のニーズ

に合わせた商品やサービスの提供を行っている。

3. イオンのビジネスモデル

イオンは小売業を中心に金融やデイベロッパーなど、様々な分野へ手を広げている。 2017年の CEOメ

ッセージでは、「既存事業の収益構造改革の完遂」「新たな成長に向けたグループ構造改革」の 2つを軸

に、グループ全体の事業構造を大きく変え、高い収益を実現できる体質への変革を目指すとしていた。

イオン株式会社は、プライベートブランドとして「トップバリュ」「トップバリュベストプライス」「ト

ップバリュセレクト」「トップバリュグリーンアイ」の 4ブランドを展開している。

イオンには、電子マネー「WAON」、電子マネーWAONのポイントサービス「WAONポイント」、イオング

ループ共通のポイントサービス「WAONPOINT」がある。また、グループ会社のイオン銀行が発行する「イ

オンカード」や「イオンデビットカード」などでは「ときめきポイント」が付与される。
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4. イオンの成功要因の検討

イオンと競合する企業について、セブン＆アイ・ホールディングスが挙げられる。セブン＆アイ・ホー

ルディングスは、セブンーイレブン・ジャパンやイトーヨーカドーなどを傘下に持つ総合小売グループ

である。 2011年 2月期の決算まではイオンよりも高い営業収益をあげていた。

セブン＆アイ・ホールディングスの営業収益が 5兆円から 6兆円の範囲に入ることが多いのに対し、

イオンは約 10年で約 3兆円の営業収益増加が見られた。

イオンは決済のキャッシュレス化を促進している。イオンとビザ・ワールドワイド・ジャパンは 2018

年 4月にキャッシュレス決済での提携を発表している。 WAONやクレジットカードによる支払いが増加し

ており、イオンリテール株式会社ではキャッシュレス決済比率が約 7割となっている。

イオンは地域行政や自治体と連携した街づくりを行っている。 2018年 2月末時点で 100を超える地域

行政と「包括提携協定」を締結し、地域の環境保全や防災・防犯の推進、商業・観光の振興、特産品の

販売促進などを行っている。また、店舗の地震安全対策や防災拠点化に努め、有事の際も地域のインフ

ラとして事業をいち早く再開・継続できるように BCM(Business Continuity Management: 事業継続マ

ネジメント）にも取り組んでいる。

5. 結論

「小売業は地域産業」であるとの考えから、地域社会を「パートナー」と位置づけ、商圏の顧客の生

活文化について、パートナーと積極的に情報交換を行っている。パートナーが求める要望を実現し、人々

が集うコミュニティの場を広げたり、地域行政と経済連携協定を締結したり、ご当地 WAONを発行した

りすることにより、地域経済の活性化と自社の収益化の両方を実現している。そして、インターネット

上ではできない体感・体験を店舗で提供することにより、店舗への来店を促進し、 ECサイトの利便性や

膨大な品ぞろえに対抗している。また、電子マネー「WAON」や「イオンカード」を発行し、レジシステ

ムを大幅に改修することにより、実店舗のキャッシュレス化の促進を実現している。さらに、「WAONPOINT 

カード」を導入することにより、既存の現金支払いの顧客や、イオンカード以外のクレジットカード等

を利用する顧客を囲い込むことにも成功している。

このように、地域とのつながりを大切にしながら、成長してきた企業だからこそ、現在の小売業日本 l

位、世界 12位という立ち位置にまで上り詰めたと考えられる。イオンが入れ替わりの激しい「世界の

小売業ランキング」でトップ 10に入る年もそう遠くないのかもしれない。
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[3] デロイトトーマッコンサルティング合同会社「世界の小売業ランキング 2018」

(2018年 9月 20日閲覧）
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[4]イオン、決死の脱リアル デジタル投資 5000億円 (2018年 2月9日閲覧）

ht tps ://www. n ikke i. com/art i c 1 e/DGXMZ024554050S7 A211ClTI1000/ 

[5]イオン株式会社有価証券報告書（第 84期から第 93期まで）
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56 .任天堂

1芥'i fiJI号・co),背訊と目的

l・l研究の背景

任天常の売上は年々落らており、 一II乍年の連紺，i火符では、 4980(登 9500hl'lの売 L高と

1025億 7400万円の純利益だった。 しかしII乍年度の辿糾決符．の辿鈷決節において 1兆 556

佗 8200万円の売上高と 1395倍 9000万円の純利益を出した。なぜ、前年炭よりも人l料に

売上を上げることができ たのか、ま た、この売ヒをどのように維持・向上させてI,.,くヽ のか研

究する。

1・2研究の目的

任天堂は世界的に有名なゲーム企業であり 、匪界で も数少な I,.,ヽゲームのハードウェアと

ソフトウェアの両方を開発 ・販売をしている企業である。その任天党がなぜ、売上が Fがっ

たのか、売上を持ち直した任天棠が、どのような戦略やビジネスモデルを定義するのか考察

していく 。

2章 今までの任天堂

2-1任天常の歴史（創業から 1990年代）

任天常は最初、1889年に京都に任天棠骨牌として、花札の製造会仕として創業した。1963

年に現商号である任天常株式会社に社名を変更した。1977年に初めて家庭用テレビゲーム

機を販売し、それから、ファミコンやゲームボーイなどの多くの革祈的なゲーム機と、 「マ

リオ」ンリーズや「ゼルダの伝説」シリーズなどの多くの人気ゲームシリーズを販売した。

2-2任天堂の歴史 (2000年代から近年）

2000年代にも、多くのゲーム機を販売した。特に、 2004年に発売された通常の液晶画面

とタッチパネル画面による 2画面構成の折りたたみ式のゲーム機であるニンテンドーDSと

コントローラーを有線式から無線式のモーションコントローラーに変更した Wiiは社会現

象にまでなった。また、このころより、インターネットに接続できるようになった。2011年

にニンテンドーDSの後継機である 3D映像を見ることが出来るようになった、ニンテンド

-3DSが発売されたが、スマートフォンやタプレット端末の普及による 、手軽に遊ぶこと

のできるソーシャルゲームの流行により、売上は良くなかった。そして、 2012年に Wiiの

後継機である WiiUが発売された。

2-3Wii Uの失敗と 二つのヒット作

Wii Uは Wiiとの互換性があり 、Wiiのコントローラーを使用することができた。また、

テレビを占領することなくゲームが出来るようゲームパットというディスプレイのついた
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コントローラーを利用 てきるようになってし、 f.::_ c 他に も 、 スペノクか— III: f I:. I・ かったことで

HD 訓質に対｝心するようになった。 しかし 、’ノ•~Iは良くなかったo JJ;(I人1としては、今まで且＇：

小訓質のゲーム槻しかけ4発したことしかなかったこと：こよる 、ゲームソフトのIJ廿発にII、『間

かかかり 、あま りソ フト を光先できなかったことと 、ゲームバノトを本体から Sm以しはな

すとフレイできなし ‘、 ゲームパットか［「＇：し、な との、ゲーム機木体の魁力を伝わりにくし なヽど

かあった。そんな中、2015年に発売された、インクでフィールドを紐りつぶす、オンライ

ンシューティングゲームである、「スフラトゥーン」と 、林々 な 2Dマリオのステージを作

成する ことの出来る 「スーパーマリオメーカー」が大ヒットした。このおかげで息を吹き返

したか、 2016年に WiiUの製造終了が発表された。

3外＇； 現在の（千天常

3-lNintenclo Switch 

2017年 3月に発売した NintendoSwitchのおかげで大きくぅに」を回復することが出来

た。NintendoSwitchには、携帯ゲーム槻としても、据え罹きゲーム槻としても扱えるとし‘

う特徴と 、それぞれ別のコントローラーとして も扱える左右ーセットのコントローラー、ジ

ョイコ ンの特徴がある。ゲームソフト も、WiiUと違い、発売日から断続的に人気ヽン リーズ

の最祈作や Switchの特徴を生かしたソフトを発売するという戦略も行っている。その他に

も、祝子向けの知育玩具と して近ぶこ とができる 、NintendoLaboや、有料のオンラインサ

ービスなどの戦略もあり 、そのおかげもあり、売上を大きく伸ばすことができている。

3-2アプリ・ソーシャルゲーム

任天党の作品に触れる機会を増やすために、任天棠の人気シリーズのンンプルなゲーム

をアプリやソーシャルゲームとして、配信しており 、幾つかの作品は世界的にヒット作とな

っている。

3-3その他

その他にも、任天堂は任天常の持つ知的財産の価値を高めるために、様々な企業、分野と

コラボレーションしている。

4章 結論

今回調べたことから、これか らの任天常は様々な分野で多くの人々に任天堂の知的財産

に触れてもらい、任天堂のゲームに興味をもってもらうことで任天堂全体の売上を伸ばし

ていく ビジネスモデルを構築していくと考えられる。

参考賓料

・ 決算ハイライト （任天堂株主 • 投資家向げ情報 業務 • 財産情報）

htt.p~:/ /,¥・ww.ni n tendo.co. jp!ir/finanec)/hi~h lid1t/index. html 

・会社の沿革（任天堂）

http,,, 、'\,、 \VW,ni.ntendo.eo 、 i~Jtte/histo1·v/i11de入.htm. 1

・創立から DS誕生まで ！任天棠の歴史 116年間を振り返る (AllAbout) 

https:!!;i Hah()u Leo. ip/gm/琴~
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・色々 欲りlぐったせし ‘で1.11途l-端になり 、『('.か-l-f「で協をIllじた WiiU U) 

G・M+etcl 

uv-ヽ:i、、)i oヽrld・i;いg.n,rni,.Lrd,iv,-:-;、¥¥n-u.h•、 ml

りを振 り返る (M・

（「一人的U)i),'il浴から復話までの迅のりを振 り返る I2017', 「は任火,;:<復訊&Switchの｛

(lVI・G・M+etc) 

・Nintendo Switch (任大位：）

・Nintendo Labo （任天堂）

ht tD:->fw,¥ ¥¥.nint,'ncfo.co、inllhbn!index.html 

・任天岱：fllミが断言「既存ゲームとスマホゲームは併存できる」(DIAMONDline)

• 「NintendoSwitch Online」が 9月から正式スタート。料金は月額 300円から。 オンライ

ンプ レイ対応のファ ミコ ンゲーム、セープデータ 保管機能も利用可能に（電ファミニコゲー

マー）

htu.i=/Lit, 八＼ヽ .dPnfi11ninieoganwr.ip!ncw;-./ l 80ぷ）Hb 

• 第 78期 定時株主総会 質疑応答（要旨）（任天堂）

httpsJ!¥,¥いw.nintendo.co.ip!iripdf/2018/qal.8t)6.ndf 

・任天堂株式会社第 78期 (2018年 3月期） 経営方針説明会／第 3四半期決算説明会

登料 （任天堂）

hrt):,;://vnn¥.nintendo.c¥i.、)Ii r! 1d [i:20 lら!l 80~01 ::'..)elf 

・社長：メ ッセージ （任天棠 株主 • 投資家向げ情報 経営方針）

乳rn竺二料'i¥w. f}山国土凶叫p/irfnrnnag・cmenUm応訊2.c.ht叫
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システム情報学科
大分教育センター
指導教員 : 坂本　英樹

阿南　聡美
1 5 7 0 1 7 0

57 .モスフードサービス

1. はじめに

モスフードサービスとは、日本人の好みにあったハンバーガーを提供することを掲げ、日

本の豊かな食文化と日本人の繊細な味覚を意識したユニークな名作「テリヤキバーガー」

「ライスバーガー」などを生み出 した。素材を厳選し、注文を受けてから作る 「アフターオ

ーダー方式」などファーストフード店の分類ではなく「ハンバーガーレストラン」と分類さ

れることもある。

2. テリヤキバーガーとライスバーガー

テリヤキバーガーとは、日本チェーン店のモスフードバーガーが世界で初めて開発され

た和風バーガーである。テリヤキバーガーの醍醐味はテリヤキソースの味である。日本人の

味覚に合い、パティやパンズに合うソースを実現するために味噌を隠し味としている。

3. モスフードサービスと日本マクドナルドの違い

3.1商品・サービス展開

モスバーガーは、日本発のハンバーガーチェーンとして創業以来一貫としてマクドナルド

との違いの創出に努めてきた。日本で生まれ、日本の味を大切にするハンバーガー専門店で

ある。日本人の好みの味にこだわり、ソース・野菜の多用によってジューシーなハンバーガ

ーも積極的に開発した。

3.2価格・販売促進戦略

モスフードサービスの戦略は、他社よりも差別化された製品・サービスをハンバーガー業

界で優位を築き、シェアを獲得する戦略を基づいており、高品質・高価格が特徴とされてい

る差別化戦略である。マクドナルドに 1年遅れて開業したモスバーガーは当初からマクド

ナルドとの違いを作り出すことに力を入れていた。

3.3立地

2018年 3月での店舗数は 1341(直営店 41、フランチャイズ加盟店 1300)、国外で 352

店舗、売上高が 359億円と前年より売上裔は微増にとどまり苦境に立たされていながらも

業界 2位ついている。マクドナルドに遅れること 1年の 1972年に東京の成増駅近く に一号

店をオープンさせている。
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3.4調理方法

モス フードバーガーが出来た当初はまだハンバーガーを知らなかった時代だったので、

食品会社はハンバーガーのことをまったく知 らず、創業者の櫻井慧 とアメリカにある 「トミ

ーズ」という店でハンバーガーを知ってもらうために渡米した。トミーズの味を参考にし、

日本人の味覚に合うハンバーガーを作るようになった。パティは日本人に親しまれている

ハンバーグをベースに徹底し、日本人の味覚にあうハンバーガーづくりにこだわった。

3.5ターゲット

モスフードサービスでは、子どもやお年寄りまでの前年層をターゲットにしている。ファ

ーストフードではなく 「ハンバーガーレストラン」と主張している。一方、マクドナルドで

は、家族連れ・子どもや若者をターゲットにしている。

4. ハンバーガー業界の現在

新鮮な野菜を使ったヘルシーバーガーを武器に業績を伸ばしてきたモスバーガーに異変が

起きている。モスフードサービスの 2017年 4,...__,9月の期連結決算は、売上高が前年の 0.4%

増の 359億円、本業の儲けを示す営業利益は 17.2%減の 23億円だった。売上高は微増にと

どまり、営業利益は大幅に減少した。

5. 結論

第 1章で述べたように、住んでいる地域にハンバーガー専門店がなく、隣町にもモスバー

ガーしかなかったのでモスバーガーを食べていた。マクドナルドがない分、モスフードサー

ビスが売れているのだろう 。他のハンバーガー専門店ない所にモスフードサービスを作る

ことでモスフードサービスの売上が上がり、差別戦略をはかり発展していくだろうと考え

る。

参考文献

[1] 裔頭弘二、「モスバーガー」経営の味ーフランチャイズビジネスの光と影、ダイヤモン

ド社、 1991年 7月 1日発行

[2] 櫻田厚、モスバーガー流結果を出すリーダーの習慣、日経 BP社、 2015年 9月 15日

発行

[5] モスバーガー公式サイト

https://www.mos.jp/ (2018年 12月 6日）

[6] 日本マクドナルド公式サイト

http://www.mcdonalds.co.jp! (2018年 12月 6日）
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 坂本　英樹

大井　悠城
1 5 7 0 2 4 0

58 .任天堂

1. はじめに

今、ゲーム業界はスマホゲームの登場により大きな転機を迎えている 。以前では考えられな

かったクオリティのシナリオやグラフィック、サウンド、操作性。 これらを多くの人々が携帯

しているスマートフォンで手軽に遊べるのである 。 これからのゲーム業界は、今まで通りのゲ

ーム専用ハード ・ゲームソフトの開発だけでなく、スマホゲームの開発に本格的に参入すべき

なのかどうかの選択も迫られている 。

任天堂もまた、 一時期はニンテンドーDSや Wiiなど数々のヒット作を作り出してきたゲー

ム会社であったが、次第に売り上げが落ち、 20 1 1年には初めて赤字を出してしまう。その

赤字を回復するために任天堂は翌年 20 1 2年に Wii U を発売するが、赤字が回復すること

は無かった。その後も新しい操作性のゲームソフトを発売していくなどの工夫を試みるが、売

り上げは低迷し続けたままであった。 しかし 20 1 7年に発売されたニンテンドースイッチが

爆発的な大ヒットを遂げ、 7年ぶりに売り上げが 1兆円を超えた。現在も新作ゲームソフトを

増やし、その売り上げを伸ばし続けている状況である。

本論文では、このニンテンドースイッチに重点を置き、過去に発売されたゲーム専用ハード

のデータとニンテンドースイッチを比較することで、なぜニンテンドースイッチが ここまで爆

発的なヒットを遂げることが出来たのかを考察する。

2. 任天堂のハードの歴史

任天堂のゲーム専用ハードの開発は 19 7 7年のカラーテレビゲーム 15から始まった。そ

の後、ファミリーコンピュータやゲームボーイなどの様々なハードを発売し、徐々に規模は拡

大していく 。本項目では、ニンテンドースイッチとの比較のため、比較的年代の近い 20 0 0 

年以降に任天堂が発売した代表的なハードを記述する 。

3.Wii Uが失敗した要因

「任天堂のハードの歴史」の項目からもわかるように、 WiiUは、任天堂が発売してきた家

庭用ゲーム機の中で最も売れなかったハードとなってしまった。また、テレビにつながずに遊

べる ・持ち運びができる据え置き機というコンセプトがスイッチと共通している商品でもある 。

そのため、スイッチが成功した理由を知るには、まず WiiUがなぜ失敗となったのかを知るこ

とが大きな手掛かりとなると考える。本項目では WiiUの失敗とそ の要因について考察する 。
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4結論

ニンテンドースイッチは、 WiiUの失敗した要因をしつかりと改善するこ とで成功した。

この改善点を WiiUの反省点 と比較したうえで、ニンテンドースイ ッチが成功した理由を考察

する。

まず一つ目のライトユーザーに新作ハードだと認識されずらいという点については、ニンテ

ンドースイッチという名称や過去に発売したハードとは全く違うデザインやカラ ーであるため

上位機種 ・モデルと勘違いされることは無い。

2つ 目の操作性は、 WiiUのようなテレビとコントローラーの 2画面にするのではなく、 一画

面に統一することで、テレビにつなげれば大画面で遊ぶことが出来るが、つながずともスイッ

チ本体のみで遊ぶことが出来るというコンセプトをしつかりと実現している。

また 、Wii Uではコントローラーが重い・起動が遅いといった問題 もあったが 、軽量化・起動

時間の短縮 に成功している。

最後にゲーム ソフトの不足について。サードパーティーがゲームソフトの開発 • 発売に積極

的に取り組んで参加してもらうために 、ニンテンドースイッチでは 「アンリアルエンジン 4」

などの代表的なゲームエンジンに対応し、 PCで開発したものを 1週間で移植できたというデベ

ロッパが出るほど、開発しやすいものにした。

そして、自社製の新作ゲームの不足という失敗には、継続的なタイトルのリリースを掲げ、『ゼ

ルダの伝説ブレスオブザワイルド』から『ARMS』、『スプラトゥーン 2』と数々のゲーム

を発売する ことで対応している。

このようにニンテンドースイッチでは WiiUでの失敗をそのままにせず、しつかりと改善し

ているのである 。 この改善こそがニンテンドースイッチが成功した要因だと考察する。

参考文献

(1)任天堂(2018年 11月 29日アク セス）

htt s://www.nintendo.co. ・fir/finance/hard soft/index.html 

(2)朝日新聞デ ジタル(2018年 11月 29日アクセス）

htt s://www.asahi.com/?iref=com navi to 

(3)現代ビジネス(2018年 11月 29日アクセス）

htt s:// endai.ismedia. ・/articles/ー/38239?a e= 

(4)東洋経済オンライン(2018年 11月 29日アクセス）

htt s:/Jto okeizai.net/articles/ー/116526?a e= 

(5)産経 WEST(2018年 11月 29日アクセス）

htt s://www.sankei.com/west/news/170323/wstl 70323000 l -n2.html 

(6)日本経済新聞(2018年 11月 29日アクセス）

htt s://www.nikkei.com/article/DGXLASHD11Hl0 R11Cl6A1000000/ 

(7)ビジネスジャーナル(2018年 11月 29日アクセス）

htt s=//biz-・ournal.・/2013/08/ ost 2621 1 .html 

(8)アプリマーケティング研究所(2018年 11月 29日ア クセス）

htt s://note.mu/marketin /n/nbb76740eb6ac 

(9)Wikipedia (2018年 11月 29日アクセス）

htt s:/「a.wikiedia.or /wiki/%E4%BB%BB%E5%A4%A9%E5%A0%82 
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 坂本　英樹

市川　智己
1 5 7 0 2 4 2

59 .ガンホー・ オンライン・ エンタテイメント

1. はじめに

ソーシャルゲームのユーザ数が年々増加している 。ソーシャルゲームと は、パソ コンや携帯電話、ス

マートフォンなどを用 いてインタ ーネット 上で遊ぶゲームであり、自分だけでゲームを楽しむだけでは

なく、同じソ ーシャルゲームで遊んでいる他のユーザと協力してゲームを楽しむことができるゲームで

ある。携帯電話やスマートフォンからも簡単にアクセスでき、手軽に楽しめることもあって、爆発的に

ユーザ数を増やしている。 この論文はガンホーを研究するにあたって 「ガンホー・オンライン ・エンタ

ーテイメント（以降 「ガンホー」）」の人気ソ ーシャルゲームである「パズル＆ドラゴンズ」（以降「パズ

ドラ」）を通してパズドラがヒットした当時のソーシャルゲーム市場とユーザ離れを始めている現在の

ソーシャルゲーム市場の違いとガンホーの戦略について論じていく 。

2. 企業としてのガンホー ・オンライン ・エ ンターテイメント

ガンホーはパズドラという有名なソ ーシャルゲームを配信 していることから現在ではスマ ー トフォ

ン向けのモバイルゲームを配信している企業と思われがちだが、その前身となった企業はネットオーク

ション事業を主に行っていたが、ガンホ ーに社名を変更するとともに韓国企業であるグラビテ ィより

「ラグナロクオンライン」の国内運営権を獲得し、オンラインゲーム運営事業へと転換する 。

3. 過去と現在の市場の違い

パズドラが配信された当時のソ ーシャルゲーム市場のゲ ー ムは 、 まだスマートフォンではなく、

ガラケ ーが主流であったため、ガラケ ーのブラウザで起動できるように作られたもので、 単

純にクリックをして操作するゲ ームが次々と開発されていた 。 しかし、スマ ー トフォンの発

展によってスマートフォンが多くの学生や社会人に普及するとアプリケーションとして開発

されるようになり、指で画面を スライドする、タッチするといった機能を 活用 したソ ー シャ

ルゲ ームが開発されるようになった 。

ガンホーが開発した「ケリ姫クエスト」やパズドラはうまくこれらのスマートフォンの機能を利用し

たことで大きな人気を得る ことに成功 し、短い時間でも遊ぶことができる 手軽さか ら社会人の通勤や学

生の通学での電車やバスに乗っている短い期間のうちに爆発的にゲーム人口を増加 させ、 今でも多くの

ユーザに親 しまれて いる。

しかし、スマートフ ォンの普及に よって今ま でのようにプラ ウザ上で起動するものからアプリケーシ

ョンとして独立したソーシャルゲームに変化し、それに伴う発展でソーシャルゲーム市場には多くの企

業が参入した。 これにより利益を獲得しやすいブルーオー シャンの市場から競合他社との競争が激しく

利益を獲得すること自体が難しいレッドオーシャン市場に変化したことで他社とは違う自社だけが持

つ強みが必要となった。その中で他社が配信しているゲームにもパズドラと同じような操作性を持った

ゲームが現れ始め、 パズドラが有 していた斬新な操作性は陳腐化し、 当時の真新しさや珍しさを失っ て

しまった。これをマーケテ ィングにおけ るプロダクトライフサイクルの観点で見るとパズル ＆ドラゴン

ズ」だけは衰退期を迎えつつあることがわかる 。
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4. 現在のガンホー・ オンライン・エンターテイメントの状況

現在、ガンホ ーの主力となっているパズドラは年々 ユーザが離れてしまっている。その原因のひとつ

としてユーザがゲームに飽きてしまっていることが挙げられる。多くのオンラインゲームやソーシャル

ゲームでも 言えることだが、ストーリーのようにユーザのモチベーションを 向上さ せるような起伏が少

ないゲームが長期の間運営 されているとゲームシステム に慣れてしまい、こ れらのゲームを遊ぶユーザ

はゲームそのものに飽きが来ることが多く 、ユーザがゲームから離れてしまう 。このようにユーザの飽

きを解消するためにゲームの運営は今まで以上に難しいク エストを追加することが多く、 それに合わせ

て今まで以上に強力なキャラクターを追加され、ユーザはそのキャラクターを手に入れるために課金 し

て手に入れる。そしてまたユーザに飽きが来る 。このような循環が出来上がっていく。 この循環ではキ

ャラクタ ーの強さや クエストの難易度のインフレーションを引き起こすことが多く、新しいキャラクタ

ーの強さを基準にクエストの難易度が設定 されるため、既存の キャラクターだけではクエストの攻略が

難 しいユーザは強いキ ャラクタ ーを手に入れるために課金をして何度もガチャを回す。 これによ ってユ

ーザは終わることのない クエストや キャラクターのインフレによってゲーム に飽き てしまい遊ばな く

なってしまう 。

上記に記 した課金疲れやゲームシステムに飽きたユーザたちはパズドラを離れていっており、パズド

ラはすでに衰退期に入っているため成長が頭打ちで止まり、ユーザ離れが起こり始めている段階にある。

5. 結論

パズドラが流行した当時の市場と現在の市場を比べるとソ ーシ ャルゲームのゲームタイトルは比べ

物にならないほど増加 しており 、当時は革新的であった操作性も同じような操作性を持ったゲームタイ

トルによって陳腐化してしま っており、ユーザ離れも深刻である。いまだにパズドラはネ ームバリュー

を持っているブランドとしては機能しているが、衰退していく傾向にあり、もはやすでにパズドラは成

長の限界を迎えている状況にある 。

以上の ことからガンホーはすでに幅広く波及しているパズドラだけに力を入れるだけではなく、他の

ゲームにも力をかけてするべきである 。

参考文献

Game With — 園内最大級のゲームアプリ情報 ・攻略サイト

https://gamewith.jp/ (2018年 9月12日アクセス）

ファミ通com 「課金売上トップは『モンスト 』、勢いを増す『FGO』--『ファミ通モバイルゲーム

白書 2018』12月 12日発売」https://www.famitsu.com/news/201712/08147606.html (2018年8月28

日アクセス）

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 会社情報 沿革

https://www.gungho.eo.jp/jp/company/history.html (2018年 8月 28日アクセス）
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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

石田　悠貴
1 5 7 0 2 5 1

60 .楽天

はじめに

この研究の目的

現在、インターネットは、我々の日常生活を取巻き、生活により密接なものになろうとしています。

そんなインターネッ トの中で、かなり普及している EC(インターネット通販）というものがある。

現在、 EC(主に通販）は、生活に欠かせないものになっており、日常生活に欠かせないものになっており

ます。インターネッ ト通販には、 他にも AmazonやYahooショ ッピングがある。

特に、 Amazonはインターネット通販事業の中の主導権を握っているといっても過言ではなく、インタ

ーネット通販市場を勝ち抜くのはかなり難しい。

そんな中、楽天はどのような企業なのか、また、楽天が、通販事業の他にも、どんなことを行っている

のかを研究した。

楽天の取り組み

楽天の経営理念

「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメン トする」ミッションとしている。

ユーザーや取引先企業へ満足度の高いサービスを提供するとともに、多く人々の成長を後押しすること

で、社会を変革し豊かにする。「グローバル イノベーションカンパニー」であり続けるというビジョン

のもと、企業価値 • 株主価値の最大化を図る。

サービス
楽天は以下のサー ビスを運営している。

• 楽天市場、ブックス

• 楽天モバイル、 トラベル

・ラクマ

楽天の戦略
楽天は、ライバルたちとの競争に勝ち抜くために、 EC事業を展開する上で、商品の品揃え意外にも注力

している。

通販事業
楽天は、楽天市場という通販サイトを運営している。



121

業種、種類を問わず、たくさんの店が出展することによって、構成されているモール型である。楽天ス

ーパーセールという、たくさんの製品が半額以下になるイベントが、不定期的に行なわれている。楽天

は、ビックカメラ等の実店舗でよくある、商品を購入すると、 一定のポイントが還元されるというシス

テムが存在する。楽天が運営している球団が、試合に勝つと、楽天市場内での、ポイント還元率が、約

二倍に向上する。

通信事業
楽天は、通信事業も行っている。かつ、自社で回線を持たず、他者の通信網を使用し、通信回線を消費

者に提供する、 MVNOという形態をとっている。

N竹 ドコモの通信網を使用し、格安通信を提供している。

1.7GHz帯の周波数が割り当てられ、 2019/10に運用開始予定で、それに伴い MNOとなる。

今まで、自社の回線を所有している会社は、ソフトバンク、 au、docomoである。

今まで、自社の回線を所有している会社は、ソフトバンク、 au、docomo、三社のみだったが、これら三

社との競争に参加することとなる。

C2C 
楽天フリマは、同社が運営している、フリマサービスである。

フリマとは、 C2C形式のサービスであり、一般消費者が売りたいものを出品・購入するといった、消費

者間同士で、ものの売買を行います。

2018年 2月 28日にフリルをラクマに統合する作業を開始。2019年内に完全統合する予定。

オンライントラベル

楽天は、ホテル ・旅館・ペンション等の宿泊施設の予約代行を行なっている、楽天とラベルを運営して

Vヽる。

楽天カード

楽天カードは、楽天が展開しているサービスや、楽天カードを導入した実店舗で利用することができる。

まとめ

私は、今回、楽天について、調べました。

楽天は、ほかの企業のサービスと差別化を図るために、ポイント還元や、実店舗との提携の強化に努め

ているということをより改めて感じました。

楽天は、ほかのサイトにはないサービスを実現して、シェアの向上を狙っていると筆者は感じた。

参考文献

楽天公式資料 https://corp.rakuten.co. jp/investors/documents/ 

楽天の携帯キャリア参入で気になる「料金」と「ネットワーク」 ITMobile 2018/4/15 

http://www. itmedia. co. jp/mobile/articles/1804/09/news077.html 

楽天、携帯電話事業に参入発表 2019年サービス開始へ 2017/12/14 ll:47 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZ024619920U7A2llClMMOOOO/ 

楽天の各サービスのトップページ
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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

久木原　智行
1 5 7 0 2 6 3

セブンイレブンの強さの秘密

61 .セブン -イレブン・ ジャパン

1. はじめに

現在のコンビニエンスストア業界は、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートで

シェアは 9割という状況である。しかしこの 3社で比較すると、セブンイレブンの売上は

圧倒的に上回る。一言でコンビニエンスストアといっても実は大きな差があるのだ。

なぜセブンイレブンは強いのか。コンビニエンスストア業界のパイオニアであり、第 1

号店の開店から 44年たった今でもトップシェアとして成長を続けられるのか。セブンイレ

ブンのシステムやサービス、経営戦略に焦点を当て、コンビニエンスストア業界で他社を

圧倒する強さの秘密を紐解いていこうと思う。

2. セブンイレブンの誕生

「7-ELEVEn」は当時アメリカで 4000店舗を構え、全米最大のコンビニエンスストアチ

ェーンだった。ヨーカ堂視察団は米国セブンイレブンを経営しているサウスランド社との

提携を目指すことにした。その後酒屋の「山本茂商店」とフランチャイズ契約を結び、 1974

年 5月 15日、セブンイレブンの記念すべき 1号店が誕生した。日本でオープンしたコンビ

ニエンスストアは、小売業界に大きな革命をもたらした。

3. セブンイレブンのシステム

3. 1情報システム

セブンイレブンは年間約 50億人が訪れている。その購入者のデータが売り逃しと売れ残

りをなくす力になっている。たとえばレジの右端には客層キーがあり、会計終了時にはそ

れを押す。それによって購入した商品と時間、加えて客の情報が 1度に蓄積される。この

データをマーケティングに活用していく。

3. 2流通システム

1度の発注で 1日分の弁当や惣菜類の売り上げの見通しを立てて発注を決めるより、 1日

に数度に分けて発注したほうが、発注の精度が高まり、売れ残りや売り逃しを減らすこと

が可能になる。 1日に 3回の発注が可能になると、 1回の発注では 8時間の販売動向を考え

ればよく 、人の食生活パターンとも一致し、精度が高まった。
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4. セブンイレブンのサービス

4.1セブンカフェ

2013年 1月、全国販売が順次スタートした衝撃は大きかった。1杯ごとに豆を挽く大型

のコーヒーマシン、香り高いドリップコーヒー。爆発的に売れた。セブンカフェはコーヒ

ー販売による利益だけでなく多くの副次効果を生んだ。

4.2セブンミール

セブンミールとは食事の御用聞き・宅配事業である。リアル（全国のセブンイレブン各

店）とバーチャル（通販やネットビジネス）を融合し、新しい大きな事業機会が開拓され

た。

5. セブンイレブンの経営戦略

5. 1フランチャイズシステム

最強の小売業、セブンイレブンの強さの最大の秘訣はフランチャイズチェーンシステム

にある。フランチャイズチェーンを採用している企業は多いが、セブンイレブンの場合は

本部と加盟店が対等の関係を保ち、共存共栄の理念を徹底的に追求している点が特徴的で

ある。

5.2 PB商品「セブンプレミアム」

2007年に誕生した PB(プライベートブランド）商品シリーズ「セブンプレミアム」は売

上 1兆円を超す大ヒットになった。セブンプレミアムは、 2005年にイトーヨーカドー、セ

ブンーイレブン、デニーズの株式移転で設立されたセブン＆アイ・ホールディングス共通 PB

の総称である。

5. 3 ドミナント出店戦略

セブンイレブンが他社のコンビニエンスストアと明確に違う戦略がある。それがドミナ

ント出店戦略だ。ひとつの県内で密な店舗網が構築されるまでは決して隣の県での出店を

OKしなかったのだ。この選択は後に多くの恩恵を生むことになる。

6. まとめと考察

今後はコンビニエンスストアの自動化が進んでいくだろう。ローソンは無人レジを開発

していて、 Amazonはレジのないコンビニエンスストア「Amazongo」を発表した。しかしセ

ブンイレブンはこの「無人化競争」には参加しないと予想する。なぜならセブンイレブン

は人と人の繋がりを大切にするからである。
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 坂本　英樹

赤田　　玲
1 5 7 0 3 0 9

62 .楽天

1. はじめに

1.1研究の背景

楽天は、インターネットサービスを展開する日本の IT企業。

インターネット通販としてやっているのは、「Amazon」や「Yahoo!」と有名な企業がある。そ

こで楽天は、それらの競合他社とどのように違った経営戦略を立ててきたか研究していく。

1. 2研究の目的

楽天の経営状況を探していく目的は、世の中の大手企業の戦略調査となる。グローバルに事業

展開をしていく楽天の経営戦略。それを明らかにするために、楽天が競合他社との競争に勝ち

抜いていくには、どういった優位性があるのかを研究していく。

2. 楽天のビジネス

2. 1楽天の歴史

楽天グループは 1997年に創業された。ここでは、楽天の様々なビジネスを展開していく歴史

がある。

2. 2楽天の競合他社

楽天と似た事業を行っている競合他社が国内でも多く存在する。中でも、有名な所を 3つ挙

げると、「Amazon」、「メルカリ」、「ヤフオク」である。楽天はこれらの競合他社と競いあってい

る。

3. 楽天市場のビジネス

3. 1楽天市場の強み

楽天市場への出店、 10のメリットを挙げる。

1. 利用者が多く、信頼感がある

2. 楽天市場が開催するキャンペーンに参加することで、売上を伸ばすことが出来る

3. 「楽天スーパーポイント」が使えるため、楽天市場を使うお客様がリヒ°ーターになりやすい

4. アフィリエイトによる宣伝・集客効果が期待できる

5. 模造品対策など、ルール違反をしている店舗の取り締まりや審査に力を入れている

6. 不正対策を未然に防ぐシステムに力を入れている

7. 「楽天大学」などを介して、マーケティングスキルを向上させることができるほか、他店舗

との出会いがある

8. 専任の ECコンサルタントがつく

9. 「SketchPage」をはじめとしたとき、 ページを作成するためのツールが充実している

10. 越境 ECが簡単なステップで可能

以上が楽天のメリットである。

3. 2楽天のビジネスモデル

楽天が立てている戦略として、集中戦略がある。楽天市場は、誰もが知っている ECサイト 。
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細かな料金設定とコンサルタントによるサポートにより、他社との差別化をし、商品販売の担

い手となる事業者数を急増させた。

もう 一つの戦略。アンゾフの成長マトリックスがある 。「楽天経済圏」という基盤を利用した

戦略。 この戦略を利用し、楽天とユーザが win-winな関係を構築していった。

楽天のビジネスモデルは、無駄のないビジネスモデルを作り上げるための線密な経営戦略を

立てていることがわかる 。

楽天の経営戦略において面白いと思えるのが、システム・ロックインを構築したうえで、そ

れを利用し新たな市場へと拡大し、ユーザを増やしていくという戦略だと考えられる。他には

ないビジネスモデルでありながらも、経済圏構築には莫大な投資、時間が必要であり、楽天の

競争力となっていた。

4. おわりに

楽天の過去を調べているうちに、楽天の積み上げてきた努力と実績がわかる。楽天の強みは、

将来ビジネスをやるときに、活用することができると思われる。強みの中で最も、感心したの

は、「楽天スーパーポイント」だ。

ビジネスモデルを見ていて感じたのは、「楽天経済圏」によるシステム・ロックインで顧客を

囲い込むという点は素睛らしく感じた。

始めた当初から、競合他社に対抗してきたように、今後も頑張ってほしく感じている。差別

化を図った経営を上手くやってほしい。

参考文献

・Rakuten 

https: //corp. rakuten. co. jp/investors/financial/trendsOl. html 

https://corp.rakuten.co. jp/about/history.html 

https://corp.rakuten. co. jp/csr/ 

https://www.rakuten.co. jp/ec/start/merit-demerit/ 

（平成 30年 11月 30日アクセス）

・電通報

https://dentsu-ho.com/articles/5145 

（平成 30年 11月 30日アクセス）

・サルでもわかる 2018 年版クレジットカードおすすめ徹底比較

https://creditcard-rescue. com/ 

（平成 30年 11月 30日アクセス）

・iroots search 

https://iroots-search. jp/14138 

（平成 30年 11月 30日アクセス）

・経営戦略大辞典

http://management-strategy.net/rakuten/ 

（平成 30年 11月 30日アクセス）

• 一人でお金を稼ぐ方法ガイド

https://hitoriokane. com/tenbai-hanbai/ 

（平成 30年 11月 30日アクセス）
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 坂本　英樹

前　　侑汰
1 5 7 0 3 5 5

―アサヒビールにおける今後の経営戦略―

63 .アサヒビール

1. はじめに

本論文では、アサヒビールの経営戦略とアサヒスーパードライがビール業界にどのような

影響を与えたのか。アサヒスーパードライ発売以降、ビール業界には様々なビールが発売さ

れたが、競合他社との競争を勝ち抜くためにアサヒビールはどのような優位性を構築してき

たのかについて考察する。

2. 研究の背景と目的

ビール類の市場規模が縮小していく中でビール業界はどのように進展していくべきか、その中で

もアサヒビールのブランドとしての強みを失わずに企業を成長させていくにはどのような経営戦

略を取ることが必要なのか研究することを目的とする。

3. アサヒビーJレのビジネス

アサヒビールの事業方針は「イノベーションの推進による新たな価値創造で No.1戦略の深

化を目指す！～酒類市場における新たな需要の想像を目指す～」をスローガンに強みである

研究開発技術に磨きをかけイノベーションを推進し、顧客の期待を上回る価値創造と新たな

需要創造を目指している。

4. 近年における酒類市場の推移

飲酒人口の高齢化や若年層の酒離れ等を受けて、酒類全体の需要が低迷する中、国内酒類課

税移出総数量の半数以上を占めるビール類の出荷数量は、2005年以降 12年連続で少してい

る。ビール類の消費量が年々減少していく中で、ビール業界はマーケットの縮小に歯止めを

かけるべく様々なビールの開発に尽力してきた。その例が新ジャンルの開発である。

5. アサヒビール成功の要因

アサヒビールは消費者のニーズを再検討することにより、消費者が本当に求めているビー

ルはサラリとしていて飲みやすいビールだという結論からビールの味にこだわった辛口のビ

ールを作製するこ とを決定 した。そして 1987年に発売されたのが現在の ビールの トップシェ

アを誇っているアサ ヒスーパー ドライである。当時のパ ッケージは瓶のラベルデザインを基

本に考えるのが一般的だったが、アサヒ ビールは今後、缶の需要が伸びる ことを予想 し、ス

ーパー ドライは「缶」 を基本に発想された。缶の素材そのままのきら りと光る メタ リックシ

ルバーに黒の文字を配し、引き締まったデザイ ンでスーパー ドライの切れ味とシャープな味

を表現し、あえてビールらしくない独創的なデザインに こだわり続けた。
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6. 結論

アサヒグ）レープホー）レディングス株式会社は海外 M&Aを成功させたことでキリンホールデ

ィングス株式会社の連結売上高を抜き 、ビール業界で 2位の座を奪うことが出来た。アサヒス

ーパードライは国内でのビールシェアで首位に立ってはいるものの、現状の国内ビール類マー

ケット自体が縮小 しており、売り上げの約 6割をビール類に依存 しているアサヒグループホー

）レディングス株式会社は国内でみた場合、ビー）レ類の売り上げを横ばいからやや低下していく

と考えられる。2020年 10月 1日から 2026年 10月 1日まで 6年間の時間をかけて麦芽の割合

が高い「ビー）レ」と割合が低い 「発泡酒」、ビールや発泡酒に分類されないがゆえに低価格で販

売することが出来ている「新ジャンル」の税率が酒税法改正などで同率になるためビー）レ類マ

ーケットの競争は激化することが予想されている。現在では低価格を武器にシェアを獲得して

いる新ジャンルが低価格を武器にできない時代に突入することで、国内で再びビールが爆発的

に流行を見せない限り、現状を打開することが出来ないように見える。だが、国内のビール類

マーケットが停滞しているからと見切りをつけ、売れ行きの良くない発泡酒などの生産ライン

を廃止にすることはそのまま営業利益の減少に直結するため、何かの生産ラインを廃止にする

ことなど不可能である。つま り、国内のビー）レ類マーケットにおけるアサヒグループホールデ

ィングス株式会社の最善の策は現状の維持であるといえる。それでは会社としての成長を見込

めないため、現在、再び流行の兆しを見せているウイスキー、プランデーといった洋酒やワイ

ンに視点を重点的に当てていき、国内における売り上げを伸ばしていくことで、国内のビール

類マーケットが頭打ちになっている現状と折り合いをつけるべきだろう 。幸いなことにアサヒ

グループホールディングス株式会社は現在、海外でもプレミアムビールブランドとしてシェア

を獲得しつつある。今後も海外のビール会社と M&Aを続けることによって、現在の勢いを維持

し、国内ではなく世界にアサヒスーパードライを売り込んでいくことがアサヒグループホール

ディングス株式会社に求め られている。

参考文献

[1]アサヒビールホールディングス公式 HPhttps://www.asahigroup-holdings.com/

(2018/11/29) 

[2]長期ビジョン＆中期経営方針

https:/ /w四 .asahigroup-holdings. com/ir/session/html/2015_policy/pdf/asab160210_2.pdf 

(2018/11/29) 

[3]FACTBOOKアサヒグループ

https://www.asahigroup-holdings.com/ir/event/pdf/kessan/2016_4q_factbook.pdf 

(2018/11/29) 

[4]ビール業界～アサヒ とキリ ンの経営戦略比較～

http://fseminar.com/kgu/uploads/sotsuron2007_h3rd_beer.pdf (2018/11/29) 

[5]酒類小売規制の緩和による酒類小売市場の変化

http://ouc.daishodai.ac. jp/profile/outline/shokei/pdf/157/15703.pdf (2018/11/29) 

[6]日経ビジネス ONLINEアサヒ、異次元買収の勝算

https://business. nikkeibp. co. jp/atcl/report/16/080800062/121300004/ (2018/11/29) 
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 坂本　英樹

渡邉　悠希
1 5 7 0 3 6 0

64 .ソフトバンク

1. はじめに

ソフトバンクは日本国内における企業である。形態としては通信事業者であり、携帯電話関連の通信

事業をメインとして活動している。

ソフトバンクのブランド名の由来はソフトウェア＋バンク（銀行の意）から採られており、情報化社会の

基盤となる存在になるという強い自負と決意を込め「バンク」というワードを用いている。

ソフトバンクのロゴは幕末日本に存在した海援隊が用いた旗の図式が由来となっている。本来の海援

隊旗では赤色となっている部分をシルバーに替え、時代を重ねても色あせることのない、情報社会の象

徴という意味を込めシルバーのラインを用いている。また「＝」の形の通り、このロゴはイコールの意

味も持たせており、ソフトバンクこそが情報社会に革命をもたらす存在であるとして自らの企業姿勢を

シンボル化した「＝（イコール）」マークであり、情報社会の様々な課題に対して答えを導き、それに対

する「解決」をもたらす存在であることをアピールしているという。

2. ソフトバンクの経営

◎孫正義の人材活用術

ソフトバンクの経営の中心に立っているのがソフトバンク代表取締役会長兼社長、孫正義である。

孫正義の特徴として挙げられるのが人材活用術。必要に応じて外部から専門家を呼ぶ一方、ヘッドハン

ティング（引き抜き）を行わない事、自分が指示した人事については責任を負い我慢強く使い続ける事、

リスクは孫正義がとり、部下の信賞必罰は必要ない。など、彼の経験に基づく独自の人材活用術が存在

している。

◎太陽・孫正義

孫正義はその人物像と存在ゆえに太陽に例えられており、彼と立場が近すぎても遠すぎても大きなデ

メリットが降りかかってしまうので程良い距離感を保つことが上手い関係を保つ秘訣と言われている。

◎孫正義の要求への対処法

孫正義は部下に対して無茶な指示を出すこともあるが、それらの指示を分析して「リターン」と「リ

スク・コスト」の二つの面を踏まえて大きく分けて 4つ、孫正義の指示への対処法として挙げられてい

る。
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2-2ヤフー

ソフトバンクは「ヤフー」ブランドの関連事業の運営をも担っている。

一つがポータルサイト「Yahoo!Japan」の運営である。 日本最大のオークションサイトである「ヤフ

オク！（旧 Yahoo!オークション）」やニュース配信サービスである「Yahoo!ニュース」、更に株式会社 GYAO

と提携した動画サイト「GYAO!」の共同運営も担っている。

二つ目がソフトバンクのサプブランドにあたる「Y!mobile」の運営である。格安 SIM・ 格安スマホと

呼ばれる低価格に抑えた携帯電話・スマートフォン事業がメインとなっており、現在では格安 SIM・ 格

安スマホの代表格と呼べる存在となっている。

3広告戦略

ソフトバンクが力を入れている広告戦略の代表的なものとして挙げられるのは以下の三つである。

・テレビ CM

・ロボット開発

• 福岡ソフトバンクホークス

まず多くの人々が目にする機会が最も多いであろうテレビ CMでは白い犬が印象的な「白戸家シリー

ズ」が人気を博しており、現在まで続く CMシリーズとなっているほか、お父さん犬のグッズが配布さ

れるなどお父さん犬は現在、ソフトバンクのマスコットキャラクターと呼べる存在となっている。

ロボット開発では一般家庭向けにも販売されている人型ロボット「pepperくん」や業務用清掃ロボッ

ト「AI清掃 PRO」の開発を行っており、近未来的なイメージを持つロボットを身近な存在として実用

化することにより、ソフトバンクの先進性をアヒ°ールしている。

福岡ソフトバンクホークスは 2005年にソフトバンクが球団株式と興行権を入手したことでソフトバ

ンクの子会社となっており、球団による年間数百億になるともいわれている莫大な宣伝効果はもちろん、

同じ福岡に拠点を置く団体ということでソフトバンクに大きな注目を集めさせようとしている。

参考文献

[1]三木雄信(2006)「ソフトバンク 「常識外」の成功法則」東洋経済新報社

[2]ソフトバンク公式ホームページ (2018) https://www.softbank.jp/ (2018年 9月 13日）

[3] Yahoo!JAPAN(2018) https://www.yahoo.eo.jp/ (2018年 9月 27日）

[4]【公式】Y!mobile(ワイモバイル） (2018) https://www.ymobile.jp/ (2018年 10月 1日）

[5]ソフトバングWikipedia(2018) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3 

%E3%82%AF (2018年 9月 13日）

[6]孫正義Wikipedia(2018)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%AB%E6%AD%A3%E7%BE%A9 (2018年 9月 15日）

[7]白戸家Wikipedia(2018)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%88%B8%E5%AE%B6 (2018年 9月 18日）

[8]ソフトバンク「白戸家」の CMが好感度 1位に制作秘話明かす(2017)

http ://news.livedoor.com/article/detail/1387057 4/ (2018年 9月 20日）
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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

入船　歩夢
1 5 7 0 5 4 0

65 .  NTTドコモ他社との企業比較

Llはじめに

携帯電話は今では子供から大人まで私達にとってなくてはならない必需品である。

「iPhone」,「Android」端末をはじめとしたスマートフォンの時代が来てから、使いやす

く、利便性が増し、小さな子供からお年寄りまで誰でも簡単に操作できるようになった。

今や携帯電話は「誰でも持ち運べる小さいパソコン」であるといっても過言ではない。

現在、携帯電話業界は 3大キャリアと言えばドコモ，KDD !,Softbankが上位を占めている。

携帯電話業界と 言えばこの 3社を指す人が大半だろう 。

私は 3大キャリアの中でドコモをキャリアとして利用しているため調べることにした。

1.2研究の目的

自分で利用しているキャリアについて調べる。

ドコモの歴史、名称、経営理念とビジョン、料金を各社と比較、料金を調べながらわかる

こと、各社のポイントプログラムの強みと弱み、各社の災害支援サービス、 5G取

り組みについて、それぞれの分野で調べたドコモについて調べる。

1.3ドコモの経営理念とビジョン

企業理念は新しいコミュニケーション文化の世界を創造する、お客様に満足していただ

く、個人の能力を生かす、この 3つである。

企業ビジョンは 2020年に向けてスマートイノベーションヘの挑戦

Harmonize[国、地域、世代を超えた豊かな社会への貢献］

Evolve[サービス、ネットワークの進化］

Advance[サービスの融合による産業の発展］

Relate[つながりによる喜びの創出］

Trust[安心、安全で心地よい暮らしの支援］

この頭文字をとって HEARTと上げている。

1.45Gの取り組み

SGとは現在規格化が進行中の次世代無線通信システムの略である。

簡単にいえば次世代の通信技術のことである。
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SGで実現できることは、大容量通信、リアルタイム VR体験の実現、低遅延な高速通

信、大量のデバイスを一度に多接続できるなどが上げられる。

日本は、 2020年に東京オリンピックを控えてため、 2020年の実用化を目標に SGに力を

入れている。 どのような取り組みを行っているかまとめてみようと思う 。

ドコモ 2020年を目標に現在の LTEシステムより 100倍の通信速度、 1000倍の大容量 と

いった飛躍的な性能向上を目指しつつ、様々なサービスをサポートすることを目標として

取り組んでいる。

ドコモは SGイベントを開催している。新体感！みらいスタジアムや東京スカイツリー

「docomoSG Trial Site」など開催された。新体感！みらいスタジアムとは、空間インター

フェースといった技術と AR、VR技術を組み合わせることで、スポーツの観戦体験を拡張

することをめざした実証実験のことである。

東京スカイツリー「docomoSG Trial Site」とは"SG新体感エンタテイメント ”をテーマに

SGトライアルサイトイベントを東京スカイツリーで開催された。

SGが持つ「高速・大容量」「低遅延」「多数端末接続」という 3つの特徴が実現する、ス

ポーツやエンタテインメントの未来を体験するものである

1.5まとめ

今回ドコモについて他社との比較を主にしてきたが、携帯事業ではあまり他社と代り映え

しないと思った。

2020年東京オリンピックに向けて 5Gの取り組みは他社よりリードしていると感じた。

なぜそのように感じたかというとイベントを始め様々な角度から 5Gを取り入れた事業を

していたのがドコモは多く感じたからである。

これから先、情報化社会になり今まで考えられなかった技術が近未来に近づいている。VR

技術や自由視点のスポーツ観戦など今では考えられないのが身近になるであろう。私は今

後の社会でドコモがこの先の社会を引っ張っていく企業だと私は思っている ．

［参考文献］

[l]docomo公式 HP(https:/hnV¥v.nct<locomo.co.jp/) (平成 30年 9月1日現在）

[2]au公式 HP(https://www.au.com/) (平成 30年 9月 1日現在）

[3]ソフトバンク公式 HP(https:/ hnvw.softbank.jp/) (平成 30年 9月 1日現在）

[4]携帯 3社特徴 (https://matome.naver.jp/ o<lai/2 l 44143867 48257880 l? &page...., 1) 

（平成 30年 8月 1日現在）

[5]ポイントプログラムについて

(http://wwvもicmcdia.co.jJ/mobile/articles/1507 /09/news079.html) 

（平成 30年 6月 1日現在）

[6]災害支援について (ht.tps://iphone-beginners.com/news/kiji-19143.htm 1) 

（平成 30年 8月 1日現在）
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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

山本　翔馬
1 5 7 0 5 4 1

―キンドルがトップシェアを獲得した要因研究―

66 .アマゾンジャパン

1. はじめに

1.1研究の背景

私がこのテーマに取り組むことにしたのは、ここ数年の間に瞬く間に普及した電子書籍サービスがどの

ような先行投資や取り組みが行われ、消費者のどのようなニーズに合致し、現在の日常生活の中に浸透

していったのかと興味を持ったためである。

1.2研究の目的

電子書籍のような、もともとメディアとして存在していたコンテンツを電子化することで発展を遂げ

たサービスの消費者の需要や経営戦略を研究することで、どのような要因によって、シェアを獲得する

ことができたのかを考察するこの考察により、電子化サービスの応用性の高さを再認識し、またこのよ

うなサービスを事業として成功させるために必要な要素を洗い出す。そして、まだ見ぬ新しいサービス

を運用するための成功要因の一つの例としてどのような考えが必要か検討する。

2. キンドルのビジネス

2.1アマゾンの企業理念

アマゾンの企業理念は以下である。

「地球上で最もお客様を大切にする企業であること」

さらに「現状に満足することなく、常に今よりも上を目指す」をかかげ、世界最大の河川から名づけら

れたアマゾンはその名の通り、あらゆるものが流通する場へと挑戦を続けている。

2.2キンドルの戦略

キンドルのとった戦略は、当時未開拓だった電子書籍という市場において低価格で販売し、そこに潜む

需要を掘り起こすことにあった。そのために、アマゾンは電子書籍リーダーとしてキンドルを自社開発

に踏み切り、電子書籍のバリエーションを増やすために出版会社に継続して働きかけた。キンドルの収

益モデルの構成要素は大きく 2つに分けられる。1つはキンドル端末の製造、販売から得た収益である。

2つ目は電子書籍販売から得る利益である。電子書籍は再販価格維持制度の適用外になるので、キャン

ペーン、セールなどで積極的な値引きができる。電子書籍では 1作品当たりの変動費が小さく、限界利

益率が高いことも値引きのしやすさの一因となっている。

3楽天コボとの比較研究

3.1競合他社との比較検討

カナダの Kobo社は世界有数の電子書籍企業である。楽天はこれまで紙の書籍を取り扱う「楽天ブッ
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クス」をしていたが、 Koboを買収することにより電子書籍サービスに参入した。ともに、日本最大規模

の Eコマース事業会社として名前に上がるアマゾンと楽天は電子書籍サービスも同じく運営している。

アマゾンはキンドル、楽天は楽天コボのサービスを提供しているが、今回は市場シェア、価格、蔵書量、

電子書籍リーダーの点に着目し比較考察を行う。市場シェアはわずかにアマゾンが上回ったが、どちら

も国内最大規模を証明する結果を残した。価格という点に着目してみると、両方とも金額に差はみられ

なかったが、頻繁にセールやポイント還元を行っている楽天が支持されていた。それぞれのストアの蔵

書数を比較した結果、キンドルストアが 10万冊ほど上回る結果となった。電子書籍リーダーの機能を

比較した結果、楽天コボは防水機能、キンドルはコストパフォーマンスの高さの差が明確に表れた。

3.2キンドルの成功要因

キンドルが成功した理由で最初に挙げたいのが、そのサービスを提供する企業がオンライン書店を構

えたアマゾンであったことだ。キンドルの構想と開発時期にソニーの事例を研究しつくし、アマゾンは

失敗から学ぶ機会を得ることができた。書籍販売のスペシャリストとしてのノウハウと数百万冊にも及

ぶ書物を貯蓄した発送センターを自社で所有していたアマゾンの強みを生かしたことが成功につなが

ったといえる。

次に挙げる成功の要因は電子書籍リーダーをユーザーの立場からどうすれば使いやすくなるかを探

求し続けていることだ。パソコンと同期する必要のないキンドルは、端末から直接オンラインストアに

アクセスして書籍を探すことができる。アマゾンの強みであるワンクリック購入方式はユーザーのすぐ

に書籍を読みたいという需要とオンラインストアの特性を見事に融合させたビジネスモデルだ。有料会

員であるアマゾンプライムに登録しているユーザーに向けたサービスもキンドルに魅力を感じさせる

要因となっている。

4結論

キンドルが日本の電子書籍市場のトップシェアを獲得している要因はアマゾンが残してきた実績に

基づいた信頼を電子書籍ビジネスにも同様に置いている顧客が相当数いるためであることと、長期的な

戦略を掲げ資源を投入し続けたためであることが分かった。顧客から見た使いやすさを重視し、書籍数

や価格、付随するコンテンツ等、堅実かつ需要のさらに上をいくサービスを展開し続けることがトップ

シェアを獲得できた理由であると私は考察する。既存のコンテンツを電子化するビジネスはそのコンテ

ンツの商売のノウハウに長け、継続的な資源を投入できることが重要だと考えた。

参考文献

(1) 雨宮寛二(2012)『アップル、アマゾン、グーグルの競争戦略』 NTT出版。

(2) アマゾンジャパン公式ホーム゜ ン (2018)
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http://www7b.biglobe.ne.jp/ ~yama88/pla_6.html/ (2018年 1月9日）。

(4) 井上 理 (2012) 「キンドルが開けたパンドラ」「日本経済新聞』

https://www.nikkei.com/ article/DGXBZ04 7756170X21 C12AOOOOOOO (2012年 10月 28日）。
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67 .  Web教科書の作成

1. はじめに

パソコンやスマートフォンが普及した現代[1]では誰でも手軽に Webサイトを閲覧できるようになっ

た。パソコンが普及していない時代であれば知らない言葉を調べる場合に辞書などで調べるしかなく多

くの時間と労力を要した。だがインターネットの登場によりスマートフォンさえあれば素早く調べるこ

とが可能になり本の必要性が減ったため、印刷業は後退し Web業界が前進してきた。

現代に Webというシステムは必須な技術であるため早々に無くならない技術であると言われている

が、本当にそうなのか疑問が生まれたため卒論を通して Webについて学習し今後どのように発展してい

くのか考察を行った。

2. Web教科書の欠点

Web教科書の欠点[2]として日本人は漢字を書くことができなくなる可能性がある。読み方さえ知って

いれば予測機能で変換して漢字を表示できるので書く必要がないからだ。また、視力低下の問題がある。

パソコンやスマー トフォンを長時間見ていると目の奥の水晶体が膨らんで元の形に戻らなくなること

により目のピント調節機能がうまく働かず視力低下の原因となるのだ。

Web教科書は一つの端末に全て収めることができるため本を並べて飾ることができない。そのため読

み終えた後の達成感や満足感が生まれにくく読書が頓挫しやすいことも問題である。

3. ページの概要

ページを「ホーム」「HTML」「CSS」「PhotoShop」「JavaScript」の 5つに分け構成した。HTMLおよび

CSSのページでは HTML・CSSコードの書き方や説明、具体的な Webサイト制作に必要な項目を中心に作

成し、分かりやすくなるよう画像を多く使用した。
-HTMLコード一 左 <ol> 右 <ul>

,h3>カレーの作り万,/h3>

<Of Type=叶">

<11>肉と野菜を炒める<Iii>

di>水を入れて中火で登込む,/Ii>

,Ii>時々アクを取る,fh>

如カレールーを入れる叫•>

di>lころみがつくまで弱火で煮込む,/Ii>

カレーの作り方

l肉と野菜を炒める

2水を入れて中火で煮込む

3時々アクを取る

4. カレールーを入れる

5、とろみがつくまで弱火で宝込む

~j,h3, カレーの作り万,/h3>

叫 typeご妬 ！％

}心肉と野菜を炒める,;1,,

令如水を入れて中火で登込む,/1わ

',f磯々アクを取る,th>

: <Ii>カレ-)レーを入れる,/Ii>
Y ·• 

¥Ii>とろみがつくまで弱火で煮込む,/Ii>
心 i 1“ 

ヵレーの作り方

• 肉と野菜を炒める

• 水を入れて中火で室込む

• 時々アクを取る

• カレールーを入れる

・ とろみがつくまで弱火で煮込む

図 1 <ol>とくul>のコードの違い

図 lは HTMLでリスト構造を作成する解説である。<ol〉で作った場合とくul>で作った場合の違いが分

かるように横並びで配置した。上のくtextarea〉で作成したものは実際に入力する HTMLのコードでコピ

ー作成しやすいようにあえてくtextarea〉で作成した。下は表示結果となっている。
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4. 苦労した点、工夫した点

苦労した点は HTMLについて十分な知識がなかったため作品に手をかけるまで時間を要したことであ

る。参考書を購入し内容の理解を行い、コードを入力しサンプル作品を制作するなどして学習を行った。

作品制作において特に苦労した所はサイドバーである。ページ内容が多くなり下にスクロールしてい

くとサイドバーが見えなくなってしまい要所にジャンプすることができなくなる問題が起こった。この

問題を解決するために Flexboxの技術を利用した、それまでは Floatで試していたがスクロールしても

サイドバーが追従せず、方法が分からなかったためやり方を変え Flexboxを使用することに決めた。

Flexboxの扱い方に最初は戸惑ったが解説ページを読み込むことで扱うことができるようになった。

Flexboxの値に position:stickyすることによってサイドバーが追従するようになりページをスクロー

ルしても別項目に即座にジャンプできるようになった。

工夫した点としては現在見ているグローバルナビゲーションの色を変えて今どのページを見ている

か一目で分かるようにしたことである。また、マウスが選択項目の上にあると色が変わるように： hover 

を使用した、これによりマウスを押せる項目なのか即座に判断することができる。さらに、できるだけ

スクリーンショットを使い分かりやすく解説する事を心がけると同時に Photoshopなどでイラストを作

成しより理解が深まるようにした。

5. おわりに

私としては上手に説明ができたと感じたが使用者がいないので完成度がつかめない。WEB教科書は修

正を繰りしながらの完成度を高めていくものだと感じた。

インターネットで Web教科書にあたる記事を参考にして学習していたが同じ Web教科書であるのに完

成度に差を感じてしまった。差を埋めるためにはもっと内容を多く記述し、今後はアコーディオンメニ

ューを実装できるようにしたい。上達するためにはこれからも多くの Webサイトを制作し実績と経験を

積まなければいけないと思った。

反省点としてより分かりやすく見やすい Webサイトになるような工夫を行いたい、デザインもコーデ

ィングスキルもさらに勉強する必要があると感じた。

参考文献

[1]スマートフォン普及率 httos://markcting re. c:om/artic:1厨20160731.htm1 

[2]電子教科書の動向 <https://www. jstage. jst. go. jp/article/johokanri/57/5/57_307/_html/-

char/ja/> 

[3]サルワカ Iサルでもわかる図解説明マガジン <https://saruwakakun. com/> 

[4]やさしいホームページ入門 <http:/ /www. ink. or. jpFbigblock/html/> 

[5]一時間で作るホームページ <http://www. shoshinsha. com/hp/index.html> 

[6] HTML&CSSとWEBデザインが一冊できちんと身につく本 著：服部雄樹 出版：技術評論社
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68 .  Web教科書の作成

1. はじめに

私が今回、卒業論文の作成課題で作った作品は、 Mayaの超初心者向けの Web教科書で

ある。

この教科書の目的としては、今までMayaを一度も使ったことがなく、これから始めて

みようと考えている人が、これから Mayaを使うときに必ず必要になってくる基本知識や

基本操作。また、知っておくと便利なことを事前に学ぶことができる Mayaの超初心者講

座を目的とした教科書である。

なぜWeb教科書の対象を、これから Mayaを始めようとする人にしたのかというと、自

分も最初そうだったのだが、 一般人からするとやはり 3DCGというものは専門知識や難しい

技術などが必要で、敷居が高いというイメージが強くなかなか始めにくいという人も多いと

思う。だが、実際は最初から専門知識や難しい技術などは必要なく誰でもはじめやすいもの

なのでそのことを、この Web教科書のメリットでもある、容易に閲覧できるという利点を

使って多くの人に知ってもらえたらと思い、これから Mayaを使ってみたいと考えている人

にしたのである。

2. ウェブ教科書の概要

この教科書のページは、 トップページとモデリングページ、そしてショートカットキーペ

ージから構成されており、 トップページでは、 Mayaの基本的な知識である操作画面のメイ

ンメニューやツールボックス、シェルフなどの説明を行う。また、モデリングページではオ

ブジェクトの配置、視点操作、オプジェクトの操作、グループ化、オプジェクトのコピー等

についての説明が行われる。まず新規プロジェクトを作成させ、そこにあらかじめ用意され

ているポリゴンオプジェクトを配置する。そしてこの配置したオブジェクトを使用して視点

操作や、オプジェクト操作、グループ化等の説明を行っている。そしてショートカットキー

のページでは使用すると作業時間の短縮につながるようなショートカットキーの一覧を目的

ごとに分類して表示している。

3. システムについて

開発は主に学校のコンピュータで行っており、 Webページを作成するためのツールは、 主に

eclipseを使用して開発している。

また、今回作成した Web教科書の推奨ブラウザは、 InternetExplorer、

Google Chrome、Firefoxが閲覧するうえで推奨するブラウザである。
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システムで工夫した点と苦労した点は、苦労した点はやはり教科書を使用する人の視点にな

って考えることである。いままで教科書を作った経験などなかったため、対象の視点になって記

述することが、最初はできておらず少しくだけた口調になってしまうことがありましたが、作成

していくうちに少しずつ利用者の視点で考えることができるようになりました。

また、工夫した点としては、自分が初めて Mayaを使ったときに知っておきたかったことな

どの自分の経験を踏まえたうえで教科書を作成した点や、ショートカットキーの一覧では目的

別で分類した点である。また、 CSSを使用してどのページからも他の好きなページに移動する

ことができるようにした点である。

4. おわりに

今回の反省点は、最初は今まで Mayaを使ってモデリングをしてきた人が 3DCGアニメーシ

ョンを制作する際に必要な知識や技術を学ぶことができる教科書を作成しようとしたのだが、

自分の制作スピードの関係によりこのままでは間に合わなかったため途中から Mayaの基本的

なことを学べる内容に変更してしまったことである。

また、途中で変更したことにより Web教科書の内容がひどく薄っぺらいものになってしまっ

たことと、はじめの内は実際の作業画面のスクリーンショットを利用して見やすく、分かりやす

い作品を作成する予定でしたが、実際は作業画面のスクリーンショットを撮ることが全然できな

くてほぼ文字だけの見づらい教科書になってしまったことである。また作業時間の関係により、

CSSによる装飾が全然行えなかった点である。

今後は中級者や上級者向けの内容も盛り込んだ Webサイトを作成するとともに、今回作成し

た作品にもスクリーンショットなどを追加したり、今回の作品制作で使用することのできなか

った CSSの装飾も行ったりと、今後は今回作成した Webページをさらによりよく改善するこ

とによりさらに発展させていきたいのと、今回は Mayaの教科書を作成したので今後は別の教

科書なども作成するのが今後の目標である。

参考文献

[l]HTMLクイックリファレンス

URL: http://www.htmq.com/html5/ 

[2]Wikipedia : Hyper Text Markup Language 

URL : https :/ /j a. wikipedia.org/wiki/HyperText_Mar kup _Language 

[3]Wikipedia : Maya 

URL : https://ja.wikipedia.org/wiki/Maya 

[4]Wikipedia : Cascading Style Sheets 

URL : https://ja.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets 

#Cascading_Style_Sheets,_level_3 _ (CSS3) 

[5] Mayaベーシックス 3DCG基礎力育成ブック 著：伊藤克洋

出版社：エムディエヌコーポレーション

[6] Autodesk Maya トレーニングブック第 4版著：加藤諒 出版社：ボーンデジタル
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69 .画像認識技術

1. はじめに

カメラの顔認証など様々の分野で画像認識技術が使われている。そこで私はなぜ画像認識

はこのようにさまざまの分野で活用されるのか、また画像認識とはいったいどのような仕

組みなのかと疑問を持ち、それについて調べた。

2. 画像処理

画像処理 [1]とは、電子工学的に画像を処理し、画像変換や変形、画像から何らかの情報

を取り出すために行う、画像データに関わる処理全般のことを指す。

画像処理の流れとして画像の入力、前処理、物体の検出・認識というものを挙げる。まず

対象とする画像を入力し、この画像に変換処理を行うが、取得した画像がしきい値の決定

で切り分けられない場合、前処理を行う必要がある。

3. パターン認識

画像認識は、画像および動画から文字や顔などのオブジェクトや特徴を認識し検出するパ

ターン認識技術を使ったものである。パターン認識[3]とは、画像や音声などのデータから

特定の規則や意味を持つ領域を選別し、取り出す処理のことである。

パターン認識は、特徴抽出、識別・分類の流れで行われる。

4. ディープラーニング

画像認識の歴史[2]は古く、 1960年代から研究が行われてきた。しかし、当時はコンピュー

ターが高価で性能が今ほどよくなかったため、 一部の限られた分野での研究が行われてい

たが、近年では、ディープラーニングなどの機械学習技術の進化やハードウェアの性能向

上によって、画像認識技術の精度が飛躍的に向上し、人間と同等かそれ以上の認識性能を

見せている。
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ディープラーニングの技術は、人間の神経細胞（ニューロン）の仕組みを模したニューラル

ネットワークがベースとなっている。ニュートラルネットワークとは、シナプス（細胞間の

情報伝達を行うもの）の結合によってネットワークを形成した人工ニューロンが、シナプス

の結合強度を変化させて、問題解決能力を持つようなモデルを指す。そのニューラルネッ

トワークを 4層以上の多層にして用いることにより、データに含まれる特徴をより深く学

習することが可能になっている。今は多層にして用いられるが、ディープラーニング登場

以前、 4層以上の深層ニューラルネットの性能は芳しくなかった。しかし、ヒントンらに

よって多層ニューラルネットワークの学習の研究などによって、十分学習させられるよう

になったため、多層ニューラルネットワークに大量の画像、テキスト、音声データなどを

入力することで、コンピューターのモデルはデータに含まれる特徴を各層で自動的に学習

する。この構造と学習の手法がディープラーニング特有であり、これによりディープラー

ニングのモデルは極めて高い精度を持ち、人間の認識精度と同等以上の性能を発揮する場

合もある。

5. システムについて

画像認識システムの開発においては、画像処理によって抽出された特徴データの統計的な

解析や最適な分類方法を試行錯誤するための環境が必要である。

画像認識は，学習のフェーズと認識のフェーズの 2つからなる。学習のフェーズでは，コ

ンピューターに認識させたい対象画像を学習させる処理を行い，認識のフェーズではコン

ピューターに入力画像が学習した対象かどうかを判定させる。

5. おわりに

ディープラーニングなどの高い精度を持った技術を用いているため、画像認識技術は様々

な分野に用いられている。今はまだ誤りがあるが、将来的には修正されもっと高性能なも

のが作られそうである。そのためには今よりもっと多くの学習を行わなくてはならなくな

るため、実現してもまだまだ先の話になりそうである。

参考文献

[1]太田和樹， TEACHACADEMYmagazinehttps: //techacademy .. ip/magazine/1706 

[2]パターン認識理論

hlt : //www. i ic. ecei. tohoku. ac .. rmachi/research/ attern. html 

[3]MathWorks htl s://・ . mathworks. com/discover /ima e-reco nition. html 

[4]Wikipediahtt s://・a.wiki edia. or /wiki/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%97%E 

3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0 
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70 .画像認識技術

1はじめに

近年、技術の進歩により、多くの機械に画像認識技術は利用されている。スマートフォンやデ

ジタルカメラに利用されている画像認識技術を店内などで見る監視カメラに利用し、どのよう

な効果が期待できるか調査した。また、監視カメラは今後どのように利用されるか調査し、卒

業論文とする。

2画像認識技術について

2.1画像認識技術とは

画像認識 (ImageRecognition)は、画像および動画から文字や顔などのオブジェクトや特徴を

認識し検出するパターン認識技術の一分野のこと。特徴を抽出し、マッチングや変換を行い、

目的の特徴を特定して認識する。

2.2画像認識技術の歴史

画像処理は、 1960年代から宇宙探査用の人工衛星画像の画質改善、画像復元を中心とした研究

が広まり、技術の進歩により普及率が上がった。最初に開発に着手したのは 1964年......,1965年

頃とされ、現在のように実用化することは難しいことだった。利用例の 1つであるバーコード

や GUIコンピュータの登場により、画像処理が行われ始める。

2.3画像認識技術の現状

画像認識技術は普段利用しているスマートフォンやデジタルカメラなど、身近な機械に利用さ

れるようになった。今後は画像認識が取り入れられていない機械、ウェアラブル端末などにも

利用されると予想する。

2.4発展分野

画像認識はこれからの生活環境やシステムに大きく関わっていくと考える。今後はシステムの

性能が向上し、生活で画像認識技術を使っていないシステムを見ない日はないと考える。手作

業で行われていた作業は、画像認識技術を利用して行われるようになると思われる。

3. 監視カメラについて

3.1監視カメラとは

監視カメラが普及し、多くの犯罪や事件の解決に利用され、現在まで役立てられている。監視

カメラの性能が向上したことで犯人の顔を鮮明に録画することが可能となり、現在では監視力

メラを利用して解決した犯罪も多く存在する。

3.2監視カメラの現状

現代社会は法律が整備されているおかげで、 トラブルの発生件数は激減している。現代社会

を便利にするため、機械があらゆる場所で駆動しており、機械が人間を認識する機能を備えて

おく必要がある。
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3.3監視カメラの効果・利用結果

現在、防犯カメラ、監視カメラは個人向けのカメラであっても無線接続が出来るネットワー

クカメラが一般的になりつつある。ネットワークカメラではなく、将来的には ONVIFに対応

した製品もでてくると推測される。

3.4監視カメラと画像認識技術の組み合わせ

監視カメラと画像認識技術が組み合わさることにより、監視カメラの性能が向上すると考え

られる。機械に深層心理（ディープラーニング）を利用して学習させ、写った写真特徴を学習

することが必要である。

3.5監視カメラの発展分野

これからの監視カメラはどのような発展を行っていくのか、またどのようにシステムが発展

していくのかを考察する。

4.1飲食業・ショッピング

監視カメラを利用して、店内で利用されている人を認識するのではなく、商品の認識をさせ

ることでどのようなお客が商品を購入するか認識できるようになると考察する。

4.2旅行・観光

どのような国の人が観光しているのか。自動で写真を撮ってその画像を街の宣伝に利用され

るか考察する。

5. おわりに

画像認識はさらに発展すると考えられる。お店やスーパーなど生活に必要なものを買いに行き、

どのような商品を購入しているかを統計データとして学習させることによって店側にも得にな

るようになると思われる。監視カメラは防犯目的だった役割が変化し、システムを向上させる

ことで社会に利用できるものを増やすことができると考察する。

6. 参考文献

[1] MathWorks画像認識

https://jp.mathworks.com/discovery/image・recognition.html 

[2]比較 jp 防犯カメラと監視カメラの違いについて

https://cloudhikaku.jp/category/column.php?category=securitycamera&column=difference 

[3] アルコム 防犯カメラは事故を防ぐにも効果的

https://www.arucom.ne.jp/security_column/useful_column/ziko_husegu.html 

[4] カメチョ 監視カメラの歴史から見る 2017年防犯カメラ・ネットワークカメラ進化論
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[5] 画像認識システムの歴史—バーコード・顔認証の開発
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PowerPoint の教科書

71 .  Web教科書の作成

1はじめに

私が卒業論文のテーマとして Web教科書の作成に決定した理由はHTML等の言語に対する学習を行

えるためである。私は Webコンテンツの作成に興味を持っていたのだが HTMLを用いたコンテンツ作

成の授業時間は多くなかった。論文のテーマ一覧を見た際に Web教科書の作成という項目があり、-

のテーマなら論文の作成も行いながら HTMLの学習を行うことができると思い選択に至った。

2 Web教科書

Web教科書とは従来の紙を使用した教科書と違いネットワーク上に作成をし、インターネット上で閲

覧を行える教科書である。

Web教科書は複数のメリットを有している。Web上で閲覧することができる所はその中でも最たる

ものだと思う 。現代社会ではインターネットを扱えるスマートフォンやPCが多く普及しており、 Web

ページを手軽に、様々な場所で閲覧することができる。従来の紙媒体の教科書と違い持ち歩くときに一

つの電子媒体で何十冊分もの情報量を有することができるこの Web教科書は現代社会に適応した教科

書の形といえる。

逆に私が Web教科書のデメリットとして考える事は紙媒体と違い一度作成したモノが改変される可

能性があることである。いかにセキュリティをしつかりしたとしても Web上のコンテンツである以上

第三者による干渉により改変が行われることがある。そうされた場合教科書としての信頼性が失われて

しまう。その点、紙媒体の教科書では内容の改変を行われることはなく信頼性が保てている。

3制作環境

今回 Web教科書を作成するに当たりメインとなったものが HTMLである。この言語は Webページ

を作成するため開発された言語であり、現在の Webページのほとんどはこの言語を用いて作成されて

いる。HTMLは略称であり、 HyperTextMarkup Languageの頭文字を抜き出したものである。この言

語は、ウェブ上の文書を記述するためのマークアップ言語と呼ばれるモノの内の一つであり、文章の中

に記述することでさまざまな機能の記述設定をすることができる。

その HTMLで作成した Webページを飾り付けるために CSSを使用した。CSSとは Webページのス

タイルを指定するための言語である。 HTMLがウェブページ内の各要素の意味や情報構造を定義する

のに対して、この言語ではそれらをどのように装飾するかを指定する。例として Webページの背景や

文字の色、サイズなどを変更できる。

4内容

今回の Web教科書の内容であるパワーポイントとは Microsoftが提供しているプレゼンテーション

ソフトである。これによりプレゼンテーションに用いるスライドの準備、作成から本番の際にディスプ

レイやプロジェクターを使ってプレゼンテーションまでこのソフト一つで行うことができる。

Web教科書の構成としてメインのナビゲーションにパワーポイント内の機能の中でプレゼンテーシ

ョンを行う際によく使うことがある機能を抜き出し、サブのナビゲーションではスライドを作成する際

に気を付けておいたほうが良い点、良いモノを作るためのポイントなどを説明した。

Web教科書作成の工夫した点は文章で分かりにくい点に画像で説明することと、ナビゲーションの使

い分けを工夫した。Web教科書という学習に用いるコンテンツである限り理解するには文章だけでなく
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具体的な例を出したほうがよいのではないかと思い挿入するよう心掛けた。基本的にはスクリーンショ

ットにその説明している点をチェックするようにしていたが、比較が必要なところでは例を作成しでき

るだけわかりやすいようにした。

ナビゲーションのメニューは一番目立つタイトルの下にメインコンテンツとなるパワーポイントの

機能を入力し、右横のスペースにサブコンテンツとなるパワーポイント外の作成に役立つ知識を作成し

た。単純に設定したとき今どのコンテンツを選んでいるのかわかりにくかったのでナビゲーションは視

認性を上げるため、その項目にカーソルが重なった時、色が変わり今どの位置にいるかがわかりやすい

ようにした。

hがしぶ9鱒必亭·-~ ・可T"il'lii、 r 奮

両迭胆え 左第え

- .:/"'. ・号

11.1-.1し:L.................... . 

図 1画像の比較

5おわりに
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三三直い璽ローニョ：
一瓢にコH . .... 疇

巳i,.:;..~B•:・ •. l 
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図2ナビゲーション

今後 Web教科書を作成するならば行いたいことが 2つある。 1つは実装まで至らなかった機能の実施

である。時間が足りず、ナビゲーション機能の利便性の向上と JavaScriptを用いた動きのある Web教

科書の作成が行えなかった。それらを実装することができれば技術の向上を期待できる。

また実際に作った Web教科書をインターネット上への公開を行いたい。今回の卒論では Web教科書

の作成を行うのみで実際に Web上で閲覧することまで至らなかった。次があるなら実際にサーバーの

レンタルなどを行い、作成した Web教科書を誰でも見られる状態にしてみたい。

6参考文献

[1]ソシム株式会社 HTML&CSS3デザインブック 著者エビスコム

[2]HTMLクイックリファレンス
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[3]Sakichin WEB 

http ://sakichin.com/ 

[4]NO TITLE 超初心者のための HTML・CSS入門講座

https://www.notitle・weblog.com/entry/html・css 

[5]デザイン・レイアウトで伝わる！プレゼン資料—POWERPOINT DESIGN-

http s :/ /pp t.design 4u.jp/reader-friendly・text・2/ 

[6]COLOR ホームページ作成、運営管理ガイド カラーコード一覧表

http:/ /www.netyasun.com/home/color.h tml 

[7]Al1Aboutデジタル プレゼン資料を見やすく仕上げるフォントの選び方

https://allabout.co.jp/gm/gc/298095/ 



144

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

鬼頭　真菜
1 5 7 0 0 7 7

初心者でもできる SQL

72 .  Web教科書の作成

1. はじめに

卒業論文のテーマにした理由は、学校生活で身近にタブレ ットを使用としていて、自分で作っ

てみたいと輿味を持ったからである。私が学校に入学した年からタブレットが支給された。タブ

レットを媒体にして授業を受け、学校からの連絡が全てタブレットを使用して使われていた。

目的としては、 SQLを見たことない人、苦手に人でも Web教科書を通して基本的な文法がわ

かるように学習することを目的としている。

2. Web教科書について

Web教科書は、コンピュータやネットワーク、アプリケーションソフトウェアなどのあらゆ

るデジタル技術を使い実現される学習教材のことである。ユーザはタッチパネルや無線 LAN機

能を設備し、視覚的な表現の高い教材が利用できる。[5]

メリットとして、既存の教科書の内容、閲覧するソフトウェア、編集、追加、削除、ページの

移動などを備えている。また、指や専用のタッチペンなどでハイライトを引くことができ、アク

セントを付けることができる。 デメリットとして思考の低下と視力の低下である。紙媒体の教

科書のときは板書などをノートに写して理解を深め、 Web教科書では、書いて覚える機会が減

ってしまう 。情報端末は目に優しくないブルーライトを放つので、長時間見ていると視力が低下
する。 [7] [: ~ 怨~,,,Jr=忍L-.,,,41t―,、 9灰十.,,,,,,,±,~1'1'1ff'ロ—Fl'~疇虚

Web教科書～初心者でもできるSQl~

3. Web教科書の作成について

作成した教科書の大まかな項目は、目次、

第一章、第二章、第三章、用語集、索引の 6

個ある。基本的な書き方と例題を見て学習す

る仕方である。Web教科書を作成する際にメ

ンバーと作業分担した所は、機能実装、教科

書のサイズをした際の配置、上部のデザイン

の固定である。

実装した機能は、横スライドとメニューバ

ーの二つ作成した。画像をクリックするとリ

ンクされた章のページ移動機能を作成し、簡

略化した。 （図 1)

I • 一章～一つのテーブルを扱う～

＇データを取り出す

--i角垣1--

一塁本的な嘗き方—
SELECT 

列名
FROM 

テープル名．

テーブルClass(J)ClassName列を取り出しなさい

SELECT 
ClassName 
FROM 
Class 

図 1 作成した作品の画面
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メニューバーは、上部にある白 いボタ ンをクリックするとメニューバーが 表示されるしくみ

である。表示しやすいように、教科書のサイズによって横方向と縦方向に分かれている。

苦労した点は、分担していた作業を一つにする際にエラーが発生し、修正した。また、教科書

サイズによってレイアウトの位置を合わせることがとても難 しかったのであ る。そして、機能を

実装した際に、クリックしても反応がな く、そのエラーを修正するのに時間がかかった。

工夫した点は、自動スライドの画像とタ イトルの画像にリンクを全て貼り、第一章を押した際

に第一章の内容の画像が出現し、そのページ移動できるようにした。また、縮小、拡大の大きさ

によって、画像の間隔を狭くして縮小しても画像ページが移動できるように調節をした。

基本的な書き方の枠と例題の答えの枠を違 う色にし、見栄えをよくした。教科書のサイズによ

って、全体のバランスを調整したのである。

4. おわりに

反省点は作業を分担していた機能作り に凝っていたため、実際合わせた時のエラー修正がとて

も大変であった。一ヶ月以上はエラ ーを修正していた。そのため、予定した機能を大幅に減らし

ことである。予定していた機能を加えること ができなかった。特に検索機能の実装は、プログラ

ムを組んだ頃から決めていて、最後まで作成していたが、時間に間に合わず完成することができ

なかったのである。また、スケジューリングをしつかりしていなかった。 この期間に機能の仕上

げ、教科書の作成など大まかな予定しか決めていなかった。そのため、時間配分が崩れぎりぎり

になってしまったのである。

今後の課題は、 Web教科書の内容とスケ ジューリングを決めて、スケジュ ール通りに進め

ていき、 言語の知識を深めて、この Web教科書以上のものを作れる ように していきたい。そし

て、実装できなった検索機能や吹き出 し機能などの機能をできるように理解を深めて生きたい。

反省するところはたくさんあったがメンバーと取り組むことができ、一つの作品を完成させるこ

とができたのは私にとって経験になった。

参考文献

[1]ホームページ辞典第 6版 HTML・CSS・JavaScript著者：株式会社アンク

[2]HTML5&CSS3デザイ ンブック著者：エ ビスコム

[3]http://gimmicklog.main.jp/jquery/203/ 横スライ ド実装

[4]WEB+DB PRESSプラスシリーズ 改訂新版 SQL書き方ド リル

著者：羽生章洋・和田省二

[5]http ://ditt.jp/about/ デジタル教科書教材とは

[6]https://naraigoto·kids.jp/magazine/childhood·education/merits·and·demerits·of— 

[7]digital・textbooks/ デジタル教科書のメリット・デメリット

[8]http ://www.nhk.or.jp/kaisetsu・blog/700/2457 44.html 導入できる？ デジタル教科書
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～オーグマーは実現できるのか～

73 .映画から学ぶ AR技術の未来

1. はじめに

近年 ARや VRなどが話題となり画像認識技術が注目されている。そこで今回近未来の AR技術を題材

としている映画「劇場版ソードアート・オンラインオーディナル・スケール」の技術が今の画像認識技

術を使い実現可能であるか考察していく 。

今回私がこの映画のタイトルを選んだ理由として、私は電撃文庫から出版されているライトノベル

作品である「ソードアート・オンライン」の大ファンであり、「近い未来作中で描かれているような世

界が確実にくると思わせる内容になっている」と作者が言っていたため、実現可能か考察する。

2. オーグマー

2 0 1 7年 2月 18日に全国で公開された映画「劇場版ソードアート・オンラインオーディナル・

スケール」の作中に出てくるウェアラブル・マルテデバイスの名称である。耳にかけるヘッドフォン

のような外見をしており、覚醒状態の人間に視覚、聴覚、触覚情報を送ることが可能で、現実空間に

仮想アイテムや情報を投影することができる。

3. カロリー計算

この機能は自分が食べているものが何なのかを判断し、それがおおよそ何カロリーであるかを算出し

て今日自分が食べた物のカロリーと運動した量を計算してカロリーの摂りすぎかどうかを画面に表示

する機能である。

これを実現させるにはまず、その食べ物が何であるかを判断する必要があり、食べ物を判断するには

画像認識技術を使えば実現可能であると考える。

画像認識技術とは、コンピュータは画像をヒ°クセル単位で扱われているため、この画像には何が映っ

ているというのは理解できない。そのためピクセルの集合から何らかのパターンを抽出し、その画像の

内容をコンピュータに理解させる技術である。

この技術を使えば今自分が食べているものが何であるのかコンピュータが理解できる。しかし、画像

認識でその食べ物が何か判断してもその食べ物が何カロリーであるかは画像認識だけでは把握するこ

とは出来ないため、サーバーに食べ物のカロリーと食材のカロリーのデータを蓄積しておき画像認識で

判断した内容をサーバーに送り材料などの大まかなカロリーを算出し、計算、比較する。そのあと計算

結果を表示することで実現が可能であと考える。
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4. ARキーボード入力

ARキーボード入力の機能は空中に浮かぶディスプレイに触れてキーボード入力ができる機能であ

る。

空中に浮かぶディスプレイに触れてキーボード入力ができる機能を実現させるには手の位置情報を

取得する必要があると考えられる。

次に手の位置情報の取得だがこれはモーションキャプチャとオーグマーの外部カメラを使うことで

取得できるのではないかと考察する。仕組みとしては、カメラに映った自分の手をリアルタイムでキ

ャプチャしていると考えられるが、 一つのカメラだけで、マーカーを使わないでキャプチャする必要

とそれが使用者の手であると判断しなければならない。

一つのカメラで、マーカーを使わないでキャプチャする方法としては「TrueDepth」と呼ばれる

「FaceID」などに利用されているシステムを利用することで可能であると考えられる。「TrueDepth」

とはカメラに赤外線カメラ、環境センサ、近接センサ、 ドットプロジェクターを組み合わせたシステ

ムであり、 3万以上の赤外線ドットを顔に投影し、このデータを解析することで顔の深度マップ、およ

び2Dの赤外線画像を作成する仕組みとなっている。

使用者の手であると判断する方法は、指紋認証などの生体認証を使いオーグマーに自分の手の形や

指紋、手のひらのしわ、静脈パターンなどを登録しておき認証することで判断することが出来ると考

える。

このことから「TrueDepth」と生体認証を使えばカメラに映った自分の手の位置情報をリアルタイム

に取得できどんな動きをしているかが判断することができ、オーグマーが持っているディスプレイ座

標情報に触れたかどうか判定することが可能であると考える。

5. まとめ

今回の研究で私の知識ではフルダイブ機能（五感、運動感覚などの人間の意識そのものを電子空間

に入れる技術）などの考察できない物もあったが、現代の技術でも実現可能な技術も多々あることが

わかった。また、オーグマーに近いデバイスである「HoloLens」を主軸に私が考えたオーグマーのい

ろいろな機能を実現させる考察を検証し、改良していくことでオーグマーに近いものが近い将来には

本当に実現可能ではないかと私は考える。

参考文献

[l] 劇場版ソードアート・オンライン—オーディナル・スケールー（完全生産限定版） [Blu-ray] 原

作：川原礫配給：アニプレックス製作 ：SAO MUVIE Project 

[2] 劇場版ソードアート・オンライン—オーディナル・スケールー（完全生産限定版） [Blu-ray]特性

ブックレット 原作：川原礫配給 ：アニプレックス製作： SAO MUVIE Project 

[3] 「AR=拡張現実」とは何か?VRとの違いは？実現する未来のカタチ https://kakakumag.com/pc-

smartphone/?id=9609 

[4] 「ソードアート・オンライン」は 「すでに実現しつつある」

htt : //www. i tmedia. co. ・/news/articles/l 702/16/news073. html 



148

システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 高井　那美

菱田　　彩
1 5 7 0 1 4 3

Java 入門

74 .  Web教科書の作成

1. はじめに

私がこのテーマを選んだ理由は、 二つある。

一つ目は、 Web教科書[1]がこれからの教育に必要となってくるからである。近年、教科

書の量が増え、ランドセルが重くなり腰痛を訴える小学生が増えてきているというニュー

スを見た。ランドセルを軽くするために教科書の量を減らすわけにはいかないため、私は

Web教科書に移行すればよいのではないかと考える。それならば複数ある教科を一つのタブ

レットにまとめることができ、軽量化することができる。軽量化だけでなく、従来の勉強

法より、わかりやすく勉強を進められる。これらを考えるうちに自分で作ってみたいと考

えるようになった。

二つ目は、 HTMLの勉強をしたいと考えたからである。授業で HTMLを学んだが、完全に理

解したわけではなく、レイアウトを考えるのが苦手で、あまり良い印象はなかった。だが、

苦手なままにしておきたくなかったため、勉強したいと考えるようになった。また、 HTML

の勉強は就職した後でも役に立つと考えたからである。

教科書の内容は Java[2]を選択し、実際に使った教科書[3]を参考にして作品の制作を行

った。学生生活の中で最も使用した言語であり、学んだ言語の中で一番理解していたから

である。

2. 作成環境

OS : WindowslO 

使用ソフト： Brackets、TeraPad

使用言語： HTML、CSS、JavaScript

推奨実行環境： Google Chrome 

3. 作品について

課題を始める前にいくつかの Web教科書を見た。その中には説明が長文の文章だけで説

明されている、色がたくさん使われて見にくい、初めて見たときにすぐに使い方がわから

ないものがいくつあった。この Web教科書の主な利用者は、教科書の内容が Java入門とい

うことで Javaを始めたばかりの人を想定している。その利用者は、見にくく、使いにくい

Web教科書は使わないと考えられる。



149

これらのことから本研究では見やすく、使いやすいことを意識して作成を行った。

見やすさについては、文字だけだと利用者のやる気がなくなってしまうため、表や画像

を入れることで見えやすいページになっている。 レイアウトは男女を問わず使えるように

したかったため、あえてほとんど色を使うことなくシンプルなデザインにした。

使いやすさについては、すべての操作をクリックだけで行えるようにした。これにより、

難しい操作をすることなく Webページ内を移動することができ、利用者のストレスを減ら

すことができる。

工夫した点はクリックで文章の表示、非表示を切り替える機能、ボタンでページの先頭

に戻る機能である。文章の表示、非表示は、 JavaScriptを使用しようとしたが、うまくい

かず、 CSSのみで実装した[4]。先頭に戻る機能は学校では勉強しなかった JavaScriptを使

用した[5]。こちらは何とか実装できた。この二つに多く学習時間を費やしたため、苦労し

た点でもある。

4. まとめ

興味があった課題でもあったので約 3か月間楽しく取り組むことができた。だが、「基礎

＆応用」のところはできるだけ画像やコードなどで解説したかったが、画像やコードで説

明しきれず、文章だけの説明部分があった。もう少し、説明の文章を短くしたり、細かく

コーディングを分けたりしてもよかったのではないかと考えている。また、全体的な教科

書の量の少なさも気になっている。レイアウトをよくしようと、 HTMLのコードを調べるほ

うを優先したため、教科書の内容を考える時間がなくなったのが原因である。

卒業論文として取り組んだが、 Web教科書のレイアウトを考える作業、 HTML、CSS、

JavaScriptコードの作成の大変さを知ることができた。それと同時に私の技術力、創造力

不足だと感じた。動きがある Web教科書を作りたいとは考えるがイメージが湧かず、湧い

たとしても、それを実装するための技術が足りないことを痛感した。

これからの教育にはタブレット持ち込みなどの授業が増え、 Web教科書が必要となってく

る。今以上に進めていくべき分野である。卒業論文の課題が完成した後も、 HTMLなどの勉

強をすることを忘れず、技術力向上を目指すべきだと感じた。

参考文献

[1]コトバンク「デジタル教科書とは」<https://kotobank. jp/word/デジタル教科書＞

[2] IT用語辞典「Javaとは」<e-words. jp/w/Java.html> 

[3]阿知波寛 『Javaバイブルシリーズオブジェクト指向プログラミング Java7版』株式

会社sec,2015年

[4]サルでもわかる図解説明マガジン「サルワカ」<https://saruwakakun. com/> 

[5]sometimes study「webデザイン初心者」<serinaishii.hatenablog. com/> 
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―デジタルアニメーション形式でのアニメーション制作―

75 .アニメーションの制作

1. はじめに

私自身、 SNSや動画サイトでアニメーションを見る機会が多い。テレビで放送されているアニメー

ションから、自主制作されたアニメーションまで様々な種類を見ている。また、趣味で絵を描くことも

あるため、アニメーションには少し興味を持っていた。数年前にP.A.WORKSが制作した「SHIROBAKO」

というアニメーションを視聴してから、いつかは自分もアニメーションを作ってみたいと思った。今回

卒業論文のテーマに、アニメーションの制作があったため、これを機にアニメ ーショ ンを作ってみよう

と思い選択した。

2. アニメ ーション

2 . 1 アニメーションとは

アニメーション (animation) は、動画とも呼ばれ、コマ撮りなどで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[l]。

絵の動かし方による分類には、「フルアニメーション」「リミテッ ドアニメーション」「ストップモーシ

ョンアニメーション」の 3つがある。

素材による分類には、「立体素材」「平面素材」の 2つがある。

今回の制作には「リミテッドアニメーション」を使用している。

3. 使用ソフト

3 . 1 CLIP STUDIO PAINT EXについて

CELSYS (セルシス）が販売するペイントツール。動くイラストを描けるソフトは無料から有料まで

多数あるが、 CLIPSTUDIO PAINT EXはデジタルアニメーショ ンを制作すること が可能なので、今回

アニメーション制作に使用した。有料のソフ トだが、月 額 500円から使用することができるため導入し

やすい利点もある。 PROと比べて、アニメーションフレーム数の制限がない EXの方が利便性は高いの

でEXを選択した。

3. 2 iMovieについて

Appleが無料で販売している編集ソフト。ムービーや予告編を簡単に作成することが可能である。今

回は、細かく区切ったアニメーションを 1つにするために iPad版を使用した。
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4. 作品について

4. 1 テーマ

作品のテーマを決める季節が夏 ということ もあ り、 「涼 しい」「夢」 を全体テーマとして考えた。「涼し

い」から連想したものとして 「サイダー」、「炭酸」が浮かび、これらを使用した作品にしようと考えた。

また、私が学生ということもあり、学校中心の物語にしようと 全体像を作り上げていった。「夢」は、 空

想の世界（フィクション）を中心として、動物が電車に乗っていたり、電車が海の中を通ったりと、実

際に起こり得ないことを描いていった。

5. おわりに

5 . 1 感想と反省点

今回、アニメーションの制作を通じて新し く学んだことが多く、とても楽 しく作品制作をすることが

できた。現在のアニメーション制作でも使用されているセルアニメーション形式で作品を制作したが、

自分が想像していたよりも工程が多く、時間がかかり、とても大変だと感じた。普段私たちが見ている

アニメーションが、多くの工程を得て一つの作品となり、供給されていることを知る機会を得ることが

できよかったと思う。

今回の制作の反省点は、スケジュール管理ができていないせいで、予定より大幅に遅れての制作とな

った。また、遅れによって作品の製作期間が 1ヶ月間と短く、予定していた工程通りに制作を進めるこ

とができなかった。その結果、自分が予定 していた内容を少し省いての制作と なったため、満足できる

作品を提出することができなかった。卒業まで、まだ期間があるため、可能な限りで完成を目指して作

品を作り 上げていきたい。

参考文献

[1]アニメーション・Wikipedia

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%Al %E3%83%BC%E3%82%B7 
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弓道の練習

76 .アニメーションの作成

1 . はじめに

私がこの「アニメーションの作成」というテーマを選定した理由は二つある。一つ目は

専門学校の方での学園祭で 3Dアニメーションを作成する機会が何度かあり、全くの未経

験者よりは若干ではあるもののノウハウがあったこと、 二つ目は私が就職活動の際ゲーム

系企業を希望して 3Dモデリングやアニメーションの勉強をしていたため典味があったこ

とだ。

2. 使用ソフトについて

ソフトは blenderとGimpの2つを使用した。 blenderとはオープンソースの 3DCGソフ

トウェアで、 3Dモデルの作成やアニメーションの作成、レンダリングなどが行えます。

今回テクスチャ作成以外のすべての作業を blenderで行った。

2つ目の Gimpはフリーのペイントソフトです。今回は主にフィルター機能によるノイ

ズ加工とぼかしを使い地面や壁といった部分のテクスチャを作成した。

3. 作品について

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、 弓道をテーマにして作成す

ることにした。私は高校の時から弓道をやっており、今でも趣味として定期的に練習をし

ているからだ。

はじめに入場からの一度射る、退場するという流れを作ろうと思い立ち、作成をした。最

終的に何度も射って外すシーン、巻き藁を使って練習を行うシーン、その後入場し、 一度

射って中てる、退場、そしてオチが思いつかなかったので中ったことに喜び腕を振り上げ

てその拍子に弓が頭に当たって倒れる。という構成で完成した。

モデルは blenderで作成した。初めに弓道場のモデルを作り、その次に動かす人のモデ

ルを作成し、最後に道場に置いてある巻き藁や弓などを作成した。その後テクスチャとノ

ーマルマップを作成しマテリアルに適用させた。

アニメーションの作成では重要になる射るシーンに一番時間を割いて作った。作成する

ときはなるべく弓道をやっていた時の動作を思い出しながら作成した。
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4. 反省点

反省点としてまずIKの未実装がある。これにより歩くモーションの作成にかなりの時間

を要した。次に袴にボーンを個別でつけなかったことだ。その結果足を曲げるときに膝が

袴を貫通することが多々あり調節に苦労した。最後にオブジェクトのサイズを気にしてい

なかったことだ。そのせいでカメラの撮影範囲からはみ出る場面ができてしまった（画像）。

5. おわりに

作り終えて、弓道の動作を作りながら自分で再確認できたことと、作成途中で blender

の知らなかった機能の存在を知れたり、ノーマルマップの作成などについても調べて知る

ことが出来たり、今後 3Dモデリングや 3Dアニメーションを作成する際の知識が得られ

てとても良かった。

参考文献

エムディ エヌコーポレーション出版、友著

Blender標準テクニックローポリキャラクター制作で学ぶ 3DCG

Blenderの易しい使い方

https://blender-cg.net/ 

初心者のための！作って学ぶBlenderの基礎：④ボーンを設定する

https://nvtrlab.jp/column/2位 i-13
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77 .  Web教科書の作成

1. はじめに

卒業論文のテーマに Web教科書の作成を選んだ理由は、授業で電子教科書を用いることやサイトで

情報収集を行うことが多々あり、これらはどのように作られているのだろうかと興味がわいたからで

ある。

Web教科書は主に学校の Windows上において「CrescentEve[l]」を用い、同じテーマのメンバー

と作業を分担し、情報を共有しながら作成した。メンバーと分担して作成したパーツを用い、ページ

や本文は個々で作成した。担当したパーツは主に上部の固定とスライドの作成、画像作成の三つであ

る。画像の作成には「CLIPSTUDIO PAINT[2]」を用いた。

Web教科書の作成を通して、デザインやJavaScriptの知識を深めることが今回の作成の目標であ

る。

2. Web教科書

Web教科書とは、コンピュータやネットワークなどのデジタル技術を用いて実現される学習教

材のことである。デジタル技術を使うことで、アプリケーションやWebページといった形で生徒

のタブレットやコンピュータに教材が提供される。

Web教科書をネットワークに接続することで、生徒同士が情報を共有しながら、授業を進める

ことが出来るため、適切なスピードで授業を進めることが可能である。

動画や音声など、文字と図だけでは分かりにくかったことまで、表現することが可能なので、

視覚的表現力が高いことが特徴である。しかし、視覚的表現力が高いため、無意識に受動的な学

習になってしまい、考える時間が減ることが問題点として挙げられる。ハイパーリンクは、文章

中に他の文書に移動することが出来るため、 一つの文に集中することができない。そのため、注

意が散漫になってしまい、返って効率の悪い学習になる。

情報端末を使用することによる視力低下と健康面が問題点である。必然的に長時間にわたる利

用になるので、視力を低下させる。酷い場合には頭痛や睡眠障害といった症状を引き起こす。

3. 作成した Web教科書について

教科書の題材を Web教科書の作成に決めた理由は、インターネットの知識だけでなく、これま

でに学んできたことを生かせる題材だからである。ページの基本的な作成についての知識を深め

る目的も含めて、題材を選択した。

初心者を対象にした Webページが作成できるまでを目標とした教科書である（図 1)。教科書
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は、言語の説明からブロック分け、パーツ作成とページ準備、最後に作成したパーツやページを

合わせて Webページを作成するといった流れにし、全四章で構成されている。

メニューなどを上部に固定し、使いやすいシンプルなデザインの教科書を作成した。ページの

移動を重視して機能を実装したため、補足や説明についての機能が実装出来なかった。スライド

の画像から各ページに移動することができ、目次に一度開く手間を省くことが可能である。

メディアサイズごとに表示デザインの変わるレス 記事炎＂＂戸ご~~瓢＝事::;;rsニー

ポンシブ Webデザインにしたことで、どの画面サ

イズでも見やすいように調整される。メディアサイ

ズごとに設定を行うため、メディアサイズごとに

HTMLや CSSの記述例の幅が変わる。その結果、

意図しない改行が発生し、デザインが崩れやすくな

っており、見やすいように調整するのに時間を要し

た。

本文中ではリンクを少なくし、出来るだけ画像や

記述例でわかりやすく、本文の作成を行った。

HTMLタグと CSSインデックスは、本文とは別に

ページに設け、本文の章ごとにタグの説明を行って

いる。

-4章ページの作成—

I 4-sバーツ◎血と修正
パーツの追加や修正を行い．ベー；；；セ仕上げていささ

<J令

*webフォントによるサイト名の表示

サイト名々WEBフォントを使六 表叫．心、4も.-::.,-::では

iGoogle Foiヽts}O)webjォン1を 利用し炉j,

Sit¥iltraft 

”心""""''1、web.J、ォンtを利用 C需るよう『する，9

図 1 作成した作品の画面

4. おわりに

今回の作成においての反省点は、想定よりも教科書の内容の記述に時間がかかり、細かい調整

が出来なかったことである。期日間近での完成では無く、余裕を持った作業を行えるように作業

にかかる時間を把握することが今後の課題である。

今回の目的であるデザインや JavaScriptを学ぶことができたが、あまり活用するところがなか

ったので、今後活用できるように学習することが今後の課題である。作成した教科書はページの

移動のしやすさを優先したため、補足や追加の説明などをする機能を実装しなかった。機能面も

充実したわかりやすい機能やデザインの教科書も作成できるように知識を深めていきたい。

参考文献

[l] https://www.kashim.com/ 『KaSHIM.com』

[2] https://www.clip・studio.com/clip_site/ 『CLIPSTUDIO』

[3] http:/ /www.nhk.or.jp/kaisetsu・blog/700/245 7 44.html『導入できる？デジタル教科書』

[4]「HTML5&CSS3デザインブック」 著者 ：エビスコム

[5] http://www.takaya・com.jp/archives/2015/10/slide/ 『JQueryで自動スライド』

[6] https://kanzaki.com/docs/html/htminfolO.html 『HTMLって何だ』

[7] http://www.htmq.com/csskihon/00 l.shtml 『クイックリファレンス』

[8] http://www.mdesign・works.com/blog/we b/ja vascript・jquery / 『【初心者向け】

JavaScriptとjQueryを混同しているあなたのために』

[9] 「ホームページ辞典第 6版 HTML・CSS・JavaScript」 著者：株式会社アンク
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システム情報学科
大阪教育センター
指導教員 : 高井　那美

土居　優里
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―「はじめてのおけしょう」―

78 .アニメーションの制作

1. はじめに

本論文では自身で制作した 2Dアニメーションの制作プロセス、また今回使用したソ

フトについて論じる。その中で工夫した点などについても触れる。

できるだけ手間や時間を省きつつ動きのあるものを作ろうと考えたため、いわゆるセ

ルアニメーションのような、イラストをたくさん用意する方法は避けた。

2. 作品のテーマ

作品のテーマは「始めての化粧」とした。

女の子に化粧を施していくというストーリーで、化粧によって女の子のコンプレックス

が解消されていくのを表現したい。また、初めて化粧に触れる方に対し基礎として役に

立つものを目指す。

2.2テーマの選定理由

以前より化粧の基礎を知る機会が少ないように感じていたこと、 5歳の従妹が既に

化粧に興味を持っていたことなどから、化粧の基本が学べるアニメーションを作るこ

とができれば喜ばれるのではないかと考え、テーマを選定した。

3. 制作の工程

3.1絵コンテ

アニメーションの基礎となるストーリーやキャラクター、それらをアニメーションに

するためにどういった素材が必要か、またそれらをどう動かすかといったことを記した

「アニメーションの設計図」が絵コンテである。

実際に制作してみると、イメージを掴みきれていなかったためか、字幕の言い回しや

カットが移るタイミングなどを絵コンテから一部改変して制作することとなった。自分

ではアニメーションを完全に想像して書き込んでいるはずが、 実際に制作してみると細

部までのイメージはできていないのだと感じた。

3.2作画

今回作るアニメーションは 2Dなので、アニメーションの主役となるイラストが必要

となる。ここからは PCで作業する。ソフトは以前より使用していた CLIP STUDIO 

PAINT PROを使用する。
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今回制作したイラストはシンプルでわかりやすい絵にしたかったため、あまり影を入

れていない。余計な情報を省くため、背景も白一色とした。

3.3動画編集

本作品において一番力を入れるべきところがこの動画編集である。今回はフリーソフ

トである AviUtlを使用した。

ここで行う作業は、どのイラストをどのタイミン グでどのように表示させるか、そし

てどう動かすかなどを実際に動画として当てはめていき、パフやブラシなどのイラスト

をどう動かすかも指定し、 BGMや SEなどもつけていく。オブジェクトの動く速度は

もちろんのこと、オブジェクトを動かしてから少し止めてからフェードアウトさせると

いう「間」にこだわった。

4. まとめ

今回は取り組みが遅かったのもあり期間が限られていたため、できるだけ時間のかか

る作業を省いて制作するよう工夫した。まずストーリーの段階から派手な動きのないも

のを考え、しかしまったく動きのないものはアニメーションとは言えないのではないか

と感じたので単調ではあるが動画編集で動きをつける事とした。

様々な反省点はあるが、作品としての完成度は悪くないものだと感じている。特に動

画編集は手間でもあったが「間」を入れるなど、どのようにできるだけ自然に見せるか、

また見やすくするかなど考える要素も多く、自分の思い通りに動かせるためこだわった

点が多い。

「シンプルな構成で化粧の基礎が学べ、自分のための化粧を考えるきっかけになる」

というのを売りにしている。もうすこし手直しをしてこの作品を公開することがあれば、

この作品を見た人が自分に自信をつけるための足がかりになれば幸いである。

参考資料

[l]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%Al %E3%83%BC%E3 

%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3 

[2]ウィキペディア（絵コンテ）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86 

[3]AviUtlの易しい使い方

http://aviutl.info/what/ 

作品の中で使わせていただいた素材のHP

かわいいフリー素材集 いらすとや https://www.irasutoya.com/

効果音ラボ https://soundeffect-lab.info/

魔王魂https://maoudamashii.jokersounds.com/music_se.html



158

システム情報学科
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―画像認識技術と自動車―

79 .画像認識技術

l. はじめに

近年、画像認識技術が世界で注目されるようにな

った。色々な分野の企業が画像認識技術を取り入れ

るようにな り、 私たちの身近なシステムに使用され

るようになっている。画像認識技術が注目されるま

でどのような経緯 ・歴史 ・活用例があるのかを調査

した。 また、いろいろな企業がシステムを作成 して

いるが、その中でも自動車に使用されているシステ

ムを焦点にあてた。どのようなメリット ・デメリッ

トがあるのかを調査し、今後どのような展望がある

のかを考察 した。

2. 画像認識技術と深層学習

2-1画像認識技術とは

画像から特徴を分離抽出しマッチングや変換を行

い、目的となるオブジェクトや特徴を特定し認識を

する。人間は、画像に写っているものが何であるか

をこれまでの経験から「理解」して判断する ことが

でき る。だが、コンピューターは画像に何が写って

いるかを「理解」することができない。なので、深

層学習などを用いて学習させることにより、対象物

が何であるかを 「確率」として表現する ことができ

る。[l]

2-2深層学習とは

これまでの多層ニューラルネットよりもネットワ

ーク構造を意味する。元々はジェフリ ー ・ヒントン

らの開発したディープラーニングは、層が直列され

たシンプルな構造をしている。複雑なグラフ構造を

簡単に実現できるフ レームワークも公開 されている。

ヒントンらによる多層ニューラルネットワークの学

習の研究や、 学習させられるようになった。[2]

3. 画像認識技術の歴史

3-1画像認識のはじまりと停滞期

画像認識のはじま りには諸説あり 、最も古いもの

となれば 1940年代にまでさかのぼることが分かっ

た。 より現代に近い画像認識の研究としては、「画

像データ」を取り扱った「顔認証システム」である。

一般的に普及するような ことはなく停滞期を迎えた。

[3] 

3-2画像認識技術の一般への復旧 ：2000年以降

その後、コン ピュータ ーの性能向上により、医療

や工業など他の分野でも画像認識技術が広まった。

画像認識のための専用ハー ドウェアとソフトウェア

が販売されるようになったと同時に、インターネッ

トの世界的な発展を背景に画像認識技術も一般的な

存在として応用範囲が広がった。[3]

3-3画像認識技術のブレイク スルー 「DeepLearning」

の登場

データから、15万枚の画像を使用し実施した。 そ

れに対して、トロント大学は 10%以上もエラー率を

改善した。改善するために使用していた技術が 「Deep

Learning」である。 翌年以降は各チームが用いるこ

ととなり、エラー率は年々低下している。そして、

既に人問と同等かそれ以上の画像認識性能を見せる

ものも現れている。 [3]

4. 実用例の用途

4-l-2 NeoFace Watch 

各国の導入事例の内、 1つを記述する。イントの

スートラ市ては、街中監視ヽンステムを導入した。監
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視カメラ映像を映像解析システムにて分析 (LPR、顔

認証等）し、スーラト市の安全に貢献。 [4]

4-1-3パナソニック顔認証ゲート

2017年 10月 18日から、羽田空港の日本人の帰国

手続において「顔認証ゲート 」を先行導入した。パ

スポートの ICチップ内の顔画像と、「顔認証ゲート 」

で撮影した本人顔画像との照合により本人確認を行

うことが可能であり、帰国手続に貢献している。[5]

5. 自動車のシステムについて

まず初めに、株式会社 SUBARUの自動車に搭載され

ているシステムの、アイサイトについて記述する。

5-1-1ステレオカメラ

自動車だけでなく歩行者や自転車なども識別する。

先行車や歩行者などを検知するためのセンサーとし

て、 レーダーとカメラの組み合わせを採用した。ス

テレオカメラ単体で全ての制御を実現している。[6]

5-1-4アクティプレーンキープ (ver.3)

ステレオカメラ で走行車線両側の区画線を認識し

てステアリング操作のアシストを行う 。車線内中央

付近の維持や車線逸脱抑制がロングドライブでのド

ライ バーの負担を大幅に軽減する。 [6] 

5-1-5 AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御

前方の壁や生け垣などの障害物が検知され、誤発

進したとシステムが判断した場合、警報音と警告表

示で注意を喚起 し、それと同時にエンジン出力を抑

え、発進をゆるやかにする。誤後進とシステムが判

断した場合も警報音と警告表示で注意を促すととも

に、誤発進の場合と同様の制御を行う 。 [6]

5-2 Uberのシステムについて

Uber社では Volvoの自動車を使用してセンサーな

どをつけ走行テストを行っていた。2018年 3月 18

日の夜に起きた Uberの自動運転車による死亡事故

が起きた。この車に搭載された、レーダー ・LiDAR・

視覚センサーなどが歩行者を検知していない可能性

があるということが分かった。 [7]次に LiDAR とは

「LightDetection and Ranging」の略である。「レ

ーザーレーダー」や 「赤外線レーザースキャナー」

と言われることもある。いDARの技法としては次が

挙げられる。光を使った リモー トセンシング技術を

用いて物体検知や対象物までの距離を計測するもの

である。技法はレーダーに類似しており 、レーダー

の電波を光に置き換えたものとも言える。 [8]

6. おわりに

画像認識技術は最近取り上げられるようになった

が、 1960年代から行われていることが分かった。画

像認識技術を使用するために、普通のカメラを使用

すると暗闇の中では使用することが困難ということ

が分かった。だが、LiDARを用いることでその欠点

は改善されることが分かったが、それでも尚事故が

起きたので、もっとセンサーなど暗閤対策をする必

要があると考えられる。それができれば、今後、完

全にハンドルを持たない自動運転が近いと考える。

参考文献

[l] 【事例付き 】画像認識技術とは

https://techacademy. jp/magazir.e/17068/tsec3 

[2]ゼロから作る DeepLearning 

-Pythonで学ぶディ ープラーニングの理論と

実装— 斎藤康毅著

[3]人工知能を支える「画像認識」とは ？歴史や基

本技術を解説

https://nissenad-digitalhub. com/articles/ 

image-recognition-history/ 

[4] Surat City Policeに顔認識技術を提供
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s065. html 
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https://jidounten-lab. com/y_5386 
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―The Coin―

80 .アニメーションの制作

1 . はじめに

近年におけるアニメーシ ョン技術は目覚ましい進歩を遂げている。アニメーション技術はア

ニメといった 2Dのみな らず、実写映画での CGによる映像補完や、実写と見間違えるほどのフ

ォトリアルな 3DCGゲームな どがある。ハードの技術的進歩により、ハイエンドな CGソフトが

軽快に動作すること もその所以である。主に AutoDeskが提供 している 「MAYA」と呼ばれるハイ

エンド 3次元コンピューターグラフィックスソフトウェアがその筆頭である。本論では、 3DCG

ソフトウェアである MAYAを使用 し、作成した 3DCGアニメーション作品 の紹介を中心に、作品

の背景や、制作背景を紹介する 。

2. MAYAとは

今作で使用したソフトウ ェアは 「MAYA」である 。MAYAは、ハイエンド 3次元コンピューター

グラフィックスソフトウ ェアであり、 30アニメーション、環境、モーシ ョングラフィックス、

バーチャルリアリティー、キャラクターの作成に活用することができる。また、 MAYAは学生、

教育関係者には無償提供を行っている 。今回は無償提供を活用し、 3DCGアニメーションを作成

した。

MAYAでは、 30空間上にオブジェクトを作成し、移動、回転、拡大 ・縮小を行う 。オブジェク

トには x、Y、Z、の座標が存在している。上記 3つの座標を把握することで、横幅、高さ、奥

行きを自由に操作することが可能である。また、各オブジェクトを重ね合わせることで、様々

な形状のオブジェクトを形成することが可能である。BOOLEANを使用することで、 2つのオブジ

ェクトを論理和、論理積することが可能である 。 これにより、オブジ ェク トを使用して形状を

一部変更することや、 一部付加することが可能である 。

アニメーションとして、成立 させるためには、オブジェクトの他にも光源が必要不可欠であ

る。光源の種類には、環境光や、点光源、スポットライトなど、様々なライ トが存在する。 こ

れらのライトを活用するこ とで、昼夜を演出することや、 ドラマチックな風景を作り出すこ と

が可能になる。

これら 一連のオブジ ェク トを 30空間上に生成し、オブジェクトの一つであるカメラを x、Y、
zの三軸で移動する アニメー ションを作成す る。上記全ての工程を踏み、 レンダリングを行う

ことで、初めて 3DCGアニメーシ ョンとして完成する。

3. 今作の物語

今作は、結婚 し妻がいると推測 される 主人公 が、朝、妻から 送られるライ ンで 目覚めるシー

ンから 始まる。ある日ギャンプルの一つである スロット を打って しま う。それ以来、 仕事中も

ギャンブルのこ とを考えているた めに、 主人公か ら見 える 日常 の景色は色あせていく 。ギャン

プルに意識を持 っ・ていかれた為に 、妻 は愛想を尽か して出て行っ て しまう 。妻を失 った主人公

にとって ギャン ブルは どう見 えるのか。ギャンブルの興奮に憑 りつかれた主人公を、主人公の

目線から追った作品である 。
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4. 今作にある背景

今作では老若男女問わず、誰もが依存してしまう、ギャンプル依存症をテーマに据えている。

そもそも 、ギャンプル依存症とは、 行為 ・家庭ア ディクションの一種である。 ギャンブルの行

為や過程に 心を 奪われ、 「やめたくて も、やめられない」状態になることである。ギャンプルは

多様で、時代を問わずに存在する 。日本でも 、江戸時代から花札やチンチロリンといった賭博

が存在している。時代を重ねて、ポーカーやプラックジャック、 Iレーレットなどカジノが登場

している 。そして、現代において、 パチンコ ＆スロットと呼ばれる娯楽は街中に存在する。成

人から高齢者まで、男女、世界問わず大きな問題である 。

5. 撮影技法（カメラワーク）

今作では、動きだけでは表現しきれなかった主人公の心情を、カメラワークを通して伝えて

いる。カメラを斜めに傾け、水平ではない映像を映すダッチアングルでは、 不安感を煽る映像

を納めている 。1963年上映のミステリー映画、天国と地獄で用いられた 、モノクロ映像に一部

分のみ色を付ける手法も、今作では使用している。 しかし、今作でのモノクロは、前述の天国

と地獄での画面にフォーカスを充てるためではなく、主人公の関心を表している。モノクロに

近づくほど興味を失い、カラーに近づくほど興味が高いという主人公の関心を、色味だけで表

現している 。

6. オブジェクトの作成過程

今作のシーン数は大きく分けて 5シーン存在す る。その中 で最も注力したのがスロットの台

を作成した シー ン 4である 。回転しているスロットのリ ール部分には、UVマッピングを用いて

描画されるテクスチャを指定した。UVマッピングの使用により、元のテクスチャ画像の縦横比

を損なわず、高画質なテクスチャのマッピングに成功した。またギャンプルに興じている雰囲

気を演出す るため、「エリアライト」の設定を明 るくした。 これによりシー ン 4では、ギャンブ

ル を心から楽しんでいる主人公の目線を演出する ことに成功した。

7. おわりに

今作の 3DCGアニメ ーション制作を行ったうえで、特別な前提知識を深く持たずとも 、MAYA

が軽快に動作するハードを所持していれば、誰でも簡単にハイエンドな 3DCG映像を作成でき

ると深く実感した。今作では、簡易的な移動や回転のみを主としたアニメ ーションを制作した。

しかし、知識、技術を深めることで、さらにハイクオリティ ーな 3DCG作品を作成できるのは間

違いない。

MAYAの使用に、 当初は手間取ってしまったが 、一度理解し慣れることで、非常にス ムーズに

制作を行う ことが出来た。今後は、さらに複雑なモデリングや、アニメーシ ョン に挑戦し、新

たな作品を制作していきたい。

参考文献

[ 1] MAYA公式サイト https://www.autodesk.co.jp 

[2] Mayaの操作の基本の基本

htt s: //area. autodesk. ・/column/tutorial/ma a_atoz/basic_of_ma a_l/ 

[3]ギャンプル依存症の 3つの特徴 htts://saimuseiri-ro.com/ma azine/12/ 

[4] ギャンブル依存症 Wikipedia

htt s://・a.wiki edia. or /wiki/%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BE%9D 

%E5%AD%98%E7%97%87 

[5]アニメ ーシ ョン ～キ ャラクターに命を吹き込む ！～

htt s: //area. autodesk. ・o/column/tutorial/chara_ma a/06/ 
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81 .  Web教科書の作成

1. はじめに

私は「画像でわかる Java入門」を題材として Web教科書を作成した[1 l。題材の通り、 Java

の入門書であり、プログラミング初心者を利用対象としている。内容としては Javaの基礎的

な知識について実践を交えながら学習できる。また、本作品では開発環境として eclipseを

利用している。 ec1 ipseはボタンや機能が豊富なので利用対象とするプログラミング初心者が

操作の面で迷わないように、画像を用いて細かく操作を説明している。

2. Web教科書について

Web教科書とは、紙でできている教科書と違い、内容をデジタル化した教科書である。これ

は、 Web教科書を閲覧するための端末とネットワークに接続できる環境があればいつ、どのタ

イミングでも使用できる。また、Web教科書のデータを端末に保存することによって、ネット

ワークに接続できる環境を必要としない教科書も実現可能だ。

また、 Web教科書 「画像でわかる Java入門」の構成は以下の通りである。

トップページ

はじめに

第 1章 Javaでプログラミングするには

1. 1. Eclipse All in Oneのインストール

第 2章 Javaとは？

2. 1. プログラムとは？

2. 2. Javaとは何か？

2. 3. Javaはどうやって動くのか？

第 3章 プログラムの作成手順

3. 1. プロジェクトを作る

3. 2. 画面に文字を表示してみよう！

第 4章 データ型について

4. 1. 変数とは

4. 2. さまざまなデータ型

第 5章 式と演算

5. 1. 式と文について

5. 2. さまざまな演算子

5. 3. 演算の優先順位

第 6章 プログラムの構成要素

6. 1. クラスについて

6. 2. メソッドについて

6. 3. フィールドについて

第 7章 配列を利用する

7. 1. 配列について

8. 第 8章 制御文

8. 0. 制御文とは

8. 1. i f文について

8. 2. 条件式について

8.3. else.else ifについて

9. 第 9章

9.1.while文

9.2.for文
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3. 工夫点

本研究の成果物で工夫した点は、多彩な機能である。画面の左右端にある遷移ボタンやページ

トップに戻るボタンなどさまざまな機能を利用して直感的な操作を行うことができ、素早く目的

の場所やページヘたどり 着く ことができる。また、 全てのページに目次が配置されており、アイ

コンをクリックすることで表示 される。 普段は表示されていないので学習の妨げにならないよう

になっている。目次の項目や、画面の左右端にある遷移ボタンはマウスカーソルが重なることで

色が変わるようになっているので誤クリックの防止効果もある。

第4章データ型について 蘊
..........、,............................................................................................................................... . 
比 ＞第4章データ型について>4-2さまざまなデータ型

4-2さ まざまなデータ型

0 1. 型の種類と範囲
変数にはさまざまな型と扱えるデータの範囲があります。この項ではそれらを紹介します。

える●●などの編霞は糞えるのが•じいのでだいたいで露えておいても大丈夫でじよう．

02. プリミテイプ型（基本データ型）
プリミティブ型とは Java言語によってあらかじめ定義された型です。 この型では名前を付けて用意されたメモリ仝

恒されて利用されます。

また、 プリミザイプ型には、 整数型、実数型、論埋型などがあるので見ていきましょ う。

① 埜数型(IntegralType) 

数値には整数と実数があるので、数値を扱う型も整数型と実数型に分かれています。また、どちらの型も数値の大

決まります。

·~""" ●嬉又＾‘‘バ叫ゴ禽 =·-c " ' 牧心.. 叩..... 

図 1. 目次を表示 した画面

4. おわりに

本作品制作で苦労 した点は、 CSSや JavaScriptに慣れておらず、調べながらコードを記述

していたが、なかなか思い通りの見た目にならず、何度も修正を加えるなどした点である 。

思いついたアイデアを Web上で形にすることの難しさを実感した。反省点としては、想定 し

ていた以上にデザインを完成させることに時間がかかったため、 予定 していた内容や練習問

題を削ることになってしまった。

また、今後の課題としては、練習問題を付け加え、利用者が自身で考えてプログラミング

ができるようになる教科書にしていきたい。

～参考文献～

[ 1 l株式会社アンク 『3ステップでしっかり学ぶ Java入門』 繰上敬子、佐藤悠妃、高橋誠

[2]原色大辞典 <https://www.colordic.org/〉

[3]world wide web consortium(W3C)<https://www.w3.org/) 

[4]Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)<https://whatwg.org/) 

[5] HTMLクイックリ ファレンス<http://www.htmq. com/) 

[6]Font Awesome <https://fontawesome.com/) 

[7]日本経済新聞 <htt s: / /www. nikke i. com/art i c 1e/DGXMZ02728984023022018CROOOO/〉
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より実践的な Web 技術の教科書

82 .  Web教科書の作成

1. はじめに

私がなぜ卒業論文に Web教科書を選択したかというと、あと数年後に紙で作られた教科書は減って

いき、タブレットやスマートフォンで見ることができるディジタル教科書が浸透すると考えたためだえ

る。なぜなら環境問題もあるだろうが、小学生が毎日学校に持っていくには重すぎる教科書や参考書に

問題があると考えた。 実際に今年の 9月に文部科学省が全国の小学校に対して、教科書や参考書を置い

て帰ること、所謂、置き勉を認めるように通知した。これにより、紙で作られた教科書や参考書は次第

に減っていき、それに代わる形でディジタル教科書が普及していくと私は考えた。

2. 開発目的

この教科書の最終目的としては学習者が Webサイトを一から設計し製作できるといったことだけに

満足せず、利用者が使いやすいと思えるようなサイトを一から作れるようにすることを最終目標とする

また、 Web教科書 「より実践的な Web技術の教科書」の構成は以下の通りである。

トップページ

1章 HTML

1-1.HTMLとは

1-2. エデイタを導入しよう

1-3.HTMLの基礎

1-4. タグの基礎

1-5-1.hl,p,br 

1-5-2.a,strong,del 

1-5-3.img,video,audio 

1-5-4.ul,ol,li 

1-6.HTML演習

2章 CSS

2-1.CSSとは

2-2,CSS基礎

2-3-1文 字の制御

2-3-2色と背景の制御

2-3-3. 隙間と縦と横の制御

2-4.CSS演習

3章アクセシビリティ

3-1. アクセシビリティとは

3-2第 一印象が大事

3-3. 見やすいページ

4章 SEO

4-1.SEOとは

4-2.SEOの裏表

4-3.SEO 3本の武器
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3工夫点

本研究で工夫した点は、ユーザーの操作性を改善させることに主眼をおいた。例えば画面の端に次の

ページと前のページヘの遷移ボタンを設置することにより、まるで本のページをめくるかのような直感

的な操作を可能とした。そして、本のデメリットである目次への遷移から目的のページを見つけ出し、

そのページを開く動作の手間がかかる問題を、この Web教科書では図 1で示すように、目次表示ボタ

ンを設置することにより解決した。これにより、どのページからも右から左へ目次がスライドして表示

されるため、すぐに目的のページヘ移動することができる。

こうした様々な工夫点により直感的かつ使いやすい教科書が可能となった。

INDEX 

1-2章エデイタを導入しよう

1-2-1工 デイタとは

もうすでにお気に入りのエデイタがある人は1-2章を飛ばして問題ない。

エデイタは人により好き嫌いがあり、一概にどれがいいというものは存在しない。そのため、あヤ瞳旦幽』
1-6章 HTML演

なエデイタを探してほしいのだが、こちらとしてはSublimeText 3をオススメする。 2-1草 CSSとは

うか。

この教科書では出来るだけ早く使い方を覚えてもらうため、エデイタの導入をオススメする。

1-2-2 Sublime Text 3導入

示 I-+ 士へ之./ C, ,hl;~o TovS -,:,;;. 道 "l I .-rユ I-==.

図 1 画面イメージ

4. おわりに

ディジタル社会と呼ばれていた時代はとうに過ぎ去り、今やそれすら言われない。世の中はもうディ

ジタル社会を当たり前にした。この流れは今までディジタル化を免れてきた昔ながらの教科書にも着実

に侵食していくと私は考える。しかし、それは悪いことではない。ディジタル教科書が浸透することで

いつでもどこでも手軽に勉強することができ、動画やチャットといった双方向な新しい勉強法も生まれ

るだろう 。これはディジタル社会を生きていく子どもたちにとって良いことだと私は考えた。

参考文献

[l]World Wide Web Consortium (W3C) (https://www.w3.org) 

[2]Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) 

(https://whatwg.org) 



指導教員　:　竹　内　典　彦
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83 .英語を会社公用語にすることの是非
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83 .英語を会社公用語にすることの是非

1章はじめに

近年、「英語」は日本でも加速化している企業の「グローバル化」という言葉と揃って聞かれるようになった。

同時に英語を社内公用語化にする動きも出てきた。英語の社内公用語化については、肯定的な意見と、否定的な

意見がそれぞれ出てきている。

本論では日本企業が社内のコミュニケーションにおいて、なぜ英語を中心的な言語として取り入れたのか、導

入に至るまでの経緯や導入後の効果について論じていく。

2章導入の背景

英語がビジネスにおける共通語として広まった大きな要因は、企業のグローバル化によるものである。例えば

日本の企業なら日本に拠点があり、他社や他国の企業と取引するのが代表的なビジネス例である。しかし今現在、

自国資本と外国資本が共同出資して設立した合弁会社や、国家の枠を超え世界規模で事業を展開する超国家企業

の登場により、労働力の安価な国で生産活動を行うなど、企業のグローバル展開が活発化している。日本企業も

海外展開に積極的に取り組む企業が増えている。

本論では実際に英語社内公用語化を導入した楽天とユニクロの事例を取り上げ、どのように英語を社内のコミ

ュニケーションにおける共通語として確立させていくかを分析する。

3章 導入した企業の事例

次に、英語を社内公用語に導入した背景について分析する。初めに楽天の事例を取り上げる。正式に移行が開

始したのは 20 1 2年 7月からである。社内のコミュニケーション、会議、資料において英語化が進められた。

楽天が求めている英語力とは「ビジネスにおいて、国籍の違う社員同士の情報共有が円滑に進められること」で

あり、社員全員が英語を母語とする人々のような流暢なレベルの英語力は求めていない。比喩やユーモアを避け、

シンプルな英語で表現するプレイン・イングリッシュ（簡潔な英語）である。導入後、海外での知名度も向上し、

優秀な人材を獲得できるようになったが、海外事業は撤退・縮小している。

次に、ユニクロの事例を取り上げる。当時、ユニクロは海外展開を加速させており、グローバル化への対応も

必要不可欠であるとの判断の結果であった。ユニクロは 20 1 2年 3月から、社内公用語英語化を正式に実施す

ることを目標とし、日本人以外の非英語圏の店長や幹部に研修を受けさせる、海外で勤務できる最低限の水準と

して店長と本社社員に TOEIC7 0 0点以上を義務付ける、といった方針が掲げられた。また、幹部社員の給与体

系を世界で統一し、新入社員の採用の際には一定数の人数を外国人にし、新規採用も多国籍化させた。結果、海

外での店舗数・売上は年々増えている。

4章 英語の社内公用語化に対する賛成論と反対論

賛成論は、主に企業活動のグローバル化に伴う企業戦略という経営的側面から展開されている。国際経営の進

展とインターネットの普及とともに、国際経営において英語の必要性が急速に高まっているからである。それに

対し、否定論は主に日本、日本の文化、日本語を防衛する、防衛せよ、という文化的側面から展開されている。
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しかしその中でも、日本人の社員同士で会話するのにあえて英語を使う必要があるのか。意思疎通への不安だけ

でなく、業務が非効率になったり、社員が英語能力だけで評価されたりしかねないといった意見もでている。

5章 英語社内公用語化の是非

ここでは英語社内公用語化について、導入した企業の現状を分析、考察していく 。両社ともに TOEICの平均点

は右肩上がりで伸びており、社員の英語力は向上したといえる。楽天は、本格的な海外進出のために海外事業を

いくつか買収してはいるものの、海外事業においてはライバル社に完敗し、撤退を余儀なくされた事業も多い。

ユニクロは海外事業も順調に伸びており、中国や東南アジアにも人気がある。中国では 20 1 8年 8月 31日時

点での直営店舗数は 63 3店舗展開しており、年々店舗数と売上は増加している。楽天もユニクロも、企業が世

界で生き残ることを目的として、英語社内公用語化を導入した。ユニクロは、社員の英語力が向上したことによ

って円滑なコミュニケーションがとれ、結果として海外の店舗数と売上が向上し、英語社内公用語化は成功した

といえる。一方楽天は、 TOEICの平均点は伸び、社員の英語力はユニクロと同様向上した。 しかし、海外事業は

撤退・縮小しているのが現状であり、企業目標である「世界一のインターネット・サービス企業になる」 ことを

達成したとは言い難い結果である。英語力が向上したからといって海外展開が必ず成功するわけではなく、現地

の人々を雇用し、現地企業のように経営・運営をし、 言語、製品やサービスなどを現地の文化に合わせることが

必要なのかもしれない。

6章 おわりに

本稿では、英語社内公用語について、賛成意見と反対意見の各々の主な意見を取り上げ、分析を試みた。賛成

派は企業の戦略として必要であるというものであり、反対派が述べるような文化的価値や言語権に重きを置いて

いない。この背景には、現代の日本でこれらが強く認識されているということはなく、言語権が強く認識されて

いる他国とは異なる事情が日本にあるのではないかと考えられる 。

参考文献

• 「21世紀日本の構想」懇談会 (httJs:/八rnw,kan t Pi. ;50. i J./ j)、;211文 ntun/index.ht叫）

英語化から 7年、楽天はこう変わった (httrs:;ゾdot.asabi令ぐ切n八m□20171CJ2600084. html) 

・ホンダ、英語を社内公用語に 2 0年目標

(ht t >ヽ； ：//; ャww.nikkei. com/a:ticle/DGXLASDZ'29I9Z_Z20Ci5i¥(ぶr.COOO/) 

英語公用語化する企業の今 「第 3回」 ユニクロ (http::::/;、t>igohiどoba.、;p/ t,/69) 

・社員 7000人が 2年で英語をマスター？ 楽天「社内公用語英語化」 への道のり

(https:/ゲ dnav_i.eom/r匹 iew/7Q704なり）

• 楽天 アマゾンに完敗し海外事業撤退の嵐・・・「ガラパゴス化」加速、 巨額減損の悪夢

(httpヽ；：，、'/bi1, 一jく）し;・n,,l.jp/2017 /02/pos t_l'/964_2, html) 

英語で経営する時代 日本企業の挑戦 著者（吉原英樹・岡部曜子・澤木聖子著） 出版（株式会社有斐閣）

・英語を社内公用語にしてはいけない 3つの理由 著者（津田幸男）出版（株式会社阪急コミュニケーションズ）

・PRESIDENT 2 0 1 1年 4月 18日号 出版（株式会社プレジデント社）

出版（小学館）・日本語防衛論 著者（津田幸男）

• 楽天流 著者（三木谷浩史） 出版（講談社）
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84 .日本の英語教育と諸外国の英語教育の比較

第 1章はじめに

英語は世界共通語になっていることもあり、様々な国で英語教育が行われている。この論文では日本

と諸外国の英語教育の歴史や現状を述べつつ、日本と諸外国の英語教育を比較し、日本と諸外国の英語

教育をまとめていく 。

第2章 日本の英語教育について

日本は 1854年に英語教育が始まり、第二次世界大戦後に英語教育が再開され、 2011年に本格的に英

語教育が始まった。

小学5年生から高等学校まで英語教育が実施されており、小学校では英語の基礎から学習し、中学校、

高等学校で英語の文法など細かい英語の学習を行う 。

長い間英語教育を行っている日本だが、「アジアの中でトップクラスの英語力を目指す」という課題

がある。しかし日本人は英語でコミュニケーションできる人が少ないことが問題になっている。そのた

め日本は英語教育を見直し、英語力をもっと身に着ける必要がある。

第3章 諸外国の英語教育について

中国は、中国は 20 0 1年に世界貿易機関 (WTO)に加盟、 2008年の北京オリンピックの開催、

そのような背景から中国の英語熱はかなり高まり、英語教育には力を入れている。そんな中国は、早い

時期から英語教育を行っており、コミュニケーションを重視した英語教育を行っている。そのため中国

は英語でコミュニケーションできる人が多い。しかし中国は小民族地域があることもあり、地方によっ

て英語力に差があることが問題になっている。フランスは、英語教育の特色として「中央集権制と教育

の画一性」があり、授業内容が細かく決まっており、授業内容が地方ごとに差がない英語教育を行って

いる。自分の希望する大学に入学できる「バカロレア」という国家学位があり、その国家学位のために

フランスは英語教育を行っているといっても、過言ではない。シンガポールは、全ての授業を英語で行

う「2言語教育」を行っている。シンガポールは能力に応じた教育を行っており、様々なテストを実施

している。

第4章 日本の英語教育と諸外国の英語教育の比較

英語教育の導入された時期を比較すると、シンガポールが一番早く、日本が一番遅い。

シンガポールが 2言語教育のため、他の国よりも多くの英語の授業を行っていることになる。

中国はコミュニケーションカを重視した授業を行っていることもあり、他の国よりも英語を使ったコ

ミュニケーションできる人が多い。フランスは中国よりも英語教育が始まる時期は早いが、コミュニケ
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ーションを重点的にやっている中国よりコ ミュニケーションカは劣る。他の国に比べて日本のコミュニ

ケーションカは低い。

教材も国によ って内容が変わってくる。中国は他の国とは違い、母国語の表記がなく 全て英語で書か

れていたり、フランスは日常会話中心な内容になっていたりと、様々である。教材の内容によっても英

語力は変わってくる。

第 5章 まとめ

日本の英語教育は成功しているとは言えない。やはり他の国よりも英語でコミュニケーションをでき

る人が少ない。日本には、「アジアの中でトップクラスの英語力を目指す」という課題があるが、今の英

語力の低い日本ではこの課題を達成するのは厳しい。そのため、英語教育を見直し、グローバル化して

いるこの世界に対応していく必要がある。

中国は世界貿易機関 (WTO)の加盟や、北京オリンピックの開催といった背景から英語熱が上がり、

コミュニケーションを重視した授業を行っているため、英語力は他の国よりも高い。シンガポールは 2

言語教育という変わった教育法を取っており、多くの英語の授業を行っている。フランスは英語が母国

語に似ているため勉強しやすく、地方によって教育内容に差がない平等な教育を行っている。

3国とも、授業の系統は違うが、英語教育に力を入れている。やはりどの国も英語を大事にしている。

日本も英語教育に力を入れているが、英語力は他の国と比べて、まだまだなのでこれからに期待したい。

参考文献

・文部科学省小学校における英語教育の現状と課題

(http://www.mext. go. jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/attach/1379938. htm) 

・諸外国における外国語教育の実施状況調査結果

(http: //w四 .mext.go. jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/082/shiryo/_icsFiles/afieldfile/2011/ 

01/31/1300649_03. pdf) 

・文部科学省諸外国における小学校段階の英語教育の状況

(http://www.mext. go. jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/attach/1395214.htm) 

・文部科学省今後の英語教育の改善・充実方策について 報告～グローバル化に対応した英語教育改

革の五つの提言～

(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/102/houkoku/attach/1352464.htm) 

・フランスの英語教育 (https://ir.lib.hiroshima-

u. ac. jp/fi les/publ ic/3/33291/20141016193136180220/CaseleResBul 1_13_11. pdf) 

・シンガポールの英語教育について (http://www. cl air. or. jp/ j/forum/pub/ docs/ 416. pdf) 

・現代中国における英語教育と教育格差

(https://www.google.co. jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=OahUKEwjus6D4ppHcA 

hUE62EKHbrxASsQFghGMAQ&url=https%3A%2F%2Fwaseda.repo. nii. ac. jp%2F%3Faction%3Drepository_ 

action_common_download%26item_id%3D10647%26item_no%3Dl%26attribute_id%3Dl62%26file_no%3D 

l&usg=AOvVawOfm2E-D2DPBUdlOPHBzWzS) 

•平成29年度「英語教育実施状況調査」 （概要）

(http://www.mext. go. jp/component/a_menu/education/detail/_icsFiles/afieldfile/2018/04/06 

/1403469_01. pdf) 
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 竹内　典彦

鈴木　優人
1 5 7 0 0 5 8

85 .日本経済における英語力の重要性

1. はじめに

近年におけるグローバル競争は激しさを増すばかりである。その中で英語力の重要性は嵩まり続けてい

る。 [1]

2013年に安倍内閣はグローバル競争に勝てるまでに日本経済を成長させるべく、日本再興戦略を閣議

決定した。[2]この中には英語教育についても言及されている。この戦略を元に日本経済が抱える諸問題に

着手され続けたが、現在の日本は英語力が高いとは言い難い。今後グローバル人材を育成するために英

語力を向上させることが必要である。[3]

そこで本要旨では英語力の重要性を多角的に調査し、日本経済において英語力を身に付けることがい

かに重要であるかを考察していく。

2. 現在の日本の英語力

EF EPI第7回版によると日本の英語力は80の国・地域のうち第37位である。同EFEPIのスコアを元にする

と日本の英語力は低い。これは主に簡単な英会話・文章読解しかできない、というものである。[4]

何故日本の英語力が低いのか、それを考察するために同EFEPI第1位のオランダを比較対象とする。

2.1. オランダの英語力が高い理由

英語に触れる機会が多いからである。立地や歴史的背景から、英語圏の諸国と交流が深い。[5]また、 言

語構造が英語と近い。そのためオランダ人からすると英語は学びやすく触れやすい言語である。

オランダの英語力が高い理由は環境以外からも由来している。それは教育である。多くのオランダの小学

校は1年生(4歳）から8年生までの間、毎日 1時限英語学習をする。[6]こうした早期教育をする学校が近年増

えてきている。その授業内容は文法から入るのではなく実践・楽しむことを重視したものである。[7]

2.2. 日本の英語力が低い理由

英語学習へ取り組む時間が不足しているからである。日本人が英語を習得するためには3000時間が必

要とされている。 [8]しかし日本の小学校から大学までの英語教育時間はおよそ1280時間である（学習時間

の内訳については本論を参照）。10年前の学校教育における合計英語教育時間と比較すると約540時間英

語学習が増加している。 [9]しかし英語を習得するためにはあと1720時間の自己学習が必要であり、英語が

習得できるか否かは各自の努力におよそ6割依存することになる。以上のことから日本の英語学習は絶対

量が根本的に不足している。

3. 英語力に関して 日本が抱える問題

次の問題を抱えている。

• 英語力を高める要素が不足している

• 日本語は英語と大きく異なる言語である

4. 具体的な取り組みの例

例として次の活動がある。

• 小学校英語教科化

• スーパークローバルハイスクール
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• トビタテ ！留学JAPAN

5. 英語力はどのように重要であるか

次の面から英語力は重要である。

• グローバル化への対応

• 更なる情報の獲得

6. おわりに

グローバル競争が激化し、少子高齢化などもある中、日本人が海外へ行き外国人が日本へ来る

ことは必至である。

国際競争を勝ち抜き課題先進国として世界をリードしていくためには英語の話せる日本人を増

やすことと言語の壁を超える手段を充実させることが必要である。

しかし、この重要性は国民へ浸透しておらず今後、 意識改革を進めていくことが日本経済にお

いて英語力を高めるための課題となる。

以上

参考文献

[l]RIETI —独立行政法人経済産業研究所『 「失われた20年」 と日本経済』2012/04/06(2018/09/ l3閲覧）

https://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/12040601 fukao.pdf 

[2]首相官邸『日本再興戦略寸APANis BACK-』2013/06/14(2018/08/31閲覧）

https: / / www. kantei. go. jp/ jp/ singi/keizaisaisei/ pdf/ saikou jpn. pdf 

[3]首相官邸『日本再興戦略 2016ー第4次産業革命に向けて一』2016/06/02(2018/09/13閲覧）
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[7]現代ビジネスー講談社『94%がバイリンガルに！オランダ小学校の英語教育はここがスゴイ（倉

田直子）』2018/02/25(2018/09/14閲覧）

https: / / gendai. ismedia. ip/ articles/ー/54564

[8]English Tutors Network『英語の習得に必要な学習時間』(2018/09/11閲覧）

http:/ /www.etn.co. jp/approach/period.html 
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86 .英語を会社公用語にすることの是非

1. はじめに

現在、会社内で公用語を義務化している企業は 20社ほど存在し、その中でも、衣料品を販

売している「ユニクロ」とインターネットサービスを展開している「楽天株式会社」の二つ

に注目していく 。

2. ユニクロと楽天

2-1-Aユニクロ

「海外で勤務できる最低限の水準として、本社社員と店長の約 3000人は TOEICで 700

点以上を義務付ける」といった方針が出来上がっていた。更に、 900点以上を獲得した社員

へ、報奨金を支給するという制度を加えている。

2-2-A楽天とは

楽天株式会社では、 2010年に公用語化を始めるのだが、世間では「バカバカしい」「意味

が無い」「生産性が下がる可能性がある」と言った批判や疑念のコメントが多かったが、最終

的には海外企業の M&Aで無料電話メッセージアプリ・インターネット通販関連サービスな

どを買収し経済圏の拡大を行っていった。

3. 英語公用語化のメリット

・会社の規模を増やせる

・コミュニケーションの幅が広がる

英語を学習していくにつれて、外人との交渉や交流にてスムーズに進めることが出来、作

業工程に支障を起こさないようになるのではないだろうか。

4. 英語公用語化のデメリット

・人材の中における才能の優劣が生まれる

・ついていけれなくなる
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普段の日常ではあまり使うことはないが、昇給や成績に影響があるので、自主勉強を行 う・

海外支社の人とメールでやり取りをするときによく使っており、調べたり暗記していればそ

れなりに問題はないといった意見が多いと言われている。

5. 人工知能という存在

今現在では、 AIなる人工知能を活用化していくといった技術が盛んになっている。Siriや

Googleアシスタントなどといった肉声で命令をすれば、その命令に適した情報を表示してく

れる、その命令に適した電化製品に対しての操作を行うといった“行動”を、辞書やマニュ

アルをめくる事無く難なくこなしていく 。 ということは、人間の力を使う必要なく何でもこ

なすことができるようになっていくのではないかと考えられる。

急速な発展を続けている人工知能は、人工知能自らが学習をしていくことを言う “ディー

プラーニング”を用いることによって、医療研究や自動運転や犯罪予測などに応用されてい

くとも言われている。 ということは、人間以上に記憶力や引き出しを瞬時に開いて対応する

ことが出来るのではないかと考える。

そして今後、その人工知能が仕事を奪っていくかもしれないというような、コラムや記事

をよく見かける。機械を使うと言う条件の下で、 IT系よりも事務系の仕事が奪われる可能性

が高いと言われている。

6. 最後に

結論として、会社の公用語化は必要ないと判断する。

人工知能が活躍していくだろう今後の社会において、無理に様々な単語や文章を覚えてい

くよりも、時間のかかるくらいに忙しいときやどうしても思い出せないようなときに使う＜

らいがちょうど良いのではないかと私は考察する。だが、頼りすぎてしまい、もしもスマー

トフォンや、その他電子機器が故障などをしてしまうといったアクシデントが発生した場合

を備えて、ある程度は自分から学習をしておくことも忘れてはいけない。

または、互いに教えあうと言った方法をとる・事前に詳細を記載した資料（そこに英文も

書き込む）といった方法を出しても良いのではないだろうか。他にも会議などで英語を使っ

てプレゼンを行う時に一言一言に通訳を挟み込むことで、聴くだけでも勉強になったりする

のではないかと私は考える。

参考文献

「英語公用化という選択は正しかったのか？あれから 7年・企業は今」

https://success-job.jp/eigokouyouka 7nen/ 

あと十年で『消える職業』『なくなる仕事』

https://gendai.ismedia.jp/articles/ー/40925

楽天、英語公用語化の「内実」 驚愕の効果創出！ついていけず退社した人も

https://biz-journal.jp/2015/09/post_l 1504. html 
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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

野村　竜矢
1 5 7 0 1 9 3

87 .日本経済における英語力の重要性

1. はじめに

今現在、世界中でグローバル化が進んでおり、日本でも海外進出をしている会社も多くな

っている。そして、20 2 0年には東京オリンピックも控えており、外国人が多く日本にく

ることが予想され、将来的にも英語が必要になる状況が増えると考える。

日本経済において英語がどれだけ重要なものなのか、実際の日本の英語力はどのくらいあ

るのか、これから日本は英語をどのように学んでいくべきか考察していく。

2. 日本経済にとって英語が必要な理由

日本経済において英語がどのように必要になるのか、例えば一人でも多くのブリッジ人

材を世に送りだすために英語が必要である。プリ ッジ人材とは、経済面において、日本と海

外をつなぐ役割を担う人材のことであり、日本語と英語を流暢に扱うことができ、海外から

仕入れた情報やサービスを理解した上で日本へ取り組み、新しい情報やサービスとして活

用できる状態にする。つまり 、グローバル化が進む現在の日本には、なくてはならない存在

である。質の高い英語教育は、一人でも多くのブリッジ人材を輩出するという点でも重要だ

といえる。

3. 日本の英語事情

実際、日本の英語力はどのようになっているのか、調べてみたところ、 20 1 7年の

TOEFL iBTテス トの国内平均スコアはアジア 30か国中 26位と、アジア諸国と比べて

もかなり低い水準になっている。また、先進国だけをまとめたスコアでも、日本は最下位と、

全体的に低い順位となっている。世代別に分けてみて見ると 18,,....., 2 0歳ぐらいの若い世

代が一番英語力が高い。一方で、若い世代と比べると 40代は低い結果となっている。これ

は生涯学習として英語教育や、会社での英語教育が十分でないことを示しており、グローバ

ルなビジネスチャンスを逃してしまいかねない。

4. 国が示す英語教育の目標・内容の改善

文部科学省によると東京オリンピックを迎える 20 2 0年はも とより 、現在、 学校で学ぶ
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児童生徒が卒業後に社会で活躍するであろう 2050年頃には、日本は、多文化・多言語・

他民族の人たちが、強調と競争する国際的な環境の中にあることが予想され、国民一人一人

が、様々な社会的・職業的な場面において、外国語を用いたコミュニケーションを行う機械

が格段に増えてこ どが想定ざれーる了その7こめに、 20 2 0年度を見据え、新たな英語教育を

実施していくため、小・中 ・高等学校を通じた英語教育の充実・強化を進める必要がある。

5. 具体的にどのように改善すべきか

小学校では、コミュニケーション能力の素地を養うという点で、英語を通じた成果が出て

いる。ですが、小学校の高学年では、抽象的な思考力が高まる段階であるにも関わらず、英

語の性質上、体系的な学習は行わないため、自動が学習内容に物足りなさを感じているとと

もに、中学校 1年生の 8割以上が英語の単語・文を書くことをしておきたかったと回答して

いることから、中学校において音声から文字への移行が円滑に行われていないと見られる

例がある。この点を踏まえて、英語のコミュニケーション能力を養うために、「聞くこと」

「話すこと」「読むこと」「書くこと」のバランス良い 4つの技能の育成を踏まえつつ、各学

校の段階における発達段階に応じた育成すべき資質 ・能力を育てる点から、教育目標・内容

の明確化や、目標 ・内容に沿った指導方法の見直し、学習評価の改善等を一体的に図るとい

う方向で検討すべきである。

6. まとめ

日本経済において、英語はやはり重要なものであり、今後も外国人と関わっていくことが

多くなることが予想され、英語がより身近なものになっていくことが考えられる。そのため

にも、今の日本の英語教育を見直し、これから学んでいく小 ・中・高等学校の生徒の英語カ

を将来的に高めていき、より世界との交流を増やしていくべきである。

く参考文献＞

英語教育が日本経済にとって必要な 5つの理由

htt :/fblo .marketin .itmedia.co. ・Jc berbrid e/entr /390.html 

国際競争力向上のための英語政策

htt ://www.seiunkai.net/ima es/librar /ronbun/2013/2013 4. df 

今後の英語教育の改善・充実法則について 報告

htt ://www.mext. o.・lb menu/shin i/chousa/shotou/102/houkoku/attach/1352464.htm 

TOEFLスコアの国別ランキング

htt s://uslifelo .com/toefl—rankin -b -countr / 

英語力が招く国際競争力の低下

htt s://www."cer.or. ・/re ort/econlOO/ df/econlOOban ai20110711. df 



176

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

山手　悠一郎
1 5 7 0 2 5 2

88 .日本の英語教育と諸外国の英語教育の比較

1. はじめに

近年、ニュースなどで日本人の英語力が問題視されているという話を聞くことがある。日本では、

外国人観光客の増加や、外国とのビジネスなどによりグローバル化が進んでおり、 10年前、 20年

前に比べて外国語、特に世界共通語である英語の重要度が上がってきている。私自身がずっと英語を

苦手としてきたこともあり、日本の英語教育に疑問を持っている。日本と諸外国の英語教育の違いに

興味があるため、この日本の英語教育と諸外国の英語教育の比較について論文を書きたいと思った。

日本の英語教育と諸外国の英語教育の比較をしつつ、そーの要因を分析し、日本の英語教育における

問題点や課題をまとめていく。

2. 日本の英語教育

日本の英語教育は、明治維新に始まったとされている。日米和親条約が締結された 18 5 4年に鎖国

が解かれ、西洋の文化を学ぶために英語教育が始まった。一部では小学校でも英語教育がされていた

が、日本語を重視する教育方針に変更となり、小学校で英語教育を学ぶことはできなくなった。第二

次世界大戦が終結すると、日本の英語教育が本格的に始まり、中学校や高等学校では英語教育が再開

されることとなった。

2 0 1 1年には小学校での英語教育が必修となった。小学校段階で英語教育を実施することによっ

て、英語に対する関心や意欲が高まったことや、スキル面で一定の成果があったという報告がされて

いる。しかし、 TOEFL(トーフル）の平均スコアはアジア諸国の中で下から二番目に位置しているため、

日本人の英語運用能力は国際的にみて十分でないという指摘がされている。小学校によっては英語教

育がされていないという指摘がされており、現在の日本にはまだ課題も多い。

3. 諸外国の英語教育

中国では、町0の加盟や北京オリンピックが決まったことがきっかけで、日本より早く外国語教育

を導入しており、 2001年以降、小学校第 3学年からの英語教育を実施している。中国国民の英語力向

上は、国家の威信をかけた政策だったこともあり、中国は英語教育に力を入れている。中国の生徒は、

世界で活躍するためには英語が必要不可欠であることを知っており、また親も、一人っ子政策により

子供にかけられる教育費が増え、教育熱心である。
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韓国では、金泳三（キム・ヨンサム）大統領により 1990年代に改革が起き、英語教育の開始学年を

早め、コミュニケーション重視の授業をすることとなった。 1997年に小学校での英語教育が導入され、

日本や中国などよりも早く英語教育に取り組んでいる。韓国の貿易依存率はおよそ 95%であり、日

本やアメリカの 20%などと比べると非常に高く、韓国経済は海外との関係に大きく左右される。

1990年代後半に通貨危機に陥ったため、韓国政府や企業は、国民の英語力を向上させ、海外との関係

を改善していく必要があると考えたといわれている。

フィンランドは、経済的にソ連に大きく依存していたが、 1991年のソ連崩壊により、失業率が 2

0%に達したことで、深刻な不況になってしまった。もともと資源の少ないことも要因となり、フィ

ンランド政府は国際競争力をつけるため、「人」を第一の資源と考え、世界共通語である英語の習得を

含めた教育改革を進めることとなった。日本では小学校卒業までに英文を一つも習うことがなく、 285

語の語彙しか習わないという現状に対し、フィンランドの小学生は小学校卒業時には 4470の英文を

習い終え、 3615語の語彙を知っている。

4. 日本人の英語

日本は英語教育と言っているが、その実情は「テストや受験の対策」である。英語教育と銘打って、

ほとんどの英語の授業は、定期テストや進学のための受験、センター試験対策のために使われ、生徒

たちはテストで出題される個所の勉強だけを行っている。さらには教師も、採点や評価がやりやすい

問題を作成している。教師の意識や授業の質を改善するべきである。

現在の英語教育は、英語の教師が日本語で英語を教えていることがある。しかし、これではライテ

ィングやリーディングは身につくかもしれないが、リスニングとスピーキングは身につかない。その

ため、始めから終わりまで英語を使う授業を行うべきである。また、私たちの世代は、一時の別れの

際に「Goodbye.」と言う、と習ったものである。しかし今の時代では、「Goodbye.」は次にいつ会え

るかわからないときに用いる言葉であり、一時の別れの際に言う言葉ではない。日本語に流行がある

ように、英語も時代とともに変わっている。日本で日本人に英語を学ぶだけでは、その英語は英語圏

で通用しないのである。そのため、英語の授業には外国人の先生がメインで授業を行うべきである。

5. まとめ

私は、日本の英語教育と諸外国の英語教育を比較することにより、英語教育の重要性にいち早く

気付き、英語教育の改善に真摯に取り組んできた諸外国と、便利な母国語に胡坐をかき、英語教育

の重要性に気付かず、英語教育の改善に取り組むのが遅れた日本の姿に気づくことができた。これ

からの日本の、英語教育の更なる発展を見守っていきたい。
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 竹内　典彦

馬場　翔麻
1 5 7 0 2 8 1

89 .グローバル人材の条件と英語力

はじめに

留学から深く興味を惹かれた「グローバル人材」について深く論じていく 。

第一章 グローバル人材

「グローバル人材とはなにか？」と聞かれると多くの人が、「こんな感じかな？」と思うだろう 。実

際に海外で活躍できる人材のことを言うが、その定義は、さまざまに飛び交っている。文部科学省に

よると、 「世界的な競争と共生が進む現代社会において、日本人としてのアイデンティティーを持ちな

がら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築す

るためのコミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入れた

社会貢献の意識などを持った人間」と定義されている。

第二章 グローバル人材の実例

次にアメリカから中国へのグローバル人材派遣の実例を見ていく 。

アメリカを拠点とする某メーカーの期待の星として、中国の消費財担当ゼネラル・マネジャーとして

北京に着任したアランの実例を挙げる。

優秀な人材であってもグローバルに活躍するのは非常に難しいものがあるように思える。同じ会社か

ら同様の業務内容でプラジルに赴いた、アランの同僚のデブラは士気と生産性に苦しむオペレーショ

ングループを立て直すという成功を収めている。

果たしてこの二人にはどのような違いがあったのだろか。どのようなタイプの人間なら、異文化の複

雑さを糧にできるのだろうか。

第三章 グローバル人材の英語カ

グローバル人材の定義において、外国語能カ・英語力とある。その、能力はどのようなものである

か。論じていく 。

グローバル化した現在、世界のさまざまな国や地域で、人間の全体的な能力をコンピテン

シー (competency) として定義している。それをもとに目標を決め，政策をデザインする動きが広が

っている。具体的に、 OECDのDeSeCoプロジェクトによる「キー・コンピテンシー」の概念が、

PISAやPIAACなどの国際調査にも取り入れられ、世界に大きな影響を与えている。EUでは、キ

ー・コンピテンシーを独自に定義し、域内の教育政策を推進する枠組みとした。同時期に北米を中心

として、「21世紀型スキル」と定義し、評価のあり方を検討するプロジェクトが進められ。また、「21

世紀型スキルのための教育と評価プロジェクト」は、 PISA2012の問題にも取り込まれた。以上の動
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きを受けて，キースキル（イギリス）、汎用的能力（オーストラリア）キー・コンピテンシー（ニュー

ジーランド）など、呼称は違うが、 21世紀に求められる資質・能力を定義し、それを基礎にしたナシ

ョナルカリキュラムを開発する取り組みが流行している。下の図は、各目標のカテゴリーや容に応じ

て、横に対応するように並べたものである。

おわりに

グローバル人材の今を論じてきたが、年々グローバル人材・育成などの考えかたは変わってきてい

る、日本から見たもの、海外からみたものによって大きく意見が異なる。 しかし、日本人はグローバ

ル人座になるにあたって、「日本そして個人のアイデンテイティー」がとても重要視されている。さら

に、英語力はもちろんのこと海外に適応・対応できるかがカギとなっている。これから先の未来、グ

ローバル人材が当たり前になり、グローバル人材が担っていく時代になるのではないかと私は考え

る。

参考文献

・人事ポータルサイト【HRpro】

https ://www.hrpro.eo.jp/glossary _detail. php ?id =64 

• 海外の視点から見たグローバル人材

https://www.doshisha.ac.jp/attach/page/OFFICIAL-PAGE-JA-1622/37661/file/7 .pdf 

・Making It Overseas 

http ://diamond.jp/common/images/v 1/dhbr/dhbr/003 _sekai. pdf 

・グローバル人材育成と企業の留学生雇用に関する研究

file:///C:/Users/151121/Downloads/63C16254.pdf 

・日本企業におけるグローバル人材育成の現状と課題についての一考察

https :/ /ci.nii. ac.jp/els/contents 11000958 7733. pdf?id =AR TOO 10042443 
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システム情報学科
福岡教育センター
指導教員 : 竹内　典彦

吉川　絢惟
1 5 7 0 3 8 2

90 .日本の英語教育と諸外国の英語教育の比較

はじめに

日本国内では近年、英語教育が強化されてきている傾向がある。日本人の英語力向上のために様々な

教育改革が実施されているが、日本の英語教育は遅れているといわれている。その理由を諸外国の英語

教育と比較しながらこの論文で述べていく。また、どういった部分で遅れを取っているのか、諸外国は

どういった英語教育を実施しているのか考察していく 。

第 1章 日本の英語教育

2020年には東京オリンピックが開催されることが決定している。それに合わせて通訳ボランティアな

どが至急募集されたりもしており、日本国内で英語力を持つ人材が多く求められている。そういった中

で日本は英語教育の遅れが生じている。その原因としては、日本の歴史の一部として「鎖国」や「第二

次世界大戦」などが大きく関係していると私は考える。また、学んだ英語を欧米諸国など本場や実際に

諸外国の人々と話すなどして活かす機会がないという問題点があるのも、今の日本の英語教育の現状で

ある。

第 2章諸外国の英語教育

韓国、中国などのアジア諸国の英語教育は日本よりもかなり進んでいる。韓国では、小学校修了時の

学カレベルは日本の中学 3年生のレベルであると言われている。また、 EU加盟諸国でも早期に外国語学

習を開始することが重要視されている。しかし、英米では、母国語は母国語でも、イギリス英語とアメ

リカ英語がある。表現の違いやイントネーションの違いがあり、英米に留学した日本の人々はその違い

に混乱したりもしている。

第 3章 日本の英語教育の手法と諸外国の英語教育の手法

日本の英語教育は文法、長文の読解力を鍛えることを重視して学習が進められる。コミュニケーショ

ン能力を高めることを目的としているというよりも入試や就職試験などで高得点を目指すことを目的

としているという印象が強い。それに比べて、日本以外のアジア諸国、諸外国の英語教育の手法は、コ

ミュニケーション能力、会話力の向上に重きを置いている国が多い。聞いて学習するよりも読んで書い

て学習する日本の英語教育手法、それとは逆に、聞いて「会話力」を鍛える諸外国の教育手法が主な違

いである。

第4章 これからの日本の英語教育と諸外国の英語教育の在り方

これからの日本の英語教育は、リスニングの授業やアクテイプラーニングなどをもっと積極的に取り

入れていくべきであると私は考える。文法や長文読解も重要であることに変わりはないので、今の教育
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手法とうまく兼ね備えながら授業を行っていくことが重要である。アジア諸国、 EU加盟諸国の英語教育

はほとんどの国が英語で授業を行う。そのため、生徒が母国語を話せなくなることも恐れられているた

め、今は母国語で英語の授業を行う国も増えてきている。日本の英語教育は母国語で実施されていると

ころが多い。そのため、 日本の英語教育の改善には諸外国の英語教育の取 り入れが、諸外国の英語教育

の手法の改善には日本の英語教育の取り入れがそれぞれ重要となると考える。

おわりに

この論文を通して、 日本の英語教育の遅れ、 日本人の英語力の向上が今最も求められていることが諸

外国の英語教育と比較をしていく上で分かった。

との交流は尚一層増えていくことが予想される。

育を実施する ことが重要であると考えられる。

グローバル化が進むにつれて、これから自国と諸外国

これ以上諸外国に遅れを取らないために最適な英語教

く参考文献＞

(1)文部科学省 今後の英語教育の改善と充実方策について

http: //www. rnext. 区o:j1?/bmenu/shi ngi/ choしi:,a/shく）しou/10'.2/hoはkoku/attach/1352464.htm 

(2)インターナショナルスクールとは？

且且互二塁Lob,、il-sai you. c噂 1co1umn/vi叫 ;interschooJ/ 

(;3)文部科学省 アクテ ィブラ ~ーニ ング とは？

http: //1 earn l ]07. c1)m/ act i ve-1 earni n紅

(4)日本以外の国での学校での英語教育

ht.t i://www. bcst-teacher--inc. cく）m/academic/blo逗幽J.£:t

(5)英語先進国韓国と英語後進国日本

https://www. rare_iob. corn/cぅrndishlab,、1co1urnn/2Ql511()_1/

(6)「話すこと」を重視しすぎた英語教育の末路

ht.tps://tovok(、iza i. neし、!arしic i Ps/-/2265'17 

(7)イギリス英語の特徴とアメリカ英語の違い

https://schoolwith.me/countries/UK/english 
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 谷川　　健

鈴木　健也
1 5 7 0 0 1 9

シューティングゲーム

91 .異なる UI環境におけるクラス設計
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 谷川　　健

鈴木　健也
1 5 7 0 0 1 9

シューティングゲーム

91 .異なる UI環境におけるクラス設計

1 . はじめに

本研究の目的は、 SwingとAndroidの異なる環境において、再利用な部品を設計、 実装し、 再利用を

行う上で必要な要件を洗い出すことである。

2. 再利用可能なクラスの分析

再利用することのメリットとして、可読性が向上すること、不具合があった際に原因や修正方法が特

定しやすい、開発工数が削減できるといったものがある[1 l。
SwingとAndroidのプログラムはどちらも Javaでプログラムを書くことができ、根本的な部分でのプ

ログラムの再利用を図れると考えた。ただ、キーボード入力やタッチでの入力など固有の操作に関して

は再利用することは難しいと考えた為、敵の動作、弾の動作、スコアの表示の部分で再利用をしていき

たい。

3. 仕様説明

Swingの開発において、主に Eclipseを利用し、 Androidの開発においては、 AndroidStudioを利用

し開発を行った。今回、開発を行ったプログラムは、 Swing、Androidで起動する事のできるシューティ

ングゲームである。シューティングゲームにおける必要機能として自機の移動、自機からの弾の発射、

敵の表示、弾の判定、スコアの加算、範囲外処理などが挙げられそれらについて、 実装を行った。

4. クラス、プログラムコードの役割について

Swingでは、プログラムごとに役割を分離させることで、再利用可能なプログラムの作成を目指した。

それらのクラスについて説明をしていく。

■ Esshoot ing. クラスについて

このクラスでは、 JFrameの実装と Panelの貼り付けを主に行っている。

■ Fieldクラスについて

このクラスは、今回のシューティングゲーム開発において、中心的なプログラムになっており、

Enemyクラス、 Bulletクラス、 Playerクラスといった再利用可能なプログラムを呼び出しこのクラス

の JPanelへ実装している。又、このクラスは、 JPanelを継承し、インターフェースとして、KeyListener

とActionLi s tenerを実装している。

■ Bulletクラスについて

このクラスは、再利用を目的として、弾に関するメソ ッドやコンストラクタを中心に分けられたク

ラスである。その為、他クラスに呼ばれることを目的とした部分が多く存在する。

■ Playerクラスについて

このクラスでは、自機の移動を行う為に、キー入力を KeyEventにて行っていて、それによって変動
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した座標を Bulletクラスヘ渡している。

■ Enemyクラスについて

Enemyクラスでは再利用を目的として敵に関するメソッドやコンストラクタを中心に分けられたク

ラスである。 Bulletクラスと同じように他クラスに呼ばれることを目的とした部分が多く存在する。

■ Scoreクラスについて

このクラスでは、文字通り Scoreの表示を目的としたクラスとなっている。Fieldクラスと同様に、

JPanelを継承している。

今回作成を行った 6つのクラスの中で、 2.で分析したように、 Esshootingクラス、 Fieldクラス、

Playerクラスについては、非再利用部分とし、 Bu11 etクラス、 Enemyクラス、 Scoreクラスに関しては、

再利用部分として構成し開発を行った。

5. 結果

Swingから Androidに再利用を行うには、 Swingにおいて、 Swing依存のものと純粋な Javaのみで書

かれているものなのかを分ける所が大事なのだと分かった。

今回のプログラミングにおいては、 Swing依存のものを分けようと、クラスを分けることに重点を置

いた。しかし開発を進めていく中で、データの受け渡しなどの都合で、純粋な Javaで書かれた、独立す

べきクラス内に、 Swing依存のクラスと大きく繋がりのあるメソッドやコンストラクタを作らざるを得

なくなってしまった。そのため、クラスをそのまま Androidへ移すことが不可能になってしまった。

そのプログラムでは、アルゴリズム部分での部分的再利用は可能だが、同じクラスをそのまま再利用を

行うのは難しい。

6. 結論

再利用可能なプログラムの作成において留意すべき点として、 Swing特有の機能の利用、 Android特

有の機能について、理解を深め、データ受け取り、アルゴリズム部分と GUI部分での分離を行う 事が必

要となる。そして、データ受け渡しで起こった問題点を解決する上で最適解であるのは、オブザーバー

パターン [2]によるプログラム作成であると考える。オブザーバーパターンを利用しデータ更新を行う

ことで、その問題点は解決できる。

再利用可能なプログラムの作成には、エ数を増やし部品化を行うこと、オブザーバーパターン、 MVCモ

デルを理解し構成を行えること、それら部品化を行う上での高度な知識や技術、再利用部品に関する十

分な知識を持っていることが必要となる。これらを留意して開発を行うことが、再利用可能な部品作成

において必要な条件であると考える。

今後の改善点として、 SwingとAndraidでクラスをそのまま再利用できるように、クラスの分離をや

り直すことが必要であると感じた。すべてが Javaで書かれた Androidプログラムの制作についても

Swingと同じ動作が可能となるように変更を加えていきたい。

参考文献

[ 1 l 株式会社ヴァックスラボ 「オブジェクト指向とは？初心者でも分かる特徴や手法を紹介」，

ht tps ://www.vacslab.co. jp/obj ect-or ientat ion/ 

[2] (株）オージス総研 「学ぶデザインパターン」，

ht tps ://www. ogis-r i. co. jp/otc/hi roba/technical/Des ignPa t ternsWi thExample/chapter05. html 
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92 .異なる UI環境におけるクラス設計

1 . はじめに

オブジェクト指向言語を扱うメリットの一つとしてソフトウェアの部品化及び再利用が容易になる

点が挙げられる。本論文では、オブジェクト指向言語である Javaを用いて、再利用性を意識して設計

したクラスを含むリバーシプログラムを SwingとAndroid端末のそれぞれ異なる環境で実装し、その

再利用性を評価することで、再利用部品を開発するうえで留意すべき点について考察を行う。

2. リバーシアプリケーションの仕様

8X8マスの正方形の盤の中央4マスに白と黒の石を交差した状態で配置し、ゲームが開始され

る。石を打った後、縦・横・斜め方向に存在する相手色の石を自色で挟み、挟まれた石を自色に返

す。また、相手の石を返すことができないマスヘは石を打つことができず、打つことのできるマスが

ない場合はパスとなる。互いが石を打てなくなった時点でゲームを終了し、その時点で自色が多かっ

た側が勝者となる。

上記の基本機能に加え、対戦相手となる AI、着手可能マスを表示するヒント機能、自分が打った手

を取り消しできるアンドゥ機能を実装する。

3. 再利用部品設計

再利用を意識したプログラムを作成する際は、開発するプログラムの大まかな構成を決定し、 PCや

Android等の実装する環境に依存する部分と依存しない部分を分離することが必要となる。プログラム

の分類は大きく 2種類に分けられる。

(1) 環境に依存する部分 (UI、データベース、通信）

(2) 環境に依存しない部分（ロジック）

表示更新の命令

画面表示の管理

図 l 開発するアブリの大まかな構成
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図1から抽出した環境に依存しない部分である、ゲーム全体の進行を管理する部分を GameMasterク

ラス、盤の管理を行う部分を Boardクラス、 AI(対戦相手）部分を AIクラスとして設計する。

4. Java Swingで動作するアプリの設計・ 実装

Swingでは JFrameや JPanelなどのコンポーネントを利用して画面描画をする必要がある。

開始時にプレイヤーに先手か後手かを選択させる StartDispクラス、対戦中に表示される画面情報

の管理を行う ViewDispクラス、マスをクリックした際、当該マス上に存在するボタンから座標を取得

し、 石を打つ Playerクラスを設計する。画面情報の更新は GameMasterクラスか らViewDispクラスへ

値を引き渡し命令することで行っている。

5 . Androidで動作するアプリの設計・実装

Androidでは Activityと呼ばれる、 一つの画面の情報を管理しているクラスのサブクラスを生 成

し、そのクラスを通して画面の表示を行う必要がある。 Swing用アプリ同様、 StartDisp、ViewDisp、

Playerクラスを設計する。画面情報の更新は Observerパターンを使用しており、 Observerである

ViewDispクラスが GameMasterクラスを監視し、価の変更があった時点で更新を行っている。

6. 評価・考察

2つのテキストを比較し異なる箇所を検出するソフトを用いて再利用率を評価した結果、

Board 

クラス AIクラスは再利用率がほぼ 100%となっており、正しい設計がなされていたが、 GameMaster

クラスは再利用率が 50%を下回っており、正しい設計がなされていなかったと考えられる。そこで、上

記クラスを再利用率の高低で分け、それぞれの特徴、差異を調べた結果、再利用性が高いクラスは環

境に依存しないクラスとやり取りするクラスであったが、再利用性が低いクラスは UIの管理を行う、

環境に依存するクラスヘ命令や通知を行うクラスであることが分かった。本論文でも、設計後、 Swing

用に操作を少し改変した GameMasterクラスを Android用の開発環境にインポートした際、 Swingと

AndroidのGUIコンポーネントの仕様の違いや ViewDispクラスのインスタンス化可否などが原因とな

り、改変していない操作にまでエラーが発生し、やむなくクラス内の大部分を書き換えることとなっ

た。このことから、 UIを直接管理しなくとも、環境へ依存するクラス及び複数のクラスヘ関連を持つ

結合度の低いクラスは再利用性が低くなると考えられる。

上記の考えから GameMasterクラスの再利用性を高めるには、 ViewDispクラスとの関連を弱くするこ

とが必要だと考えられる。具体的には両クラスの間にクラスを用意し、出力の命令などの環境への依

存度の高い処理のみをそのクラスに実装することで、やり取りを行う相手の環境にとらわれず同一の

処理を行うことが可能となり、再利用性を高めることが可能になると推測する。

よって、再利用部品を開発するうえでの要件とは、 UIやデータベースといった環境に依存する部分

への関連が弱く、凝集度と結合度のバランスが取れた優れた部品を開発することであり、そのような

部品を開発するために抽出、設計の段階に十分な時間をかけ、適切な設計を行うことこそが再利用部

品を開発するうえで留意すべき事項であると考える。

参考文献

[1] JavaDrive 「Swingを使ってみよう」， https://www.javadrive.jp/tutorial/

[2] ドットインストール 「Androidアプリ開発入門，

ht tps ://dot ins tal 1. com/lessons/bas ic_andro id_v3 

[3] IT専科 「Observerパターン」，

http: //www. it senka. com/content s/deve 1 opmen t/des i gnpa t tern/observer. html 
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93 .異なる UI環境におけるクラス設計

1 . はじめに

本研究では、 JavaSwing [1]とAndroid端末のそれぞれで動作するプログラム（テトリス）を、オブジ

ェクト指向技術 [2]を使って、なるべく再利用できるように設計し、 実装して、再利用性を検証し、再

利用にとって重要な要素を抽出することを目的とする

昨今、マートフォンの普及によりパソコンを使用する人よりもスマートフォンを利用する人が増加

しており、それに伴い様々なアプリケーションやプログラムがAndroidなどのスマートフォンを意識し

たものかなり多くなってきているためAndroid端末で動作するプログラムも対象に加えた。

2. 機能について

基本機能として、 4つの正方形を組み合わせて作られた、片面型テトロミノ状のブロックピース7種、

本作ではこれらを 「テトリミノ 」 (Te tr imino) と呼び、フィールド上方からランダムに1種類ずつ落

下してくる。さらに消滅した段の上にあったブロックは、速やかに消えた段数分落下し、同様に新し

いテトリミノがフィールド上方に出現する。

テトリミノの出現、テトリミノの落下、テトリミノの当たり判定、テトリミノの落下を停止させる、

一列にブロックが並んでいるか判定して必要な場合消去して詰める、テトリミノの出現位置にブロッ

クがあるかを判定し必要な場合ゲームオーバーにするなどの処理を繰り返してゲームが構築されてい

る。

3. Java Swingで動作するアプリの設計

今回作成したプログラムでは、 Tetris、Bord、Shapeの3つのクラスを用意した。 Tetrisは、 mainメ

ソッドとなっている。 Bordに、動作部分と画面表示のメソッドを記述している。 Shapeには、テトリミ

ノの形を記述している。クラス図は以下の通りである。
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4 . Androidで動作するアプリの設計

今回作成したプログラムでは、 Mai nAc t iv i t yのみクラスが用意されている。MainAc t iv i t yに画面表

示、動作の処理などのすべての動作が記述されている。クラス図は以下のとおり である。
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0 叩 eattOpt1onsMt>nU(rn.!rlu:MMu): boo如""
8 onOptioo出enSdtcttd(i如 nMenultrm): bool,-,n 

5. 終わりに

3. と4. のクラス図を見てわかるように、今回私はプログラムの再利用できる部品を作成するこ

とはできなかった。しかし、 3. で記述したBordのブロックの形や、 Shapeの中のラインを削除する部

分などの環境に依存することのないロジック部分は画面表示に関わる部分とは違い再利用する ことが

できるので、そのあた りを別のクラスに移し替えることができれば、 異なるUI環境におけるクラス設

計を実現できると考えた。

ほかに、 自己の見解として、 プログラムの再利用は、 今回のような個人で行うプログラ ミングでは

感じにくかったが、規模が大きくなると変わってくるのではないかと考える。 また、部分的な改修を

行う 際にほかのク ラス に影響が出にくいので、仕様変更にも柔軟に対応ができる。しかし、オブジェ

クト指向への理解が薄かった私の場合だと、仕様理解に大量の時間がかかってしまう場合が多かった。

また、クラスなどの部品を取り出そうとすると階層構造や参照関係によって絡まってしまい取り出せ

なくなることが発生した。

やり残した反省点やこれか らの課題として、 プログラムをSwingとAndroidともに完成させることは

できたのだが、 再利用部分の作成をうまく構築することができなかったため、 再利用部品をうま く作

成したい。さらに最低限のテトリ スの実装までしか行う ことができなかったため、速度変化やホール

ド、 次のテトリミノ、 落下予測地点の表示などの拡張機能の実装、操作性の改善、また再利用部分の

見直しや、コー ドの最適化などを行いたい。

参考文献

[1) JavaDrive「Swingを使ってみよう」 https://www.javadrive.jp/tutorial/ 

[2) オブジェクト指向開発トレーニングブック 著者：三苫健太 出版社：技術評論社
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テトリス

94 .異なる UI環境におけるクラス設計

1 . はじめに

Android [1]とJavaSwing [2] [3]を使ったアプリケーションは、同じ Java言語で開発するが、そのま

ま移植しても正しく動作しない。正しく動作させるためにユーザーインターフェースを考慮してプログ

ラムを再度書き直す必要があるが、なるべくプログラムを書き換えない、再利用可能なプログラムを作

成することができれば、成果物完成への効率が上がると考えた。本研究の目的は、テトリスを対象に、

再利用可能な部品（クラス）を設計し、 UIが異なる二つの環境で実装し、どの程度再利用できるかを検

証することである。

2. テトリスの機能について

機能テトリス [4]を設計するにあたり、テトリスの概要を詳しく知る必要があるためテトリスについ

てまず調べた。テトリスは、 Iブロ ック、 Lブロ ック、 Jブロック、Sブロ ック、 Zブロック、 Tブロ

ック、 0ブロックの 7種類かつ 4マスのブロックで形成されたテトリミノと縦 20マス横 10マスのステ

ージから成り立つ。テトリミノを上から下に落下させてステージ内に積み上げ、横 l列にブロックがそ

ろったらその列のブロックを消し積み上げてあるブロックを下に詰めて、スコアを加算するゲームであ

る。またワールドルールとクラシックルールというブロックの回転方法などが違う 2つのルールがある

ことがわかったがルールすべてを再現することは難しいと考え、ワールドルールを主とした独自ルール

で進めることにした。これらを元に以下の機能を実装する。

・ポーズ機能

・ブロックのホールド機能

• 高速落下機能

・落下ブロックの右または左回転機能

・スコア機能

・消したブロック列に応じて落下速度が上がる難易度機能

・次に落下するブロックを表示する機能

・ブロックが偏ることなく満遍なく抽選される機能
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3. 再利用部品設計について

再利用可能な部品設計にしていくにはユーザーインターフェースなど環境に依存する部分とロジッ

ク部分などの依存しない部分に分離し、依存しない部分を別の環境でも利用できるように、再利用部品

（クラス）を設計する。

分離の方法として、オブジェクト指向のオブザーバーパターンや MVCモデルがある。今回は使った

ことのある MVCモデルを使用する。 MVCモデルは Model、View、Controllerに分けてコーディングする

モデルである。 MVCでは作成するプログラムは Vの部分はユーザーインターフェース、つまり入出力の

違いから、 Cの部分はその Vを変更するのでそのまま再利用するのは難しいが、 Mの部分はビジネスロ

ジック、いわゆるシステム本体はユーザーインターフェースに依存せずに作成することができる。

ユーザーインターフェースは、 AndroidとJavaSwingで設計は異なる。 JavaSwingでは、 JFrame、

JPanel、GUI部品を使って設計する。 Androidでは、 Activity、Viewなどを使って設計する。

4. JavaSwing•Android で動作するアプリの設計

ユーザーインターフェースは、 JavaSwingは入力がキーボードであるが Androidは画面からの入力

である。 Androidについては操作入力の方法を 2つほど考え実装した。

1つ目は実際に矢印ボタンなどを実装し、出力している画面に擬似的なキーボードを実装し、そこ

から入カデータを受け付ける。

2つ目は右上・上・左上・右下・下・左下と画面を 6つに分割し、それぞれタップされた場所で操作

するという方法である。他にフリップやスワイプなどを実装すれば操作可能なものが増える。

5. 終わりに

本テーマを選択して、開発環境を整えるところにかなりの時間を使ってしまった。また Androidで

は、共通して使うクラスの描写が失敗しているので、実際に共通して使えるかどうかの確認ができなか

ったが、コンパイルの時点でエラーが出力されず、描写の必要がないスコア表示の部分は出力すること

ができたので共通で使えられると考えられる。今後、再利用可能設計について、会得していると作業効

率が向上すると考えられるので、より 一層理解を深めるようにしていきたい。

参考文献

[1] JavaDrive「Swingを使ってみよう」， https ://www. j avadr ive. j p/tu torial/ 

[2] Javaで Tetris, http://www. geocities. co. jp/Bookend/5829/java/ 

[3] ドットインストール「Androidアプリ開発入門（全 11回），

ht t p s : //do t i n s t a 11. com/ 1 e s sons/bas i c _and r o i d _ v 3 

[4] テトリスのルール ，https ://www.nintendo.co. j p/ds/at r j/rule/index. html 
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テトリス

95 .異なる UI環境におけるクラス設計

1 . はじめに

テーマである「異なる UI環境におけるクラス設計」では、開発言語が Javaである、 SwingとAndroid

の二つの UI環境で、できるだけプログラムを再利用できるよう設計し、実際に制作する。

このテーマでは SwingとAndraidの二つの環境でできるだけプログラムを再利用できるよう設計し制

作することを目的とする。

2. 機能について

テトリスの機能として、ブロックの生成、次のブロックの表示、 一定時間ごとにブロックの落下、ブ

ロックの左右下移動、ブロックの回転、スコアの表示、消した行数の表示、スコアに応じた落下スピー

ドの変化、ブロックの落下スピードのレベルの表示機能を制作する。

3. 再利用部品設計について

今回制作する SwingとAndroidは、プログラミング言語はどちらも Javaである。 Swingはユーザーか

ら見える GUIのAP!であり、 AndroidはOSのことだが Swing同様 UIの設計をすることができる。そこ

でクラス設計を行う上で、UIアーキテクチャパターンのMVCモデル [l][2] [3]を利用して設計していく。

MVCモデルは、処理を行うモデル、表示を行うビュー、入力操作などを行うコントローラの 3つに分割

して設計する手法である。今回、再利用部品として設計するのは、環境に依存することがない処理を行

うモデルを再利用部品として考え設計していく。

再利用部品は、インターフェイスとそのインターフェイスを実装したクラスに設計した。

インターフェイスには、ゲーム画面で使う同時に消した行ごとの得点やブロックの落ちる速さの最小

値、最大値などの定数と実装しなければならないブロックの移動、回転、固定、生成、横一列が埋まっ

ていないか確認する関数、行を削除する関数などを定義した。

インターフェイスを実装したクラスでは、ブロックを動かすゲームマス、次に出現させるブロックを

格納するマス、現在のスコア、現在のブロックの落ちるスピードなどの変数、インターフェイスで定義

した関数の実装をする。

インターフェイスのみを再利用部品にしてしまうと、インターフェイスを実装したクラスを UI環境

ごとに追加しなければならない。そのため、今回の目的であるプログラムの再利用部品が少なくなる。

そのため、インターフェイスを実装したクラスを作り、クラスの中に処理を実装し他のクラスからも参

照できるようにし再利用部品にすることで、再利用できるものをインターフェイスのみから実際の処理
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を行うクラスを追加することができ再利用部品の多く含めることが出来る。

4. Java Swingで動作するアプリの設計

JavaのSwingで動作するアプリでは、前述の MVCモデルにあてはめ、 再利用部品であるモデル、 GUI

である Swingで表示を行う ビュー、キーボードからの入力を受け取るコン トローラで構成する。前述通

り再利用部品としてモデルを設計するため、後述の Androidアプリの設計でも使用する。ビューによる

表示には Swingに備わっている JPanel、JLabelを使用し、モデルで起きたデータの変化をビューで表

示させる。 コントローラの入力はパソコンでアプリを動作させるためキーボードで操作を受け付けるよ

うにした。

5. Androidで動作するアプリの設計

Androidで動作するアプリでは、再利用部品であるモデル、表示を AndraidのUIで行うビュー、バー

チャルコンソールからの入力を受け取るコントローラで構成する。コントローラは Androidがタッチパ

ネルでの操作になるため、 UI部品のボタンを通しての操作を受け付けるようにした。

6. おわりに

今回使用したMVCモデルのほかにもイベントを通知する側と通知される側に分けて設計するオブザー

バーパターンやプレゼンテーションモデルなど、 UIアーキテクチャパターンは複数あった。クラス設計

を行うためのデザイ ンパターンは数多くあり、様々なメリ ットとデメリ ットを持っていることが理解で

きた。

再利用部品を設計するうえで再利用部品に環境に依存するものを含めないこと、処理の流れを UI環

境ごとに変えないことに留意して行った。環境に依存するものを再利用部品に含めると UI環境ごとに

再利用部品を変更する必要がでるためだ。処理の流れを環境ごとに変えるとそれぞれの環境でうまく表

示されないなどの不具合がおきてしまうため、 UI環境ごとに処理の流れを変えないことが重要である。

また、インターフェイスによる実装が役立っ た。インターフェイスを利用することで、実装する機能

をあらかじめ宣言できるため、機能の実装忘れを予防できる。さらに、定数を宣言する こともできるた

め、プログラムの可読性や保守性を上げることができる。

今回はMVCモデルを利用したが今後は他のデザインパターンを利用したクラス設計を行ったアプリを

作成したいと思う。

参考文献

[l] Yukun's Blog「Java:イベント駆動による ModelとViewの分離 ーObserverパターン」，

http: //www. yukun. info/b 1 og/2009/03/ j ava-observe-even t一皿odel-view.html 

[2] 壺ラボ 「SwingでUIアーキテクチャパターン」，

http:// t ubo 1 abo. hat enab 1 og. com/en t ry/20120116/1326738721 

[3] 壺ラボ「SwingでUIアーキテクチャパターン MVC編」，

ht t p : / / t u b o 1 ab o. ha t en ab 1 o g. com/en t r y / 2 0 1 2 0 11 7 / 13 2 6 812 3 9 3 
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96 .異なる UI環境におけるクラス設計

1 . はじめに

今回の研究目的は、異なる UI環境で同じような動作が行えるプログラムの作成である。 UI環境によ

って、用意されているライブラリ等が異なることにより、クラス設計や記述方法が異なることが多い。

今回の研究では、 SwingとAndraidの二つの環境で、同じ動作を行うプログラムを作成することで、ク

ラス設計や記述方法等の相違、再利用部品の有無を調査することにした。

確認するためのプログラムとして、プレイヤーは直進するエネミーを避けながら、弾によりエネミー

を撃破するシューティングゲームとして作成した。

2. クラス設計

実際に作成したクラス図 （図 1Swing版クラス図）は以下の通りである。

□三］
Panel Observer 

Java Swing用クラス

図1Swing版クラス図

青枠に囲まれた部分は再利用が可能なクラスで、赤枠に囲まれた部分は環境ごとで依存するクラスを

表している。 Android版も同様、赤枠で囲まれた部分に変更点が集中している。

再利用可能なクラスは、 主に各キャラクター用クラスや、後述するオブザーバーパターンで必要とな

る部品に分けられる。それに伴い、これらのクラスを再利用部品と定義した。

各キャラクター用クラスでは、キャラクターごとの座標や生存状況の属性や、移動や当たり判定等の

アクションを行うための処理を所持している。

各キャラクター用クラスは以下の 3つで、 Subjectクラスを継承させて作成している。

・PlayerSubject ・EnemySubject ・TamaSubj ec t 

これにより、 Observer側からの呼出しで、座標の更新を行わせることができる。
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Observerインターフェースは、具象するクラスが Subjectに複数登録して実行させるため、 Subject

クラスに集約するようになっている。

一方、環境ごとで依存するクラスには、主に描画に関する処理や、ゲーム全体を制御するためのクラ

スに分けられた。

以上のように分けた上で、主な流れを定めることにした。

再利用可能なクラスで座標等の属性情報を更新させて、その更新された座標を環境ごとで依存するク

ラスに渡す。その後、環境ごとで用意されている GUIやライブラリを活用することにより、各キャラク

ターの描画を行わせることを目標とした。

後述するオブザーバーパターンを使用することで、クラス設計の変更点を絞ることができた。

3. オブザーバーパターンについて

オブザーバーパターン[!]とは、あるクラスで処理が発生したことを別のクラスに伝達する、デザイン

パターンのひとつである。オブザーバーパターンには、 主に Subjectと Observerの二種類で使用され

ている。

今回の研究でこのデザイ ンパターンを採用 した理由は、オブザーバーパターンの性質にある。オブザ

ーバーパターンを構成する SubjectとObserverは、それぞれモデルとビューとしての役割を担ってい

る。モデルでは属性情報の管理や更新、ビューでは描画や出力等の処理を主に行っている。

今回の研究で検討した設計において、環境ごとで依存するクラスでは、主に描画に関する処理が依存

していた。

その点に着目し、共通で使用できる各キャラクターの属性情報を Subjectで管理し、各環境で処理を

行う描画処理を Observerで行わせるようにした。

4. 今回の研究で得た結果や知見

オブザーバーパターンを使用したことによって、環境に依存しない部分と依存する部分で区分するこ

とができ、再利用部品を活用することができた。それに伴い、別の環境で作成する際の引継ぎが容易に

行えるようになった。

その結果、 SwingとAndroid二つの UI環境で同じ動作を行うプログラムを作成することができた。

異なる UI環境で、同じ動作を行うプログラムを作成することの留意点は以下にあげる。

• 作成するプログラムで、環境で依存する部分と依存しない部分を区分しておく

・引継ぎの際に、元のクラスの内容が煩雑化していると、データの受け渡しや修正が困難になるので、

できるだけ簡略化させておく

これらを踏まえた上で開発を行えば、異なる環境での引継ぎ等が容易に行えると考察する。

参考文献

[l] Java: イベント駆動による Model と View の分離ーObserver パターン — Yukun 's Blog 

ht tps ://yukun. info/j ava-observe-event-model-view/ 
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97 .異なる UI環境におけるクラス設計

1 . 初めに

今回の研究では異なる UIにおけるクラスの再利用性を、シューティングゲームを使って評価する。

今回異なる UIとして選ばれたのは SwingとAndroid端末であり、 Swingでは JFrameを使用するが

Android端末では AppCompatAc ti vi t yである。それらの違いを踏まえつつ再利用可能なクラスを設計し

評価する。

2. シューティングゲームの仕様

今回作成したシューティングゲームは、ボタン操作でプレイヤーキャラを動かし、動く敵に弾を撃

ち命中させるゲームとしている。

3. 本研究で使用した技術

今回作成するシューティングゲームはデータベースを必要とせず、通信対戦といった要素もない。

そのため今回の環境に依存する部分とは UIのみであり、これはキャラ表示機能のみが該当しそれ以外

の機能はクラスとしてすべて再利用可能だと考えた。

3. 1 Java Swing版シューティング

今回私は Swingの JFrameを使いシューティングゲームを作成した。まず JFrameの

Image, JBt ton, JLabe, Panelを使うことで、キャラ画像、ボタン、スコアラベルの表示場所を作成し

た。

また、 Runnableの run0を使い、敵キャラの移動、弾の移動、弾が敵キャラに当たった時の処理を

作成した。これで JavaSwingのシューティングゲームが完成した。

3. 2 Android版シューティング

JFrameとは違い、 Xmlにキャラクターの画像、ボタンやスコアを配置し、それを Javaで呼び出し

た。だが各種の問題があり、キャラ表示機能以外は再利用するつもりだったがゲームを動かすメイン

のクラスも再利用できなかった。だが再利用できる部品もあった。それはプレイヤーキャラの移動処

理だった。

4. まとめ
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再利用可能な部品を作るうえで留意すべき事項といえば、 3で考えた通り UI部分とロジック部分に

分けて考えることが重要になる。SwingとAndroidで動かすとはいえ使用する言語はJavaである。今

回は JFrameとAppCompatActivi tyを使用したがこれらを使用しない部分の処理など同じ言語で書いて

ある以上書いてある内容も同じである。

また、この考えを助ける手段として技術とは到底呼べないが完成した部品をそっくりそのまま移植

してしまうのが有効だと実感した。 AndroidStudioはとても優秀であり、再利用できない部分に関し

てはエラーで返してくれるからだ。Javaの知識に乏しい私にとってそれはエラーが出るたびに原因を

調べ様々な知識を私に与えてくれた。

いかに、 二つのソースコードで近い物を挙げる。

(x_ufo+30")) && 
<= 15ll_ 1 

}
-

try 
Thread.sleep(2lffiJ; 

IL 
catchlbcept ion e 

*swing版

*android版
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テトリス

98 .異なる UI環境におけるクラス設計

1 . 目的

本論文でのテーマは、コンピュータ言語の再利用性に目を向けたものである。アプリケーション

「テトリ ス」 [l]を異なる UI環境で、互いに再利用可能な部品設計構成を意識し作成後、その再利用

性の評価を目的とする。言語は java [2]を使い、 JavaSwingとAndroidの2つの環境で動作するよう

に、共通に使えるクラスを設計・実装する。

2. テトリス

テーマで用いる「テ トリス」は、俗に言うパズルゲームにあたり、ソビエト社会主義共和国連邦の

科学者のチームが開発したものである。落下してくるブロック（テトリミノ）を四角形の枠に、ブロ

ックの出現位置と重ならないよう、並べていく。又、横列をブロックで全て埋めるとその列が削除さ

れる。

3. 再利用性の目的

再利用性の定義づけと効果や利点を取り上げる。ここでの再利用とは、ソフトウェアに関するモノ

とする。再利用は、繰り返し使用・活用する部分の共通部を洗い出し、 一括で使用可能な仕組をつく

り、その都度作成する反復活動を無くし、ソフトウェア全体の向上を図る構築要素の一つである。

4. JavaSwingでのテトリス設計構成

再利用性を作成ファイル毎に、分類する。 評価基準は同じ機能を持つアプリケーションを Java
SwingとAndroidで作成した場合の互換性に重きを置き、 再利用（完全）、再利用（一部）、再利用（不

可）とする。

評価 ファイル名 概要

再利用（完全） 「TetorisuField.java」 画面の初期化、画面変異の処理

「TetorisuBlock.java」 テトリミノ関連の管理 ミノの移動

再利用（一部） 「TetorisuContorol」 ゲームの進行

再利用（不可） 「TetorisuMain.java」 アプリケーションの起動• 初期設定の呼び出

「TetorisuWindow.java」 し

画面描画 フレーム設計 ボタン管理

再利用（完全）では、判定や呼び出しメソ ッドを主に所有し、 Swing固有の性質が無く、 Androidで

再利用できる。再利用（不可）は、描画やアプリの起動等、外部の関わりが強く、 GUI等の Swing固有

の形式で構成され、変更点が多い。再利用（一部）は、ゲーム進行であり、言語固有の動きは無い。

しかし、 再利用（不可）のクラスが機能する前提があり 、純粋な再利用は不可である。同一のアプリ

作成時は比較判定処理の仕方、アルゴリズムの流れは、 共有可能なため、再利用できる。

5. 再利用性のし「易い・可能」な場合と「困難・ 不可能」な場合の違い

4. の結果から、再利用し易い・可能な場合の特徴は、「作成するモノが互いに内容が近い」「言語

固有の動作が無い」再利用が困難・不可能なモノは、「内容に新規作成点が多い」「言語固有の動作を

使用する」特徴がある。と言える。再利用性を発揮するためには、 「新たに作成する生産物」と 「過去

に生産したソフトウェア資産」が共通する部分を持つことが必要となる。そして、新たなモノを作ろ

うとする程、言語固有の特徴を活用する程、再利用性は下がり、生産物が過去の資産に近い程、 言語

の共通機能を活用する程、再利用性が上がる。図1に示す。
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6. ソフトウェア資産を機能させるために必要なこと

再利用性を活用するためには、過去のソフトウェア資産を管理することが必要となる①生産物を構

成する際に、 「再利用性を考慮し作成」② 「蓄積した資産を把握」③ 「適切な再利用資産を選び出す」

これらの 3つを満たし、類似案件が出た際、適切な資産を探し出せる環境を用意することが大切とな

る。

7. 再利用性の負の面

6. の内容は、再利用を効果的に発揮するために、必要となった労力である。この労力を再利用性

の負の効果とすると、以下の 3つが挙げられる。 6の①は、「作成難度」の上昇、 6の②③は「管理労

カ」となる。 3つめが「先行投資」の側面である。再利用性の土台づくり、にエネルギーを割いて

も、その段階では、ソフトウェア資産を得る環境作りの段階までであり、再利用性を発揮する訳では

無い。再利用準備後 「類似案件が発生」した時にそこで、再利用性の発揮がされる。つまり、再利用

性の発揮までは、再利用性の環境維持のため、負の効果を抱え続け、現行とは別の部分に、エネルギ

ーを使用する。そのため再利用性は準備があり、未来への先行投資の面が強い。図 2に示す。

8. Androidへの再利用を考える。

アプリ作成に際して、困難な点があり、 Android版のテトリスは現段階で未完成である。実物を交え

た検証ができないため、イメージ・推察により、 Android版で再度作成する際の再利用を考察する。再

利用（完全）と評価したファイルは再利用し、再利用（一部）・再利用（不可）の部分を考える。起

動・初期設定の呼び出しは、 Swing固有の起動形式であるため、ゲーム進行の Android版新規作成 2
（仮名）に統合する。

ファイル名 概要

TetorisuField. java 画面の初期化、画面変異の処理

TetorisuBlock. java テトリミノ関連の管理 ミノの移動

新規作成 2と統合 アプリケーションの起動・初期設定の呼び出し

Android版新規作成 1 画面描画 フレーム設計 ボタン管理

Android版新規作成 2 ゲームの進行

画面比率サイズの変更や指でのタッチ操作を考慮し調整を行う。起動終了処理の形式変更が予測さ

れる。他多数変更点があると考えられるが、 Androidで作成した場合のイメージはここまでとする。

Android版が作成されず、再利用が発揮されていないため、再利用性の負の効果のみ発生している。

9. 異なる UI 環境におけるクラス設計

再利用性は、 未来の業務や現在の業務を助けてくれるが、そのためには、過去の段階から未来に対

し効果的な設計で作成し、現在まで、活用能カ・環境を整備している必要がある。そして、現在で

は、再利用を高める場合、今の業務のエネルギーを直近の目的から余分に使用する必要がある。又、

再利用性を発揮するために、難解な形に変われば、バグや品質の向上を妨げることになる。

再利用性を高い純度で活用するためには、 1. 「先行投資の意識」 2. 「言語固有の能力• 特徴と再

利用を天秤にかける視野」 3. 「再利用性への技術理解力」 4. 「作成技術者の能力把握」することが

重要と考える。

再利用し易い可能

内容が互いに近い

言籍固有動作がない

再利用が困難不可

内容が新しい

言語固有動作を使用

過
去

図1 再利用し「易い」場合と

「困難」な場合
図2 再利用性の発揮と先行投資

参考文献

[l] The Tetris Company https://tetris.com/ 
[2] J avaDr i ve 初心者でも分かりやすいサイト JavaDrive「Swingを使ってみよう」

https://www.javadrive.jp/tutorial/ 
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99 .異なる UI環境におけるクラス設計

1 . はじめに

今回の再利用部品を考慮したアプリケーション（以下アプリ）開発を行うにあたり、どのような点

に留意すれば再利用可能な部品を作成できるのかを解明していく。また、解明していくために、 1つ

の機能を 2つの異なる環境で実装し、出来るだけ同じクラスが使えるようにすることで、再利用可能

な部品を作成するための要件を洗い出すことにする。そして、調査、設計、実装を行い、動作するプ

ログラムを作成することと し、エンジニアとしてのプログラミング技術を磨くことが目的である。

2. GUI 

GUIとは、グラフィカルユーザインタフェース (GraphicalUser Interface)の頭文字をとったもの

であり、コンピュータの画面上にグラフィ ックを表示する。GUIではウィンドウやボタン、アイコンと

いった要素を組み合わせて構成することでユーザが目的の動作を行える画面を表示する [l]。

3. Swing 

SwingはGUIコンポーネントに頼ることなく、独自の GUIコンポーネントを描画するため、 開発環

境の違いがない。さらに開発環境で用意されている以上の GUIコンポーネントが利用できる。また、

Swingは JavaのGUIツールキットである。同じく JavaのGUIツールキットである A町を拡張したも

のでもあり、 Javaプログラムに GUIを提供する APIである [2]。

4. 機能

以下の機能を実装した。

・数独を解くアルゴリズム

・問題を読み込む

・数字のクリア

・アンドゥー

5. 再利用部品設計について

部品が増えていく ため、既存の部品を組み合わせてシステム開発を行うことができ、コストを抑え

られる。部品を再利用するには、再利用するための部品を設計しなければならない。すべての部品を

使うならば問題ないが、開発するものによっては再利用部品を使用しないことや今後一度も使わない

部品が存在する。そのため、エ数をかけた部品が無駄になってしまう。

今回は図 1のようなクラス設計をしている。右側の 4つのクラス（部品クラス）が再利用可能なク

ラスであり、それぞれ独立している。この部品クラスは GUIに依存していないため、コンソールのみ
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でも動作する。したがって、 AndraidGUIで開発する際に、部品クラスをそのまま用いて開発すること

が出来る。

ClearCells 

Sort 
Swing GUI 

ReadCells 

Judgment 

図 1 クラス設計

6. 再利用部品を作るうえで留意すべき事項、役に立つ技術などについて考察

私は開発する際に、似たような機能をまとめて部品にすることで開発する際の時間短縮や手間

を省けると考えた。今回の開発を通して自身が感じた再利用部品を作るメリットがあった。まず、コ

ードの見やすくなることとわかりやすくなることだ。私は開発に取り組み始めた際、 一つのクラスに

すべての機能をまとめて作成していた。はじめは問題なく取り組んでいたが、コードの数が多くなる

につれて、修正したいコードを探すことに時間がかかるようになっていた。また、機能のメソ ッドの

順序がバラバラになり、 一つのバグを治すのにどこを修正して良いのかわからなくなることが多くあ

った。その後、機能ごとにクラスを分け、バラバラになったメソッドをまとめることによって解決し

た。

また、再利用可能なクラスを設計する際に、数独に必要な処理を行う部品クラス、画面表示を行う

SwingGUIクラスを分けること意識した。

機能を部品にすることで、数独の応用アプリ (9X9ではなく 15X 15など）を作成する際に複数人で

の開発が容易になる。機能ごとに作成者を設けることができ、開発する時間が大幅に減少する。しか

し、機能の作成が終わり、プログラムの実行をした際のバグを少なくするには、設計段階でクラス間

を行き来する変数などを明確にいていかなければならない。

7. おわりに

今回の開発では、自身の知識や技術を向上させることができた。残念ながら完璧なSwingアプリ、

Androidアプリの完成までは到達できなかったが、失敗やバグの修正を通して Java言語の理解を深め

ることができた。私は Java言語に苦手意識を持っており、理解をすることにかなりの時間をかけてし

まい、成果物の作成に取り組む時期が遅くなってしまった。しかし、理解に時間をかけたことは無駄

なことではなく、卒業論文に取り組む前の自身と比べると技術力の向上しているのがわかる。

今後の課題としては、複数人での開発に挑戦したいと考えている。今回は一人で自分の力で開発を

進めていたが、複数人で相談したり、レビューを繰り返したりして開発したいと考えている。

参考文献

[ 1 lコトバンク「GUIとは」<https://kotobank. jp/word/GUI-4007〉2018/8/15アクセス

[2] はじめての Java入門 < http://wwwl.bbiq_.jp/takeharu/guiO. html〉2018/8/15アクセス
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100 .異なる UI環境におけるクラス設計

1 . はじめに

オブジェクト指向で開発するにあたり、クラス設計で意識するポイントとして環境に依存する部分と

依存しない部分を分離することがあげられる。依存しない部分をどんな環境でも利用できるように設計

する、再利用を意識することにより、さまざまな UIへの実装や再利用部品の取り換えが可能となって

くる。本研究は、数独パズルという成果物を SwingとAndraidで作成する過程でどのような部品を再利

用部品にするべきかを考察する。数独の基本は、 3X3のブロックに区切られた 9X9の正方形の枠内に

それぞれ 1-----9までの数字を空欄に埋めていく 。全ての空欄を条件に従って埋めることができればゲー

ムクリアである。

2. 数独パズルの機能について

今回、開発を行ったプログラムは Javaをベースとし、 Swing[1]とAndroidのそれぞれの GUIを用い

て開発した。数独パズルの機能として組み込んだのは、問題の解答・数字削除・アンドゥ・ ヒント表示 ・

完成判定機能を実装した。

3. 再利用部品の設計について

pkg 

XPlus 

~ array lnteQernn 

-arra必ai lntegetl]O = new lnteger[9][9] 

-flao booleannn 

-1udgeFlag boolean = false Mget 

-backCnt int = O 
-hmtsWords String + stackPlus{row int, col int, back mt) void 

-stRow Stack<lnteger> = new Stack<lnteger>(l + stackEx() VOid 

-stCol Stack<lnteger> = new Stack<lnteger>(l + 1udQment() int 

-stVal Stack<lnteger> = new Stack<lnteger>(l + HintsGet(l int 

図 1 再利用部品クラス図

再利用部品として、共通でもてる変数クラスとメソ ッドクラスを設計した。SwingとAndroidで実装

し、改良を重ねていった結果、共通クラスをこの形にすることで落ち着いた。 XPlusクラスが変数クラ

スで、 Mgetクラスがメソッドクラスである。 XPlusクラスには、盤面の配列情報、問題の解答情報、盤

面入力制御情報、完成判定情報、ヒント機能・アンドゥ機能実装のための Stack情報を変数として持た

せている。Mgetクラスには、ボタンを押した際の処理で共通化できるものを持たせている。 Stackを行
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うためのメソッド、 Stackの上限制御を行うメソッド、完成かどうかを判定するメソッド、ヒントを表

示するための内部処理を行うメソッドがある。

4. Java Swingでの操作するアプリ設計について

Swingでは、 Swingでの機能を使うために必要な変数をまとめた変数クラスと共通部分として設計し

た変数クラスを中心にして設計を行った。盤面の表示やボタンの作成、配置などは Swing用の GUIクラ

ス [2]を用いて行った。実装する際に TableModelや Button、Rendererをカスタムする必要があったの

で、それぞれ元から実装してあるクラスを継承して新たにカスタムクラスを作り実装した。

5 . Androidで動作するアプリ設計について

Androidでは、 Viewをカスタムし onDrawで Viewに盤面を描くこと [3]によって描画した。カスタム

Viewにしたことにより、画面上のマス目の判定を座標取得により行わなければならなかったため、位置

情報を特定するメソッドを onTouchEvent [4]に持たせるようにした。

5. 考察

SwingとAndroidに関して GUIに依存しなければできない部分が多々あったため、再利用部品を作成

すること自体が困難である。また、再利用部品の設計から入ろうとしても Swing・Androidの前提知識が

ない状態だったのですぐには分けることができなかった。再利用部品を最初から設計していくのではな

く、開発を進めていく過程で再利用部品にできそうなものを取り出していく形がやりやすいと感じた。

再利用部品を分析する際に、少しでも違う箇所があると判定条件を加えることになり、取り出す箇所を

間違えると動かなくなってしまうため、留意が必要である。再利用部品として変数クラスやメソッドク

ラスを staticとして用意し、どこからでも呼び出し、格納するという技術が有効であった。しかし、多

用しすぎるとメモリの消費過多になりプログラムがうまく起動しなくなることもあるので、どの変数を

常時持たせるかについては選ばなければならない。

6. おわりに

最終的にすべての機能を実装できたことで達成感を得ている。今後の課題として、その他数独パズル

を解きやすくなるような細かい機能を実装していきたいと思う。 Swing・Androidともに開発をすること

が初めてであった。 Swingに関しては Frame・Panelに関する知識を身に着けるところから、 Androidに

関してはViewに関する知識を身に着けるところからのスタートであったため、開発には大変苦労した。

Javaの基礎知識に関しては学んでいたが、実際に開発し、描画したりすることとなるとまた違った難し

さがあるということを学べた。今後の課題として、より見やすく解きやすい数独パズルの開発を研究し

ていく中で再利用部品として扱える部品を考察していこうと考える。

参考文献

[1] Swingのイベント処理 http://www. a tmarki t. co. j p/a it/art icles/0608/19/news014_2. html 

[2] とほほの Java入門， http://www. tohoho-web. com/j ava/swing. htm 

[3] AndroidのCanvasを使う， https ://tech.recruit-mp. co. jp/mobi le/remember_canvasl/ 

[4] Androidでアプリ画面のタッチイベントを取得する方法

ht tps :/ /techboos ter. org/andro id/appl icat ion/715/ 
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101 .ゲーミフィケーションを組み込んだ金銭管理アプリケーションの構築

1. はじめに

昨今，消費税の増税やら五輪後の景気やら日本

の経済は先行きが不透明でどうなるか分からな

い．そのため，もしも不景気になった時に備えて

金を貯めておく必要がある．金を貯める際にまず

することといえば支出を減らすことである．この

支出を減らすことを誰でも簡単にできるように

するために金銭管理アプリケーションを作るこ

とにして作成を開始したそして，金銭管理アプ

リケーションを WEBアプリケーションにするか，

スマートフォンのアプリケーションにするか悩

んだ結果，今の世の中はほとんどの人がスマート

フォンを所持していること，スマートフォン用の

アプリケーションにしたほうがスマートフォン

を所持していれば買い物などを行った後即座に

支出を記録できて，記録忘れや記録漏れがなくな

ることからスマートフォン用のアプリケーショ

ンとして開発していくことを決定した

2. ゲーミフィケーションとゲーム的要素とは

ゲーミフィケーションとは既存のサービスに

ゲーム的要素を組み込むことによってユーザー

を動機づけし，継続的に利用してもらうための仕

組みのことである「ゲーム化する」という意味の

「Gamif y」の名詞形「ゲーミフィケーション

(Gamification)」からきている.2010年ごろから

使われ始め， 2011年 7月にアメリカの大手調査会

社ガードナーが発表した「テクノロジーハイプサ

イクル」に取り上げられたことやユーザー側の環

境が整ったこと，成功例が相次いだことなどから

メディアに登場するようになった [1].

ゲーミフィケーションで欠かすことのできな

いものがゲーム的要素であるゲーム的要素には

ポイントやスタンプ，ランキング，レベルバッジ

など挙げていくとかなりの数になるこれらを用

いた例としてはコンビニやスーパー，家電量販店

などの買い物をするとポイントがもらえそのポ

イントがたまるとランクが上がって記念品がも

らえたりたまったポイントでさらに買い物がで

きたりするポイントシステムや，観光地で行われ

ることの多い観光名所を回るスタンプラリーな

どがあるまた，夏休みのラジオ体操のスタンプ

などもゲーム的要素を用いているといえる [2].

このアプリケーションの問題点として挙げら

れる中にユーザーがこのアプリケーションを続

けて使用するモチベーションがないことと，支出

をもう減らすのは無理と思い込んで支出を減ら

すことをやめてしまう可能性があることがある．

これらの問題点を解決するためにこのアプリケ

ーションには 2つのゲーム的要素を追加すること

にした

1つ目は条件を満たすとバッジを入手できるバ

ッジ蒐集機能とバッジの蒐集状況を示すレベル

機能支出を多ユーザーと比べられるランキング

機能である．これがあることでユーザーがこのア

プリケーションを続けて使用するモチベーショ

ンとなり長期的な支出の削減が見込まれる

2つ目は他ユーザーの支出状況と自分の支出状
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況を比較して自分の支出を減らすことにつなげ

るためのランキング機能である．これにより自

分よりも支出を減らしている人がいることを確

認することでさらに支出を減らすことにつなが

るのである．

3. アプリケーションの概要

このアプリケーションは，ゲーミフィケーショ

ンを組み込んだ金銭管理アプリケーションであ

る画面遷移は図 lのとおりであるアプリ起動時

はスタート画面から開始するスタート画面から

金銭管理のデータが表示されるトップ画面へと

移動する．トップ画面に表示する金銭管理のデー

タ管理はデータベースを利用して行う． そして，

入力画面でデータベースに支出の日付，ジャンル，

金額を入力していく日付は入力した日の日付が

自動で入力されるジャンルは既に入力してある

21個とその他の中からユーザーに選択させる．金

額もユーザーに入力させる．トップ画面に支出の

データを表示する際は—id の昇順にソートをして

から表示をするデータを変更削除する際はト

ップ画面から変更・削除画面へと飛び，変更する

ならデータの変更を，削除するなら削除ボタンを

この条件は一部例外があるが，基本的に支出を〇

0円以内に収めるというものである．

レベル機能

バッジの取得率に応じてレベルが上がってい

く機能レベルの上限は 8で表記上はレベル MAX

となる

5. 開発環境と動作環境

Android Studio 2. 3. 3で製作言語は javaを使

用．データベースには Realmを用いている．

Android 4. 0. 3のエミュレーターにて動作を確認

実機テストはまだ行っていない．

6. おわりに

今回は，経済の先行きが不透明な中，支出を少

しでも減らすことができればさまざまな人の役

に立つことになり社会的にも有用となるからと

いう理由で金銭管理アプリケーションを製作し

た動作はエミュレーターのみだが動くのを確認

した今後の課題としては実装できなかった機能

の実装バッジの取得条件の難易度調整が挙げら

れる．

押してデータを削除する． バッジや称号の情報 参考文献

はボーナス画面とバッジ詳細画面で表示するま [1]クラウド時代のビジネスメディア ボクシル

た，ボーナス画面にはユーザーのレベルを表示す マガジン

る機能もついている ゲーミフィケーションとは 1ビジネスに役立つ概

図 1 アプリケーションの画面遷移図

4組み込んだゲーミフィケーション要素

バッジ蒐集機能

条件を満たした際にバッジを入手できる機能

念・導入事例を解説

参照日 1月 8日

https://boxil. ,ip/mag/a3678/ 

[2]ソーシャルメディアラボ

ユーザーを掴んで離さない『コンテンツのゲーム

化』 ！もう知らないでは済まされないゲー

ミフィケーション活用事例集

参照日 1月 8日

ht t ps: / /ga i ax-soc i a I medial ab. ,i p/pos t-28834/ 
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102 .  ARを利用したアプリケーションの構築

1. はじめに

商売において，継続的・反復的な購入を見込

める固定客は重要視される．固定客を作るため

には顧客を満足させる必要がある．現在，消費

者が渦足することは当たり前となっている．消

費者の期待を上回り，尚且つ質の高い成果を提

供できるかどうかが問われている．本論文は AR

を活用して消費者に典味を持たせ，より高い期

待を持たせるシステムを提案する．

2. AR 

ARとは「AugmentedReality」の略称であ

る．実在の風景にデジタルな情報を重ねて表示

する技術である．スマートフォンの普及などに

より ARを実現することは容易となった実現す

る上で，実在の風景にデジタルな情報を上手く

合わせて表示する必要があるため，位置合わせ

が重要となってくる．位置合わせの方法には図 1

のように様々な種類が存在する．

図 1 位置合わせの方法

3. 関連研究

ARの活用方法について論じた研究は数多くあ

る．加茂らは商品の人気，購入傾向といった購

買行動を支援する情報を ARによって可視化する

システムを提案した[11.菅野は広告を分類分け

より効果的かつ効果を測定可能な新たな広し，

告手法を提案した[2]. 本論文は活用分野を消費

行動に特化し，具体的な場面を想定したシステ

ムを提案する．

4- ARを利用した飲食店向けメニュー表システ

ム

4.1. システムの概要

本システムは飲食店向けのシステムである．

本アプリケーションを用いてメニュー表のマー

カーを撮影すると商品の 3Dオブジェクトと詳細

情報を表示させる．そうすることによって顧客

は注文前に商品の大きさ，メニュー表に載って

いない情報を得ることができ，より高い期待を

抱かせることが可能となる．

システム構成

図2に本システムの構成を示す. Qualcomm 

が提供する「Vuforia」というライブラリを利用

する．スマートフォン用アプリケーション「ぱ

っと見 LUNCH」とマーカーが載ったメニュー

4.2. 

表で構成される．

.... ..,.,,、た飲貪店●,,, ニ.-衰,,~ム

；'ブ，）ケ-,,,

l~ocP_ Ue<〇う 1

戸―•••• 
｀
 
．．．．． 
＂
い
が
2

如町り
．．．．．．．．．． 
…
…
…
•土

マ
9
カ
9
情
帽

図 2 システム構成図

飲食店に置かれているメニュー表に印刷され
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たマーカーを，スマートフォン用アプリケーシ

ョン「ばっ と見 LUNCH」のカメラで読み取

る．読み取ると Vuforiaライブラリで処理が行わ

れ，画面上に対応する商品の 3Dオブジェクトを

表示させる．

5. 動作確認

飲食店にて明るさの異なる 3か所の場所で本

アプリケーションがマーカーを正常に識別でき

るかどうかを検証した明るさはそれぞれ約

80Lux, 120Lix, 250Luxとし，マーカーは大き

いもので lOlmmX132mm, 小さいもので

34mmX35mmである．壁にメニュー表を貼り

付け，スマートフォンと壁の距離が 0cmの位置

から測定を始める．そこから離れていき，検出

がすることができた位置と壁との距離を測定す

る．

鸞I!;«;)慶•ocmから潤定鳥繍

図 3 動作確認方法

また， 一度マーカーを読み込んだ後に次のマ

ーカーに近づいても，最初のマーカーの追跡が

続いてしまうことがあったため， 2回目の検出が

行われる距離も測定した最初に検出したマー

カーの追跡が行われる限界の距離から近づいて

いき，次のマーカーを検出できた距離を調べ

る．距離は同様に壁からの距離である．

動作確認の結果，明るさの異なる 3か所の場所

で正常にマーカーを検出することができた 一番

明るい部屋では，最大，最小のマーカー共に一番

近い距離で検出し，かつ一番遠い距離まで追跡す

ることができた 一方，最も暗い部屋では，最大，

最小のマーカー共に一番遠い距離で検出し，かつ

一番短い距離までしか追跡することができなか

ったこのことから明るさによって検出のしやす

さ，追跡可能な範囲に差異があることが判明した．

6. 考察

動作確認の結果からスマートフォンの画面上

に表示する 3Dオブジェクトでは実際の大きさが

わかりにくい，本来読み込みたかったマーカー

とは異なるマーカーを検出してしまう， 3Dオブ

ジェクトのクオリティが低いなどさまざまな課

題を発見したこれらの課題はアプリケーショ

ンに依存する課題と使用する飲食店に依存する

課題とに分けることができ，後者は条件によっ

て改善方法が変化すると考えられる．

7. おわりに

本論文では AR技術を利用した顧客の消費活動

を支援する飲食店向けのシステムを提案した．

メニュー表だけではわからない情報を ARを使っ

て顧客に与え，より 高い期待を形成させるシス

テムである．

確認結果から使用する飲食店に依存する課題

を多く抱えていることがわかった．利便性の高

いシステムとは言い難<, ARの精度向上なども

必要である．

参考文献

[1]加茂浩之，益子宗，岩淵志学，田中二郎，“拡

張現実感を用いて賑わいを可視化する購買支援

システム",情報処理学会インタラクション 2011

[2]菅野恭平，“拡張現実感を用いた広告表示と広

告評価",2016 
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 中島　潤

鈴木　梨加
1 5 7 0 0 6 5

―学習用 Webサイトの制作―

103 .情報倫理・ 情報セキュリティ教育のための補助教材の作成

1はじめに

インターネットの普及やスマートフ ォンなどの小型携帯端末の普及により，小学生から

高校生を含む若年層によるイ ンターネット利用が浸透した。情報倫理や情報セキュリティ

の知識はどの年代にとっても重要なものであり，健全な対人関係を構築・維持するためにも

必要である。そこで本研究では， 主に中学生から高校生向けに， 情報倫理・情報セキュリテ

ィに関する様々な知識を学ぶことが出来る学習用 Webサイトを制作したので報告する。

2制作した Webサイトの概要

制作した学習サイトでは，一般的に対象者が関わりやすいと判断した「なりすまし」，「イ

ンターネ ット上の悪口」， 「インターネッ ト炎上」，「フィッシング詐欺」，「ワンク リック詐

欺」，「無断転載・違法アップロード」等のインターネットトラブルについて学習出来るコン

テンツや，情報倫理を確認するクイズ問題に加え，情報セキュリティ上最も重要な技術の一

つである暗号技術について学ぶために，入力した文章を簡単にシーザー暗号及びヴィジュ

ネル暗号[l]によって暗号化・復号化し学習出来る教材を制作した。その一例として，ワ ン

クリック詐欺について学習するページの画面遷移を図 1に示す。また，制作に使用した開発

環境は以下の通りである。

【開発・公開環境】

・開発サービス，ツール： CodePen (https://codepen.io/), 

Eclipse Java EE (Version : Luna Service Release 2 (4.4.2)) 

・言語 ：HTML, JavaScript, jQuery, Java, PHP 

・公開用ソフトウェア： WordPress ・ 公開用サーバー： XFREE (WordPress機能），

Heroku (https://jp.heroku.com/) 

3制作した Webサイトの評価

制作した学習サイトについての評価を，中学生 1名，同教育センターの学生 1名から評

受けた。結果と して中学生からは「まだ習っていない漢字が使われているため読めないペー

ジがあり，内容が分かりづらい。」，学生からは「暗号化の際に平文と暗号文の内容を保存
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右卜のメニューからページ左移動する 項目左主とめているページから遷移可

.. ,, .. 一・霰・'"
~ 

"ti 

I-
アクセスした日時、

“はい”をクリック シャッター音と同時に画面遷移 被害例の表示

図 1 ワンクリック詐欺学習するページの画面遷移

する機能があればなおよい。」という指摘を受けた。

対象を中学生から高校生としていたものの，対象年齢によっては習っていない漢字があ

ることを考慮していなかったために，学習内容を十分理解出来ないことが想定される。暗号

化に関しては，暗号化・復号化をするだけでなく，内容を表示すると平文と暗号鍵の対応を

知ることが出来るとよい，というアドバイスを受けた。また， Webサイトに関して良い評

価を受けた点もあった。 「ワンクリック詐欺や XSS攻撃を受けた場合の被害を文章ではな

くマウスのクリックだけで体験出来る」，「馴染みのない暗号化を簡単に体験出来る」など視

覚的に体験できるページの評価がよかった。

4まとめ

本 Webサイトの制作は，知識としで情報倫理や情報セキュリティを学ぶ機会があっても，

実際に体験して学ぶことが出来る教材が少ないと考えたことにある。制作したい内容を思

い通りに動かし， Webサイト上に公開することにとても苦労した。知識や技術が不足して

いるところも多く，公開したプログラムにも改善が必要な点が残されているため，今後も

Javaや PHPなどの言語の勉強を続け，今回作成した Webサイトを改良したい。

参考文献

[1] Simon Singh『暗号解読ロゼッタストーンから量子暗号まで』 (2001年） 青木薫訳，

新潮社
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104 .  OpenStackを利用したクラウド環境の構築

l. はじめに

企業では，情報システムのクラウド化が加速してきており，MicrosoftのAzure,AmazonのAWSそ

して，GoogleのGoogleCloudなどのパブリッククラウドが多く利用されている。しかし，総務省の調

査[1]によると，日本企業はクラウドサービスを利用しない理由の 1位に「必要がない」とし，2位は「情

報漏えいなどセキュリティに不安がある」として利用に消極的である。高度情報化社会において必要が

ないと本当に言い切れるだけの調査・検討をしているのであろうか。また，このような現在の状態では，

急速に加速し変化している世界経済についていくことはできないだろうと考え，またインターネットへ

の情報漏えいがしにくい，社内にプライベートクラウドを構築し業務改善をしていくことが，企業が生

き残るためには必要であると考えた。

プライベートクラウドを構築するための技術は複数あるが，本研究では大手パブリッククラウドで運用

実績が多い OSS(OpenSource Software)の一つである"OpenStack"を用いてプライベートクラウド

を構築することを通じて，企業における情報システムのあり方について考察することを目的とする。

2. OpenStack 

Open stackは，アメリカの NASAが中心として開発をはじめたが，現在は 055として，海外だけでな

く，日本国内の企業でも導入されている。そのため，まず手始めにプライベートクラウドを構築し，業務

としてどのような点においてメリットがあるのか，またデメリットは何かを洗い出すために最適である

と考えた。

Openstackが提供するクラウドインフラの設計思想は，「個々のパーツの設計に時間をかけるのでは

なく，標準化されたパーツを組み合わせることで，サービス提供に必要な環境を効率的に作り上げるかと

いう点に主観をおいた「全体最適」の世界といえる」 [2]。そのため仮想化システムの場合，ユーザはイ

ンフラエンジニアに依頼をして仮想サーバを構築してもらう手順が必要であったが，Openstackでは非

エンジニアであるユーザでもサーバ環境を構築し，運用することができるようになる。
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3. Opens tack環境の設計と構築

本研究では，企業が実際に運用をすることを想定した。そのため，多くの構築手順などを記したもので

紹介されている， 1台の物理サーバでの構築をせず，処理を分散させて，企業運営に最も重要であるデー

タの保全を考えコントローラー・計算・ストレージの 3部構成，物理サーバ 3台での構築を行った（図

1)。また，図 2に実際に構築した環境の写真 （様子）を示す。

ご二二三三ロニニぅ

“ IX2105(ルークー）

FortiGate60C 
（ファイアウォール，）レーター）

CiscoMeraki 
（ファイアウォール）

Cisco2950(ルーター）

c;sco3750G(l3スイ ッチ）

Vlan77 Vlan30 Vian JO 
（内部ネットワーク） I I, マネジメントネットワーク）I I (外部ネットワーク）

,. • . . 、． ＂~躙躙
、d-..,.L-』

~-' ;~~, ~--~ 
図1 構成図 図 2構築したクラウド環境の様子

4. まとめ

vmware社の仮想化システムソフ トウェアスイート群である vSphereをはじめとする様々な仮想環

境を構築経験があっ たため，プライベートクラウド環境の構築は問題なく構築できると思っ ていた

が，OpenStackはvSphereなどと違い，isoファイルで簡単に展開できるようなものではなく，Linux上

に 1から設定を書いていくということが求められ，本研究の中では，運用するところまでたどり着けな

かった。担当するエンジニアの ITインフラ技術に偏りが生じている場合，構築がとても難しいと感じ

た。そのため，企業がプライベートクラウドに Openstackを用いて運用を していくためには，各部門に

特化したエンジニアが必要であり，Openstackを用いて当初の目的である業務効率の向上などを行うた

めには莫大な予算が必要とされ，中小企業では非現実的である。この点の解決が必要であることがわか

った。

参考文献

[ 1]総務省，``平成 29年版情報通信白書 I企業におけるクラウドサービスの利用．

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc262140.html. 

[2] 日本 Openstackユーザ会， OpenStackクラウドイ ンテグレーションオープンソースクラウドに

よるサービス構築入門， 2015.
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105 .  Kot l i nによる WebAP Iを用いた Andro i d端末用アプリの開発

1. はじめに

スマートフォンはここ数年で急速に普及し，私たちの身近なものとなっている。これまで， android

アプリは java言語を使っ て開発することが圧倒的に多い中，KotIi nという新しいアプリ開発用言語が

登場している。androidアプリ開発において Javaを使用することは広く普及しており，フレームワー

クやライブラリの豊富さが魅力的であるが，問題点も存在する。 KotI inはその問題点を解決し，より

快適に開発を行えることが可能とされている。そこで本研究は， Kot Ii nでのAndroidアプリケーショ

ン開発技法を学び，実際にアプリケーショ ンを作れるようになることを目的とした。

2. アプリケーションの概要

「RestSearch」というアプリ制作を行った。 RestSearchは中国地方の県の中から任意の県を指定し

任意のワードを入力すると，ヒットしたレストランがリストアップされるクライアントアプリで，リ

ストアップされた各レストランを選択すると，株式会社ぐるなびが運営する，宴会・グルメ情報検索

サイトぐるなび内のレストラン紹介ページにアクセスできる。

I :estSearch • • ll 10.15 I :estSearch ■• • a 1022 I 

広島県 ＊ 広島県 マ

焼肉I
SEARCH SEARCH 

9
Y
 

1 2 3 4 5 6 7 890  

q w e r t y u i o p 

a s d f g h i k I 

+ zxcvbnm f3 

?123 

゜
·~ ~ ~ ~ ~ 

図 l起動画面 図 2検索画面
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I :estSearch ■ • • D 10 n I 

広島県 マ

焼肉I

SEARCH 

焼肉きんぐ広島井口店

〒733-0841広島県広島市西区井口明神1・1-16

焼肉きんぐ 広島宇品店

〒734-0014広島県広島市南区字品西4-1-50

焼肉きんぐ広島緑井店

〒731-0103広島只広島市安佐南区繹井6-18-18

焼肉きんぐ福山王子店

〒721-0965広島県福山市王子町1-7-6

図3検索結果画面 図4詳細画面

3. まとめ

Katlinでの androidアプリ開発を通じ，実際にコーディ ングしていく中で Katlinの安全性と記述

のシンプルさを実感した。

まず安全性であるが，プログラマがやりがちな単純な，しかし見逃すとバグに繋がるようなミ

スを減らす工夫が多く施されていた。万が一危険な操作を行なうコードをプログラマが書いてし

まったとき，コンパイル時点で検出してくれる。アプリ開発の際，製造過程よりもデバッグ過程

で時間をかけることが多いため，制作したアプリよりエ数が多いアプリ開発の場合は，Katlinの安

全性が大きなメリットとなる。また記述のシンプルさについては，Katlinでは冗長な記述をしなく

てすむようになっており，型推論による型の宣言の省略や，ほとんどの制御構造が式で成り立っ

ているために，記述を省略できる部分が多い。また，ライブラリ KatlinAndroid Extensionsを使

えば， androidアプリ開発にかかせないオブジェクトと Viewの紐付けを自動で行ってくれる。以

上のように，Katlinではアプリ実装に必要なロジックの記述だけに集中してコーディングできる仕

組みが豊富であることがわかった。



指導教員　:　浜　渕　久　志
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指導教員 : 浜渕　久志

栗田　　優
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106 .ル　レクチェとこれからの課題

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 浜渕　久志

栗田　　優
1 5 7 0 0 0 7

106 .ル　レクチェとこれからの課題

1 はじめに

ルレクチェとはフランスが原産地のセイヨウナ

シの一種である。果皮に斑点（さび）が多く、独

特の甘い香りと酸味の少ない濃厚な甘みが特徴

である。 1個あたりの果重は300------400gほ

どである。ルレクチェは新潟の特産品であり、歴

史ある洋ナシである。「幻の西洋洋ナシ」、「西洋ナ

シの貴婦人」と言われ、 18 8 2年ごろにフラン

スで交配育成された品種である。栽培が非常に難

しく、フランスでは現在栽培しておらず、日本で

も栽培している都道府県はほとんどない。フラン

スから直接導入された当初は、 一般にはほとんど

知られていなかった。それだけにルレクチェに

ついてはいろんな話がある。本テーマでは、私の

地元が日本でのルレクチェ発祥の地のため、ル

レクチェを栽培している農家の方を農業全体の

こと、ルレクチェのルーツを分析する。

2 和ナシ、西洋ナシ、の違い

梨は、バラ科ナシ属の植物、もしくはその果

実のことである。主なものとして、和ナシ（日

本ナシ）、中国ナシ、洋ナシの 3つがあり、食用

として世界中で栽培されている。ルレクチェは

西洋ナシの一種であり、フランス原産の品種

で、オレルアンの園芸家オーギュスト・ルズウ

ェールが、 18 8 2年ごろバートレットとフォ

ルチュネの交配種として作出したといわれてい

るが、異説もある。

2.1 ルレクチェの来歴

中蒲原郡茨曽根村（現新潟市東萱場）の小池

左右吉氏が果実の生産にとどまらず直接販売す

る必要性を認め、明治 26年頃ロシア領ウラジ

オストックまで出かけ、ナジの需給状況を調査

し、ナシの輸出に努めていた。わが国における

西洋ナシ栽培は、明治初年アメリカ、フランス

から政府が輸入した苗木が三田育種場で養成さ

れ、明治 10年ごろから各府県に配布されたこ

とから始まっている。

3. 茨曽根のルレクチェの顕彰碑

明治 35年、当時の中蒲原郡茨曽根村（現新潟市

東萱場）故小池左右吉氏は、ウラジオストックを

訪れ、そこで高値で取引される西洋ナシに注

目、そして明治 30年代後半頃に原産地フラン

スから数品種の苗木を直輸入、栽培に取り組

み、わが国で初めて果実を実らせました。その

中にあった一品種「ルレクチェ」。きわめて美

味ながら、栽培技術の難しさから幻の西洋ナシ

としてごく 一部にしか知られていなかったが、

近年、栽培技術の向上により、新潟県の特産果

実として各方面から裔い評価を得るようにな

り、年々生産量も増えている。所在地／白根市大

字東萱場

所有者／小池美輿志

3.1 新潟のルレクチェ

新潟には、ルレクチェを扱った商品が数多く存
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在している。贈答品のルレクチェはもちろん、

ルレクチェジュースからルレクチェワイン、

ルレクチェのお菓子まで、様々なルレクチェ

を扱った商品がある。ルレクチェ扱ったお菓子

には新潟のガトウ専科が有名である。ガトウ専

科は株式会社美松が運営している洋菓子店であ

る。新潟県長岡市に本社を置いている。

4. ルレクチェのポジショニング

ルレクチェのポジショニングというと、ずば

り贈答用の高級洋ナシである。梨は家庭栽培

ができる品種もあるが、ルレクチェは家庭栽

培には到底向かない品種である。ルレクチェ

自体栽培適地を選ぶといわれている。特に新

潟県産は、そのおいしさにおいて定評があ

り、消費者から絶大な支持を得ている。同じ

ルレクチェでありながら産地によって、味が

異なるのはなぜなのか。西洋ナシは、本来寒

冷地果樹であり、どちらかといえば寒いとこ

ろに合う果物として位置づけられている。 し

かし、日本では東宝九地方や標高の高い地域

で栽培すると、秋の気温が影響して果実に渋

みが出やすいという。逆に暖かい西南地方で

は、追熟期の気温が高く、輪紋病、腐敗病が

出やすい。新潟が、その点もっとも栽培に適

しているという。

4.1 新潟の果樹生産

梨においては新潟が圧倒的な生産量である。

上記の表は平成 27年の新潟の梨の卸売数量、

卸売価額、卸売価格である。西洋ナシは卸売数

量が少ないにもかかわらず、卸売価額は 2番目

に高い。

4.1.1 新潟県信濃川下流域における果樹栽培の

地域性とルレクチェのこれからの課題

日本では、山梨県や山形県、長野県、岡山県など、

各地に果樹栽培を盛んに行う地域がみられるが、

新潟県のように稲作の盛んな地域の中で果樹栽

培が行われるものとは対照的である。全国的にみ

られやすい果樹栽培地域とは立地条件の異なる

条件下において、どのような果樹栽培が展開され

ているのか。

5. おわりに

このようにルレクチェは新潟の特産品であ

り、古くから大切に育てられてきた歴史ある

洋ナシなのである。ルレクチェには解禁日が

あり、ルレクチェ農家が一斉に売り出す。毎

年、新潟では 11月の後半に特設会場でトッ

プセールスが開催好評である。

地元がルレクチェ発祥の地としてルレク

チェを題材にしたが、いかに新潟県がルレク

チェを大事にしているかが、とてもよくわか

った。ルレクチェ自体高級品でありなかなか

手が出せないフルーツである。私自身、食べ

たことが数えられる程度しかない。これから

丁度旬のじきになるので、楽しみである。こ

れからも新潟は米どころ新潟だけでなく、ル

レクチェどころ新潟として、より 一層ルレク

チェに力を入れていってほしい。

される。そこから約 1か月間の 12月中旬ま

でがルレクチェの販売期間である。去年は J

A新潟みらい、 JA佐渡、 JA加茂、 JAに

いがた南蒲の 4JAが販売をしていた。

6. 参考文献

・坪川藤夫オレルアンからの贈り物 アサヒ

印刷

•新潟県果樹復興協会 著ルレクチェ物語

付新潟県における西洋ナシ栽培の沿革

・ルレクチエ Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB_% 

E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%81 %E3% 

82%A8 

・旬の食材百科

http ://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/fruit 

/poire・LeLectier.htm 

・ルレクチェ.net

http://www.lelectier.net/feat.h tml 
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107 .  A Iの問題点について分析する

第 1章研究目的

この論文ではなぜ人工知能が今になって注目されるようになってきたのかを研究目的とする。

また、本格的な人工知能の研究・開発が行われるようになったのは 1930年代末からである。

[ (12)] 

第 2章 AIの現状

現在の人工知能の主流と言えるのが、深層学習という学習システムである。またの名前を「デ

ィープラーニング」とも呼ぶ。

ボードゲームという分野では人工知能は人間よりも遥かに進化していると 言える。実際に囲碁

ではアルファ碁というソフトが韓国のトップ棋士に勝利を収めている。

将棋でもポナンザと呼ばれる将棋ソフトがあり、プロ棋士相手に何度か勝利を収めている。

チェスでもすでに 1997年にディープ・プルーと呼ばれるチェス専用コンピュータがあり、当

時世界チャンピオンであったガルリ・カスパロフに勝利をしている。

そして今現在、人工知能の中心となっているのがディープラーニング（深層学習）と呼ばれて

いるものである。特に音声認識という分野ではディープラーニングの導入が進められており、 Siri

や、 Cortanaなどにも活用されている。他の分野として、画像認識、言語処理、感性処理という

分野があるが今現在では、音声認識が他の分野と比べて進歩している。

[ (5), (6), (11), (13)] 

第 3章 人工知能が抱える問題

1つ目に人工知能は人間を超えるかという問題がある。この問題は今でも活発に議論が行われ

ている。人間が人工知能を使うのではなく、人工知能が人間を使うという状況になることが危惧

されている。ターミネーターのように人工知能と人間との間で戦争が起こる可能性も指摘されて

いる。また、人工知能が人間よりも賢くなることをシンギュラリティと呼ぶ。

2つ目にブラックボックス問題が挙げられる。 これは内部のシステムの構造や、それがどのよ

うに動いているか解明ができない状態のことである。現状、人工知能の思考プロセスは人間に理

解できないという問題が発生している。将棋ソフトを作ったプログラマーも「プログラムは私が

書いたがなぜ人工知能がここまで強くなっているか分からなくなってきている」と述べている。

3つ目に倫理的問題である。ある企業の人工知能の画像解析システムで黒人をゴリラと誤認し

てしまった事件が発生した。企業は謝罪をして、画像認識アルゴリズムの修正を行った。しかし

その事件からいくつかの月日が経っても黒人をゴリラと誤認するバグは修正されずに、検索結果

からゴリラタグを削除することとなった。このように、 AIの問題か ら人権問題にまで発展する こ

とがある。

なぜこのように、システムが不完全なのかというと先ほども述べたように人工知能はシステム
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の大半がプラックボックスとなっている。システムがどのように動いているのか分からなければ、

システムのどこが悪いのかなど理解することは現時点で不可能なのである。

[(1),(9),(10)] 

第 4章 日本が遅れている理由・現状

日本とアメリカでの人工知能に関する採択されている論文数は歴然であり、国によって人工知

能に対する関心度の違いが見ることができる。

日本でも人工知能の開発・研究に力を入れている企業も存在するが外国ほどに開発が進んでい

るわけではない。

例えばイスラエルでは車の自動運転化に力を入れており、世界でもレベルトップの技術を持っ

ている。イスラエルでは日本にはない、特徴的な教育制度が整っており、人材育成に力を入れて

いる。つまり、国によって人工知能に技術のレベルが違うのは教育制度の違いがあるからと言え

る。

[ (2), (3), (4), (7)] 

第 5章 まとめ・考察

日本でも 2020年から小学校でプログラミング教育が必須化となり教育に力を入れる動きが見

えている。 しかし諸外国にはまだ及ばず、制度を整えるにしても時間も掛かるだろう。

人工知能が注目され始めてきた要因として、 1つは車の自動運転化によって生活が大きく変わ

るという影響力である。近い将来、免許が必要なくなるという話も出てきている。

2つ目は人工知能が人間を超えるかもしれないという危機感である。人工知能はボードゲーム

という分野では人間を遥かに凌ぐ学習能力、頭脳を持っている。他の分野でも人工知能が台頭す

るようになれば、ターミネーターのように人工知能と人間との間で戦争が起きる可能性もあり得

るだろう 。

[(8)] 

参考文献

[I](http ://www.laboratory.ai/trend/481) AIにおける「プラックボックス問題」とは何か

[2] (http://ai・topics.com/circumstances・of・japan・lagging・ai・research/)日本の AI事情

[3] (http://ai・topics.com/toyotas・taxi・dispatch/)人工知能によるタクシー配車システム

[ 4] (https://newsroom.toyota.co.jp/jp/detail/10169760) トヨタ、新会社を設立

[5] (https ://mainichi.jp/articles/20160302/kOO/OOm/040/019000c) 

囲碁人工知能ソフト、世界最裔峰の韓国棋士と対戦へ

[6] (http s ://nissenad・digitalhub.com/articles/deep・learning・voice・recognition・japan/) 

ディープラーニングの音声認識の国内事例

[7] (http s ://globe .asahi.com/ article/ 11589655)インテルが 1.7兆円で買収した自動運転技術

[8] (http s :/ /techacademy.jp/magazine/8525)小学校でプログラミング教育が必修化へ！

[9] (http:/ /ascii.jp/elem/000/001/569/1569632/)これからの AIには「常識や倫理感」も必要

[ 10] (https://bungu・uranai.com/blog/1846/)人工知能が黒人をゴリラと認識したらしい

[ 11] (h ttps ://eco・notes .com/ 1418)人間対人工知能将棋、囲碁、チェス、オセロ

[12](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD%E3 

%81 %AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2)人工知能の歴史

[13] (http ://gagbot.net/machine・learning/ml4)深層学習の原理
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108 .少子高齢化についての対策

はじめに

日本の少子高齢化の現状に漠然し危機感を覚え、それと同時に興味をもった。

少子高齢化とは少子化と高齢化の 2つの社会現象が起こっている状態のことである。少子化とは、

出生率が低下して生まれてくる子供が減少している状態である。高齢化は、全人口の平均寿命が延び

ていることで裔齢者の割合が増えている状態である。定義では 65歳以上の人口が 7%をこえた社会の

ことである。つまり全人口に占める子供の割合が低下している中で高齢者の割合が高まっている状態

である。

1章少子高齢化のはじまり

少子化は昭和 50年のベビープームが終わってから始まった。高齢化は平成に入ってから急激に深刻

になっている。

少子高齢化は約 40年前から始まっていると考えられる。 ([3]) 

2章少子高齢化の原因

2-1 少子化の原因

少子化の原因として挙げられることは、子供を一人前に育てるまでに多額の費用がかかること、女性

の社会進出である。 ([4)[5]) 

2-2 高齢化の原因

高齢化の要因として挙げられることは、医療技術の進歩、ベビープーム、子供の出生率の低下である。

ベビープームは日本に過去 2回起きている。 1回目のベビーブームで生まれてきた人たちは現在 70歳

前後であり立派な高齢者であり現在の日木の裔齢者社会に大きく影響している。 2回目のベビーブーム

によって生まれた子供たちは現在 45歳前後であり数十年後には高齢者となる。 ([6] [7] [10] [11]) 

3章 少子高齢化の影響、問題、対策

3-1 少子高齢化の与えている影響（経済、個人など）

少子高齢化は社会、経済、個人に様々な影響を与えている。社会では年金などの社会保障費の増加、

一人あたりの社会資本ストックの増加。経済では労働人口の減少による労働力の減少。個人では高齢者

の貯蓄率のマイナスといったことが挙げられる。 ([1]) 
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3-2 少子高齢化のもたらしている問題

少子高齢化は 5つの問題を引き起こしている。経済成長の減速、国内の負積の増加、若年層の経済的

負担の増加、老後も働き続ける高齢者の増加、介護職の不足である。([1])

3-3 少子高齢化の対策

少子高齢化は現状極めて困難な状況であり深刻化がかなり進んでいることがわかった。それを踏まえ

て対策を述べる。まず挙げられるのが労働力不足の企業に機会を導入するといった対策である。また子

どもを増やすといった対策も挙げられる。

今日本では産休、育休の制度、義務教育公立学校の教育費、授業に使う教科書の無償化がある。

新潟市は「新潟市結婚新生活支援補助金」という制度を実施した。

出生率を上げるために日本はフランスが行っていた少子高齢化対策を日本もするべきであると思う 。

その中でも三人っ子政策を実施して支援をもっと良くすれば出生率は今よりよくなるだろう 。

([1] [10] [11] [12] [15]) 

3-4少子化の今すぐ改善するべき問題

少子高齢化の今すぐ改善すべき問題は子どもの出産費用に保険が効かないことである。保険が効かな

いことで割引されず多額の費用がかかってしまう。少子化を今すぐ改善するために今すぐ無償化すべき

である。 ([14]) 

おわりに

少子高齢化は 40年前に始まっており今現在も日本に影響を与えており深刻化が進み続けているのが

現状である。少子高齢化の進行により若い人々は減り高齢者は増えることで労働者が著しく減るのが目

に見えている。今日本は売り手市場であると言われていてこれは少子高齢化社会に近づいているという

ことが分かる。

今現在私は一般人が考えてる以上に少子高齢化は大きな問題になっており危機を感じている。少子高

齢化を解決するにはとても難しく無理に近いものだと思っている。だからといってこのまま放棄しない

で少しでも良くなるよう、これ以上悪化させないためにも一人一人がこの少子高齢化問題に危機を感じ、

他人事と思わず自分の問題と感じ国民同士協力して問題解決においてできることをしていくことが重

要であると考える。

参考文献

[1] さあ、ほんとうの勉強を始めよァっ(http://firstcollege.jp/measures・to・lowerthe・aging・populat10n)

[4]NAVERまとめ(https://matome.naver.jp/odai/2139805264260103001?page=2) 

[5] 5セカンズ(http://the5seconds.com/movement・of・women・into・society・9943.html)

[10]文武科学省

(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo6/gijiroku/attach/1382320.htm) 

[ll]mamari (https://mamari.jp/941) 

[12]ベネッセ 教育情報サイト(https://www.benesse.jp/kosodate/201509/20150910・2.html)

[13]ネットで住みかえ ノムコム (https://www.nomu.com/loan/lifeplan/k_education_Ol.html)

[14] 2018年にぶっ壊したい、少子化日本の 8つの矛盾とは？

(https://www.komazaki.net/activity/2018/01/post7214/) 
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109 .日本の AI教育への取り組み

1. はじめに

この論文では、急速な成長を続け、徐々に我々の生活に広まってきた AIについての重要性と日本が

AI教育にどう取り組んでいくかを調査して、分析したものである。

その結果として、日本は A1の重要性を理解しているものの、現状ではアメリカや中国などの他国と

比べて遅れている状況である。しかし、その状況を理解して、 AI教育に対する改善を進めているなど、

遅れを取り戻すために様々な行動をしていることが分かった。

2. AIについて

AIとは人間が行う知的作業をコンピュータが行うことを実現する技術のことである。 AIはこれまで

3度のブームを経験しており、 3度目のブームである現在では「機械学習」や「ディープラーニング」

の技術によって AI自身が知識を学び、判断出来る様になった。

AIは汎用性が高く様々な分野に対応が可能とされている。現在はまだ限定的な活躍だが、実際に AI

による業務支援によって効率が上がったという声もある。このように AIの導入によって、業務の効率

化や生産性の向上を得ることができ、経済産業省などの機関も AIは今後 GDP押し上げると予測してい

る。

日本は現在少子高齢化が非常に進んでおり、今後生産性の減少や社会保障の崩壊が心配されている。

それを維持するために AI方面のアプローチは間違っていないと考えられるが、日本はAI分野において

中国やアメリカに後れを取っている状況にある。［参考： (1) ] 

図 1 論文数とデータ分析人材

一 心ふ
米目中国は
日本の罰7.5詈

ニ．＇
＿

湊“ 羞 籟裳

事31回米国人工知璽象会投稿諭文数(2017) デ…夕分析の情練を受けた大学卒業生敷(2008)

出典：「統合イノベーション戦略推進会議（第 2回）」 <https://www.kantei.

go.jp/jp/singi/tougou・innovation/dai2/siryo I .pdや（参照 2018-12-13)
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3. 人材の育成

遅れの原因として IT人材の不足やデータ分析の訓練を受けた学生の不足が原因の一端であり、遅れ

の挽回のために AI人材育成を行う必要がある。

IT人材の補充のため、情報活用能力の授業を小・中・高にてカリキュラムに取り込もうとしている。

まず平成 32年に小学校のプログラミング必修化を行い、 33年、 34年に中学校・高校へのプログラ

ミング授業を取り入れる計画を実施している。しかし、プログラム必修化への対応はまだ万全に進んで

いるとは言えず、政府の支援が必要な状況にある。

もう一つの原因であるデータ分析人材の不足に対しては、データ分析に必要な数学的な知識を小学校

から高校のカリキュラムの追加などの取り組みを計画している。

また、学生だけでなくすでに職についている社会人にも AIに対応するための取り組みとして、 学び

直しの機会の強化を計画している。

これらの取り組みにより AIへ対応するための知識が深まり、 AI人材の補充に繋がるのではないかと

考えられる。 ［参考： (2) , (3) ] 

4. データの整備

上でデータ分析のための教育を行うことを説明したが、次は実際に使用するデータの収集に対する取

り組みを上げる。

これまでは個人データを収集することは本人の許可が必要となり困難であったが、個人情報保護法の

改正により個人データを匿名化することで収集することが可能になっている。

また、その他の対策として政府などが提供するすべての人が使えるデータであるオープンデータを提

供する取り組みが進んでいる。アメリカなどは 20 0 9年から取り組みを行っており、日本も全都道府

県がオープンデータの提供を行っており、今後さらにデータを提供できるよう政府も支援を行っている。

5. おわりに

現在の日本は中国やアメリカなどに後れを取っているが、改正を行い徐々に AIについて研究しやす

くなっている。AIは万能とは言えないが、技術の進歩によりこれまでの問題を解決できるようになって

いる。また、汎用性が広く様々な業種に対応できるため、今後少子高齢化が進む日本でも生産性を保つ

ことができるのではないかと考えられる。

今後も AIへの対応を進め、様々な状況に応じて対応を進めていくことが必要であると考えられる。

く参考文献＞

(1)「統合イノベーション戦略推進会議（第 2回）」<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou・innovati

on/dai2/siryol.pdや（参照 2018・12・13)

(2)総務省・文部科学省 ・厚生労働省・経済産業省 「AI人材育成について」<https://www.kantei.go.jp

/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/koyou/dai5/siryou 4. pdや（参照 2018・12・13)

(3) (株）政策研究所 「教育委員会等における小学校プログラミング教育に関する取組状況等について」

<htt ://www.mext. o. ・/com onentla menu/education/micro detail/ icsFiles/afieldfile/2018/11 /12/1411 

018 1.pdf>(参照 2018・12・23)
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110 .スマートフォンの開発史

1. はじめに

スマートフォンとは、パソコンの機能を併せ持ち、インターネットとの親和性の高い多機

能携帯電話端末のことでる。

従来の携帯電話と比較をすると、通信機能が向上され、 SNSやスケジュール管理やインタ

ーネットの閲覧など、私たちの生活や経済などの身近な環境に密接に関わっている携帯電話

端末である。

機能性の向上やデザインの形状の変化など、より私たちの生活を豊かにさせるために、ス

マートフォンの開発技術は日々、発展をし続けている。スマートフォンがどのようにして、

計画され、製造、開発に至るまでの歴史について幅広い視点で分析、考察をする。

2. スマートフォンの開発史

スマートフォンの始まりには様々な諸説がある。その中でも有力な説として、 19 9 2年

に IBMが製造した SimonPersonal Communicatorが、初期に開発されたスマートフォンで

はないかという説がある。開発された当初は、スマートフォンという名称は存在せず、ハン

ドヘルドタッチスクリーンの携帯電話として製造され、販売展開をしていた。

Simon Personal Communicatorの携帯電話端末の開発によって、スマートフォンの名称が

確立され、そして、世界にその名称が広まっていった要因として、 Apple社から登場した

iPhoneである。スティーブ・ジョブス氏は、「使いやすさと、賢さを併せ持った」のコンセ

プトで製造開発を行い、当時の技術としては、画期的な技術革新を見せ、大きな話題となっ

た。

3. スマートフォンなどの携帯電話端末の市場規模について

スマートフォンが開発されるまでの携帯電話端末の市場規模は、スマートフォンが本格的

に普及していった 2007年から、スマートフォンの販売台数が年々、大きく拡大をしている。

大きく成長している要因として、 iOSや Androidなどの OS関連の機能性の向上、 iPhoneの

Siriや Google翻訳の音声翻訳といった、AIの技術に対応しようとする技術力の進歩。また、

販売面に関しては、企業独自の差別化といった販売方法によって、端末市場の市場規模が拡

大しているのである。
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4. スマートフォンの現状の問題と今後の課題

今現在のスマートフォン産業は、少しずつではあるが、増加傾向にあり、伸びのほうは鈍

化しつつある。鈍化しつつある原因として、通信会社の回線網を借り、月額 3,0 0 0円以下

など価格の安さをメリットとした、スマートフォンが登場したからである。

スマートフォンは多機能携帯電話端末であり、とても精密な機械であるため外部からの強

い衝撃や水没などの故障や、多様に使用することによって、寿命がきてしまうというデメリ

ットがある。そこで、価格の安さをメリットにしたスマートフォンを参入することによって、

長期間に渡ってスマートフォンが利用できるのである。

価格を安くしたスマートフォンを参入している企業として、イオン、楽天、ビックカメラ

やヨドバシカメラなどの企業がある。いずれの企業も、データの通信速度を抑えのかわりに、

月額料金を安く設定をしている。このように、スマートフォンは機能性が高く、すぐ寿命が

きてしまうため、価格などを安くして長く使用できるように販売をする、商法面に関しての

課題が、今のスマートフォン産業にとっては、重要な課題である。

5. 結論

今回、スマートフォンの現状を幅広い視点から分析することにより判明したことは、スマー

トフォンは、技術や販売、機能性を向上させることにより、進化をしていく携帯電話端末で

あるが、機能性が精密であるため、寿命が早いと 1年といった短い期間できてしまうなどの

現状があるということがわかった。

しかし現状を改善させるために、通信速度を抑え月額の金額を格安して、スマートフォン

の寿命を伸ばす、新たな特徴をもったスマートフォンや、その多機能であるスマートフォン

の特徴に相反する、時計型のスマートフォンなどの新しい技術を用いたスマートフォンを開

発されている。

多機能で精密であるスマートフォンの現状を調べて分析していく中で、スマートフォンを

開発する技術力の向上や、販売面でより多く売れるようにするなどをすることによって、成

長をしていくのではないかと考察する。

主要参考文献

・メディアサイトヒラメキエ房 https://h. . uamek1.noge-printing.Jp 

・総務省 白書 http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html

・業界動向 https:// gyokai-search.com/3-keitai.html 

・スティーブ・ジョブス 奇跡のスマホ戦略 石川 温著 (2014年）

・NTTC ommun1cat10nsスマートフォンとは https://www.ntt.com/ 

・ガジェットメディア h // ttp: gadgetm.Jp/ 

・スマートフォン ーWikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/スマートフォン

・パブリネット http://www.homemate-research-telco.com/ 

・ガベージニュース スマートフォンの普及率現状 http://www.garbagenews.net/ 
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111 .今後のドローンビジネスとその実現化の問題

1. はじめに

最近テレビや新聞などで取り上げられるようになったドローンだが、最初は盗撮や墜落事故ばかりが

取り上げられていた。現在では様々な活躍の場を考えられ、未来型ビジネスの道具として確立されつつ

ある。たとえば、私は月に数回 Amazonや楽天で買い物をする。商品を届けるためには販売元と注文者

の間に運送業者を経由するの だが、その際にわざわざ人が運ばなくてもドローンだけで運べそうなサ

イズのものも存在する。そのようなものをドローンで運べば人件費の削減や効率化につながり、現在人

手不足と言われている運送業も多少なりとも改善されるのではないだろうか。他にも、災害現場などで

の救助活動や人が入っていけない場所での救助活動など、ドローンには様々な活躍の場があると考えら

れている。そのドローンがどのように未来型ビジネスにかかわってくるのか、今回の卒業論文で書くこ

とにした。

2. ドローンについて

ドローンとは、無人で遠隔操作や自動制御によって飛行できる航空機の総称であり、様々な種類が

ある。現在、 ドローンに対する法律や規制はまだ完成されているとは言えなく、様々な規制が新しく

追加されたり改変されたりしている。そのドローンについての様々な規制や、実際に起きてしまった

事故など、 ドローンとはどのように便利でどのように危険であるかを考察した。

3実用化に向けた動き※(1)(4)引用

2018年 10月 31日のニュースで日本郵便が、日本で初めて操縦者から見えない場所を飛行するドロ

ーンによる荷物の輸送を始めると発表している。当初は福島県内の 2カ所の郵便局と郵便局の間の

9kmで使用が始められるそうだ。なお、このドローンが搭載できる重量は最大で 2kgであると報道さ

れている。

4. ドローン配達について※(6)(7)(10)

現在日本の運送業界は深刻な人手不足に陥っている。その原因は様々あげられるが、高齢化による

人手不足と仕事量の増加が大きくかかわっている。だが、 ドローン配達が実現すれば人手不足問題を

大幅に解決されるとある。コスト削減や配達時間短縮、インフラ強化などのメリットもあるが、積載

重量の問題や事故、盗難などの問題もまだ残っている。

5.Amazonとイノベーション

未来型ビジネスには欠かせない言葉としてイノベーションというものがある。イノベーションとは、
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簡単に言 うと技術革新、細かく 言えば「新機軸のサービス」や「新たな価値観の提案」ということであ

る。このイノベーションが多く使われている場所の一つが Amazon.comIncである。

6最後に

今回の卒論を通して、現在のドローンを使った未来型ビジネスの難しさを考えさせられることにな

った。ただドローンを飛ばすだけでも様々な規制や問題があり、そこから物を持って飛ばすとなると

更に様々な規制や問題が発生することになるからだ。現在日本ではドローンに関する規制の緩和やテ

レビや雑誌で取り上げられることによって人々の理解も広がっており、ホビー用ドローンとしてスマ

ー トフォンで操作できるような手軽に楽しめるようなドローンまで出てきている。まだ身の回りでド

ローンが活躍するのは先になりそうだが、少なからずそう遠くない未来にはインターネットで注文し

た商品をドローンが配達するようになるのではないかと期待 している。

※参考文献

(1) ドロ ーン配送の事例：日本郵便、 Amazon、Googleなどの取り組みを 10本の動画で紹介

・https://viva-drone.com/delivery-drones/ 

(2)国土交通省 航空局 無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の安全な飛行のためのガイドライン

・http:/ /www.mlit.go.jp/common/OO 1228024.pdf 

(3)QuickMoneyWorld空の産業革命「ドローン宅配便」の現状を分析．

・https://www.quick.eo.jp/6/article/11648 

(4)Rakuten Droneプロジェクト

・https://drone.rakuten.co.jp/project/#project2 

(5)Viva!Drone きっとあなたも間違えている。 ドローン規制 14の落とし穴 2018年版

・https://viva-drone.com/restriction・for-drone-use・in・japan/ 

(6)トップコー ト国際法律事務所 200g以下のホビードローンは規制の対象外!?9つの規制を解説

・http://topcourt・law.com/ai・iot/hobby _drawn_regulation 

(7)国土交通省航空局安全部 無人航空機の飛行に関する許可．承認の審査要領の改正について

・http://search.e・gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000168422 

(8)webliio辞書 ドローン

・https://www.weblio.jp/content/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3 

(9)国土交通省 トラック運送業の現状について

・http ://www.mlit.go.jp/common/OO 1225739 .pdf 

(10) ドローンの規制内容と許可基準 I 【徹底解説】 ドローンの法規制

・https://droneOl.com/ 

その他数件
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112 .大阪に外国人観光客が増えていることについて

1. はじめに

今大阪に外国人観光客が増えている。なぜ大阪に増えているのか外国人観光客は何を

求めて大阪に旅行に来ているのかを調べ、これからもっと外国人観光客を増やしてい

くためには何が必要なのかを以下に説明していく 。

2. なぜ大阪に外国人観光客が増えているのか

まずは、日本に旅行に来る外国人観光客が求めているものが日本食を食べることや、

ショッピング、自然や景勝地観光、温泉などを求めている、大阪には有名な温泉はな

いものの、 一番の目的である日本食を食べることからショッピング、自然や景勝地観

光まで揃っているので来てくれるのではないでしょうか。

もう一つの理由として、大阪に外国人観光客が増えているのは、関西国際空港で格

安航空会社 (LCC)が普及し関西国際空港からの外国人観光客の入国が増えているか

らだと思う、関西国際空港は大阪にあり、そのまま大阪で遊ぶのは、移動にあまり時

間をかけずに遊べるといった理由もあるかもしれない。また、大阪だけではないが、

2014年 10月から家電製品、衣料品、食料品などが免税され、円安で日本に来ること

が容易にな った、日本の物価が中国より安いこともあると考えられる。そういった理

由があり、ユニバーサルスタジオジャパンで遊ぶことやなんばなどで買い物を楽しむ

ことを目的に外国人観光客が大阪に増えているので大阪に外国人観光客が増えている

のである。

社員旅行で大阪に来た外国人観光客の方が次は個人的に大阪に旅行に来ているので

ある。リヒ°ーターを増やしていっていることも大阪に外国人観光客が増えていることに

繋がっているのである。
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3. おわりに

これからも大阪に外国人観光客を増やしていくためには、なんばや梅田周辺だけでは

なく、地方にもスポットを当てていくことがいいと思う。岸和田市のだんじり祭りは

全国的にも有名な祭りなのでこれからは世界的に発信することで、だんじりに興味を

持った外国人観光客が来てくれるようになるかもしれない、期間限定ではあるが海外

にも宣伝をし、さらに多くの外国人観光客に大阪に来てもらうといった宣伝をしても

いいかもしれない。

参考文献

0大阪に外国人観光客が殺到？

https:// doshomachi.com/ osaka-tourism/ 

0外国人観光客が注目する大阪の観光スポット

https://matome.naver.jp/odai/2141870923901403901 

0大阪、難波に外国人観光客が押し寄せるのはなぜか？

http://www.toushin-1.jp/ articles/ー/3241

OLINEトラベル jp 

https://~ 畑 .travel.co.jp/lcc/ 

0なぜ USJは来場者数を v字回復できたのか

https://keikenchi.com/the-back-of-the-usj-breakthrough 

〇ユニバーサルスタジオジャパン 公式サイト

https://www.usj.eo.jp/ 

0住吉大社

http://www.sumiyoshitaisha.net/ 

0大阪城

https://www.osakacastle.net/ 

0 「難波駅」完全ガイドー6つの路線アクセスしやすい大阪観光地を徹底紹介

https://matcha-jp.com/jp/1931 

0大阪・ ミナミが「アジア人」で大混雑する理由

http://news.livedoor.com/ article/ detail/14100621/ 

0次の京都旅行はココで決まり！新・観光スポット 10選

https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_1321/ 

〇兵庫県の人気観光地 23選！定番観光地を兵庫各地域のご当地グルメと合わせて紹介

https:// tabichannel.com/ article/94/hyogo ?page=Z#toc-27 

0奈良の観光にはずせない！ 「奈良公園」のおすすめスポット

https://icotto.jp/presses/1868 
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システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 浜渕　久志

冷泉　直樹
1 5 7 0 1 4 1

113 .チケット高額転売問題

1. はじめに

身の回りの課題を発見し、その解決策を作成するというテーマからチケッ ト高額転

売問題について取り上げる。 このテーマを選定した理由は、現代はネット社会で様々

な点で便利になっている反面、新たな犯罪に巻き込まれていることも事実である。そ

の中で、チケット転売問題が目立ってきており、犯罪が増加してきている。音楽業界

やスポーツ業界にも影響を与えている。

これらの犯罪を無くすために転売の仕組みや法律の情報を収集して、解決策を考察

した。

2. チケット転売

チケットを転売目的で入手して売りさばく人、業者をダフ屋という 。ダフ屋がチケ

ットを不正に売りさばこうとする行為をダフ行為という。ダフという言葉は、チケッ

トを表すふだ（札）を逆にした言葉である。チケットも含めて道具やグッズなどを購

入して売りさばくことを転売屋または転売師という [1]。

ダフ行為を行うと迷惑防止条例違反になる。ダフ屋がターゲットとしているのは人

気があり、チケットの枚数に制限があるものである。

転売がこうして目立ってきたのは、チケットキャンプというサイトが CMにより世間

に出てきて、だれもが簡単に使えるように宣伝され、多くの人たちが使い、さらに高

額に転売されるため、より転売を反対する声が大きくなったのである [2]。

現在、そうした高額転売をなくしていくために下記の三つの対策が取られている。

0本人確認の厳密化（顔認証、本人確認書類など）

0チケトレという音楽業界の公式の二次販売サイト

0電子チケットの導入

どれも、個人を特定するようにして、転売をさせないように工夫している。また、ニ

次販売サイトによる販売方法も対策としてある。販売方法として値段が安いため、転

売されやすいという意見もある [3]が、子供から大人まで幅広い世代の人たちの層を確

保するために安くチケットを販売しているのである。
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3. チケット転売の問題点

チケット転売によって発覚した問題点は以下のとおりである。

0転売サイトで誰でも簡単に転売でき、自分で値段を設定できる

〇会員サイトから転売するために、チケットを買い占められる

0チケットを装って、お金をだまし取っている。

0個人を限定しすぎると、譲ったものまで無効にされる

転売を通じて、利益を得ていること、詐欺をしていること、チケットを無効にしてし

まっている。

4. 結論

チケット転売問題に関して調べてみて、現在では販売方法にかなり工夫を入れてい

ることが理解できた。個人情報もかなり厳密化して、転売で得たものは無効にしてい

る。

転売の問題点は、チケットを利用して不正に金銭的利益を得ていることである。

そこで、私はチケットを無駄にしないように公平な取引をできる二次流通をすること

が一番の解決策である。

法律から転売自体が違反ではない[4]ため、値上げができない定額で譲り合いができ

るように二次流通が可能にすれば、行けなくなった人と行きたくても行けなかった人

達に対して、お互いに損をしないような公平な場で譲り合いができるようにすれば、

転売が金儲けではなく交流の場としても社会に良い影響を与えるのではないのだろう

か。

く参考文献＞

Wikipedia(ダフ屋）

[l]<https://ja.wikipedia.org/wiki/ダフ屋＞

なぜ今、「転売 NO」と・・

[2] <htt : //www. i tmedia. co. ・/news/articles/1610/14/newsl03. html> 

「チケット転売問題」の真の問題

[3]<www.murc.jp/thinktank/rc/politics/politics_detail/seiken_l70608.pdf> 

転売法律学

[4]<https://gekkan-fukugyou . .ip/law-on-resale/ 
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システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 浜渕　久志

谷口　舜治
1 5 7 0 2 9 1

114 .「ゆとり世代におけるスポーツと経済」

はじめに

現代の日本ではたくさんの問題が起きている。政治家による問題や殺人や自殺、毎日

のように事件がなくなることはない。日本はそれでも安全国家と言い続けられるのであ

るのか。私自身考え感じるものがある。

ではこのような事件などが起こってしまった原因は何であるのか。それは人間自身の

負の感情が引き起こしているものであると考えられるのである。テロリストがなぜテロ

を起こすのかそれはテロをすることにより、社会への不安や憎しみ、苦労や恨みが自分

にたった少しでも降り注いでしまっただけで社会は敵ではあると感じてしまうのであ

る。日本人がやってきている事件もすべて小さなテロであり、学校内のいじめを止める

ことのできなかった教師、みんな罪から逃げるように嘘をつくのである。そういった事

件が起こり始めたのが私たちゆとり世代の教育の時からではないのかといわれている

のである。ゆとり教育は失敗であったのかでは本当にそうであるのか、ゆとり世代は失

敗であったのか、ゆとり世代にいいところはないのか。

私自身ゆとりであり、ゆとり世代は社会に多大な影響をもたらしていると私は考え、

その中でも日本人に大きな影響を与えているスポーツとゆとり世代について観点をお

きゆとり世代を見つめ直したいのである。

L戦後の日本の教育

戦後の教育からゆとり世代そして脱ゆとり世代へと向かったのか、戦後の教育から現

在まで振り返っていく。西暦 1961年には学習指導要領から試案という言菓が外された、

そして 10年後、学校教育で現代化カリキュラムや日本職員組合「ゆとりある教育」そ

して「学校五日制」を提起したのである。その他にも 5年後には「ゆとりある充実した

学校生活」を実現するため学習指導要領改訂し何年か経ち広報の「ゆとり教育」のはじ

まり、 2002年の学習指導要領施行の「ゆとり世代」、授業時数の削減、完全学校5日制

の導入、総合的な学習の時間の新設が訪れるまで学習指溝要領改訂、学習指導要領の施

行、中央教育審議回答中において「ゆとり」を強調、学習指溝要領を改訂と同じように

繰り返したのである。ここで、改訂や施行を繰り返した学習指導要領について問いてい

く。

2. 学習指導要領とは何か？
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全国のどの地域で教育を受けても、 一定の水準の教育を受けられるようにするため、

文部科学省では、学校教育法等に基づき、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成す

る際の基準を定めている。これを「学習指導要領」というのである。

「学習指導要領」では、小学校、中学校、高等学校等ごとに、それぞれの教科等の目

標や大まかな教育内容を定めている。また、これとは別に、学校教育法施行規則で、例

えば小・中学校の教科等の年間の標準授業時数等が定められている。各学校では、この

「学習指導要領」や年間の標準授業時数等を踏まえ、地域や学校の実態に応じて、教育

課程（カリキュラム）を編成しているのである。

3. 学習指導

学習指樽要領では「生きる力」の育成（教育内容の厳選、「総合的な学習の時間」の新

設をしたのである。このように日本教育は年々変化していっていったのであり、その中

の一角にあったのがゆとり世代であるがゆとり世代は失敗であるという人は後を絶た

ずゆとりというだけで見下す人も少なくなかったのである。なぜ自分たちで決めたはず

の教育方針を失敗であると言ってしまうのか、ゆとり教育は間違っていたのかゆとり世

代が失敗であるといわれるのは教育を取り巻く様々な問題が存在していたからなのだ

と考える。

教育だけでなくスポーツに観点をおいてみるとゆとり世代は劣っていない可能性が

でてくるのである。ゆとり世代がスポーツ選手に加わりゆとり世代という人が新記録を

だし、ニュースになると、受け答えなどが素睛らしいとほめられ悪いことだけがゆとり

世代ではないということがわかるのである。

4. 結論

以上のことから過去の教育の指樽要領に比べるとゆとり教育は勉学を強化できている

とはいえない、自由だからこそ事件も沢山起きている、だがスポーツを通して国民にカ

を与えてくれているのである。ゆとり、ゆとりではない関係なく日本経済をよくしてい

くきっかけとなるものを協力しスポーツ以外にも開拓していくべきである。

以上

く参考文献＞

日本教育

http://www.mext.go.jp/b _menu/ kihon/ data/ d002.pdf 

学習指導要領

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/1304372.htm 



230

経営ネットワーク学科
札幌教育センター
指導教員 : 浜渕　久志

能戸　理嗣
1 5 7 0 3 0 8

115 .マレーシアにおける美容ビジネスプラン

1. はじめに

海外での起業に興味がある。そこで目をつけたのが、東南アジアのマレーシアだ。業界は美容

業に興味がある。日本での全体売上は 1兆 5000億円である。現に、お客様単価が低下している。

しかしマレーシアにある日本人経営の美容室は 6つしか存在していない。その時点で、日本に比

ベ競争率が少ない。その6つの美容室は現在、 3ヶ月待ちの人気である為、十分に起業することの

可能性があるかどうか考察してみた。

2. 美容業界

日本の美容師人口は厚生労働省が発表した「美容業概要」によれば、平成 27年 3月末時点の

従業美容師数は 49万 6,697人で、前年比で 9,061人増加し、前年より増加もしている。つまり、飽

和状態にある。信号機よりも美容室の方が多いと言われる程だ。しかも美容室の閉店確率は 84%

である。つまり、マーケットは縮小しているのに、競合者は増えている。

3. マレーシア法人設立条件

資本金として最低額 RMlOO万以上必要である。日本円にして、約 2000万円である。就業者の

資格要件は、政府が認めた医師の健康診断を受け、診断書提出のみである。現地人の雇用の義

務もあり、マレーシア人の雇用が必須である。

4. 外資参入の認可

(1)マレーシア社会・経済発展への貢献

(2)外資による相当の直接投資が行われる

(3)計画されている業態において、マレーシアの事業者が存在しない

(4)雇用機会の創出

(5)技術・スキルの移転

(6)事業内容がユニークであり特別であること

の6つの項目を考慮すれば認可される。



231

5. 資格問題、ビザ問題

日本では芙容師免許がないと芙容師としては働けませんが、逆に日本以外では芙容師になる

のに免許が必要な国はほとんどない為、マレーシアでも美容室を開業することが可能である。

6. 発展条件

エンジェル投資家やクラウドファンドで、 資金調達をする。エンジェル投資家のメリットとして、返

済不要の資金が得られ、経営アドバイスも得られる。一方でデメリットは、経営に介入される、税務

的な免除が受けられない場合がある。海外や日本人の両方が使いやすい、 HPや予約フォームが

必要である。国家資格を持った日本人の美容師技術は、世界トップレベルだと考えられている為、

日本人美容師を引き抜く必要性がある。フランチャイズで、店舗を拡大していき、店舗名を顧客に

知ってもらうことである。他の6店舗と差別化をし、ユニークな美容室空間にすべきである。

7. 結論

日本の美容師は国家試験にも関わらず飽和状態である。東京では信号機より美容室の方が多

いとも言われる。美容室経営の競争が日本はレッド・オーシャンであり、マレーシアでは競争が激し

くないためブルー・オーシャンであると考えられる。しかも、日本に比べ海外はお客様単価が高い

為利益が十分に確保できる。その為現在、 資金調達さえできればすぐにでもマレーシアに美容室

を起業することができる。

参考・引用文献

個人起業家がエンジェル投資家から資金調達するには？

ht tps: //sogyot echo. j p/ange 1-investors/ 

技術と英語が同時に身につく美容留学とは？

ht l ps :// ceburyugaku. j p/63868/ 

マレーシアのビザ11種類の特徴と申請方法と徹底解説！

ht t ps: //seka i-i u. com/] if e/mys/v i sa/mv i / 

外資参入からビジネス運営に係る一連の法規制

https://www. ・etro. o. jp/ext ima'"'.es/world/asia/asean/service fdi/m 1-:t pdf 

マレーシアにおける理容店、 美容室、美容サロン事業に関する調査報告書

htt s://www. ・etro. go.'p/ext ima es/" file/reporl/07001240/rivou ma]a,sia. pdf 

最新データから読み解＜！ 美容室・ヘアサロンの現状と傾向

ht t ps ://rel ax-job. com/more/38389 
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 浜渕　久志

堀越　太陽
1 5 7 0 4 6 7

116 .日本で成功する起業

1. 日本の現状

中小企業の企業数と従業者数の状況について推移を概観した。企業数の変化では小規模企業が

減少をしており、業種別で見ると小売業が減少していることが分かった。休廃業・解散件数、倒

産件数の動向を確認すると、直近 10年間で増加傾向にあった休廃業・解散件数も足元では減少し

ており、倒産件数においては 9年連続して減少していることが確認された。我が国の開業率は若

干ではあるが増加傾向にあり、逆に廃業率は減少傾向にある。これら資料より我が国の起業は減

少しているのではなく、もとより少ない傾向にあることが分かった。また、小売業の廃業数の割

合に対して全体の廃業率が低下していることから現在は小売り以外に業種に関しては廃業率が低

い状況にあるということがわかった。サービス業などの参入しやすい企業形態では人材の過不足

が定まっておらず、その時代や傾向ごとにその人材数が変化している。

2. 日本はなぜ世界と比べ起業が少ないのか

我が国の起業意識の水準は、欧米諸国と比べて低く推移しているが、その一方で、起業関心者に

限定すると、起業準備を行う割合は、相対的に高いことが分かった。このことから、我が国におい

て起業を増やすためには、はじめに起業無関心者に対して、起業に関心を持つように働きかけてい

くことが重要である。さらに、起業無関心者が起業に関心を持った後、起業準備を始める、実際に

起業するといった、起業までのプロセスを一つずつ進められるよう支援を強化していくことが有効

であると考えられる。

3. 結論

我が国において、一度起業に関心を持った人が、起業準備を行う割合は、国際的に見ても高い

水準にある。さらに休廃業 ・解散件数、倒産件数の動向を確認すると 、直近 10年間で増加傾向に

あった。休廃業・解散件数も足元では減少しており 、倒産件数においては 9年連続して減少して

いることが確認された。このことから、起業に関心を持つ者を増やすことが、我が国全体の起業

を増やす契機となると考えられる。また、周囲の環境が起業への関心に与える影響は大きい。身

近に起業家や企業経営者が増えることで、起業についてのプラスのイメージが広がり、過去の起

業関心者を除く起業無関心者が起業に対 して関心を持つきっかけとなる可能性がある。そのため

にも、まずは、起業希望者や起業準備者が円滑な起業を実現できる環境の整備や支援を行うこと

が重要である。

参考文献

2018年版 中小企業白書
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システム情報学科
北九州教育センター
指導教員 : 浜渕　久志

三浦　佳祐
1 5 7 0 5 0 2

117 .伊藤忠商事の躍進

1 はじめに

1. 1 論文の目的

この論文では、総合商社である伊藤忠商事を中心に、そこから広がる数々の主要子会社や

関連会社を研究したものである。

2 伊藤忠商事の発展

2. 1 現在の社名に至るまで

伊藤忠商事とは、 1858年（安政 5年）に創業した総合商社である。初代社長である伊藤忠

兵衛が、大阪から、泉州、紀州へ初めて麻布の持ち下りをしたことが始まりである。その後、

1872年（明治 5年）に、大阪の地で呉服太物商「紅忠」を開店。1884年（明治 17年）紅忠

を 「伊藤本店」と名前を変えた。翌年の 1885年（明治 18年）には「伊藤海外組」を組織し、

海外貿易に乗り出し、 1944年（昭和 19年）に三興株式会社、呉羽紡績株式会社、大同貿易

株式会社の合併により、 「大建産業株式会社」となった。1949年（昭和 24年）の過度経済力

集中排除法により、大建産業株式会社は、伊藤忠商事株式会社、丸紅株式会社、呉羽紡績株

式会社、株式会社尼崎製釘所の 4社に分離し、ここに「伊藤忠商事株式会社」として再発足

したものである。

3 関連会社とのつながり

子会社の数は多く、部門ごとに存在しており繊維には 82社、機械には 99社、金属には 11社、

エネルギー ・化学品には 109社、食料には 92社、住生活 75社、情報・金融には 34社、その他 21

社、海外現地法人には 32社ある。これらを合計すると 555社となる。また、関連会社及びジョイ

ント・ベンチャーの数はおよそ 209社である。（有価証券報告書参照）

この中から私たちが普段耳にする企業をヒ ッ゚クアップして紹介していく 。

3. 1 エドウィン

エドウィン (EDWIN)とはデニム素材を中心としたファッションブランドである。この社名

は「DENIM」というアルファベットを並び替えて命名されており、新しい発想、自由な発想で

ジーンズの可能性を切り開いていく「ものづくり」への魂が込められている。一度は経営破

綻となったが 2014年に伊藤忠商事がエドウィン・ホールディングスの株式を 100%取得し、

スポンサーとなったのである。

4 ライバルとの立ち位置

総合商社となると、親会社だけの競争だけではなく子会社と子会社との闘いにもなる。

4. 1 コンビニエンスストア
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ファミリーマートは伊藤忠商事が筆頭株主なのに対して、ローソンは三菱商事が筆頭株主

である。どちらの企業も同業他社を吸収合併し業界内順位を上げようとしている。

4. 1. 1ローソン

5 終わりに

株式会社ローソンとは 1975年に設立されており、始まりはダイエーローソン株式会社

という社名だった。長らく株式会社ダイエーが親会社であったが、業績悪化に伴い保有

するローソンの株の多数を三菱商社に売却し、 2001年からは三菱商事が筆頭株主となっ

た。ダイエーグループ商品券も取り扱っていたが、ダイエーがイオンの完全子会社にな

ったため 2015年 6月末に取り扱いを終了した、これでダイエーとは全くの無関係となっ

たのである。

伊藤忠商事という総合商社を調べて、底知れない企業というその起源や成長する力を感じた。私

が伊藤忠商事を卒論の題材にしたのは、同社の孫会社に就職するので祖父会社の事や、他の主要子

会社、関連会社を知りたかったためである。今後は、仕事の上でも伊藤忠商事との関わりが強くな

るので、祖父会社や親会社、たくさんの人や企業と触れ合い、自らを磨いていこうと思う。

く参考・資料文献＞

伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会社

https://www.itochu.co. jp/ja/ 

伊藤忠商事株式会社—有価証券報告書第 93 期

https://www.itochu.co. jp/ja/ir/doc/annual_security_report/index.html 

戦後恐慌ーWikipedia

htt s://・a.wiki edia. or /wiki/%E6%88%A6%E5%BE%8C%E6%81%90%E6%85%8C 

ファミリーマート

ユニー・ファミリーマートホールディングス-Wikipedia 

htt s://・a.wiki edia.or /wiki/%E3%83%A6%E3%83邸B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%Al%E3%8

3%9閃E3%83?'0AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%

82%A3%E3%83%B3%E3%82%BO%E3%82%B9 

ファミリーマートー Wikipedia

htt s://・a.wiki edia.or /wiki/%E3%83%95%E3%82%Al%E3%83%9隈E3%83%M%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%8

3%BC%E3%83%88 

社名の由来とロゴ I会社案内 Iファミリーマート

htt :_. w訊 r.famil.co.・/com an /famil mart.1idca/com an name.html 

ファミマとローソンの株価に大差がつく理由 Iコンビニ I東洋経済オンライン I経済ニュースの

新基準

htl s://to okeizai.net/articles/ー/223319?a e=3 
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118 .  I oTを用いて高齢者のヒートショックを解決する

1. はじめに

本論文では、社会問題を解決しながら収益をあげる新しいビジネスモデルの提案というテ

ーマから高齢者のヒ ー トショック現象について私は取り上げる。 このヒートショック現象と

は、暖かい室内から寒い廊下やトイレに移動したり、寒い脱衣所で着替えた後、温かい湯船

につかったりするなど、急激な温度変化によって血圧が大きく変動することで起きる健康被

害である。めまい、失神、動悸といった症状が出ることもあり、酷い場合には、心筋梗塞や

脳梗塞、脳卒中などを引き起こす可能性がある。このテーマを選択した理由は、日本が抱え

る社会問題の筆頭として高齢者の増加が取り上げられる。そこで被害者の 9割が高齢者であ

るヒ ー トショック現象という問題を発見した。なぜヒ ー トショック現象が起きてしまうの

か、なぜ 9割もの数の被害者が高齢者になってしまっているのかなど、この問題を明確に

し、近年、ワンボード、シングルボードマイコンなどの発展により IoTで実現できる幅が広

がり 、安価に実装できることから IoTを用いて解決するビジネスモデルを提案したいと思い

選択した。

2. ヒー トショック現象の概要

このヒートショック現象は年間の死亡者数は 17,000人（参考文献：朝日新聞デジタル ヒー トショック死、交

通事故死より多い寒暖差に注意）にも及び、この死亡者数は 29年度の交通事故死亡者数 3,694人（参考文

哉 平成 29年における交通死亡事故の特徴等について誓察庁 Webサイ ト）の 4{音以上こにもなる。 さらに、浴槽でのヒ

ートショック現象による被害者のうち 9割が 65歳以上の高齢者であり 、高齢者の室内におけ

る死因の 4分の 1を占める。 （参考文献ヒートショックに注意 ！入浴中事故死の 9割は高齢者、 12月~2月に急増。脱衣

所・お風呂の暖房等の対策を LIFULLHmlE'S PRESS)なにより問題なのは、 この危険なヒートシ ョック現象の

詳細を理解している人が少ないというところにある。

3. シングルボー ドマイコンの概要

本論文で提案するビジネスモデルではシングルボードマイコンである RaspberryPiを使

う。 この RaspberryPiとは、教育用に開発された 2,000円から 4,000円程度で買える安価な
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コンピュータである。IoTが注目 されている近年では多くのエンジニアが多様なことに使用し

ている。

4. 結論

今後も高齢化が進み、様々な社会問題が出てくるであろう 。その中でヒートショック現象

もまた数を増し、多くの人が被害に遭うことも予測される。本論文のビジネスモデルも 100%

の人が利用していたとしても、解決できる部分は浴槽と限られている。このヒートショック

現象の詳細を理解 し、全国民が意識して対策をしないことには被害が 0になることはまずな

い。本論文のビジネスモデルでは IoTを用いての解決を考え、 RaspberryPiを主体としてヒ

ートショック現象を解決する考察してきた。 しかし、IoTに限 らず様々な技術もまた発展をし

続ける。今後、マイコンや AI技術の発展により IoT機器の管理や設定、使用者の体調管理な

ども自動でできる時代が来るであろう 。そうなれば、ヒートショック現象による被害や様々

な社会問題も完全に解決できる日はそう遠くはないのであろう。

く参考文献＞

1. 「ヒートショック死、交通事故死より多い寒暖差に注意 朝日新聞デジタル」

htt s://w四.asahi. com/articles/ASKD865HYKD8UBQU01]. html 

2. 「「ヒートショック」の原因と緩和策とは？ダイキン工業株式会社」

htt ://www.daikinaircon.com/cocotas/heatshock.html 

3. 「ヒートショックの恐るべき実態一般社団法人日本ガス石油機器工業会」

htt ://w四. ・ka. or. ・/ asuseki u/heatshock/contentsl. html 

4. 「平成 29年における交通死亡事故の特徴等について 警察庁 Webサイト 」

htt s://w四.n a. o. ・/toukei/koutuu48/H29siboubunnseki. df 

5. 「ヒートショックに注意！入浴中事故死の 9割は高齢者、 12月..--...,2月に急増。 脱衣所・お風

呂の暖房等の対策を LIFULLHOME'S PRESS」

htt s://w四.homes. co. ・I cont/ ress/re ort/re ort_00165/ 

6. 「【熱と暮ら し通信】 「入浴習慣」と「入浴時のヒートショック」に関する意識調査リンナイ」

htt s://wv. 咽.rinnai. co. ・/releases/2016/1026/ 

7. 「話題のプログラミング !Raspberry Piとは何かを解説！ 侍エンジニア塾プロ グ」

https://w四.sejuku. net/blog/48510 

8. 「RaspberryPiとは?Iその特徴とラズパイでできる 3つの事フ リエン」

https://furien. jp/columns/58/#1 
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119 .金融の巡りを変えた世界で流行るキャッシュレスと
現金主義日本の IT進化によるキャッシュレス改革

1 . 概要

世界中で流行っているキャッシュレスが何故日本で流行っていないのか疑問である。日本は

先進国でありながらどうして未だに現金での支払いにこだわっているのか？技術として可能で

あるので便利なキャッシュレス化に踏み込めていない日本がキャッシュレス化に踏み込むのは

時間の問題であると考えた。そこで日本のキャッシュレス対策とキャッシュレス化が進んでい

ない原因について考える。また、これから流行ると予想されるキャッシュレス化の店舗やキャ

ッシュレス化のメリット、デメリット等も上げて考える。

2. 海外から見るキャッシュレス化進行の理由

海外では様々な国がいろいろな方法でキャッシュレス化が進んでいる。スウェーデンによる

現金お断りの店や独自のスマートフォン決済アプリのスウィッシュ。中国による独自のスマー

トフォンアプリ AlipayやWeChatによるキャッシュレス化や日本でも使える銀聯。米国による

クレジットカードに付加価値を与える政策。現金主義であるドイツの NFCによるクレジット決

済でのキャッシュレス化対策。また、どうして海外でキャッシュレス化が流行っているのか等

の要因や社会的問題などにもスポットを当てて考える。

3. 海外と日本を比較して考える日本のキャッシュレス化

海外で成功した例をもとに日本でも同じようにキャッシュレス化対策を行えばキャッシュレ

ス化が進むのではないか。海外で行ったキャッシュレス化の動きを日本で行った場合に乗り越

えるべき壁はあるのか等も合わせて考える。海外で一番キャッシュレス化が進んでいるスウェ

ーデン、日本でも流行っているクレジットカードでキャッシュレス化が進んだ米国。同じアジ

アでキャッシュレス化に成功している中国、現金主義だったドイツがキャッシュレス化に進み

ゆく中から成功へのヒントを探し考える。

4. これからの日本で進みゆくキャッシュレス化の流れ



238

日本がこれまで何故キャッシュレス化に踏み込めていなかったのか、日本は何故現金を好む

のか、 20 2 0年に開催される東京オリンビックに向けての動き、革命的な新たなキャッシュ

レス手段、これから変わりゆく電子決済の方式、企業が協力して規格統一に動き出す背景など

を考える。どうして日本人は大きな財布に現金とカードをたくさん入れて持ち歩くのか、それ

らを持ち歩くことは苦ではないのか。これからどのようなデバイスで決済を行うのか、スマー

トフォンの先の決済方法はどのようなものがあるのか。東京オリンピックでは海外から来日す

る観光客が大幅に増えることを見越しての対策。外国で流行っているキャッシュレス化に対し

て日本でも対策を取らなければオリンピック後の外国人観光客増加に繋がらないので早急に対

策を取らなければならない点や、新しい決済機器、新しい決済方法の中にはどのようなものが

あるのか、決済規格統一においての企業間の連携はどのようにして行うのか等を考える。

5. 考察

今までの調べた事柄で今後の日本が高い技術力を駆使することによりキャッシュレス化が進

むのか、いつまでにキャッシュレス化を進めなければならないのか、等、日本のキャッシュレ

ス化がどうなるのか考える。

6. まとめ

今回の論文を書く上で学べたこと、日本が世界的と比べてキャッシュレス化が進んでいなかった

原因を IT技術により解決できるのか、日本がキャッシュレス化に成功する方法をまとめた。



指導教員　:　廣　奥　　暢
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120 .  Un i tyによる非ゲームアプリケーション開発

1 . はじめに

ユニティ・テクノロジーズが開発した統合開

発環境を内蔵したゲームエンジンである Unity

を使い、非ゲームアプリケーションの開発を行

う。

GPS情報を取得し、撮影した写真を位置情報

とリンクさせて保存する Androidアプリを開発

する。外出先で、 一緒にこのアプリを使用して

もらうことを目的としている。

2 開発環境

開発に使用した PCのOS

Windows 10 Home 

Unityのバージョン

Unity 2.5f (64bit) 

使用した Unityのアセット

GO Mao -3D Map For AR Gaming 

3 . Map box AP I及びGOMapアセットについて

MapboxAPIは、道路や地形といった位置情

報データを取得できる APIである。アクセス

トークンを取得することで、地図情報データに

アクセスし、地図情報を取得することができ

る。

Go Mapアセットは、 Mapboxなどから取得

した地図情報データを解析し、画面上に周辺地

図を自動生成する UnityProjectである。Asset

Storeにて有料で公開されている。

4 開発したアプリの仕様

マップ上の任意の位置座標と撮影した写真を

リンクさせて保存することができるマップアプ

リである。写真をアプリ内に保存することがで

きる。端末が取得した位置情報によって、その

位置を中心にマップが自動生成される。マップ

の中心には、自身の位置を示すアバターが表示

され、画面下部には、 写真の保存や閲覧、写真

撮影を行うためのボタンが表示されている。

具体的には図 1を参照してもらいたい。

図 1アプリ画面

5. プログラムの解説

Unityには、あらかじめ用意されているクラ

スが存在する。そのベースとなるクラスが

Game Objectクラスである。そして

Game Objectには、 3D座標、回転、大きさを

管理する TransFoamクラスの変数が必ず存在

する。また、オブジェクトにアタッチする C#

スクリプトには MonoBehaivorクラスが継承さ

れ、 Startメソッドによって初期処理を記述

し、 Updateメソッドによって 1フレームごと

の更新処理を記述できる。

Go Mapアセットには、地図情報データにア

クセスし、アプリ内に地図を自動生成するため

のスクリプトがすべて揃っている。このプロジ

ェクト内では、位置座標（緯度・経度・高度）
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を、 Coordinatesクラスのインスタンスによっ

て管理している。Coordinatesクラスには、位

置座標と、アプリ内の 3次ベクトル情報

(Vector3)を相互変換するメソッドがある。この

クラス及びそのメソッドを利用することで、

GOMap.csによって自動生成されたマップに、

GODropFeatures.csによって、 GOMap.csで

生成したマップにオブジェクトを配懺すること

ができる。

私は、主に GODropFeatures.csを改良し、

写真を保存する機能を実現した。マップを画面

に自動生成し、位置情報と連動して動作する

WorldMapオブジェクト、端末に備わっている

カメラにアクセスし、写真撮影機能を実装した

UseCameraオプジェクト、マップ上に保存さ

れている写真を閲覧するための写真閲覧機能を

実装する ViewFlagPicturesオプジェクトがあ

る。この 3つのオブジェクトそれぞれがアプリ

の各画面となっている。これらのオプジェクト

のアクティブ／非アクティプ状態を更新するこ

とによって、アプリ内の画面遷移を実現してい

る。これらの 3つのオブジェクトのほかに、こ

のアクティブ／非アクテイプの切り替えを集中

管理するための ActiveSceneManagerオブジェ

クトがある。

6 開発を通しての反省

マップ上に写真を保存し、その写真を閲覧す

るところまでは実装することができた。

最終目標である、データベースヘ接続して写

真を共有する機能まで完成さることはできなか

った。

7. おわりに

Unityには、あらかじめ用意されたクラスが

あり、そのクラスを使用することで、簡単に

3D表現のアプリを制作することができる。こ

の課題を通じて、 Unityというゲームエンジン

の使い方はもちろんのこと 、特徴や、長所と短

所をある程度理解できた。今後、趣味でゲーム

を制作する際はもちろんだが、Androidアプリ

の開発などにも利用したい。

参考文献（抜粋）

Uniyマニュアル

htt)s'.//doe1:,.unitv:Jd.com/Manual/index.html 

Unityスクリプトリファレンス

htt s://docs.unit ,:3d.com/'a/cmrent/Scri)tRe 

fercnce/indcx.html 

GO Map -3D Map for AR Gaming・Asset 

Store 

https://assetstore.unitv.com/packag・es/tools/i 

ntc叩 tion/go・map畑 map-for-ar-gaming・

68889 

"Junko chan !!" Model -Unity Asset Store 

htt s://assetstore.unit.v.com/ acka ,・es/:3d/cha 

ractcrs/iunko・chan・model・] 171GO 

GO Map -Unity 3D Asset 

https://g-omap・asset.com/ 

[Unity初心者 Tips]画面を切り替える 3つの

方法

htt s://(iita.com/J unShimura/items/d5f'f疇

,3h7fubcc!J5ce9 

Unityで対象となるオブジェクトを向くよう

に回転させた(Quaternion.LookRotation)

httぶ//code.hildsofr.com/entrv/2017/07 /0G/OG 

0658 

Unity5のStandardシェーダのパラメタをス

クリプトからいじろうとして

http:/ /dnasofrwares.hatena blog .eom/en trv/2 

01 G/0:3/1fj/100108 

【Unity】WebCam Textureを使ってカメラ

が映している画像情報を取得するよ

https://www.urablog.xvz/entry/2017/07/06/22 

5.,j.4.1 
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～ Todo 管理アプリケーション～

121 .  Un i tyによる非ゲームアプリケーション開発

はじめに

ゴと早
自忌

昨今、人々の生活において ICTの活用の拡大は

目覚ましいものがある。ICTを活用が進むなかで、

アプリケーション（以下アプリとする）を Unity

という開発環境も生まれた。Unityは、ゲーム工

ンジンではあり、その充実性から多くのゲーム以

外での活用も行われている 。

ICTの活用方法の一つが作業の効率化・作業時

間短縮であると考え、 Unityを通じて提供するこ

とが可能なのではないだろうかと考えた。

目的

ユーザが自身の目的を管理することができる

アプリを Unityという開発エンジンを活用し開発

する 。その中で、ゲーム以外のアプリ開発に Unity

を使用する場合の、メリットとデメリットにどの

ようなものが存在するのかを検証する。

アプリケーション仕様

概要

スマートフォン (Android)版と、 PC(Windows) 

版のアプリを作成する。それぞれのアプリ、どち

らも、ユーザが自身の目標を登録することができ

る。登録 した目標の達成状況の管理、目標の分類

を行うことができる。

機能詳細 （メイン画面）

Todo登録・編集・削除・ 表示 1

・ タブ登録・削除

・ Todo期限通知

機能詳細（サブ画面）

Todo登録・編集・削除・表示 1

・ カレンダー

・ Todo表示 2

機能詳細（オプシ ョン画面）

設定変更

同期機能

ユーザ登録

翌

開発環境

CPUが Intel(R)Core(TM)i7-6500U搭載、メモ

リ 8GB の PC を使用し、開発エンジン

Unity2017. l. lflを使用し、言語は C#を選択する。

動作確認環境は、 Windows10(1803) と

Android6.0.1で行った。使用した外部サーバーは、

Xdomainの無料レンタルサーバーである。

実装時問題点 ・解決策

Todoデータを扱う際に、設計の問題が判明

した。参照や特殊な型がファイル保存時のエ

ラーやバグの原因となったため、不必要なデ

ータを減 らすため MonoBehaviourクラス

(Unityでデフォルトで継承されるクラス）

の継承をやめ、必要なデータのみ抽出した
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CoreDataクラスを Todo、タブそれぞれ作成

し、問題の解決を行った。

通知の送信時に問題が発生。Unity提供の通

知クラスが、 Androidや Windowsに対応し

ていなかった。ネイティブコードを呼び出す

プラグインを作成したが、 Unityのコンパイ

ラがプラグインを発見できず、実行できなか

った。今回は、解決策として、アセットを活

用して Androidの通知機能のみ作成した。

データの保存時に問題が発生。Unity提供の

Player Prefsは簡易セーブ機能であるため、型

の種類が少なく、ファイルの保存場所も

Unity自身が管理し、アプリ側でデータ管理

が難しい設計となっていた。そこで、型を文

字型の形式JSONを用い、アプリ自身でフ ァ

イルに保存データを書 き込む形式とした。

JSONは扱いが容易いため発展例として、サ

ーバーにデータ送受信する際、プログラムを

作成が容易になるメリットも生まれた。

サーバー通信時に問題発生。一つ目の原因が

SQLサーバーのセキュリティによる通信工

ラーであった。解決策として Webサーバー

経由としたが、作成したサンプルコードであ

る Webページ取得コードを実行したが、解

決しなかった。アセット活用も考慮したが目

的に合致したものを探し出すことができず、

実装を見送る結果となった。

まとめ

本研究では、目的を管理するアプリの開発を通

して、 Unityをゲーム以外のアプリ開発に十分活

用できることが確認できた。Unity活用のメリッ

トデメリットを知ることができた。メリットとし

ては、マルチプラットフォームに対応している点

と、アセットを活用することで開発効率の向上を

見込める点である。デメリットとしては、マルチ

プラットフォームであるが、端末依存のネイティ

ブコードが必要な場面があり、ハードルの高さが

存在する点が一つである。もう 一つは、イベント

ドリブン式のアプリを開発する際、 Unity内では

ゲーム用にループする機構が中心となっている

ため、それぞれのデータの同期や初期化を意識し

なければいけない点である。

本研究の意義として、 Unityを活用し、ユーザ

の目標を管理するアプリの開発達成することが

できた。 しかし、発展として導入を考えていた、

サーバー通信を用いた複数端末での同期機能を、

実装することができなかったことは残念である

ため、今後 Unityでの Webサーバー通信につい

て研究を続ける必要がある。

Todoリスト
I 登録昇顧

い・----- h 一タプの追加

タプの削除

I 290/188 卒論

-・--こ一--
Todoの追加

Todoの削除

図 1-1 Windows版アプリ

0 ①
 図 1-2 Android版アプリ

注釈・参考

・総務省「通信利用動向調査」

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/s 

tatistics/statistics05.html 

・Unityソリューションカンファレンス

2015 

http://japan.unity3d.com/ events/usc2015/ 



指導教員　:　藤　井　敏　史
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 藤井　敏史

清田　誠紫
1 5 7 0 0 1 0

122 .敷き詰め型パズルの解法プログラム

1. はじめに

本研究では、敷き詰め型パズルの解法をプログラムで求める。

敷き詰め型パズルとは、複数のピースを重なることなく盤面に

収めるパズルである。ピースを配置する際には、回転、反転を

加えてもよい。今回は敷き詰め型パズルの例として、図 1.1の

クレイジーQを用い、このパズルを解くことを目標とする。

2. 使用アルゴリズムについて [1]

図 1.1クレイジーQ

クレイジーQを解くアルゴリズムとして、今回はバックトラック法を使用する。

バックトラック法とは、探索対象となる木のルー トから末端まで探索を進め、末端に行き着いたら 1

つ前のノードに戻り探索を進めるというアルゴリズムである。

バック トラック法を行う際には、スタックを使用する方法と、再帰処理を使用する方法がある。今回

は実装の簡易さなどの面から再帰処理を使用 してバック トラック法アルゴリ ズムを作成する。

3. 開発環境

OS……Windows7 

言語…..JAVA Versions 

エデイダ…..Eclipse Luna Service Release 2 (4.4.2) 

4. クレイジーQ解法プログラムについて [2][3] [4] 

~~ 9 18 27 36 
1 10 19 28 37 
2 11 20 29 38 
3 12 21 30 39 
4 13 22 31 40 
5 14 23 32 41 
6 15 24 33 42 
7 16 25 34 43 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

54 63 
55 64 
56 65 
57 66 
58 67 
59 68 
60 69 
61 70 

吋 ""'"'I

ピースを嵌める盤面と して、図 3.1のような要素数 72のint型の 1次元

配列を作成した。未使用のマスに 0を、使用済みのマスに 1を代入すること

とする。 また、斜線のマスを外枠と し、2を代入しておく。ピースを配置す

る際には、最も数字が若い未使用のマスを探索し、その場所を基準点と して

設定する。

図4.1ピースを嵌める盤面のイメージ図

ピースは int型の 3次元配列で作成した。 X方向にそれぞれのピースの相対番号を保存し、Y方向

に 1つのピースの反転・回転を加えた形状を保存している。 Z方向には 9つのピースそれぞれの形状

を保存している。

図4.2は作成したプログラムの再帰処理についてのフローチャートである。
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全 てのピースを配,','.す る ま で

ピース o~ JI又 "'' し

NO  

ピースカ5

ガ己i往可能力,?

NO  YES 

全てのピースを

配 i淫したか？

Nぶi¥処理の火行

配 ill.に失敗したピースの

ひとつ前 のピースを

盤面から外し、

ピースをsf>tit:mにす・る

図4.2敷き詰め型パズル解法プログラムのフローチャート

5. おわりに

YES 

f.f.{jfjjを出ゾJして

ノレーフからtti<-J"る

作成したプログラムを実行した結果、解を求めるまでの時間は 62ミリ秒と、想像以上に早いものであ

った。これは近年の機器の処理性能が向上したためであると考えられる。

今後の課題としては、無駄な処理の削除、及び未探索領域の先読みによる計算速度の向上とメモリの節

約があげられるであろう。

今回のプログラム作成を通して、詳細な設計書が必要な理由が理解できた。今回のプログラムを作成す

る際、初期に大まかなフローチャートを書いただけで、詳細な設計を行わなかった。そのため、ソースコ

ードの変更や必要なメソッ ドの追加などが大量に発生し、スケジュールに大幅な遅れが発生してしまっ

た。実際の開発現場なら、このようなことがあってはならないであろう。今後はこの反省を生かし、機能

改善などを行っていきたい。

6参考文献

[l]よく分からない深さ優先探索

htt s:// iita.com/shki/items/cc9806564a2690e90fdb 

[2] vivi web site 

htt ://vivi.d ndns.or /tech/doc. html?FILE NAME= ent・1 

[3] C言語によるプラパズル。（ペントミノとヘキソミノ）

http:/ /www.geocities. ip/icefloe 1999/c.html 

[4]プログラムのページ

htt ://www. eocities.・loo a takemasa/Al orithm/Math/Pentomino. df 
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システム情報学科
鹿児島教育センター
指導教員 : 藤井　敏史

閏野　晃満
1 5 7 0 1 7 6

123 .敷き詰め型パズルの解法プログラム

1. はじめに

本テーマは「みのるパズルクレイジーQ」という指定された枠内に

9つのピースを重なることなく収めるパズルの解法プログラムを作

成する。ピースは回転や反転を加えてもよい。パズルの解を求めるた

めにピースを配置できるか検証しながら進めていく。

2. アルゴリズムについて

アルゴリズムとは、問題を解決

するための定型的な手法や技法

のことである。敷き詰めパズルの

解法プログラムに用いるアルゴ

リズムにはブルートフォース探

索を検討した。ピースを配置する

枠を 9X9の大きさの 2次元配

列で疑似的に表現し、先頭 [0,0] 

から [8,8]まで隙間なくピースを

配置していく。配置できなくなっ

た場合はひとつ前のピースを回

転・反転して再配置、もしくは取

り除き別のピースを配置するこ

とで解を見つける。

3. プログラミングについて

図 l クレイジーQの参考画像

膏

図 2 アクテイビティ図によるプログラムの流れ

プログラミング言語には C#を用いる。開発環境には VisualStudioを使用した。 VisualStudioのバ

ージョンは 2017(15. 7)である。（参考資料【l】)

ピースを配置する枠と回転・反転させたピースを読み込む空間を 2次元配列で作成する。ピースは 3

次元配列で宣言し、 9つのピース 1つ 1つを 2次元配列として記録し、扱えるように初期値を設定する。

for文を用いてピースの配置を行い、再帰呼び出しで繰り返しピースを配置する。枠の要素には、“□”

を空の要素として登録し、最初から配置できない箇所には“■”を登録する。枠を最初から探索させ、

“□”が検出された場合は、その配列の位置を基点としてピースを配置できないか検証を行う。検証は

ピースの表の場合と裏の場合、それぞれのピースを 0度、 90度、 180度、 270度に左回転させた 8パタ

ーンの検証を行う。ただし、英文字 "A"のように反転させても同じ形になるピースは表の場合の 4パタ

ーンのみを検証し、裏の場合の検証は行わない。（参考資料 【2】)

ここでピースを配置できた場合は再帰呼び出しを行い、同様の処理を繰り返す。 Publicの int型変数
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を用意し、枠に書き込みを行う毎に 1を加算する。この int型変数が 9になった場合は、パズルの解が

発見されたとして枠の全ての要素の中身を出力する。再帰呼び出しを終えて前の部分に戻る場合は、 int

型変数を 1減算する。

プログラム完成後、右に記載されている PC環境でテスト

を行い、クレイジーQの解が出力されることを確認した。し

かし、処理を開始してから終了まで約 3時間かかるプログラ

ムということが判明した。

4. まとめ

OS 

プロセッサ

実装 RAM

WindowslO Home 

Intel Core i7-5500U 

CPU 

8. 00GB 

今回、敷き詰め型パズルの解法プログラムの作成にあたり、当初はクイックソートを用いて、ピース

1つを 2次元配列で表現した場合の縦横 l行ごとのピースの大きさを数値化（横方向に正方形を 3つ繋

げた形であれば3)する。枠の 8X8の各行と各列の和が9になるように配置することでパズルの解法

を求めようとしたが、複雑になり断念した。

最終的にはブルートフォース（総当たり）による解法の探索に切り替え、クレイジーQの2つの解法

を見つけることができた。しかし、ピースを回転させる度に 2次元配列にピースの書き出し作業を行っ

ているため、処理が遅くなってしまった。

今回プログラムを組み立てる上で、処理をメソッド毎に分けて管理することで設計、改修の容易な

プログラムを記述することができたが、プログラムの自体の効率はとても悪くなってしまい、見やすい

プログラムだけではなく、効率の良いプログラムを組み立てることの重要性を身に染みて感じた。簡易

的なアクティビティ図を記述したことで大まかな流れが初期段階で把握でき、 500行近い大きなプログ

ラムを組むことができた。次回は、プログラムの見易さも大事ではあるが、少ないリソースで効率的に

動くプログラムを作成していきたいと思う。

参考資料

(1】金城俊哉 「VisualC#2015バーフェクトマスター」秀和システム，2016年【書籍】

(2】2次元配列、多次元配列の宣言と利用 (C#プログラミング）

http://codepanic.itigo.jp/cslang/cs_array. html 
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システム情報学科
鹿児島教育センター
指導教員 : 藤井　敏史

松元　大治
1 5 7 0 1 7 7

プログラムで人の思考を再現する

124 .指定表面模様に敷き詰めるパズルの解法プログラム

1. はじめに

本テーマはチェ ッカーパズルグレープと い

う、チェ ック模様の入ったパズルを重なること

なく尚且つ模様の色が隣り合わないように収め

るパズルの解法プログラムを作成する。ピース

は回転を加えてもよい。パズルの解法を求める

ため、実際に自分がパズルを解くことを意識し、

ピースが実際にはめられるかを検証し、時には

はめていたピースを取り除きながらピースを一

つ一つはめるようにする。これらの制作過程を

通して、ヒトの思考をプログラム化することに

必要なものは何かを探る。

すべてのビースをケースに入れて、

チェッカー損樺にしてください．

2. 解き方のアルゴリズムを考える

パズルの解き方は千差万別である。そのパズルをプログラムに解かせるにあたっ

ては、問題を解決する手順や手法を意味するアルゴリズムの考え方が役に立つ。今

回のパズルの解き方で例えれば (1)左から右へとピースを当てはめる、 (2)完全に無

作為にピースを当てはめるなどの方法が挙げられる。これら二つの手法は最終的に

同じ解へと至るが、そこに至るまでの道程ともいえるプログラムの行数や処理時間

が異なってくる。今回は手順が追いやすく、無作為性による再計算の発生しない (1)

のアルゴリズムを用いてプログラムを構築する。

3. ピースの生成と保存

Visual Studio2017を開発環境とし、java言語で構築を行った。

ピースは種類ごとに 1を空白とし、右図の様にピースの形に対応

した A,,__,Hで表される形と 9を空白とした 0と1で表される模様を

Z
A
Z
A
Z
A
A
A
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それぞれ string型 2次元配列で宣言し、その後 jaggedArray配列へと保存する。

jaggedArray配列とは、配列を保存する事が可能な 2次元配列である。例えば上記

のピース配列を jaggedArray [l]に保存した場合、 jaggedArray [l] [1, 2]と宜言する

ど'A"の結果が返される。つまり、最初の[1 lは配列の格納されている場所を表し、

次の [l,2]は格納されている配列の中に格納されている値の参照を表しているので

ある。この jaggedArray配列は名前の最後に 2や 3と付けることで複数宜言が可能

であるため、今回の様に形、模様に分けて複数の配列をまとめて管理したい場合に

有用である。

4. 探索処理 [1]

探索処理は完成を示す compflg 

が falseの間繰り返される while

文で囲い、右図の様にその中で検

証・はめる•取り除く、の 3 つの処

理が繰り返される。検証ではパズ

ルの配列上でピースをはめる位置

に1以外の文字が入っていないか、

0と0又は 1と1で隣り合っていな

いかを見ていく。

ピースをはめることができない

と判断された場合、まず回転を加

えることで同ピースの最大4パターンを検証する。それでもできない場合は次のピ

ースヘと移り、同様の検証をピースの配列を一周するまで繰り返す。一周しても尚

できない場合に初めてはめられているピースを外す判断が下される。

ピースをはめることができると判断された場合、そのピースの配列をパズルの配

列に書き込むことでピースがはめられる。この際、パズル上にはめ込まれているピ

ースの数を表す変数をカウントアップし、その値が使われるべきピースの数と一致

した時に compflgが trueとなる。

5. まとめ

今回のプログラム構築は、結果的にプログラム 1---...,2分の間でパズルの解を表示

できるようになった。このプログラムは探索処理や回転処理でピース配列を頻繁に

参照する為、 jaggedArray配列による一括管理が大きな成功要因であった。しかし、

探索処理は特定条件で不具合が起きてしまう等、そのほかの処理に問題もあるため

より早く結果を導くことも可能だと思われる。

く参考資料〉[1 lペントミノの解を求めるプログラム高速化

URL: ht tp://d. hatena. ne. jp/zarigani tosh/20150114/faster_pentomino 
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システム情報学科
大阪教育センター
指導教員 : 藤井　敏史

𠮷田　拓眞
1 5 7 0 2 5 3

125 .没入型仮想現実における違和感とその解消法の検討

1. はじめに

私がこのテーマを選定した理由は、 VRデバイスを装着して酔うということは当時の私はまだ知ら

ず、初めて経験したとき不快な感覚であったが、それを超える新鮮ささえ感じた。目の前にはまさ

に実際に存在するかのような空間や物体など、そこにあるようだと理解はできているが体がついて

いかない。

この謎と違和感について、自身の経験談やそこから得たヒントを元に、原因や現在の技術で解消

できるかを考察していこうと思う。

2. 3Dから VRへ
3DとVRのつながりや技術の相違などについて、それぞれにおいて解析していく。

3Dとは視点のずれた映像を左右の眼別々に投影もしくは、そのように検知させることで立体感を演

出するものである。

VRとは、 3Dの技術を小型化し、 トラッキング技術を加え仮想現実を再現するという技術のこと

である。

3. 没入感と現実感

没入感と現実感の違いや、それらを感じ取る過程について考察する。

没入感とは、仮想現実に対し自分が存在しているという感覚を表す。だが私はこれとは別に現実

感という単語を使用しており、「あたかも実際に存在しているかのような感覚」という意味で使用

している。 具体的には、人間は様々な感覚を通して存在を認識しているが、それを仮想現実空間内

で再現するということだ。

4. 感覚を騒す

人間は感覚を駆使して生活しているように、 3章での内容の通り VR空間で現実感

を高めるためにはこれらを再現する必要がある。実際にその感覚を体に与えることはできるが、そ

のためにはかなりの空間やコストがかかる。これを低コストで再現するためには、様々な機器を使

用して再現する必要がある。「感覚を蝙す」ということだ。重要視している感覚は、視覚、聴覚、触

覚、嗅覚、平衡感覚の 5つである。

5. VR機器

現在の代表格として販売されている機器は 3種存在している。 Oculusrift、HTCvive、PSVRだ。

これらは解像度、リフレッシュレート、視野角、重量、値段などスペックには差があるが、どれか

が劣っているというわけでもなくそれぞれ秀でた特徴がある。

Ocu l us riftは軽量であり、 HTCviveはOculusよりか重量はあるが、 トラッキング精度は秀でて

いる。 PSVRは解像度が低い分リフレッシュレートが最も高く、瞬く間に画面が切り替わる場面で

も違和感を感じづらいというところである。

6. 酔いや違和感が生じる原因

酔いが生じる原因は一つではなく、様々な要因が重なることにより引き起こされ、症状も少しで
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はあるが変化する。アプリ内で、自分自身の移動があるか、体勢はどうかなどで比較を行ったが、

やはり自身の現実での移動とアプリ内での移動のギャップが一番の問題点となった。アプリのジャ

ンルと移動方法も同じであっても大きな差は存在していた。これは進行方向が予測できるかどうか

である。移動時に表現されるエフェクトや、コントローラの操作方法により進行方向は予測が可能

であるが、スティック操作のような急な移動方法はかなりの酔いが発生していた。

ワープ移動は、画面の切り替わりが一瞬であり、加重移動を伴わないため酔いにくい。乗り 物移

動は自身が固定されていて、画面内に固定物が存在するためある程度進行方向が予測できるという

ものだ。そのためスティック移動と比較すれば酔いは少ないと感じる。

次にハードウェアに関する問題である。処理機器のスペックが低いと処理が間に合わず画面上に

遅延やバグとして現れる。 VR機器のスペックが低ければ、画面の鮮明さや画面の移り変わりに違和

感を生じる。重量が重ければ頭部や首への負担がかかり、装着方法が悪ければズレや締め付けの状

況によって目と画面の位置が適切でなくなり、頭痛などの原因となってしまう。

7. 解消法の検討

まず移動方法であるが、提供されているアプリのほとんどは VR酔いに対して深く考慮されてお

らず、酔いやすいものはたくさんある。

まず移動に関しては、操作方法としてはスティ ック移動とエフェクトやパーティクルの組み合わ

せである。実際に実験したところ。酔いが発生するまでの時間や、症状が軽減されたことを確認し

た。これが移動に関する最も現実的な対策ではないかと考える。

次に平衡感覚についてだ。これを実現できる環境はまだ一般向けに開発はされていないが、体に

微弱な電流を流し制御することにより感覚を騨すことが可能な装置が様々な研究チームが開発中

である。実現が可能となれば一般的な家庭でも体験できるため、現実的な装置であるといえる。

次に処理機器は VR機器のスペックアップである。これは前章で述べたように、スペックが低け

れば処理の遅延や違和感につながる。そのため機器のスペックアップが必須であるといえるが、現

在最も現実的な解消法であると考えられる。

8. 未来の VR

現在 VRはリリースされてもなお研究開発中の技術であり、まだわかっていない部分も多数存在し

ている。だが現在存在している技術の中では平衡感覚と再現できる機器が一番の酔い対策に関する

近道だと考える。

—参考文献ー

-Jack Masaki (2017) 「VR 酔いの症状• 原因、開発者向けの対策を紹介」

<https://www.moguravr.com/vr-yoi/〉

ー白井博士 (2016) 「VR 大好きなんですが超酔うんですが— VR 酔いの研究 (2) 化学のチカラで酔いを覚

ます！～白井博士のVRおもしろ相談室第 4回～」

ht t s ://www. mo uravr. com/shi ra ihakase-vr-omoshi rosoudan-4/ 

ー水原由紀 (2018) 「 買う ならどれ？ハイエンド VR ヘ ッ ドセット比較• 最新情報 まとめ」

htt s://www. mo uravr. com/hi h-end-vr-headset-matome-2018-2/ 

ーゆうの Lv3(2018) 「VR でも 重要 な”触覚”デザインの今までとこれから【 CEDEC2018】」
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126 .３次方程式の判別式

1. はじめに

一般の 3次方程式A炉 +B好+Cx + D = 0 

(A* O,B,C,Dは複素数定数）はチルンハウス変換

X = X1ー岳を用いて，

炉 +ax+b = 0 (E) 

（ただし，
3AC-B2 

b= 
27がD-9ABC-2B3

a= 
3A2'27A3  ） 

に変換できる([l]). ただし x'を xと新たに書

いた方程式 (E)の解を X= a, /3, y としたと

き， D= (a -{3)2 (/3ーが(y-かをこの方程式

の判別式というこの小論では，次の 2つの定

理について [1] を参考に述べる．

定理1. 3次方程式 (E)の判別式 D は，

D = -4a3 -27炉を満たす．

定理2. 3次方程式 (E)の係数 a,bを実数とす

る． このとき，次が成立する．

D>Oのとき， (E)は相異なる 3つの実数解

を持ち， D=Oのときは，重複する解をもつ．

a+{J+y=O… (a) 

a{] + {Jy + ya = a… (b) 

⑪ y = -b・・・(c) 

（証明）

f(x) = A炉 +B炉 +Cx + D (A -=t=-0, B, C, Dは複

素数） とおき， f(x)= 0の解をa',/3', y'とす

る．因数定理よりf(x)= A(x -a')(x -f]')(x -

y') = Ax3 -A(a'+ /3'+ y')好 +A(a'f]'+

的 I+y'a')好ー a'f]'y'をみたすから

炉の項：ーA(a+ f3 + y) = B :. a+~+ y = -~ 

Xの項： A(a/3 +釘 +ya)=C :. a~+~y +ya=~ 

定数項：ーAa伽=D :. a~y = --
D 

A 

をみたす．方程式 (E) の解はa,~. Yであるから

a+{3+y=O 

叫I+f3y + ya = a 

叫/y= -b 
D<Oのときは， 1つの実数解と 2つの共役 が成り立つ． （証明終了）

な複素数解をもつ．

2. 定理の証明

3変数 X1,Xz, X3の基本対称式とは，

祐．＋む＋硲，X1む +x2巧+X3X1, X1Xz石

であり，それぞれ 1次， 2次， 3次の基本対称

式という．

補題 1 (E)の解a,{3,yからなる基本対称式は，次

を満たす

定理 1の証明をする. 3次方程式の判別式を基本

対称式で表すと

D = (a -{3)2 (/3ーが(y-a)2 

=(a+ /3 +が(a/3+釘+ya)2 

-4(af3 +釘+ya)2 -4a術(a+/3 + y)3 

+18af3y(a + f3 + y)(a/3 +仰+ya) -27(af3y)2 

である．よって，補題を用いることで， D=

-4a3 -27炉を得る．

補題 2 方程式A好 +B炉+Cx + D = 0 (Aキ

O,B,C,Dは定数）において， A,B, C, D が実数と
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する. a= p + qi(p, qは実数）が，この方程式の解 数ならば，共役な複素数である石も (E)の解で

であるとき，共役複素数 石=p -qiもまた解で あり，残りひとつの解Bは実数である．

ある．ただし i= ✓ 可である．

（証明は略） 以上より，定理 2が証明された．

補題 2より，実数係数の 3次方程式 (E)の解 a 3. 最後に

が複素数なら ば共役複素数 石も解である．すな 今回の課題では膨大な計算や新たな知識を

わち， Bまたは yが 石に等しい． よって(E) 活用すること大変だったしかし，今回の卒業

の解a,{J, yがすべて複素数になる ことはな 論文では， 今までの数学で学んだ経験をう まく

い． 生かせたことはよかったと思う．

(i) D>Oのとき 参考文献

方程式 (E)の解のひとつ aが複素数ならば， [1]一松信，「複素数と複素数平面 [POD版］」，森

方程式 (E)の解は a,石と実数 f3である．よ 北出版 (2010)

って判別式はD= (aー石）zc石― {3)2(/3 -a)zとな

る． ここで， a-石=p + qi -(p -qi) = 2qiで

あるから (a-a)2 < 0 となる．さらに

（石― /3)2(/3-a)z = (石— /J)z(a _ /3)2であり， a-

/3と石― /3は共役な複素数であるので，

（石― /3)2(/3-a)2 > 0である．以上よりD<Oと

なるので，D>Oに反する．よって， (E)の解

a,/3,yはすべて相異なる実数である．

(ii) D = 0のとき

方程式 (E)の解のひとつの解 aが複素数な

らば，方程式(E)の解はa,石と実数f3である. (i) 

と同様に（石一 {3)2(/3 -a)2 > 0である．よって

仮定 D=Oより (a-a)2 = 0である． 一方a-

百=p + qi -(p -qi) = 2qiであるから， q=O

を得る． これは， aが複素数であることに反す

るので， a,{3,yはすべて実数である．

ゆえに，D= (a -{3)2 (/3ーが(y-a)2 = 0から

a=~, または~=y, またはy=a

となり， 重複する解をもつ．

(iii) D < 0のとき

方程式 (E)の解 a,/3, yがすべて実数になる

ことはない．また，すべて複素数になることも

ない． したがって， (E)の解のひとつ a が複素
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127 .掛谷の定理

1 はじめに

本稿では [1]を参考に，掛谷の定理の証明を行

うことを目的とする．ここで掛谷の定理は，次で

与えられる．

定理 1. 自然数 n に対し， n+ 1個の実数

an, a正 1,... a2, a1, aoを与え， an>a正 1> 

・・・＞ 吟＞釘>ao > 0を満たすと仮定する． こ

のとき n次方程式

J(x) = an研+an-lXn-l ... a2丑＋釘x+ao= 0 

の解 aは， lal:::::1を満たす．

ここで， a=a+biに対し， lal=R了b2とお

＜．ただし i=Rとし， aとbは実数である．

また百=a -biとおくと laド=O'.・ 石である．

この定理は，掛谷の証明の後，現在は Enstrom-

Kakeyaの定理とよばれることが多い．その掛谷

宗ーについて述べる ([2]). 彼は広島で生まれた

数学者である．明治 42年に東京帝国大学理科大

学数学科卒業後，数学者として第一高等学校教授，

東北帝国大学助教授，東京高等師範学校教授など

を歴任し，昭和 10年 4月から昭和 21年 10月ま

で東京帝国大学理学部教授を勤め，昭和 19年 9

月から理学部長を勤めた．そして昭和 19年 6月

から昭和 22年 1月に逝去するまで，任期間を含

めて，統計数理研究所の初代所長を勤めた．さら

に大正 11年から 20余年に亘って学術研究会議会

員となり，昭和 21年には会長を勤めた．彼は大

正 2年に「連立積分方程式二関スル函数論研究」

第 1報を，「東北数学雑誌 (4巻 3号）」に発表する．

大正 5年に理学博士を取得，大正 7年にアメ リカ

へ留学した．そして昭和 3年に「連立積分方程式

及び之に関連せる函数論的研究」で帝国学士院恩

賜賞を受賞する．東京帝国大学教授時代の労作に

「正則関数の境界値に関する研究」がある．また

「正数係数の代数方程式の根の限界についての研

究」は，「掛谷の定理」と呼ばれ，世界的にも知ら

れている．これを後の本論で証明する．また，主

著に「一般函数論」「微分学」 「積分学」などがあ

り，微分学，積分学についての教科書も多数執筆

した．このように，日本の学術進展に多大の貢献

をしており，昭和 16年に勲二瑞宝章を授与され

ている．

2 定理の証明

定理の証明を行うために，次の補題を与える．

補題 1.複素数 a とf3は，次の三角不等式を満

たす．

la+ /31 ::; lal + 1/31 (1) 

補題 1の証明を与える．実数 xぃ x2,Yi, Y2に

対し a= xi + Yii, (3 = x2 + Y2i (は実数）と

おく．

• (1)の（左辺）2 = (x1 + x2戸+(yi + Y2戸＝
XI + YI + X§+ Y§+ 2x江 2+ 2y1y2 
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• (1)の（右辺）2 = lal2 + l/312 + 2lal . 1/31 = 

xy + Yi + X§+ Y§+ 2凶xy+ yr)(碕十Y§)

を得る．よって

（右辺）2 - (左辺）2

= 2 (凶xy+ yr)(x~+ Yi) -(平2+ Y1Y2)) = (*) 

である． 一方

（凶xy+ Yt)(x§+ y名））2ー (x1x2+ Y1Y2)2 

=x髯— 2x立2YlY2 + X厨=(X1Y2 -X叩）220 

であるから(*)2 0を得るので， (1)を得る．な

お (*)2 0から得られる不等式

lx1x2+Y1Y2I :=; ~-~ 
を Shwartzの不等式という．

定理 1の証明を背理法により行う．即ち，

f(o:) = 0とし， lo:I> 1を仮定する， f(o:)= 0 

の両辺に， 0:- 1をかける．

n n+l 

(a -l)f(a) = L(a -l)akak = L akak 

k=O k=l 
n 

-L e叫=anan+l十文(ak-1-ak) ak 

k=O k=l 
-ao = 0 

よって anan+l= t(ak -ak-1)心 +aoを得

k=l 
る．背理法の仮定より a# 0なので，この両辺

をぶi+lで割ると

n 

an=L仇 一 ak-1+ ao 
an+l-k an+l 

k=l 

となる．定理 1の仮定より ak-ak-1(1 :S k :Sn) 

と aoは正であるから，補題 1と背理法の仮定

lal > i即ち 1/lal< 1より，次を得る．

lanl :S 
(an -an-1) a1 -ao) ao 

＋・・・十
（ 

a an + I an+l I 
= (an -a正 1)+ ... 十 (a1-ao) a。

回
＋ 

lain lain+l 

さ(an-an-1) +・ ・・+ (a 1 -ao) + ao = an 

よって， lanl= anなので，特に

an= 
(an -an-d + ... + (a1 -ao) ao 

lal 
＋ 

lain lain+l 

が成立する．よって (lal-1) f (lal) = 0を得る．

さて，背理法の仮定同 >1より， lal-1 -Ioで

あるから， J(lal) = oを得る． 一方 ak> 0より

n 

0 =!(Jal)= L 叫叶>ao > 0 
k=l 

である．これは矛盾である．よって定理が証明さ

れた．

3 最後に

数学は普段の生活の中では意識する ことが少な

く，高校の数学も忘れていました．「勉強とは自分

の無知を徐々に発見していくことである」と言わ

れているように，掛谷の定理，また，掛谷宗ーと

いう日本の学術発展に貢献してきた数学者を新た

に知ることができてよい経験になったと思う．そ

して，今後も新たに学ぶことを大切にし，努力し

続けていこうと改めて考えることができた．

参考文献

[1]高橋正明，「複素数」，科学振興新社

[2]誠之館人物誌 「掛谷宗一」

http://wpl.fuchu.jp;-sei-dou/jinmeiroku/ 

kakeya-souichi/kakeya-souichi.htm 
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128 .円に内接する６角形に関するパスカル定理

1. はじめに

本小論では，次の定理を複素数の計算を応

用し， [1] を参考にして証明することにあ

る．

定（パスカルの定理） 円に内接する 6
角形の 3組の対辺の延長線の交点 3点は一

直線上にある．

複素数 a=a+ biにたいし，石=a-bi 

とおき， aの共役複素数といい， lal=..fc百

とおく．ただし i='J-可とし， a と b

は実数である．

2. 定理の証明

最初に証明に必要な準備を行う．複素数

a= a+ bi に対し， r = lal , cos 0 = 
a/r, sin0 = b/rを満たす角 0を arg(a)

とおく． このとき a= r(cos 0 + i sin 0)と

書け，角0はX軸の正の部分と aがなす角

でありaの偏角という．

捕 a,/3, yを複素数とする.lal = r, 

1/31 = r'とおき， a,/3の偏角をそれぞれ

0, 0'とおく．このとき，次が成立する．

(1)複素数 a が実数であるための必要十

分条件は a=aである．

(2) a土/3=石士/3 (復号同順）
石

(3)涵＝石屑，じ）＝＝ただし，/3=I=-0 p p 

(4) a/3 = rr'{cos(0 + 0') + isin(0 + 0')} 
(5) a//3 = (r /r'){cos(0 -0') + i sin(0 -

〇')}
(6)辺ay, 即ちa-yと辺沖，即ち/3-y 

がなす角は arg(~) に等しい．
(7) a, /3, yが一直線上にあるための必要

十分条件は，竺!=~苔である．
P-r P-r 

(1)から(3)は明らかであるので， (4)を示

す．

a = r(cos0 + isin0), f3 
= r'(cos0'+ isin0') 

より，

祁=rr'{(cos0cos0'-sin0sin0') + 
i(cos0cos0'+ cos0sin0')} = 

rr'{cos(0 + 0') + isin(0 + 0')} 

が加法定理より従う．

(5)を証明する．
a r cos0+isin0 
ー＝ー・fJ r'cos0'+isin0' 

r (cos0cos0'+sin0sin0')+i(sin0cos0'-cos0sin0') 
＝ー・

r'cos20'+sin20' 
r 

= -(cos(0 -0') + isin(0 -0')} 
r' 

が，加法定理とcos20'+sin惰'=1より従

う．

(6)は， (5)より明らかである．

(7)を示す-~=竺こであるための必要十
{J-y 

{J-y 

分条件は， (1), (2) , (3)とから伍［が実数

である．

a, /3, y が一直線にあるとき， a-yと

/3 -yが，なす角叫ま '<p=冗，0である．

よって， r>O に対し
a-y 

{3-y 
= r(cos<p + isin<p) 

は，士T である．よって止とは実数であ
{3-y 

る． 一方，逆に~ が実数のときは '<p= 
{J-y 

冗，0なので， (6)から， a,/3, yは一直線

上にある ．以上で補題が証明された．

定理の証明を行う．原点 0を中心とした単

位円（半径が 1) の円周上に相異なる 6点
tk (1 :::; k :s; 6) を与え， 6角形を考える．

点の番号は反時計回りに入れる．辺t1t2と

辺t出の交点をa, 辺t2t3と辺tst6の交点を

/3' 辺t3t4と辺tふの交点をyとおく．対辺

の組のうち平行な辺がある場合，交点は無

限遠点であるから，定理の主張は正しい．

よって対辺の組のうち平行な辺の組がない

と仮定してよい．さて単位円上の 4点

p, q, P, Qに対し，2直線両，丙和）交点

zは，補題 (7)から，
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p-z p-i P-z P-i 
= = - -

p-q p-q'P-Q P-Q 

を満たし p= 1/pを満たすので，
- P+Q-p-q 
z= 

PQ-pq 

を得るよ って
y-ii (t4-t1)(t山— tst6)
- = 
{]-ii (む一托） (t山— tふ）

を得る．計算の詳細は本論に譲る． 一方，

各Kに対して， tkは単位円周上にあるか

ら， tk= 1/tkを得る．よって
- - 2__2_ 土＿土ニ＝（二）= (t4 c)(cが3 叫

fl-a fl-石
1 1 1 1 = (*) 

（石―五）(~ —~) 

を得る．（＊）の分母と分子に t1t出 t出 t6を

かけると（＊）の分子は

叫i-i)X t晒 t6(土土）
= Ct1―t4)(稔t6-t山）

に等しい．同様に（＊）の分母は

Cts―朽） (tふ— t山）
に等しい．よって

y-a y-ii 

{]-a {]-ii 

が成立する．ゆえに，補題 (7) より， 3 

つの交点a,{], yは一直線上にあることが

証明された．

3. 最後に

高校を卒業してか ら今までの間数学の

学習をしてこなかったので， 感覚を取り戻

すのに時間がかかってしまった高校時代

に使っていた教科書を解き直したり，知り

合いの先生に教えてもらうなど自分自身の

良い経験になった．学校を卒業して社会人

になっても今回の経験を生かしていければ

と思う．

参考文献
[ 1 l高橋正明著「複素数」， 科学振典新社，

9 8ページの例 5



指導教員　:　三　浦　　洋



257

システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

梅澤　俊則
1 5 7 0 0 0 2

129 .キリスト教と西洋哲学

1. はじめに

今現在も多くの信者を持つ世界宗教へと発展していったキリスト教は、西洋哲学にどのような影響を

与えたのか記述してい く。

2キリスト教の起源とキリスト教哲学

2.1キリスト教の起源

イエスはユダヤ教の教えとは違い、神への愛と人間愛を中心とする革新的な教えを説いた。やがてイ

エスの教えを伝える「福音書」を中心としたキリスト教の正典が「新約聖書」として完成し、キリスト

教という新宗教が名実とともに完成したのである。

2.2教父哲学とスコラ哲学

中世のキリスト教哲学は、「教父哲学」の時代と「スコラ哲学」の時代に区別される。異端や異教を論

駁し、協会の正統性を護るために著作を著した指導者たちの考えが「教父哲学」である。スコラ哲学と

は教会や修道院に付属した学校で学僧が説いた哲学のことである。

2.3キリスト教による信と知

キリスト教は、信仰にしたがって生きることを「善い」生き方である、と勧めた。しかし福音書には、

知を重んじるものの考え方では理解できない事柄があり、「信」と「知」の対立が生じたのである。この

対立関係は、次第に和解する方向に進むが、これはスコラ哲学が崩壊していく過程であり、中世哲学か

ら近世哲学への移行を告げる出来事であった。

2.4神の存在証明

スコラ哲学は、神を知らない人間や、神を信じない人間に対して、神が確かに存在することを、哲学

的な論証によって証明しようとした。それが「神の存在証明」である。これらの証明は近世になっても、

多くの哲学者によって取り上げられることになる。

2.5普遍論争

スコラ哲学の内部で哲学的論争の一つに「普遍論争」がある。普遍論争とは、この概念が、個々に先

立って存在するのか、それとも個々のものの後にはじめて存在するのかを、めぐる論争である。普遍論

争は結果的にス コラ哲学を崩壊に導く ことになるが、近世の哲学が始まるきっかけでもある。
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3近世の哲学者

3.1宗教革命

西洋の中世を終わらせ、近世の扉を開いたのは、イタリアではじまったルネサンスとドイツではじま

った宗教革命である。この「再形成」としてはじまった宗教革命は、古代ギリシア思考や原始キリスト

教への復帰を強調した。これにより、近世という時代が始まるのであった。

3.2デカルト

デカルトは事柄の真偽を決定するのは私の精神であり、たとえ教会の権威が真 と認めよと迫る事柄で

も、私の精神がそれを明晰判明に認識しなければ真ではないとした。デカルトのこの考えは、教会の権

威から解放された近世的な自我の確立を見ることができる。今現在でもデカルトが近世哲学の祖とされ

るのも、そうした理由からである。

3.3スピノザ

スピノザは、神はまさに自然と一体であり、自然のうちにあって、自然を自然としている存在である

とした。これは「神すなわち自然」という考え方である。神と自然を一体と見る見方は、後になって「汎

神論」とよばれるようになった。

3.4カント

カントは、「宗教」を「われわれの義務を神の命令として認めること」と規定した。宗教とは我々の道

徳的義務を神の命令として認めることである。カントが真正の宗教と見るのは、人間の道徳性を中心に

据える宗教であり、実践的な理性信仰に基づく 宗教である。

4まとめ

ローマ帝国がキリスト教を公認、国教としたことにより、キリスト教は繁栄し、キリスト教を土台と

する哲学が成立することになる。よって中世のヨーロッパではキリスト教哲学が主流となり、キリスト

教と哲学は切り離せない関係となったのである。また「神の存在証明」を哲学的な論証によって証明し

ていた事から、キリスト教と哲学の強い関係を見ることができる。

古代ギリシア哲学の根本的な知である「自然が何を元にして成り立っているか」といった理論哲学の

問いは、キリスト教の普及により、自然は神が無から創造したとされる考えが主流となった。また「人

間はどのような生き方が善い生き方か」という実践哲学の問いは、イエスの教えを神の啓示とし、信仰

にしたがって生きることが「善い」生き方であるとした。このようにキリスト教の信に重心を置いた考

え方により、西洋哲学に影響を与え、ギリシア的な合理的知による考えが、停滞したのではないかと考

える。また近世でも哲学者によって神の存在証明がされており、キリスト教にとって重要な「神」とい

う存在は、中世だけでなく近世でも強い影響力を持っていたと考えられる。

参考文献

宇都宮芳明「テキスト哲学」丸善プラネット (2002年）
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

戸川　修作
1 5 7 0 0 0 9

130 .理性と感情

1 はじめに

感情とは、あらゆる物事に対し心の変化のことで、理性はそれを抑圧するものである。と、このよ

うに簡単に説明はできるものの実際に本当にそれであっているのか、またそれだけの説明で表すこと

ができるものであるのかという疑問が残る。歴史に残る哲学者は、ありとあらゆる視点で理性や感情

を見てきたが、それらの視点がその時代に対し理念、道徳、宗教などにどういった影響を与えたのか

を見ていく。

2. 理性とは

ドイツがこれまでに生んだ哲学で、最大の哲学である と言われているイマヌエル・カントは、「悟

性」と「理性」を区別している。「悟性」は、「概念の能力」であり、「判断の能力」であったが、「理

性」は「理念の能力」であり、「推理の能力」であると分けた。そして、「悟性」には、純粋悟性概念

（カテゴリー）が属し、「理性」には、その産物として、「純粋理念概念」すなわち「理念」が属し

た。理性概念は、単なる理念であって、なんらかの経験における対象を持っていないが、想像された

対象、また想像した際、可能と想定された対象を指示しているわけではない。理性概念とは、発見の

ための擬制として関係させて、経験の領域における体系的な悟性使用のための統制的原理を根拠づけ

るために、たんに蓋然的に考えられたものにすぎないのである。経験を離れてしまうと、理念は単な

る思考物であって、その可能性は証明されない。したがって、仮説による現実の現象の説明の根底に

置かれることはできない。「心」を単純なものとして考えることはもちろん許されるが、それはこの理

念に従って、心の一切の諸力の完全で必然的な統一を、具体的に洞察することができなく、それでも

心の内的な諸現象を我々が判定するための原理とするためである。しかし、「心」を単純な実態として

想定することは、経験を超えた概念として証明できないばかりか、任意に作り出した命題であると言

える。カントの理論哲学の理念は、一方では現象界において確実な理論的知識が成り立つことを保証

し、他方では、現象界を超えたこと側に関しては、我々人間は、確実な理論的知識を持つことができ

ないことを明らかにしたもので、カントの哲学が「批判哲学」と呼ばれるのも、そうした理由からで

ある。 したがって理性とは、英知界などの理念も取り込み、物事を考える場合もある。

3. 感情について

イギリスの経験論者のヒュームは、主著『人性論』の第三編には道徳論が綴られているが、それによる

と、道徳的善悪を区別するのは、理性ではなく、「道徳感」と呼ばれる一種の感覚である。徳から生じる

印象ば快適であれば、悪徳から生じる印象は不快であるというふうに、道徳的善悪を知らせ、両者を特

色づける印象は、「ある特殊な快苦」である。しかしこうしだ快苦を味わうのは、各自が自分の個人的利

害を離れ、公平で一般的な視点からものごとを観る場合である。そこでヒュームは、他人の心に対する
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「共感」という心の働きを重視する。共感はまた、他人に対する憐れみや仁愛といった、道徳的感情を

生み出す源なのである。つまり、道徳は、行動や情念に影響するといえる。したがって、道徳は理性か

ら導き 出すことはできない。と言う のも、理性はそれだけでは、決してそうした影響力を持たないから

である。道徳は、感情を剌激し、また行動を生んだり阻止したりする。理性自身に関しては、それに対

して全くの無能である。 したがって、道徳性の諸規則は、われわれの理性の結論ではないのである。

4 道徳法則・理性信仰・道徳的宗教

道徳的に善い行為とは、「善い意志」による道徳的義務に基づいた行為であるが、道徳的義務として従

うべき「法則」 または「掟」が、カン トの言う「道徳法則」である。これは義務の規則言ってもよいが、

世間で一般に義務とされているものが、そのまま道徳法則とされるのではない。例えば「自然法則」が、

自然のすべての事物が例外なく従っている法則であるように、「道徳法則」もまた、人間が理性的存在者

である限り、その全てが例外なしに従うべき法則なのであると考える。したがって、道徳法則は、経験

によってではなく、カントが「実践理性」とよぶ理性の働きによってはじめて知られる法則である。

カントはこの道徳法則がどのようなものであるかを明らかにするために、人間になんらかの行為を命

じる「命法」の形に注目する。「命法」には、ある行為、ある目的を実現するための手段としてではなく、

それ自体がなすべき行為であると命じる「命法」がある。カントは前者の「命法」を「仮言命法」、後者

の命法を「定言命法」とよぶ。「仮言命法」に従う行為は、ある目的を達成するための手段として善い行

為であり、 「定言命法」に従う行為は、それ自体として善い行為である。

そこでカントによると、道徳的に善い行為とは、手段としてではなく、それ自体として善い行為であ

るから、定言命法のみが道徳的に善い行為を指図することができる。幸福実現を目指す行為は、それ自

体として善い行為ではなく、道徳的価値を持たないのである。

5. 理性と感情の関係

理性とは、「理念の能力」であり、「推理の能力」であり、純粋な理念に属したものと考え、そして理

念の対象として一方で現象界において確実な理論的知識が成り立つことがあれば、他方で現象界を超え

たこと側、英知界に関しては、我々人間は、確実な理論的知識を持つことができないこともあるとした。

そして感情について、道徳的善悪を区別するのは、理性ではなく、 「道徳感」と呼ばれる一種の感覚であ

り、道徳は、感情を刺激し、また行動を生んだり阻止したりするものとされている。 したがって理性自

身に関しては、理性や理知といったものではなく、人の情念、感情に結び付けていると書いた。そして

「情念」は、「過度に高まり事の理非を明かす理性に耳をかさない衝動」であり、「魂の、自然に反した

非理性的運動」であり、恐怖や欲望ば「青念の一種と考えた。

したがって、感情に関して理性とは、感情自体を抑えるもの、制御できるものではなく、また理性に

関して感情は、情念が過度に高まった場合、人間の理性としての能力である思考、推理の障害となりえ

ると言える。

参考文献

テキスト『哲学』 茶者 宇都宮芳名
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システム情報学科
福岡教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

野方　愛加
1 5 7 0 0 4 0

131 .自然と人間

1-1 はじめに

私がこのテーマを選んだ理由は、身近にある自然と人間のかかわり、哲学者が考える自然の元は

何であり、また人間についてどのように考えたのかが気になったからである。

1 -2 哲学とは

そもそも哲学とは何か。哲学はギリシア語では「愛知」である。根本的な知を愛し求める哲学は

三つの方向に向かう傾向があり、一つは自然の元や自然界に存在するものの在り方や構造をたずね

る理論哲学、 一つは人間の善い生き方をたずねる実践哲学、 一つは正確に思考するための規則をた

ずねる論理学である。今回の内容は「理論哲学」と「実践哲学」の内容にあたる。

2 自然について

2 -1 一元論

一元論とは、自然の元は一つであるという考えである。

2 -1 -1 タレスの考え

最初の哲学者とされるタレスは、生物にとって欠くことのできないものであるから自然の元を

「水」であると考えた。

2 -1 -2 アナクシマンドロスの考え

アナクシマンドロスは、万物の元を限りないもの、つまり「無限なもの」とした。

2-1-3 アナクシメネスの考え

アナクシメネスは、空気が万物の元であると考えた。空気の「濃厚化」「希薄化」によって自然

のさまざまなものが生じるとした。

2 -2 多元論

多元論とは、自然の元は一つではないという考えである。

2-2-1 エンペドクレスの考え

エンペドクレスは、万物は火と空気と水と土という「四つの根」を元とし、これらが互いに結

合したり分離したりすることによって、さまざまなものが生じたり滅したりすると考えた。

2-2-2 アナクサゴラスの考え

アナクサゴラスは、自然の万物は、きわめて微小な「種子」の混合からなると考えた。生成は

混合であり、消滅は分離であると考え、混合してできたものにはすべてのものの種子が含まれて

いると考えた。

2-2-3 デモクリトスの考え

デモクリトスは、世界は無数の微小な「原子」から成ると考えた。原子は不生不滅であり、す

べて等質であるためである。

2-3 自然の世界は変転するか
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2 -3 -1 ヘラクレイトスの考え

ヘラクレイトスは、世界は絶えず変転 していると 考えた。

2-3-2 パルメニデスの考え

パルメニデスは、世界は絶えず流動変化するが、「存在」は単ーで不変不動であり、不正不滅そ

れはわれわれの理性の思考する働きによってのみ知られる、とした。

2-3-3 ヘラクレイトスとパルメニデス

二人の見方は対立す るように感じるがデモクリトスの見方をとれば対立は解消する。

3 人間について

3 -1 理想的動物

アリストテレスは人間も生物の一種として捉えた。生物界は、生命機能の違いに応じて、植物・

動物・人間という順に一つの階層的秩序をなしている。人間は理性能力を持つので、生物界の頂点

に位置するものとされた。

3-2 観想的生活

人間は神にも 具わる理性能力を持つことによって、ほかの動物よりも卓越した存在である。人間

の「知性的徳」と見るのは、知を愛し求めて哲学的な観想に没頭する「観想的生活」であり、これ

を通じ神の至福にも似た幸福な生活を送るとされる。

3 -3 倫理的徳

人間が実生活において具えるべき徳（善さ）は「知性的徳」ではなく、「倫理的徳」である。これ

は、両極端の中間の「中」において成立する。

3-4 ポリス的動物

人間は「理想的動物」であるとともに「ポリス的動物」であるとアリストテレスは考えた。

3-5 エピクロスと ストア派

人間はどのように生きれば善いかという 実践的な知を探究した。

3 -5 -1エピクロスの考え

エピクロスは、「われわれは快を、第一の、生まれながらの善 と認める」と語る。つまり、「快」

こそが「幸福な生のはじめであり、目的である」とされる。

3-5-2 ストア派の「自然」

ゼノンが勧めたのがまず、「自然に従って生きること」であり、「自然と 整合的に生きること」

であった。

3-6 自然法

「自然に従って生きること」と 「理性に従って生きること 」は同じ一つのことである。この考え

は法の領域にも適用された。

4 考察

自然の元はタレスなどの「水」であるという説は生きていくために必要なものであるため現代にお

いても間違ってはいないと考える。

現代人には無理せず自然に従って簡素な生活をする ことが必要であるのではないかと考えた。

＜＜参考文献≫ 宇都宮芳明「テキスト 哲学」 初版丸善プラネ ット 2 0 0 2年
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

田中　翔大
1 5 7 0 0 5 5

132 .歴史と人間

1. はじめに

今回、命題 としているのは西洋の様々な哲学者たちが歴史を通していくにつれて

どのような変化や関連性と共通した点について論文という形で考察していく 。

2章では哲学の原点であるギリ シア哲学と 、ソクラテスの登場について考察していく。

3章ではヘレニズム時代へと入り、変化していったギリシア的哲学を扱い、 4章ではギリシア的な

哲学とは異なったキリスト教の登場と宗教が哲学に与えた変化について扱う 。5章ではデカルトや

カント、ヘーゲルを始めとした近世ドイツの哲学者について考察を深めたものである。 6章の結論

では私自身の考察と結論を述べる。

2. 西洋の ギリシア的文化による哲学

哲学に対する根本的な知を求めたギリシア人から哲学が生まれ、知識を与えることを職業にしたソ

フィストの登場。そして「善く生きる」ための哲学を説いた哲学者ソクラテスの登場とその弟子プ

ラトン。

3. ヘレニズム時代の哲学

各地へと散らばっていったギリシア的哲学の変化。

4. キリスト教、宗教による哲学

キリスト教が示した「善く生き る」こと、「信仰」と「知識」 の対立。神の存在に対 しての疑いとそ

の存在証明について。

5. 近世の哲学

デカルトの「われ思う」について、カントが示した「理論哲学」とそのカントに連なったドイツの

哲学者たちと、その一人であるヘーゲルの弁証法について扱う。

6. 結論

今回の研究によって、西洋の哲学者たちには「根本的」なものに対しての知識を求めることや、か

つてのソクラテスが掲げた命題の「善く生きる」ための哲学が近世や現在に至っても、哲学の基盤

となり続けているものだと考察する。

参考文献

・宇都宮 芳明著 (2002)

テキスト 「哲学」 丸善プラネット
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

小島　健豊
1 5 7 0 0 6 7

133 .歴史と人間

1. はじめに

哲学は一体何なのか、哲学は一体なんのために存在するのか、西洋の哲学者がもつ歴史と人間につ

いての考えを考察する。これまでの歴史や哲学は人間にどのような影響をもたらしたのかを探ってい

き、人間は一体どんな存在なのかを考えていく。

2. 哲学とは

日本では、幕末から明治にかけて、はじめて西洋の様々な学を積極的に取り入れ、それを学ぶように

なったが、哲学もそういった西洋伝来の学の一つである。

2.1 根本的な知

哲学が愛し求める根本的な知は、大まかに 2つのグループに区分できるであろう。 1つは人間をも包

み込んだ広大な自然がなにをもとにして成り立っているのかといった、自然のもとについての知である。

2.2 理論哲学・実践哲学

自然界では、生じてくるすべてのものがいつかは消滅する運命にさらされている。こういった理論的

な知を求める哲学は「理論哲学」とよぶことができるだろう。

人間にとってどのような生き方が善き生き方かを尋ねる問いである。これについての知は「実践的な

知」とよぶことができ、この実践的な知を求める哲学は、「実践哲学」とよぶことができるだろう。

3. 中世キリスト教哲学

ユダヤ人は、ギリシア人とは違い古くからユダヤ民族に伝わるユダヤ教を信じ、教えに従い生きて

きた。このユダヤ民族のなかからイエスが登場、ユダヤ教の法律厳守を求める従来の教えとは違い神

への愛と人間愛を中心とする革新的な教えを説いた。

3.1 教父哲学

中世のキリスト教哲学は、時代の先後にしたがって教父哲学の時代とスコラ哲学の時代とに区分さ

れる。「教父」とは、キリスト教初期の教会において、異教や異端を論駁し、教会の正統性を護るため

に著作を著した指導者たちで、これらの人々の考えが教父哲学と総称される。

3.2 スコラ哲学

スコラ哲学は、神を知らない人間や、神を信じない人間に対して神が確かな存在であることを哲学

的な論証によって証明することを試みた。これが神の存在証明とよばれるものであるが、これには存

在論的証明、目的論的証明、宇宙論的証明などがある。

4. ライプニッツ

ヨーロッパでは、 ドイツにライプニッツが登場した。ライプニッツは、世界には無数の単純実体が

存在するとし、これを［モナド］と名づけた。
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4.1 モナドについて

モナドはそれぞれが単ーで分割不可能であり、「自然の本当の原子」とされるが、それらはひとつひ

とつが異なっており何ひとつとして同一のものはない。

4.2 宇宙の鏡

モナドは互いに外的作用しあうことはないが、すでに自分自身のなかに世界（宇宙）全体の表象を

含んでおりこれを表出す。もっともこの表出す力には強弱があり、モナドには微少で無意識的な表象

（ただのモナド）しか含んでいない。意識的で鮮明な表象を持つ人間の精神にたどり着くまでに様々

な段階がある。そうした強弱の差はあっても、それぞれのモナドは同一の世界（宇宙）を個々の視点

から表出しているものであり、モナド 1つ 1つは「宇宙の生きた鏡」であり「小宇宙」であるとされ

ている。

5. ヘーゲルと弁証法

ヘーゲルはカントの哲学に批判的に対峙し、さらにフィヒテやシェリングの哲学をも批判し、彼独

自の哲学的立場を築き、それに基づいて壮大な哲学体系を樹立した。

5.2弁証法

現実的なものは理想的であるが、この理性的であるものは「ロゴス的なもの」であり、広義での

「論理的なもの」である。このロゴス的なものは、ヘーゲルによると 3つの側面をもつ。

6. マルクスと唯物論

マルクスとエンゲルスの思想、特に唯物史観とそれに基づく階級闘争という考えはその後の世界の

社会主義革命運動に大きな影響を与え、旧ソビエト連邦のレーニンやスターリン、中国の毛沢東など

の思想の拠り所となった。

6.1 唯物論

マルクスの哲学は、「唯物論」で知られている。一般に唯物論とは、物質的なものが精神的なものよ

りも根源的であるとする見方で、前者よりも後者のほうが根源的であるとする「唯心論」に対立する

見方を指すが、マルクス主義はこれに独自の意味を与えた。

6.2 唯物神論

ヘーゲルも世界史を「世界精神」の弁証法的な発展過程として捉えたが、マルクスはこうした観念

論的な見方を斥け、世界史の過程を人間の物質的な生産活動の発展過程として把握する。マルクスに

よると、人間は生産に際して、そういった物質的生産力の一定の発展段階に応じてそれに対応する生

産関係を取り結ぶがこの生産関係を土台として、その上に法的・政治的上部構造や、一定の社会的意

識諸形態が築かれる。つまり、物質的生活の生産様式が社会的・政治的・精神的生活過程一般を規定

するのであり、その意味で「人間の意識が人間の存在を規定するのでなく、逆に人間の社会的存在が

人間の意識を規定する」のである。

7. まとめ

今回の本文にて考察した哲学者が歴史と人間についてどのような考えを持っていたのかを考察し

た。先に考察した哲学者が様々な説を唱え活動していたからこそ人間の人生観、世界観に多大なる影

響を与えた。

く参考文献＞ 「テキスト哲学」 宇 都宮芳明 著
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システム情報学科
大分教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

永田　　雅
1 5 7 0 1 7 3

134 .理性と感情

l章はじ めに

人間の理性と感情につし‘て、哲学者の意見を用し、考える。私は、雌性とは感情を抑加」 させ

るものであり 、感情 とは理性を掻き消すものだと苫えてしヽるか、哲学者たちはどう号えて

いるのかを見ていきたい。また、哲学者たちの意見を参苫に自分の意見を改めるべきと こ

ろは改めていこうと考える。

2竜-1 アリストテレス

アリス トテレスは師プラトンと違って、現実に存在する事物をありのままに捉えようとす

る哲学者であり、その意味で、理想主義よりも現実主義の立場に立つ哲学者である。アリ

ストテレスは、生物学に強い閃心を抱き、人間をもまず生物の一種として捉えた。

2章-2 デカルト

デカル トは、「われ思う、ゆえにわれあり 」という思想を説いた。私たちは幼年のとき、

自分の理性を全面的に使用することなく、 むしろまず感覚的な事物について、様々 な半lj断

をしていたので、多くの先入見によって真の認識から妨げられている。

2章-3 プラトン

プラ トンは、イデアという考えである。ギ リシア語の ideaは、元来は目に見えるものの

「形」 を意味するが、プラトンの言 うイデアは、目という感覚器官によって見られた形で

はなく、いわば理性の目によってとらえることができる、ものの「原型」である。

2章4 バークリ

バークリは、人知原理論でこう述べている。『人間の知識の対象を考察する者には誰にも

明らかであるが、これらの対象は、感官に実際に刻印された観念か、心の感情や作用に注

意する ことで近くされる観念か、または最後に、記憶や想像の助けをかりて、上述の原本

的に知覚された観念を複合するか分割するかそのまま再現するかして、形成した観念か、

そのいずれかである。

第 2章 5 ヒューム

一方ヒュームは人性論でこう述べている。『全ての学が多かれ少なかれ人間本性に

関係があり、人間本性からどれほど離れて見える諸学があっても、それらが依然としてな

んらかの道をたどって人間本性に帰着することは、明らかである。数学 ・自然学 ・自然宗

教ですら、ある程度まで人間の学に依存する。
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第 3章 1 アリストテレス 自己解釈 ・意見

人間は理性的動物でもありながら 、ポリス的動物であるとア リスト テレスは言っていた。

人間は、他の動物と比べ食欲のまま捕食したりしないし、それを我慢できたりするのでそ

う呼んでいると解釈した。

第 3章 2デカルト 自己解釈 ・意見

私が今見ている ものは虚偽なのかどうか、確かにわからなし しヽ、本当に信用してし‘いのか

と間かれてもそうは思わない。私はデカルトのこの意見に賛成だ。それに、私が見ている

景色と同じ世界を、隣に席に座っている友人や一緒にお喋りしている友人が見ているとは

限らないとい う意見にも賛成である。

第 3章 3 自己解釈 ．意見

プラトンはイデアという考え方で、私たちが見ている世界はイデア界の影であると 言って

いた。つまりそれは、今私がキーボードで文字を打っているがこれも影というこ となのだ

ろうか。そう考えるととても不思議だ。このキーボードも拡大してみると実際は違うのだ

ろうか。それは、プラトンの言 う理性の目で見ない と分からないことである。

第 3章4 自己解釈 ・意見

バーク リは「存在するとは知覚すること」であるといった。これは、私に一番近い考え

だ。匂いが存在した、すなわち嗅がれたのである。音が存在 した、 すなわち聴かれたので

ある。色彩や形あるものが存在した、すなわち視覚や触覚によって知覚されたのである。

というのも、全くその通りである。

第 3章 5 自己解釈・意見

ヒュームは、心的実体の消去で『実のと ころ、心には、ある一時点における単純性も、異

なった時点における同一性も、存在しないのである』と 述べた。私も学校でみんなか Aの

意見のときに「私は Bの意見だ」と思うことが多々ある。つまりそれは、クラスのみんな

との単純性や同一性がないのである。

第4章ま とめ

私は、この 5人の哲学者たちの考えをみて理性と感情はどのようなものなのかを学ぼ うと

した。結果、色々な考え方が学べた。理性と感情について、私は理性と感情は表裏一体だ

と考えている。理性が勝てば感情がなくなり、感清が勝てば理性がなくなるからだ。

（参考文献：テキスト哲学宇都宮芳明 著 出版社：丸善プラネット）
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システム情報学科
名古屋教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

神谷　　圭
1 5 7 0 1 9 2

135 .キリスト教と西洋哲学

1始めに

今では一つの学問として立場を確立した哲学だが、この哲学がいったいどのような場所から始まり

どのようにして発展していくのかを記述していく。その後、現在では世界宗教として発展しているキ

リスト教の成り立ちを記述していく。そして、この西洋哲学とキリスト教の二つがどのようにして関

係を持っていったのかを記述していく。

2. 西洋哲学の始まり

古代ギリシアの哲学は自然の元とは何かを缶がるところから始まった。最小の哲学者であるタレス

は、自然の元は何かを考えたとき彼は、水であると答えた。タレスは、水は生命にとって欠かせない

ものであり、生命の源とされていたことから、このような考えに至ったのであろう。タレスの考えに

対抗したのが同じ哲学者のアナクシマンドロスである。彼は、自然の元を無限なものと考えた。更に、

これに対抗したのがアナクシメネスという哲学者であり、彼は自然の元を空気であると考えた。この

三人の哲学者はイオニア学派と呼ばれ、ひとまとめにされることが多い。この三人の考えの違いから

西洋哲学は発展していくことになる。

3. ソフィスト

紀元前 5世紀後半ごろになると、自らを知あるものと称し、ギリシアの各都市をめぐり、知を報酬

として教えを広める人たちが増えていく。この人々はソフィストと呼ばれるようになる。ソフィスト

の活動は、将来を有望視されている、子供たちに知を教えるということだった。このソフィストの中

には、ほかのソフィストとは異なり、街頭で人々と対話するという人物がいた。彼の名は、ソクラテ

スと言い彼は実践的に知を愛し求めた哲学者といわれており、魂を善くするにはどうすればいいのか

を実践的に考えた哲学者であった。
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4. キリスト教

キリスト教はユダヤ民族の中から、イエスが登場したところから始まる。彼はそれまでの、古くか

らユダヤ民族に伝わり信仰されてきたユダヤ教とは違い、神への愛と人間愛を中心的に説いた。彼の

死後にペテロをはじめとするイエスの弟子たちは、イエスこそが救世主キリストであるという宗教を

広め始めたところから、キリスト教は始まる。キリスト教徒のパウロという人物の伝道旅行により、

世界各国に広まっていくことになる。これにより、キリスト教がギリシア人の元にまで届くようにな

った。キリスト教が人々に善い生き方として勧めたのはイエスの教えを神の啓示として記した福音書

を信仰し、この信仰にしたがって、敬虔に生きることである。しかし福音書には人間の理性的な知を

追い求めてきたギリシア人の合理的な考え方では理解できない事柄が出てきた。これによって西洋哲

学とキリスト教の間に対立が生まれることになる。対立からしばらくして、キリスト教の学僧が説い

たとされる哲学のソクラ哲学が生まれた。この哲学の最盛期を代表するトマス ・アクイナスは、自然

を理解するためにアリストテレスの考えた自然学や形而上学といったギリシア的考えを取り入れた。

これにより、キリスト教的な信仰とギリシア的な合理的な知は和解をしていった。

5結論

私は、キリスト教とは、何か、哲学とは何かをまず初めに考えた。キリスト教ははただ漠然ととて

も有名な宗教ということしか知らず、哲学に関しては、学問として名前はきいたことはあるが、何を

する学問なのかは知らなかった。この論文を書くことによって、この二つの歴史を知り、学問と宗教

の対立を知り、更に、相手のことを理解しようとすることが、時代を超えた今現在でも大切だと考え

ることができた。
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システム情報学科
大阪教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

古閑　潮太
1 5 7 0 2 1 7

136 .キリスト教と西洋哲学

1はじめに

キリスト教が西洋哲学に与えた影響とは、キリスト教によって西洋哲学はどのような考

え方をするようになったのかという命題について考える。

この命題を論ずるにあたって、「哲学の始まり」「キリスト教以前の哲学」「キリスト教と

西洋哲学」の三つについて論ずることで私なりのキリスト教が西洋哲学に与えた影響につ

いて解釈をしようと考える。

2哲学の始まり

哲学とは西洋の様々な学のひとつで哲（道理、事理などを明らかにする）という字を当て

て作られた造語である。元をたどるとギリシアの「愛知」にたどり 着 く。この愛知は古代ギ

リシアから始まった。

哲学が当初において愛した知とは大まかに分けて二つのグループに分けることができる。

一つは自然がいったい何を元として成り立っているかといった自然の「元」について後で

ある。また自然界では生じるものすべてが消滅するという運命にさらされているが、このこ

とは世界が変化し流動してやまないということなのだろうか。不変不動なのだろうかとい

った「存在」に対する問いに結びつく。これらの問いによって愛し求められる知は「理論的

な知」と呼ぶことができ、こうした理論的な知を愛し求める哲学を「理論哲学」とぶ。

もう一つは人間にとってどのような生き方が善い生き方かを尋ねる問いである。さらに

善い生き方とはなにか、 善 とはなにか、といった問いは人間の生き方、つまりは「実践」に

かかわるため、これらについての知は「実践的な知」と呼ぶことができ、この実践的な知を

愛し求める哲学を「実践哲学」と呼ぶことができる。

いずれにせよ根本的な知にいたるには思考することが必須である 。思考するとは言葉と

言葉をつなげて物事を判断し、さらに判断と判断をつなげて推理することである。

3キリスト教以前の哲学

キリスト教ができるまでの西洋哲学とはギリシア哲学のことをさしている。そして、古代

ギリシアには代表的な三人の哲学者がいた。ソクラテス、プラトン、アリストテレスである。

ソクラテスとはそれまでは相対主義や懐疑主義の主張をしていた哲学者たち「ソフィス

ト」と反対し、人間が善 く生きるためにはどのような知が必要であるかを考えた、つまりは

実践的な知を愛し求めた人物がソクラテスなのである。

プラトンとはソクラテスの弟子でありソクラテスが自身の書物を残さないため、その内
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容を伝えるためにプラトンは対話篇（ソクラテスの対話篇）を残した。また、プラトンの哲

学の中心にはイデアという考えがある。イデアとはギリシア語で目に見えるものの「形」を

意味する言葉であるが、プラトンの言うイデアとは、目という感覚器官ではなく、いわば理

性の目によってとらわれる、ものの「原型」である、という考え方である。

アリストテレスとはプラトンの弟子であり、現実に物事を捉えようとする哲学者であり、

人間も生物の一種と考え、人間を理性のある動物と称した。また師であるプラトンのイデア

の考え方を否定しに要素説を考えた人物でもある。

4キリスト教と西洋哲学

キリスト教とはユダヤ民族というギリシア人とちがい、ユダヤ教の教えに沿って生きて

きた民族の中からイエスが登場し、そのイエスがユダヤ教従来の教えとは違う、神や人間へ

の愛を中心とした教えを伝えるべく、イエスの弟子たちがイエスこそが救世主（メシア）で

あるという新しい宗教である。

キリスト教はローマ国内で不動の地位を確保し、繁栄の一途をたどる。それとともに、ロ

ーマ国内ではキリスト信仰を土台とする哲学が成立し、 中世を通じ、ヨーロッパ世界で、キ

リスト教哲学が主流の座を占めることとなる。

中世のキリスト哲学は教父哲学の時代とスコラ哲学の時代に分けられる 。教父哲学とは

キリスト教の教えが正しい教えであると、他の宗教などを論駁する考えのことである。スコ

ラ哲学とは神を信じない人などに神が存在することを哲学的論証によって証明使用とした

考えのことである。

つまりはキリスト教の教えはこれまでの西洋哲学であった人間の理性による知を重んじ、

合理的に物事を考えるギリシア哲学の考えではなく、イ エスが起こした奇跡を信じる必要

があり、それらは「信（信仰）」として考えられ、「知（知識）」と対立することとなる。

5おわりに

キリスト教が西洋哲学に影響を与えることになるが、私は哲学の根本的な知である愛知

としての考えがどのようなことがあろうと変わらないと考えている。自己解釈にはなるが、

人は考える生き物であり、知を求めることなく、理性をなくし、考えることをやめたとき人

は人ではなくなると私は考えるからである。

参考文献

『テキスト 哲学』 著者：宇都宮芳明発行：丸善プラネット
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経営ネットワーク学科
札幌教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

上　　雅人
1 5 7 0 2 3 8

137 .存在と本質

1 . はじめに

「存在」とは、五感の機能が感じられるときに存在していると感じることである 。「本質」とは、

この世に存在していることで初めて 「本質」を持つのであ る。

2 古代の哲学者の定義

古代ギリシアの哲学は、自然の元はなにかと尋ねることから始まり、生命の源は水や空気か

ら、自然の万物は種子や原子から成り立つとした。

2. 1 タレスの定義

自然の元は一つで、「水」であると考えた。水は自然界に大量に見いだされ、陸地は広大な海

によって囲まれている。また、水は生物にとって欠くことのできない生命の源である。このこ

とから 、自然の万物の元は水であるとした。

2. 2 アナクシマンドロスの定義

万物の元を「無限なもの」と考えた。自然界に存在する全てのものの元は、もはや水といっ

た特定の限定されたものではなく、それ自身はなんら限定されていないものと見なければなら

ない。よって 、自然のこの無限定なもの元のものを、「無限なもの」であるとした。

2. 3 アナクシメネスの定義

「空気」に注目 し、空気が万物の元であると考えた。ア ナクシメネスはさらに、自然の様々

なものは、空気の「濃厚化」と「希薄化」によって生じるとして、空気が希薄になると火にな

り、空気が濃厚になると風になり、次いで雲となり、さらに濃厚になると水となり、上となり、

石となると説いた。

2. 4 エンペドクレスの定義

万物は火と空気と水と土という「四つの根」を元とし、これらが互いに結合したり分離した

りすることによって、様々なものが生じたり滅したりすると考えた。

2. 5 アナクサゴラスの定義

自然の万物は、極めて微小な「種子」の混合からなると考えた。ものが「生成する」や「消

滅する」というのは誤りで、生成とは混合であり、消滅とは分離である。つまり、 「混合して出

来たものには、すべてのものの種子が含まれている 」のであり、 「すべてのもののうちにすべて

がある 」 とした。

2. 6 デモクリトスの定義

世界は無数の微小で、不生不滅である 「原子」から成ると考えた。世界の様々なものの生成

消滅は、無数の原子の結合分離であり、 原子は空虚な空間の なかを運動するから である。
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3. 近世哲学者の定義

西洋の中世に区切りをつけ近世の扉を開いたのは、イタリアに始まったルネサンスとドイツ

に始まった宗教改革であった。その中で、近世的な考えの哲学が発生した。

3. 1 デカ ル トの定義

神と精神と物体は、いずれも「存在するために、なんらかほかのものを必要としないで存在

している」ものであり、この規定を備えたものが 「実体」 と呼ばれる 。正確には、神のみが先

の規定を満たしているとした。

3. 2 スピノザの定義

「実体」とは、「それ自身において存在し、それ自身によって考えられるもの」であって、 こ

うした実体は神しかないとした。

3. 3 ライプニッツの定義

世界には無数の単純実体が存在するとして、 これを「モナド」と名付けた。モナドはそれぞ

れが単ーで分割不可能であり、「自然の本 当の原子」とさ れるが、それらは一つ一つ異なってい

て、 同じものはない。

4. 20世紀の哲学

20世紀に入り、 「実存主義」や「実存哲学」という言葉が頻繁に用 いられ るようになった。

4. 1 実存と本質

私は 「人間」であり、人間であるということが私の 「本質」 である 。そして、この人間とい

う本質を備えた私が存在することを「実存」するという 。

4. 2 サルトルの定義

人間 は一人一人がそれぞれ「私」として実存し、それぞれ自らにおいて人間であることを実

現していく。そのため、人間にあってはその実存が本質に先立つとした。

4. 3 ハイデッガーの定義

私が現に人間としてどの ような人間であるかは、私が存在するその存在の仕方のうちに見い

だされるとした

5. おわりに

古代の哲学者は、存在は「原子」や 「種子」から成るとし、近世の哲学者は「神」が唯一実

体を持つものと定義した。 しかし 20世紀の哲学者これまでの哲学とは違い、「人間」について

の存在と本質の考察をした。人間は一人一人がそれぞれ 「私」として実存し、それぞれ自らに

おいて人間であることを実現していくとするサルトルの主張は、私が現に人間としてどのよう

な人間であるかは、私が存在するその存在の仕方のうちに見出されるというハイデッガーの主

張に類似していた。

参考文献

[ 1 ]宇都宮 芳明：テキスト哲学，丸善プラネット，(2002).
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システム情報学科
新潟教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

吉野　　翔
1 5 7 0 2 4 3

138 .自然と人間

1, はじめに

哲学における知というものは、生活ですぐに役立つような実用的なものではなく、自らの世界観や人

生観が大きく変わる可能性があるような根本的な知であった。この根本的な知は、自然界の様々なもの

が一つのものか、それとも複数のものから成り立っているのかを問うものと、どのような知に従えば善

い人生を送れるかを問うものがある。

このうち、自然の元や自然界に存在するものの在り方や構造を尋ねる理論哲学は「自然学」と分類さ

れた。

2, 自然の元

2・1, 【自然の元】

タレスは、自然の元は一つであり、それは水であると考えた。水は自然の元として生命力を持ち、

自然全体を生かすものとして考えられていた。

その後に現れた哲学者アナクシマンドロスは万物の元を「無限のもの」であると考えた。彼はこの無

限定なものの元を「無限なもの」と呼んだ。

アナクシメネスは自然の様々なものが空気の 「濃厚化」と「希薄化」によって生じるとし、自然の一

つの元から他のものがどのようにして生じるかを説明した。

2-2, 【ミレトス学派】

上で述べた三人は、ギリシア人が植民したイオニア地方のミレトス人であったため「ミレトス学派」

と呼ばれる。彼らの思想は、「一元論」と呼ばれ、いずれも自然の元は一つと考えた。

これに対し、エンペドクレスは、万物は「四つの根」を元としていると考えた。さらに彼は、これら

を結合する力が「愛」であり、分離する力が「憎」であると語っている。

2-3, 【万物の種子】

アナクサゴラスは、自然の万物は極めて微小な「種子」の混合からなると考えた。あるものが「生成」、

「消滅」するという表現は誤りであり、生成とは混合、消滅とは分離であるとした。彼の考えは「すべ

てのもののうちにすべてがある」というものであった。

アナクサゴラスの考えを推し進めたデモクリトスは、世界は無数の微小な「原子」から成ると考えた。

彼の考えは後に「原子論」と呼ばれた。

2-4, 【ヘラクレイトスとパルメニデス】

自然界は絶えず変化するものなのか、それとも「自然」として不動のものなのか、これについてヘラ

クレイトスは、世界は絶えず変転していると考えた。

対してパルメニデスは、真の「存在」は単ーで不変動であり、不生不滅であって、それは我々の理性

が思考する働きによってのみ知られる、と示した。
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3, 【アリストテレスと自然】

3・1, 【アリストテレス】

アリストテレスはアカデメイアという学園でプラトンから哲学を学び、その後自らリュケイオンとい

う学園を創立し、弟子たちを指導した。その間に彼はフィリッポスニ世の王子を教育した。この王子が、

後のアレクサンドロス大王となり、学園はこの大王の庇護を受けて発展した。

3・2【アリストテレスとプラトンの思想】

プラトンは、自身の哲学の中心に「イデア」という考えを持っている。プラトンは不完全な現実世界

と、完全なイデアの世界とを区別していた。この考えは、一般に「二世界説」と呼ばれている。

アリストテレスはプラトンと違い、現実に存在する様々な事象をありのままに捉えようとしていた。、

そういった意味で理想主義よりも現実主義に近い立場の哲学者であった。

3-3【二要素説】

アリストテレスは、「エイドス」、すなわち形相は、現実に存在するもののうちにありそれを構成する

ー要素であると考えた。彼はプラ トンの二世界説を否定し 「二要素説」を提唱 した。

3-4【可能態と現実態】

アリストテレスは、自然物は自己自身のうちに自己本来の形相をあらかじめ保持し、その実現を目指

して生成発展していく活動能力を持つと考えた。自然物はそれぞれ自らに固有な形相を実現し、決して

自然界の秩序や調和を乱すことはないとした。

3-5【倫理的徳】

アリストテレスは「ニコマコス倫理学」という書物では、人間が実生活の中でどのように生きれば善

いかということを説いた。そして人間が実生活において備えるべき徳は、「知性的徳」ではなく「倫理的

徳」であるとした。

3-6【ストア派の自然】

ストア派という名称は、開始であるゼノンがアテナイの街中にある柱廊で人々に哲学の話をしたこと

に由来する。ストア派の「自然に従って生きよ」とは、「理性に従って生きよ」ということであり、また

「徳に従って生きよ」ということでもあった。

3-7【自然法】

ストア派にとって、自然にしたがって生きることと理性に従って生きることとは同一のことである。

「自然法」という考えは、ストア派によってはじめて定着した。

4【終わりに】

古代ギリシアの哲学者たちは思想こそ違うが、それぞれの思想で「自然」を発展させていった。

哲学者たちは人間や世界を包む「自然」を見つめ、その源を考えることで、自然と人間との在り方を

模索したのではないだろうか。

参考文献

・宇都宮芳明 (2002) 「テキスト哲学」 丸善プラネット
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システム情報学科
北九州教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

國盛　比菜
1 5 7 0 3 2 7

139 .理性と感情

1. はじめに

人間は「感情」と「理性」という二つの機能を持っている。この対照的な二つの機能について本

論文では「感情」と「理性」について三人の哲学者たちを挙げて考察していく。

2. アリストテレス

2.1理性的動物

アリストテレスは、ソクラテス、プラトンと共に古代ギリシアの代表的な三人の哲学者の内

の一人である。アリストテレスは、神も理性能力を持つとしていた。そして、生物としての人間

は、「理性を持つ動物」と規定され、生物界の頂点に位置するものとされた。

2.2ポリス的動物

アリストテレスは、人間は「理性的動物」であると共に、「ポリス的動物」であるとした。ア

リストテレスは、人間の 「自足」をも究極的な善に数えているが、この「自足」も単独な個人に

とっての自足ではなく、ポリスの全員を考慮に入れた上での自足であった。

3. カント

3.1感性と悟性

カントは、 ドイツがこれまでに生んだ最大の哲学者である。その哲学はよく湖に例えられ

る。カント以前の哲学思想はすべてカント哲学という湖に流れ込み、カント以後の哲学は全

てこの湖から流れ出ているということで、この比喩はカント哲学の偉大さを物語っている。

ここではカントの理論哲学に注目していく。

3.2理性と理念

カントは、「悟性」と「理性」を区別している。ここで出てくる悟性とは、概念の能力であ

り判断の能力でもある。それに対し、理性とは理念の能力であり推理の能力でもある。

3.3理性信仰と神

カントは、理論的には証明できないが、実践的には確信される事柄を 「信仰の事柄」と呼

んだ。道徳的に生きようと決意した人間は、カントが「理性信仰」と呼んでいるこの信仰に

よって、まずは人間に道徳的に善い行為を命じて、実践理性という自律性を持ち、経験的動

機に依存せず、先天的な道徳法則によって意志を規定する理性が備わることを確信した。
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4. ヘーゲル

4.1現実と理性との一致

ヘーゲルは、カントの哲学に批判的に対決し、さらにフィヒテやシュリングの哲学をも批

判して、彼独自の哲学的立場を築き、それに基づいて壮大な哲学体系を樹立した。これによ

りヘーゲルは、 ドイツ観念論の大成者となったのである。「法の哲学」の序文の中に「理性的

なものこそが現実的であり、現実的なものこそが理性的である」というヘーゲルの有名な言

葉がある。

4.2弁証法

現実的なものは理性的である。この理性的なものは、「ロゴス的なもの」であり、広義での

「論理的なもの」である。ヘーゲルによると、このロゴス的なものは、三つの側面を持つと

言える。

5. まとめ

理性と感情は、哲学者によって定義が少しずつ異なることが分かる。理性とは、人間が持って

いるものであり、その中には「理念」も入っていることが分かった。そして、現実は理性的なも

のである事が分かった。私達はこれからも理性と感情について考え、西洋の哲学者達が説いたよ

り善い生活のために常にどうするべきかを考え、この時代を生きていくということが大切だと考

える。

参考文献

宇都宮 芳朗 「哲学」 丸善プラネット 2002年
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経営ネットワーク学科
札幌教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

米谷　大世
1 5 7 0 4 6 5

140 .自然と人間

1. 1 哲学は知を愛し求める

日本では幕末から明治のはじめにかけて、つまり 19世紀後半になってはじめて西洋のさまざまな学

を積極的に取り入れ、それを学ぶようになったが、哲学もそうした西洋伝来の学の一つである。

1. 2 根本的な知

哲学はその当初において、つまり古代ギリシアにおいてどのような知を愛し求めたのであろうか。

1. 3 理論哲学

自然界では、生じてくるすべてのものがいつかは消滅するという運命にさらされているが、こ のこと

は、世界が変化し流動してやまないということなのであろうか。

1. 4 実践哲学

もう一つのグループに属する問いは、人間にとって、どのような生き方が善い生き方かをたずねる問

いである。

1. 5 哲学の三部門

根本的な知を愛し求める哲学は、すでにその当初において、三つの方向にむかう傾向を備えていたと

言える。

2. 1 タレス「水」

古代ギリシアの哲学は、自然の元とはなにかとたずねることから出発した。先に述べた、最初の哲学

者とされるタレスは、自然の元は一つで、それは「水」であると考えた。

2. 2 アナクシマンドロス「無限なもの」

アナクシマンドロスは、万物の元を、限りないもの、すなわち「無限なもの」と考えた。

2. 3 アナクシメネス 「空気」

「空気」 に注目し、 空気が万物の元であると考えた。

2.4 ミトレス学派

以上の三人の哲学者は、いずれもギリシア人が植民したイオニア地方のミレトスの人なので、「ミレ

トス学派」とよばれる。

2. 5 エンペドクレス「四つの根」

万物は火と空気と水と土という 「四つの根」を元とし、これらが互いに結合したり分離したりするこ

とによって、様々なものが生じたり滅したりすると考えた。

2. 6 アナクサゴラス「万物の種子」

自然の万物は、極めて微小な 「種子」の混合からなると考えた。

2. 7 デモクリトス「原子」
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世界は無数の微小で、 不生不滅である 「原子」から成ると考えた。世界の様々な ものの生成消滅は、

無数の原子の結合分離であり 、原子は空虚な空間のなかを運動するからである。

2. 8 ヘラク レイ トスとパルメニデス

自然の世界は変転してやまないものなのか、それと もそれ自体として不動のものなのかというこ とも、

初期ギリシア哲学者の関心の対象であった。

3. 1 ヘレニズム時代

アレクサンドロス大王は、ギリシアの文化を尊重 していたので、征服した各地にギリシア文化を植え

つけた。

3. 2 エピクロスとストア派

このヘレニズム時代の哲学を代表するのが、エピクロスの哲学と、キティオンのゼノンを祖とするス

トア派の哲学である。

3. 3 エピクロスの考え

工ヒ°クロスは、「われわれば快を、第一の、生まれながらの善と認める」と語る。つまり 「快」こそが

「幸福な生のはじめであり、求めた目的である」とされる。

3.4 ストア派の「自然」

ストア派という名称は、開祖のゼノンがアテナイの街中にある柱廊［ギリシア語で stoa]で人々に哲学

の話をしたことに由来する。

3. 5 善悪無記と無情念

ストア派が人間の「徳」 と見るのは、思慮• 勇気・節制・ 正義などで、これらは「善いもの」であり、こ

れらに対立する無思慮卑怯放埒不正などは「悪いもの」である。

3. 6 自然法

このようにストア派にとって、自然に従って生きることと、理性に従って生きることとは、同じ一つ

のことである。

まとめ

タレス、アナクシマンドロス、アナクシメネスは、いずれも自然の元は一つであると考えた 「一元論」

を説き。エンペドクレス、アナクサゴラスは自然の元は複数と考えた「多元論」を説き。さらにデモク

リトスは世界は無数の微小な 「原子」から成ると考えた 「原子論」を説いた。

ストア派の自然とは自然の元を説いたものではなく、人間が自然に従って生きることを説いたもので

あった。

参考文献

[ 1 ]宇都宮 芳明： テキス ト哲学 丸善プラネット(2002)
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

長橋　奨一
1 5 7 0 4 7 3

141 .キリスト教と西洋哲学

第 1章はじめに

哲学は様々な分野について考えている。その考えを広める転機となったものの一つに、キリスト教

との信と知による対立とその影響による新たな命題がある。この考えに関心を持ち、哲学をテーマに

卒業論文を書くに至った。第 2章では中世でキリスト教が入るまでの哲学について考察する。第 3章

ではキリスト教が哲学と出会い、それによる影響について考察する。第 4章では自分の考えを述べ

る。

第 2章 これまでの哲学

哲学の基本的な知から、古代ギリシアの一元論、多元論、原子論。ソフィストのプロタゴラス。ア

リストテレスの理性能力。

第 3章 キリスト教による影響について

ユダヤ人によるキリスト教の成立から、教父哲学とスコラ哲学。信と知の対立と和解。スコラ哲学

の代表的な神の存在証明。スコラ哲学内部の普遍論争。近世への影響。

第4章 自分の考え

この論文を仕上げるにあたり、神の存在証明と普遍論争について、参考文献を読み、近世にも影響

を与え、その影響によって今の考え方があると知り、強い関心を抱いた。今考えられている概念は、

この中世の哲学から続いているものであり、今後も論争され続けていくものだと考える。

［参考文献］

宇都宮芳明 ：『テキスト哲学』，丸善プラネット (2016)
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システム情報学科
北九州教育センター
指導教員 : 三浦　　洋

笛田　梨奈
1 5 7 0 5 0 1

142 .歴史と人間

1. はじめに

私は、以前から哲学がどのようなものなのか輿味があり、歴史にも興味があった。そこで、卒業

論文の作成を通して、哲学と歴史について学ぶためにこのテーマを選択した。

本論文では、西洋の哲学者が歴史と人間についてどのように考えていたかを学び、歴史と人間の関

係について私なりに考察を行う 。

2. 哲学とは

そもそも哲学とは何なのか理解する必要がある。哲学とは、古代ギリシアのタレス（前 640(624) 

頃ー546頃）からはじまり、 19世紀後半に日本に伝来してきた。哲学とは、「知を愛し未知を解明

するための学問」である。

3. 古代ギリシア哲学

3. 1一元論

自然の元は一つであるという考え方である。この一元論を推し進めたタレス、アナクシマンドロ

ス、アナクシメネシスの三人は、それぞれ異なる理論を提唱した「ミストレス学派」と呼ばれる人々

である。

3. 2多元論

一元論とは異なり、自然の元は一つではなく複数あるという考えのものである。エンペドクレス、

アナクサゴラスの理論を受け継いだデモクリトス（前 460-370)は、世界は無数の微小な「原子」

からなると考えた。

4. 国家とは

4. 1プラトン

国家は、「支配階級」「防衛階級」「生産階級」という「三つの階級」から構成されている。国家

は、「支配階級」「防衛階級」「生産階級」という「三つの階級」から構成されている。支配階級は

「知」をもって国家を統治する階級。防衛階級は「勇気」をもって国家を守る階級。生産階級とは、

「節制」を重んじ、国家を支える階級。この三つの階級により、理想的な国家が実現すると述べた。

この「知」「勇気」「節制」が調和してはじめて、「正義」となり、理想的な国家になるのである。

4.2ホッブズ

人間は心身の諸能力において平等に造られている。しかし、各自が己のためにのみ力を行使する

と大小さまざまな争いが起きる。これを防止するために、国家というものが必要である。「契約」

によって、「自 らの権力を国家という絶大な権力に譲渡することで、国家によって自らの安全を確
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保する」というのがホッブズの「社会［国家］契約説」である。

4. 3ヘーゲル

ヘーゲルは、「人倫的共同体」について考えた。人倫的共同体において、個人が最初に位置する

共同体は「家族」だ。この家族という 一有機体の段階では、個人は「自立」した存在ではない。責

任をもって仕事をすることで「自立」したことになるのである。その結果、個人は社会という共同

体に属する。国家は、個人それぞれが自立し、かつ家族のような有機的な調和のとれたー全体を社

会において形成する。このような社会をヘーゲルは「市民社会」として捉えた。その意味で、「国

家」は「家族」と「市民社会」の綜合である。

5. 人間とは

5. 1ソクラテス

人間が善く生きるためにはどのような知が必要かを真剣に考えたのがソクラテスであった。ソク

ラテスは、アテナイの街頭で人々と対話することを重要視した。ソクラテスは、人々との問答を通

じて彼らが「徳」について無知であることを暴露することで、「徳」とは何かを真剣に考えること

を促した。彼は、問答を通して行った自分の行為を「助産術」であると語った。

5.2カント

カントは、ドイツがこれまでに生んだ最大の哲学者である。カントは、自らが哲学で問わなけれ

ばならない問いとして、四つ掲げた。一つ、私は何を知ることができるか。二つ、私は何をなすべ

きか。三つ、私は何を希望することが許されるか。四つ、人間とはなにか。ここでは二つ目の私は

何をなすべきか、について考えていく 。この問いは極めて簡単である。私は道徳的に善い行為をす

るべきである。その道徳的に善い行為とはいったいどういう行為か。それはどうすれば実現が可能

なのかカントは考えた。

6. 結論

西洋の哲学者が歴史と人間の関係についてどのように考えていたのか。国家を通じて考察してきた。

国家には、人間がつきものである。国家に属する人間が善く生き、道徳的に価値のある行為をすれ

ば国家は善いものとなる。しかし、国家に属する人間が善く生きず、道徳的に価値のある行動をし

ない場合は、国家は善くはならない。このことを踏まえて考えると西洋の哲学者は歴史と人間。こ

れらの二つは切り離せないものであり、人間の善さと歴史の善さは比例のような関係だと考えてい

たという結論に達した。



指導教員　:　向　原　　強
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 向原　　強

浅野　光亮
1 5 7 0 0 5 4

―販売システム―

143 .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

浅野　光亮
1 5 7 0 0 5 4

―販売システム―

143 .全社統合システムの開発

1. はじめに

本論では、全社統合システムの開発を企業導入からシミュレーションするため、架空のパン屋「San

flower」 （以降、 Sanflowerとする）を想定し、企業経営の手助けを行う 。

また販売管理機能として、商品「青報管理、商品在庫管理、商品仕入れ管理、商品売り 上げ管理など

を導入する。その他に、会計システム、人事システムなどを統合させることで業務データの流れや、

チーム開発を学習する

2. システムに必要な機能分析

販売管理システムの機能として、商品情報管理機能、商品在庫管理機能、商品仕入れ管理機能、商

品売り上げ管理機能が必要である。販売システムには他にも、業種や企業によって様々な機能が必要

とされているが、本論では、Sanflowerに必要な最低限の機能を構築する。

3. プロトタイプ・システムの概要

・商品情報管理機能

商品情報表示機能、商品情報追加機能、商品情報変更機能、商品情報削除機能

・商品在庫機能

在庫数表示機能、在庫数変更機能

・商品仕入れ管理機能

仕入れ管理機能

・売上管理機能

商品販売情報表示機能、商品販売情報追加機能、商品販売情報変更機能

商品の販売時間＆個数表示機能

4. システムの有効性の検討

(1) 費用の軽減

商品の在庫管理、仕入れ管理、売り上げ管理をシステム化する ことで必要な商品を必要なだけ売る

ことが可能になり無駄をなくすことができる。

(2) データの信頼性向上

紙媒体での、転写ミスなどの人的ミスを無くすことによりデータ の信頼性が向上する ことにより、

売り上げの向上を狙う場合に信頼性の高いデータを使用することが出来るようになる。

(3) 売れ行き動向の把握

商品名や価格、数量、日時などの販売実績情報を収集するため、 「いつ・どの商品が ・どんな価格

で ・いく つ売れたか」を経営者側が把握しやすく製造量の調整や新商品開発に役立つ。

(4) 作業の簡略 ・短縮

紙の媒体ではなくシステム化することによ り保管場所の確保、引き出 しが簡略化され必要な時に必

要な情報が引き出せるようになる。
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5. おわりに

実際にユーザーとサービス提供者に分かれて開発することで、ユーザーとのヒアリングを繰り返し

ながら最良なシステムを作ることの難しさや、 ITを導入していない企業に対してどの様なアプローチ

が必要なのかを学べた。

また今後の展望として、今回Webアプリケーシ ョンの開発だったが、スマートフォンでのアプリ 実

装をすることにより社員のシフト確認の利便性の向上などに役立つと考え られる。

【参考文献】

(1)「販売管理システムで学ぶモデリング講座」 渡辺幸三 著 翔泳社

(2) POSシステム とは ？

https://orange-operation. jp/pos/possystem/ 

(3) 受発注管理システム

http://okushin.co. jp/okushin_blog/ 
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 向原　　強

大場　友輝
1 5 7 0 0 5 7

―自由テーマ―

144 .全社統合システムの開発

はじめに

本論では、架空のパン屋「Sanflower J (以降、 sanflowerとする）を想定し、経営業務の手助けを行 う

会計として何が大事なのか必要なのか

また、全社統合システムを構築することによって業務上で扱う データの流れなどを学習する

2. システムに必要な経営分析

sanflowerについて、詳細説明（要旨では大体こんな感じ程度）

架空のパン屋の設定として、 PCを使わなかったアナログな経営から

PC技術を導入することでの経営効果の上昇を図るというものである。

3. 人事システムの概要

現在行っている、一日の作業スケジュールなどを紙媒体での管理から、 PCを用いることでこれらのデータ化を行い、

管理する。各店舗で決められたシフト表を、今までは店舗ごとにマネージャーが決めて各社員、アルバイトに

伝えていたが、データ化をすることで、その場で働く全従業員がネットで確認できるようにする。

人材育成の活性化として、アルバイト募集の方法について、自社サイトを作成して応募ページでの募集を

呼びかけることで、更なる店舗の向上を目指す。

4 販売システムの概要

これまでの自社では作ったパンを、なるべく利益が出るように考えて作って販売していたが、システムを導入するこ

とで各パンの売り上げ、客層、売れ筋などの観点を見ることで、無駄なパンの作成を防ぐことを狙う。

各パンにおける業務フローを確立、材料の量、価格、製作時間や材料の仕入れ先、その会社ごとのデータを管理し、

会社間の情報をシステムに取り組む。

5. 会計システムの概要

各店舗におけるその日 一日 における、会計でのデータをシステム上で管理する。

現在はレジを用いた会計の機能だけのため、どれが何個売れたのか等の計算管理が

困難であった。

6 各システムの有効性

今回実装したシステムによって、当初の目的であった経営効果の面においては

飛躍的に上昇したものと考えられる。人事システムでは店舗内部の見直しを図り、

販売システムでは、商品の売り上げ等に深く関わることで経営面に大きく貢献できていると考えられる。

会計システムでは、店舗の売り上げ貢献につながる大きな役割を果たしていると考え られる。
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7. まとめ

今回は自由テーマということで企業側を担当することにより、企業の経営に関する問題を多く学ぶことがメインの

一つでもあったといえる。人事、販売、会計システムの観点からパン屋のシステムとして求められるものを考え、シス

テム側の3人とディスカッションをすることでより良いシステムヘの開発を進めることができた。今回の作成したシステ

ムから経営効果を上げるという目的は達成することができたが、自分が企業側となって考えたうえで、実際にシステム

を使用した際の利便性を考慮するべきだと考えた。
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 向原　　強

似鳥　克馬
1 5 7 0 0 5 9

―人事システムのプロトタイプ・システムの構築―

145 .全社統合システムの開発

1 はじめに

本論では、架空のパン屋「Sanflower」 （以降、 sanflowerとする）を想定し、経営業務の手助けとな

るシステムの提案、構築を行う 。

企業にとって人事システムはどのように重要で、どのような役割を果たしていくのかを調査する。

また、全社統合システムを構築する ことで、業務で扱う人事システムのデータの流れなどを学習する

ことが今回の目的である。

2. システムに必要な機能分析

sanflowerは札幌に3店舗、小樽に1店舗、芽室に1店舗の合計5店舗のフランチャイズ店とし、全店舗の

従業員は合計で100人である。給料は社員が月給約21万円、アルバイトは時給900円で計算し、一日の

労働が8時間を超えた場合は時給が25%上がることとする。

タプレットを導入することで労働時間を正確に記録できるように改善する。

従業員一覧や給与管理帳などを、紙媒体からデータ管理へと移行する。

各店舗がデータを共有することで、従業員不足の際のヘルプ依頼等の迅速化する。

3 プロトタイプ ・システムの概要

人事システムとは、企業の従業員データや労働時間等のデータを扱い、従業員度の給与管理を行う

システムである。

人事システムの機能として以下のシステムが挙げられる。これらのデータ はデータベースを用いて

一元管理することとする。

「従業員一覧機能」

全店舗ごとの従業員を管理することができる。従業員情報の追加、変更、削除ができる。

「就業時間記録機能」

従業員の就業時間を入力し、また入力したデータを変更・管理するこ とができる。

「給与計算機能」

月初めに前月末までの給与の計算を自動で計算してくれる機能。
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4. システムの有効性

人事システムの有効性として2つ挙げられる。 1つ目は管理の簡略化を図ることができる点である。

システムを導入するとデータベース上で「青報の一元管理を行うため、従業員の管理にかかる時間を削

減することができる。今まで各店舗の店長が手作業で行っていたため、店長の業務削減を図ることが

できる。

2つ目は就業時間の整合性を得ることができるという点である。今まで従業員のシフトから給与計算

を行っていたため、残業や早上がりなどの情報が正しく管理できていなかった。システムを用いて、

働き始めと働き終わりの時間を記録することで、分単位での就業時間の記録が可能となる。

5. まとめ

今回人事システムについて考え、普段はあまり深く考えない給与システムなどを知るいい機会であ

った。また、プロトタイプの作成するにあたり、どのようなシステムにすれば使いやすいか、管理し

やすいかなどを考え、顧客のニーズに応えていくということの難しさや楽しさを学ぶことができた。

これからも身近にある色々なシステムについて考え、ニーズに応えるシステム構築を行いたい。
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システム情報学科
大阪教育センター
指導教員 : 向原　　強

西割　雄飛
1 5 7 0 1 2 1

―時代と共に変化していく人事システム―

146 .人事システム

1. はじめに

私がこの課題を研究する背景として、来年から社会人として生きていく私が就職活動をし

た際に、数え切れないほどの企業が存在しており、それぞれが異なる社内体制を形成しなが

ら円滑に人材獲得、 管理を行なっているということに気づいたと同時に、全てシステムで管

理されているという事に気づきました。社会経験のある方々なら当たり前のように感じる

事でも学生である私にはそれぞれの企業の持つ文化を形成する一つの要因であると考え、

企業が持つ独自の文化と社内を管理する人事システムの関連について研究しようと考えた

2. 人事システムとは

人事システムとは、会社の持つ人材を円滑に管理し、様々な業務を効率化していくことため

のシステムである。近年の企業で人材システムを利用していない企業を見つけるのが難し

いくらい普及しているシステムである。

3. 特に最近普及している人事評価について

-MBO(Management Of Object)評価制度

アメリカのピーター・ドラッカーが提唱したこの制度は成果主義の成果に関する評価方法

を成果ではなく、目標値を設定してその目標に対する進捗率や達成度合で評価する方法で

す。

MBO評価制度は、社員が主体で目標を設定することで社員のやりたいことを業務と結びつ

ける特徴があります。やりたいこと＝主体性が求められるため、しつかりとした目標を設定

することと段階を具体的な目標として設定できなければ、ノルマのように感じられるとい

うデメリットがあります。

—コンピテンシー評価制度—

アメリカの心理学者マクレランドによって提唱されました。コンピテンシーとは、高い能力

のある人達に共通して見られる、「行動性質」のことです。この行動性質を評価基準として

人事評価を下します。どのような行動をすることが評価となっているのかわかりやすく、職
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業に関係なく採用されていることが多い評価制度です。評価基準の設定に対して自社の社

内文化が組み込まれやすい特徴があります。が分野ごとに高い能力を発揮する人の行動性

質が変わってくるので分析をしつかりとしなければいけないデメリットがあります。

- 360 評価—

直属の上司からの評価だと上司により評価基準が変わるというデメリットを解消するため

に生まれました。上司だけでなく、部下や顧客相手、同僚や社長など多方面からの評価を総

合して人事評価を下します。この評価方法は透明性が高いのが特徴的で日本よりもアメリ

カで導入されていることが多いです。周囲の人間からの評価の下され方はその人の行動レ

ベルで「できている／できていない」とはっきりしているおのが多いです。この評価方法の

デメリットは手を組む人が出てくることです。同僚同士で評価を上げあったり、上司から部

下への評価をあげるように仕向けるなどの問題があります。そういった問題を起こさない

ための社内教育が必ず必要となるのがこの評価制度のデメリットです。

4. 最後に

この研究でさまざまな企業形態にマッチするように人事システムを構築することの難しさ

と開発規模の大きさを目の当たりにすることができたと思う。

参考資料

日本の人事部： https://jinjibu.jp/f_it_system/ article/ detl/ outline/811 
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 向原　　強

髙橋　駿斗
1 5 7 0 1 8 7

～会計システムのプロトタイプ・システムの構築～

147 .全社統合システムの開発

1. はじめに

情報技術を用いて企業全体の業務をシステム化する事で、一部業務の自動化による業務効率の向上や業務情報のデジ

タル管理業務の正確性向上が期待できる。本論で構築する会計システムにおいても、会計業務で重要である仕訳業務

の自動化や正確性の向上に繋がり、効率的で、ミスの無い業務が期待できる。またPOSレジシステムも昔ながらの

キャッシュレジスターを用いた売り上げの笞理にとどまらず、 PCを活用した顧客の購買情報の分析や入出金蒼理、ネッ

トワークやクラウドを利用して社内の他のシステムとの連携、今ではタブレットを利用する事で直感的に操作できるよ

うになり、面倒な処理はシステム側で行う事で、新入社員やアルバイトでもすぐに就業する事が可能となる。本論では

以下の2つを目的とし、会計システムの構築を行い、最終的に販売システム、人事システムと連携し全社統合システムの

構築を目指す。

1つ目は、仮想の企業のクライアントとベンダに分かれる事により、システム設計・構築の一連の流れを経験し、情

報技術に対しての知識、技術、視点の習得する事。

2つ目は、全社統合システムを構築する事で業務で扱うデータのシステム間での流れや、学生では関わることの少な

い、費用金の動きについて理解を深めること。

本論では北海道に 5つの拠点を抱えるパン屋を想定し、システムを構築する。

2. システムに必要な機能分析

現在、パン屋が抱える問題点は以下の通りである。

ー業務活動全てを手作業で行っており、業務に時間がかかる。

ー計算ミスや記載ミスが発生している。

一帳票データを紙媒体で保管・管理しており、煩雑化している。

ーパンを見てキャッシュレジスター（以降、レジと記す）に価格を打ち込んでいるため、新入社員・アルバイトがパン

の価格を覚えなければ、レジを用いての基本業務に支障をきたす。

以上の問題点より現状の紙媒体を用いた手作業の業務活動から、会計システムを用いた業務活動への移行を検討する。

本論で構築する会計システムに必要な機能として以下の機能が考えられた。

ーログイン ・ログアウト

ー財務会計情報管理

ー管理会計「青報管理

ー経費清報管理

ー使用履歴管理

レジを用いた基本業務については、 POSレジシステムの改良を実施する。

3. プロトタイプ・システムの概要

ーログイン・ログアウト

ログイン、ログアウト

ー財務会計情報管理

会計伝票管理、月次締処理管理、決算業務管理、各種帳票管理

ー管理会計情報管理

帳票出力、予算管理、実績管理、見込管理、

ー経費情報管理

申請管理、精算管理、出納予定管理、出納管理

ー使用履歴管理
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操作ログ管理

-POSシステム改良化

売上集計機能、顧客管理、商品管理、入出金管理

4. システムの有効性

会計業務をシステム化する事で得られるメリットは以下の通りである。

(1)作業効率の向上

(2)帳票の精度向上

(3)費用削減

(4)セキュリティ面の向上

会計業務をシステム化する事で発生するデメリットは以下の通りである。

(1)初期費用がかかる

(2)システムを使用した業務に慣れるまで時間がかかる

(3)災害や障害の発生

5. まとめ

会社の業務をシステム化することで、コスト面や作業効率の問題が判明し、短期的に見ればシステム化する意味は薄

く感じるが、情報技術をうまく活用し顧客の購買情報の分析や経営情報など長期的に見ると、判明した問題以上の効果

が期待できると考えられる。

今回システムを構築するにあたり、架空の会社の設立から問題点や設定など考えていくことで会社を経営する事の難

しさ、現代における情報の重要性についても学ぶことができた。クライアントとベンダに分かれてシステムを構築する

一連の流れを経験することができ、とても良い経験になった。

今後はPOSシステムと会計システムだけではなく、販売システム、人事システムとも連携をする事で全社統合のシス

テムを構築し、データの同期を行う事で顧客や商品、在庫、資本、人材の情報をより有効活用できると考える。

参考文献

[1] 「主要機能一覧［会計システム]I ERP ProActive E2 -SCSK株式会社」

http://proactive.jp/product/accounting/function.html (参照 2018/09/13) 

[2] 「利用店舗数No.1のPOSレジアプリ【Airレジ】 I iPad対応無料レジアプリ」

https://airregi.jp/ (参照 2018/09/13) 

[3] 「会計システムの機能とは？導入前に知っておきたいメリットとリスク I発注成功のための知識が身に付く【発注

ラウンジ】」

https://hnavi.co.jp/knowledge/blog/accounting system/ （参照 2018/09/13) 

[4] 「会計ソフト・大蔵大臣NX[概要・機能JI応研株式会社」

http://www.ohken.eo.jp/product/ohkura/ (参照 2018/09/13) 

[5] 「帳票とは？請求書・納品書など、いまさら聞けない帳票の種類と役割を解説! I 「楽楽明細」」

https://www.rakurakumeisai.jp/column/161201.php (参照 2018/09/13) 

[6] 「電子化と紙での保管、どちらがお得？ ～メリット・デメリットを比較する~1株式会社ワンビシアーカイブズ」

https://www.wanbishi.eo.jp/blog/compare-merits-demerits-storage-electronic-paper.html (参照 2018/09/13) 



指導教員　:　柳　　信　一
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 柳　　信一

丸屋　昂平
1 5 7 0 0 4 8

解決行列で見た場合の地位の評価と考察

148 .鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

1. まえがき

現在、札幌では 自動車 と地下鉄が主な移動手段となっている 。 しかし自動車 の普及率が

約 50%なのに対し、地下鉄は札幌市民一人あたりが 平均 して 年 に約 115回 も利用 する計

算とな っている 。 多くの人が地下鉄を利用するなかで、 目的地までの乗り換え駅と路線を

組み 合 わせる必要があり 、各駅の地位を定量 的に 評価 する こと は意義がある 。本稿では札

幌市 営地下鉄に対して解決行列 （］）で見た場合の各駅の地位 を定 量的に評価 し検討 する 。

2. 評価対象 とするネットワ ーク

札幌市営地下鉄の 3つの 路線から選択する。東西線からは菊水駅、バス センタ ー前

駅、大通駅、西 11丁目駅、西 18丁目駅、南北線からは北 18条駅、北 12条駅、さっぽ

ろ駅、大通駅、すすきの駅、中島公園駅、東豊線からは東区役所前駅、北 13条東駅、さ

っぽろ駅、大通駅、豊水すすきの駅、学園前駅の以 上 14駅を評価対象とする 。対象とす

る駅からなるネットワ ー ク(2)を図 1に示す。

、北 i8条

更、三衰考i写

~ 
L-

共； i 3全e.,"1

吉 18,圭 圭 1 l丁室 ；くヌ、センター酌・

＼
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すすきの

塁水すすきの

＝里2ふ至 ----------------
口

図 1:評価対象とする駅からなる ネット ワーク

3. 解決行列 での 評価

本稿では解決行列 (I)によ り駅 の地位 を評価 する 。まず 、対象とす るネ ットワーク の全

て の駅の対に関し て駅間 が直接接続さ れて い る場合は行列の要素 を 1、そ うでない場合は

行列の要素 を 0とする駅対駅接続行列 Cを求める 。次に、行列 び を求 め、 c+戸行列の要素
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に 0が存在する場合はc+び ＋・・・十び と 0がなくなるまで nを増加させていく。要素内に

0がないc+び ＋・・・＋び を解決行列 という 。 解 決 行 列 の 各 行 の 合計 が大きい駅をネット ワ

ー クの中 心と評価す る。

評価対象 とする駅からなるネット ワー クに対する解 決行列c+び ＋び＋ び＋ び を表 1に

示す 。表 1の 2-15行目 、 および、 2-15列 目の各値が解決行列の要素に対応 している 。

表 1 解決行列c+び＋び＋び+cs 
菊水 ノゞス 大通 さっ すす 豊水 西 11オヒ13学園 北ヒ12中島 西 H 東 区 オヒ18言十

菊 水 3 11 7 ， 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 61 

／ゞス 11 10 44 ， 8 8 8 10 8 10 8 8 1 1 144 

大通 7 44 36 55 44 44 44 ， 7 ， 7 7 ， 9 331 

さっ ， ， 55 18 ， ， ， 24 ， 24 ， ， 5 5 203 

すす 8 8 44 ， 10 8 8 10 8 10 11 8 1 1 144 

豊水 8 8 44 ， 8 10 8 10 11 10 8 8 1 1 144 

西 11 8 8 44 ， 8 8 10 10 8 10 8 11 1 1 144 

オヒ13 1 10 ， 24 10 10 10 8 1 6 1 1 ， 6 106 

学 園 1 8 7 ， 8 11 8 1 3 1 1 1 1 1 61 

ゴヒ12 1 10 ， 24 10 10 10 6 1 8 1 1 6 9 106 

中 島 1 8 7 ， 11 8 8 1 1 1 3 1 1 1 61 

西 18 1 8 7 ， 8 8 11 1 1 1 1 3 1 1 61 

東区 1 1 ， 5 1 1 1 ， 1 6 1 1 3 1 41 

オヒ18 1 1 ， 5 1 1 1 6 1 ， 1 1 1 3 41 

4. むすび

本稿では札幌市営地下鉄の 14駅 の地位 を、 解決行列 を用いて定量 的 に評価し た。表 1

より 、全 ての 駅が 5ステ ップでネ ットワーク内 の各駅に到達する ことがで きる。図 1よ り

札幌市営地下鉄 は直線上に駅が設置 されている 3つの路線 に より構成さ れる形態である 。

そのためほとん どの駅において 、直接接続 され ている駅が 2つのみとなっ て いる。 その よ

うに隣接 して いる駅 の評価はあまり差が出 なか った 。 しか し、 路線の乗り換えが発生す る

さっぽろ駅、大通駅は他 の駅と 比べると、かなり 高い評価 となった。

行列の合計を見る と、 さっぽろ駅は 203、大通駅は 331となっている 。 さっぽろ駅は南

北線と東豊線に所属し て いるのに対し て、 大通駅は 3つ全 て の路線に所属しているため

差が生じ たと 考 え られる 。表 1の計算過程 よ り、 どちらの駅も 3ステッ プ以内 でネット

ワー ク内の各駅に移動することが で きた 。 よ り詳細に見ると、さっぽ ろ駅から 3ステ ッ

プで移動 できる駅は 4つあるのに対して 、大通駅は 2つのみであっ た。つ ま り 大通駅は

2ステップ までに到達 で きる駅が さっぽろ駅 よ り多いことになる 。解決 行列 の計算 の定義

より、行の合計は nの増加に対して単調に増加するため、結果的に合計に差が生じたと

考えられる。通っ ている 路線の数 が増えれば隣接す る駅が増 えるため 、評価結果 に与 える

影響は大き くなると考 え られる。

参考文献

(1)木村辰 男 ："基礎からの交通地理 ”，古今書院 (1991).

(2)札幌市営地下鉄 ："http://www.city.sapporo.jp/ st/ route_konaizu/index.h tml", (2018/09/05に参照）．
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 柳　　信一

菊地　康太
1 5 7 0 0 6 0

所要時間で見た場合の地位の評価と考察

149 .鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

1. まえがき

私たちの周りには様々なネットワークがある。その中でも鉄道の利用は多く、特に北海

道では北海道新幹線が予定されていることもあり、通学、通勤、旅行、観光など幅広く活

用されている。しかし、各駅の利便性は偏っているため、駅の利便性を評価することに意

義がある。本稿では札幌市営地下鉄の駅からなるネットワークに関して所要時間で見た場

合の各駅の地位を関連数(1)とアクセシビリティ (1)を用いて定量的に評価し検討する。

2. 評価対象とする駅

評価対象は、札幌市営地下鉄より、中島公園駅、すすきの駅、大通駅、さっぽろ駅、北

1 2条駅、北 18条駅、菊水駅、バスセンター前駅、西 11丁目駅、西 18丁目駅、学園

前駅、豊水すすきの駅、北 13条東駅、東区役所前駅の 14駅とする。評価対象とする駅

からなるネットワークを図 1に示す。

図 1 評価対象とする駅からなるネットワーク

3. 評価方法

各駅間の最短経路の移動に要する時間を所要時間とする。駅の関連数(1)とは、ネットワ

ーク内の他の駅までの所要時間の最大値である。関連数が最小となる駅をネットワークの

中心と評価する。駅のアクセシビリティ (1)とは、ネットワーク内の他の駅までの所要時間

の合計である。アクセシビリティが最小となる駅をネットワークの中心と評価する。
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中島

すす

大通

さっ

北12

北18

菊水

バス

西11

西18

学園

豊水

北13

東区

4. 評価結果

評価対象とする駅間の所要時間 (2)、及び各駅のアクセシビリティと関連数を表 1に示す。

表 1 北海道市営地下鉄所要時間（分．秒）及びアクセシビリティと関連数

中島 すす 大通 さっ 北12 北18 菊水 ノゞス 西11 西18 学園 豊水 北13 東区 アクセ 順位 関連数

1.30 2.35 3.50 5.12 6.29 5.29 3.53 4.02 5.27 6.18 3.57 5.13 7.13 40.43 5 7.13 

1.30 1.05 2.20 3.42 4.59 3.59 2.23 2.32 3.57 4.38 2.27 2.20 4.20 40.43 5 4.59 

2.35 1.05 1.15 2.37 3.54 2.54 1.18 1.27 2.52 3.33 1.22 2.38 4.38 25.01 1 4.38 

3.50 2.20 1.15 1.22 2.46 4.09 2.33 2.42 4.07 4.48 2.37 2.00 3.15 36.53 4 4.48 

5.12 3.42 2.37 1.22 1.17 5.31 3.55 4.04 5.29 6.10 3.59 3.22 4.37 42.37 8 6.10 

6.29 4.59 3.54 2.46 1.17 6.48 5.12 5.21 6.46 7.27 5.16 5.09 5.54 57.33 14 7.27 

5.29 3.59 2.54 4.09 5.31 6.48 1.36 4.21 5.46 6.27 4.16 4.09 6.09 50.55 ， 6.48 
3.53 2.23 1.18 2.33 3.55 5.12 1.36 2.45 4.10 4.51 2.40 2.33 4.33 33.44 2 5.12 

4.02 3.32 1.27 2.42 4.04 5.21 4.21 2.45 1.25 5.00 2.49 2.42 4.42 36.32 3 5.21 

5.27 3.57 2.52 4.07 5.29 6.46 5.46 4.10 1.25 6.25 4.14 4.07 6.07 51.39 10 6.46 

6.18 4.38 3.33 4.48 6.10 7.27 6.27 4.51 5.00 6.25 2.11 6.11 8.11 55.37 13 8.11 

3.57 2.27 1.22 2.37 3.59 5.16 4.16 2.4 2.49 4.14 2.11 4.00 6.00 42.31 7 6.00 

5.13 2.20 2.38 2.00 3.22 4.39 4.09 2.33 2.42 4.07 6.11 4.00 2.00 52.05 12 6.11 

7.13 4.20 4.38 3.15 4.37 5.54 6.09 4.33 4.42 6.07 8.11 6.00 2.00 51.39 10 8.11 

5. むすび

本稿では、札幌市営地下鉄の 14駅に対して所要時間で見た場合の各駅の地位を関連数

とアクセシビリティを用いて定量的に評価した。

表 1より、関連数の評価が高いのは、大通駅、さっぽろ駅、すすきの駅となり、評価が

低いのは、東区役所前駅、 学園前駅、北 18条駅となった。評価の低い 3駅は各駅間距離

が互いに関連数の値となっている。

次に、アクセシビリティの評価が高いのは、大通駅、バスセンター前駅、西 11丁目駅

となった 。評価が低いのは、北 18条駅、 学園前駅、北 13条東駅となった 。評価が低い

理由は、大通から離れていているためと 考 えられる。例えば、バスセンター前駅と菊水駅

に関して、バスセンター前駅のアクセシビリティは（バスセンター前駅から菊水駅までの

所要時間） +Aとなる 。ここで Aはバスセンター前から菊水以外の所要時間の合計とする。

一方で、菊水駅のアクセシビリティは A+12x (バスセンター前駅から大通駅）＋（バスセ

ンター前駅から菊水駅までの所要時間）となり、 12X (バスセンター前駅から大通駅）だ

けバスセンター前駅のアクセシビリティより評価が低くなる。上記より、 一般的に大通駅

から近いと 評価が高 くなり、 遠 いと 評価が低くなると 考 えられる 。

参考文献

(1)木村辰男 ："基礎からの 交通地理",古今書院(1991).

(2)札幌市交通局： "http://www.city.sapporo.jp", (2018年 11月閲覧）．
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システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 柳　　信一

岡田　圭太
1 5 7 0 2 2 2

所要時間で見た場合の地位の評価と考察

150 .鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

1. まえがき

鉄道ネットワークは人々の移動に大きく貢献しており、日本中様々な箇所に駅が存在する。しかし、

ネットワーク内の駅と駅との所要時間は異なるため、各駅の利便性もそれぞれ異なる可能性がある。

本稿では、 JR西日本の広島県内のいくつかの主要な駅において、所用時間で見た場合の駅の地位を

関連数(1)とアクセシビリティー(1)を用いて定量的に評価し検討する。

2. 評価対象

本稿では、広島県で乗降数が多い駅(2)を主要な駅として広島駅、横川駅、海田市駅、呉駅、西条駅、

三原駅、福山駅の 7つの駅を評価対象とする。評価対象とする駅からなる鉄道ネットワークを図 1に

示す。図 1のネットワークのブランチのそばの数値は隣接する駅間の所要時間で単位は分である。

横H広 I
7 I海 l 27 

川島1 |田

~ 37 

23 
I I 

101 I - I 31 

図1: 評価対象の 7駅からなる鉄道ネットワーク

3. 評価方法

N 

駅の関連数(1)とはネットワーク内に存在する他の駅との駅間の最短経路でかかる時間、すなわち所

要時間の中で最大の値のことである。関連数が最小である駅をネットワークの中心と評価する。

駅のアクセシビリティー (1)とはネットワーク内の他の駅との所要時間の合計である。アクセシビリ

ティーが最小である駅をネットワークの中心と評価する。
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4. 評価結果

評価対象とするネットワークの駅間所要時間(2)、関連数、アクセシビリティーを表 1に示す。

表 1: 駅間の所要時間（単位：分）、関連数、アクセシビリティー

横川駅 広島駅 海田市駅 呉駅 西条駅 ＝）京駅 福山駅

横川駅 ＼ 5 15 38 43 81 114 

広島駅 5 ----- 7 31 36 73 106 

海田市駅 15 7 

-------
23 27 64 97 

呉駅 38 31 23 ----- 58 101 131 

両条駅 43 36 27 58 ＼ 37 69 

三原駅 81 74 64 101 37 ------ 31 

福山駅 114 106 97 131 69 31 ‘‘‘‘ 
関連数 114 106 97 131 69 101 131 

関連数拇1位 5 4 2 6 1 3 6 

アクセシビ リティ ー 296 259 233 382 270 387 548 

アクセ順位 4 2 1 5 3 6 7 

5. むすび

表1より、関連数では西条駅が 1位となり、呉駅と福山駅が最下位となった。西条駅が関連数 1位

となったのは、図 1からわかるように比較的ネットワークの中心に位置するため、関連数が最下位で

ある呉駅や福山駅への所要時間が比較的短く、関連数に該当する福山駅までの所要時間が最小となっ

たと考えられる。アクセシビリティーでは海田市駅が 1位となった。海田市駅もネットワークのほぼ

中心に位置し、また最も接続が多く、余計な迂回をする必要がないためすべての駅への所用時間が短

くなったと考えられる。関連数とアクセシビリティーで順位が異なる理由は、関連数はネットワーク

内の他の駅までの所要時間の最大値の中で一番小さい値であるのに対して、アクセシビリティーはそ

れぞれの駅への所要時間の合計であることに起因する。呉駅と三原駅間の所要時間が大きいが、評価

の過程でこの経路を通ることがないため、このブランチをないものとすると海田市駅がネットワーク

上の唯一の分岐となり、それぞれの評価結果が異なったと考えられる。図 1より、呉駅は西条駅と同

等に評価が高いように思えたが、関連数とアクセシビリティー共に評価が低かった。これは呉線が海

沿いを大きく迂回しており、山陽本線に比べ駅の数が多い上に単線であるため、各駅の停車時間に対

向列車の待ち時間も加算され、呉駅から三原駅間の所要時間が大きくなっていることが原因と考えら

れる。

参考文献

(1)木村辰男著： "基礎からの交通地理”，古今書院(1991).

(2)国土数値情報ダウンロードサービス： "http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/", (2018年 6月観覧）．

(3) JR西日本： "https://www.westjr.co. jp/", (2018年 7月観覧）．
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システム情報学科
広島教育センター
指導教員 : 柳　　信一

秋本　卓人
1 5 7 0 2 2 5

駅間の距離で見た場合の地位の評価と考察

151 .鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

1. はじめに

私たちが普段利用している鉄道ネットワークは、多くの人が利用しており、広島県も例

外ではない。しかし、駅によって利便性が異なるため、駅の利便性を定量的に評価するこ

とは意義がある。

本稿では、広島県における鉄道ネットワークについて、駅間の距離で見た場合の各駅の

地位を関連数 (1) とアクセシビリティー (1)を用いて定量的に評価する。

2. 評価の対象とする駅

本稿では、広島県内の中で、 1日の乗降者数の多い駅 (2)、または、接続の分岐点となる

駅である広島駅、福山駅、横川駅、呉駅、西条駅、三原駅、海田市駅の 7駅を評価対象と

する。対象とする駅からなるネットワークを図 lに示す。図 lのブランチの側の数値は駅

間の距離 (3)で単位は kmである。

3. 評価方法

海

田

市

25. 

20. r 39. 

67. I = I 31. 

図 1. 評価対象とする駅からなるネットワーク

関連数 (1) とアクセシビリティー (1)を使って評価する。駅の関連数は、ネットワーク内

の他の駅までの最短距離のなかの最大値であり、関連数が小さい駅をネットワークの中心

と評価する。駅のアクセシビリティーは、ネットワーク内の他の駅までの最短距離の合計

値であり、アクセシビリティーが小さい駅をネットワークの中心と評価する。

4. 評価結果
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表 1にネットワークの駅間距離、関連数、アクセシビリティー、および、その評価を示

す。表 1の太字はその行に対応する駅の関連数である。

表 1. JRの駅間距離(km)および関連数とアクセシビリティー

横川駅 広島駅 海田市駅 西条駅 呉駅 三原駅 福山駅 アクセシビリティー 順位 関連数 順位

横川駅 3.0 9.4 34.8 29.4 74.4 106.0 257.0 4 106.0 6 

広島駅 3.0 6.4 31.8 26.4 71.4 103.0 242.0 2 103.0 4 

海田市駅 9.4 6.4 25.4 20.0 65.0 96.6 222.8 1 96.6 3 

西条駅 34.8 31.8 25.4 45.4 39.6 71.3 248.3 3 71.3 1 

呉駅 29.4 26.4 20.0 45.4 67.0 98.6 286.8 5 98.6 5 

三原駅 74.4 71.4 65.0 39.6 67.0 31.6 349.0 6 74.4 2 

福山駅 106.0 103.0 96.6 71.3 98.6 31.6 507.1 7 106.0 6 

5. むすび

本稿では、広島県内の鉄道ネットワークにおいて、各駅の地位を駅間の距離でみた場合

の関連数とアクセシビリティーを用いて定量的に評価した。

表 1より、関連数の評価において、西条駅が 1位となった。関連数の評価では、西条駅

が最もネットワーク内の中心に近い駅だといえる。

アクセシビリティーの評価においては、海田市駅が 1位となった。2位の広島、 4位の横

川、そして、 1位の海田市が 10km以下と短い距離にあり、図 1より、アクセシビリティ

ーの 1位の駅が関連数の 1位の駅よりも左寄りにあることを見て取れる。

また、 三原駅は、アクセシビリティーの評価においては 6位であるが、関連数の評価に

おいては 2位と大きく異なる結果が得られた。三原駅が関連数の評価で 2位となった理由

は、関連数に該当する駅は表 1より横川駅または福山駅の 2駅で、この 2駅の最短経路の

中間点に近い駅が高く評価される傾向にあり、その中間点は西条駅と三原駅の間にあるた

めである。一方、アクセシビリティーの評価で 6位と低くなった理由は、横川から広島が

3km、広島から海田市が 6.4kmであるのに対し、海田市から西条が 25.4km、西条駅から三

原が 39.6mと長く、アクセシビリティーの計算時には海田市から西条、および西条から三

原の長い距離を海田市等の順位の高い駅に比べて多く加算することになるためと考える。

参考文献

(1) 木村辰男著： ‘‘基礎からの交通地理” ，古今書院(1991).

(2) 国土数値情報ダウンロードサービス： " http: //nlftp. mli t. go. jp/ksj/" , (2018年 9

月閲覧）．

(3) JR西日本： " https: //www. wstjr. co. jp/" , (2018年 7月観覧）．
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 柳　　信一

川端　　睦
1 5 7 0 2 8 0

距離で見た場合の地位の評価と考察

152 .鉄道ネットワークにおける駅の地位の定量的評価

1. まえがき

現在、札幌では自動車と地下鉄が主な移動手段となっている。地下鉄は自動車などより自由度はそれ

ほどないが、様々な所に駅があり、短時間で移動することが可能である。しかし、各駅の利便性には差

があるため、駅の利便性を定量的に評価することは意義がある。本稿では札幌市営地下鉄の駅に対して

距離で見た場合の関連数(I)とアクセシ ビリティ (I)を用いて各駅の地位を定量的に評価し検討する。

2. 評価対象とする鉄道ネットワ ーク

本稿では、札幌市営地下鉄の菊水駅、バスセンター前駅、大通駅、西 11丁目駅、西 18丁目駅、中島

公園駅、すすき の駅、さっぽろ駅、北 12条駅、北 18条駅、学園前駅、豊水すすきの駅、北 13条東駅、

東区役所前駅の 14駅を評価対象とする。評価対象とする駅からなるネットワ ークを図 1に示す。

ニーニ
□·—-~ 三］

図 1 評価対象とするからなるネットワ ーク

3. 評価方法

駅の関連数(I)とは、ネットワーク内の他の駅までの最短距離のなかの最大値である。関連数が小さい

駅をネットワ ークの中心と評価する。駅のアクセシビ リティ(I)とは、ネットワーク内の他の駅までの最

短距離の合計である。アクセシビリティが小さい駅をネットワ ーク の中心と評価する。
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4. 評価結果

対象駅の各駅間距離(2)、および各駅関連数とアク セ、ンビリティの評価結果を表 1に示す。

表 1 駅間距離（単位： km)、関連数、アク セシビリテ ィ

菊水 バス 大通 さっ すす 豊水 西11 北13 学固 北12 中島 西18 東区 北18 関連 順位 アクセ 順位

菊水 1.1 1.9 2.5 2.5 2.7 2.9 3.8 4.1 3.5 3.2 3.8 4.7 4.3 4.7 11 41.0 11 

パス 1.1 0.8 1.4 1.4 1.6 1.8 2.7 3.0 2.4 2.1 2.7 3.6 3.2 3.6 4 27.8 4 

大通 1.9 0.8 0.6 0.6 0.8 1.0 1.9 2.2 1.6 1.3 1.9 2.8 2.4 2.8 1 19.8 1 

さっ 2.5 1.4 0.6 1.2 1.4 1.6 1.3 2.8 1.0 1.9 2.8 2.2 1.8 2.8 1 22.5 2 

すす 2.5 1.4 0.6 1.2 1.4 1.6 2.5 2.8 2.2 0.7 2.5 3.4 3.0 3.4 3 25.8 3 

豊水 2.7 1.6 0.8 1.4 1.4 1.8 2.7 1.4 2.4 2.1 2.7 3.6 3.2 3.6 4 27.8 5 

西11 2.9 1.8 1.0 1.6 1.6 1.8 2.9 3.2 2.6 2.3 0.9 3.8 3.4 3.8 6 29.8 6 

北13 3.8 2.7 1.9 1.3 2.5 2.7 2.9 4.1 2.3 3.2 3.8 0.9 3.1 4.1 8 35.2 ， 
学園 4.1 3.0 2.2 2.8 2.8 1.4 3.2 4.1 3.8 3.5 4.1 5.0 4.6 5.0 13 44.6 13 

北12 3.5 2.4 1.6 1.0 2.2 2.4 2.6 2.3 3.8 2.9 3.5 3.2 0.8 3.8 6 32.2 7 

中島 3.2 2.1 1.3 1.9 0.7 2.1 2.3 3.2 3.5 2.9 3.2 4.1 3.7 4.1 8 34.2 8 

西18 3.8 2.7 1.9 2.8 2.5 2.7 0.9 3.8 4.1 3.5 3.2 4.7 4.3 4.7 11 40.9 10 

東区 4.7 3.6 2.8 2.2 3.4 3.6 3.8 0.9 5.0 3.2 4.1 4.7 4.0 5.0 13 46.0 14 

北18 4.3 3.2 2.4 1.8 3.0 3.2 3.4 3.1 4.6 0.8 3.7 4.3 4.0 4.6 10 41.8 12 

5. むすび

本稿では、札幌市営地下鉄の東西線、南北線、東豊線の 3つの路線から 14駅を選択し、駅間距離で

見た場合の各駅の地位を関連数とアクセシビリティを用いて評価した。表 1より、札幌市営地下鉄の関

連数の評価では大通駅とさっぽろ駅が 1位となり 、アクセシビリ ティの評価では大通駅が 1位となっ

た。関連数で、大通駅とさっぽろ駅が同じ 2.8kmという値で 1位 となった理由として、関連数はネット

ワー ク内の他の駅までの最短距離の最大値であるため、所属している路線は関係なく、 単純に駅から駅

までの最大距離がどれぐらい離れているのかを測っているので、大通駅は東区役所前駅までの距離、さ

っぽろ駅は西 18丁目駅までの距離により両方 1位になったと考えられる。アクセシビリティの評価は、

大通駅が 1位 となり 、さっぽろ駅が大通駅に次いで 2位となった。アクセシビリティの評価の順位が関

連数と異なり 、同位で 1位にならなかった理由として、アクセシ ビリティは、ネットワーク内の他の駅

までの最短距離の合計値であるため、ネットワ ークの中心に近いほど、他の駅までの距離がより短くな

るためと考えられる。 さらに、 1位の大通駅は東西線、南北線、東豊線の全ての路線に属 しているのに

対して、さっぽろ駅は東西線を通ってないため、大通駅を必ず経由する必要がある。上記に より、各駅

までの距離は、表 1よりさっぽろ駅の方が若干長くなっており、したがってその総和であるアクセシビ

リティの評価で大通駅よりも低くなっていると考えられる。

参考文献

(1)木村辰男 ："基礎からの交通地理"'古今書院(1991).

(2)札幌市営地下鉄 ："http://w,vw.city.sapporo.jp/ st/ rou te_konaizu/index.html", (2018/09/05に参照）．
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システム情報学科
札幌教育センター
指導教員 : 山北　隆典

菅野　立悠
1 5 7 0 0 5 1

類似画像検索における Average  Hash法と更なる角度の画像検索

153． 画像データの内容検索システムの構築

1 . はじめに

近年ではソーシャルネットワーキングサー

ビスなどの利用機会が増え，画像などのデー

タを扱う利用者が増えている。それに伴い，

ユーザ自身が保持している画像データも増加

の一途をたどっている。今後も画像データが

増加する中で，目的の画像データを探し出す

のが難しい現状を改善したい。

本研究では，人間の顔を対象としたポート

レート画像（図 1)に着目する。ユーザが目的

の同じ人または似ている人のポートレート画

像を検索することができる，類似画像検索シ

ステムの構築を目指す。

膨大な画像データの中から，特定の画像に

類似した画像をシステムが判断して瞬時に提

示することが可能になれば，利用者の探す手

間を省ける。

2. 検索アルゴリズム

検索アルゴリズムは類似画像検索システム

の一番重要な要素である。今後も画像データ

は増え続けることから本研究では，数あるア

ルゴリズムの中から比較的高速な Average

Hash法[1 lを採用した。また，本研究の特性

から顔抽出と AverageHash法を組み合わせ

た提案手法を採用する。

2. 1 . Average Hash法

Average Hash法のアルゴリズムは比較的

単純である。まず 8X8に縮小した画像をグ

レースケール化する。次に画素の平均値を計

図 1ポートレート画像の例

算し，各画素値について平均値以上なら 1,

未満なら 0の 64bitハッシュ値を作成する。

最後に作成したハッシュ値を比較することで

類似画像を検索する。

Average Hash法は精度面において他のア

ルゴリズムより劣っている。精度悪の一因と

して画像全体を比較対象として扱うことがあ

る。これは背景などの余計な情報（以下，ノイ

ズ）も含めてハッシュ値を作成するからであ

る。

2. 2. 提案手法

Average Hash法の問題点は画像全体を比較

対象として扱うことである。そこで，テニス

ボールならテニスボール，動物ならその動物だ

けを比較対象として選択すれば，各画像に含ま

れる余計なノイズの影響を少なくできる。結果

として類似画像検索の精度向上が期待できる。

提案手法は，本研究の特性より対象となって

いる人間の顔を元画像（図 2)から抽出し，抽出

した画像（図 3)をもとに作成したハッシュ値

を画像の特徴量とする。類似画像の検索は文献

[ 1 lのように特徴量の比較を行うことによって
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mu l
i
 図 2元画像 図 3抽出画像

実現する。上記の手順を踏むことで，元の画像

に AverageHash法を適用した場合に比べて

精度面での向上が期待できる。

3 . Average Hash法と提案手法の実装

類似画像検索システムを構築するにあたっ

て，画像処理ライブラリであるオープンソー

スの OpenCV[2]を使用した。また実装する

にあたって複数の書籍を参考にした [3][4]。

4. 実験 と評価

提案手法の性能評価を目的とし， Average

Hash法と提案手法による比較実験を行っ

た。初めに 50枚の画像を登録したデータ

ベース内から，無作為に抽出した 2枚の画像

をキー画像とする。次にキー画像に対して，

16人の被験者に似ている画像をデータベース

内からすべて選択してもらった。被験者 16

人中 8人以上が選んだ画像を正解画像（画像

1が 5枚，画像 2が 6枚）とした。最後に

キー画像を除く 49枚の画像を対象に， 2つの

方法でキー画像の類似画像を判断させた。両

手法が各画像に対して類似画像を正解できた

かを適合率（表 1)と再現率（表 2)で表した。

各画像のハッシュ値を比較し，異なったビッ

ト数を類似判定の閾値とした。本実験の結果

は閾値を 20(画像 1)と 15(画像 2)に設定し

たものである。

表 1適合率（小数点第 3位以下切り捨て）

表 2再現率（小数点第 3位以下切り捨て）

画像 1

画像 2

Average Hash法

50% 

0% 

提案手法

50% 

33% 

5. 結論と考察

適合率は画像 1と画像 2共に提案手法が

Average Hash法を上回る結果となった。再

現率は画像 1において同等の結果となった

が，画像 2に関しては提案手法が Average

Hash法を上回る結果となった。提案手法に

ついては顔抽出の精度がハッシュ値作成に大

きな影響を与えている。そのため，顔抽出の

精度次第で提案手法の精度をより高めること

が可能である。

6. おわりに

本研究の目的である類似画像検索システム

を構築することができた。しかし各画像の適

切な閾値は人間が設定した値である。対象と

する画像によって適切な閾値は変化するた

め，定数で置換えることはできない。これは

何をもって似ていると定義するか，人間に

よって違うことによるところが大きい。今後

は似ている画像に共通している法則が何か調

べたい。

画像 1

画像 2

Average Hash法

60% 

0% 

提案手法

75% 

100% 
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Javaによるセキュアな RDBMSの構築

154． データベース管理システムの構築

1. はじめに

本論文は，現代の情報社会においてその重要性

が高まり続けているデータ保護について，リレー

ショナルデータベースマネジメントシステム（以

下， RDBMS) の実装と ともに，データ保護をい

かにして行っていくかを研究することを目的と

する。

2. 研究内容

2 -1. RDBMSの機能

RDBMSの機能は， SQL文の解釈実行，データ

ベースの構造管理，外部アプリケーション連携の

3つに大別される[1]。

SQL文の解釈実行は， RDBMSの利用者によっ

て入力される SQL文を解析し，実体であるデー

タに対して何らかの変更または抽出を行う機能

である。その機能の構成は，入力された SQL文

の解析を行い内部形式へ変換するパーサー，内部

形式へ変換された SQL文を論理的に実行しやす

い論理プラン及び物理プランに変換するプラン

ナ，物理プランを実行し実際のデータに変更を加

える実行エンジンの 3つである。

データベースの構造管理は，データベースの論

理的な構造及びファイル実体としての構造を管

理する機能である。カタログ，インデックスとい

う要素によって論理的な構造を管理し，バッファ，

ストレージという要素によってファイル実体と

しての構造を管理する。

外部アプリケーション連携は， RDBMSを利用

する外部のアプリケーションに対して， トランザ

クションの管理や同時実行制御，ログの管理を用

いることでデータの整合性や完全性を保証する

ための機能である。この機能は， RDBMSを実務

的な用途で用いる際に重要となる機能である。

以上の機能によって RDBMSは構成されてい

るが，本論文で作成する RDBMSは最低限の機能

のみを持たせるため， SQL文の解釈実行とデータ

ベース構造管理の一部の機能を持ったアプリ

ケーションとする。

2 -2. データベースセキュリティ

本論文におけるデータベースセキュリティは，

データ保護とユーザーアクセス制御の 2つの観点

によって行う。

データ保護は，特にセキュリティにおける機密

性と完全性を確保するために行われ， 一般的には

データの暗号化によって実現される[2]。暗号化の

方法は，共通鍵暗号と公開鍵暗号の 2つに大別さ

れ，それぞれに利点と欠点が存在する。本論文で

開発する RDBMSでは，暗号化の計算コストと扱

うデータの量，暗号化の適用範囲といった点から，

共通鍵暗号が適しているといえる。また，ハッ

シュ化と呼ばれる暗号化と似た手法が存在する

が，ハッシュ化は不可逆的でありデータ保護で確

保されるべき完全性が損なわれるため用いない。

ユーザーアクセス制御は，特にセキュリティに

おける機密性と可用性を確保するために行われ，

IDとパスワードを用いたパスワード認証が一般

的である [2]。このパスワード認証では，前述の

ハッシュ化によってパスワードを秘匿するが，こ

れは IDとパスワードの組み合わせが正しいかに

よって認証を行うためである。そのため，元とな

るパスワードを保存する必要はなく，不可逆的に

隠すことのできるハッシュ化が適している。

3. アプリケーションの実装による検証

「2.研究内容」にある内容のうち， SQL文の解

釈実行機能にあるパーサー及びプランナの処理

とデータ保護の暗号化処理について，Java言語を

用いた実装を例示する。

3 -1. パーサー及びプランナ

SQL文の解釈実行機能のパーサー及びプラン

ナの処理は，①SQL文の種類判別，②SQL文の
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句単位分割，③SQL句の並べ替え，④SQL文の

トークン分割の流れで行われる。①の処理では，

SELECTや INSERTといった SQL文の種類を

判別し，その種類によって後に行われる処理を切

り替えるためのフラグを用意する。②の処理では，

SELECT文を例に挙げると， SQL文を SELECT

句， FROM句， WHERE句に分割する。③の処理

では，句単位に分割された SQL文を実行しやす

い順序に並び替える。 SELECT文では， FROM-

WHERE-SELECTの順に並び替えられる。④の

処理では， SQL文を文字トークン単位で更に分割

する。これらの処理の結果は，最終的に Java言

語が提供する List<String>型変数の結果リスト

に格納される。

菌 1は，上部が入力された SQL文，下部が上

記①～④の処理を行った結果リスト内部の状態

である。結果リストから，入力された SQL文が

文字トークン単位で分割されていることが確認

できる。

3 -2. 暗号化処理

データ保護の暗号化処理は， J2SE1.4以降で提

供されている javax.cryptoパッケージのクラス，

メソッドを利用する。暗号化方式は，共通鍵暗号

方式の AES(256bit)を用い，暗号化モードには

CBC (Cipher Block Chaining)を用いる。 AES

に必要な鍵の生成は，ユーザーのパスワードハッ

シュ値と暗号化対象のデータ位置情報を組み合

わせ， SHA-256でハッシュ化した値を利用する。

データ位置情報とは，データベースを表形式とし

た際の行と列それぞれの位置番号のことである。

データ位置情報を鍵の生成に利用する理由は，同

ーの平文が同一の暗号文となることを防ぐため

である。 CBCに必要な初期化ベクタは，ユーザー

IDとユーザーのパスワードハッシュ値を組み合

わせ， MD5でハッシュ化した値を利用する。暗号

化に用いる鍵及び初期化ベクタは，暗号化・復号

化処理が行われる度に計算して生成し，システム

内部にデータとして保存しないようにする。

医 2は，暗号化処理が行われる前のデータと暗

号化処理が行われた後のデータの比較である。項

目1と項目 2の比較で確認できるとおり，同一の

値を暗号化した場合でも異なる暗号文となって

いることがわかる。

4. おわりに

今回の研究において，必要最低限の機能を備え

た RDBMSの開発という目的を果たすことがで

き，セキュリティ面についてもデータ保護とユー

ザーアクセス制御が考慮されたアプリケーショ

ンにすることができた。しかし，今回開発した

RDBMSは，現在広く使われている RDBMSに

とって基本となる機能を備えているに過ぎず，こ

こから更にデータの管理・保護について，システ

ムとしての施策を講じていかなければならない。

また，今回の研究で対象としたデータベースのセ

キュリティは，アプリケーションの表面的なセ

キュリティであり，データのバックアップ機能と

いったアプリケーション内部でのセキュリティ

について考慮するという観点はなかった。加えて，

ユーザー単位でのアクセス制御が機能として存

在しているにも関わらず，それを監査するための

ログを記録するという機能も不足していた。その

ため，このテーマについてさらに研究を進めてい

くには，そういった内部的なセキュリティなどに

ついても考慮した研究とする必要があると考え

る。今後，このテーマの研究を更に進める機会が

あれば，そういった観点を加えた研究としたい。

5. 参考文献

[1]鈴木幸市・藤塚勤也『RDBMS解剖学： よく

わかるリレーショナルデータベースの仕組み』翔

泳社. (2005) 

[2]ゲージェン，スコット，ノックス，デイビッド，

マルーリス，ウィリアム『Oracleデータベースセ

キュリテイセキュアなデータベース構築・運用

の原則』（森谷真樹ほか訳）翔泳社. (2015) 

SELECT value 1,value2 FROM TestTable WHERE value 1 = 5 OR value2 = 1 O: 

FROM estTable WHERE value 1 = 5 OR value2 = 10 SELECT value 1 value2 

図 1.入力された SQL文と分割処理後の結果リスト

I頁目1(int) 項目2(int) 項目3(char) 項目4(char)

：ドりは lu4KedSgKKiAqM納R450nQ=~ laJ+-qLAVHAhr比hvBOWBZMw:!臣贔誓立e2ec jEuiwMM== I芯心翌；:~ は。ま；年~205叩LmAwES!EfKx/wTDS5HOcE=
図 2. データの暗号化前と暗号化後の比較
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155． Javaを使用した RDBMS構築

はじめに

昨今，データベースが存在しない大規模な

システムは存在しない。そこで，データベー

スの重要性に着目し，研究を行った。

本論文では，リレーショナル型データベー

スの作成について述べる。

2 開発環境

開発環境を以下に示す。

OS: Microsoft Windows 7 Enterprise 

CPU: Intel Core i5・3570 3.40GHz 

RAM:4.0GB 

IDE: Eclipse Oxygen.3a Release 

3 実装機能

今回作成したリレーショナル型データベー

スに実装した機能を列挙する。

複数のテーブルを定義し，データを保持で

きる。

データ型として，固定長文字列型，整数型，

日付型が利用できる。

SQLを用いてテーブルの作成，テーブル

の削除ができる。

SQLを用いて，データの検索，挿入，更

新，削除ができる。

4 データ管理方法

CREATE文を使用してテーブルを作成する

と，テーブル名と同一のファイル名で拡張子

が.rdbというファイルが作成される（図 1参

『息鰐;<; ~, ;,.,o, ;,<,p, ,C,,p0,QO; <; o,< ;,o,no•°"" ,,0• 

”ピジネス H ... 

ピ理学．．．工学.....

図 1 rdbファイル例

照）。このファイルの一行目には，列名と型名

（文字列の場合最大文字列長も入力される）が

カンマ区切りで列挙されている。二行目以降に

はテーブルデータが挿入される。

5 クラス構成

今回の開発では， 4つのクラスに分けて構成

した。

① RDBMSクラス

最初に呼び出され，フォルダ・テーブルが存

在するかチェックする。

② SQLクラス

SQL文の構文解析 ・SELECTや DELETE

などを実行する。

③ Tableクラス

テーブルの新規作成・削除を行う。

6 使用方法

今回作成したリレーショナル型データベー

スの使用方法を説明する。

今回作成したリレーショナル型データベー

スのファイル名は「RDBMS.jar」とする。

① Javaが使えるPCのコマンドプロンプトを

起動する。

② RDBMS.jarを保存しているディレクトリに
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③ 「java-jar RDBMS.jar」と入力すると起動

する。なお、初回起動時は， RDBMS.jarと同

じディレクトリにDataというファイルが作成

され， CREATE文のみ実行できるようになっ

ている（図 2参照）。二回目以降起動する際は，

全ての SQL文が実行できるようになる（図 3

参照）。

④ SQL文が入力できる（終了する際は exitを

入力する）。

7 応用ソフトウェアの開発

今回， RDBMSを作成し，このデータベース

を活用するソフトウェアを作成した。作成した

ソフトウェアは書籍検索を行うソフトウェア

（図 4参照）である。このソフトウェアから作

成したデータベースに SQL文を渡すと，必要

なデータが配列で返ってくるようにした。更に，

詳細な検索も行えるようにした。書名・シリー

ズ名・在庫数 ・出版社・ジャ ンル ・発売日など

を複数組み合わせての検索も対応するように

した。

8 まとめ

今回の研究では，全く知識が無かった

RDBMSの仕組みなどが分かり，簡易的な

RDBMSを作成したが，まだまだ一般的に用い

られている RDBMSの機能とは程遠いと感じ

た。

後の課題として， 書籍データをテストデータと

して用いたが，表結合を行う際や表の列数が

20万行近いデータを WHERE条件で絞り込む

際，応答時間が 9分程度掛かる。これでは、実

用的な処理時間ではないので，改良し最低限

30秒程度で処理を行えるようにしたい。次に，

まだ未実装な箇所が幾つかある。例えば，グ

ループ関数や並べ替えなども実装していない

ので，実装していきたいと考えている。

参考文献

[1]鈴木幸市藤塚勤也； RDBMS解剖学よく

わかるリレーションデータベースの仕組み，翔

771<令土 (2005) 

[2]山本森樹；体系的に学ぶデータベースのし

くみ， 日経BPマーケティング (2005)

糾 検索システム

[9784798108643 

Ff:E/.1芹頂皿画面
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--、、'1ti :-・~~、 n.亡
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書名："R DBMS解剖学＂

在庫：0 [ロ
発売8:20050201 ． 図4 応用ソフトウェア

図 2 初回起動時

I :" . . ・....... ・. ・ ・ ・. ・ ・ ・.. ・.. ••. ・.. ・.. I 
今 図 3 通常起動時
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156 .  Javaによる RDBMS構築

1はじめに

データベース[1 lは日常生活に密接にかかわっている。コンピュータ上にデータを保管するの

には必ずと言っていいほどデータベースが利用されている。 ECサイトであれば新規登録時に入力

された内容を保管し，顧客ごとに注文履歴などを記録するのにも使用されている。商品を登録，

削除，更新するのにはデータベースの機能を利用することによって容易に実装することが可能で

ある。学校であれば，生徒の個人情報や成績なども記録されており，条件を指定するだけで特定

の地域に住んでいる人や成績の良かった人悪かった人を割り出すことができる。手動でデータを

挿入する場合データベースを直接操作することはできるが普通はプログラムで作成したインター

フェースから操作するのが一般的である。その理由は，直接操作する場合データベース言語を使

用する必要があり学習コストが掛かり使える人が限られてしまうからである。データベース言語

には，データ操作言語，データ定義言語，データ制御言語がある。データ操作言語では，データ

の検索，登録，削除，更新ができる。この操作が先ほど説明したプログラムから操作する場合に

よく利用される操作である。データ定義言語では，データ構造の生成ができる。データ構造には，

列名（カラム）や，型，制約を指定して作成する。 一般的に利用されているデータベースでは，

型の定義には数値や文字列， 日付などを細かく設定することができデータの特性ごとに使い分け

データ領域の節約にもつながる。データ制御言語では，アクセス制限を設定することができる。

データベースの削除，更新，登録，検索などの操作に操作権限を付与することができる。

2作成したデータベース管理システム

データベース管理システムはプログラミング言語の Javaを使用して開発した。 SQLでデータを

操作することができ機能ごとに説明する。 MySQLの SQLを参考にして SQLで操作できるようにし

た。 MySQLを参考にした理由はオープンソースのデータベースで誰でも使うことができシェア率

も高いからである。

2. 1字句解析

この工程では入力された SQL文を記号やスペース，単語ごとに分割する。このとき分割された

単語などをトークンと呼ぶ。正規表現などを使い取り出す方法が一般的である。 トークンごとに

型を解析し構文解析にも役立てることができる。作成したプログラムでは String型の配列にし

て返している。既存のライブラリを使えるかどうか試したがどれも区切り文字が消えてしまい想

定した使い方が出来なかった。スペースを無視する処理に苦戦したが do-whileを使い解決する

ことができた。
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2. 2保存方法

作成したプログラムではデータを csv形式で蓄積している。 csv形式は扱いが簡単なので採用

した。 CREATE文が入力されると定義ファイルとデータファイルの 2つを生成する。データファイ

ルのファイル名にはテーブル名を付け定義ファ イルにはテーブル名_cと名前を付けることで区

別する。

定義ファイルには，番号，カラム名，型，オプションが一行に挿入されカラムの数だけ行が増

えることになる。番号は 0から始まる連番をつける。型は intとvarcharが入る。オプションに

は主キーであれば PRI MARY KEY, なにも指定されてなければ NOTが書き込まれる。

データファイルには， INSERT文で挿入されたデータが蓄積される。

3実行結果

3. 1 CREATE TABLE文の説明

図 1に CREATETABLE機能の入力を示す。

create table testtable(id int primary key,name varchar); 
id[O]名前[id]型[int]主キー [PRIMARYKEY] 
id[1] 名前 [name] 型 [varchar] 主キ~[NOT]

データベース作成：成功

図 1 CREATE TABLE文の入力

次に実行結果を図 2に示す。図 1で入力された SQL文から列番号，名前，型，オプションの順で

記録される。

3. 2 INSERT文の説明

0, id, int.PRIMARY KEY.i 
1, name, varchar, NOT 

図2 CREATE TABLE文の実行結果

INSERT機能の入力を図 3に示す。入力された INSERT文の実行結果を図 4に示す。 csv形式で

保存される。

insert i nlo testtab I e values(1,'sa i to'); 

図 3INSET文の入力

1,saito 

図4 INSERT文の実行結果

3. 3 DROP文の説明

DROP機能では定義ファイルと保存データを削除することができる。

3. 4その他の説明

制作する予定であった SELECT機能， DELETE機能， UPDATE機能は条件式のプログラムが完成して

いないため，未実装となっ ている。

4おわりに

このプログラム作成で既存のデータベースを使うだけでは意識しないような部分の知識をつけ

ることができた。結合条件を並べるときには ANDでつなげると理解していたが，その理由を知る

ことができた。
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