平成28年度修士論文題目一覧
統合新領域学府ユーザー感性学専攻修士課程
学位番号 申請学位

358

修士(感性学)

359

修士(感性学)

360

学生氏名
チョウ エキチ

張 亦馳

ハク

ジン ズイ

サカタ

ヒロキ

白

人瑞

修士(芸術工学) 坂田

キョ

361

修士(感性学)

362

修士(感性学)

コウ

363

修士(感性学)

リ

許

研究課題

中国と日本人大学生の睡眠習慣及びクロノタイプの比較

ヘッドフォンでの音楽聴取におけるハイレゾオーディオとMP３オーディ
オでの相違の検討

光輝 SNSで情報を発信するユーザーの消費行動に関する研究－衣料品を例に-

ケイビン

慧敏

子どもの睡眠習慣と概日リズム位相の関係

トウ
「陰翳」という日本人古来の感性に関する基礎的研究－室内空間の印象評価分
高 ハク 涛 析を通して

ヒ

ウ

李 霏雨

インターネット生放送の利用と満足に関する研究－リアルタイムコメントを中心に

論文公開

非公開

公開

公開

非公開

公開

公開

365

住民主体によるシビックエコノミーを企画・展開するためのしくみ提案
ｱﾗﾂ ﾋﾛﾀｶ
修士(芸術工学) 新津
裕隆 福岡県宗像市日の里地区をモデルケースとして

公開

366

ｵﾁｱｲ ｼﾖｳﾀﾛｳ
修士(感性学） 落合
将太郎 夜のL-セリン摂取が朝の光曝露による位相前進作用に及ぼす影響

非公開

367

修士(感性学）

368

修士(感性学）

ｶﾝ

中国人旅客における航空会社サービスに関する感性評価研究

非公開

369

修士(感性学）

ｷｼﾀﾞ ﾌﾐ

他者が存在するという刺激が注意の認知過程に及ぼす影響と性格特性の関連

非公開

370

修士(感性学）

371

修士(感性学）

372

ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀﾛｳ
修士(感性学） 小松
将太郎 他者の評価が顔の好みに及ぼす影響

373

修士(感性学）

アーティストとの出会いがもたらすもの
ｶﾏﾁ ﾏｻｴ
蒲池 昌江 ―福岡アジア美術館におけるアーティスト・イン・レジデンスの事例から

韓 キン

岸田 文

ｷｭｳ ｹﾞﾝ

邱 源

中国ユーザーを対象として婚活サイト信頼要因に関する研究

感性価値と製品価値の「接点」の研究
ｺｶﾞ ﾉﾘﾕｷ
古賀 則幸 -感性価値醸成手法としてのデザイン要素分析-

ｼｭｳ ｶｴ

周 嘉エ

旅行流行語が生活者の旅行行動に影響をもたらす可能性
-近年中国での流行語「思いついたら旅に出かける」を例として

公開

公開

公開

公開

公開

374

修士(感性学）

ｼﾞｮｳﾔｼｷ ｹﾝ
城屋敷 謙 生活空間の横幅が生理心理反応に及ぼす影響

非公開

375

修士(感性学）

ｽｴﾏﾂ ｱｲﾘ
末松 愛理 鑑賞体験が彫刻観察時の事象関連電位に与える影響の検討

非公開

376

ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ
修士(芸術工学) 鈴木
陽介 振動センサによるサウンド・インスタレーションの制作

公開

377

修士(感性学）

大学の学生支援におけるピア・サポーターの学びのプロセスに関する一考察
ﾀﾂｵｷ ｱﾔｶ
龍興 彩香 -九州大学新入学生サポーターを例に-

公開

378

修士(感性学）

ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ
田村 俊介 閉鎖子音の知覚における有声・無声識別メカニズムの検討

公開

379

修士(芸術工学)

張 倩

380

修士(感性学）

趙 明ロ

381

修士(感性学）

陳 衛洋

382

修士(感性学）

ﾂ ｷ ｱ ｼ ﾖ ｳ ｽ ｹ 子供が社会参加を学ぶ場づくりにおけるワークショップの研究
月足 陽介 ～ミニふくおかを事例として～

非公開

383

修士(感性学）

ﾂﾔﾏ ﾀｸﾔ
津山 卓也 夜勤時の照度色温度可変照明が概日リズム位相に与える効果

非公開

384

修士(感性学）

385

修士(感性学）

386

ﾊ ﾀ ﾔ ﾏ ﾅ ﾅ ﾐ 創造性を引き出すための場づくりおよびワークショップに関する研究
修士(感性学） 畑山
菜々美 -非構成的エンカウンターグループを軸に-

公開

387

ﾊﾏﾋﾗ ﾕｳｽｹ
修士(芸術工学) 濱平
悠介 クラッシュシンバルの購入時における情報提供のあり方に関する研究

公開

388

修士(感性学）

ﾁｮｳ ｾｲ

留学生のための日本における自転車通行環境のあり方に関する研究

公開

ﾁｮｳ ﾒｲﾛ

訪日中国人観光客における観光旅行に対する感性価値に関する研究
-訪日旅行の形態別に着目して-

非公開

ﾁﾝ ｴｲﾖｳ

ゆるキャラにおける異文化間の親近感形成と発展
-中国での「くまモン」ブームを通して-

ﾆﾝ ｴﾝｴﾝ

任 艶艶

中国の女性旅行者向けの日本観光情報提供方法に関する研究

ﾉﾅｶ ﾏｻﾋｺ
野中 雅彦 薪ストーブについての感性的考察～家族の行動変化を中心に～

ﾋﾗﾊﾗ ｶｴﾃﾞ

平原 楓

ヒトの行為に関するオノマトペがミラーシステム活動に与える影響

公開

公開

公開

非公開

389

修士(芸術工学)

ﾏ ｹﾞｲｹﾂ

馬 迎杰

中国における文玩の流行形成に関する研究

390

ﾏ ﾂ ｵ ﾋ ﾃ ﾞ ｺ
修士(感性学） 松尾
紘出子 子どもの食物アレルギー誤食の発生リスク要因の可視化

391

ﾐﾉﾃﾞ
ﾐ
修士(感性学） 蓑手
なつ美 情動調節時の脳活動とオキシトシン受容体遺伝子多型（rs53576）の関連

392

修士(感性学）

393

修士(感性学）

394

ﾑﾗﾔﾏ ｶﾂﾔ
村山 克哉 人間のIQ・EQ・性格と創造性の関連についての研究

ﾓｲｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ

茂泉 千尋

多様な利用者に開かれた美術館を目指して：美術館の運営側の暗黙の前提を
問う試み

ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗｺ
修士(芸術工学) 山本
桜子 日本文化から考えるコミュニティ空間の形成について

ﾘ

ｺﾝ

395

修士(感性学）

李 根

396

修士(感性学）

劉 軒

397

修士(感性学）

ﾘｭｳ ｹﾝ

非日常体験を通じて得られる感性価値の考察と今後の展開-熱気球を事例とし
て-

日本における中華料理に関する研究
-感性の視点から、東京の中華料理店の中華料理に中心として

ﾜﾝ
ﾓﾝ
王 ショウ萌 お酒のイメージと消費行動の関係についての研究-白酒を事例として

公開

公開

非公開

公開

非公開

公開

公開

非公開

公開

ヘッドフォンでの音楽聴取におけるハイレゾオーディオと MP3 オーディオでの
相違の検討
A Study on the Differences between Listening Performance of Music by Hi-resolution Audio and MP3 Audio via
Headphone
2FS14008K 白 人瑞 BAI Renrui

音楽を聴くことは人間の娯楽の一つとして，日常生活

主効果が認めれた。曲「Sir Duke」について，ハイレゾ

では不可欠の部分になっている。ハイレゾオーディオと

オーディオに対する主観的音質の評定値は MP3−L に対す

いう携帯性と音質を両立できる新しいデジタル音楽媒体

る評定値よりも有意に高かった， MP3−H に対する評定値

が用いられている。ハイレゾオーディオと従来の CD や

よりも有意に高い傾向にあった。曲「Painter Song」に

MP3 の間に，音質におけるどのような差が見られるのか

ついて，ハイレゾオーディオに対する主観的音質の評定

について幾つかの研究があるが，ハイレゾオーディオに

値は MP3−L に対する評定値よりも有意に高い傾向にあっ

対応するヘッドフォンを使用し，ハイレゾオーディオと

た。2 曲における「主観的音質」の各項目における各音

MP3 オーディオの音質の相違を検討した研究は未だにな

源種類の平均評定値に関して，曲「Sir Duke」のハイレ

い。また，音質が違うことによって，引き起こされる情

ゾオーディオは MP3 と比較すると，柔らかく，自然であ

動の程度は変化する可能性があると考えられる。本研究

り，耳あたりよく響き，雰囲気と情報が豊かであり，き

は，ヘッドフォンを使用し，ハイレゾオーディオ，MP3-

め細かく，広がりがあるという音質の特徴があると言え

H，MP3-L の主観的音質を評価した。また音質の違いによ

る。曲「Painter Song」のハイレゾオーディオは MP3 と

って，曲から引き起こされる情動の程度の変化を検討し

比較すると，柔らかく，雰囲気が豊かであり，自然であ

た。後者に関しては、音楽に対する基本情動(喜び、悲

り，きめ細かいという特徴があると言える。また，ハイ

しみ、怒り、恐れ、優しさ)の中のポジティブ情動である

レゾオーディオの音質は MP3−H の音質より柔らかいとは

「喜び」と「優しさ」に注目した。

言え，ハイレゾオーディオの音質は MP3−L の音質より雰

実験 1 の目的は，予め用意した速いテンポ 3 曲，遅い

囲気が豊かであり，自然であり，きめ細かいとは言え

テンポ 3 曲から，速いテンポと遅いテンポそれぞれ 1 曲

る。曲「Sir Duke」における「喜び」の平均評定値と曲

ずつを選択することであった。結果として，速いテンポ

「Painter Song」における「優しさ」に対して，音源種

の 3 曲では，ポジティブ情動「喜び」と「優しさ」の平

類を参加者内要因とし，音楽経験を参加者間要因とする

均評定値はより高く，遅いテンポの曲では，ポジティブ

2 要因分散分析を行った。その結果，2 曲とともに，音源

情動「優しさ」の平均評定値はより高かった。テンポに

種類の主効果が有意であった。音質が良ければ良いほ

より「喜び」と「優しさ」それぞれの評定値に差がある

ど，曲から引き起こされた情動の程度も高いという傾向

かどうかを調べるために t 検定を行った結果，速いテン

があったと言える。

ポの曲は遅いテンポの曲よりも「喜び」の平均評定値が

以上の結果より，実験参加者はハイレゾオーディオに

有意に高く，遅いテンポの曲は速いテンポの曲よりも

対応するヘッドフォンでハイレゾオーディオを聴取する

「優しさ」の平均評定値が有意に高かった。それぞれ

ことで，ハイレゾオーディオと MP3 の音質の違いが分か

「喜び」と「優しさ」の情動を表現する曲としてポジテ

ること，またハイレゾオーディオの音質の良さが認めれ

ィブ情動「喜び」の平均評定値が最も高かった速いテン

た。音質が良いと見られたハイレゾオーディオを聴取す

ポの曲「Sir Duke」とポジティブ情動「優しさ」の平均

ることにより，引き起こされる情動の程度も MP3 オーデ

評定値が最も高かった遅いテンポの曲「Painter Song」

ィオを聴取する際に引き起こされる情動の程度より高か

を選定した。

ったことが分かった。音楽経験と音源種類の音質，また

実験 2 では，実験 1 で選定された 2 曲それぞれについ

音楽経験と曲から引き起こされる情動の相互作用が認め

て，ハイレゾオーディオと MP3 オーディオの主観的音質

られなかった。参加者の音楽経験の年数が短く，またハ

の相違，また曲から引き起こされる情動の程度の違いを

イレゾオーディオの馴染みが少ないことは原因であると

検討した。実験参加者は聴覚刺激を聴取することに問題

考えられる。今後の展開として，もっと音楽経験があ

はない 40 名であった。各曲における各音源種類に対する

り，またハイレゾオーディオに馴染みがある大学の学生

「主観的音質」の平均評定値に対して，音源種類を参加

を対象として実験させることにより，音楽経験の有無が

者内要因とし，音楽経験を参加者間要因とする 2 要因分

ハイレゾオーディオの主観的音質や曲から引き起こされ

散分析を行った。その結果，2 曲とともに，音源種類の

る情動に与える影響が分析可能になると期待される。

SNS で情報を発信するユーザーの消費行動に関する研究 ― 衣料品を例に ―
A Study on Consumption Behavior of Users Who Spread Information Through SNS
Taking Clothing Purchasing Case as an Example
2FS14024K 坂田光輝 SAKATA Hiroki
１ 研究の背景と目的

ル」に追加し、
「改訂 New Howard モデル」を提案した。

■はじめに
スマートフォンはもはや日常生活を営む上で欠かせぬ

４ 消費行動モデルの検討

情報インフラとして確固たる地位を築いており、スマート

築できたことにより、社会的背景や情報環境の発達、そし

フォンの普及は私たちの生活環境を変化させた。そしてイ

てスマートフィンの普及によるユーザーの生活変化とい

ンターネットや携帯電話は、人と人をつなぐ技術から、人

う観点からモデルの検討を行った。

とモノをつなぐサービスへと移行し始めている。各ユーザ

５ 消費行動モデルと調査考察における購買を誘導する

ーがアプリなどを通して自分好みの情報環境を生み出せ

ための提案

るのと同時に、キュレーションメディアやアプリを通じて、
自分の関心に沿った最適化された情報が個々に提供され

新たな消費行動モデル「改訂 New Howard モデル」を構

ヒアリング調査より抽出したユーザーのニーズと新た
に提案した消費行動モデルを基盤に、オンラインとオフラ

る環境となった。現代はものがあれば売れた時代とは違い、 インの購買行動を誘導するための提案を衣料品を例に行
多様な消費者が多くの商品の中から自分の気に入ったも

った。それは、 (１)衣料品のシルエット、生地素材の詳

の、自分にとって本当に必要なものだけを能動的に情報検

細情報を把握できる機能、(２)着用イメージを体型別にシ

索し、取捨選択を行い購入する時代になっている。

ミュレーションする機能、(３)気に入った商品の他ユーザ

■研究目的
スマートフォンを使用する若年層の購買欲求へ至るま

ーの評価をワンステップで見ることができる機能、(４)触

でのプロセスを探り、今後の若年層の消費行動における新

機能、(５)欲しいイメージの保存とレコメンド機能、(６)

たなモデルの構築と購買行動の誘導の提案を行うことを

ビジュアルとリテラルの双方で情報を提示する紙媒体の

本研究の目的とする。

リトルプレスの６つである。
オンライン上の購買について

２ 既往研究における本研究の位置付け
本研究の独自性を明確にするとともに、どういった位置

は購買対象の商品についての情報検索や比較・検討内容を

づけで機能することが有効であるかを検討するために、既

かに行える導線を組む機能を提案した。そして、従来のオ

往の関連研究についての調査を行った。既往研究において

フラインの購買については、
紙媒体でビジュアルとリテラ

は、(１)SNS と CGM の発達におけるユーザーの消費行動の

ルの双方で商品の付加価値となる情報や物語を記すこと

変化、(２)消費者行動モデルの変遷、(３)若年層のコミュ

によって、購買した後の成功確証やフィルタリング行為の

ニケーション様式の変化、(４)CGM の発達によるキュレー

通過に作用しやすくなり、現実性のある媒体でのアプロー

ションメディアの構築、(５)創造的階層のライフスタイル

チを提案した。このことから、この２つの提案はスマート

という大きく５つの視点から調査を行った。既往研究の調

フォンを使用する若年層の購買行動において、フィルタリ

査より、従来の消費者行動モデルではオフラインの購買行

ング行為を迅速に、かつ明確に行うための提案として購買

動について言及されている場合が多く、これらの研究や調

行動を誘導させることができるといえる。

査の結果を複合的に捉えたオンラインを含む消費行動に
ついての具体的な消費行動モデルを提示する研究は、ほと

６ 今後の課題と展望
本研究では、衣料品を例にとることで消費者行動にお

んど行われていないことがわかった。

いてこれまで分析が難しいとされてきた主観的経験・感

３ SNS で情報発信するユーザーの消費行動

情・イメージの部分が、スマートフォンの普及により購買

■ヒアリング調査と消費行動モデルの構築
VC に感覚優位な女性を対象とした衣料品の消費行動に

欲求を持った商品をビジュアルとして所持することで明

ついてのヒアリング調査を行い、調査対象者の衣料品にお

の情報環境であるフィルター・バブルの発生、パーソナラ

ける購買行動において、頻度の高い購買パターンを３つず

イズトフィルターによって各消費者にそれぞれ提供され

つ抽出した。その購買パターンを消費行動モデルである

る情報環境を視野に入れることが挙げられる。スマートフ

「修正 New Howard モデル」で比較分析した結果、
「イメー

ォンユーザーの消費行動においては、被験者の地域におけ

ジ所有」
、「ソーシャルフィルターでの確認作業」
、「購買

る行動差や、年代、性別、嗜好など、詳細な立場を反映す

するまでの比較・検討する期間」という新たな３つの行動

る結果が得られ、その傾向をもとに分析を行うことで今後

が抽出された。この３つの行動を「修正 New Howard モデ

の購買行動の誘導へとつながるのではないかと考える。

れた情報回数に応じて変化する「気になる度数」の可視化

画一的に集積することで、ユーザー自身が購買決定を速や

確化されつつあることがわかった。今後の課題として個人

「陰翳」という日本人古来の感性に関する基礎的研究－室内空間の印象評価分析を通して
Basic study on Japanese Traditional Sensitivity Called "In-ei" － By the Impression Evaluation and Analysis of Indoor Space
2FS14068T 高ハク涛 GAO Botao
1.研究背景

して考察すると、伝統「陰翳」文化は日本美意識の統合的

現在、デザインの世界では、日本をはじめ、東洋の文化
と美意識がますます重視されていく。日本人の美意識とし

な表現であることを確認した。その関係は下図のように示
している。

て、
「わびさび」
、
「幽玄」
、
「余情」そして「粋」などがよ
く知られている一方、谷崎潤一郎氏による「陰翳」という
日本美意識もある。しかし、文明開化して以来、
「明るさ
＝繁栄」の意識の下で、飛躍した照明技術が日常生活の
隅々まで明るくしている反面、暗い環境の消失と同時に
図 4-2 伝統陰翳文化と日本美意識

「陰翳」も失いつつある。現在、暗い環境から生まれた日
本人の「陰翳」の感性がどうなっているかを今こそ考える

5.アンケート調査と印象評価実験

べきである。

伝統「陰翳」文化を把握した上、アンケート調査と印象
評価実験を行い、
「陰翳」意識の現状と構造を把握した。

2.研究対象
本研究の研究対象としての「陰翳」は、大きな影のよう
な薄暗い空間に潜んでいる「何か」と限定する。それに対
して、
「陰翳」の感性は特定の種類の影や照明方式に人が
持つ美の意識ではなく、
「陰翳」の空間全体に持つ美意識

その結果は以下に要約した。
•

アンケート調査結果：

(1).現代日本人も「陰翳」に好感を持つ；
(2).現代日本人も「陰翳」の中に美を感じられる。
(3).現代人が意識した「陰翳」が、非日常の要素がある。

である。

(4).年齢の増加につれて、
「陰翳」に好感を持つ人が増え、
3.文献調査による伝統「陰翳美」の考察

「陰翳」に美を感じやすくなる。

本論はまず、
「陰翳」の根本的な意味に戻り、抽象的な
概念である「陰翳」の定義すること行った結果、下記の図
によって「陰翳」を定義した。

•

印象評価実験結果：
現代日本人が
「陰翳空間」
にもつ印象を評価することで、

「陰翳空間」に対する意識として、
「活動性」
、
「評価性」
、
さらに「情趣性」
、
「非日常性」
、
「刺激性」といった５つの
概念が得られた。更に、オズグッドが提出した３因子の概
念モデルと比べてみると、
「審美性」
、
「情趣性」
、
「非日常
性」は現代日本人が「陰翳空間」に対する特有な概念であ
ると考えられる。
図 3-1 陰翳の概念

4.日本伝統「陰翳美」の考察
「陰翳礼讃」に語られた日本建築空間にある陰翳の美を
通して、評価内容、評価用語の抽出と整理の作業を行い、
「陰翳美」の概念を考察した。考察結果は下図で示してい
る。
図 5-1 現代日本人の陰翳意識の構造

6.今後の課題
(1).調査範囲の拡大
(2).多分野での調査
(3).「陰翳」空間の空間条件の解明
図 4-1 陰翳美の概念

また、既存日本美の概念と伝統「陰翳」美の概念を比較

(4).民族間・異文化間の意識差異の比較

インターネット生放送の利用と満足に関する研究‐リアルタイムコメントを中心に
A Study on Internet Live-Broadcasting basis of Uses and Gratifications Theory‐Focus on Realtime Comments System‐
2FS14069M	
  李霏雨	
  LI Feiyu
【研究背景】	
 

らしコメントの問題③不適切な内容④著作権の問題など

	
  近年、インターネット生放送が世界中に急速に発展し、

の問題点が存在することが分かった。そして、246 人の視

人々の生活に浸透してきた。	
 

聴者を対象としたネットアンケート調査によって、視聴者

	
  そして、これらのインターネット生放送が盛んになった

の行動と心理的満足感を定量的に分析した。効用として

原因として、リアルタイムコメント機能の役割が重大だと

「情報性」
「コミュニケーション性」
「自己表現性」
、マイ

考えられる。リアルタイムコメント機能はニコニコ社が開

ナス影響として「否定的効用」
、合計 4 つの因子が抽出さ

発し、多くの生放送サイトに導入され、インターネット生

れた。
また、
「コミュニケーション性」
「自己表現性」
は
「否

放送の核心機能になっている。	
 	
 

定的効用」と「情報性」に正の影響を与えることが分かっ

	
  インターネット生放送において、コメント機能を通して、 た。	
 
配信者と視聴者、及び視聴者同士の相互コミュニケーショ

【結論】	
 	
 

ンが可能になって、ユーザーにとって動画の新しい楽しみ

	
  インターネット生放送は即時性と双方向性を持つ消費

方を切り開きつつある、新しい生放送コンテンツも生み出

者生成メディアとして、即時性のあるコミュニケーション

している。コメント機能はテレビなどの既存メディアにも

によって、視聴者は放送への参加度を高め、放送者ととも

少なからず影響を及ぼしている。	
 	
 

にコンテンツを共創する好循環が見られた。インターネッ

	
 

しかし、コメント機能もそれなりの問題がある。時に

ト生放送におけるコメント機能は「即時性」という特徴も

はコメントで画面が埋め尽くされて、肝心の動画コンテン

持つ。コメント機能は従来の評論形式に比べ、ユーザー間

ツが見えなくなってしまうことはある。さらに、ネタバレ

はよりリアルタイムで、スムーズにコミュニケーションす

（その作品の概要を知っている、もしくは既に一度見てい

ることが可能である。	
 	
 

る者が、知らない者にその概要を明かしてしまう行為）に

	
  コメント機能を利用することに通じて、情報獲得や他人

よる視聴テンションの低下、無意味なコメント、誹謗中傷

とのコミュニケーションや感情の表現などの方面に満足

など他人の視聴を妨害することも少なくない。	
 

感が得られると考えられる。とくに、情報獲得と自己表現

	
  コメント機能はユーザーにとって生放送をより楽しむ

において視聴者の満足感も高いと思われる。そして、他者

手段である。また、視聴に迷惑をもたらすこともある。コ

のコメントは自分の視聴にマイナス影響、特に放送者に対

メント機能はインターネット生放送の一重要な側面とし

する誹謗と中傷の影響は大である。また、利用行動は心理

て、インターネット生放送の改善と発展のためにコメント

的満足感を大きく左右することが分かった。	
 

機能に注目する必要があると考えられる。	
 

【研究の提示】	
 	
 

【研究目的】	
 	
 

	
  ユーザーはコメント機能を通して、他人と交流したり、

	
  本研究は「利用と満足」アプローチを用いて、インター

情報を獲得したり、自己表現をしたりすることで満足感を

ネット生放送が現代人のメディア利用行動の中で果たし

得る。より多くのユーザーを引き寄せ、現存ユーザーの体

ている役割について検討する。ユーザーがインターネット

験を改善するために、コメント機能自身の進化と発展が求

生放送におけるコメント機能を利用する時の心理的満足

められている。とくに、荒らしコメントはユーザーの視聴

感とマイナス影響を明らかにする。	
 

モチベーションを下げることが調査結果から分かった。サ

【研究方法】	
 

ービスの提供側として、荒らしコメントと悪質なユーザー

	
  本研究はまず文献調査を用いて、インターネット生放送

が少ない環境を整える必要があると考えられる。いま、多

およびコメント機能の歴史、現状を整理する。インターネ

くの生放送サイトは NG 機能を揃えているにもかかわらず、

ット生放送の視聴経験者にアンケート調査を用いて、ユー

実際の利用率は高くとは言えない。また、NG 機能の有効

ザーの行動と心理を把握し、コメント機能の効用とマイナ

性に対する不信感がユーザーでは多く見られる。そこで、

ス影響をSPSSで因子抽出、因子分析を行う。そして、定

NG 機能を改善はもちろん、ネットの実名という方法も考

性調査の結果を元にインタービュー調査を行い、補充、補

えられるだろう。しかし、人間が集まっている以上、争い

完する。	
 	
 

を 100％防ぐ方法はないので、今後、荒らしコメントへの

【調査結果】	
 	
 

対応は各生放送サイトにとっての難関であるかもしれな

	
  インターネット生放送は①双方向性②即時性③能動性

い。	
 

の特徴を持つことが分かった。また、①技術面の問題②荒

住民主体によるシビックエコノミーを企画・展開するためのしくみ提案
福岡県宗像市日の里地区をモデルケースとして  
A Proposal of Mechanism for Civic Economy of Planning and Development by Citizen.
2FS15016P 新津裕隆 ARATSU Hirotaka  
1.  

研究の背景と目的	
 

地域課題の解決のための理念としてシビックエコノミ

になるのではないかという仮説を立てた。	
 
6.  

ーがある。人々の価値観やニーズの多様化、社会課題の

日の里地区でのフィールド調査	
 

福岡県宗像市日の里地区をフィールドに、住民主体に

複雑化により、地域課題を行政だけの力で解決するに

よるシビックエコノミーを企画・展開する一連のプロセ

は、システムが限界を迎えている。そこで新たな解決手

スの観察調査を行った。住民主体のシビックエコノミー

法としてシビックエコノミーが注目を浴びている。	
 

における課題を見出し、解決するための「プロセスモデ

今後も増加が期待される住民主体のシビックエコノミ

ル」と「プランニングツール」の設計要件を設定した。	
 

ーに着目し、本研究では、これまで紹介されてきた事例

〈プロセスモデル〉	
 

の課題を明確にし、地域住民が主体となって独自性のあ

①行動目的と発展段階の２軸でのプロセス表現 ②シビ

るシビックエコノミーを企画・展開することのできるし

ックエコノミーに特化した「発展段階」の表示 ③シビ

くみを提案する。そして、今後の住民主体によるシビッ

ックエコノミーに特化した「活動の主たる行動目的」の

クエコノミーの企画と展開の一助となることを目指す。	
 

表示 ④作業量や必要人員の記載	
 

2.  

〈プランニングツール〉	
 

シビックエコノミーについて	
 

シビックエコノミーとは、市民がその地域の課題を解

⑤事業計画書として機能し、各項目の記載手順がわかる

決するために、これまで明確に区分されていた組織や手

⑥地域のビジョンやまちづくり活動のコンセプトへの意

法などの枠組みを超えて、協働によって生み出す、生

識 ⑦ズレのない引き継ぎを可能にする企画意図の提示	
 

産・流通・消費・蓄積のプロセスと社会的関係の新しい

⑧必要事項を図式的に記載できる ⑨具体的な課題と明

循環のシステムのことである。	
 

瞭な価値提供対象の設定を可能にする	
 

3.  

〈共通〉	
 

シビックエコノミーに関する調査	
 

住民主体の地域活動が、地域の課題を解決するために
有効であり、地域の活性化などにも効果をもたらすこと

新たな担い手を生み出すための情報発信が可能	
 
7.  

プロトタイピング	
 

がわかった。しかしながら、実際に専門家ではない住民

以上の設計要件を満たし、
「プロセスモデル」は「シビ

がシビックエコノミーを生み出す際に、実践には応用で

ックエコノミーカード」として、
「プランニングツール」

きるノウハウの紹介がなく、ナレッジが得られない現状

は「シビックエコノミープランニングシート」として提

がある。そこで、本研究では、住民主体に特化したシビ

案を行い、住民主体によるシビックエコノミーの企画と

ックエコノミーの企画と展開の一助となるしくみの検討

展開の一助となるしくみとした。	
 

を行う。	
 
4.  

シビックエコノミーの事例調査及び分析	
 

シビックエコノミーの企画主体に着目して事例の調査
を行ったところ、
「行政主体」
、
「専門家主体」
、
「大学主
体」
、
「住民主体」の４つの企画主体に分類されることが
わかり、
「専門家主体」の事例が最も多く、
「住民主体」
の事例が最も少ないことがわかった。	
 
また、住民が事業企画や事業運営など、裁量権の大き
い役割に参加することによって、事業への関わりが深く

図１：シビックエコノミーカード 図２：シビックエコノミープランニングシート	
 

なり、継続的に事業が展開される傾向がわかった。一方

「シビックエコノミーカード」によって、ノウハウや

で住民主体の事業は課題設定抽象的になり、価値提供対

参考事例の具体的な活動を検索が可能となり、自らの企

象が曖昧になるという傾向も見出された。	
 

画する事業に実践的に活用できる。
「シビックエコノミー

5.  

プランニングシート」によって、具体的な課題と明確な

既往研究と事例調査のまとめ	
 

住民主体におけるシビックエコノミーのノウハウを醸

価値提供対象の設定を可能にし、事業計画書作成を簡易

成する必要があり、専門家のノウハウを補える、
「プロセ

化する。また、２つのしくみを用いて、事業の意図や経

スモデル」と「プランニングツール」があれば、今後の

緯の情報発信が行えるようになる。	
 

住民主体によるシビックエコノミーの企画と展開の一助

	
 

アーティストとの出会いがもたらすもの
―福岡アジア美術館におけるアーティスト・イン・レジデンスの事例から
What Does an Encounter with the Artist Bring to the Field ? : From the Case Study of Artist-In-Residence in the Fukuoka Asian Art Museum
2FS14014N 蒲池昌江 KAMACHI Masae
1． 背景

研究課題 (2)の分析では、

近年、アートの現場では作品を生み出す環境も多様に変

カテゴリー分類で浮上し

化している。中でもアーティストが一定期間他の地域に移

た「関与」のあり方を、時

り住んで制作を行なう創作形態は「アーティスト・イン・

間軸にあらわしたモデル図

レジデンス」
（以下、AIR）と呼ばれ専用施設も世界各地に

1 を作成し、関与の違いや

つくられている。AIR は、地域の人々と結びついた制作が

変化、関与の深度を読み解

行なわれる場合も多く、地域振興などの文化政策の面から

き「作品」と「関与者」の関

その意義が評価されているが、AIR の実践そのものについ

係性を考察した。

ての研究は充分に行なわれていない現状がある。
2. 問題と目的
筆者は事業担当者として AIR の実践を行なう中で、作品

図 1 「店を見る」の創作過程で協力する人々
が関与した状況についてのモデル

研究課題 (3)の分析では、
「関与」というできごとを
取り巻く状況において生成

制作の過程における人々の関わりが重要だと感じてきた

する「場」を視覚的に示す

が、関与者に立脚した作品の捉え方や価値づけについての

モデル図 2 を作成し、人と

分析は、これまでの AIR 研究では実践報告の中で参加の意

作品を含む創作の現場全体

義が述べられるに止まっていた。そこで、本研究では関与

に起こっている状況につい

者の状況に注目しながら創作過程を実証的にみていくこ

て考察を行なった。

とで AIR がどのような現場であるのか考察を行なった。
研究対象として、福岡市内にある都市型の美術館である

5. 総合考察
レイヴとウェンガー（1993）は学習を社会的実践のひ

福岡アジア美術館（以下、アジア美術館）の AIR 事業を取

とつの側面と捉え、人々は正統的周辺参加によって共同体

り上げ、 (1)作品制作に協力する人々はどのようにして

の実践を学び、
十全的参加に向かっていく、
と述べている。

「関与者」になっていくのか (2)作品制作の過程における

これに照らすと、AIR の作品制作も社会的実践とみなされ、

作品と関与者との関係はどのようなものか (3)作品の完

関与者は実践共同体の成員であると考えることができる。

成にともなって「場」はどのように変化していくのか、

アート作品は着想から完成までがアーティストの構想

図 2 「店を見る」の創作の現場に関与者が
関わった「場」をあらわすモデル

という 3 つの研究課題を立ち上げ、分析を行なった。

によるが、制作においては作品を創り出す関与者にゆだね

3. 研究方法

られており、時にはアーティストさえ不在になりうる場合

研究への前提を得るため、AIR の先行研究の文献調査を

もある。また、先の事例分析から、どの関与者が欠けても

行い、AIR の起源と歴史、機能の拡張、日本における AIR

創作作品は違ったものになるという考察を得ており、AIR

の歴史と現状およびアジア美術館の AIR 導入についての

の関与は、すべての人が周辺的であると同時に十全的であ

関係者へのインタビューも含めた考察を行なった。そして、 るといえる。これは AIR の作品の「脱中心性」という特色
それらの背景的理解を基に、アジア美術館で実施した

を示すものであり、周辺的参加者が十全的参加者を志向し

AIR の実践のうち市民との共同制作により完成した作品 2

ないという点で、レイヴとウェンガーが対象とする学習と

例をとりあげ、各研究課題の検証を行なった。分析にあ

の相違点が浮かび上がったといえる。

たっては、事業担当として参与観察が可能であった筆者
が作成した実践記録を一次資料として用いた。
4. 結果と考察

AIR の創作の現場には、様々に起こっているできごとを
あらわす「場」が生まれており、実践による「運動性」に
より AIR の作品は常に更新され、即興性が生まれている。

研究課題 (1) の分析として本研究では「作品制作にお

そのようなできごとの「場」の連なりが AIR の作品の本質

いて、アーティストと同じ創作の現場に立ち、それぞれの

であり AIR の本体である。そしてできごとがもたらす事柄

立場から創作過程を見たり、共同制作に携わったり、協力

にこそ AIR の作品としての価値があり、アーティストとの

したりした人々」を「関与者」と定義し、AIR 作品「店を

出会いによってもたらされた「場」の創造が創作された価

見る」の実践記録のできごとから人に関する記述を抜き出

値であるといえる。

して関与のあり方を ①助言者 ②情報提供者 ③共同

引用文献

制作者 ④実施協力者 ⑤傍観者の 5 つのカテゴリーに

レイヴ, J.・ウェンガー, E. (1993) 佐伯胖訳. 状況に埋め込まれ

分類した。

た学習 正統的周辺参加
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中国ユーザーを対象として婚活サイト信頼要因に関する研究
A Study on Factors of Trusting in Online Dating Sites for Chinese Users
2FS15020K	
  邱源	
  QIU Yuan
一、研究目的

五、結論とまとめ

現在、婚活サイトの利用者も増加している。市場が急速

本研究では、中国の婚活サイトについての信頼性に影響

に大きくなっている一方で、婚活サイトに関する消極的な

を与える要因を探し、検証した。さらに、各要因が婚活サ

ニュースが増加している。ユーザー信頼度が今後の課題だ

イトの信頼性に影響程度も検証し、重要な要因を明らかに

と言え、そのため、ユーザーが婚活サイトに対する信用を

した。

得るための要因を究明し、婚活サイト信頼度を上げる必要
性があると思われる。
しかし、これまで、SNS などに対する信頼に影響する
要因については数多く行われてきた。の信頼性についての
研究はほとんどない。
本研究では、25ー35 歳の中国人適婚者を対象として、
婚活サイトでのユーザー体験を解明していくにあたり、サ
イトに対する信頼要因を抽出する。その後、婚活サイトに
対するユーザーの信頼性に影響する程度を明らかにする。
二、信頼について
本研究では、信頼性に影響を与える要因を抽出できる考
え方を見つけるため、信頼性についての文献を調査する。
信頼モデル（一般的信頼、インターネットビジネス信頼、
SNS 信頼）を整理することで、信頼要因の変化を把握し、
信頼に関する共通な要因を抽出する。

!

また、先行研究によって、信頼要因を抽出する方法を明

また、男女別で分析の結果により、男性ユーザーと女性

確し、婚活サイト信頼性への影響要因の抽出方法も考えら

ユーザーに関する要因を比べ、男女別の注目している側面

れる。本研究では、まず従来社会心理学の分野で研究され

の違いを分かった。

ているモデルに整理した要因をベースに、その後新たな質
問項目を加えたアンケート調査により分析を行う。
三、婚活サイト信頼について
	
  本研究では、中国の婚活サイトの発展とサービスの変遷
を調査することで、婚活サイトの信頼性に影響を与える要

!

素をまとめる。
そして、信頼の当事者としてのユーザーが婚活サイトを

六、今後の展望

利用する際、注目しているサービスとサイトの信頼性を判

本研究では、ユーザーが婚活サイト信頼に対する重要な

断する要素を聞き、ユーザーが婚活サイトに対する信頼度

要因と結論を得た。本研究に基づいて、調査を続け、婚活

に影響する要素をまとめる。

サイトについての信頼モデルを作ることは、今後の展望の
一つである。

四、アンケート調査

一方、各信頼要因を明確し、これらの要因の重要性も究

	
  先行研究からの共通要因と婚活サイトに対する調査か

明した。将来、運営者に自社の婚活サイトの信頼性を上げ

らの要素を組み合わせ、婚活サイト信頼性に影響する要素

る提案を提出することも今後の展望と考えられる。

を仮定する。その後、アンケート調査で検証し、要因を抽
出する。

感性価値と製品価値の「接点」の研究－感性価値醸成手法としてのデザイン要素分析－
Research on the Point of Contact between Sensitivity Value and Product Value
-Analysis of Design Elements as a Sense of Value Development-

2FS13021P 古賀則幸 KOGA Noriyuki
第１章，はじめに

第４章，製品価値と感性価値の接点

「接点」と「感性価値の醸成」という視点から、人間と製品

●実例調査、分析

のさまざまな「接点」を分析し、感性価値の「醸成」とデザ

楽天市場を舞台に、調査対象製品のユーザーレビューの感性

インの「要素」についての考察を行なった。

キーワード分析を行なった。この調査で抽出したキーワード

第２章，この研究の前提

から分析した要素は、受益者の「心の動きや行動変化」と「感

＜前提 1＞、価値論の基盤としての S-D ロジックの考え方

性情報」との間の「因果関係」や「相関関係」などがある。

従来の、「企業が、価値を創造し提供する。」という、グッ
ヅドミナンスロジックに対して、ＳＤロジックでは、「価値
は、かかわるアクター間によって『共創』され、その価値は、
「受益者によって、独自に、現象学的に、判断される」
と、定義されている。
＜前提２＞、人間と製品の「接点」の概念
「接点」には、アクター間の「サービス交換」や、「感性情
報の発信、循環、拡散」といった要素も含む。
具体的には、人間が製造した「製品」が、商う価値を内包し
た「商品」に変化する接点に始まり、「愛用品」や「必需品」
へと変化する接点である。また人間が、商品を知り、調べ、

これらの調査と分析を通じて、あらためて、「製品価値と感

魅力を感じて試し、使い、愛用するといった接点がある。

性価値の接点」について、整理した。

そして、何らかの理由で使用をやめるなどの接点も存在する。

第５章，感性価値の醸成とデザインの役割

これらの「接点」でも、その価値は、受益者によって、「独

＜考察 1＞接点の考察

自で、現象学的に判断」されている。これらの接点を「起点」

接点は、受益者の価値判断のハードルでもある。実際のビジ

として、論を進める。

ネスでは、この受益者の価値判断のハードルを、楽しく越え

＜前提３＞、価値の醸成という概念

られるような「価値提案」と「資源の設計」が必要である。

S－D ロジックでは、「価値はアクター間で『共創』される」

＜考察 2＞感性価値の醸成を考察

と定義されているが、ここで、「インターネットの急速な普

価値醸成の背景には、
「感性情報の循環と拡散」があり、
「感

及を背景として、資源としての「感性情報」が急速にしかも

性情報」は事業者側の関知可能な範囲内での拡散とは限らず、

大量に拡散し得る」という点に着目する。事業者側の意図や

目的不明なアクターも含む多様なアクターに、「独自の価値

関知の範囲を超えた「感性情報」の拡散は、「事業者の価値

判断」がなされる特徴がある。本論は「価値醸成論」である。

提案」や「受益者の価値判断」の、「助け」にも、ともすれ

＜考察 3＞価値醸成とデザインの役割を考察

ば「足かせ」にもなり得る。ここで、事業者側アクターの関

事業者アクターは、「感性情報の拡散」を「受益者の福利増

知の範囲を超えて、はからずも「新たな価値判断」が生じる

大」への貢献に適用し価値提案に活用することが理想である。

ことを含めて、「価値の醸成」と表現した。

そのためには、感性情報に「行為」と「スキル」を適用して、

第３章，製品価値変化の体感実例

計画・設計行為としての「広義のデザイン」がなされること

特に、画像や感性ワードを組み合わせたＷＥＢ通販独特のデ

が重要である。

ザイン手法であるランディングページは、価値醸成のきっか

第６章，まとめと今後の課題

けとなり得る「感性情報の拡散」と、「調査結果の分析」に

これからのビジネスには、
「感性情報の循環と拡散」をも設

も深く関わっているため、本論では詳細に記述した。

計するデザインの重要性がますます増大している。

以上

他者の評価が顔の好みに及ぼす影響
The Effect of Others’ Evaluating on Face Preference
2FS15003E 小松将太郎

KOMATSU Shotaro

1．背景・目的

の顔刺激を他者からの評価が高かった顔とモニターに呈

顔への好みとは配偶者や友人などの選択はもちろん、政

示し各 1 分間観察した。その後、6 枚の顔刺激を用い、受

治選挙における投票にも影響を与えると言われている。こ

動タスクを行った。統計解析は ERP の各成分、印象評価

のような好みとは不変ではなく、変わりやすいものである。 の各項目において、好み(3 水準)、他者の評価(2 水準)を要
好みを変える要因の 1 つに他者の評価の影響が挙げられ
る。他者の評価を得ることで、好みが変更されるというこ

因とする二元配置分散分析を行った。
3－2．第二実験 結果・考察

とは報告されているが、他者の評価を得た後の知覚や認知

各 ERP 成分において好み(3 水準)、他者の評価(2 水準)

等の脳活動を検討したものはほとんど無い。他者の評価を

を要因とする二元配置分散分析を行った結果、N2 におい

得ることで顔の好みの脳活動への影響を明らかにするた

て有意な交互作用(p<0.05)、有意な好みの主効果(p<0.05)

め、事象関連電位(ERP)を用いて行うが、顔の好みに関す

が得られた。下位検定の結果、好みが高いとき好みが低い

る ERP を用いた研究はほとんど無い。

顔より振幅が有意に小さかった(p<0.05)。また、好みが中

そこで本研究では第一実験として顔の好みに関する

間で他者の評価が高いとき振幅が有意に小さかった(図 1)。

ERP の特徴を明らかにし、第二実験として他者の評価が

n=22

顔の好みの脳活動へと与える影響を明らかにすることを

Mean±S.D.

目的に行う。

好み：p<0.05

2－1．第一実験 方法
被験者は健康な男子大学生・大学院生 26 名(22.5±1.4

＊

＊
＊

歳)であった。刺激は 20 名の女子大学生の正面の無表情の

好み×他者の評価：p<0.05
＊：p<0.05

顔画像を用いた。はじめに顔刺激を観察する受動タスクを
行い、このときの脳活動を測定した。次に、2 つの顔刺激
から好きな顔を選択する選択タスクを行った。選ばれた回
数に応じ、好みランキングを作成した。好みランキングよ
り 1～5 位を好みが高い High、8～12 位を好みが中間の
Middle、16～20 位を好みが低い Low とし、脳波の解析
を行った。ERP 成分は P1、N170 、P2、N2、EPN、LPP

図 1 MF 部位における N2 ピーク時振幅

を分析した。統計解析は ERP の各成分において好み(3 水
準)を要因とした一元配置分散分析を行った。

N2 は振幅が小さいほど意味的親密性が高いことを示し

2－2．第一実験 結果・考察

ていると報告されている。好みが中間の顔に対して他者か

各 ERP 成分において好み(3 水準)を要因とする一元配

らの評価が高いと知ることにより意味的な親密性が高ま

置分散分析を行った結果、P2、EPN において有意な好み

ったという可能性がある。

の主効果が得られた(ps<0.05)。それぞれ下位検定を行っ

ここで注目すべき点は第一実験より顔の好みに関する

た結果、P2 においては有意な差は得られなかった。EPN

と考えられる P2、EPN 共には他者の評価の影響が見られ

においては好みが高い顔のとき好みが低い顔のときより

なかったという点である。他者の評価を得ることは直接好

有意に振幅が大きかった(p<0.05)。

みに影響を与えるわけではない可能性が示唆された。

これらの結果から、顔に関する好みは P2、EPN に反映
される可能性が示唆された。

4．結論
顔の好みの ERP の特徴は P2、EPN に反映されること

3－1．第二実験 方法

が示唆された。他者の評価が高いと知ることは P2、EPN

被験者は健康な男子大学生・大学院生 26 名(22.5±1.4

には影響を与えなかったことから、直接好みへと影響は与

歳)であった。刺激は第一実験で作成した好みランキング

えないということが考えられる。また、N2 において好み

の 1、2、10、11、19、20 位の顔刺激 6 枚を用いた。1、

が中間の顔に他者の評価の影響が見られたことから、他者

2 位を好みが高い High、
10、
11 位を好みが中間の Middle、

の評価を得ることがその人へ対する意味的な親密性を高

19、20 位を好みが低い Low とした。また、2、11、19

めるということが考えられる。

位は他者の評価が高い顔とした。はじめに 2、11、19 位

旅行流行語が生活者の旅行行動に影響をもたらす可能性
ー近年中国での流行語「思いついたら旅に出かける」を例として
A  Study  on  the  Influence  of  Fashionable  Travel  Phrases  on  People’s  Behavior  
—「Go  on  a  Trip  at    Any  Time  They  Wish」  
2FS15022M 周嘉エ ZHOU  Jiahui  

  

【背景と目的】
本論は、2013 年後半から「思いついたら旅に出か
ける」（以下は「思い」と略する）という言葉の流行
要因及び社会影響に注目し、旅行流行語が旅行行動誘
発に結びつく可能性を究明する。
【アーカイブ調査】
①中国観光史の変遷
②中国の旅行スタイルの変遷
中国人観光客の日々成熟につれて、これまでの名所
巡りや買い物観光から、最近の医療観光、学習観光な
どへと自分の趣味や感性にあわせて旅行に出かける人
が増えている。こうした背景から「思い」という新し
いお出かけスタイルの普及はしやすかったと考えられ
る。
③中國ネット流行語の発展経緯及びその文化的変遷
（1996-2015 年）
④2003 年から 2008 年の旅行流行語の整理
中国流行語文化を見ると、昔は新しい物事や社会動
向をキャッチする客観的なものだったが、今は気持ち
を発散する感受性の濃いものへと変わっていく傾向の
変化が見られる。この背景は、近年のこうした「旅の
気分」をもつ流行語の流通に土壌をもたらしたのでは
ないかと考えられる。
【理論的アプローチ】
①流行語の普及における「消費者・企業・メディアの
相互作用」
流行語と市場創造を研究している松井氏は言語の普
及とマーケティングの間には相互作用があると提出し
た。そして理屈づけによる強化といった関わりの中で
ブームや流行は発展するようである。本論文ではこの
理論枠組みに基づき、中国の近年の旅行流行語の流行
現象を分析していく。
②メディアが持つ受け手の認知に対する影響力
1.   イメージの大量複製による「コピーの支配」
2.   井上（1986）の桂離宮神話
【仮説】
流行フレーズが人口に膾炙し、多くの人々がそのよ
うな気持ちを抱くようになった。多くのメディア、企
業が呼応するようにトレンドに乗っかり、トレンドに
合ったような情報を提供していくなかで、集合的な現
象が生み出された。そして、フレーズや情報の浸透に
伴い、生活者の旅志向や行為が影響されていった。
【研究方法】
①    ネット記事調査：流行の諸要因、メディアにおけ
る扱われ方を考察する（マクロ＋ミクロ）。
②    アンケートを通じて仮説を検証。「思い」が生活
者の意識・行動へ及ぶ影響の可能性を考察する。
【両考察における発見】
①新聞記事考察における発見
１、交通の整備、中國政府の外交努力など社会的な条
件改善によって「思い」は実現できるようになったと
の論調が多い。
２、「思い」を商業的に利用されるケースは数多く見

られる（製品、サービス、文化作品）。ここで「思
い」のイメージは、合理的かつポジティブ、ロマンチ
ックな旅志向であるという解釈を与えられている。
３、記事考察を通じても「思い」旅行行動は数多く見
られる。また社会有識者らの質疑や批判も招いた。否
定的な見解ですら事実の存在を裏付ける。
４、「思い」言説は多方面のジャンルにわたり互いに
呼応し、強固なイメージネットワークを形作っていく。
結果として消費者は巨大な集合現象に包まれる。
②アンケートにおける発見
•   「思い」という言葉は高い認知を有し、賛成・共感
を示す人は７割に達する。
•   「思いついたら旅に出かける」との行動について、
50％の人は「自分が行ったことがある」と回答、ま
た 82.8%の人は「周りの人が行ったことがある」と
答えた。
•   もし条件が許せば、90% の人は「行きたい」との積
極的な意欲を示した。
そこで、今回アンケートでは、「思い」が人々の旅
志向や旅行行動に実に波及効果をもたらしたことを
検証した。
【結論】「思い」旅志向を涵養する環境
①時代の変遷と外部条件の充実
外部条件の充実に恵まれて、人々はより自分の都合
や感性に合う観光スタイルを選ぶようになったのであ
る。
②生活者の価値観と眼差しの変化
昔と今の流行語の比較を通じて分かるように、近年
の人々は以前と比べてより感性や精神世界を重視する
ようになった。こうした内面の変化があるからこそ、
旅行流行語及びその関連ビジネスは流行しやすかった
と考えられる。
③言葉とマーケティングの相互作用
「思い」を通じた市場創造は生活者・企業・メディ
アという３つのプレーヤーの持続的な参与、加えてメ
ディアの言説による理屈付けによって「思い」が流行
期を超えても生命力は保れたということが分かった。
④メディアの長時間浸透かつイメージの大量複製によ
り普及された旅志向
充実したメディア環境によって、画一的な「思い」
のイメージは大量複製された。社会的共有イメージが
形成され、「共有的な旅志向」の定着はつい旅行行動
を誘発したのである。
【本文の意義と貢献】
これまで中国人の旅行行動や価値観に注目する優れた
研究や社会調査が多くあるものの、こうした近年の旅行
流行語の続出現象及びその社会影響力の可能性について
注目した考察がほぼ無いのが現状である。
筆者は日常を問い直すことで、今後の研究やマーケ
ティング考案に新しい「気付き」提供したいと考えて
いる。

振動センサによるサウンド・インスタレーションの制作
A Practice of Sound Installations by Using Vibration Sensors
2FS15014M	
  鈴木陽介	
  SUZUKI Yosuke
序章	
  研究背景	
 

レーション作品である。振動センサは対象物の位置による

	
  振動センサは振動情報の取り入れ口として、一般的に機

音の違いと、その音同士の連動する様子を明らかにするも

械の診断や建築物の振動の測定に用いられる。一方で、振

のであり、体内音の実践と同じような結果が得られた。２

動センサを用いて人間が聞き得ない固体振動を音響化す

章で論じた様々な物体を表現の対象を確認できたと考え

る作品が出現した。著者はアメリカの作曲家ビル・フォン

られる。さらに建築内部の水の流れという予想していなか

タナの作品に影響を受け、著者自身も作品制作を行った。
	
 

った音を聞くことができた。

	
  本研究は、振動センサの一般的利用、先行作品における

	
  3-2 メインとなる実践

効果、実践における効果の三つから、振動センサの表現に

	
  3-2-1 《Intersection at 芸文館》-環境に内在する聴き

おける効果を明らかにする。	
 

手の要素-

	
 

	
  屋外に設置された金属管にセンサを設置することで、天

第 1 章	
  振動センサの一般的利用	
 

候という予測不可能な要素を取り入れた。これにより、環

	
  近年ネットワークを利用したシステムの例において振

境の変化とともに変容する建築の様子の表現を試みた。	
 

動センサの役割は、人間の知覚できない振動を捉えること。 	
  一方、そこで生活する人々が携帯で会話する音声が混入
また、異なる位置による振動の違いや位置情報が加わるこ

する事態が起こった。これは作品と生活する人々の相互作

とで震源地を正確に検出することである。	
 

用が起こったと言えるだろう。これにより、環境の一部と

	
 

して存在する人々を強く意識することになった。

第 2 章	
  振動センサによる先行作品の事例	
 

	
  3-2-2 《4’33” Christmas Version》-聴き手への能動的

	
  2-1	
 自動化された表現	
 

アプローチ-

	
  ジョン・ケージ作曲の《カートリッジ・ミュージック》

	
  建築が周囲の環境や室内の気温、さらに聴き手の動き

（1960）は、レコードプレーヤーのカートリッジに設置し

などの様々な要素の蓄積として起こるラップ音をトリガ

たものを叩いたりこすったりすることで振動を引き出す。
	
 

ーとしてクラッカーを爆発させる装置を制作した。振動セ

	
  2000 年代に入ると日常的な営みの中ですでに存在して

ンサは作品に聴き手を巻き込む力をもち、さらに作品に巻

いる振動による作品が多く見られる。橋のケーブルや叩か

き込まれているという認識は、聴き手の環境音に対する意

れていない寺の鐘の振動などを捉えるフォンタナの作品

識を変容させる。

のように、振動センサは人の手を離れた表現を可能にした。
	
  	
  3-3 表現における振動センサの効果
	
  2-2	
 対象の多様化	
 

	
  本実践において明らかにできた独自の効果は、振動セン

	
  ケージの《0’00”》
（1962）では、日常的に行われるよ

サが作品と生活する人々との相互作用を引き起こす効果

く鍛錬された行為を振動センサによって音楽に取り入れ

があり、そして、作品の中に聴き手を巻き込むと同時に、

る。最近では、砂丘が常に移動している地球規模の現象を

作品に巻き込まれているという認識が聴き手の環境音に

対象とするなど、振動センサの多用な物体への適用のアイ

対する意識を変容させる効果である。

デアが広がっている。	
 
第４章	
  まとめ
第 3 章	
  振動センサによる作品制作

	
  実践を行っていく中で、建築物が生命体であるように感

	
  3-1 布石となった作品制作

じられる瞬間があった。このような感覚は振動センサを通

	
  3-1-1《Inner Soundscape》

して感じられたものであった。振動センサは閾値外の振動

	
  体内に内包された音響を振動センサで取り出す実践で

を捉えるだけでなく、身の回りに存在する世界の認識に影

ある。取り出した音は増幅してスピーカーから再生する。

響を与えるものであった。

振動センサは、普段耳では聴けない体内の音に注意を向け

<参考文献>

させる。また、各所の音を同時に聴くことで、各所におけ
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る音の違いや異なる音同士の連動を明らかにする。
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  3-1-2 《Structure Borne Sound of 3 号館》

創社,水声社.
[2]Bill Fontana. ”Bill Fontana Sound Sculpture”＜
http://resoundings.org/＞ (2017 年 1 月 3 日アクセス)

	
  著者が普段生活する馴染み深い建築である 3 号館の動
的なイメージを振動によって捉えた、フォンタナのシミュ

大学の学生支援におけるピア・サポーターの学びのプロセスに関する一考察
− 九州大学新入学生サポーターを例に −
A Study on Learning Processes of Peer Supporters in Student Services: A Case Study of Supporters for
Freshmen in Kyushu University
2FS15023W 龍興 彩香 TATSUOKI Ayaka
1． 背景と目的

参加を大学の中での自分の役割であると感じたりするよ

近年、社会に出る前に身につけておくべき能力が様々な

うになり、
〈大学への所属意識〉が芽生える。新入学生サ

形で明示化されている。2008 年には学士課程共通の学習

ポーターへの参加は、サポーター自身に〈人間関係の広が

成果の参考指針として「学士力」が提示され、また、経済

り〉をもたらす。また、その〈関係性から派生〉して、他

産業省でも社会で仕事をするために必要な能力を「社会人

学部の学問に関心を持ったり、他の人が行う学内外の活動

基礎力」として定義づけた。

に参加したりすることもある。これによりさらに〈スキル

一方で、2000 年の『廣中レポート』に端を発した「正

獲得〉が促される循環構造がある。

課外教育」の見直しにより、学生支援に注目が集まってい
る。中でも、学生による学生支援であるピア・サポートに
は、サポートする側の学生への教育的効果も報告されてお
り、先行研究は多数見受けられる。しかし、ピア・サポー
ターの学びと先述の「学士力」
「社会人基礎力」との関連
について論じた例は少なかった。
そこで本研究では、ピア・サポートに携わる学生がサポ
ート活動によって得る学びとそのプロセスを明らかにす
ることを目的とする。さらにその結果を「学士力」や「社
会人基礎力」との関連を考察する。
2． 研究方法
この目的の達成のために、九州大学の新入学生サポータ
ーを経験した 12 名に対してインタビュー調査を行った。
収集したデータは、修正版グラウンデッド・セオリー・ア

図 1

ストーリーライン

プローチの手法を用いて、定性的に分析し、その結果を考
察した。

4． 考察および結論
ここで明らかになったピア・サポーターの学びと
「学士力」
、

3． 分析結果

「社会人基礎力」との相関は、以下のように考察した。

分析の結果、
19 の概念と 5 つのカテゴリーが生成され、

「
（7）教授技術の向上」と「
（8）コミュニケーション能力

それを元にストーリーラインが完成した。概念には（1）

の向上」は、社会人基礎力の「発信力」
、
「傾聴力」と学士

〜（19）までの通し番号を振り、カテゴリーは〈 〉で示

力の「コミュニケーション・スキル」に相当する。
「（9）

した。図 1 中の黒色矢印は、各カテゴリー間の因果関係を

ニーズに応じたサポート」と「
（10）雰囲気の醸成」は、

表している。ストーリーラインは、ピア・サポーターの学

社会人基礎力の「課題発見力」
、
「状況把握力」と学士力の

びのプロセスを示している。サポーターの学びは〈スキル

「問題解決力」に相当する。
「（11）行動力」と「
（12）企

獲得〉のカテゴリーに集約され、
「（7）教授技術の向上」
、

画力」は、社会人基礎力の「主体性」
、
「実行力」
、
「計画力」

「
（8）コミュニケーション能力の向上」
、
「（9）ニーズに

と学士力の「自己管理力」
、
「チームワーク」との関係性も

応じたサポート」
、
「（10）雰囲気の醸成」
、
「（11）行動力」
、

見受けられる。
「（13）リーダーシップ」は、社会人基礎

「
（12）企画力」
、
「（13）リーダーシップ」の 7 項目とな

力の「主体性」
、
「働きかけ力」と学士力の「チームワーク・

った。これらの学びは、ピア・サポートの活動の性質によ

リーダーシップ」と関連が深い。

るところが大きい。

以上のように、ピア・サポーターの学びは、
「学士力」

学びが生まれるプロセスは、以下のようになった。新入

や「社会人基礎力」との関連性が窺えた。これにより、正

学生サポーターは、様々な〈サポーターになる動機〉を抱

課外教育であるピア・サポートにおいても正課教育で期待

えて、応募する。就任後、実際にサポート活動に参加する

されている社会に出た時に必要となる能力の育成が認め

うちに、大学教職員を身近に感じたり、サポート活動への

られた。

閉鎖子音の知覚における有声・無声識別メカニズムの検討
Investigation of Mechanisms underlying Categorization of Voiced-Voiceless Stop Consonants
2FS15006M	
  田村俊介	
  TAMURA Shunsuke
序論 	
  ヒトの音韻知覚メカニズムについては,	
 2 つの代
表的な仮説が存在する。Stevens	
 &	
 Blumstein[1]で提唱さ
れた「聴覚説」では,	
 聴覚系で行われる処理によって特定
の音韻を知覚するための不変的な特徴が抽出されると考
えられている。また,	
 Liberman	
 &	
 Mattingly[2]によって
提唱された「音声知覚の運動理論」では,	
 音韻の知覚は聴
その信号を作り出した調音運動を推定することで行われ
ると考えられている。これらの仮説を巡る議論は長年に渡
って重ねられてきたが,	
 近年では,	
 聴覚説と運動理論の
考えを統合することで,	
 音韻知覚メカニズムが説明され
る可能性が考えられている（聴覚説で想定されている処理
に加え,	
 音韻の識別が困難な状況では運動理論で想定さ
れている処理が補足的に働くとされている）
。本研究では,	
 

図 1. /da/と/ta/の識別曲線と VOT 境界
VOT boundary (ms)

取者自身が持つ調音の内部モデルを用いて音声信号から

40
30
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High-amplitude

20
10
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/da/-/ta/
identification

Noise
detection

Simultaneity
judgment

Task

聴覚説及び運動理論の両観点から音韻知覚メカニズムの
検討を行うために,	
 有声開始時間（VOT）を主な手がかり

図 2. 有声・無声識別課題, 雑音成分の検出課題, 雑音

として識別される有声閉鎖子音/da/と無声閉鎖子音/ta/

成分と周期成分の同時性判断課題で得られた VOT 境界

の音韻対（図 1）を題材に取り上げ 3 つの実験を行った。
	
 
実験 1,2 	
  聴覚説の観点から,	
 閉鎖子音の有声・無声を
識別するための特徴を抽出する処理について Pisoni[3]
及び Repp[4]の仮説の検証を行った。Pisoni は閉鎖子音に
おける雑音成分と周期成分の開始の同時性知覚によって,	
 
Repp は周期成分からマスキングの影響を受ける雑音成分
の知覚によって有声・無声を識別するための特徴が抽出さ
れると考えた。実験では,	
 VOT を段階的に操作した閉鎖子
音を刺激に用いて,	
 雑音成分と周期成分の同時性判断課
題及び雑音成分の検出課題を行い,	
 雑音成分と周期成分
の同時性判断が切り替わる VOT 長
（同時性判断の VOT 境界）
や雑音成分の検出が可能となる VOT 長（雑音検出の VOT
境界）が/da/-/ta/の VOT 境界と近い値を取るかどうかを
調べた。周期成分の第 1 フォルマント（F1）周波数あるい
は雑音成分の振幅が異なる 3 つの刺激条件（Standard,	
 
High-F1,	
 High-amplitude）で各課題の VOT 境界を比較し
た結果（図 2）,	
 Standard 条件及び High-amplitude 条件
では,	
 雑音検出の VOT 境界が/da/-/ta/の VOT 境界と近い
値を取ることが明らかになった。しかしながら,	
 High-F1
条件では,	
 雑音検出の VOT 境界は Standard 条件とほとん
ど同じ値を取るのに対し,	
 有声・無声の VOT 境界は
Standard 条件よりも短くなった。これらの結果から,	
 閉
鎖子音における雑音成分の知覚の有無は有声・無声を識別
するための有効なアンカーポイントには成るが,	
 周期成
分の F1 周波数の違いによって有声・無声の識別に影響が
生じる VOT 境界付近の刺激の知覚には雑音成分の知覚と

はまた別の処理メカニズムが関与することが示唆される。
	
 
実験 3 	
  実験 3 では,	
 有声・無声の識別が難しい VOT 境
界付近の刺激の知覚に運動理論で想定されている処理が
関与しているかどうかを検討するために,	
 VOT 境界付近の
刺激の知覚に見られる個人差と有声音と無声音の発話に
見られる個人差の関連を調べた。その結果,有声音/da/と
無声音/ta/の発話が持つ VOT 長が大きく異なる参加者ほ
ど,	
 VOT 境界付近の刺激が/da/に聴こえるか/ta/に聴こえ
るかを明確に識別出来ることが分かった。運動理論では,	
 
音韻の知覚は聴取者自身が持つ調音の内部モデルを用い
た分析によって行われるとされている。そのため,	
 実験 3
で得られた結果は,	
 調音の内部モデルの個人差によって
VOT 境界付近の刺激の知覚に違いが生じることを示唆す
るものだと考えられる。	
 
総合考察 	
  3 つの実験の結果から,	
 聴覚説及び運動理論
で想定されている処理の両方が閉鎖子音の有声・無声識別
に関与することが示唆された。今後,	
 本研究で得られた知
見を基に,	
 閉鎖子音における有声・無声識別の脳内メカニ
ズムを明らかにすることで聴覚説と運動理論を統合した
より具体的な音韻知覚モデルが提唱出来ると考えられる。
	
 
文献 	
  [1]	
 Stevens,	
 K.	
 N.,	
 &	
 Blumstein,	
 S.	
 E.	
 (1978).	
 The	
 Journal	
 
of	
 the	
 Acoustical	
 Society	
 of	
 America,	
 64(5),	
 1358-1368;	
 [2]	
 
Liberman,	
 A.	
 M.,	
 &	
 Mattingly,	
 I.	
 G.	
 (1985).	
 Cognition,	
 21(1),	
 
1-36;	
 [3]	
 Pisoni,	
 D.	
 B.	
 (1977).	
 The	
 Journal	
 of	
 the	
 Acoustical	
 

Society	
 of	
 America,	
 61(5),	
 1352-1361;	
 [4]	
 Repp,	
 B.	
 H.	
 (1979).	
 
Language	
 and	
 Speech,	
 22(2),	
 173-189.	
 

留学生のための日本における自転車通行環境のあり方に関する研究
Study on Bicycle Traffic Environment in Japan for International Students
2FS15024P 張倩 ZHANG Qian
1. 背景と目的

加意欲が高い。留学生自転車交通安全教育制度が必要と考

留学生は、様々な要因で自転車通学が多く、生まれ育っ

えられる。一方、日本語で書いている道路標識はより認知

たそれぞれの国における交通ルールや自転車の運転に対

度が低いということから、ハード面の検討する空間を示し

する意識から日本人とは異なる自転車交通に対する認識

た。現在、留学生・外国人における自転車交通安全教育の

を持つことが予測されるが、自転車のルール認知と遵守意

実施状況、自転車関連保険情報の提供状況などの調査を通

識、交通安全教育の実態については、あまり明らかになっ

して、留学生自転車交通安全教育に対する注意すべき問題

ていない。普段から自転車で通学する留学生たちは、日本

点を示した。現在行われている留学生交通安全教育をもっ

人と自転車交通意識が異なるため、より自転車事故を起こ

と実践的で、効果のある内容に抜本的に見直す必要がある

しやすいことが予想される。

と考える。様々な関係者と連携し、最新情報を載っている

本研究の最終目的は、
「人の行動」と「通行空間」の観

多言語教材を利用し、分かりやすい体験型の教育プログラ

点から自転車通行、とくに留学生自転車通行の安全性と利

ムを開催することが望ましい。アムステルダム、バルセロ

便性の向上について考察することを通して、交通環境（ハ

ナ、パリの自転車施策を現地調査することを通して、留学

ード面）と利用者の意識（ソフト面）での自転車事故が起

生の自転車通行環境を改善するために、正しい自転車の通

きる要因を明らかにし、留学生自転車関連事故を低減させ

行方法を明示する設計方法と道路標識の視認性の向上の

ることである。特に、今後一層増加すると予想される自転

方向性を見出した。留学生でも分かりやすい自転車走行空

車利用に対応するために、どのような自転車交通安全政策

間のあり方を検討した。前の調査を踏まえて、留学生につ

を実施し、いかに留学生が安心、安全に利用する自転車通

いて入学から卒業まで継続的な交通安全教育体制の計画

行環境を構築すべきかについて、ソフト面とハード面のア

と、留学生でも分かりやすい自転車走行空間の伝達のデザ

プローチから提言を行うことである。

イン手法を提言した。

2. 研究方法

4. 今後の課題

研究の方法は、まず文献等により自転車交通の課題を整

ヒアリング調査によると、大学生は出会い頭の自転車×

理し、同時に行政機関等の統計資料によるデータ分析を行

車の事故が多い。交差点で自転車事故を起こしやすい。留

う。具体的には警察庁や国土交通省の統計に関するウェブ

学生の交差点における自転車事故等の特性を明らかにし、

ページなどで文献・統計的資料を調査する。また、大学生

現状の交差点信号機の運用と自転車用信号機の設置の考

及び外国人留学生を対象とした自転車利用実態に対して

え方を検討する。

のアンケート調査を行い、自転車利用者の行動特性や課題

平成 28 年 7 月に改定されたガイドラインにおいて、自

等を抽出する。加えて、交通関係の研究者だけではなく、

転車ナビマークと異なる自転車ピクトグラメのデザイン

行政関係者、学校関係者、警察関係者に対するヒアリング

が「標準的な考え方」として提示された。日本人と外国人

調査等を実施し、統計資料、人の行動特性、関係者ヒアリ

にとって、提示されたピクトグラメと他の法定外表示の視

ングを総合的に考察する。

認性及び判読性の差異を明らかにし、視認性の向上を図る

次に自転車交通安全教育の実施状況、自転車関連保険情

新たなデザインを検討する必要があると考える。道路標識

報の提供状況などを調査し、各自治体の取り組みを比較す

について、外国人もわかりやすい英語併記化のデザインの

る。日本自転車通行空間の現状とモデルとなる整備手法を

具体的な提案を検討する。

調査し、海外の事例を参考にし、だれでも安全で快適に通

自転車は原則車道を走るというのは、認識されてきたが、

行できる自転車通行空間の設計方法を検討する。
「ひと」

車道の端に引かれた白い線があったり、実線ではなく破線

（自転車交通安全教育の推進）と「みち」
（自転車通行空

だったり、はたまた実線が二本引かれているなど、いろい

間環境の整備）の推進の対策を総合的に考察する。

ろなパターンがあるわけで、自転車は車道のどこを走れば

3. 研究の流れ

良いというような問題もあると推測する。自転車走行空間

アンケート調査を通して、留学生自転車利用実態を明ら
かにした。留学生では、日本での自転車交通安全教育を受
ける機会が少なくから、自転車交通ルールの意識、自転車
交通に関する道路標識の認知、駐輪意識、保険加入意識は
日本人学生より低い。留学生は自転車交通安全教育への参

をよりわかりやすく明示する工夫を検討する必要がある
と考えている。
本研究の結果を、2020 年東京オリンピック時期、観光
における自転車の利用促進に活用するが望ましい。

ゆるキャラにおける異文化間の親近感形成と発展	
 
――中国での「くまモン」ブームを通して――	
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本論文では、熊本地震を機に、キャラクターを通じ

に親近感が持つことを答えた人数の割合は 79%であっ

て異文化間に「好感」から「親近感」へ転換する可能

た。
「くまモン」を知ることで、中国の人々は「くまモ

性について研究を行った。本論文では、ゆるキャラの

ン」への好感や共感にとどまらず、くまモン発祥地で

「ゆるさ」と「癒し」を「人に安心感や安らぎを与え

ある熊本への親近感、さらには日本への関心や親近感

るような感覚」と定義する。この定義を基にして、熊

などにポジティブな意識を持つことがわかった。	
 

本県の「くまモン」を用いて、中日両国の異なる文化

中国のくまモンのファンへのヒアリング調査より、

のあいだに親近感形成の事例研究を行い、
「好感」から

二人ともくまモンを通して、日本の文化、熊本県に興

「親近感」への発展メカニズムを考察する。	
 

味を持ち始めて、熊本に行きたいと言った。くまモン

本論文では、
「好感は相手を好ましく感じる、しかし

への好感から前へ一歩を踏み出し、観光や文化との接

浅い感情であるが、親近感は相手を身近に感じる、好

触によってさらに理解し、
「親近感」を生み出すことに

感より深い感情である」と定義する。このような「好

なる。くまモンという媒介を通して、中国人の間に共

感」と「親近感」の定義を基にして、「好感」から一歩

感が広がった。
「共感の拡大」と「交流の深み」はこれ

進んだ、深い関係である「親近感」の焦点をあて、く

からの親近感の発展要因になると考えられる。熊本県

まモンに対する好感から中国人の熊本県ないし日本に

庁へのヒアリング調査の結果では、くまモンのファン

対する親近感がどのように形成され、変化、発展して

は自発的にくまモンのアカウントを運営、くまモンの

いくのかに着目し研究を行う。研究を進めるにあたっ

状況を伝わっている。くまモンの中国での活躍は、中

ては、くまモンを先頭にした、近年のゆるキャラブー

国の人々は熊本に興味があり、中国から熊本への個人

ムの展開を基に、次の仮説を検証していく。	
 

旅行が増える一方で、
「くまモンに会いたい」や「くま

仮説：日本の「ゆるキャラ」は中国において共感を

モンが熊本である誕生祭に参加したい」などのメール

喚起する力をもち、キャラへの好感を基点に発祥地や

も直接熊本県庁へ尋ねた。
「くまモン」の中国での活躍

日本への親近感を形成していく契機となる	
 

によって、中国の人々の心を掴みながら共感を喚起し、

この仮説を検証するために、アンケート調査とヒア
リング調査を実施した。	
 

「くまモン」への好感を基にして発祥地である熊本県
への旅行や文化交流により親近感を形成していく契機

インターネットアンケート調査の結果では、くまモ

となるという本研究の仮説を実証するものであると言

ンに対する認知度は 90％、好感度は 89.8％、イメージ

える。よって、ゆるキャラのくまモンにおける中国と

は 89.9％、熊本県に対する認知度は 67.2％、熊本地震

日本のあいだに、中国の人々が「くまモン」→「熊本

に対する認知度は 88.2%、くまモンを知ることによって

県」→「日本」に対する「好感」から「親近感」へ転

日本に印象が変わったと答えた人の割合は 68.9%、日本

換することがあると結論つけられた。	
 

中国の女性旅行者向けの日本観光情報提供方法に関する研究
A Study on Methods of Providing Japanese Tourist Information for Women Travelers from China
2FS15027G 任艶艶 REN Yanyan
【研究の背景と目的】

3.観光情報への満足度：観光情報への満足度の分析を

中国観光業はかつてない開放度を持って、世界に向か

通して、交通情報と買い物情報への満足度が他の項目より

って進展しており、世界各国も次々と中国人観光客誘致に

低いことがわかった。中国人女性が交通費用および商品値

向けて様々な方策を講じている。訪日中国人市場が拡大し

段の情報の提供に対するニーズはまだ満たされてない。

つつある中、未だ表面化していない膨大な潜在的訪日観光

4.観光情報源の利用状況と情報に対する満足度の関

客が存在していると思われる。また、観光情報が観光意思

係：中国人女性観光者は訪日旅行を計画する段階に、必要

決定に欠かせない要因である。
「観光立国推進基本計画」

となる情報を探索する時、人的情報、インターネット、SNS

による、国際観光の振興について、訪日外国人旅行者数の

の役割を判断して、SNS が常に利用されているということ

拡大ために、様々な方式を通して情報発信を強化すること

が分かった。特に、本研究のサンプルの分析結果から見る

が重要であることが示された。日本は中国人観光客の誘客

と観光情報全体への満足度に対して、SNS という観光情報

ため観光提供方法に力を入れる必要があると考えられる。

源は一番重要な要素として、強い正の影響を与えており、

そして、観光分野における女性の役割の変化は注目され

SNS の利用は観光情報に対する満足度への影響は三つ方

ている。2011 年の調査結果によると、中国の約 85％のバ

面に及ぼしている。
これは、
中国人女性観光者の生活には、

ケーションは、女性が最終的に判断している。また、近年

SNS が益々浸透して重要視されている傾向がある。

訪日中国人観光客は男性より女性の方が多い。この情報過
多時代に入り、情報に対する質が高く、ニーズが多様化に

【事例調査と提案】

なっている。多様化している旅行ニーズを獲得するために

訪日中国人女性旅行者の満足度が低い交通情報および

は、世代、性別、趣味、嗜好、所得などに応じたアプロー

交通情報の提供状況への満足度に影響を及ぼす SNS とい

チが有効な方法であると思われる。その為、中国の女性旅

う結果に注目し、中国で一番よく利用されるウェイチャッ

行者に興味を持ってもらえるよう、情報の提供方法を考え

トにおける日本交通情報の提供状況について考察を行っ

るべきである。

た。

本研究の目的は中国の女性の視点にフォ-カスして、日

そして、2016 年度の優秀な交通類の公式アカウントに

本観光情報の提供状況に対する満足度および情報源の利

おける一番と評価された広州地下鉄公式サービスアカウ

用状況を明確した上で、どうすれば満足度の高い観光情報

ントを事例として参考してウィーチャットにおける日本

提供方法を導き出すことである。

交通情報の提供方法を提案した。

【研究方法】

スを 2016 年より開始した。中国人観光客がよく訪れる日

日本企業のウェイチャット公式アカウント取得サービ
本研究はまず文献調査を用いて情報源の分類と観光情

本の県それとも大都市を中心となり、各交通機関を運営す

報の構成要素を調査する。その後、中国人女性観光客の日

る会社が連係してウェイチャット公式アカウントを開設

本観光情報に対する潜在的なニーズの汲み取り、満足させ

して、中国人観光者に交通情報配信を行うことが便利だと

る観光情報の提供方法を導き出すために、満足度調査を行

考えられる。また観光者の個人状況に合う最適なルートを

う。そして、調査結果を考察して提案する。最後に、ヒア

自動で作成する機能と音声翻訳機能の追加を提案した。

リング調査を通して提案についてユーザー評価を行う。

最後に、ヒアリング調査を通して、提案した日本交通機
関公式サービスアカウントを利用しようとする意欲が高

【調査結果】

いとわかった。

1.情報源の利用状況：日本観光情報を探す先としてイ
ンターネットと人的情報源はよく利用されていることが

【今後課題】

わかった。新聞、雑誌をはじめとする紙媒体とテレビ、ラ

提案の実験と改善はまだ実施していない。そして、日

ジオの電子媒体はほぼ同じで、あまり使われてないことが

本のショッピング情報の提供に対する満足度が低い状況

読み取れた。

を考察していない。したがって、本研究の提案の実験と改

2.日本観光情報の量と質に対する満足度の相関関係：
日本観光情報の量と質に対する満足度の相関関係は高い
正の相関関係があるということが証明された。

善することと買い物情報の提供状況への満足度を向上さ
せることが今後の課題である。

薪ストーブについての感性的考察 ～家族の行動変化を中心に～
Kansei Research on Wood Stove ～Behavior Change of Family～
2FS12023M 野中雅彦 NONAKA Masahiko
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序章

1.5 仮説

1.1 研究に至る動機

以上のような背景や問題意識を背景として、本研究では

ひとが「炎」を見つめたときに働く感性、そしてその場
で発生する人と人との共在性・共在感覚についての興味が
本研究の動機である。

以下の仮説（
「薪ストーブ効果」
）を設定し、考察をすすめ
えていくこととした。
「薪ストーブに火が入ると、時間の
経過とともに場が形成され、
薪ストーブを中心に家族の新

1.2.研究背景
薪ストーブは、エアコンやファンヒーターの様な暖房器

たな関係性（
“共在性”
）が生まれ、家族のコミュニティー

具とは違い、着火して副射熱を発するまで小一時間を有す

が触発、刺激、活性化される」

る。しかし、着火直後から家族に何かしらの変化が起こり

第2章

始めるのである。ほぼ全てのユーザーやその家族は、薪ス

2.1 研究の位置づけ

トーブの薪に着火するとしばらくの時間、ガラス窓の奥の
「炎」に見入り言葉を失う。着火直後から、炎を「見る」
ことによる視覚作用が発生していると考えられる。各家庭

本論

本研究では、薪ストーブ効果において「炎」の役割が大
きいとの認識から、着火直後から鎮火までの燃焼サイクル

において、このような変化を見るたびに、薪ストーブは暖

に着目し、炎の盛衰についての考察を行った。薪ストーブ

房器具という機能を超えて、
人の心や行動に変化を及ぼし

の燃焼シーンを「起承転結」の４つのシーンに分けること

ていることは経験的に理解していた。

により、連続する炎の燃焼状況を、時系列で観察すること

1.3 先行研究

ができる。また、心理的な側面からもユーザーがイメージ

本研究にあたり、『焚火理論（ Dialog Around Fire
Theory）
』という先行研究を参考にした。一般的に、
「炎」
には「リラックス効果がある」
「本音を話せる」などと言
われている。しかし、なぜリラックスするのか？なぜ本音

する人生観を、炎に投影することができる。尚、１サイク
ルにおける薪ストーブの運転は、着火直後の「管理が必要
な段階」を経て、
「炎の効果を享受する段階」へと変化す

がこぼれるのか？ この問いに対する本質的が『焚火理論』

るなかで、様々な家族の行動変化を観察することができる。

（出典：丸山琢真「焚火がもたらす集団凝集効果の研究」
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明治大学大学院経営学研究科 ）において説明されている。
集焚火を囲んだときにもたらす感情への効果の分析がそ
の目的である。しかし「焚火理論」では研究成果を企業教

視覚的作用による「薪ストーブ効果」があるのか実態を把
握するという目的で、アンケートプレ調査を実施すること

育に活かすことが目的であり、且つその対象は、多数・社

にした。

会人・階層的集団である。また、屋外における焚火自体は、

第4章

「非日常体験」
であり、
通常より興奮状態にあるといえる。
したがって本研究では、
「焚火理論」を参照しつつ、
「火と
人間の関係性」を念頭に、家庭内における家族の行動変化
を検証する。
「焚火理論」は「集団凝集効果の研究」が目

アンケートプレ調査

アンケート本調査 ＜因子分析＞

プレ調査にて行ったアンケートの結果より、本調査を行
った。ユーザーや家族の心理的変化と行動変化の相関分析
を目的に、頻度の高さより抽出した因子を、５段階の印象

的であり、「薪ストーブ効果」は「炎を見つめたときに働

をアンケート方式により収集した。

く感性、そしてその場で発生する人と人との共在性・共在
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感覚についての研究」が目的である。

終わりに

薪ストーブユーザーを対象とした２つのアンケート調

非日常

査結果（プレ調査、因子分析調査）より、家族の心理的・

集団疑集効

行動変化に大きな影響を及ぼしていることが分かった。更

果

に薪ストーブは、その運転において家族参加型の極めて特

日常

徴的な暖房器具であるといえる。また、薪ストーブの導入

共在性

により、生活全般に変化が起き、１年を通して影響するこ

共在感覚

とも他の暖房器具には見ることができない特徴である。

創造性を引き出すための場づくりおよびワークショップに関する研究
-非構成的エンカウンターグループを軸にA Study on Workshop to Bring Out the Creativity -Focusing on Nonstructured Encounter Group2FS15028R 畑山菜々美 HATAYAMA Nanami
１．研究背景と目的
創造性の必要性が教育現場を中心に重要視されているが、創
造性の定義が明確でないことや、データが取りにくいという特

4．プログラムの再構築
カール・ロジャースの共同研究者であるジェンドリン、

性上、創造性の研究、とくに現場での実践は進んでいない。創

そしてジェンドリンの思想に大きく影響を与えているベ

造性を引き出すための１つの実践として心理学者カール・ロジ

ルクソン、さらにカール・ロジャースやベルクソンの主張

ャースの非構成的エンカウンターグループが存在する。教育学

と重なるところの多い芸術家ポーリン・オリヴェロスの思

や臨床心理の現場で研究、実践が進められているが、一般的な

想から、再構築し直したワークショップのプログラムが次

現場での実践は進んでおらず、知名度も低い。日常的な現場に

の通りである。(1) 自己紹介（今の感じの共有）(2) アイ

浸透しにくい理由の１つとして、非構成的エンカウンターグル

スブレイク(3) ネイチャーゲーム (4) ソニック・メディテ

ープでは、リーダーが存在しない、また、あらかじめテーマな

ーション (5) フォーカシング (6) 非構成的エンカウンタ

どを決めた場ではないために、ファシリテーターの高い経験値

ー・グループ

が必要であるということが挙げられる。このような状況を背景
に、創造性を引き出すための場づくりおよびワークショップの
プログラムを、非構成的エンカウンターグループを軸として再
構築し、より効果的かつ馴染みやすい場づくりおよびワー
クショッププログラムの提案を本研究の目的とする。

5．検証
再構築したプログラムを、1 泊 2 日のワークショップと
して 2 度実施した。参加者はそれぞれ 8 名ずつ募った。
参与観察では、エクササイズの効果ははっきり分からな
かったが、ワークショップの後半では、ほとんどの参加者

２．研究方法

が主体的に動いており、自己理解が進んでいるのを感じた。

本研究の研究方法として、まずカール・ロジャースの思想、
特に創造性に関する思想を文献調査によりまとめる。その上で、
非構成的エンカウンターグループの先行研究や筆者の経験から、

6．ヒヤリングの実施・分析と考察
参加者６名を対象に、ワークショップの後日、半構造化

非構成的エンカウンターグループの問題点を洗い出し、改善点

インタビューを６０〜９０分行い、QDA ソフトによって

の仮説を立てる。さらに、カール・ロジャースの創造性に関す

分析した。

る理論と類似する研究者の文献を調査し、ワークショップのプ

エクササイズ時に感じたこととして、
「新しい感覚を感

ログラムを再構成する。次に、再構成したプログラムを実際に

じた」といった感想や「自分を観察する」といった内容を

実施検証する。調査の方法として、参与観察とアンケート、実

話す人が多いことがわかり、さらにそれらが全体的に「〜

施後のヒヤリングを行い、QDAソフトを用いて分析し、考察を

するべきではなく、〜したいで動く」という結果と関係性

する。最終的に、一般的に実施可能なものにするため、手引き

が深いことが示された。主体的に動く、何かを生み出すた

書となるワークブックの作成までを行う。

めの「自己理解」がエクササイズによって促されたという
ことが言えるだろう。

3．仮説
非構成的エンカウンターグループとは、創造性において
重要であるとする、
「自己理解」を目的とした、10 人前後

7．結論と今後の課題
通常、訓練を積んだファシリテーターによって進められ

の参加者とファシリテーター1~2 名で行われるワークシ

るべきであるとされる非構成的エンカウンター・グループ

ョップである。リーダーがいない場であるために、始まっ

であるが、
エクササイズを用いることで、
より行いやすく、

てすぐは、参加者にストレスがかかってしまうといった課

様々な場面で使用できる可能性が見えた。

題もある。このような課題を解決するために、ゲーム性の

しかしそれでも、どのようにエクササイズの振り返りを

あるエクササイズを取り入れることが稀にあるが、非構成

するか、といった点や、構成的な場から非構成的な場への

的エンカウンターグループにおけるエクササイズ研究は

移行のスムーズな流れなどは、ある程度の経験と、ファシ

ほとんどない。

リテーター自身がより自己自身であることが求められる。

そこで、非構成的エンカウンターグループをより効果的にす

今後は、作成したワークブックを用いたファシリテーシ

るための、エクササイズを取り入れることで、上記のような課題

ョンのあり方とファシリテーターの要請に関する研究に

を解決できないかと考えた。

取り組んでいきたい。

クラッシュシンバルの購入時における情報提供のあり方に関する研究  
A  Study  on  Provision  of  Information  When  Purchasing  Crash  Cymbals  
2FS15029N 濱平悠介 HAMAHIRA  Yusuke  

  

1.研究の背景と目的

分析・考察を行うことで情報提供に関する課題を明らかに

	
  楽器の購入においては、試奏をすることが、楽器の音色

した。	
 

や弾き心地などが自分の好みとマッチングするか確かめ

	
 

るために重要なプロセスであるが、Web 購入では試奏のプ

4.提案

ロセスを経ることは難しく、マッチングの要素を満足に得

   調査 2、調査 3 の結果を踏まえ、インターネットショッ

にくい。	
 

ピングにおけるクラッシュシンバルの購⼊入時の情報提供

	
  本研究の目的は、楽器の Web 販売を行っているサイトの

の⼿手法を提案した。デザイン要件は「ページレイアウト」

楽器に関する情報提供における課題を抽出し、楽器とユー

「情報提供の特徴」
「⾳音⾊色の表現⽅方法」の３つの視点から

ザーとのマッチングの要素を効果的に生み出すための情

設定して提案を⾏行った。提案を以下に記述する。  

報提供の手法の提案を行うことである。	
 
	
 

■ページレイアウト：音楽ジャンルの自動選定機能の提案

2.研究の方法

	
  ページレイアウトの UI は、商品を検索する行為や、時

	
  本研究では、クラッシュシンバルの購入時に考慮しなけ

間や労力をかけず、容易に他サイトと商品比較・検討をす

ればならない基本的なシンバルの音の性質や物理的特性

る行為に最も影響を与える要因であると考えた。よって、

を明らかにするため、まず始めに文献調査と先行研究調査

ページレイアウトをユーザー向けにシンプル化するため

を行う。次に、情報提供に関する課題を明確にするため、

の、ユーザーの好みの音楽ジャンルの自動選定機能の提案

楽器の Web 販売を行う Web サイトを選定し、情報提供の手

を行う。	
 

法のデータベース化を行い、情報提供における課題を明確

■情報提供の特徴：音楽や動画と同期し、シンバルの音を

にする。ここまでで得られた結果を踏まえ、クラッシュシ

再生するシステムの提案

ンバルの購入時における情報提供の手法を提案する。	
 

	
  音楽再生ツールにおける音楽や動画サイトにおける動

	
 

画の音声と同期し、シンバルの音を再生することで、ユー

2.基本調査

ザーが音情報を介してユーザーと好みのシンバルとの直

2-1.音の種類に関する調査	
 

感的なマッチングを図るための提案を行う。

	
  我々が普段耳にする音は、楽音、噪音、雑音、騒音の４

■音色の表現方法：インフォグラフィックによる音色の表

種類に分類されることが分かった。オーケストラやロック

現方法の提案

バンドの楽曲を構成する音は、楽音と噪音である。	
 

	
  クラッシュシンバルの音色の情報はユーザーが関心を

2-2.楽音と噪音の違いに関する調査

持つための最も大きな要因であると考えたため、シンバル

	
  一般的に、周期を持つ任意の周期関数はフーリエ級数の

の音色に関する文字情報をインフォグラフィックで視覚

式で表すことができ、同じ周期を持つ複数の波形に分解す

化し、ユーザーが音色の情報の整理を視覚的に行うことの

ることができる。楽音の音高が認識できる理由はこのため

できる手法を提案する。	
 

である。一方、噪音はどの周波数帯の音も均質に鳴ってい

	
 

るため、他の和音と同時に鳴らすとその和音の成分に引き

5.結論

ずられて調和する性質がある。	
 

	
  本研究ではクラッシュシンバルを対象とし、今日のイン

2-3.シンバルのサウンドに影響を与える因子についての

ターネットショッピングの背景と照らし合わせながら、楽

調査

器の Web 購入における現状を把握し、基本調査を行うこと

	
  シンバルの音質向上に関する論文や Web サイトを中心

でクラッシュシンバルについての理解を深めた後、クラッ

に文献調査を行った結果、シンバルのサウンドに影響を与

シュシンバルの Web 購入に関する情報提供のあり方に関

える因子としてサイズ、ウェイト、材質、製造工程の 4

する課題を明確にし、考察を深め、クラッシュシンバルと

つを抽出することができた。	
 

ユーザーとのマッチングの要素を効果的に生み出すため

	
 

の情報提供の手法を提案した。今後は、本研究で導き出さ

3.Web 販売におけるシンバルの情報提供に関する調査

れた課題などを基に、実際に Web ページを作成しユーザー

	
  楽器の Web 販売を行っているサイトを 15 事例選定し、

に対して検証を行うことで、楽器とユーザーのより満足度

情報提供の手法のデータベース化を行い、データベースの

の高いマッチングを目指すことができると考える。	
 

中国における文玩の流行形成に関する研究
Study	
 on	
 the	
 Process	
 of	
 Popularisation	
 of	
 Elegant	
 Plaything	
 in	
 China	
 
2FS15030M 馬	
  迎杰	
  MA Yingjie
１動機と背景 	
 
	
  「文玩」という専門用語は近年徐々に注目され、中国
で多くの人々の話題となっている。地域によって文玩の
種類と流行状況が異なる。物の多様性を求める現在にお
いて、
「文玩」にはどんな魅力があって、どのように全国
で流行することになったのか、高齢者から若者まで、収
蔵専門家から普通の愛好家まで、文玩の流行はどのよう
に形成したのか、中国で流行した理由は何だろうかと考
えたのが本研究の研究動機である。	
 
	
 政治の安定と、経済発展を背景に、物質的な生活が充実
し、多くの人々が精神的生活の満足を求めるようになっ
た。特に 2000 年代になってから、多種多様な文玩が新規
性のあるアイテムとして、高齢者から若者まで幅広い層
の人々に受け入れられ、流行を形成している。月刊雑誌
の『文玩収蔵の家』
（2015 年８月）の調査データによる
と、収蔵家と専門家を除いた一般の愛好家の収入の 1 割
強が文玩消費である。全国の文玩市場の発展に従って、
文玩を中心とする芸術品は新たな消費対象と投資先とし
て注目がされていることは研究背景である。	
 
	
 
２目的	
 
	
  上述の背景から、中国における文玩の流行が形成され
た理由、どのように形成されたのか、また、文玩の魅力
について歴史と市場及びユーザー心理の面から調査し、
文玩流行の要因とそのプロセスを明らかにする。それら
を踏まえて、課題と可能性を考察する。	
 
	
 
３現代文玩の分類と研究対象	
 
	
  現代文玩には文類と玩類がある。歴史がある文類は骨
董として国内外の芸術品市場、オークションがあり、デ
ータが充実していて、市場やトレンドなどの分析が公開
されている。一方で、観賞、手遊び用の玩類は近年市場
があるにもかかわらず、統計データや文玩の形成に関す
る調査研究が少ない。よって、本研究は玩類を対象とす
る。	
 
	
 
４研究の流れ	
 
	
  本研究は以下のステップにそって進めた。	
 
（１）文献調査	
 
	
  文玩の歴史の調査と市場調査を行う。文献調査ではま
ず、文玩の特徴を理解しやすい為文玩と骨董品の区別を
説明した。次に、古代資料と現代資料を調べた上、文玩
の歴史と変遷を明らかにする。最後に、文玩の市場動向
と市場形成の現象から、市場的要因を考察する。	
 
（２）ネット調査	
 
	
  中国における三つの大手通販サイトから、総合的評価
ランキング Top30 の文玩商品を選び、各商品の Top ペー
ジのコメントを対象に分析し、文玩に対するユーザー心
理の要因を分類する。	
 
（３）ヒヤリング調査	
 

	
  文玩市場でヒヤリング調査を実施する。コメント調査
から得られたキーワードを元に、文玩と関わる販売者、
購買者、観光客を対象に聞き取りをし、テキストマイニ
ングの方法で相関性を取り、要因をまとめる。	
 
（４）結論と考察	
 
	
 	
  上記の調査から明確した要因とプロセスを総括し、
課
題と可能性を考察する。	
 

５結論と考察	
 
	
  本研究は文玩流行の形成要因を軸に展開し、歴史、市
場、ユーザー心理の面から調査した。歴史的条件、文玩
の普遍的発展、文玩自体の価値と心理的共感の要因が複
合的に関連することで、文玩の中国での流行が形成され
たと言える。	
 
	
  今回の研究で、ユーザーの心理を考慮に入れて流行形
成の要因を分析したが、ユーザー心理は時間的、空間的
な変動があると考えられる。例えば、流行時期や場所な
どの影響も考えられる為、このような分析に取り入れら
れなかった要因については別途考察すべきである。	
 
	
 
６今後の課題と可能性	
 
	
  文玩は流行形成の背景でさらに人気になっている一方、
文玩文化が失った恐れがある。現在の中国で、文玩流行
と市場が形成されたが、一時的ブームになる可能性があ
る。これは古代、特に明清朝の文玩流行と似ている。平
和を追求する現在において、文玩流行の条件が満たせて
いる。文玩流行は一時的ブームの後中断のリスクを回避
する為何かできるかを考えすべき問題であると思われる。
そのほか、コメント分析から、サービス面は消費者に対
して重要な要素であることがわかった。上記の総合的作
用で文玩のファンはますます増え、文玩市場の持続的長
期的発展が期待できるだろう。	
 
	
 
７研究手法の汎用性の検討	
 
文玩に関する本研究の調査は他の文化商品に対象を広げ
る場合に以下の点で参考になる。	
 
①
商品の確実な市場データが統計しにくい。	
 
②
商品の特徴、歴史変遷、現状の調査が有効である。	
 
③
文化商品の利用者の意見を知ることができる。	
 

子どもの食物アレルギー誤食の発生リスク要因の可視化
Visualization of an Outbreak Risk Factor of the Accidental Ingestion of Children with the Food Allergy
2FS14039G 松尾 紘出子
1.研究の導入

MATSUO Hideko

乳幼児から学童期の子どもの食物アレ

5.検証

成人15名（男性5名、女性10名：食物アレル

ルギー有症者数は年々増加傾向にあり、誤食事故や事

ギー児の保護者２名、食物アレルギー有病者3名を含

故未遂（ひやりはっと）は毎年のように発生しており、

む）に可視化の図を見てもらいながら、食物アレルギー

防ぎ切れていない。食物アレルギーは、原因物質や症

誤食発生リスク要因に関する「情報の読み取り」につ

状、重症度など多種多様で個人差が大きく、食物アレ

いて、対話形式で意見や感想を述べてもらった。食物

ルギーに対する理解をより複雑にしており、誤食回避

アレルギーの知識が浅い人には、一部、リスク要因の

のためのリスク要因の把握は容易ではない。誤食事故

項目だけでは要因の意味や状況が「分かりづらい」な

防止対策については、医学や看護学的な視点からの研

ど、食物アレルギー認知の程度によっては補足説明を

究や、学校給食における安全な食の取り組みに関する

要したが、説明によって、結果的にほとんどの人が、

実態調査報告や事故事例（未遂を含む）を集めた事例

誤食の発生リスク要因の多様さを理解し、プロットの

集はあるが、食物アレルギー誤食の発生リスク要因や

位置が、単に「リスクの有無」を示しただけのもので

傾向を把握しやすいように視覚的に示した既往研究は

はなく、人や場所・立場によって発生のリスク要因に

管見の限り見当たらない。

傾向があることを捉え、それによって誤食防止を具体

2.研究の目的

的に考える動機づけに繋がるなど効果的な評価を得た。

本研究では、子どもの食物アレルギー

事故事例を調査・分析・考察することで、おやつや飲

6.結論

誤食の発生リスク要因は、問題の本質が何か

食時における誤食の発生リスク要因を見出し、対応の

はっきりしない曖昧な状況を分解し、意味概念で項目

メカニズムとして可視化することを目的とする。これ

をつけることで4大項目11キー項目の形で導き出した。

らの知見が、子どもの食物アレルギー対応への理解促

情報の可視化は、多種多様で雑多に感じられる食物ア

進、類似の事故予防に寄与することを期待する。

レルギー誤食のリスク要因に関する情報をわかり易く

3.研究方法

消費者庁の委託事業として藤田保健衛生

伝える方法として効果的で、リスク要因に傾向がある

大学医学部の宇理須厚雄客員教授らにより発刊された

ことを視覚要素で把握し易くした。リスクの傾向を予

『食物アレルギーひやりはっと事例集

2014』（以

め知ることができれば、より適切で具体的な対応策を

下、事例集。）及び、筆者が食物アレルギーの子ども

考える上で有効な手助けになる。可視化から得られる

を持つ保護者よりヒアリング（2016年5月〜9月）し

知見が、子どもの食物アレルギー対応への理解促進、

た事例の全129件を調査対象に、誤食の発生リスク要

類似の事故予防の一助になると期待できる。

因の抽出とリスク情報の集約化を行った。
（1）事例調査：事故事例のデータベース化

表1

リスク要因の分類と項目づけ 《4 大項目 11 キー項目》

経験的要因

過信

楽観・先入観

①リスク要因のキーワード抽出と分類、②類似の

心的要因

気遣い・遠慮

好奇心・嗜好

キーワード抽出、③「②」に着目し、リスク要因

知識的要因

知識・認識不足

をカード化、④要因の関連性に着目し、グルーピン

システム的要因

情報共有不足

（2）誤食要因の抽出、分類分析

類似食品・錯覚

曖昧・不明瞭

情報の不備・漏れ

連携・体制不足 器具共用・洗浄不足

グ、⑤意味合いでまとめ、「項目付け」
（3）可視化・検証
4.調査と結果

MENU

成分表

原材料仕入れ
・管理

対象事例から、誤食発生に影響があっ

調理

(調理場)

たと考えられる要因を抽出し、食物アレルギー誤食防
止のための対応メカニズムの基本「確認−情報・表示
−知識」を重視しながら、意味概念で項目づけをし、
リスク要因の分類、集約を行った。（表1）
誤食発生に関与する人や場所とリスク要因の関係や
傾向を見るため、縦軸と横軸に「人・場所」と抽出し
た「リスク要因」の2項目を対応させ、プロット形式
で可視化した。また、ピクトグラムを用いて食材（原
材料）の仕入れ・調理から配食・配膳、喫食までのプ
ロセスを視覚要素で表した。（図1）
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図 1 誤食発生リスク要因の可視化 （外食店の例）
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人間の IQ・EQ・性格と創造性の関連についての研究
The Relationship between IQ・EQ・Personality and Creativity
2FS15010N 村山克哉 MURAYAMA Katsuya
1. 序論
創造性とは、新しくて有益なものを生み出す能力のこと
で、人類の文明の発達や文化的な生活を送るために必要不

でα波パワー値の増加を報告する先行研究と一致する。よ
って、本研究結果も外交的な人ほどより創造的な人である
可能性が考えられた。

可欠である。創造的思考とは、決まった答えが無く人によ
って違い、新しいものを考える思考法である拡散的思考と、
論理的に思考を進め、１つの答えに正しく早く到達するた
めの思考法である収束的思考の 2 つを繰り返す思考法と
考えられている。その創造性の活動指標として、脳の広い
範囲におけるα波パワー値の増加が広く用いられている。
先行研究において、知能(Intelligence Quotient；IQ 、
Emotional Intelligence Quotient；EQ)や性格と創造性に
ついての研究は多数存在するが、拡散的思考と収束的思考

図 1 性格(外向性)得点と AUT のα波 TRP(O)の相関

を伴う創造時の脳活動と、知能(IQ、EQ)や性格との関連に

また、RAT 課題時のα波パワー値は安静時と比較して、
ついては不明な点が多い。
したがって本研究では、
知能(IQ、 右前頭部(RF)で有意に増加傾向で(p<0.1)、右前頭部(RF)
EQ)や性格によって拡散的思考と収束的思考を伴う、創造
と左前頭部(LF)以外の脳部位では有意に減少したが(ps<
性の行動指標と創造時の脳活動に違いが生じるのかを検

0.01)、やはり個人差があり正答率(77.2±10.0％）
、反応

討することを目的とする。

時間(10.1±2.6 秒)と併せて考えると、RAT 課題時の創造

2. 研究方法

性にも個人差があった。IQ と反応時間に有意な負の相関

実験参加者は健康な右利き男子大学生 30 名(22.3±1.3

(p<0.01)があり、IQ が高い人ほど解答に要した反応時間

歳)であった。IQ、EQ、性格を定量化するためにそれぞれ

が短いことが示された。RAT はひらめきを伴う洞察課題で

質問紙調査を行った。開眼安静を行った後、創造的な課題

あり、IQ は問題解決において重要な能力で洞察力が含ま

として、拡散的思考課題の alternative uses task(AUT)

れる。よって、IQ が高い人のほうが RAT の解答を早くひ

と、収束的思考課題の remote associates test(RAT)の 2

らめきやすい可能性が考えられた。EQ(状況対応)と正答率

つを行い、その時の脳波を 64ch 脳波計で測定した。脳波

に有意な負の相関(p<0.05)、性格(情動性)と正答率に有意

データを安静時と課題時の 2 つに分け、α波におけるタス

な正の相関(p<0.05)があり、自己と他者を取り巻く状況の

クに関連したパワー値の変化量を表す task-related

変化に耐える能力が低い人ほど、ストレスに対して敏感に

power(TRP)を算出した。また、脳波データに対して近傍電

反応する性格が高い人ほど、
正答率が高くなることが示さ

極をまとめた 10 部位に分けた。行動指標として AUT の解

れた。RAT は解答制限時間が 30 秒で正解を導かなければ

答数や独創性、RAT の正答率や反応時間を算出した。そし

いけない課題であり、思考中にも制限時間が迫る状況の変

て IQ、EQ、性格の各尺度得点と、AUT・RAT それぞれの行

化がストレスにつながり、状況の変化に敏感でストレスに

動指標とα波 TRP とのスピアマンの相関係数を算出した。

反応しやすい人ほど正答率が高い可能性が考えられた。さ

なお、相関関係を検討する前に、安静時と課題時のα波の

らに、EQ(対人対応)・性格(愛着性、遊戯性)とα波 TRP

変化について t 検定によって検討した。

のいくつかの部位との有意な正の相関があり(ps<0.05)、

3. 結果・考察

他者に愛情を示し人間関係を維持できる性格の人や、好奇

AUT 課題時のα波パワー値は安静時と比較して、すべて

心を持ち「遊び心」がある性格の人ほど収束的思考時のα

の部位において減少
（ps<0.01）
していたが個人差があり、

波パワー値は増加することが示された。協調的で遊び心の

解答数(31.9±12.0 個)や独創性(2.5±0.5 点)と併せて考

ある性格がα波パワー値に影響を与え、創造性と何らかの

えると、AUT 課題時の創造性には個人差があった。知能と

関連がある可能性が考えられた。

創造性についての相関関係はなかったが、性格(外向性)

今後は、創造性を伴わない課題と知能や性格との関連を

とα波 TRP の後頭部(O)において有意な正の相関(p<0.01)

検証し、今回得られた相関関係が創造性との関連を示すか

(図 1) があり、常に刺激を求め活動的な性格の人ほど、

を確かめることが必要になる。さらに、これまで一貫した

拡散的思考時のα波パワー値は増加することが示された。

知見のない対人対応や愛着性や遊戯性といった特性と、創

これは拡散的思考時により創造的で外向的な人が後頭部

造性との関連についてさらなる調査が必要である。

日本文化から考えるコミュニテイ空間の形成について
A Study on Formation of the Community Space to Think about from Japanese Culture
2FS15031W	
  山本 桜子	
  YAMAMOTO Sakurako
	
 
１.	
 	
 背景・目的	
 

３.	
 日本文化の精神性	
 

日本の美は、
世界からみて異質で、
興味深い特徴を持つ。

日本文化の精神性や空間概念は、「禅」に由来しており

それは、日本人が農耕を主体とする民族であり、自然と共

日本の芸術（書道、墨画、茶道、歌道など）に大きな影響

存していくことが必要不可欠で、自然への祈り、観察、こ

を及ぼし武道を初め、華道、茶道、「間」、面や縁の機能

れら自然との関わりを、背景に持つと考える。筆者は幼少

など日本の文化は、禅からきている。	
 

期から大学卒業まで空手を継続しており、日本文化の武道

また日本人の美意識の背景には、「自然」が重要な構成要

や競技施設に関心を持つ。武道や日本文化において、受け

素として存在している。	
 

継がれてきた精神や感覚は日本の美そのものであると感

４.	
 日本文化の造形的要素	
 

じる。しかしながら、私たちの日常生活において、武道や
華道・茶道などの日本文化に親しむ機会はまれであると言
える。そこで、政府や海外の日本文化への期待に呼応する
ように、日本に暮らす人々の武道や日本文化への興味関心
が上昇することが望ましいと考えた。公共空間に日本文化
の考え方を加味した新しいコミュニティ空間を生み出し、
日本文化の継承や人々の武道や日本文化に対する興味関
心の向上につなげることを本研究の目的とする。	
 
	
 

日本文化の造形的要素として視覚的要素があり、視点の移
動を前後左右だけでなく上下にもつくることで、新たな発見
と感動を生み出す提案の重要なキーワードになると考えた。

５.武道館について	
 
日本の伝統文化である「武道館」に注目し、福岡武道
館と大濠公園の関係性を分析した。大濠公園は、文化施設
が動線上に存在するが、福岡武道館のみ存在していない。
また、武道館を利用した経験がない人は、武道館の存在を
知らなかった。調査より、武道館がとても閉鎖的な環境に

２. 研究方法	
 

あると感じた。また大濠公園は回遊式庭園の特徴である視

研究の背景、目的、方法

点の移動がみられるが、平面的な視点移動であり、立体的

日本文化をさまざまな角度から考察

な視点の上下の移動はみられないという課題が見つかっ
た。したがって、福岡武道館と大濠公園間で、新たな動線
をつくることで閉鎖的であった福岡武道館を開かれた武

日本文化における

日本文化における

精神性や空間概念
・ 武道

造形的要素
・ 力線

・ 見立て

・ 禅

・ 日本庭園

・ 生け花

・ 借景

・ 間
・ 面・縁 など

道館にし、日本文化の発信、継承に繋がると考える。	
 

６.	
 デザイン展開	
 
第二章から第五四章までの結果を踏まえ、福岡武道館を
日本文化の象徴とし、さらに大濠公園を利用する人が、福
岡武道館周りの空間へ訪れたくなる環境を武道館に設け、

日本文化の空間的要素における特徴分析

日本文化の継承につながるコミュニティ空間つくりを目
指し、その手法の妥当性をデザイン設計とデザインのスト

武道館について調査・課題発見

ーリー化に乗せて示し、検証を行った。	
 

７.	
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研究のまとめ、今後の課題・展開

モダン・デザイン空間の発見-	
  	
 

非日常体験を通じて得られる感性価値の考察と今後の展開－熱気球を事例として－
Kansei Value Obtained from Non-daily Experience and Implications for Future Research: A Case of Taking Ballon Flights
2FS15032P 李根 LI Gen

【研究背景】
世界経済は絶え間なく発展し、物質的な生活も日に日に
豊かになっている。それに伴い人々の欲求も物質的な欲求

また、フロー理論を踏まえ、スキルを有するパイロッ
トの熱気球体験から得る感性価値は一般の人間より深く、
多岐にわたる仮説をもとに研究を進めた。

から精神的な欲求へ変化しつつある。社会経済モデルも

【研究目的】
人々の欲求に伴って変化しつつある。社会の価値観はモノ
からコトへシフトし、物質社会の成熟によって、経済の主
軸は商品→サービス→経験と移行しつつある。この発展趨
勢のうえで、私はコトとしての「非日常」という価値に着
目した。私は今回、この「非日常」を規定するものの中で、
特にその「体験」に焦点を当てる。非日常体験の研究とい
うのは少ない。特に人の感情的な側面からのアプローチが
ほとんどなされていない。私はこの点に着目し、非日常体
験の魅力は何なのか、その感性価値を解明できれば、これ
を利用してより良いユーザー体験を作ることができ、消費
を促すことができるのではないかと考えた。

【問題意識】
なぜ、熱気球体験という非日常体験はこんな魅力がある
のだろうか、この体験に何か感性価値が存在しているでは
ないか。そこで私はその価値を解明することで、様々な領
域により良いユーザー体験を創造することに役立てるこ
とができるだろうと考え、研究を進めていくことにした。

非日常体験を通して生まれる影響要素を分析し、非日
常体験の感性価値を明らかにすることを研究の目的とす
る。物質的な欲求から精神的な欲求へと変化している現代
に、新たなビジネスや商品企画の領域においても活かせる
と考えている。現在の消費者は常に新鮮な刺激を追求し、
欲望の充足を求めるので、生理的欲求を満たすだけの消費
行動に留まらず、精神的な非日常体験の中で消費をするこ
とを好む傾向が増えていくと考えている。

【考察】
本研究では、3 つの因子「気分転換」
「没頭」
「新鮮感」
を抽出した。構成概念「非日常」から 3 つの因子「気分転
換」
「没頭」
「新鮮感」に対しての影響関係に着目し、3 つ
の因子「気分転換」
「没頭」
「新鮮感」に対して強い影響を
与えている結果を得た。その中に「気分転換」と「没頭」
に対して多くの影響を与えている。気分転換と没頭は非日
常を評価する上で大きな要因となっていることが分かっ
ている。

【仮説】
パイロットと一般の搭乗者の感性価値の比較結果につ
守口らの「非日常空間における没頭の研究」では非日
常空間に対する感情から 2 つの因子「没頭」と「気分転換」
を抽出している。この 2 つの感情因子「没頭」と「気分転
換」を熱気球における非日常体験においてもその感性価値
仮設として設定した。その感性価値は人を没頭している状
態にし、気分転換をさせる点にある。

いては、
「気分転換」と「没頭」この 2 つ因子については
ほぼ同じ水準である。しかし、
「新鮮感」については、パ
イロットは一般の搭乗者より高い水準で気球体験を受け
止めている。全体から見ると、パイロットが熱気球体験か
ら得る感性価値が一般の方より深く、多岐にわたるという
仮説も検証された。

お酒のイメージと消費行動の関係についての研究 ー白酒を事例として
The Research on Alcoholic Drink and Consuming Behavior ーTake Chinese Spirits for Example
2FS15034Y 王瀟萌 WANG Xiaomeng
1. 研究背景
時代の変遷とグロバール化により、人間の考え方やライ
フスタイルは大きく変わりつつある。白酒は伝統商品の代
表として、不振な状況が続くなか、多くの白酒蔵元が潰れ
ていた。
衰退には様々な原因が考えられるが、
とりわけ
「イ
メージ」の陳腐化、劣化が大きいと考えている。

4. 調査結果
①アンケート調査
a. 酒類のイメージ
各酒類のイメージ差とコアイメージを明らかにした。
b. 白酒に対するイメージ
因子分析（バリマックス回転）の結果を、
「親近感」
「伝

これまで、日本をはじめ世界各国でお酒の現状やイメージ

統的」
「日常性」
「享受性」と命名した。その結果を踏まえ

に関する研究は数多く、またそのデザインが人に与える印

て、消費者の属性によりわけ、白酒に対するイメージは消

象を解析する研究は数多く見られるが、中国伝統酒である

費者の属性に影響を強く受けているかどうかを明らかに

白酒のイメージと消費行動に関する研究の例はほとんど

するため、分析を行った。性別を除き、職業、年齢、地域、

ない。そこで、本研究において、白酒のイメージ、ならび

婚姻状況ごとに差があることがわかった。

に白酒の消費行動の調査を行い、白酒のイメージと消費行

c. 潜在消費者の掘り出す

動との関係について考察する。
2. 研究目的

本研究の潜在消費者は、白酒の美味しさが「美味しい」
と「どちらとも言えない」
、飲酒頻度が「月に数回程度」

白酒のイメージ因子を抽出し、白酒におけるイメージ形

と「ほとんど飲まない」と回答した者と定義した。有効回

成の仕組みを明らかにする。さらに、白酒イメージと消費

答数 183 人のうち、潜在消費者の人数は 72 人で、約三分

行動との関係に考察する結果を踏まえ、白酒における新市

の一を超える潜在消費者が存在するとわかった。

場形成の可能性について考察を行う。

②インタビュー調査

3. 研究流れと方法

「高級な」
「コミュニケーションが進む」
「若者酒」が酒
類のイメージとして重視される因子であることがわかっ
た。
飲酒習慣がある消費者にとって、新しいイメージに加え
れば、新しい白酒を買いたい、飲酒習慣がない消費者にと
っても、白酒の既存イメージを刷新したら、買ってみたい
という気持ちがあることがわかった。
以上により、
「伝統的な酒類においても、イメージを刷
新することで、新たな市場につなげていく可能性が存在し
ている」という仮説を検証することができた。不振の現状
打開に向け、ターゲットを絞り、新しいイメージづくりを
めざす経営戦略が求められる。
5. 今後の課題

① 文献調査

研究した標本は 20 代の学生が多かった。社会人と違い、

Ⅰ日本と中国の酒類イメージと行動の差異。

消費能力が低いし、白酒を飲む、購入、消費することが少

Ⅱ「イメージ」と「消費行動」についての理論的考察。

ないこともあり、全体状況を反映しているとは言えないか

② アンケート調査：

もしれない。今後の課題としたい。

調査対象：中国全国の住民を対象として実施。

本研究によって、白酒のイメージを変えることで消費行

a. 消費者属性（年齢、性別など）や飲酒習慣に関する調

動を促進する可能性があることを明らかにした。今後とも、

査

新時代・新感覚に即応した白酒のブランドイメージに

b. SD 法で白酒を含め四つの酒類イメージ調査

について検討、研究を重ねていきたい。

③ インタビュー調査：
アンケート調査の結果に基づき、結果を検証するために、
5 人を対象にインタビュー調査を実施する。

