
統合新領域学府ユーザー感性学専攻修士課程

学位記番号 学位 学生氏名 研究課題 論文公開可否 論文概要可否

622 修士(　感性学　） 阿部　崇央 ユーザー感性学における死の概念に関する研究 可 可

623 修士(　感性学　） 岩山 俊裕 眠気・睡眠不足が創造性に与える影響の検討 否 可

624 修士(　感性学　） 上森 浩晃 呼吸周期に同期して起こる脳波変化についての研究 否 可

625 修士(　感性学　） 王　伊諾
パーソナライズ化粧品の購買決定要因に関する研究
-日本と中国のユーザーをタッゲートに-

否 可

626 修士(　感性学　） 鬼丸 雅史 REM 睡眠中の夢の情動推定に関する検討 否 否

627 修士(　感性学　） 川口　圭子 日本の子どもたちは幸福ではないのか？―ユニセフ『レポートカード16』を端緒とした探索的研究― 否 可

628 修士(　芸術工学　） 川口　公輔 高齢者の移動を支えるモビリティサービスに関する研究 可 可

629 修士(　芸術工学　） 川藤　知恵
家電製品の意匠における木目調デザインに関する研究
―ユーザーの印象評価による選好傾向の分析―

可 可

630 修士(　芸術工学　） 木尾　優馬 家庭料理での手順の省略による欠落感とCMによる補完の研究 可 可

631 修士(　感性学　） 康　暁雯
観光動機と過去の観光経験との関係に関する研究
-訪日中国人リピーターと初めての訪問者を対象として-

否 可

632 修士(　感性学　） 河野 寛之 朝・昼・夕の高照度の光が高齢者の概日リズムと睡眠に与える影響 否 否

633 修士(　感性学　） 佐藤 燦斗 一晩の模擬的夜勤による耐糖能への影響：メラトニン受容体遺伝子多型に着目した個人差 否 可

634 修士(　芸術工学　） 髙田　佑亮 ビジネスモデルがゲーム導入部の構成に与える影響 可 可

635 修士(　感性学　） 髙山 航希 入眠期の脳活動に関する研究：EEG-Micro StateとfMRI-BOLD信号を用いた検討 否 否
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ユーザー感性学における死の概念に関する研究 

Death ; Her Concepts for Kansei-Thanatology 

2FS20022N 阿部崇央 ABE Takao 

 

▪背景・目的 

死とは我々人間にとって究極的かつ根源的なテーマの１

つである。一般に死は生と対照的に捉えられるが、一言で「死」

と呼称しても、肉体の死や社会死などで意味合いは大きく変

わる。そして尊厳死問題など様々な状況で、何を死として扱

うか議論が続いている。またユーザー感性学は従来、我々生

者の快適な生活の在り方を追究してきた。しかし生死は地続

きの関係であるため、死の領域にユーザー感性学が踏み込め

る余地は充分にある。 

ゆえに感性学と死の間における結びつきを考察し、人間と

しての死生観を今後考える上でのヒントを探ることを本研

究の目的とした。ユーザー感性学という新たな切り口から人

間の生死を見つめ直し、且つユーザー感性学の対象を死の領

域まで拡張することで、新たな感性学の姿を模索していく。 

 

▪研究方法・調査 

『ユーザー感性学事典』の記載をもとに、視点という形で

ユーザー感性学が対応できる領域を設定した。ユーザー感性

学専攻を構成する３コースからそれぞれ、「心身の機能」「他

者との関わり」「事物に対するイメージ」の 3 視点として捉

え、本研究で扱うものとした。本稿では各視点に関わる文献

を調査し、死の概念を考察した。 

 

▪調査結果および考察 

調査の過程で、ユーザー感性学で捉えられる死の概念は単

一でないことが示唆された。各視点において死を定める立場

や目的などで死の価値観が異なっていることがその要因で

あるため、視点や条件ごとに区分して死の諸概念を考察した。 

 「心身の機能」とは、死する自己の心理・肉体など内的環

境に関わる。その死の概念とは自己が生の限界を察すること

で成立する「諦める」こと、そして生体機能が二度と回復し

ないとして医師などの他者から将来的な復帰を否定される

「見放される」ことの２種が挙げられる。ここでは自己と他

者にとっての死の概念は一致するとは限らない。 

「他者との関わり」における死では、社会的な死がその中

心である。この視点における死の概念は2通りで、集団と個

人の関係の中でコミュニティの安寧を保つため、異端的存在

が社会的接触を一時的に失効する「退けられる」こと1つ目

である。2つ目は他者の生を延ばすために経済・権力的に個

人の生を制限される「消費される」ことであるいえる。この

視点では、死者となる自己と死をもたらす他者の死生観は交

わらない。 

「事物に対するイメージ」の視点では、物語や教義を通し

て死をどのように価値づけたかに着目した。日本の宗教観で

は肉体の崩壊や知人との離別などのモノ・コトを基に生死を

隔絶せず、プロセス化などで複合的・婉曲的に死を表現して

いる。ここでの死の概念とは段階的な事象の推移、すなわち

「別の存在へ変わりゆくこと」が相応しい。物語的な死の表

現は理性の領域での理解ではなく、感性の段階での死の価値

観創出により、生と死の不安定な在り方に一定の納得を我々

にもたらす効果がある。 

 

▪展望 

近年、死に関する思想と環境が相容れなくなる問題が増加

し、死を研究する死生学（Thanatology）は「死の準備教育」

の側面から脱却する必要がある。死の実証不能性と多様化が

その主因であり、このような混沌とした状況にユーザー感性

学を活用する可能性が充分にある。ユーザー感性学のなせる

術とは、人間の世界受容に関して多元的な要素に抽象化し、

新たな価値観への発展を試みることであると筆者は理解し

ている。様々なコンテクストを複合的に扱う中で人間の死に

とっての新たな側面を創造・発見することが、現代の死生観

に対するユーザー感性学の道筋である。 

 本稿で取り扱った死は非常に限られた範囲に留まるが、現

代の死生観がはらむ不整合性に対する一定の着地点の手が

かりを示せたものと考えている。本研究が生死を扱う感性学、 

いわば感性死生学（Kansei-Thanatology）のきっかけとなれ

ば幸いである。 



１．はじめに 

睡眠は人にとって必要不可欠なものであり、記憶や学習に

重要な役割を果たしていることが知られている。また、眠

気や睡眠不足は作業効率を低下させることが知られてい

る。創造性においては、睡眠が認知的な柔軟性を高め、創

造的な思考をサポートするとされている。一方で、睡眠が

創造性に有益でないという報告もされている。また、眠気

や睡眠不足は、創造的な問題への誤った解法から抜け出し

やすいなど、眠気や睡眠不足が創造性に良い影響を与える

結果がある。このように創造性に対して睡眠と睡眠不足で

矛盾したような結果が示されている。しかし、眠気や睡眠

不足に着目して創造性に関する検討をした先行研究は少

なく、この関係には未知の部分が多くあると考えられる。

そこで、本研究では創造性を“問題への新しい回答を生み

出す能力”と定義し、第一実験では日常生活で感じるよう

な軽度の眠気が創造性に与える影響について検討し、第二

実験では部分断眠という実験的介入を行い、睡眠不足が創

造性に与える影響について検討することとした。 

２．方法 

【第一実験】参加者：若年男性 46 名(21.8±2.0 歳)を対

象に計測を実施した。 

測定項目：主観的眠気を測る質問紙である Stanford 

Sleepiness Scale(SSS)などの結果を取得した。また創造

性を評価するためにタングラムと呼ばれる数理パズルを

用い、タングラム課題の正誤、回答時間を取得した。 

手続き：本実験は午前 10時から 12時の間に、各参加者の

自宅で実施させた。SSS などの質問紙に回答させた後に、

4種類のタングラム課題を実施させた。 

統計解析：各タングラム課題に関して、各タングラムに対

する回答時間と SSS との関係をスピアマンの順位相関係

数を用いて検討を行った。また、各タングラムの回答時間

から参加者に順位を付け、4つのタングラムに対する各参

加者の平均順位を算出した。そして、平均順位と SSSとの

関係をスピアマンの順位相関係数を用いて検討を行った。 

【第二実験】参加者：若年男性 27 名(22.6±1.9 歳)を対

象に計測を実施した(睡眠群:13名,部分断眠群:14名)。 

測定項目：SSS、客観的眠気を測る指標のひとつである

Psychomotor Vigilance Test(PVT)などの結果を取得した。

また、創造性を測る指標として Divergent Association 

Task (DAT)とタングラムを実施した。DATとは発散的思考

を問う課題である。タングラム課題では、ひとつのシルエ

ットに対する組み合わせ数を取得した。 

手続き：実験室実験は 3日間にわたって実施した。参加者

に実験日の 2 日前から 8 時間睡眠することを求めた。実

験 1日目、参加者に実験室に到着することを求め、実験室

内で 8時間睡眠をさせた。実験 2日目、SSSなどの質問紙

への回答後、開眼安静、PVT、DAT、タングラム課題(シル

エット：ハート&シカク)を行わせた。実験 2日目の夜、睡

眠条件(睡眠群：8時間睡眠, 部分断眠群：2時間睡眠)に

合わせて睡眠をとることを求めた。実験 3日目、SSSなど

の質問紙への回答後、開眼安静、PVT、DAT、タングラム課

題(シルエット:ハート&シカク,ツボ&トリ)を行わせた。 

統計解析： 睡眠条件が眠気に影響を与えているかを確認

するために SSS、PVT の結果に対して、2 元配置分散分析

を行った。また、創造性課題への結果と睡眠条件の関係を

検討するために、DAT、タングラム課題の結果に対してそ

れぞれ 2 元配置分散分析を行った。 

３．結果 

【第一実験】各タングラムの回答時間と SSS の関係に関

して、4種類のタングラムで有意な相関が認められなかっ

た(rho=-0.04, p=0.797; rho=0.17, p=0.323; rho=0.09, 

p=0.593; rho=0.12, p=0.478)。タングラムの平均順位と

SSS の関係に関しても有意な差は認められなかった

(rho=0.17, p=0.300)。 

【第二実験】本実験では睡眠条件の違いに着目したが、群

で主効果があった場合でも個人差の影響である可能性が

ある。そこで、群と日付に交互作用があることに着目した。 

SSS：群×日付の交互作用が認められ(F(1,24)=14.9, 

p<0.001)、断眠後に眠くなっていることが確認できた。 

PVT：群×日付の交互作用が認められ(F(1,24)=9.75, 

p=0.005)、断眠後に持続的注意機能が低下していたことが

確認できた。 

DAT：群×日付の交互作用は認められなかった(F(1, 

25)=1.50, p=0.231)。 

2日目と 3日目で同じタングラム課題：群×日付の交互作

用が認められなかった(F(1, 24)=0.27, p=0.608)。 

2日目と 3日目で異なるタングラム課題：群×日付の交互

作用が認められなかった(F(1, 24)=0.04, p=0.839)。 

４．考察 

第一実験の結果から、創造性は覚醒状態や軽度の眠気の影

響を受けないことが考えられた。また、第二実験では主観

的に眠気を感じ、持続的注意機能が低下している結果を得

たにも関わらず、創造性課題に対して、群と日付の有意な

交互作用は見られなかった。これらのことから、創造性課

題に対して眠気のある状態や睡眠不足時は、睡眠をとった

状態と同等のパフォーマンスを維持できる可能性がある。 

眠気・睡眠不足が創造性に与える影響の検討 

Examining the Effects of Drowsiness and Lack of Sleep on Creativity 

2FS20020G 岩山俊裕 IWAYAMA Toshihiro  



1.はじめに 

呼吸とはガス交換を担う行為で、生きていくうえで欠か

すことはできない。呼吸周期に同期して起こる生理反応と

して呼吸性洞性不整脈 (RSA ： Respiratory Sinus 

Arrhythmia)が知られている。RSA により心拍の R-R 間隔

は吸気時に短縮し、呼気時に延長する。RSAはガス交換の

最適化のために生じると考えられている。この現象は心臓

迷走神経を媒介して調節されることから自律神経が深く

かかわっていると考えられる。一方で呼吸周期に同期して

中枢神経系の活動がどのように変化するかは明らかでは

ない。本研究では呼吸周期に同期した中枢神経系の活動の

変化を、脳波を評価指標として用いて検討することを目的

とした。 

2.第一実験 

2-1.目的・方法 

 第一実験では、呼吸統制を行わない自発呼吸のもとで脳

波と呼吸の同時計測を行い、呼吸周期に同期した脳波変化

が生じるかどうか検討することとした。 

 被験者は健康な大学生・大学院生 20名とした。被験者

には 2分間ずつの閉眼・開眼を交互に計 7回行わせた。得

られた呼吸曲線から 1 周期の呼吸を 4 つの呼吸フェーズ

（呼気前半、呼気後半、吸気前半、吸気後半）に分割した。

脳波は各周波数成分のパワー値の時系列データを作成し、

呼吸フェーズ毎の平均パワー値の増減率を算出すること

で呼吸周期に同期した脳波変化とした。 

2-2.結果・考察 

 分散分析の結果、後頭部においてα波成分について呼吸

フェーズの主効果が認められた(p<0.05)。下位検定の結果、

呼気後半に比べ、吸気後半においてα波の出現量が多かっ

た(p<0.05)。α波の出現量は大脳皮質の活動を反映してお

り、覚醒時におけるα波の出現は大脳皮質の活動低下と関

連している。つまり、呼気後半に皮質の活動が高まり、吸

気後半に皮質の活動が低下したと解釈できる。 

 3.第二実験 

3-1.目的・方法 

 第一実験により、呼吸周期に応じてα波の出現量が変化

した。しかし、第一実験では後頭部でしか脳波測定を行っ

ておらず、後頭部以外の部位における脳波と呼吸の関係に

ついては検証できなかった。また、呼吸統制を行わないと

きのみの検証しか行っておらず、呼吸周期の違いが脳波に

及ぼす影響は検証できなかった。そこで第二実験では、後

頭部以外での呼吸と脳波の関係について検討することと

被験者内で異なる長さの呼吸周期で呼吸統制を行った時

に脳波と呼吸の関係にどのような影響が生じるか検討す

ることとした。 

 被験者は健康な男子大学生・大学院生 16名とした。実

験器具装着後に安静時間を設け、被験者の 1 分間当たり

の呼吸数を数えた。この被験者ごとの安静時の 1 分間当

たりの呼吸数を基準に 1)測定した呼吸数と同じペースで

の呼吸統制(普通条件)、2)測定した呼吸数を 0.8 倍した

ペースでの呼吸統制(ゆっくり条件)、3)測定した呼吸数を

1.2倍したペースでの呼吸統制(速い条件)の3種類を設け

た。各条件で測定時には 2 分間の開眼と閉眼を 2 回ずつ

行わせた。 

3-2.結果・考察 

分散分析の結果、普通条件について Ozにおけるα波成分

について呼吸フェーズの主効果が認められた。下位検定の

結果、呼気後半に比べ、呼気前半においてα波の出現量が

多かった(p<0.05)。呼吸フェーズと開閉眼状態の交互作用

は認められなかった。一方で Fzにおいては呼吸フェーズ

と開閉眼状態の主効果、呼吸フェーズと開閉眼状態の交互

作用は認められなかった。普通条件では Ozにおいてα波

成分の呼吸周期に同期した変化が認められたが、Fz にお

いては認められなかった。α波は安静状態では後頭部優位

で出現することが知られている。α波による大脳皮質の活

性度の評価が難しい前頭部においてはα波成分の出現に

呼吸周期の影響が及ばなかったのかもしれない。 

 ゆっくり条件と速い条件ではα波成分が呼吸周期に同

期して変化することを示す結果は得られなかった。これに

は二つの原因が考えられる。一つ目は安静時の呼吸数とは

異なるペースで呼吸統制を行わせたことにより息苦しさ

や不快感が生じ、脳活動に影響を及ぼした可能性が考えら

れる。二つ目は安静時と異なるペースで呼吸統制を行わせ

たことで、ゆっくり条件と速い条件では普通条件と比べ、

呼吸を維持することにより注意深く意識をむける必要が

生じた可能性が考えられる。 

4.まとめ 

 本研究では呼吸周期に同期して中枢神経系の活動が変

化するかどうか脳波を評価指標として検討した。第一実験

で呼吸周期に同期してα波の出現量が増減したことから

大脳皮質の活動が呼吸周期に同期して変化する可能性が

示された。第二実験で後頭部だけでなく、頭頂部、中心部

でも呼吸に同期したα波の増減を示す結果が得られたが、

前頭部では認められなかった。大脳皮質の活性度を反映す

るα波の部位による出現量の違いが影響しているのかも

しれない。 

呼吸周期に同期して起こる脳波変化についての研究 

Fluctuation of Brain Synchronized with the Respiratory Cycle 

2FS19001M 上森浩晃 UEMORI Hiroaki  



1.研究背景 

「美容大国」と呼ばれている日本では、百貨店やドラッ

グストアなどの店頭販売から、訪問販売、カタログ通販、

テレビ通販など、多数の化粧品販売チャネルが存在する。

化粧品業界出荷額は2012年以降、右肩上がりの傾向にあ

り、2018年度には過去最高を記録した。ところが、新型コ

ロナウイルスの影響やそれに伴う訪日外国人の入国禁止・

緊急事態宣言により、感染リスクのある百貨店やドラッグ

ストアなどの店頭販売の来客数が大きく減少している。

2020年度の市場規模は、東日本大震災が起きた2011年以

来9年ぶりに16％近く減少した。 

こうした環境の変化に伴って、物理的に店舗への来店や

接客に制限ができ、店頭販売という強みが活かせなくなり、

消耗品である化粧品はオンラインショップで購入するユ

ーザーは増加している。特に化粧品特有の繊細な「色」、

「質感」、「肌馴染み」、「使用感」等、実際に店頭で試すこ

とが購入プロセス上に強く位置付けられている。そのため、

今回の経済危機とユーザー購買行動の変化を契機として、

化粧品産業において、「顧客体験」価値を作りさせるDX化

の進展が予測された。要するに、DX を導入することによ

って、ユーザーの体験を向上させ、化粧品市場に革新をも

たらすことが期待できる。 

2.研究目的 

本研究では、化粧に高い関心度を持つ日本人・中国人若

い女性をターゲットに、既にパーソナライズ化粧品を展開

している化粧品企業各社の事例に対して、購買決定要因を

抽出することを目的とする。さらに、日中ユーザーのそれ

ぞれの考え方を比較することによって、これからの企業が

パーソナライズ化粧品を展開する方向性を考察する。 

3.現状分析 

本章では、日本大手化粧品企業であり、資生堂・花王・

コーセー・ポーラ・ファンケルこの5社がそれぞれ展開し

ているパーソナライズ化粧品（オンラインとオフライン）

の事例について述べ、比較する。 

4.研究方法 

①先行研究 

パーソナライズ化粧品は一般の化粧品と異なって、新し

いセンシング技術を活かすことにより、一人一人異なるユ

ーザーに対して、個別最適化した価値提供することが実現。

そこで、一般化粧品の購買モデルを調べた上で、技術普及・

受容に関する論文において使用されている適切な理論モ

デルを用いて、新しいサービスや技術に対する購買決定要

因を整理する。 

②インタビュー調査 

本研究の仮説導出の前に、化粧品のメインユーザーであ

る日本人・中国人若い女性の考え方を把握するため、イン

タビューによる定性調査を行なった。 

③分析モデル及び仮説の構築 

本研究の分析モデルは、外部変数、媒介変数、従属変数

の3段階モデルとなっている。分析モデルをもとに、仮説

を設定した。 

図1 本研究の分析モデル 

 

④アンケート調査 

本研究で提示した分析モデルと仮説を検証するため、日

本人・中国人若い女性それぞれ60人、計120人に、化粧

品購買決定要因に関するアンケート調査を行った。 

⑤データ分析 

本研究では、提示した分析モデルは複数のパスが多重に

引かれるカタチで構成されており、分析モデルの構築主旨

に合うカタチで各変数間の因果関係を比較しやすいと考

えたため、共分散構造分析を採用した。 

5.結論 

⑴情報システム・ユーザーの使用促進を目的に構築された

技術受容モデル(TAM)が、若い年齢層女性のパーソナライ

ズ化粧品の購買意思決定の分析でも使用可能なことが確

認された。 

⑵検証内容から、日本と中国の購買意思の差異も明らか

となった。さらに、本研究の分析モデルを通じて、両国

市場とユーザーを理解したうえで、パーソナライズ化粧

品の展開方向性を示した。 

6.課題と今後の展望 

今後は、全面的な分析を進めるなら、より幅広い年齢

層、より多くのサンプルに調査と検証が必要があると考

えられる。また、今後の変化を考えれば、本研究では有

意とならなかった変数も、ユーザーの意識の変化に伴

い、今後は有意となる可能性もあるだろう。 

パーソナライズ化粧品の購買決定要因に関する研究 
ー日本と中国のユーザーをターゲットにー 
A Study on Purchasing Determinants of Personalized Cosmetics -Targeting Users in Japan and China- 
 
2FS20011Y  王伊諾 WANG Yinuo 



第１章 ユニセフ『レポートカード 16』をめぐって 

ユニセフ・イノチェンティ研究所による報告『レポート

カード 16―子どもたちに影響する世界：先進国の子ども

の幸福度を形作るものは何か』（2020）によると、日本の

子どもの幸福度の総合順位は、先進国 38 ヵ国中 20 位で

あり、その中の精神的幸福度は 37位という結果であった。 

筆者は、教育現場において子どもを取りまく環境の変化

を肌身で感じていたが、どうしてこんなにも低いのか、日

本の子どもたちは幸福ではないのだろうかという問いを

もった。この問いを起点として特定課題研究として探索的

に研究を進めた。 

第２章 「子ども」と「幸せ」、定義の検討 

「子ども」の定義は、時代とともに変化してきた。本研

究では「親や大人の対としての子ども」として取り扱う。 

 子どもの幸福には大人との関係性の視点が必要だとわ

かった。 

第３章 研究の問題・目的と方法 

本研究の目的は日本の子どもたちの精神的幸福度につ

いて子どもの「主観」に着目して探索的に詳らかにする。 

先行研究には、日本の子どもたちの自尊感情が低いこと

を取り上げ、その原因や背景に日本の問題点が示されるも

のが多くある（汐見 1997、古荘 2009 など）。しかし日本

の子どもたちは幸福ではない、という国際調査の結果に対

して疑問を持つものはほとんどなかった。 

本研究は発達関係論の視座に立ち、大人と子どもの関わ

りにおける「眼差し」に焦点を当て、間主観性・相互主体

性（鯨岡 2006）を基軸にその関係性を見ていく。 

第４章『レポートカード 16』における指標の検討と考察 

日本は子ども当事者が答えた 2つの指標、生活満足度と

社会的スキルが非常に低いが、この 2 つの指標の日本語

訳が必ずしも子どもたちの生活実感を掬い取る表現にな

っていないということがわかった。 

第５章 日本の子どもの居場所における「眼差し」の検証 

子どもの大切な居場所として機能した 3つの場所を参

与観察した。大人も子どもも相互主体的に遊び生きる姿

や、子どもの気持ちを間主観的に感じようとする大人の

眼差しによって子どもの気持ちに変化が起こることなど

が観察できた。 

第６章 EUにおける「育てるもの – 育てられるもの」

の関係を探る 

研究の端緒となった『レポートカード 16』の結果とし

て、より子どもの幸福度が高いとされる EU圏の国々をよ

く知る日本人３名にインタビューを行った。結果、日本、

EU という国の枠組みを超えて大人の関わりによって子ど

もの幸せは作られるということがわかり、自己省察を通し

て、日本の子どもの主観的な幸せを眼差す、一人の大人と

しての可能性に目が開かれる自己理解の変容が起きた。 

第７章 総合考察 

Ⅰ.『レポートカード 16』から見る子どもの幸せ 

ユニセフは『レポートカード（通知表）』という形で警

鐘を鳴らすために指標を設けランキングをしているが、指

標そのもの、及びその翻訳には丁寧な検討が必要である。 

子どもが大人との関係の中に生きる存在であるという

認識に立ち、指標には関係性を問う工夫が求められる。 

Ⅱ.子どもの内発的な行動を支える大人 

一律に学力によって子どもを評価するようになったこ

ろから子どもの自尊感情の低下が始まり、日本の大人はそ

の問題を学校や社会、または家庭に解決を求めるように見

える。しかし参与観察・インタビューを通して、現場でそ

れを支える大人が「間主観性」という関わり方の価値を知

り、子どもの内発的な心の動きを大切にすることによって

子どもの幸福が作られることがわかった。 

Ⅲ. 筆者が修士課程や研究を通して得られた認識の変化 

筆者は子どもの自尊感情を大切にしたいという思いを

持ち修士課程で学び、子どもの姿を見つめる中で、子ども

が求めているのは大きなことではなく、子どもを取り巻く

ほんの小さな環世界の中にその幸せがあると気づいた。 

そして、人から紡ぎ出されることばを掬い取り考察してい

く行為の中で、「人間理解とは文脈なのだ」と理解した。 
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1.研究の目的 

近年、高齢者が引き起こす交通事故や免許返納が社会問

題となっている。しかし、高齢者が運転免許を手放した後

の移動方法は確立されていないというのが現状である。 

カーシェアリングやレンタカー、乗合バスなど、自動車が

提供する価値が「所有」から「利用」へと広義的になった

現代で、サービスを通してこの問題を解決できるのではな

いかと考える。本研究は、既存のサービスの文献調査と現

地調査を並行して行い、それらを踏まえて今後モビリティ

サービスに含めるべき要素・要件を抽出する。 

2.文献調査  

日本の 65 歳以上人口は、2020 年に 3619 万人となり、

総人口に占める割合は28.8%となった。2065年には38.4%

に達し、国民の約2.6人に1人が65歳以上の者となる社

会が到来すると推計されている。日本の2020年の自動車

運転免許保有者数は約8199万人で、16歳以上の人口に対

する免許保有者数の割合は 74.8%と高い水準となってい

る 。1995 年から 2020 年までの年齢階層別の免許保有率

の推移としては、高齢者の保有率は増加傾向にあることが

わかった。2019年には75歳以上の免許返納者数が年間35

万人をこえ、2019年までは増加傾向にあった。 

3.事例調査 

(1) グリーンスローモビリティの事例調査 

グリーンスローモビリティの低速度での運行という特

徴から、一般的な自動車と比べて自動運転による制御がし

やすく、実際に運行されていることが分かった。狭い範囲

での決まったコースのみの運行が自動運転による運行を

可能にしていると考えられる。また、運転手が不必要なこ

とから、運転手が不足している地域での活用も期待されて

いる。 

(2)小型 EVカーシェアリングの事例調査 

超小型電気自動車（トヨタC⁺pod）を活用したカーシェ

アリングサービスの実証実験である「よかまちみらいプロ

ジェクト」にインターン生として参加し、ヒアリング調査

を行った。その結果、試乗会で運転のしやすさは評価され

ていたが、スマートフォンを持っていないとこのカーシェ

アリングサービスを利用することができないという仕組

みが大きな課題となっていた。実証実験の結果としても、

高齢者が多く住んでいるステーションでの稼働率は低く、

実際に移動手段として活用してもらうためには、高齢者の

方々がハードルを感じにくい利用の仕組みを確立してい

く必要があると考える。 

(2)オンデマンドバス「のるーと」の事例調査 

 福岡で運行しているオンデマンドバス「のるーと」のア

イランドシティと壱岐南のエリアで現地調査を行った。そ

の結果、壱岐南エリアでは高齢者の移動手段として「のる

ーと」が活用されている事がわかった。また、運転手の方

へのヒアリング調査から、予約の電話対応をしているとい

うことが、高齢者に利用してもらう上では重要であること

がわかった。 

(3)コミュニティカーシェアリングの事例調査 

宮城県石巻市を中心に活動を展開しているコミュニテ

ィカーシェアリングについて、現地に赴いての活動の観察

や、会員の方々へのインタビューを通して、その実態と活

動の意義を調査した。その結果、コミュニティカーシェア

リングの活動には、「移動に困っていて、体力的にも金銭

的にも助かっている人」や「ボランティア活動を通して地

域に貢献し、充実感や喜びを感じている人」、「移動には困

っていないが、お出かけやお茶っこが楽しみで参加してい

る人」など様々な人が参加していることが分かった。移動

に困っていない高齢者の人も、楽しみながら参加できる点

がコミュニティカーシェアリングの強みであると考える。

また、地域コミュニティに根付いた活動である為、運転の

中止によって社会的につながりを絶たれ、孤立してしまう

心配もあまりない。このような理由から、高齢者にとって

コミュニティカーシェアリングは、「移動」という価値以

上のものを提供しているだろうと考えられる。 

4.まとめと考察 

今後求められるモビリティサービスとして、高齢者が便

利に移動できるサービスであることはもちろんだが、「利

用し続けたいと思わせる仕組み」が非常に重要であること

がわかった。高齢者は免許返納によって移動手段だけでな

く、外出機会やコミュニケーションの場まで失う可能性が

ある。地域や他者との繋がりを創出したり、貢献意識を持

って利用できたり、スマホなどを使わなくても簡単に利用

できるといった、一見、見落としがちな価値こそが今後重

要になってくると考える。以下の6つの項目が、今回の調

査から導き出された、今後の高齢者の移動を支えるモビリ

ティサービスに含めるべき要件である(図 1)。 

 

 

 

 

 

 

図 1 本研究で導き出した要件6項目 

高齢者の移動を支えるモビリティサービスに関する研究 
A	Study on Mobility Services that Support the Mobility of the Elderly 
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1. 研究背景 

戦後の日本では、経済の復興と成長に伴い工業製品の開

発・生産が盛んになった。1950年代以降、大手家電メーカ

ーから「家具調テレビ」に代表される、製品の外装部に木

質を取り入れた家電製品が流行した。しかし 1980年代以

降、外装部に天然木を用いた家具調家電は姿を消した。一

方で、現在では印刷や塗装によって人工的に木目を再現し

た木目調の家電製品が販売されている。 

2. 研究目的 

 本研究の目的は、家電製品の意匠における木目調デザイ

ンの意義や役割を明らかにすることである。特に、木目調

デザインの創出過程とユーザーからの印象評価に焦点を

あてて研究を行った。 

3.   木目調家電の歴史 

家電製品の木目調デザインは、家具調家電の時代を経た

上で創出されたデザインであるため、まずは家具調家電に

ついてその誕生から衰退を家電種別ごとに整理した。   

家具調家電が流行し始めたきっかけとして、その家電の

誕生の起源となったものが木製であったということ、また、

当時の家電製品に対する価値観と意匠デザインが見合っ

ていることが重要であったと考えられる。そして、家具調

家電が流行した要因として、当時の家具の流行を取りいれ、

ユーザーの住居インテリアに調和していたことが挙げら

れた。この他、木目調デザインの成立に関連していると考

えられる、木目調加工技術の変遷、木目がもたらす心理的

効果に関する既往研究、木目に着目した住居内装の変遷に

ついてまとめた。 

4.   木目調家電の現状 

次に大手家電メーカー10社の2000年以降に販売された

木目調デザインの家電製品について調査した。ステレオや

エアコン、冷蔵庫など様々な家電種別において木目調デザ

インが確認できたが、継続的に販売されている製品はほぼ

見られなかった。一方で、家電業界に新規参入してきたメ

ーカーの製品に木目調デザインが多く確認できた。中でも

加湿器などの空調機器に木目調家電が多く見られること

が分かった。また、その流通形態に関して、近年ではネッ

トショッピングの活用や、ＯＥＭなどの業務形態を取って

いる企業が増加傾向にあることが分かった。木目調家電の

宣伝記述に関しては、「インテリア」、「落ち着いた」、「温

もり」、「素材感」などのワードが頻出していた。 

5.  木目調家電に対する印象評価実験 

5.1.  ＳＤ法を用いた印象評価実験 

本実験の目的は、家庭用電化製品の外装仕上げについて、

木目調家電と単色プラスチック外装の家電を比較した場

合のユーザーの心理的評価がどのように異なるかについ

て分析することである。被験者は 10代、20代を中心とす

る男女 56 人で、4 種の家電種別を対象とした。実験の結

果図 1 のようなイメージプロフィールを得た。木目調家

電の評価は家電種別によって異なるものの、一人暮らしの

人や戸建て住宅に住む人に好まれやすく、単色プラスチッ

ク外装の製品と比較して、暖かさ、柔らかさ、自然な、カ

ジュアルな、といった点で特徴が見られることが分かった。 

図 1. 家電 4種別を総合したイメージプロフィール 

5.2.  評価グリッド法を用いた印象評価実験 

 本実験の目的は、木目調の家庭用電化製品の評価構造を

明らかにし、ユーザーの評価が高い木目調デザインについ

て考察することである。本研究で用いた画像は 18枚の木

目調家電の写真である。男女 10人の被験者に対して、イ

ンタビュー形式で対象の好ましい点について具体と抽象

を行き来するように質問し、各被験者の回答の結果を基に

評価構造図を作成した。実験の結果から、家電製品への木

目調の取り入れ方としてより好ましいと判断される具体

的な条件を抽出することができた。 

6.   結論 

本研究においては、家電製品の意匠における木目調デザ

インの意義や役割を明らかにした。初めに木目調デザイン

の家電製品が生まれた経緯と現状を整理した。次に、印象

評価実験を行った。その結果、木目調家電を好む人の属性

として、一人暮らしの人や戸建ての持ち家に住む人が挙げ

られ、木目調家電のデザイン的特徴が明らかになった。そ

の他、木目調が好ましいと評価される家電製品の条件とし

て、機械らしさがない製品や、丸みを帯びた小型の形状の

ものなどの詳しい条件が抽出でき、さらに木目の色調や木

目を使う割合に関しては製品に付与させたいイメージに

よって適したものを設定する必要があることが分かった。 

家電製品の意匠における木目調デザインに関する研究 ―ユーザーの印象評価による選好傾向の分析― 
A Study of Wood Grain Design of Home Appliances - Analysis of Preference Based on User Impression 
Evaluation- 
 
2FS20023E 川藤知恵 KAWAFUJI Chie 



【背景・目的】 

近年では加工食品、調理済み・半調理済み食品、冷凍食

品などは、生活に必要なものになっている一方で、これら

の商品を使うことが「手抜き」だと考えるネガティブな消

費者の意見もある。食品メーカーはCMを代表とする消費

者とのコミュニケーションを通してこのネガティブな感

情を補完しており、その補完方法を明らかにすることで消

費者とのコミュニケーションの問題点や改善点、新たな表

現の可能性などが考察できる。よって、本研究では家庭料

理で既製品を使い調理手順を省略することで起こる消費

者のネガティブな感情を「欠落感」とし、欠落感について

包括的な調査を行いその実態を明らかにし、現代の食品

CM の補完表現との関係を明らかにすることを目的とした。 

【研究方法】 

家庭料理にまつわる慣習・価値観についての先行研究、

作り手と食べ手ごとの手順を省略した料理に対する感情

を自由記述で回答するアンケートから欠落感の実態につ

いて調査を行い考察する。その後、食品メーカー・飲食点

がホームページ上で公開している、60 秒以内で、家庭や

日常的な生活シーンを描いているCM122本を対象に、特徴

的な訴求表現を抽出し、各表現が補完している対象につい

ての分析を行い、欠落感CM表現の対応関係を考察する。 

【欠落感の実態とCMでの補完表現】 

「手作り性」の欠落 

高度経済成長期に浸透した家庭料理にまつわる規範によ

り、作り手には料理に手間暇かけて愛情を込めることが求

められ、作り手の罪悪感や、食べ手の寂しさの原因になる。 

愛情が料理にこもっているセリフなどで補完される。 

「バラエティ」の欠落 

家庭料理にまつわる規範により作り手にはバラエティ豊

かな料理を食卓に出すことが求められ、食べ手の飽きなど

の原因になる。アレンジの紹介や、食べ方や食べるシーン

など食事の新たな楽しみを提案することで補完される。 

「良妻賢母性」の欠落 

家庭料理にまつわる規範により女性には特に「手作り性」

「バラエティ性」が強く求められる社会的傾向がある。兄

や父が家庭での料理する描写などで補完される。 

「味の最適化」の欠落 

既製品は味が固定され、相手の好みに合わせて味を最適

化することができない。「美味しい」などのセリフで消費

者の好みから外れないことを一般化して補完される。 

「栄養」の欠落 

既製品を使うことで栄養が偏ることに消費者は不安を感

じる。減塩などの商品機能の訴求などで補完される。 

「安心感」の欠落 

「食品添加物＝危険」という消費者の誤解による欠落感。

今回の調査対象のCMでは補完表現が得られなかった。 

「料理をつくるよろこび」の欠落 

手作り料理にある作り手の満足感・自己実現などが欠落

する。既製品を使った調理にも新しい楽しみがあることを

提案することなどで補完される。 

「余裕感」の欠落 

作り手が既製品を使うと食べ手は、作り手が忙しいので

はないかと心配に思う。本研究では補完表現が得られず、

商品の利便性を訴求する際に作り手が困っている姿を描

くことで、「余裕感」欠落を形成していると考えられる。 

「環境に配慮した食生活」の欠落 

既製品を使用することで環境に負担をかけることを意識

する。アンケートなどでは得られず CMでしか見られない

ため、多くの人は意識していない欠落感だと考えられる。 

【結論】 

欠落感のCMでの補完表現は以下の３つに分類できる。 

①単純に欠落感を埋める表現 

②新しい価値観や問題の解釈を拡大する表現 

③問題となる価値観を根本的に覆す表現 

「栄養」「味の最適化」「料理をつくるよろこび」などの

避けられない欠落感には①②の表現が用いられる。「手作

り性」「バラエティ」「良妻賢母性」などの慣習・規範が原

因になる欠落感は①②の表現に加え③の表現も用いられ

る。②③の表現は一時的な問題解決ではなく持続的な解決

につながる表現であり、そのキーワードや表現方法のディ

ティールは文化の変容や流行の切り口として読み取るこ

とができ、CM 以外のメディアにもメッセージ性・オリジ

ナリティの強いコンテンツとして応用できる。 

 「安心感」「余裕感」のなどの既製品へのネガティブイ

メージはCMの特性上これらの欠落感について直接的な訴

求をするメリットが少なく表現されない。しかし、「ブラ

ンドイメージの形成」といったCMの機能と他のメディア

やコンテンツを掛け合わせることで補完が可能である。 

 また、「環境に配慮した食生活」の欠落のようにCMには

社会全体の変容を反映し、既製品を使う人の多くが意識し

ていない欠落感を形成する機能もあると考えられる。 

本研究では欠落感について、年齢や環境など個人差を踏ま

えた調査・考察が行えなかったため、今回明らかになった

欠落感や補完表現を基に、個人差などに注目した定量的な

調査を行うことが今後の課題である。 

家庭料理での手順の省略による欠落感と CMによる補完の研究 
Research on the Loss Caused by Omitting the Home Cooking Procedure  
and How to Make Up for the Loss with Commercials 
2FS20007E 木尾優馬 KIO Yuma  



研究背景と意義 

人々の価値観は多様化し、個性や感性を重視した生活や

趣味を求めて、観光に関わる課題や方法も多様化・複雑化

している(安村,2013)。その背景として、地域情報の普及、

入国政策の緩和、宿泊施設の多様化といった社会的・経済

的要因により、世界的規模で観光旅行者の増加が年々続い

ている(国土交通省 2012)。人が観光行動において実際に

何かを選択する場合には、観光客としての心理的な影響を

特に受けることが認識されるようになった(重松,2014;

佐々木,2000)。しかし、近年、観光分野はますます学界の

注目を集めており、現在の研究はリピーターの観光行動や、

全ての観光客を研究対象とした文献が多いが、訪日回数及

び観光間隔と観光動機との関係に着目した、すなわち、リ

ピーターと初回訪問者を区別し、過去の観光経験が異なる

観光客を比較した研究が少ない。特に、最も勢いのある市

場である中国に対する研究は不足している。 

本研究は今後の感性を活用した「応用研究」の基礎とし

て、本研究の研究結果を利用し、ユーザーの観光における

感性を反映した旅行プラン、リピーター獲得の促進に関す

る提案を期待でき、感性学・観光学への貢献、新しい展開

が望める。 

現状として、現在に訪日外国人観光客の成長率はマイナ

ス成長となる恐れがあり、訪日リピーターの激増や、初め

ての訪問者と大きく異なるリピーターは無視されるなど

問題に直面している。日中観光は観光客源国や観光目的地

にとって、新たなビジネス・チャンスが生まれている。日

本は将来の観光の主体を担っている中国人リピーターの

特徴を把握すれば、ウィンウィンを実現することが可能だ

と考えられる。 

 

研究目的 

本研究は、観光リピーターが激増している時代に、観光

客を観光に駆り立てる動機について、まず、観光客に向け

た網羅的かつ代表的な項目で構成される新たな観光動機

尺度を作成する。そのうえで、初めての訪問者とリピータ

ーの観光動機の違いを明らかにする。 

さらに、訪日回数と訪日観光間隔という 2つの視点から、

リピーターの過去の観光経験と観光動機について検討す

る。また、中国人観光客の過去の訪日経験と観光動機との

関係の仮説を立て、検証し、リピーター促進のための提案

を行うことを目的とする。 

 

 

 

研究方法 

本研究は文献調査、アンケート調査、データ分析という

研究方法を採用した。まず、文献調査を行うことで、観光

動機の構成因子の因子名は計 95 項目、質問内容は計 403

項目を収集した。それから、完全に重複した質問項目を排

除し、質問内容が似ている項目を統合し、感性の時代に生

きる観光客に向けた新たな観光動機尺度を作成した。 

また、過去の観光経験に関する先行研究を参考に、観光

回数と観光間隔という 2つの視点で、本研究に適する仮説

及び仮設モデルを立てた。アンケートによってデータを集

めた。予備調査によって仮説モデルと質問票の検証を確保

した上で、本調査を実施する。「SPSS」で因子分析法、相

関分析法と分散分析法、回帰分析法でデータ分析を行い、

仮設及び仮説モデルを検証した。 

 

結論 

①本研究は 3回探索的因子分析により、「リラックス動機」、

「体験・見聞動機」、「人間関係の強化の動機」、「承認動機」、

「自己拡大動機」という 5因子が抽出され、名付け、観光

動機尺度を作成した。 

②過去の観光経験は「リラックス動機」「体験・見聞動機」

「人間関係の強化の動機」「自己拡大動機」に顕著な正の

影響を与えることが分かり、回帰式が導かれた。一方、「承

認動機」と有意な相関がないことが明らかになった。 

③調節変数の性別、年齢、居住地、生育状況などにより、

観光動機の各成分には差異が存在することが確認された。 

 

提案 

観光目的地の提供側への提案は以下の 3点が挙げられる。 

(1)持続可能な観光のための観光政策のあり方の再考 

(2)ターゲット層の感情に働きかけるような宣伝の実施 

(3）感性を反映した多様性のある提案をできるシステムの

構築 

 

今後の課題 

①今後の研究では、回答者の年齢、性別、居住地など個人

属性をバランスに注意し、より広い範囲のアンケート調査

を行い、サンプリングのランダム性が向上し、サンプル数

が多くなれば、研究結果における信頼性がより強くなる。 

②今後、研究内容の幅を広げることで、中国人観光客の観

光旅行に関する行動と意識をより全面的な視点から解明

することを目標に、季節間及び異なる再訪問パターンを持

っているリピーター間の比較分析を行ない、研究を進めて

行くこととしたい。 

観光動機と過去の観光経験との関係に関する研究－訪日中国人リピーターと初めての訪問者を対象として 

Study on Relationship Between the Tourism Motivation and Past Tourism Experience 

-Based on the Chinese who Visited Japan Repeatedly and for the First-Time- 

2FS20016K 康暁ブン KANG Xiaowem  

 



1. はじめに 

科学技術の発達により昼夜を問わず明るい光環境のも

とで活動できるようになった現代では、夜勤や交代制勤務

は必要不可欠なものとなっている。しかし、これらの勤務

に従事する人は、生活習慣病の 1 つである 2 型糖尿病の

発症リスクが高まることが知られている。看護師など日常

的に夜勤や交代制勤務に従事している人を対象に、これら

の勤務による慢性的な耐糖能への影響を調査した研究は

多くある。しかし、一晩の夜勤による耐糖能への影響を明

らかにした研究はない。また、耐糖能には個人差があり、

ゲノムワイド関連解析により 2 型糖尿病との関連が示さ

れたメラトニン受容体 1B遺伝子の一塩基多型が、耐糖能

にも関与することが報告されている。しかし、一晩の夜勤

による耐糖能への影響の個人差と関連があるかは不明で

ある。本研究では、一晩の夜勤が耐糖能に及ぼす影響と、

その個人差がメラトニン受容体 1B 遺伝子の rs10830963

の遺伝子型と関連しているか否かを明らかにすることを

目的として調査を行った。 

 

2. 実験方法 

健康な男子大学生・大学院生 25 名（21.7±2.1 歳）を

対象に、夜勤条件とコントロール条件の 2 条件で実験を

行った。なお、これらの実験は 2週間以上のインターバル

を空けて実施した。 

夜勤条件では、実験の 1 週間前から 0 時～1 時に就寝、

7 時～8 時に起床し、7 時間以上の睡眠を確保する睡眠統

制を行った。実験では、21 時～翌日 9 時に定常照明（照

度 550lx、色温度 4500K）下で模擬的夜勤を行った。なお、

模擬的夜勤では PCを用いる課題などを行った。 

耐糖能は、午前 2 時にうどん一玉の食事をとり、14 時

間の絶食の後、16時～18時に 75g経口糖負荷試験を行う

ことで測定した。糖負荷試験では、はじめに空腹時血糖値

を測定し、その直後にデンプン部分加水分解物液を経口摂

取して 30分毎に血糖値を測定した。また、夜勤前（照度

10lx未満（dim））と夜勤時の 21時、23時、1時、5時、

9時に唾液を採取し、各時刻におけるメラトニン分泌量を

測定した。コントロール条件では、午前 2時のうどん摂取

後 7時間以上の睡眠の確保と 14時間の絶食を行い、夜勤

条件と同時刻に 75g経口糖負荷試験を行った。 

一晩の模擬的夜勤による耐糖能への影響の個人差につ

いては、メラトニン受容体 1B 遺伝子の rs10830963 の遺

伝子型（GGタイプ・GCタイプ・CCタイプ）との関連を調

査した。 

3. 結果 

3.1. 一晩の模擬的夜勤による耐糖能などへの影響 

糖負荷試験全体の血糖値を条件間で比較するため、各時

間の血糖値を結んだ折れ線と横軸（時間軸）で囲まれる面

積（AUC: Area Under the Curve）を算出した。AUC平均

値を対応のある t 検定で比較すると、夜勤条件(夜勤後)

で有意に大きかった（t(24) = 2.5, p = 0.022）。また、夜

勤条件の 1日目（夜勤前）と 2日目（夜勤時）で、血糖値

AUC と同様にして一晩のメラトニン分泌量（AUC）を算出

した。ウィルコクソンの符号付順位検定で比較すると、夜

勤時の方が有意に低く（z = 5.4, p < 0.001)、夜勤前と

比較して約 70%抑制されていた。 

3.2. rs10830963の遺伝子型と耐糖能などとの関連 

rs10830963 の遺伝子型と実験条件を要因とする二元配

置分散分析を行った結果、実験条件の主効果が有意であり

（F(1,21) = 7.4, p = 0.013）、交互作用が有意傾向であっ

た（F(2,21) = 3.3, p = 0.058）。交互作用について下位検

定を行った結果、GG タイプでのみ実験条件で有意な差が

あり（F(1,5) = 21, p = 0.006）、コントロールと比較して

夜勤後の AUCの方が大きかった。一方、各遺伝子型のメラ

トニン抑制率について、クラスカルウォリス検定を行い比

較した結果、有意な差はなく（𝜒2(2) = 2.6, p = 0.28）、

遺伝子型間でメラトニン抑制率に差はなかった。 

 

4. 考察 

コントロールと比較して夜勤後の血糖値 AUC が有意に

高かったことから、耐糖能の低下は一晩の夜勤であっても

起こる可能性が高い。また、被験者が健康な大学生・大学

院生であったことから、耐糖能の低下は夜勤や交代制勤務

に従事していない人でも起こると考えられる。そして、一

晩の夜勤により耐糖能が低下するメカニズムには、夜勤に

よるメラトニン分泌の抑制が関与していると示唆される。 

rs10830963の GGタイプでのみ実験条件間で血糖値 AUC

に有意な差があったことから、遺伝子型により一晩の夜勤

による耐糖能への影響が異なる可能性がある。また、この

結果は、rs10830963 の G アレル保有者で 2 型糖尿病の発

症リスクが高いという先行研究の結論に矛盾せず、GG タ

イプは一晩の夜勤であっても耐糖能が低下することが示

唆される。先行研究にて、Gアレルがメラトニン受容体 1B

の発現増加を介して耐糖能の低下に関与することが示さ

れている。本研究では、遺伝子型間でメラトニン抑制率に

差がなかったことから、GG タイプではメラトニン受容体

1Bの発現増加を介して耐糖能が低下したと考えられる。 

一晩の模擬的夜勤による耐糖能への影響：メラトニン受容体遺伝子多型に着目した個人差 

Effects of Overnight Simulated Night Shift on Glucose Tolerance: Individual Differences Associated with Melatonin Receptor Gene Polymorphism 

2FS20024K 佐藤燦斗 SATO Akito  



1 研究背景 
1.1 スマホゲーム市場とフリーミアム 
 近年、国内ゲーム市場で最も成長しているカテゴリーは

「スマートデバイス用ゲーム（スマホゲーム）」である。    
 そのスマホゲームのビジネスモデルとして主流となっ

ているのが「フリーミアム：Freemium」モデル（以下、

フリーミアムモデル）である。  
フリーミアムモデルのスマホゲームでは、ゲームの基本

サービスをプレイヤーに無料で提供し、ゲーム上での付加

価値となるアイテムや機能を有料で提供する。 
1.2 フリーミアムモデルの課題「プレイヤーの早期離脱」 
 「基本プレイ無料でプレイヤーが気軽にゲームを始めら

れる」というフリーミアムモデルの特徴が、同時に「プレ

イヤーの早期離脱」という課題を生み出している。 
 この課題に対して、ゲーム導入部に相当するチュートリ

アルの設計がこれまで以上に重要であると考えられる。 
2 先行研究 

 フリーミアムモデルとその研究対象としてのスマホゲ

ームに着目した研究がいくつか見られた。 

 またゲームプレイからの離脱に関する研究では、継続

したゲームプレイからの離脱理由に関する調査が見られ

たものの、ゲーム導入部に着目した研究は見られなかっ

た。 

3 研究目的 

本研究では、各ビジネスモデルのゲーム導入部に相当す

るチュートリアルを比較分析し、ビジネスモデルがゲーム

導入部の構成にどのような影響を与えているのかを明ら

かにすることを目的とする。本研究の成果が、今後ゲーム

製作者のゲームデザイン上での参考になることを期待す

る。 

4 研究対象 

 対象ビジネスモデルとしてフリーミアムモデルと買い

切りモデルを選定した。 

 対象ゲームジャンルとしてロールプレイング（以下、RPG）

を選定した。 

5文献調査 

ゲームチュートリアルを比較分析するための事前準備と

して、対象ビジネスモデルであるフリーミアムモデルのゲ

ームに多く採用されている特有のゲームシステム「ガチャ」

に関する情報を収集し、整理した。 

また対象ゲームジャンルであるRPGのゲームシステムに

ついて知見を得るため、作り手であるゲームクリエイター

らの発言や書籍を対象として文献調査を行った。 

6 プレイヤーの経験に関するアンケート調査 

各ビジネスモデルのゲームチュートリアルに対するプレ

イヤーの経験についてアンケート調査を実施した。 

 「冒頭（チュートリアル）でゲームをやめた経験」があ

る、「可能な場合に冒頭のチュートリアルをスキップした

経験」があると回答したプレイヤーの割合は、どちらもフ

リーミアムモデルのゲームの方が高かった。 

7 ゲームチュートリアル調査・比較分析 

 各ビジネスモデルのゲームチュートリアルの構成で影

響が見られる部分を調査するため、ゲームのチュートリア

ルプレイ映像を記録し、その後「シーン登場順」「システ

ム説明登場順」「スキップ可能な内容」の観点から比較分

析した。 

 なお本研究ではフリーミアムモデルと買い切りモデル

のゲームをそれぞれ4作品、計 8作品を調査対象とした。 

 結果、以下3つの相違点が見られた。 

--------------------------------------------------- 

① 「クエスト選択」シーンの登場回数 

② 主人公名の入力タイミングと「戦闘」シーンの登場順 

③ 「ドラマ」「ナレーション」シーン以外での 

   スキップ機能の有無 

--------------------------------------------------- 

8 考察 

 ３つの相違点それぞれが生じた背景について考察した

結果、ビジネスモデルの違いがチュートリアルの構成に影

響を与える経緯として以下の2通りが考えられた。 

--------------------------------------------------- 

① ビジネスモデルがゲームデザインに与えた影響が、間

接的にチュートリアルにも反映される場合 

② ビジネスモデルが持つ課題を解消するため、チュート

リアルの構成に影響が与えられる場合 

--------------------------------------------------- 

9 本研究の発展可能性 

 今回見られた相違点のうち、経緯②の結果として見られ

た相違点②は、制作者が想定するプレイヤーの期待や認識

などの課題を解消するため、チュートリアルに登場するコ

ンテンツの構成を工夫した結果と考えられる。これはビジ

ネスモデルやゲームジャンルを問わず、同じ課題を抱える

ゲーム制作者が利用できる汎用的な工夫である。 

 ビジネスモデルごとのゲームチュートリアルを比較分

析する研究は、各ビジネスモデルが持つ長所や課題、その

課題を克服するための対策を学ぶ手段として有益である

と考えられる。 

ビジネスモデルがゲーム導入部の構成に与える影響 
Influence of Business Model on the Structure of the Game Introduction  

2FS20025T 髙田佑亮 TAKADA Yusuke  



第１章 本研究の背景と意義 

「複言語話者」という語は「複言語主義」にもとづく語

で、民族の平等や民主主義の構築のために言語の平等が不

可欠であるという考えのもとに2001年に策定された「ヨ

ーロッパ言語共通参照枠」のなかで初めて用いられた。個

人の内部での言語の共存を問題として取り上げていると

いう点で、地理的領域に複数の公用語を定めるなど社会の

問題としてとらえている「多言語主義」と異なっている。

また、「母語」と「非母語」については、国境を跨ぐ移動

が活発化するなか、母語／非母語という二分法では捉えら

れない様相を呈しているという現実もある。このような言

語をめぐる状況を踏まえ、本研究の対象を母語と非母語を

等しく引き受けて生きる複言語話者とする。 

  近年、母語ではない日本語を用いて日本で暮らす人々が

増加した。ただ、彼らが日本語を引き受けて生きようとす

る時、国家＝言語を暗黙の了解とするマジョリティの強い

意識がそれを阻んでいる。そのような社会状況を背景に、

複言語話者から自己を起点とする〈わたしのことば〉を求

める声が聞かれるようになった。そこで、本研究では「こ

とばは個人史の刻印である」（辻野,2021）をサーチライト

に、１）複言語話者の言語との関わりを、その人の個人史

の文脈において可視化する方法を検討し、明らかにするこ

と、２）複数のケースを検証していくことによって、個別

性として捉えられる言語との関わりの姿と、複言語話者と

いう生活状況によって生み出される共通の様相との両面

性を明らかにすること、という２点の研究課題を設定した。 

第２章 調査 

この問いを解く鍵は個人の経験にあるため、筆者の友人

で日本在住歴30年のAさんに調査協力を依頼し、パーソ

ナル・ドキュメント法を参考に調査（一次資料収集、参与

観察、インタビュー）を実施した。収集したパーソナル・

ドキュメントの整理には年表形式で表す方法を用いた。 

第３章 分析 

①「日本語とその文化の〈内部〉へ」②「日本語とその

文化の〈内部〉で」③「異なる言語／文化をつなぐ」④「わ

たしのことば」という４つのカテゴリーに分けて分析を行

った。①と②では「居場所がない」という発言がＡさんの

感じた違和感や葛藤を表していたが、③と④では「武道の

世界にひとつの居場所がある」「（Ａさんによる翻訳書が）

my ことばだ」という発言が聞かれ、語りがポジティブに

反転した要因を探ることを次の段階における課題とした。 

第４章 分析 その２ —もう一人の複言語話者 

〈わたしのことば〉について積極的に問題提起を行なっ

ている作家、温又柔のパーソナル・ドキュメントとして、

温の自伝的エッセイ『台湾生まれ 日本語育ち』（2015,白

水社）を用い、その記述をもとに年表を作成した。 

①「混じり合う言語」②「潜在的母語としての言語」③

「記憶とつながる言語」という３つのカテゴリーに分けて

分析を行なった。①では中国語と台湾語が混じり合う言語

環境がデフォルトである温にとって、そこに日本語が加わ

ったことで混乱した時期があったこと、②では母国語と母

語が一致しない状況から生まれる心の揺れがあったこと、

③では国や社会という枠を越えて身体的感覚に導かれる

ように〈わたしのコトバ〉と出会っていったことが温の協

調的な言語観の形成に繋がったこと等が明らかになった。 

第５章 総合考察 

モデル構成（やまだ,2002）を試み、理論モードとは異

なる図像モードによって分析結果を提示することで、個々

の事象を見る新しいものの見方を開くことを目指した。  

 Ａさんのモデルでは、「境界」に着目し、３章で挙げた

４つのカテゴリー別に図像で示した。①では日本語の内部

への侵入を阻む境界が、②では日本社会内部でＡさんを取

り囲む境界が存在していたのに対し、③でＡさんが英語と

日本語の間にポジショニングすると境界は緩やかになり、

④で〈わたしのことば〉」が意識化されると日本語や英語

が〈わたしのことば〉と並列に配置される関係になり、言

語的な力関係から解放された個人と言語の対等な関わり

をそこに見ることができた。 

 また、温のモデルでは、全ての言語が温の内部で混じり

合って存在するデフォルトに近い言語環境に温が安らぎ

を見出していることが浮き彫りになった。２つのモデルの

ありように違いはあるものの、それぞれの形で言語の共生

性が実現していることが明らかになり、そこには複言語主

義が目指す言語の平等が体現されていることが分かった。 

本研究では、リサーチクエスチョンであった複言語話者

の言語との関わりを個人史の文脈を通して検証すること

を試みた。複言語話者が自らの経験を通して獲得した〈わ

たしのことば〉の意識化が個人の内部の複数の言語間に共

存的な相互関係をもたらすことが示せたことで、その課題

は達成できたものと考える。 

【引用文献】 

辻野裕紀(2021)「ことばを喪失するということ、ことばを記録すると 

いうこと：映画『マルモイ ことばあつめ』によせて」言語文化論 

研究. 46 pp.57-67 九州大学大学院言語文化研究院 

やまだようこ(2002)「現場心理学における質的データからのモデル構 

成プロセス」質的心理学研究 vol１. pp.107-128 日本質的心理学会 

母語と非母語の狭間で〈わたしのことば〉を生きるということ —複言語話者の事例から—  
Living my language : a case study of plurilingual speakers 
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1．研究背景 

2017 年に開館した福岡市科学館は、サイエンスコミュ

ニケーションとデザインの融合を日本で最初に採用した

科学館である。そして、館のテーマである「サイエンス＆

リエイティブ」の考えを踏襲し、2020年スタートした「ダ

ーウィンコース」は、福岡市科学館と一般社団法人九州オ

ープンユニバーシティによる教育プログラムで、科学の知

識と楽しさを子供たちに教え、サイエンスとクリエイティ

ブへの道案内をするプログラムとして実施されている。 

2．研究目的 

 本研究では、教育プログラム「ダーウィンコース」を中

心に、コミュニケーションデザインの視点から、小学校高

学年の子供たちに科学を伝える科学館の教育プログラム

の現状の課題を調査し、サイエンスコミュニケーションと

デザインが担う役割について考察し、今後の教育プログラ

ムにおける重要な要件を抽出することを目的とする。 

3．研究対象 

本研究は、全国で初めてデザインを意識した「サイエン

ス＆クリエイティブ」を館のテーマとする福岡市科学館を

対象として研究を進める。具体的には、教育プログラム「ダ

ーウィンコース2」を研究対象とする。 

4．研究の方法 

本研究では、科学者が伝えたい内容、デザイン研究者が

表現したい内容、サイエンスコミュニケーター（科学館ス

タッフ）によるコミュニケーション内容を整理し、それぞ

れについて生徒側の受け入れの評価を行う。 

まず、文献調査で一般的なサイエンスコミュニケーショ

ンと福岡市科学館の「サイエンス＆クリエイティブ」の定

義を調査する。 

次に、フィールド調査で以下の点を調査する。 

科学者が伝えたい内容：① 科学コンテンツから教える

内容として何を抽出したか？ 

② 教える内容をどのように生徒たちに伝えるか？効果

はどうだったか？ 

コミュニケーターによるコミュニケーションの内容：③ 

どのようにコミュニケーションを取ったか？ 

デザイン研究者が表現したい内容：④ デザインの表現

としてどのようなアプローチを用いたか？ 

生徒側の受け入れの評価：⑤ 評価はどうだったか？ 

5．文献調査 

まず、博物館についての既往研究の調査を行った。 

次に、福岡市科学館のサイエンス＆クリエティブの元と

なっているサイエンスコミュニケーションとデザイン思

考について文献調査を行った。 

結果：「ダーウィンコース2」のサイエンス（S）面とク

リエティブ（C）面のそれぞれの「ねらい」、「企画」とそ

の「効果」を評価するため、文献調査からサイエンスコミ

ュニケーションとデザイン思考における重要な要素を抽

出し、評価指標を設定した。 

サイエンス面の評価指標：「科学用語の知識」、「科学方法

論の知識」、「生活体験や社会課題との繋がり」 
クリエティブ面の評価参照：「ダブルダイアモンドモデル」、

「デザイン思考の五段階モデル」 
 生徒の受け入れ状況の評価指標：「知識とスキルの習得」、

「科学への興味関心」、「日常生活への活用」、「科学を伝え

る意欲」 

6．フィールド調査 

調査１：ダーウィンコースの実施内容について、プログ

ラムの観察調査を行った。 

調査２：実施内容について、参加した科学者、サイエン

スコミュニケーター、デザイン専門家、そして受講した生

徒にアンケート調査を実施し、達成内容と課題を抽出した。 

結果：科学者、コミュニケーター、デザイン研究者によ

って、各回のねらいの達成度は全体的に見ると比較的に高

かった。しかし、各回において「時間不足」「生徒同士の

コミュニケーションが少ない」などの共通課題が存在する。 

生徒の受け入れ状況において、「知識とスキルの習得」、

「科学への興味関心」「科学を伝える意欲」の達成率が高

かったが、知識の「日常生活への活用」の達成率は比較的

に低かった 

7．結論 

 本研究は科学者、コミュニケーター、デザイン研究者か

らそれぞれの企画とその効果への評価、そして生徒の受け

入れの評価を整理し、「時間配分と事前準備」「宿題の表現

例の出し方を再検討」などの今後の教育プログラムにおけ

る重要な要件をまとめた。 

 このような詳細は大変貴重であり、今後同様のプログラ

ムを実施する際に、考慮すべきガイドラインである。 

 また、他にも「知識の応用状況の判断が難しい」「クリ

エイティブの講座中への導入」などの課題が抽出された。 

8．今後の課題 

 本研究は「ダーウィンコース」の中級編を対象として調

査を行ったが、実際に「ダーウィンコース」の初級編・中

級編・高級編を経て、生徒がそれぞれのコースでどのよう

な学習ができるか、各編の学習はどう繋がるかなどの課題

を今後の研究で検討する必要がある。 

福岡市科学館の教育プログラムに関するデザイン研究 
Design Study on the Educational Programs of the Fukuoka City Science Museum  

2FS20006N 陳宇絢 CHEN Yuxuan 

 



1.背景と目的 

近年、多くの子どもが夜に自室や塾で過ごしており、学

習時には文字の高い視認性を確保するために高照度・高色

温度の明るい照明が好まれて使用される場面もある。一方、

子どもは夜の明るい光による概日リズムの乱れ等の非視

覚的な影響を強く受けることが知られており、夜の光環境

を考える上で、視覚的影響と非視覚的影響の両者のバラン

スを取ることが重要である。実際に 10、100、1000 lxの

照度における子ども・中年者・高齢者の主観的な明るさ感

や快適感を調べた研究があり、子どもは 10、100 lxの比

較的暗い照明環境下において中年者や高齢者に比べて明

るさ感や快適感を高く評価していた。またその結果には加

齢による水晶体の光透過率の減衰が寄与することが示唆

された。しかし、こうした研究では客観的な視認性を用い

た照明環境の評価ができていないことや、照明の相関色温

度を変更した際の影響を調べられていないこと、子どもの

データが少ないことが課題に挙げられる。 

以上より、本研究では照度と相関色温度が異なる照明環

境下における子ども・中年者・高齢者の客観的・主観的な

視認性を比較することを目的とした。さらに、視認性の年

齢差に影響すると思われる水晶体の分光透過率や瞳孔面

積も測定し、これらの加齢による変化と視認性との関連性

についても検討した。 

2.実験方法 

実験参加者はこれまでに医師から白内障等の眼疾患と

診断されたことがなく、通常色覚特性を有する健康な日本

人の子ども 10名（9.9±1.6歳）、中年者 10名（40.7±3.3

歳）、高齢者 10名（68.3±3.2歳）の計 30名であった。 

文字の視認性の指標としてコントラスト感度（両眼・右

眼・左眼の 3 条件、以下 CS）や視作業性を測定し、照明

環境に対する印象（明るさ感、快適感、満足感）を 6段階

尺度法の質問紙で入室直後と退出直前の 2 回評価した。

また眼光学特性の指標として瞳孔面積や水晶体の分光透

過率も測定した。 

照明条件は照度 3条件（100、300、750 lx）と相関色温

度 2条件（3000、6000 K）を組み合わせた計 6条件とし、

光環境の測定は机上面で行った。被験者ははじめに暗室で

2分間待機した後、測定室に移動し、照明環境に 1分間待

機した。その後、質問紙評価・瞳孔面積計測・かな拾いテ

ストおよび CS検査による文字の視認性の評価を行った。

これら一連の試験を別の照明条件に変更された測定室で

再度実施した。なお、水晶体の分光透過率は別途測定した。 

3.結果と考察 

 CSに年齢群（子ども、中年者、高齢者）・相関色温度（3000、

6000 K）・照度（100、300、750 lx）を要因とする三元配

置分散分析を実施した結果、年齢群（p < 0.01）と照度（p 

< 0.001）の有意な主効果が認められた。それぞれの主効

果の下位検定より、子どもと中年者は高齢者に比べて高い

CSを有していた（どちらも p < 0.001）。また照度が高い

と CSも高くなった（100 lx < 300 lx < 750 lx；全て p 

< 0.05）。22-77歳の CSを調べた先行研究では、加齢に伴

って有意に CSが減少したことが報告されている。中年者

が高齢者より高い CSを有していたという本研究の結果は

これらを支持するものであった。しかし子どもは中年者と

高齢者に比べて瞳孔面積が大きく、水晶体の分光透過率が

高いため、同じ照明条件の下では子どもは高齢者だけでな

く中年者と比べてもコントラスト感度が高いと考えられ

るが、子どもの CSは中年者と有意な差はみられなかった。

また相関色温度の主効果（p = 0.94）や交互作用はみられ

なかった。次に「明るさ感」に年齢群・前後（前半、後半）・

相関色温度・照度を要因とする四元配置分散分析を実施し

た結果、年齢群×照度の交互作用（p < 0.01）が有意に認

められた。下位検定の結果、いずれの照度においても子ど

もは高齢者に比べて「明るさ感」を高く評価しており、中

年者と高齢者の間に有意な差はみられなかった。また 750 

lx では子どもと中年者の間に有意な差はみられなかった

が、100 lxと 300 lxでは子どもは中年者に比べて「明る

さ感」を高く評価していた。つまり子ども・中年者・高齢

者を問わず、照度が低下すると明るさ感も低下するが、100 

lxや 300 lxといった比較的低照度環境における子どもの

明るさ感の低下は中年者や高齢者に比べて小さいことが

明らかになった。この結果には子どもの眼光学特性による

網膜到達照度の高さが反映されたと考えられる。また相関

色温度の主効果はみられなかった（p = 0.54）。 

以上より、実生活に則した照度範囲であれば、子どもは

中年者や高齢者と同様に、照度の低下に伴い視認性が低下

することが示唆された。一方で、視認性が高くなるといわ

れている高色温度における主観的・客観的視認性は、低色

温度との間に有意な違いはみられなかった。高色温度の照

明は非視覚的機能に強く影響することが知られており、特

に子どもの夜の光環境を考える上では、主観的な明るさ感

に従って照度を下げるより、低色温度光を用いることで文

字の視認性を確保しつつ、概日リズムへの悪影響を減じる

ことができるかもしれない。 

照明の照度や相関色温度が視覚機能に及ぼす影響の年齢差に関する研究 

Study on Age-related Differences in Effects of Illuminance Level and Correlated Color Temperature  

on Visual Functions  

2FS20005R 永田浩太郎 NAGATA Kotaro  



動機および問題 

筆者は福岡に留学中、数名の中国人母親たちとの関わり

の中で、子育て中の母親たちは困ったことがあっても相談

する人が少ないため、彼女たちへの支援の必要性を感じた。

そこで、中国から来た母親たちは福岡での子育て中にどの

ような子育てを体験し、どのようなサポートを受けたのか

について詳細を知る必要があると考え、この研究を始めた。 

これまでの在日中国人の育児に関する研究は、育児スト

レスや困難に着目し、そこから支援の方向性を探すために

考察している論文が最も多い（川崎ら、2012；楊ら、2010；

李ら、2015）。筆者は現在行われている中国人母親向けの

子育て支援について、そのサポート内容や現状に関する調

査を確認してみたところ、2021年10月時点では福岡市に

ついての調査はまだ行われていないことがわかった。 

目的 

本研究の目的は下記の通りである。 

1.福岡市が行政として中国人母親向けに提供している子

育て支援について把握する。 

2.未就学児を持つ中国人母親が、福岡でどのような子育て

を体験している（いた）のかを把握する。また、日本の子

育てとは異なると考えられる子育て体験があった場合、そ

の点を詳細に把握する。 

3.１と2から得られた結果をもとに、今後の支援のあり方

について検討する。 

方法 

1.福岡市の公式ホームページで公開されている情報を整

理し、福岡市役所（子ども未来局、国際政策課）、福岡市

外国人総合相談支援センターにて聞き取り調査を行った。 

2. 研究協力者Aを対象に、妊娠前から調査時点までの子

育て体験について半構造化インタビューを行った。さらに、

語りの中に「日本の子育てではあまり見られない体験」が

確認されたため、その詳細を追加インタビューで把握した。 

結果と考察 

福岡市は公式ホームページ(中国語あり)や Facebook、

Line などで子育て支援情報を提供していると共に、中国

語対応可能な相談支援センターを設置している。つまり、

中国人母親に向けた子育て中の相談窓口は用意されてい

ると言える。 

しかしAは、困ったことがあっても福岡市の子育て支援

情報を探そうとはせず、その支援も利用したことがないと

いう。この点について、A は過去に参加したイベントで、

自分のみが外国人であったため他の参加者とコミュニケ

ーションがうまく取れず孤立し、支援情報などへの関心も

なくなったと語った。したがって、Aが積極的に支援を求

めなかったことは、過去に参加したイベントで孤立した経

験が要因となっていると考えられる。 

Aは次男を出産する際、サポートを得るために中国の祖

母（Aの姑）に来日してもらおうとしていたが、祖母が来

日したとしても、買い物など生活に支障が出ると想定し、

中国に帰国することにした。中国で次男を出産した後「子

どもを祖母に預け、子どもと離れ離れに生活した」という、

日本の子育てではあまり見られない子育て体験をした。先

行研究では、ビザの申請条件を緩めることが母親たちの望

む援助として挙げられている(楊ら、2010;李ら、2015)。

しかし、家族がビザを取れたとしても、来日して協力して

もらうことは現実的ではない面があると考えられる。 

Aは日本での育児を再開した後、日本の「学校行事」、「入

学の準備」などが中国のやり方と異なり、ストレスになる

ことも少なくないと述べ、先輩の中国人母親からのアドバ

イスで助けられている。このことから、日本人にとっては

当たり前のことであっても、中国人母親にとってはゼロか

ら学ばなければならないことが数多くあると考えられる。 

また、Aは自分の子育て体験を最初から振り返ったこと

で、「成長を感じた」、「自分の子育て中の問題点を再認識

した」と語った。そのため、「子育て体験を振り返る」時

間は、母親自身の成長につながると考えられる。 

今後の福岡市子育て支援についての検討 

現在、外国人支援を統括する部署（国際政策課）と子育

て支援を統括する部署（子ども未来局）は、それぞれ独自

に運営しており連携していない。国際政策課は外国人向け

に生活全般の情報を発信しているが、子育て支援情報は扱

っていない。一方、子ども未来局が行う支援は元々日本人

のために作られているため、外国人に特化した支援には限

界がある。よって、両部署で協働した取り組みが重要にな

る。例えば、子ども未来局が統括した支援情報について国

際政策課を通じて発信すれば、必要な人にさらに届きやす

くなるだろう。次に、支援を行う機関が中国語での対応を

していない現状については、相談センターのボランティア

を通じて解消できると考えられる。最後に、今後インター

ネットなどで中国人母親がお互いに交流やサポートでき

るサークルを作ること、日中の母親を対象としたイベント

を企画し、お互いに学べる場、「振り返り」の場を提供す

ることも改善策として考えられる。しかし、過去に参加し

たイベントでAが孤立してしまった経験も踏まえると、イ

ベント開催時、中国人母親を孤立させないように、日本人

母親と中国人母親を上手につなげる工夫が必要である。 

福岡市在住のある中国人母親の事例からみる子育て支援の検討 
Examination of child-rearing support from the case of a Chinese mother living in Fukuoka City 

2FS19006G 茅艾兵 MAO Aibing  



1. 研究の動機・目的 

2020 年春に世界的な問題となった新型コロナウイルス

の感染拡大により盛んになったのがオンラインツールで

のコミュニケーションである。しかし、ツールは用意され

ているがその中で人がどのようにつながるのか、つながり

方の整備がまだされていないためこれらのコミュニティ

へ閉塞感や窮屈感を感じることがあった。さらに、オンラ

インに限らず「人のつながり」が社会のトレンドである今、

「つながること」を目的としたツールやイベントの在り方

に疑問を抱いた。 

これらを踏まえ今コミュニティに求められるのは人々

の関係性やつながりの性質という「つながり方」の検討で

はないかと考え、個人にとって心地よく、かつコミュニテ

ィ全体が成長するようなつながりの特徴を明らかにする 

ことを本研究の目的とした。 

 

2. 研究方法 

人のつながり方を捉えるプラットフォームとして

KYUKON CAFEを着想し、コミュニケーションツールを作成

した。作成したツールを実際のコミュニティに用いて実験

を2度行い、観察、アンケート、インタビュー調査をした

後、結果を分析、考察した。 

 

3. ツールの作成 

「カフェで過ごすように心地よく、植物を育てながら人

とつながる場」というコンセプトを設定し、植物とカフェ

に関する調査から得られた要素を組み合わせツールを作

成した。ツールの中では、参加者全員に球根を育てるため

のセットを配り同時期に皆で育てるということ、Webサイ

トを共有しオンラインでコミュニケーションすること、皆

に見える場所を物理的な拠点として花壇を設置すること、

ツール内にマスターという役割を設置することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 実験 1 
 21 名からなる学校コミュニティをベースに実験を行っ

た。結果より、①時間と空間の余白があること、②コミュ

ニケーションのきっかけが自然であること、③会話以外で

の場への参加が可能であることが人の心地よさを生み出

していることが分かった。 

  

5. 実験2 

 実験 1 の結果は個人にとどまっておりと考え、目的と

していたコミュニティ全体の変化を捉えるために、ツール

の仕様を変更し、職場コミュニティ（病院）と地域コミュ

ニティの2つの対象へ2度目の実験を行った。 

  ツールについては、サイトの仕様をより直感的でインタ

ラクティブになるよう変更し、KYUKON CAFEという枠組み

をオンラインに限定せず、リアルで起こる会話など全ての

行動を包括するような全体構造へと変更した。 

 

 実験2の結果より、KYUKON CAFEでのつながりがコミュ

ニティへ以下の影響を与えたことが分かった。 

l 関わりの無い又は薄い人を自然につなぐ 

l コミュニティ内の人々の互いの理解を深める 

l ツールを使用しているときだけでない長期的・持続的な

人の関係性を生み出す 

l コミュニティ全体への積極的な姿勢、安心感、信頼を生

む 

 

6. 結論 

時間と空間の⾃由度が高いこと、コミュニケーション

のきっかけの⾃然さ、参加⽅法の多様さという要素が個

⼈の⼼地よさにもコミュニティ全体の成⻑にも有効であ

ると結論づける。 

また、これらの要素から生まれうるつながりを「ゆる

やかなつながり」として定義したい。ゆるやかなつなが

りとは「互いに他者でありながら、何かがあった時には

⼿を差し出すことのできる距離を保ったつながり」だと

考える。⼈と⼈のつながりを直接デザインすることは不

可能だが、ゆるやかつながりが⽣まれるような場やつな

がり⽅をデザインすることはできるのではないだろう

か。  

本研究で実際にツールを作成して実験を⾏なったこと

で具体的に抽出されたゆるやかさの要素は、これからの

コミュニティづくりや場づくりの⼀助になると考える。  

 

“植物育成”体験を介した小さなコミュニティデザインに関する研究 
Research on Small Community Design through The Experience of "Plant Cultivation” 
 
2FS20001P 山口祥歩 YAMAGUCHI Sachiho  



 

 

研究背景 

21世紀に入って以降、CSR（Corporates Social 

Responsibility：企業の社会的責任）は世界の範囲に問わ

れるようになってきており、CSRを果たすためのCSR活動

が注目されている。しかし、資源が相対的に乏しいなどの

原因で差別化できていないため、企業がステークホルダー

に参加してもらうユーザー参加型CSR活動を積極的に実

践するが、時間と金銭をかけても期待される効果が得られ

ない可能性が高い。この問題に対して、消費者やコミュニ

ティのような企業外部ユーザーと直接関わるCSR活動を

持続するために、企業や社会にもたらす新たな５G時代の

可能性が求められている。オンラインで気軽に参加できる

ため、企業外部ユーザーに対するCSR活動形式が実地に参

加する型より、オンラインに参加する型に変動していく傾

向が見られるようになってきた。オンラインCSR活動参加

者のモチベーションはどのような変化が生じるのか、今尚

それに関する研究が少ない。 

研究目的 

本研究ではCSR活動の歴史的変遷や現状を踏まえて、企

業の持続可能のCSR活動を実現することに対して、ユーザ

ー参加型CSR活動におけるユーザーのモチベーションを

考察し、それぞれ異なるモチベーションでユーザーが行う

活動の出現率を明らかにする。さらに企業に対する示唆を

得ることを目的とする。 

研究方法 

まず文献調査・事例調査で先行研究を行う。CSR活動の

歴史変遷を基づいて、グローバル企業（30社）のユーザ

ー参加型CSR活動を無作為抽出し、分類する。分類したユ

ーザー参加型CSR活動の共通点を明らかにし、定義する。

そしてインターネット利用の有無において、どのような傾

向を示しているのかを明らかにする。最後にユーザー参加

型CSR活動に経験したユーザーにアンケート調査し、ユー

ザーのモチベーションの構造を考察する。そして、オンラ

イン、オフラインと両方とも参加したユーザーを比較し、

ユーザーの異なるモチベーションで活動の行う形を選ぶ

確率について確認を行う。 

文献調査・事例調査（30社） 

本研究では企業外個人でも参加できるCSR活動をグロ

ーバル企業30社から無作為に抽出して、KJ法により、分

類を試みた。その結果、ユーザー参加型CSR活動を（1）

次世代育成（2）社会福祉支援（3）環境保全（4）地域振

興という四種類にまとめた。これらの活動事例に見られる

ように、近年企業がそれぞれの専門性やアイディアを出し、

個人ユーザーとの協働で社会的課題の解決を中核に位置

づけている。つまり、「企業内外の個人との協働で社会的

課題の解決を目的とした」という共通する点がある。その

ため、本研究でユーザー参加型CSR活動は、「企業が従業

員や消費者、投資者などの個人ユーザーと共に取り組んで

社会的課題を解決する目的とした活動である」と定義する。 

定量調査結果 

  今回の調査では、オンラインユーザー参加型CSR活動に

おいて、中国のユーザーは「手軽さ」、「バンドワゴン効果」、

「現状の不満からニーズ」といったモチベーションが強い

であることが示された。この調査結果は聞き取り調査から

回収できた新しい回答の「手軽さ」、「バンドワゴン効果」

と一致し、中国のユーザー参加型CSR活動に参加するユー

ザーの特徴が現れていると考えられる。 

オンラインユーザー参加型CSR活動において、日本のユ

ーザーは「スキル向上」、「腕試し」、「認証の可視化」、「情

報収集」といったモチベーションが強いであることが示さ

れた。日本のユーザーはオンラインでユーザー参加型CSR

活動に参加する際に、知識、情報などの外的報酬を求めて

いることが明らかになった。 

また、オフラインで実地に行って参加するユーザー参加

型CSR活動において、中国のユーザーは「内発的楽しさ」、

「社会貢献」、「交友」、「腕試し」、「好奇心」といったモチ

ベーションが強いであることが示された。日本のユーザー

は「内発的楽しみ」、「社会貢献」、「交友」といったモチベ

ーションが強い場合、活動の行う形式を問わずオンライン

もオフラインも活動に参加する。 

参加者の積極性をうまく喚起できるためにユーザー参

加型CSR活動を行う企業と推進の担当者が、以上のように

ユーザーのモチベーション構造を認識する必要性がある。 

研究の限界と今後の課題 

以上の結果から、中国と日本のユーザー参加型CSR活動

におけるユーザーのモチベーションの差異が明らかにな

った。しかし、モチベーションはユーザーが参加した活動

の種類によって異なると考えられるが、今回の調査で実証

には至っていない。従ってこの分析結果のみでは充分に妥

当であると言うことはできないため、ユーザー参加型CSR

活動の種類におけるモチベーションの構造を再考察する

必要がある。今後の研究では以上の課題を克服し、検証し

ていく必要がある。 

ユーザー参加型 CSR活動におけるユーザーのモチベーションに関する研究 
In User-participation-type CSR Activities Research on User Motivation 
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文学及び日常的語りを素材としたゲニウス・ロキの感知構造の考察 

A Study of Genius loci’s Sensing Structure: Using Literature and Daily Narratives as Materials 

2FS20015E 李遠航 LI Yuanhang 

1. 研究の背景 

(1) ゲニウス・ロキの提起 

「ゲニウス・ロキ」はラテン語に由来する言葉であり、

第二次世界大戦以後、建築や都市の調子の単一性、性格の

欠如の現状に批判が向けられるようになり、1970 年代よ

り近代建築運動の流れにおいて意識され再提起された

（C.N.シュルツ、1979）。古代において、この概念は土地

の守護霊として理解されていた。昔の人々は世界の至ると

ころにゲニウス・ロキが住んでおり、場所は神聖だと考え

ていたのである（レルフ、1991）。近代に入ると、この概

念について、「土地が持っている固有の雰囲気」（中村、

1984）、「土地から出される霊感」（鈴木、1993）、「土地の

気風」（レルフ、1991）など歴史学や建築学、地理学、哲

学などの領域では多くの理論家がこの概念に独自の解釈

を与えていた。 

(2) ゲニウス・ロキに関する先行研究 

ゲニウス・ロキに関する既存研究について、建築の領域

では、ノルウェーの建築学者 C.N.シュルツ（1979）は人

工の場所と自然の場所の関係を考察する上で、建築の場所

のゲニウス・ロキを具体化する方法論を提出した。建築史

学者鈴木博之氏は歴史の観点から出発し、都市の「場所の

記憶」を通してゲニウス・ロキを読み解く方法論の構築に

貢献した。 

(3) ゲニウス・ロキという概念の曖昧さ 

各領域でこの概念についてさまざまな解釈や理論が展

開されていたものの、Isis Brook（2000）の論文に従って、

「ゲニウス・ロキ」という概念自体の曖昧さや明確な定義

の欠如する現状を指摘した。近代建築運動の流れにおいて、

「ゲニウス・ロキ」理論は主に都市の均質化問題を批判す

る建築設計の指導方針として位置づけられているため、

「ゲニウス・ロキ」という直感できる場所の現象自体に関

する研究はほとんどない。言い換えれば、「ゲニウス・ロ

キ」と呼ばれる経験が、人間のどのような経験なのか、こ

の根本的な事柄は未解明のままである。 

2. 研究の目的 

「ゲニウス・ロキ」と呼ばれる経験が、人の具体的・現

実的な経験の中で人にどのように感受されるかを明らか

にすることを目的とする。これを「ゲニウス・ロキの感知

構造」と呼ぶことにする。 

3. 研究方法 

本研究は現象学的心理学を用いてデータ収集・分析を行

うことを方針とする。具体的に、まず、文学作品や個人体

験、他人の体験など文学、日常的語りから「ゲニウス・ロ

キ」の具体的な経験叙述を収集する。そして、現象学的心

理学の方法を通して、収集した叙述の表現を変換し、そこ

から経験の感知構造要素を抽出する。最後に、ゲニウス・

ロキの総合的感知構造を把握する。 

4. 経験叙述の収集と分析 

考察と結果 

(1) データの収集と分類 

本研究は、文学作品、筆者個人の体験、他人の体験から

13個のデータ組みを収集した。そして、13個のデータを

主題によって６つのカテゴリー（a.特別な存在の住処、b.

地域の個性、c.エネルギーがある場所、d.歴史がある場所、

e.汎神論、f.本物性）に分類した。 

(2) 感知構造の考察 

分析は以上の６つのカテゴリーにおいて、より小範囲の

中で行う。一つのカテゴリーを除き（データ数が少ない）、       

５つの感知構造を得られた。５つの感知構造の間に、構造

的な類似性が示されていたため、そこで、５つの感知構造

を統合し、より高いレベルで共通の感知構造を考察する可

能性が示唆されたものと考えた。 

(3) 共通の感知構造の考察 

この段階では、５つの感知構造を統合し、共通の感知構

造の要素①特別な場所・環境、②場所からの衝撃、③意識

移行、④共同想像の世界、⑤情動的変化、⑥場所の再評価、

⑦土地との良い情動的繋がり）を抽出した。最後、結論と

して、ゲニウス・ロキの感知構造を得られた。 

(4) 結論 

ゲニウス・ロキの共通の感知構造を以下に示す。 

壮大、神秘な自然空間や不思議な人間集落、あるいは歴史

があるような特別な場所において、人間は場所に対して理解

を超える魅力や驚きなどを感じて衝撃を受ける。人は完全に

目の前あるいは自分を囲む空間に心惹かれ、その際に意識が

現実から内的精神世界に移行する傾向を示す。その精神世界

の中で、人々はその場所の不思議さに対して土地の神様、妖

怪の存在することや、隠されている歴史上の出来事や様子を

想像し、理解する。想像する結果、人々は場所の偉大さや不

思議さに対して、自分を小さく感じるという畏敬と情動的な

変化を起こす。再び現実のその場所に注目すると、この土地

は神聖で偉大な場所であると再評価する。それと同時に、そ

の土地や場所に敬意を示すために自分の行為を規制すること

も見られる。最終的に、人間は土地や場所との間の距離感が

縮まる。その表現は場所愛や場所アイデンティティーの形式

として表れていく。 

(5) 総合的考察 

ゲニウス・ロキの経験を考察した結果、３つの特徴が示

された。①いつも特定の場所に対する経験、②受動的では

なく能動的な場所の経験、③個人の知識や従来の経験と関

係することがわかった。 
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