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	 近年の研究あるいは仕事が対象とするものは非常に複雑でかつ広範囲に渡っており、人

間一人の能力を超えるものも多いようです。このためチームを組んで共同で作業や研究を

進める必要性が増しています。また、目標や達成すべき時期を明確にするために、プロジ

ェクト形式の進め方を採用することが増えてきています。そのため、ロバート・ファン/ア

ントレプレナーシップ・センター（QREC）の前身であるベンチャー・ビジネス・ラボラト

リー（VBL）時代の 1997年度に「チャレンジ＆クリエイション(C&C)プロジェクト」は創

設されました。大学は従来型の教育・研究という基本的な使命に加えて、社会に開かれた

新しい価値創造（クリエーション）並びに技術革新（イノベーション）の拠点としての期

待が高まりつつあります。このような社会の要請に応え、キャンパスから新しい風や文化

あるいは潮流を如何に起こしていくかが大学全体に求められる課題です。ともすれば守旧

的で閉塞的な状況に陥りがちなキャンパスに一石を投じるべく C&Cはスタート致しまし

た。その最大の狙いは、院生・学生自らが若者らしい感性に基づくユニークな研究・調査

プロジェクトを企画・計画し、自らが実践することで創造性発揮の喜びを知る機会を提供

していくことにあります。この一連のプロセスが、参加する院生・学生の自主性、チャレ

ンジ魂、アントレプレナーシップ（起業家精神）を高める契機となっております。 

C&C開始以来の、院生・学生の弛まぬ好奇心と行動力の賜物として、2014年度にはQREC

の学生支援プロジェクトを拡充することが出来ました。生煮えの荒削りのアイデアを発表

し磨き上げる機会を作る「アイデア・バトル」、九州大学の枠を超えて世界との他流試合の

門戸を開く「グローバル・チャレンジ&クリエイション（G.C&C）」を新たに設け、C&C

に加えてより体系的に学生支援を行う体制を整えることが出来ました。 

	 本書はこの３つのプロジェクトの最初の報告書となります。報告書を開きますと、九大

生達の様々な活動を見ることが出来ます。しかし、報告書に描かれた実績それ以上に、彼

らが自ら課した課題に日々向き合う姿勢が最も大切なものであり、QRECの狙いとするも

のです。将来、各分野で活躍する彼らの姿こそが学生支援プロジェクト全体の本当の成果

であると信じております。 
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学生が温めているアイデアを、潜在的なニーズや競合技術等の調査やメンターからの
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G. C&C（グローバルチャレンジ＆クリエイション）成果報告書 

TECO Green Tech 2014 への参加 

参加プロジェクト代表者 21世紀プログラム ローン ジョシュア 

 

2015年度より QREC（九州大学 ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター）の C&C（チ
ャレンジ＆クリエイション）、A&C（アカデミック＆クリエイション）に続く形で開始される G.C&C
（グローバル チャレンジ＆クリエイション）の先駆けとして、台湾にて開催されたグリーンテクノロ

ジーの研究大会、「TECO Green Tech 2014」に参加した事に関して、以下の通り報告致します。 

1.大会の概要 

「TECO Green Tech 2014」は 2014年 8月 26日に台湾台北市の国立台湾科学教育館（The National 
Taiwan Science Education Center）にて開催されたグリーンテクノロジー全般に関する学生（修士・博士
課程含む）の研究を競う大会である。日本、シンガポール、中国、ロシア、アメリカ、ドイツより 19
大学が招待され、各大学より 1チームずつ（Nanyang Technological Universityのみ 2チーム）代表チー
ムが参加する。日本からは東京大学・九州大学・早稲田大学・慶応大学が参加した。大会終了後は大会

開催側による主催で、参加した各国チームと共に TECOのモーター製造工場の見学や、ITRI（台湾工業技
術研究院）の見学、墾丁国家公園の観光などをした。大会の大まかな流れとしては、スライドを使用し

たステージ上におけるプレゼンテーション（13分）の後に、各チームに割り当てられた展示ブースにて
プレゼンテーションと同じ審査員の前で 5分間の実演をする流れとなっていた。九州大学からの参加
者は、C&C2014採択プロジェクト「風向変動を再現できる新型回転風洞の実用化」のメンバー全員
（計 5人）と谷川先生、五十嵐先生の計 7人であった。 

2.発表内容の概要 

発表テーマ「The Minimization of effects from wind direction fluctuation on small wind turbines」 

（日本語訳：小型風力発電機に対する風向変動の影響の最小化について） 

発表内容は 2013年度 C&Cに採択された「風向変動を再現できる新型回転風洞の開発（水平軸風
車のヨーエラーによるエネルギーロスの研究のため）」の研究の基礎となった 2010年～2012年に
代表者ローンが行った研究内容がメインとなっており、新型回転風洞はこの研究の課程の一つとし

て扱った。大まかな流れは以下の通りである。 

小型風車に悪影響をもたらすと長年指摘されてきた風向変動の研究が殆ど進んでいないことを指

摘し、その原因として風向変動による影響を知る手段がないことを挙げた。その手段として考えら

れるものはシミュレーション・ビッグデータの解析・実物大実験の 3つがあり、この手段を 1つず
つ研究し、試行錯誤をした末に、風洞実験法を確立させることに成功した。この実験法が実用化す

れば、風力発電の大幅な効率向上が望める。 

2-1. 大会での目標 

今回、Green Tech 2014では勿論ながら最高位の賞である「Champion」を受賞することを目標と
した。また、海外にて研究発表を行うことができる貴重な機会であるため、研究に対して海外の研

究者や学生がどのような意見を投げかけてくるのか、違う環境から来た研究者とどのような視点の
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違いがあるのかなどを最大限学ぶことも目標とした。そのため、発表外の時間も積極的に展示ブー

スにて他の学生や研究者と意見交換を行った。また、多くの企業・研究者が集うため、研究プロジ

ェクトのためにも共同研究先やスポンサーになり得る企業を積極的に探す機会としても活用するこ

ととした。 

2-2. 発表のメインストラテジー 

Green Tech への参加は九州大学として初めての機会であるため、どのような研究が中心の大会な
のか、どのような研究が評価される傾向にあるのかなどに関する情報がなかったため、過去の受賞

研究などを調べ、評価されやすい要素などの分析に務めた。その結果、①理論的な研究がメインで、

②本格的な工業技術は少ない傾向にあり、③どの研究も「従来型よりも●●％優れている」という

ような改善値を持っていると判断し、発表のストラテジーを定めた。 

本研究プロジェクトの持つ大きな研究内容としては「風洞実験装置の開発に至るまでの基礎研究

（理論メイン）」と「風洞実験装置を開発するための技術的な研究（技術メイン）」の 2つがある
が、今回は理論的な研究が多いと予測し、前者を中心に据え、後者はあくまで前者の一手段として

位置づけた。発表の目玉は「風車が風向変動から受ける影響を調べる手段を確立することに成功し

た事」とし、結論では基礎研究で導出した「風向変動による影響をなくした時の理論的な改善値・

15～20％」を目指している研究途中である、と可能性をアピールする形とした。 

 

 

2-3. 結果（成果） 

Green Tech 2014にて研究発表した結果、残念ながら賞を受賞することは叶わなかった。しかし、
多くの学生や研究者と交流し、意見交換することによって多くの貴重な知見を得ることが出来た。

特に、本研究では「風向変動の影響を減らす」ことがメインテーマなのに対し、「風向変動を利用

して発電する風力発電機」の技術を研究する学生との出逢いはお互いに大きな衝撃を与えた。大会

後の工場や ITRI見学では台湾の技術力の高さ、日本との技術提携の強さを実感し、技術のグローバ
ル化の重要性を身をもって体感することが出来た。また、大会を視察に来た企業のうち、日本より

来た企業の関連企業と最終的に共同研究契約を結ぶこととなった。総じて、非常に有意義な大会で

あったと評価する。 

（審査員の前で 5分間の実演をする様子。
ミニチュアの風洞で説明をした） 

（プレゼンテーションの様子。海外ならで

はの歩きまわるスタイルで行う） 
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3. 大会の分析（反省点） 

Green Tech 2014にて賞をひとつも獲得する事が出来なかった大きな原因は 3つあると考えている。
まず、大会の研究内容の予想が大きく外れたことが大きなダメージとなった。理論的な研究がメイ

ンで、技術的な内容は少ないと予想していた Green Techは全くの逆で、理論的な研究はごく少数で、
殆どが工業大学で扱うような極めて技術性の高い研究が殆どであった。そのため、理論研究を全面

に押し出し、風洞は控えめにした我々の発表は「場違い的な」ものであり、審査員の興味を引くこ

とができなかった。 

もう一つの原因は、本研究が実測による具体的な改善値をもたないことであった。技術的な研究

が殆どを占める中、多くの研究は「実験の結果、●●％性能が向上した」というような理論値では

なく、実測に基づく魅力的な改善値を持っていた。それに対し、本プロジェクトは実験装置が完成

したばかりで、実物の風力発電機を使用した実験はできておらず、このような実測による魅力的な

改善値は持っていなかった。 

三つ目は、発表内容が「濃すぎた」事にある。本発表では 5年に及ぶ研究の成果をすべて詰め込
もうとしたあまり、13分のプレゼンテーションでは十分に説明しきれない量となり、全体的に浅い
内容となってしまった。これにより、研究の信憑性や技術的な難しさが十分に伝わらなかった。特

に、今回の審査員は全員英語が母語ではなく、人によっては英会話に難がある審査員だったことも

研究内容をわかりやすく絞らないといけない大きな要因となった。 

4. 今後への課題 

今回の研究発表大会への参加から、我々は Green Techの大会の傾向や評価ポイントなど、多くの
ノウハウを得ることが出来た。また、大きな敗因となった「実測による具体的・魅力的な改善値」

をようやく 2015年 1月末より行った実証試験にて得ることが出来た（別頁の C&C2014「風向変動
を再現できっる新型回転風洞の実用化」参照）。内容的には十分「Champion」を狙える内容である
ため、Green Techに再び参加したいと考えている。次回参加することがかなった場合は、以下のこ
とに気をつけて発表を構成したい。 

●発表内容はつめこみすぎず、本当に重要な部分に絞る（風洞メイン） 

●技術的な内容に重点を置き、理論的な部分は添える程度にする 

●実測による具体的・魅力的な改善値をしっかりとアピールする 

発表内容を詰め込み過ぎないことに関しては、来年度に G.C&Cにて海外大会に参加するチームなど
に共通して言えることである。特に、英語を母語としない日本からの参加者としては、確実に情報

が伝達するように工夫をこらす必要があると考える。 
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5. 文化交流 

Green Techでは、研究発表大会後の晩餐会にて、各大学よりその国の文化を伝える出し物をする
催しがあった。九州大学代表チームの我々は日本のアニメ文化を紹介するダンスや踊りを大会前よ

り振り付け・音楽・衣装に至るまで入念に準備をして望んだ。結果として催しを大いににぎわすこ

とが出来、会場での一体感を感じることが出来た。また、大会後の見学や観光のバスの中でも大会

主催者や他チームより度々リクエストされ、バスの中で踊りや歌を提供し、一躍有名となった。大

会主催者の幹部からは、「九州大学に来てもらって本当によかった」「また来てほしい」と言われ

る程であった。この活動は九州大学の国際交流に大いに役に立ったと評価している。 

（九州大学の展示ブースでの集合写真） 

（ステージ上で他大学チームと共に踊る九州大

学代表メンバー） 
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C&Cプロジェクト 2014 成果報告書 

風向変動を再現できる新型回転風洞の実用化 

代表者 21世紀プログラム ローン ジョシュア 

 

1.プロジェクトについて 

プロジェクト概要 

本プロジェクトでは、去年の 2013年度 C&C（チャレンジ＆クリエイション）にて風向変動を再現で
きる新型回転風洞を開発し、性能・実験面積ともに業界最高を達成することに成功した。今年度はこの

実験装置の本来の目的である、「風力発電機が風向変動から受ける影響の調査」を行うことができるレ

ベルにまで技術を成熟させ、実用化することを目的としている。この目的を達成するために風洞の改良

や対外活動、実証試験などを行った。 

1-1 背景 

近年、原子力発電や火力発電に替わる代替エネルギーとして有力視されている風力発電は、大型化の

一途を辿ってきた。その一方で、個人や企業の環境意識の向上から、小型風力発電の市場が近年爆発的

に成長している。急成長する小型風力発電の市場には部分的に技術の成熟が追いついていない分野が存

在する。これまで小型風力発電はその市場の小ささから、基本技術、評価方法や観測方法に至るまで大

型風力発電のものを踏襲して開発されてきた経緯がある。そのため、低い場所に設置される小型風力発

電特有の問題である風向変動による悪影響などの問題に対する研究があまり進んでいない実情がある。

特に、風向変動に関しては、風向変動環境を再現できる大型の実験装置の開発が複数回試みられるもの

の大型化には成功せず、研究は理論的なものに留まっていた。去年、本プロジェクトは 2013年度 C&C
（チャレンジ＆クリエイション）にて新型の風向変動風洞の開発を試み、業界最大・最高性能の回転型

風向変動風洞の開発に成功した。この実験装置を使用することで、これまで一切行うことが出来なかっ

た、実物大の小型風力発電機を使用した風向変動実験が可能になり、風向変動による影響に関する研究

が飛躍的に進むことが期待される。 

1-2 研究目的・目標 

去年のプロジェクトでは、これまで実現されなかった大型の風向変動実験装置の開発に重点を置いた

ため、実際に風力発電機を用いて実験をするための機能や設備が不十分で、実験のノウハウに関しても

企業や他研究者に使用してもらえるレベルではなかった。そのため、今年度のプロジェクトでは、実際

の風力発電機を使用した実験ができる環境を整え、実証試験を重ねることで実験技術を実用レベルにま

で成熟させることを目標とした。この目標を達成するために行う必要がある事項は下記のとおりである。 

①パワー不足の解消 

②機械化・自動制御化 

③長期ユースに向けた改良 

④対外活動 

（※内容の詳細に関しては後述） 

これらを行った上で実物の風力発電機複数台を使用した実証試験を行い、実験装置が実用に耐えうるか

を評価する。 
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2.研究成果 

達成状況概要 

●最高風速 4.5m/s → 18.5m/s に向上（約 4倍） 

●パワー係数 3.15 → 0.43 効率の大幅上昇（約 7.3倍） 

●エネルギーロス計測に成功 （Air-40で 20％程・垂直軸型で 38％程） 

●市販の風力発電機（Air-40）のエネルギーロスを 20％程 カットに成功 

●初期応答性を最大 35％向上に成功 

●Green Tech 2014に出場・第 23回 風工学シンポジウムにて学会発表（高評価） 

●共同研究企業 1社・個人共同研究先 2件 確保 

実験装置の改良の結果、実験装置の性能を大幅に向上させることに成功した。特筆すべき点としては

パワー不足に悩まされていた実験装置の最高風速が前年度の 4.5m/sから 4倍以上の 18.5m/sに上昇した
ことである。これは通常の風力発電機の最大出力風速である 13m/s を大幅に上回るものである。さらに、
風洞内部に GFRP（ガラス繊維強化プラスチック）を貼り、気密性を向上させたり、流路形状を改良した
成果もあり、実験装置の効率を示すパワー系数は 3.15から 0.43に下がり（下がるほど効率が良い）、
同じ吸い込み型の実験装置では類を見ない効率の高さとなった。実証試験では、実験対象とした市販の

風力発電機（アメリカ製・South west wind power社製 Air-40）が風向変動より受けるエネルギーロスが
30％近いことがわかった。この風車に対し、尾翼を改良するなどの改良を加えた結果、20％程性能が向
上したことを実験で確認できた。また、初期応答性に関しても尾翼の改良によって最大で 35％程の性能
向上を確認することができた。研究プロジェクトが 2011年より 2012年にかけて収集した実測データを
元に改良した風車による出力を予測したところ、平均よりも風速が低く、風向変動が少ないサンプルデ

ータで全体発電量の 2％ほどの上昇が見られた。此れは設置場所の環境に大きく依存するが、最小でも
2％、多い場所で 10％ほどの性能向上が見込まれる。また、本研究プロジェクトで 2011年に制作した垂
直軸風車（ダリウス型風車）で試験をしたところ、風向変動によるエネルギーロスは 38％程であった。
これは一般的に垂直軸風車は水平軸風車よりも風向変動の影響を受けないとされる業界の常識（裏付け

るデータはない）に反するものであったため（水平軸風車の Air-40は 20％程）、今後慎重にさらなる精
密実験を進める予定である。この実験結果が事実であった場合、小型風力発電業界に与える影響は大き

いものと思われる。 

2-1 パワー不足の解消 

去年の研究プロジェクトで実験装置を完成させた時点で

は、時間不足・資金不足などの理由から、応用力学研究所

よりお借りしたモーター動力の送風機（スイデン SJF-600A-
3）2台を送風源として使用していた。モーターは合計 3kw
の出力で、風洞の最大風速は 4.5m/sであった。一般的な小
型風力発電機は 13m/s～15m/sほどで最大出力のため、小
型風力発電の実寸試験のためには 13m/s以上の最高風速が
必要とされている。そのため、今年度は 3kwのモーター送
風機を 10kw程度のエンジン送風機に変更する計画であっ
た。 

最終的には出力 30kw（当初の予定の 3倍、モーター送
風機の 10倍）の中古バイク（カワサキ エリミネーター

250LX）を購入し、バイクのエンジンを利用してエンジン
送風機を制作した。これに伴い、風洞の約 3分の 1をエン

（写真 2 エンジン送風機全景） 
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た。 

最終的には出力 30kw（当初の予定の 3倍、モーター送
風機の 10倍）の中古バイク（カワサキ エリミネーター

250LX）を購入し、バイクのエンジンを利用してエンジン
送風機を制作した。これに伴い、風洞の約 3分の 1をエン

（写真 2 エンジン送風機全景） 

ジン送風機に合うようにリフォームした。直径 1770mmのモーターパラグライダー用のプロペラを使用
しており、下にあるエンジンより動力をチェーンで伝達する仕組みになっている。この送風機により、

風洞実験装置の最大風速は 18.5m/sにまで上昇した（測定部での風速）。完成したエンジン送風機の写
真は写真 1の通りである。プロペラの回転軸の振れや振動を極限まで減らしているため、プロペラと風
洞の隙間が 5mm程でも触れることなく高速回転することが可能になっている。安全のため、送風機の
入り口には鋼鉄製の網を張っている。 

2-2 機械化・自動制御化 

去年の研究プロジェクトで手が回らなかったもう一つの事項として、実験要素の自動化がある。去年

の実験では風向変動を再現するため、風洞実験装置をメトロノームの音を頼りに人力で押して一定速度

で回転させていた。また、風洞実験装置を回転させている時の実験装置内の風速分布を可能な限り一定

に保つための 15本の気流調整弁の調整に関しても、人力で 1つ 1つ調整をしていた。実験をより正確
かつスムーズにするために、これらの動作を自動化することを目標としていた。 

今年度、この自動化に関しては実現することが叶わなかった。その主な理由は、実験場所・装置保管

場所の別キャンパスへの移転が決定したことにある。2015年 2月 15日現在、実験装置は QREC（九州大
学 ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター）のご厚意によって QREC事務などのある、
九州大学箱崎キャンパスの産学連携棟Ⅰに保管させていただいているが、2015年後半に伊都に移転する
ことになったため、実験装置も移転を迫られている現状にある。伊都キャンパス、筑紫キャンパスいず

れかへの移転を計画しているが、どちらも室内に十分な場所を確保できる可能性が極めて低いため、野

外設置が前提となる。現在は室内の保管場所から野外の実験場所まで手押しで実験装置を移動させ、実

験装置の中心を地面に固定して実験を行い、また実験装置を保管場所に戻すというスタイルが定点設置

型へと大きく変化する。そのため、今年度に装置の自動化をしてしまうと、次年度で自動化した機能が

使用できなるなる可能性が高いため、敢えて自動化を行わないこととした。その代わり、実験装置内を

撮影する設備や夜間にも実験ができるように照明や電源（発電機）を充実させることで実験をよりスム

ーズに行うための改良を行った。 

2-3 長期ユースに向けた改良 

去年の研究プロジェクトで完成させた実験装置には時間

不足のために仮設的な処置しか行えなかった部位が多数存

在する。まず、実験装置内の合板と合板の間の隙間を埋め

るためにガムテープや厚紙を使用していたため、空気が漏

れて実験装置の効率を下げるだけではなく、構造的にも弱

く、実験中に雨が降るとすべて取り替えなければいけない

という側面があった。また、実験装置のタイヤの個数が足

りず、タイヤが度々破損していた。 

これらの問題を解消するため、風洞内部に GFRP（ガラ
ス繊維強化プラスチック）を貼り、接合部にパッキンを入

れるなど、隙間を徹底的に埋める努力をした。GFRPは強
度的に非常に優れるため、風洞実験装置全体の強度も大幅

に上昇した。また、GFRPはプールの底やタンクに使用さ
れるほど防水性に優れるため、GFRPを貼らなかった板の
部分にも、GFRP用のポリエステル樹脂を染みこませるな
どして、耐候性を向上させた。この改良とともに、エンジ

ン送風機の導入に伴った流路形状の変更もあり、実験装置

の効率を示す「パワー系数」が以前の 3.15から 0.43にま
で向上した（下がるほど効率が良い）。パワー係数 0.43
というのは通常、パワー系数 1.5程度の吸込み型・吹出し
型風洞を上回る効率であり、効率が高いことが特徴である

（写真 3 GFRP貼り・塗装後の実験装
置の内部） 
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パワー系数 0.5前後の回流式風洞に匹敵する数値である。GFRPを貼った風洞の内部は実験の様子を観察
しやすいように、また気流の可視化などを行うために艶消しブラックに全面塗装した。他に、風洞のタ

イヤの数を 6個から 12個に倍増させ、風洞を動かしやすく、タイヤが壊れにくいよう配置した。 

2-4 対外活動 

今年度の研究目標である「技術の実用化」を達成するためには、実際に共同研究企業や個人、大学を

獲得する必要がある。そのため、本研究の成果を対外的にアピールするために学会や研究大会に参加す

る活動を行った。 

●TECO Green Tech 2014 （in台湾） 

TECO主催のグリーンテクノロジーの研究大会「Green Tech 2014」に九州大学代表として参加した。大会
では賞を獲得することはできなかったが、同じ風向変動と風力発電に着目した研究もあり、意見交換な

どを通じて多くの情報やアイディアを得ることが出来た。研究大会にはベンチャー企業や大手企業の関

係者が多く来場しており、結果的にこのとき会場で本プロジェクトに興味を持った企業の関連企業を共

同研究先として獲得することができた。（※大会の詳細に関しては、別頁に別途成果報告書があるため、

そちらを参照） 

●第 23回 風工学シンポジウム（in東京） 

本研究で開発した実験装置は非常に奇抜な実験形態をもつため、学会にて関連研究者に受け入れられる

かどうかが非常に重要となる。そのため流体力学に関する実験方法を扱うジャンルのある「風工学シン

ポジウム」に論文を投稿したところ、採択されたため、第 23回風工学シンポジウムにて登壇し、研究
発表を行った。発表並びに質疑応答、懇親会では本研究の新型の風洞実験装置は高く評価され、風洞実

験装置の製造企業などからも高い評価を得ることが出来た。また、本研究の風向変動風洞が建築関係の

風洞実験にも活用できるのではないかという意見が多くあった。建築関係の風洞実験では、これまで風

向変動が急速に変化した時のデータを正確にとることのできる装置はなく、回転型の風向変動風洞がま

さに此れを解決できるとのことだった。現在、建築関係の研究者と共同研究の交渉が進行している。 

東京で研究発表をする機会を利用して、本研究プロジェクトの風洞実験装置に興味があるとの連絡を

受けた企業や個人に直接会い、交渉した結果、共同研究企業 1社、共同研究をする研究者 2名を獲得す
ることができた。小型風力発電のベンチャー企業「株式会社チャレナジー」との共同研究では、新開発

の垂直軸型マグナス風車（世界初）の風洞試験全般を 3月より担うこととなった。また、個人研究者か
らも新型の垂直軸風車と水平軸風車での風洞実験及び評価を依頼されている。 

3. 実証試験（概要） 

風洞実験装置に施した様々な改良により、実験装置が実物の風力発電を使用した風洞実験に使用でき

るかどうかを評価すると同時に、風向変動実験のデータを元に風力発電機の性能を向上させることがで

きるかどうか調査するために実証試験を行った。この実証実験によって「実用化レベル」かどうかを評

価する。実証試験の大まかな内容は以下の通りである。 

①水平軸風車・垂直軸風車にて風向変動によって

発生するエネルギー損失を計測 

②水平軸風車に改良を加え、エネルギー損失の変

化を計測・改良の効果を解析 

（通常応答性と初期応答性の 2種類） 

 

 Air-40（水平軸） Hダリウス（垂直軸） 
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 Air-40（水平軸） Hダリウス（垂直軸） 

3-1. 風向変動によるエネルギー損失の計測 

風向変動実験装置による実験は、九州大学箱崎キャンパスの産学連携

棟Ⅰ裏の空き地（平らなコンクリート張り）にて行った。自然風による

影響を避けるため、風洞実験装置を囲むように高さ 1.8mの防風ネット
を敷設した。また、実験日は風速が低い日を選択した（実験日の気象環

境は表１参照）。風洞実験の風速は 7m/s、9m/s、11m/sの 3段階で行
い（垂直軸風車は強度の関係上 11m/sは行わなかった）、風向変動速

度は 0rpm（静止）、3pm、6rpmの 3段階で総当り合計 9条件での実験
をそれぞれ行った（垂直軸風車は上から見て時計回り・反時計回りそれ

ぞれ行った）。当初、12rpmまで風向変動速度を上げて実験
をする予定だったが、6rpm以上の風向変動速度では水平軸
風車（Air-40）が風向を全く追従できていなかったため、
6rpmまでとした。風向変動速度が安定した時の風力発電機
の発電電圧(V)と、安定ラグ角度(deg)を計測した。安定ラグ角
度とは、風力発電機が風向変動を追従しているときの風向と

風車の向きの差の角度が安定したときの値のこととする。発

電電圧はオシロスコープとテスターを使用して計測し、安定

ラグ角度は風洞内部（風力発電機下部）にとりつけたカメラ

の映像より判別した。実験に使用した風力発電機は水平軸風

車として市販の風力発電機「Air-40（South West Wind Power
社製）」を、垂直軸風車として 2011年に制作した Hダリウ
ス型風車を使用した。Hダリウス風車は直径 700mm・翼弦
155mm（NACA6521・迎え角 5°・上から見て反時計回り）・
高さ 900mmである。実験データの解析の関係上、風向を固
定したまま、風力発電機(Air-40)を 10°ずつ風向からずらし
て発電電圧を測定した。実験結果は右の通りである。 

結果の分析 

Air-40で実験をした際、7m/s、11m/sで風向変動実験をし
た時に風車は風向を追従することが出来なかった。しかし、

2 秒以下の短時間であれば風向を追従する動きを見せたため、
安定ラグ角度の数値が風力発電機の状態ごとでほとんど変化

しない特性と、各流入角時の発電電圧と安定ラグ角度、風向

変動時の発電電圧の相関が強い特性を利用して※が付いてい

る値は計算により算出した。また、垂直軸風車の計測結果は、

風洞実験装置内部の流れの影響を加味するために±0.6m/s分
の補正をかけた後、エネルギー損失を算出した。 

実験の結果、水平軸風車である Air-40は風向変動に寄って最
大で 40.6％、最小で 13.6％、平均 29.45％のエネルギー損失
を受けている事がわかった。また、垂直軸風車である Hダリ
ウス型風車は最大で 50.2％、最小で 26.5％、平均 37.96％の
損失を受けている事がわかった。驚くことに、一般的に垂直

軸風車は水平軸風車より風向変動の影響を受けないと言われ

ているが、これを大きく覆す結果が出た。また、垂直軸風車

は平均で 7.3％、風車の回転と同じ方向である反時計回りの
時のエネルギーロスが多かった。これは本研究プロジェクトが 2010～2012年の基礎研究で出した予測
に一致する。 

 

日時 2015年 2月 1日(日) 
気温 5.7℃ 
気圧 1028.5hPa 
湿度 64％ 
風向 北北西 
風速 平均 1.9m/s 

Air-40(Normal) 発電電圧(V) 
 0rpm 3rpm 6rpm 
7m/s 11 21.5※ 16※ 
9m/s 20 13 12 
11m/s 27 9.5※ 8※ 

Air-40(Normal) 安定ラグ角度(deg) 
 0rpm 3rpm 6rpm 
7m/s  45※ 50※ 
9m/s  45 50 
11m/s  45※ 50※ 

Hダリウス風車（反時計）発電電圧(V) 
 0rpm 3rpm 6rpm 
7m/s 17.7 13 11 
9m/s 19 12 11 
11m/s    

Hダリウス型風車（時計）発電電圧(V) 
 0rpm 3rpm 6rpm 
7m/s 17.7 10 10.5 
9m/s 19 13 11.6 
11m/s    

Air-40(Normal)各流入角時の発電電圧(V) 
 7m/s 9m/s 11m/s 
0° 12.2 20.5 27.3 
10° 11.6 20.2 26.7 
20° 11.3 19.6 24.2 
30° 10.5 18 23.8 
40° 10 15.5 20.9 
50° 8 10.2 16 
60° 8 9 7.2 
70° 8 12 6.3 
80° 1.5 1.3 1.4 
90° 0 0 0 

（表 1 気象条件） 
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3-2. 改良後のエネルギー損失の計測 

水平軸風車（Air-40）に対し、尾翼の面積を 2倍にする改
良を施し、その状態で風向変動より受けるエネルギー損失を

計測した。実験条件・日時は前章 3-1と同じである。改良を
施した尾翼の図は図 1の通りである。この実験では図中の②
の部品は取り付けず、①のみで行った。 

結果の分析 

実験の結果は右の通りである。通常状態の Air-40よりも安
定ラグ角度が 10°～20°小さくなっており、発電量もすべて
の条件において向上している。風向変動より受けるエネルギ

ー損失は最大 19％、最小 1.6％、平均 8.73％であった。各条
件での向上値で見ると、尾翼を改良したことによってエネル

ギー損失が 20.7％向上した。さらに、2011年に Air-40を実際
に野外に設置して実測試験（風速・発電量・風車向・風向）

を 6ヶ月間行った際のデータに改善値を条件ごとに割り当て
て発電量がどの程度向上するかをシミュレーションしたとこ

ろ、風向変動がそこまで多くない環境で 2％程
度、風向変動が非常に多い環境では 10％程度
の発電量の向上があった。 

初期応答性の改善 

更に、風向変動によるエネルギー損失とは

別に、風力発電機（Air-40）の初期応答性を向
上させる試験も行った。初期応答性とは、風

力発電機の向きとは違う方角から風が吹きは

じめた際にどの程度応答できるかを示す指標

である。実験では、風力発電機を風向とは真

逆の方向に向け、所定の風速まで増速した上

で風向を少しずつ変化させ、風車が向きを変

え始めた時点の角度を記録する。記録方法は

安定ラグ角度の計測方法と同じである。風力発電機には通常状態の他に、

尾翼の面積を 2倍にした場合（図 1中の①のみ）、尾翼の面積を 2倍
にした上に半径 45のアルミ管を 4分割した形状の部品（図 1中の②）
を片側（右）に取り付けた場合、その部品を反対側に取り付けた場合

（左）、その部品を両側に取り付けた場合の計 5条件での実験を行った。
実験結果は右のとおりである。右側に部品②を取り付けた状態での応答

性が最も良い結果となった。通常尾翼と比べると 35％の向上となる。
初期応答性の向上によって発電量がどの程度向上するのかは、現在保持する実測データの精度では確か

めることはできないため不明である。今後更に観測精度を向上させることによって具体的な発電量の向

上値を算出することが可能となる。 

4. まとめ・今後の展望 

これまで 5年間、風力発電機が風向変動より受けるエネルギー損失に関する研究を続けてきたが、今
年度ようやく具体的な値を得ることができ、感無量である。今回の成果より、回転型の風向変動風洞の

技術は十分実用に耐えうると評価する。今後は改良した風力発電機を実際に野外に数台設置し、野外に

おける実証試験を行いたい。また、野外においても発電量の向上が確認できれば、風力発電機が風向変

動より受けるエネルギー損失を低減させるアタッチメントとしての商品化など、ビジネスにおける可能

性も考えられる。また、学会で指摘があった建築分野の研究への参入も予定している。 

Air-40(Normal) 発電電圧(V) 
 0rpm 3rpm 6rpm 
7m/s 11 21.5※ 16※ 
9m/s 20 13 12 
11m/s 27 9.5※ 8※ 

Air-40(Normal) 発電電圧(V) 
 0rpm 3rpm 6rpm 
7m/s 11 21.5※ 16※ 
9m/s 20 13 12 
11m/s 27 9.5※ 8※ 

Air-40(Normal) 発電電圧(V) 
 0rpm 3rpm 6rpm 
7m/s 11 21.5※ 16※ 
9m/s 20 13 12 
11m/s 27 9.5※ 8※ 

初期応答性(deg) 応答開始 
通常尾翼 32° 
拡大尾翼 25° 
片側特殊（右） 21° 
片側特殊（左） 27° 
両側特殊 29° 

100mm 

（図 1 尾翼の改良状況） 

① 

② 
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性が最も良い結果となった。通常尾翼と比べると 35％の向上となる。
初期応答性の向上によって発電量がどの程度向上するのかは、現在保持する実測データの精度では確か

めることはできないため不明である。今後更に観測精度を向上させることによって具体的な発電量の向

上値を算出することが可能となる。 

4. まとめ・今後の展望 

これまで 5年間、風力発電機が風向変動より受けるエネルギー損失に関する研究を続けてきたが、今
年度ようやく具体的な値を得ることができ、感無量である。今回の成果より、回転型の風向変動風洞の

技術は十分実用に耐えうると評価する。今後は改良した風力発電機を実際に野外に数台設置し、野外に

おける実証試験を行いたい。また、野外においても発電量の向上が確認できれば、風力発電機が風向変

動より受けるエネルギー損失を低減させるアタッチメントとしての商品化など、ビジネスにおける可能

性も考えられる。また、学会で指摘があった建築分野の研究への参入も予定している。 

Air-40(Normal) 発電電圧(V) 
 0rpm 3rpm 6rpm 
7m/s 11 21.5※ 16※ 
9m/s 20 13 12 
11m/s 27 9.5※ 8※ 

Air-40(Normal) 発電電圧(V) 
 0rpm 3rpm 6rpm 
7m/s 11 21.5※ 16※ 
9m/s 20 13 12 
11m/s 27 9.5※ 8※ 

Air-40(Normal) 発電電圧(V) 
 0rpm 3rpm 6rpm 
7m/s 11 21.5※ 16※ 
9m/s 20 13 12 
11m/s 27 9.5※ 8※ 

初期応答性(deg) 応答開始 
通常尾翼 32° 
拡大尾翼 25° 
片側特殊（右） 21° 
片側特殊（左） 27° 
両側特殊 29° 

100mm 

（図 1 尾翼の改良状況） 

① 

② 

C&Cプロジェクト 2014	 成果報告書 
高校の化学実験の補助教材の開発 
工学部物質科学工学科 3年	 佐々木陽一 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 周	 泓遥 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 曽田祐輔 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 園田俊貴 

工学部機械航空工学科 3年	 塘	 陽子	  

芸術工学部工業設計科４年	 山下創平	  

 

1.  プロジェクトの概要  

	 本プロジェクトは、Web上で化学実験の動画やその手順書などを公開することで化学

教育の水準向上を目指したものである。 

2.  背景・目的  

	 化学教育の中で、実験や観察の時間は講義の時間と同じくらい重要であると考えられ

ている。なぜなら、実験や観察を通して、生徒の学びは現実味を帯びたものになるからで

ある。しかし、高校化学教育においては、大学入試対策への傾倒や授業時間の減少、実験

技官の減少などの影響で、実験や観察の時間が減らされてしまっている。JST(科学技術

振興機構)による H20年度の実態調査では、60%以上の高校が数ヶ月に 1,2回程度しか実

験をできていないという結果が得られている。6年以上の歳月がたった今も、現状はあま

り変わっていないようである。この状況は理科離れの一因と考えられており、技術立国で

ある日本の将来を考える上では改善しておくべき課題であろう。この現状を少しでも変え

たいという思いで、我々は本プロジェクトを立ち上げた。 

	 改善策として、我々は実験動画及び実験の手順書が体系的にまとめられている場所を

Web上で提供することを考えた。Webであれば、いつでも、どこでも、誰でも利用をす

ることが可能である。実験そのものを増やすことは困難でも、実験動画の提供によって実

験をした場合のイメージを身につけられる環境を作ることは可能である。また、実験動画

は多忙な高校教員の方々にとって実験を計画する上で良い参考資料となりうるであろう。

このような考えのもとで、我々は Web 上の高校化学実験の補助教材開発プロジェクトをス

タートした。 

3.  達成状況  

達成状況は以下の通りである。 

(1) Webサイトの設立 

	 Webサイト設立に際して、さくらインターネットでレンタルサーバー、ドメインの契

約をした。作成はWordpressと呼ばれる、簡易にWeb制作ができるソフトウェアを導入

しテンプレートの編集をすることで進めた。Webサイトの名前は「カガクラボ」とし、
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化学実験が行われる場所としてのイメージを反映させた。動画の挿入は Youtubeに投稿

した動画をリンクさせ、作成、閲覧共に利便性を向上させた。作成状況については、プロ

トタイプが完成し、動画やコラムを追加していく準備が整ったところである。トップペー

ジ(図 2)上部には教科書の単元に沿って検索ができるメニューがあり、メニューをクリッ

クすることで実験動画やその手順書が見られるページ(図 3)に移動できる。動画ページ下

部には、単元に関連する日常化学についてのコラム欄も設けている。 

(2) 実験実施環境の整備 

	 実験担当メンバーが所属する応用化学コース分子クラスの主任である後藤雅宏教授に

実験の協力をお願いしたところ、快諾してくださり、実験ごとに研究室や大学関係者の

方々を紹介してくださった。実験監督者は藤ヶ谷剛彦准教授、中野幸二准教授にお願いし

た。実験場所は工学部 EN41教室、ウエスト 3号館 110教室、今任稔彦教授の研究室の

実験台をお借りし、試薬は実験ごとに保管している研究室の許可を頂き使用させていただ

いた。基幹教育に携わる小早川義尚教授、冨板崇教授、大橋弘範助教からも実験を行う上

での様々なアドバイスをいただいた。 

(3) 実験の実施 

	 大学入試問題を参考にすれば生徒の学習効率や学習意欲が向上し、教員の方々に利用価

値を感じていただけるであろうという考えから、全国の入試問題を参考に塩化マグネシウ

ムを用いた浸透圧実験、炭酸水素ナトリウムの二段階中和滴定実験、中和滴定による食酢

中の酢酸濃度決定実験、過マンガン酸カリウムを用いた COD測定の実験手順書を作成し、

実験動画を撮影した。また、日常化学のコラム欄に挿入する内容として、卵の浸透圧に関

する実験を行った。 

(4) 高校教員との連携 

	 1/24(土)に福岡教育大学で行われた化学教育懇談会という、福岡県の教員の方々と大学

関係者が集まり、高校化学教育について発表をするイベントに参加し、高校教員の方々や

大学関係者の方々の前でカガクラボに関する発表を行った。教員の方々からは学生の理科

離れをどうにかしたいものの、様々な制約から大きな変化を生み出せない状況にあるとい

うお話を伺うことができ、化学教育の現状を確認することができた。Webサイトに関し

ては好意的な意見を多数いただくことができ、具体的に実験に関する要望などもいただけ

た。今後高校教員の方々と相互に連携をしながらWeb制作や実験を行っていく予定であ

る。 

4.  利用方法  

	 教育現場では、実験や授業の前の予習用として、生徒がどのような実験を扱うのか動画

を見てイメージをつけられるように利用していただいたり、入試問題の演習の時の参考と

して利用していただいたり、あるいは授業後の復習や学習を深めるための参考として利用

していただいたり、様々な形での利用を期待している。	 	 	 	 	 	 	 
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化学実験が行われる場所としてのイメージを反映させた。動画の挿入は Youtubeに投稿

した動画をリンクさせ、作成、閲覧共に利便性を向上させた。作成状況については、プロ

トタイプが完成し、動画やコラムを追加していく準備が整ったところである。トップペー

ジ(図 2)上部には教科書の単元に沿って検索ができるメニューがあり、メニューをクリッ

クすることで実験動画やその手順書が見られるページ(図 3)に移動できる。動画ページ下

部には、単元に関連する日常化学についてのコラム欄も設けている。 

(2) 実験実施環境の整備 

	 実験担当メンバーが所属する応用化学コース分子クラスの主任である後藤雅宏教授に

実験の協力をお願いしたところ、快諾してくださり、実験ごとに研究室や大学関係者の

方々を紹介してくださった。実験監督者は藤ヶ谷剛彦准教授、中野幸二准教授にお願いし

た。実験場所は工学部 EN41教室、ウエスト 3号館 110教室、今任稔彦教授の研究室の

実験台をお借りし、試薬は実験ごとに保管している研究室の許可を頂き使用させていただ

いた。基幹教育に携わる小早川義尚教授、冨板崇教授、大橋弘範助教からも実験を行う上

での様々なアドバイスをいただいた。 

(3) 実験の実施 

	 大学入試問題を参考にすれば生徒の学習効率や学習意欲が向上し、教員の方々に利用価

値を感じていただけるであろうという考えから、全国の入試問題を参考に塩化マグネシウ

ムを用いた浸透圧実験、炭酸水素ナトリウムの二段階中和滴定実験、中和滴定による食酢

中の酢酸濃度決定実験、過マンガン酸カリウムを用いた COD測定の実験手順書を作成し、

実験動画を撮影した。また、日常化学のコラム欄に挿入する内容として、卵の浸透圧に関

する実験を行った。 

(4) 高校教員との連携 

	 1/24(土)に福岡教育大学で行われた化学教育懇談会という、福岡県の教員の方々と大学

関係者が集まり、高校化学教育について発表をするイベントに参加し、高校教員の方々や

大学関係者の方々の前でカガクラボに関する発表を行った。教員の方々からは学生の理科

離れをどうにかしたいものの、様々な制約から大きな変化を生み出せない状況にあるとい

うお話を伺うことができ、化学教育の現状を確認することができた。Webサイトに関し

ては好意的な意見を多数いただくことができ、具体的に実験に関する要望などもいただけ

た。今後高校教員の方々と相互に連携をしながらWeb制作や実験を行っていく予定であ

る。 

4.  利用方法  

	 教育現場では、実験や授業の前の予習用として、生徒がどのような実験を扱うのか動画

を見てイメージをつけられるように利用していただいたり、入試問題の演習の時の参考と

して利用していただいたり、あるいは授業後の復習や学習を深めるための参考として利用

していただいたり、様々な形での利用を期待している。	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 

図 1	 利用の流れ	 

	 

5.  今後の展望  

	 コンテンツに関しては高校教員の方々の意見をもとに、①実験動画、②実験手順書、お

よび③関連する日常化学の内容の 3点に絞り、今後充実を図っていく予定である。また、

教員の方々より、実験動画は授業で利用するときに参考にできる動画であれば Youtube

にアプロードされたものを扱いやすいように整理して紹介してもらえる形でも十分利用

価値があるとのご意見をいただいたので、まず実験動画を可能な限り Youtubeなどから

集めてカガクラボで紹介し、徐々に大学入試問題を参考にして独自に撮影している実験動

画に置き換えていきカガクラボを充実させていくことを考えている。	 	  

	 Webの全体的な動画の充実に加え、広告収入を得られるシステムを導入し、事業化を

していく予定である。春休みなどを利用して、事業化への準備を整えていきたい。また、

留学生と協力して海外向けの英語ページの作成を行い、少しでも多くの人が利用できるよ

うにしていくことも考えている。アプリケーション化については、ターゲットを教員から

学生に広げていくタイミングで必要になってくると思われる。Web制作と並行して少し

ずつ作成の計画を立てていきたい。 

6.  謝辞  

	 実験環境を与えてくださった教授、准教授の方々、そして予算のみならず、購入、旅費、

実験協力の手続きなどにおいて、多大なる支援をしてくださった QRECの方々も含め、

ご協力いただいた全ての方々に深く感謝申し上げる。 
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図 2カガクラボトップページ 
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図 2カガクラボトップページ 

 

図 3カガクラボ動画ページ 
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男性介護者と社会資源を繋ぐ仕組みづくり	 

―被介護者同伴可の料理教室を通して―	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

医学系学府	 保健学	 	 西尾	 美登里	 



C&C チャレンジプロジェクト報告書  
 

男性介護者と社会資源を繋ぐ仕組み作り  

―	 被介護者同伴可の料理教室を通して―  

医学系学府保健学博士課程 3年	 西尾美登里 
 
 

企画概要 
社会資源に繋ぐ取り組みと家事への一助を、被介護者ケアを含む料理教室を実施する。 

在宅ケアを支える社会資源として料理教室を通し、社会資源を繋ぎ、生活技術の獲得が

できる仕組み作りとして、料理教室を実施した。 
理念 
家族看護の視点から、男性介護者へのケアについて普及を図り、人々の健康と福祉に貢

献する。 
対象者 在宅で介護をしている男性	 10名程度 
協力団体 認知症の人と家族の会、 

男性介護者と支援者のネットワーク九州ブロック	  
連絡窓口 協力団体代表	 岡村氏(協力者)	 	  
実施会場 テシマ・ﾃﾞﾘｱﾝﾄﾞｽｸｰﾙ	 	  
料理講師 手嶋法子	  
管理栄養士 桑原倫子	  
実施者 西尾美登里	 医学系学府保健学博士課程 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 看護学生男女	 2名 

各メンバーの少人数にて悩みを打ち明けやすい環境を整えた。 
 

①  料理・栄養への困難さや悩み	 →料理講師と管理栄養士がサポートした 
②  医療面での悩み	 	 	 	 	 	 	 →実施者と看護学生ボランティアがサポートした 
③  継続した情緒サポート	 	 	 	 →協力団体の岡村氏がサポートした 
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達成状況 

2014 年 9/26,  10/24,  11/21,  2015 年 1/23 の計 4 回	 実施した。  
(1) 教室内容 
・血圧測定と問診による体調変化の有無 
・料理講師と管理栄養士による食材や調理方法の説明、デモンストレーションの実施 
・対象者、料理講師、管理栄養士、実施者、ボランティアが一同に調理 
・会食	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

(2) メニュー  
対象者の料理の現状と、協力団体からの意見を聞き、連絡窓口の岡村氏と講師、

管理栄養士、実施者	 間において、事前に会議を実施した。 
	 	  

料理の現状: 協力団体の意見 
	 	 	 	 	 	 	 	 「料理の手際がわからずに時間がかかる」 

	 	 	 	 	 	 「多忙な中での介護において保存食を教えてほしい」 
「簡単で洒落た食事を作れるようになりたい」 
「たまに被介護者と共に自宅で外食のような食事を楽しみたい」 

河村らが調査した男性介護者が考える食事支援の困難は(n=96)	  
メニューを考えること 53% 
時間的な余裕がない、適切な味付けの仕方がわからない 33% 
つくりかたがわからない 30%	 	  
 

 
 
実施メニュー	 	 	 	 	 	 	 	 	  

1回目 9/26 おかずにも	 おつまみにも「簡単アヒージョ」	 揚	  
2 回 10/24 アツアツ栄養満点「冬野菜の重ね蒸し」	 	 	 	 蒸 
3回目 11/21  ぐい呑み勘定	 で作る「煮魚」	 	 	 	 	 	 	 	 煮 
4 回目 1/23 ワイルド＆オシャレ「チキンステーキプレート」焼 
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(3)効果・波及効果                                          	 	  
九州大学から「料理」をテーマとし、保健・医療・家族会、住民が一同に会し取

り組むことで、老若男女が互いの存在を気づき、問題を共有しメディアなどで発信

し、超高齢社会に向けた在宅ケアのあり方に多くの示唆が得られたと考える。 
メディアや新聞報道後に、協力団体へ参加希望の申し込みや、感想などが寄せられたこ

と、参加者が協力団体の会へと繋がった。以下によって効果・波及効果が有ったと考え

る。 
(1) 新聞報道	 	 	 	  西日本新聞 : 11/4 生活 TOPICS   

            	 	 	 	 	 毎日新聞  	 : 11/8 社会面記事 
(2) テレビ報道  	 	  NHK: 9/27  18時 20分～ 熱烈発信!福岡 NOW,  

                  	 	 KBC: 1/30   7時 10分～	 アサデス  
(3) 雑誌        	 	  時事通信社	 介護雑誌	 2015年 4月掲載予定 
(4) 会報通達・報告	  福岡県家族会会報: 8/31, 10/30, 11/31  
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(4) 参加者の属性 
	 	 	 	 被介護者が死亡したものを除く	 妻 母 死亡 2 名 

・お世話を受けている者は全て女性であり妻が多い 
・老老介護が多い 

被介護者 
被介

護年 

要介

護度 

参加者

年 

妻 70 5 74 

妻 55 5 59 

妻 76 0 79 

妻 70 4 72 

母 90 5 73 

母 92 5 62 

妻 63 5 69 

  母   96   5 
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(5) 介護者の介護負担感とストレス反応としてのうつ症状についての比較 
	 	 4 回継続し参加したものを対象とした  

・ストレッサーを介護と設定した 
	 	  ・ストレス反応について、自己評価抑うつ尺度を使用にて測定 

・介護をどのように認知するかについて、Zarit介護負担感尺度を使用し測定	  

うつ症状に

ついて 前 

うつ症状に

ついて 後 

負担感  

前 

負担感 

後 

うつ症状 うつ症状 3 3 

うつ症状 うつ症状 2 1 

うつ症状 うつ症状 2 1 

うつ状態+ うつ症状 3 2 

うつ状態+ うつ症状 2 2 
	 	 	 	 5名中	 うつ状態がうつ症状へ軽減している者は 2名であった。 
	 	 	 	 5名中	 介護負担感が軽減している者は 3名であった。 

課題 
	 当会の結果をもって、製薬会社 3 社と、既に家族会へ資金を提供している会社 1 社に、
今後の資金提供を依頼したが、全国規模に及ぶ家族会以外への資金提供は困難であるとの

ことであった。今後の資金提供が課題である。 
 
今後の展開 
	 2月～3月	 福岡市役所職員との情報交換	 （バックアップと資金提供を目的） 
	            ※明太子・ラーメン・焼き鳥	 など福岡にある会社からの資金提供希望 
	 	 	 	 	 	 	 	 クラウドファンディングなどの活用検討 
	  
	 ケアメンズキッチンの存続	 今回の参加者は、年 2回の料理教室実施を希望している。	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 各自料理を持ち寄り、会合を実施する予定である。 
 
高齢化の進展に伴い、医療機関での医療から在宅医療へ移行している。在宅医療への施

策に伴い、地域全体で在宅ケアを支える資源の確立やシステムの構築が求められている。

在宅療養を選択した人々が、生活を継続するためには何が必要であるか、家族や地域のあ

りかたも問われている。要介護者と共に生活する選択で良かったと思えるケアと生活

の実現に向け、その方向性を明らかにすることが期待されている。当取組みによって、男

性介護者の料理の技術と知識の一助となり、ストレッサーである介護の苦労について語り

場を提供することで、ストレッサーやストレス反応を軽減することができたと考える。 
また、当会の活動結果が、福岡市や福岡にある会社からの資金提供を説得する一助になる

と考える。 
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C&C プロジェクト	 2014	 成果報告書	 

LEGO	 MINDSTORMS を用いた中高生のためのものづくり・情報教育プロジェクト	 

～「QMR(Q-dai	 MINDSTORMS	 Robocon)」プロジェクト～	 

代表者	 21 世紀プログラム	 古澤	 美典	 

	 

1.プロジェクトについて	 

プロジェクト概要	 

	 本プロジェクトは、教育用 LEGO	 MINDSTORMS と ROBOLAB を貸し出し、これを用いた技術講習会に加え、

大会（Q-dai	 Challenge	 Robocon）への参加を通して中高生にものづくりのプロセスや論理的思考を実際

に体感し身に付けてもらうものである。	 

	 

1-1.背景	 

	 現在の中学・高校における技術、情報教育では、「パソコンに少し触れておしまい」という授業が多く、

ものづくりのプロセスや理論的思考を実際に体感するものは少ない。その最も大きな原因は、体感型の

学習に関するノウハウが少ないだと考えている。体感型の学習の導入には多額の資金や高度な専門知識

が必要だと思われがちであることから、多くの学校では教科書の内容を確認させ、パソコンやタブレッ

ト端末に数時間触れるというような教育手法に留まっているのが実状である。	 

	 

1-2.研究目的・目標	 

	 本プロジェクトの目的は、中高生にものづくりや情報処理のプロセスを体感してもらい、なおかつ活

動の中でディスカッションやプレゼンテーションなどの能力を育成することにある。そのために、本格

的な自立型ロボット製作に必要なモーターやセンサ類が付属した教育用 LEGO	 MINDSTORMS と、直感的な

制御を実現する ROBOLAB を参加校に貸し出し、これを用いることとした。	 

	 教育用 LEGO	 MINDSTORMS は、LEGO ならではのバラエティ豊かなパーツと高い拡張性、そして単純明快

な構造から、ロボット製作のプロセス（構想～設計～製作～実行～デバッグ～完成）を手軽に体感でき

る教育用ロボット教材である。工具類やはんだ付け、電子回路を必要としないことから、作業に不慣れ

な中高生でも安全に利用することができるのも大きな利点の一つである。	 

	 さらに、MINDSTORMS で製作したロボットを制御するソフトウェアとして ROBOLAB を使用する。フロー

チャートのように、アイコンを糸のようなもので繋げるだけでプログラミングを行うことができるため、

これを使用することで難解な言語を身に付けずとも高度な計測や制御が可能となる。組んだプログラム

は視覚的にわかりやすく表示されるため、プログラミング初心者でもその流れや仕組みを学びやすい。	 

	 上記のような教材を活用することで、中高生が興味や関心を持ちながらものづくりや情報処理を体感

でき、なおかつチーム内での話し合いを重ねながらの製作となるため、ディスカッションやプレゼンテ

ーション等といった能力の育成も十分に期待できる。	 

	 本プロジェクトが、工学や情報分野を専攻する学生、教員、さらには教育機関や団体に向けて、主体

的体感型学習を促進する次世代型教育手法のモデルケースとなることを期待し、単発的な企画に留まら

ないよう、今年度はまず継続運営可能なプログラムの策定を目指していく。	 
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1-3.研究方法	 

①大会ルール作成	 

	 プロジェクトメンバーと相談の上、ルールの原案を作成する。出来上がったものを協力企業である株

式会社アフレルや、九州大学ロボコンチームの有志学生にも見てもらい、必要に応じて訂正等を行う。

ルール作成にあたって、基本セットにあるパーツ・センサ類で問題なくクリアでき、なおかつショート

カット等の多種多様な戦略を各チームが練ることができるようなものを目指す。	 

	 

②参加生徒の募集	 

	 予め福岡市や糸島市の中からランダムに中学・高校を選び、プロジェクト概要を伝えた上で交渉を行

う。今年度は試験段階であるため、参加チームを 8 チーム程度になるよう調整を行う。	 

	 

③キットの貸し出し	 

	 キットを所有していないチームには「教育用 LEGO	 MINDSTORMS	 NXT	 基本セット	 V2.2」「ROBOLAB2.9.4」

等を貸し出す。今年度は貸し出しのために料金は取らず、当プロジェクトが全額負担とする。	 

	 

④技術講習会	 

	 全 4 回の技術講習会を通して、未経験者でも大会ルールに問題なく取り組める程度の組み立てや制御

に関する基礎的な技術を身に付けてもらう。ここではあくまでも必要最低限な部分のみを取り扱い、そ

の先の工夫やアイデアは生徒から引き出すことができるように努める。また、チーム間や本プロジェク

トメンバーとの交流を行うこともねらいとしてある。	 

	 

⑤サポート	 

	 大会のルールや運営状況、Q&A 等を参加生徒が常に確認できるよう、大会特設サイトを開設する。スタ

ッフのブログや各チームの進捗状況の公開なども企画し、生徒がモチベーションを保ち楽しみながら活

動できるようなコンテンツも盛り込む。また、生徒が活動中に解決困難な問題に直面した場合や、機器

のトラブル等どうしてもアドバイスを必要とする場合は、メールにて本プロジェクトメンバーが対応し、

他チームにも関わる重要な案件については、QCR 公式サイトに掲載する等の対策も講じる。	 

	 

⑥大会開催	 

	 Q-dai	 Challenge	 Robocon は、本プロジェクトメンバーおよび協力団体・企業のサポートのもと開催さ

れる大会である。参加者はあらかじめ発表されたルールに基づいてロボットの製作を行い、さらに自チ

ームのロボットをアピールするポスター、プレゼンテーション、および大会の成績で評価を行う。	 

優勝・準優勝の他、デザイン賞、プレゼン賞、(株)アフレル特別賞などが用意される。	 

	 

2.研究成果	 

成果概要	 

	 計画されていた全ての技術講習会および大会が無事に終了し、参加チームは 12 チーム、参加生徒数は

43 名と、当初の想定より多くの学校・生徒に参加してもらうことができた。40 人前後は一般的な中学・
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高校の 1 クラス分相当と考えることができ、この人数の中で本プロジェクトをスムーズに進めることが

できたのは、大きな成果だと考えている。また、活動中や技術講習会、大会終了後の調査より、89%もの

生徒がものづくりや情報教育への関心をより高め、技術力やディスカッションやプレゼンテーションの

能力の向上を感じたと答えている生徒が 86%いたことも成果のひとつであると考えている。	 

	 なお、現時点（2015 年 2 月 16 日）で、学年や所属にかかわらず同一のルールに挑戦できる LEGO	 

MINDSTORMS の大会は国内で QCR のみであり、中学生が福岡県で参加できる LEGO	 MINDSTORMS の大会も QCR

のみである。	 

	 主に上記の理由から、株式会社アフレル企画営業部ロボコンチーム主任・NPO 法人 WRO	 Japan 運営委員

長の鈴木	 優介氏より非常に高い評価と称賛を得た。	 

	 

2-1.貸し出しキット	 

	 本年度は LEGO	 MINDSTORMS や ROBOLAB を所持している学校からの参加もあったため、キットの貸し出

しは 4 チームに留まった。貸し出したキットの内容は以下のとおりである。	 

	 

・「教育用 LEGO	 MINDSTORMS	 NXT	 基本セット	 2.2V」	 

・「ROBOLAB	 2.9.4	 シングルライセンス」	 

・「中古 PC（富士通	 FMV-A8290）」：	 ROBOLAB のライセンス規約の関係上で、安価かつ動作に問題のない	 

	 中古 PC を購入し、ROBOLAB をインストールしたものを貸し出した。	 

・「光センサ（追加分）」：今大会では、黒ラインを読み取りながら走行するライントレースを重要な課題	 

	 として取り扱うため、光センサを 1 個追加した。	 

・「DC アダプター」：NXT 充電用のアダプターが別売りであったため、追加した。	 

・「ROBOLAB2.9	 ガイドブック」：ROBOLAB の基礎的な項目を効率的に復習するための教材として追加した。	 

	 

2-2.大会ルール・フィールド	 

	 本年度の大会ルールは「Brave	 Heart	 ～現代に蘇る桃太郎伝説～」というタイトルで、桃太郎をモチ

ーフにしたストーリー付けを行うことにより、参加生徒をより惹きつけるよう心がけた。フィールド上

の黒ラインをトレースしながら、設置された球（＝きびだんご）や缶（＝オニ）を押したり倒したりす

ることでポイントが加算され、さらに早いタイムでゴールするほどボーナスポイントが多く加算される

仕組みとした。なお、倒してしまうと減点される缶（＝罠）や、コースのショートカット、クリアにや

や複雑な条件のある課題を設けるなど、同じコースでも様々な戦略を練ることができるよう工夫した。	 

	 技術講習会やメールでのサポートにて参加生徒の進捗状況を確認しつつ、ルールに若干の変更を加え

たが、メールや公式サイトにて随時情報発信を行い、参加チームとの連絡も円滑に行うことができた。	 

	 

2-3.技術講習会	 

	 本年度は全 4 回の技術講習会を予定しており、その全てを開催することができた。当初の予定では

8,9,10,11月に行う予定であったが、8月9日に開催予定であった第1回が台風のため延期となったため、

実際には 9,10,12,1 月の開催となった。以下は、それぞれの主な講習内容である。	 
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・第 1 回「組み立て・センサの使い方（基礎編）＆簡単なコースに挑戦！」（9 月 21 日）	 

	 QCR で基本となるロボットの組み立て方やライントレースの制御、各センサの使い方など基礎の部分を

取り扱った。ライントレースの確認のためごく簡単なコースを使用し、まずは MINDSTORMS や ROBOLAB の

扱いに慣れてもらうことを目標とした。	 

	 

・第 2 回「センサの使い方（応用編）＆少し複雑なコースに挑戦！」（10 月 19 日）	 

	 前回の講習やその後の活動で身に付けた制御方法を応用し、ラインが途切れたり障害物が設置された

りとより複雑なコースの走行を行った。コースを走行させるために案を練る段階でチーム内でのディス

カッション、走行後にはロボットの工夫点や改善点などについてのプレゼンテーションを行った。	 

	 

・第 3 回「大会ルールをクリアするために（前編）」（12 月 13 日）	 

	 実際の大会フィールドを使用し、スタート地点から中間地点までの課題を取り扱った。また、自チー

ムのロボットの工夫点や前回からの改善点などをチーム内でディスカッションさせ、その内容を踏まえ

てプレゼンテーションを行なった。	 

	 

・第 4 回「大会ルールをクリアするために（後編）」（1 月 11 日）	 

	 実際の大会フィールドを使用し、中間地点からゴール地点までの課題を取り扱った。前回同様、自チ

ームのロボットの工夫点や前回からの改善点などをチーム内でディスカッションさせ、その内容を踏ま

えてプレゼンテーションを行なった。	 

	 

	 上記の内容を通して、初心者でも大会に出場し一定の成績を残せる程度の組み立て・制御技術を身に

付けることができたとともに、ディスカッションやプレゼンテーションの機会を全員に与えることがで

きた。また、ディスカッションやプレゼンテーションに関しては意見を発表する際の心構えやコツを学

んでもらい、実際に以前より発表が得意になった（苦手意識が薄れた）と答えた生徒が 86%であった。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 1.技術講習会の様子	 

	 

2-4.Q-dai	 Challenge	 Robocon	 

	 2 月 1 日に伊都キャンパスウエスト 4 号館 302・303 教室にて行われた。	 

	 レース前のセッティングタイムはそれぞれ 40 分間とし、参加生徒は会場のフィールドを用いながら最

終調整を行った。その後のサイズ測定では、ロボットが既定サイズ（250mm×250mm×250mm）を満たして
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いるかの確認を行った。プレゼンテーションはポスターセッション形式を採用し、事前に各チームから

提出されたアピールポスターの前でロボットの紹介を行った。第 1 レース、第 2 レースともに完走した

チームも複数あり、また完走はできなかったものの、かなりの健闘を見せたロボットも数多く見られた。	 	 

	 表彰式では、「優勝」「準優勝」の他、特徴的な機構や独自のアイデアが光るチームに「デザイン賞」、

優れたプレゼンテーションを行ったチームに「プレゼン賞」が贈られ、さらに九州大学創造工房ロボコ

ンチームのリーダーである野田	 一真（工学部	 機械航空工学科	 2 年）から「九大ロボコン特別賞」、株式

会社アフレル大阪事業所事業所長代理の吉田	 征史氏より「(株)アフレル特別賞」がそれぞれ贈られた。	 

	 当日は参加生徒と引率の教員に加え、保護者の見学もあったことから、誘導にあたる補助スタッフを

多めに配置した。さらに、事前に大会当日のタイムスケジュールを配布していたこともあり、予定通り

スムーズに大会を進行することができた。	 

	 なお、大会の景品や運営に関する費用は、各チームから頂いた大会参加費（1 チーム 2,500 円）を充て

させていただいた。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 2.大会中の様子	 

	 

3.今後の展開	 

①大会規模の拡大	 

	 今年度は初回ながら 12 チームと、十分なチーム数の参加をいただいた。次年度以降は、より多くの学

校・チームに呼びかけることで参加者数を増やし、ものづくりや情報処理における次世代型教育手法の

モデルケースとしてより相応しいプログラムを目指していく。	 

	 特に、MINDSTORMS や ROBOLAB の貸し出しを無料（もしくはごく小さい負担のみ）で行うこと、今から

MINDSTORMS を使い始める中高生でも十分に技術や様々な能力を養成できること、さらに福岡県や佐賀県

周辺で MINDSTORMS を用いた活動を行う中学生が出場できる大会は現時点で QCR のみであること、などの

メリットを活かし、積極的に呼びかけを行い参加者数の増加を図る。	 
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②広報活動の拡大	 

	 本プロジェクトをより多くの人々に知ってもらうために、メディアへの協力要請を検討している。新

聞や TV、インターネットなどあらゆる媒体を通して情報を発信することで、参加チームの増加を見込め

るほか、教育関係者をはじめとした様々な立場の方々からの意見を頂き、さらに本プロジェクトをブラ

ッシュアップしていくことにもつながる。もちろん、現在のように学校へ訪問して先生方や生徒とのコ

ミュニケーションも大切にし、教育を受ける立場に立ちながら、教育プログラムの策定を目指す。	 

	 

③運営体制の強化	 

	 本年度は代表である古澤と大瀧が主に運営を行い、坂本・佐野・日隈がフィールド製作や設営、誘導

を行う補助スタッフの指揮にあたった。しかし、参加校を募集する段階や、技術講習会、大会運営の中

心となる運営陣の人手不足を感じたことから、次年度はより広くプロジェクトメンバーを募ることでそ

の強化を図る。また、MINDSTORMS や ROBOLAB 初心者でも技術講習会の講師ができるよう、プロジェクト

メンバーに対してもしっかりと技術講習を行い、より綿密なマニュアルを作成する必要がある。	 

	 

④他団体・企画との協力	 

	 現在、福岡市や糸島市で LEGO	 MINDSTORMS を使用している団体・企画の代表者と積極的に連絡を取り

合い、次年度以降のコラボレーションも検討している。	 

	 

4.参考資料	 

【プロジェクトメンバー】	 

	 代表	 古澤	 美典（21 世紀プログラム	 2 年）	 

	 大瀧	 裕也（21 世紀プログラム	 2 年）	 

	 	 	 	 坂本	 潤弥（工学部	 電気情報工学科	 3年）	 

	 	 

	 佐野	 弘剛（工学部	 機械航空工学科	 3 年）	 

	 日隈	 友仁（工学部	 機械航空工学科	 3 年）	 

	 

【参加校】初年度でまだ詳細が決定していない段階から、参加を快く許諾してくださった。	 

・糸島市立前原中学校（糸島市）	 

・西南学院中学校（福岡市早良区）	 

・福岡県立筑紫丘高等学校（福岡市南区）	 

・福岡舞鶴誠和中学校（福岡市西区）	 

・福岡舞鶴高等学校（福岡市西区）	 

・早稲田佐賀中学校（佐賀県唐津市）	 

	 

【協力】本プロジェクトが C&C に採択される以前より支援いただいた。	 

・株式会社アフレル	 

・麻生情報ビジネス専門学校	 

・九州大学	 工学部	 機械系事務室	 

	 

・西南学院高等学校	 マルチメディア部	 

・九州大学創造工房ロボコンチーム KURT	 学生有志

【後援】	 

九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（ＱＲＥＣ）	 
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ニワトリ卵を用いた鳥類特異的な発生過程の研究	 

～個体と細胞の両視点から生物の発生を考える～ 
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C＆Cプロジェクト 2014	 成果報告書 

ニワトリ卵を用いた鳥類特異的な発生過程の研究 

～個体と細胞の両視点から生物の発生を考える～ 

九州大学理学部生物学科 4年	  

青木佳南 
 

1.プロジェクトの概要 

	 本プロジェクトは、身近かつ実験に用いやすいニワトリ卵を実験材料とし、

以下 2つの研究テーマを通して生物の個体と細胞の間を繋ぐ知見を得ることを
目的とした。 
 
(1) ニワトリ卵黄の脂質解析 
鶏卵は、雛が生まれるまでに必要な栄養をすべて含む栄養食品であり、スーパ

ーマーケットにはビタミン等の栄養成分を強化したものや低コレステロールを

謳ったものなど様々な品種の卵が並んでいる。しかしその栄養学的な違いは明

確にはなっておらず、科学的な根拠に乏しい知見も存在している。今回私は、

これらの栄養素の内リン脂質に注目した。脂質はビタミンやタンパク質に並ぶ

主要な成分の 1つであり、特にそのうちのリン脂質は、細胞の膜を形成する働
きや胎児の正常な発育に必須であるなど、生体において重要な物質の 1つであ
る。しかしながら食品に含まれるリン脂質種の機能についてはほとんど分かっ

ておらず、栄養学的に重要であることもあまり知られていない。Fig1に示した
ように、リン脂質は極性基と二本の脂肪酸鎖の組み合わせからなり、その種類

は数千種にも及ぶ。そこで、今回はホスファチジルエタノールアミン（PE）と
ホスファチジルコリン（PC）、スフィンゴミエリン（SPH）の３つのリン脂質
について、異なる卵品種の脂質を質量分析装置（LCMS）で解析した。その結
果を品種ごとに比較して、品種ごとに卵黄脂質の違いが存在するか、またその

違いが雛や食べた人にどのように影響するのかについて考察する。 
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（脂質の図 Fig.1） 

 
(2) ニワトリ初期胚を用いた発生過程の観察 
ニワトリ胚は、胚操作後も卵に入れた状態で発生を進ませることができるた

め、継時的な発生過程の観察に適した実験材料である。 
そこで、ニワトリ有精卵で細胞の解析法を応用して細胞レベルで解析を行う

ことを目的としてこのテーマを計画した。観察部位として鳥類特異的な構造で

ある羽毛を選び、羽毛の元になる細胞に色素を導入し、その形態変化を継時的

に観察することで形成過程を解析する。さらに、得られたデータについて、鳥

の生態や行動的な知見と絡め、鳥とヒトの発生の違いについてミクロとマクロ

両方の視点から考察することを目的とする。 
 

2.達成状況 

(1) ニワトリ卵黄の脂質解析 
卵黄にはタンパク質や中性脂質も豊富に含まれているため、そのままの状態で

は LCMSによる解析を行うことは出来ない。そこでまず、卵黄からリン脂質の
みを抽出・分離し、リン脂質の濃度を定量後、LCMSで流すことができる規定
の濃度を計算して解析する手法の確立を目指して実験を行った。結果、Bligh & 
Dyer法と薄層クロマトグラフィー、リン定量を組み合わせることにより、卵黄
脂質を LCMSで解析する手法を以下 Fig.2の様に確立することができた。 
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(Fig.2 今回行った卵黄脂質質量分析の手順) 

 
次に、確立した解析手法を用いて、食料品店で販売されている鶏卵 7種類に

ついて LCMSを用いた脂質解析を行った。今回見出せた卵品種によるリン脂質
（ホスファチジルコリン：PC）組成の差異の一例を以下 Fig.3に示した。なお、
脂肪酸鎖合計のカッコ内の数値は、グラフ内四角で囲まれた脂質の（2本の脂肪
酸に含まれる炭素原子数）：（2本の脂肪酸鎖に含まれる不飽和結合数）を示す。 

 

 
(Fig.3品種による卵黄リン脂質組成の違いの一例) 
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Fig.3の結果では、（B）の卵黄の方がより不飽和な PCを多く含んでいることが
分かる。このようなリン脂質分子量の差異は、今回分析した卵品種の中で複数

見つかった。 
 

 PC PE DHA含有脂質量 
①通常卵 A 

 
806.5 

(36:7)が多い 
746.3 

(36:0)が多い 
0.52 

②通常卵 B 
 

  0.75 

③通常卵 C 
 

  0.60 

④DHA/ビタミン
E強化卵 

 718.3 
(34:0)が多い 

0.60 

⑤ビタミン E強化
卵 

 718.3 
(34:0)が多い 

0.58 

⑥木酢酸配合卵 
 

  0.60 

⑦葉酸強化卵 
 

 764.4 
(38:5)が多い 

0.60 

(Fig.4 今回解析した卵品種における構成リン脂質の差異 ) 
 
また、生体において重要な脂肪酸であることで有名な DHA（ドコサヘキサエン
酸）の含有量を、DHA強化卵と通常の鶏卵とで比較した。比較するにあたり、
細胞内膜に多く分布し、不飽和脂肪酸を多く含むことで知られるホスファチジ

ルエタノールアミン（PE）に注目した。DHAは炭素数 22、不飽和結合 6の高
度不飽和脂肪酸であるため、不飽和結合の合計が 6以上であるピークの高さで
含有量を定義した。この条件に適合するのは分子量 718（36:8）のピークである。
Fig.4では、PC、PEについて、鶏卵品種ごとに特異的に見られた脂質種と、各
鶏卵 PEにおける DHA含有脂質量（相対値）を表にまとめた。予想に反して、
Fig.5で示したように、通常卵（36:8）のピーク高が 0.9×10⁴であるのに対し、
DHA強化卵では 0.7×10⁴であり、DHA強化卵の方が DHA量は低いという結
果となった。この結果を踏まえ、以下の様に考察した。 
ヒトもニワトリも代謝（細胞の状態を一定に保つ機能）により、通常の混合

飼料に含まれるリノール酸やリノレン酸を使い、必要な分だけ自分で DHAを合
成して使うことが可能である。また、DHAといった高度不飽和脂肪酸は、細胞
膜の固さに直接影響するため、その量は厳密に制御されていると予想される。
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通常、採卵用のニワトリは混合飼料を与えられており、DHA強化卵を生産させ
る場合、これに DHAを豊富に含む魚油を混合して与えている。共通して与えら
れる混合飼料は６～７割がトウモロコシであり、これはリノール酸やリノレン

酸を非常に多く含んでいる。リノール酸やリノレン酸が十分であれば、必要な

量だけニワトリ体内で DHAを合成することが可能である。従って外部から
DHAを摂取した場合であっても、細胞の状態を一定に保つため、摂取した DHA
は膜へ直接取り込まれることはなく、鶏卵にも移行しないと考えられる。 

 
（Fig.5 DHA強化卵と通常卵における DHA含有 PE量の比較） 

 
(2) ニワトリ初期胚を用いた発生過程の観察 
	 ニワトリ胚の扱い・解析手法を習得するため、熊本大学発生医学研究所の嶋

村健児先生にご協力いただき、共同研究として実験を進めていく計画を立てた。

そして 2015年 1月 15日に、共同研究の打ち合わせを兼ねて、ニワトリ胚を用
いた実験手法をご指導いただいた。 
現在、ニワトリ胚を用いた研究を開始しており、当初計画していた羽毛形成だ

けでなく神経といった他の器官にも着目して実験を行っている。 
 

3.今後の展開 

	 今回の研究から、鶏卵の品種ごとに卵黄リン脂質組成の有意な違いが存在す

ることが明らかになった。しかし、このような脂質組成の差異がどのようにし

て生じるかについては不明であり、大きな要因であろう親鳥が食べる餌との関

連性を調査することは必須であり、今後の課題である。 
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また、今回見つかったリン脂質組成の差異が実際に生体内でどのような機能を

担っているかについては全く分かっていない。現在、このデータをもとに、培

養細胞やモデル生物を用いて、これらの脂質の生体内における機能を解析する

計画を立てている。また、今回の研究では、品種ごとに脂肪酸の不飽和度が異

なる例も見つかった。一般的に不飽和脂肪酸は「コレステロール値を下げる」

といった健康に良いイメージで知られている。このような知見についても、解

析を進めていきたい。 
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C&Cプロジェクト 2014  成果報告書 

EV充電スタンド向け「満・空」情報提供サービスの構築  

工学府	 水素エネルギーシステム専攻 

M2 豊福泰大（代表）、M2 高木貴大、M1 砂田恭平 

 

1. プロジェクト概要  

電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド車（PHEV）業界では、2009年に三菱自動車が

EVを発売以降、徐々に成長してきたが、現在、急激な成長を始めている。特に、トヨタ自動車

ならびに三菱自動車が発売したPHEVが販売数を大きく伸ばしている（Fig.1-1）。2014年以降も、

日・欧のメーカーが10車種以上のEV・PHEVの投入を予定しており、市場の拡大が期待される。

しかし、EV・PHEVユーザーが外出先で充電スタンドを利用する際、数十分から、最大2時間以

上待たなければならない状況が発生しており（Fig.1-2）、これはEV・PHEV普及の功罪といえる

だろう。 
一方、私達は、EV、PHEVユーザーに対し “充電スタンド”情報を提供するための情報口コミ

ウェブサイト「GoGoEV」（http://ev.gogo.gs/）を株式会社ゴーゴーラボと共同で運営している。

2015年2月現在、GoGoEVは日本全国10,000ヶ所以上の充電スタンド情報を把握し、同様の情報

提供サービスを行うウェブサイトの中では業界首位に位置している。 

これらの背景から、GoGoEV を最大限活用し、充電スタンドの空き状況や充電待ち情報を何

らかの方法で把握、共有することで、EV・PHEV ユーザーの利便性向上（＆不満減少）のみな

らず、EV・PHEVの普及に貢献したいと考え、EV充電スタンド向け「満・空」情報提供サービ

スに取り組む事とした。具体的には、（1）徹底的な市場調査、（2）システムメーカーと連携

した「通電情報」＊１の共有・公開サービスの構築、（3）充電器の「満空情報」＊２をリアルタイ

ムに取得する装置「リアロック」の改良及び実証試験の拡大、（4）GoGoEV内のコンテンツに

よる充電記録の取得及び分析に取り組んだ。 

 

 Fig.1-1 EV・PHEV販売数の推移 Fig.1-2 GoGoEVへの口コミ投稿（混雑発生） 
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*1「通電情報」:充電器コネクタ等を介して取得する充電スタンドの利用可否情  

*2「満空情報」:駐車スペースのセンサ等により取得する、駐車スペースの利用可否情報 

 

2. 達成状況  

達成状況は以下の通りである。 

（1）	 市場調査によるリアルタイム情報の重要性確認  

EVに関わるビジネス、特に充電スタンドの通電情報を公開している会社について、徹底的に

市 場 調 査 を 行 っ た 。  結 果 と し て 、 日 本 ユ ニ シ ス 株 式 会 社 「 smart oasis 」

（ http://smartoasis.unisys.co.jp/ ） 、 エ ネ ゲ ー ト 株 式 会 社 「 エ コ Q 電 」

（https://qden.enegate.jp/enegate/pc/）、株式会社JTBコーポレートセールス「おでかけカード」

（ https://www.eco-odekake.com/ ） 、 さ ら に 長 崎 県 五 島 地 域 「 長 崎 EV ＆ ITS 」

（http://www.pref.nagasaki.jp/ev/ev&its/）が独自に充電スタンドに通信装置を取り付け、充電スタ

ンドの通電状況（自動車の「満・空」では無く、「通電中もしくは通電していない」の情報）

を取得し、ウェブサイト等で公開していることを確認した。しかし、その情報は、EV・PHEV

ユーザーにはほとんど利用されていない。なぜなら、各会社、地方自治体の枠組みを越えて共

有されているわけでは無く、自社所有の充電スタンド情報しか掲載していないウェブサイトを

利用するユーザーがそもそも少ないからだ。現に、単独企業による充電スタンド情報提供Web

サイトのアクセス数はGoGoEVの数10分の1～100分の1程度である（「経済産業省・充電スタン

ド整備に係る研究会」において、他サービスの現状情報を入手）。 
また、電気自動車のさらなる普及を目的に設立された「チャデモ協議会」での会議に出席し、

充電スタンドのリアルタイム情報に関して意見交換をした。各関係者とも、充電スタンドのリ

アルタイム情報を把握するシステムの必要性を感じており、本プロジェクトの重要性を再認識

した。 

（2）	 システムメーカーと連携した「満・空」情報提供サービスの構築  

	 はじめに、充電スタンドの通電情報の保有数が最も多い日本ユニシス株式会社にお伺いし、

通電情報の共有の可能性について交渉を行った。しかし、EV・PHEV業界は市場の変化が激し

く、通電情報を共有するべきか、独自にサービスを展開するべきか経営判断が難しいという状

況であった。一方、私たちとしても、通電情報の共有に関して実績がないことが、交渉の障害

になりうると考え、一歩ずつ実績を積み重ねる方針に変更した。そこで、通電情報の保有数は

少ないものの、地方自治体として電気自動車の普及に力を入れている長崎県五島地域と交渉を

行った。結果として、五島地域の充電スタンドの通電情報を公開頂くことに成功した。これに

より、これまで各メーカーや地方自治体の枠組みを越えて共有されてこなかった情報が、
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GoGoEVを活用することではじめて共有できるようになった（Fig.2-1）。更に、満空情報のリア

ルタイム情報を示すだけでなく、Fig.2-2に示すように過去の履歴も表示することで、ユーザー

が充電スタンドの混雑状況を判断できるような施策も検討中である。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Fig.2-1 五島地域の通電情報共有イメージ図	 	 	 	 	 	 Fig.2-2	 五島地域の通電情報履歴	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

(3)「リアロック」の改良及び、実証試験の拡大  

これまでに耐荷重負荷をほどこした「リアロック」（Fig.2-3）の実証試験を拡大するため、

EVタウンとして知られる箱根町、長崎県五島地域でフィールド調査（Fig.2-4）、実証試験実施

の可能性について打ち合わせを行った。フィールド調査を行ったところ、配線等の物理的な制

約で、有線での通信が難しいということがわかり、通信に柔軟性をもたせるべく、3G回線や、

WiFiに対応できるように改良を行った。また、五島地域等の海に面した充電スタンドでは、耐

塩化性機能が必要だということ、更に故障した時のメンテナンス対応などの懸念材料があるこ

とも確認できた。今後、「リアロック」を本格的に普及させることを想定すると、私達だけで

はメンテナンスを含め運用は難しいと考え、九電テクノシステムズ株式会社（充電スタンドと

その周辺機器の開発、運用を行っている会社）と意見交換を行った。今後、九電テクノシステ

ムズ株式会社の協力の下、実証試験を拡大、ひいては製品化を行える可能性が高まった。 

	 	  

 Fig.2-2	 耐荷重性を付加した「リアロック」	  Fig.2-3	 現地調査（五島うどんの里） 

センサー部 

通信部 
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（4）GoGoEV内のコンテンツによる充電記録の取得及び、分析  

上記（2）システムメーカーとの連携による通電情報の共有や、（３）「リアロック」による

満空情報の取得以外に、EV・PHEVユーザーの充電状況を取得する方法がないか考え、GoGoEV

内に“充電した記録”を投稿できるコンテンツ（Fig.2-5）を設けた。2015年 2月現在、6878件の

充電記録を EV・PHEVユーザーに投稿頂いている。投稿頂いた充電記録を分析した結果、10時

から 17時までの時間帯、特に 15時に充電スタンド利用者が多いということや、土・日・月曜

日に充電が集中する傾向があること（Fig.2-6）がわかった、また、充電スタンド設置場所のカテ

ゴリ別に分析し、ディーラー、公共施設、商業施設での利用率が高いとことも確認できた。 

 

Fig.2-4 GoGoEV内のコンテンツ「充電記録」 

 

Fig.2-5 充電記録分析（例）：（時間/曜日別） 

 

回 
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3. 今後の展開  

l 「満・空」情報提供サービスの充実化  

今後も、GoGoEV上に動的な情報を掲載できるようにシステム会社との連携を進める。現在、

五島地域での成功例を参考に、エネゲート株式会社と交渉中である。同時にシステム会社に依

存せずに、満空情報を取得できる「リアロック」の実証試験拡大、ひいてはメーカーと協力し、

製品化を行い、将来的には、日本に設置されている充電スタンドのリアルタイム情報を網羅し

たいと考えている。また、取得したデータは、リアルタイム情報として表示するだけでなく、

統計的に分析し、混雑情報として配信することでEV/PHEVユーザーの利便性向上に貢献したい。

さらに、通電情報と満空情報を比較・分析することで充電スタンド使用状況などを把握し、充

電スタンド使用時のルール策定等にも役立てたい。 

 

l 充電記録情報の応用  

EV/PHEVユーザーからより多くの投稿を頂けるように呼びかけ、充電記録の蓄積を行う。そ

して、リアルタイム情報を取得できなかった充電スタンドに関しても、充電記録を統計的に分

析し、各充電スタンドの混雑状況を予測、配信したい。なぜなら、充電スタンドの混雑状況を

配信することで、EV/PHEVユーザー自身で充電待ちを予測できることが可能になるからだ。今

後、そのシステムの妥当性を評価、ビジネスモデルを構築する。 
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アントレプレナーシップ・セミナー  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

工学部 機械航空工学科 小豆澤 成治



C&Cプロジェクト 2014	 成果報告書 
アントレプレナーシップ・セミナー委員 

代表	 工学部	 小豆澤成治 
 
1 プロジェクトの概要 
	 本プロジェクトは、QREC（九州大学ロバート・ファン／アントレプレ
ナーシップセンター）の正規科目「アントレプレナーシップ・セミナー」

（全学教育の総合科目、大学院共通教育科目）の講義内容を企画・運営す

るものである。具体的には、講義方針の決定、講師候補の選定および交渉、

当日のファシリテータなど多くの役割をセミナー委員が担った。 
 

2 達成状況 
2.1 企画メンバー募集 
	 今年度は計 15名（男子 14名、女子 1名）の企画メンバーが集まり、
それぞれ工学部、農学部、経済学部、理学部など多種多様なバックグ

ラウンドを持っていた。大所帯かつ個性豊かな集団ゆえの意見の対立

は何度もあり、また、個人によってモチベーションに差があったもの

の、誰一人欠けることなく一年間講義の企画・運営をやり遂げた。そ

の要因のひとつはニックネームで呼び合うフラットな関係であると考

えている。 
 

2.2 講義コンセプト 
	 今年度の講義コンセプトは「きっかけ」と定めた。このコンセプト

を決める際には、セミナー委員１５人全員でおよそ 90 分に及ぶ白熱
した議論があった。 
	 全体の方針として以下の２種類が考えられた。１、トップダウン：

コンセプトを決め、そのコンセプトを実現できる手段を考えていく方

法と２、ボトムアップ：お招きしたい人を決め、各講演者からキーワ

ードを抽出し、コンセプトにつなげる方法である。一人の講師との出

会いで学生を変えたい。それを７回もできるならば、という理由から

ボトムアップの方法を採用した。後から考えれば、トップダウンの考

え方のほうが組織を運営する上では適した方法だったと考えている。 
 
 

2.3 講師候補の選定および交渉 
	 講師はポスターに表記した通りである。2.1 でも述べたように多様
性に富んだ講師を選定した。これらの講師陣はセミナー委員の興味関

心によって講師候補とされ、E メール、SNS、電話等で、講師の提案
者が依頼を行った。一番困難極まったことは講師への依頼である。結

果的に 27 人の方に声に実際に依頼のメッセージを送り、その中で 7
人の方が来てくださることになった。 
最終的には五十嵐先生の力をお借りせずに、学生の力だけで講師陣を
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お招きできたことは各人の自信につながるはずである。 
 

2.4 広報活動 
	 できるだけ多くの学生に講義を受講してほしいという想いを持ち広

報活動を行った。本年度のセミナー委員は、ポスターやデザインの知

識が多少あるメンバーに恵まれた。そうとは言いつつも、アプリケー

ションソフトの操作に慣れているわけではない。文字の大きさ太さ、

文字をどこで改行するかなど細かい変更に労力と時間を割き、別途資

料２のポスターをやっとのことで作成した。作成したポスターは、伊

都や箱崎の食堂、図書館、掲示板等に掲示し、多くの人の目に止まる

ようにした。 
 

2.5 講義 
	 講義の際には全員に名札を配布した。これは、個人のニックネーム

を呼び合えるようにし、講師と学生または学生同士の親密感を高める

ためである。 
また、講義の様子を撮影し、それらを Facebook や Twitter に投稿す
ることで、１人でも多くの学生が興味を持ち 1 回でも多くの講義を受
講してもらえるようにした。すると、学生からも情報取得が楽である

との評価をもらうことができた。 
 
各講義の最後には、講義で学んだことは何か振り返り、講義終了時点

から各自が何らかの行動を開始するために、アクションプランカード

を配布した。すると、「自転車置場を改善したい」「プレゼンがうま

くなるための団体をつくる」等の声を聞くことができ、うまくきっか

けを与えられていると感じられた。 
 

2.6 講義後 
	 講義後、講師の方の都合がつく限り懇親会の場を設けた。これは、

講師の方と距離感を縮め、講義だけでは得られなかったことを得る機

会を設けるためである。 
このアントレプレナーシップ・セミナーは伊都、箱崎の２つのキャン

パスを映像でつなぐ遠隔講義であったため、特に年内最後の講義時に

お越しいただいた野村恭彦氏を囲って懇親会を行った。普段は異なる

キャンパスで受講している学生同士の交流が実現でき、お互いの刺激

になることも多々あった。 
 

3 今後の展望 
	 まず、セミナー委員として、反省すべきことは多々あるが、特に反省す

べきことはコミュニケーションに関することである。セミナー委員個人が

講師と連絡をしており、交渉状況を全員で把握できていなかった。これに

起因し、講演直前になって作業を行う必要がでてきたこと。これを解決す
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るために、共通のメールアドレスを用いて講師と連絡を取り全員が交渉状

況を把握するルールを設けておけば、講演直前に余裕を持って準備ができ

た可能性はある。 
 
上記のように反省も多々あるが、今後も続けていきたいよかったこともあ

る。 
 
1、 メンバーがお互いにニックネームで呼び合ったこと。これにより、

フラットな関係性を築くことができ、互いに意見を言いやすい雰囲

気をつくることができたと思っている。 
2、 事前に西南大学との共同講演を行ったこと。これにより、講師をお

招きする際の事前準備、講演の雰囲気を多くのメンバーと共有する

ことができた。 
3、 多くのグループワークとバス移動やコーヒーの準備によって、箱崎

と伊都の学生に多くの講義とは異なる温かみのある講義を提供しよ

うとしたこと。これにより、すでに来季にアントレプレナーシッ

プ・セミナーの企画委員が集まってきていること。 
 
履修生、聴講生を併せて、平均して毎回 50名前後の学生が講義を受講した。
セミナー委員を含め、個々人が学びを得て次なる行動につなげてこそ、本

講義自体の意義があったと言える。学びからすでに次なる行動を始めてい

る学生もいると聞いており、個人個人の中で本講義での学びが開花するこ

とが楽しみである。 
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九大祭起業体験プログラム（ＱＳＨＯＰ）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

工学部 水素エネルギーシステム学科 規矩 大誠



C&Cプロジェクト 2014 成果報告書 
 

「九大祭」起業体験プログラム（QSHOP）企画・運営プロジェクト 2014 
 
1. プロジェクト概要 
	 「九大祭起業体験プログラム（QSHOP）」は、「九大祭」での模擬店出店を起	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

業機会とし、将来のベンチャー候補生である学生が「起業家」になり、会社組

織を設立。事業計画を作成し、「投資家」へ発表し出資を受けて、「九大祭」

での販売活動をし、発生した利益や損失を集計、株主へ報告という一連の起業

プロセスを体験し、リアルな会社経営を経験してもらうプロジェクトで、2011

年から行われている。	 

QSHOP は個々の学生が「自分で考え、行動する力」を伸ばしていくことを目的と

したプロジェクトで、模擬店を出して販売活動を行うだけではなく、本物のベ

ンチャーキャピタリストや公認会計士、司法書士、銀行員などによるサポート

をうけ、「ビジネスプランの作成」、「株券による資本調達」、「販売活動」、

「株主総会」、「利益配当」といった一連の流れを、実際に現金を使って体験

し、起業（会社設立）の流れを実体験する。また、参加企業は、ROE(Return	 On	 

Equity：自己資本利益率)を最大化することを目標として活動し、最終的に ROE

と一人当たりの営業利益により、順位を決定する。	 

  
2. 成果 
	 本プログラムは今年で第 4回目であり、まだ歴史が浅いプログラムである。
そのため、より学生の認知度を高め、多くの学生に参加してもらい、プログ

ラムを活性化させることを目標に、ビラ配りやポスター設置等の広報活動に

力を入れた。結果として、参加希望団体は過去最高の 9チーム集まり、最終
的に６チーム計 54 名の学生がこのプログラムを通じて起業体験をした。反
省点として、3 チームの辞退があり、1 チームは留学生の団体だったため、
言語面での難による辞退、2 チームは、事業の収益性を確保できないと判断
したことによる辞退であった。 
	 ビジネスプラン発表会では、7チームが各自ビジネスプランを発表し、VC
（ベンチャーキャピタル）役である JAFCO九州支社長 山形氏と QREC 
 玉置先生によるフィードバックを得た。すべてのチームがビジネスプラン
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ニング、VCとの株価交渉は初めてであったが、事前学習会の成果もあり、6
チームがビジネスプランについては合格を得た。株価交渉については、4 チ
ームが提示額で交渉成立させることができた。 
	 昨年までの反省点として、九大祭実行委員とのコミュニケーション不足に

よるトラブルが多発したことが挙げられていた。この問題を改善すべく、プ

ログラム開始当初の 6月からお互い密に連絡を取り合い、トラブルを未然に
防いだ。 
	 学祭当日は、実行委員が各団体を視察し、1 日目終了時に改善点等のアド
バイスを行った。結果、すべての団体において、1 日目の反省点に対する改
善が見られ、売上高が 2倍になった団体も見られた（表 1）。このことから、
実体験を通して学んだことにより、大きく成長を促すことができた。 
 

表 1  各団体の商品売上高 
会社名 商品売上高（１日目） 商品売上高（２日目） 
Clover 30,480 55,578 
カレーLab. 50,100 69,000 
いちねん発起 16,100 34,980 
BIGINNERS 23,500 44,341 
大石ゼミ 53,800 77,910 
杉山社 21,350 42,600 

	  
また、本プログラムの性質上、少人数でのチーム構成となる団体が多い。学

祭においては、大人数の部活やサークルの団体による出店が中心であり、そ

れらの団体との競争が強いられる。そのため、QSHOP参加団体の販売活動
には衣装を工夫するなどの努力がみられた(写真 1, 2)。 
	 販売活動後の会計監査・株主総会では、各団体がプロの会計師による会計

監査を行った後、販売活動の内容と会計結果を株主に報告した。また、ROE
と従業員一人当たりの利益率を 8:2の割合で評価し、優勝団体を決定した(表
2)。最後に、VC 役である二人の講師からプログラム全体を通しての講評を
得た。 
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写真 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2 
 

表 2 会計結果 
会社名 税引後利益 ROE X(%) 順位 
Clover 44,624 1.99 37.22 2 
カレーLab. -11,083 -0.0994 -3.33 6 
いちねん発起 9,460 0.117 2.61 4 
BIGINNERS 7,125 0.100 2.40 5 
大石ゼミ 62,869 2.69 44.06 1 
杉山社 33,995 0.759 17.04 3 
X: ROEの総和と従業員一人当たりの利益総額に対する割合を 8:2で重み付
けした値 
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	 プログラム終了後、参加団体からは以下のような声が聞かれた。 
・	 事前準備や販売戦略を考えるにおいて、細かいところまで詰めて考える

重要性を実感しました。 

・	 仲間、人のありがたさ、撤退する判断能力の大切さを学んだ。 
・	 今年の学祭にも出店し、今度こそ歴史的な売上を叩き出したいです。 
・	 今回はご迷惑をお掛けしました。 
 

3. 改善点 
・留学生も含めた多くの学生に参加してもらうために、英語での説明会・講

義も取り入れる。 
・	 ビジネスプランニングのサポートを早い段階から行うべきだった。 
・	 基本的には学生の金銭的負担割合が低いようなしくみになっているが、

金銭的理由で学生のやりたいことが阻害されないように、制度改革を行

う。 
・	 決算書の内容が難しいとの声が参加者から上がったため、それに対する

講義や説明を行う必要がある。 
・	 今回プログラムのイベントは全て伊都キャンパスで行ったため、他キャ

ンパスの学生に不便があったと思われる。遠隔講義システムを利用し全

キャンパスからより多くの学生が参加しやすい環境を作る。 
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	 アイデア・バトルの成果報告書は、次段階である C&C への申請を目的とする

ため、事業計画書の記載形式となっています。	 

	 

アイデア・バトル	 



九州大学  ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター
〒812-8581  福岡市東区箱崎 6 丁目 10 番 1 号  産学連携棟Ⅰ　TEL：092-642-4014　FAX：092-642-4015

http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp

QREC
アイデア・バトル 2014

Idea B
attle

審査会

募集テーマ
助成金額

募集テーマ 応募資格

応募締切

応募方法

●九州大学の院生もしくは学部生で構成されるプロジェクトであること。

●個人の申請も可。ただし、終了時点にはチームの組成を促します。

●自分で考えたテーマであること。専攻分野にこだわる必要はありません。

※卒論、修論、博論のテーマは審査対象外。

１件につき上限 10 万円

2014 年 10 月 6日（月）［厳守］

2014 年 10 月 15日（水）　18:30 ～ 20:00
メイン会場は箱崎キャンパス 産学連携棟 I 2F ／ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚーﾙーﾑ
遠隔システムで各キャンパスを結び、審査会を実施します。

申請書（下記ホームページからダウンロード）に記入して
Web にてエントリーしてください。

審査方法
申請者は PC 等の機器は使用せず、各自 1 分間のエレベーターピッチを行います。
QREC 教員が審査員となり、プレゼンテーション（１分間のピッチ）と
ドキュメンテーション（申請書類）をもとに審査を行います。

なお、採択アイデアには QREC 教員がメンターとなり、月1 回程度のチーム組成の
助言を含むメンタリングを受けることが義務となります。
成果報告会（2015 年２月実施予定）までに事業計画を遂行するチームを組成する
必要があります。

下記の（１）から（５）のテーマを推奨します。

（１）情報通信技術 ICT （Web ビジネスを含む）
（２）グリーンテック（環境技術）
（３）  ビッグデータ　（統計解析）
（４）　Base Of Pyramid（BOP）
（５）　アグリバイオ／ヘルスケア

※上記以外の場合は、具体的な領域を明記してください。

※九州大学の会計規則に沿って支給されます。現金で一括支給するわけではありません。

あっ、ひらめいた

九州大学 ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター
〒812-8581　福岡市東区箱崎 6-10-1 産学連携棟 I  3 階    TEL: 642-4014  E-mail: support@qrec.kyushu-u.ac.jp

http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp
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テーマ	 

	 

＜情報通信技術ＩＣＴ部門＞	 
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九州大学	 QREC	 アイデア・バトル成果報告書	 

	 

プロジェクトの概要（各項目毎に要約した内容を記入のこと）	 

事

業

の

内

容	 

○	 製品・サービスの内容	 

現地の満足度を高める体験を提供し、現実にプラスできる AR を利用したリーフレットの作成	 

地方の観光地において、現地での満足度をたかめ、新たな顧客層までも巻き込んでいくには、人材をふく

め、全てをやりきることは難しい。一方的に、提供するのではなく、参加型でその場に訪れた観光客まで

もが、感動体験を作る一人であり、それを共有できるようなツールづくりを行う。	 

	 

	 

	 

	 

	 

市

場

環

境	 

○	 市場の現状と将来の見通し（プロジェクトを行う市場の傾向は？）	 

観光案内のパンフレットの作成の市場規模としては、近年はフリーペーパーの発行、行政の発行、HP な

など多様で安価な傾向になりつつある。近年はやっている方向として、体験型の事業が拡がってきてお

り、追加で体験できるような参加型の取組が着目されている。クーポン、割引などは飲食店に偏るという

だけでなく、店側にメリットを作り出すのが難しいため、徐々に顧客側が離れており、むしろ細かにイン

タビューを受けたうえで掲載されるようなクチコミ型の広報が見直されている。	 

○	 市場の規模（プロジェクトを行う市場の大きさは？）	 

市場規模として、大きなものではなく、人口 3000 人規模の参画者なしの状態で行うことを狙った。	 

○	 市場の区分（どんな市場でプロジェクトを行いますか？	 例えば、BtoB、BtoC）	 

市場としては、その地域内の住民、観光客となり、その地域の周辺環境によって異なる。今回は、ツール

づくりのノウハウの確立を目的としたため、以下に示したような関係性の市場規模となる。今回はターゲ

ットを小さく絞り、糸島と新入生という規模で考えた。	 

	 

	 

	 

提案テーマ	 （	 ○	 ）情報通信技術	 ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈｽを含む）	 

（	 	 ）グリーンテック（環境技術）	 	 （	 	 ）ビッグデータ（統計解析）	 

（	 	 ）アグリ／ヘルスケア	 

（	 	 ）その他	 （具体的に：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

プロジェクトテーマ	 AR ガイドマップの作成	 

参加している学生団体

（チーム名称）	 

	 

代	 表	 者	 氏	 名	 

	 

学府・学部名	 専攻・学科名	 学年	 

ふりがな（もとながあいな）	 

元永愛菜	 

	 

芸術工学府	 デザインストラテジー専攻	 Ｍ１	 
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○	 競争状況（プロジェクトのライバルは？）	 

競争相手というよりは、共存型となるため、現在のところライバルとなり得るものが存在しない。体験活

動を一般の会社が企画するツアー、または、大学生協が提供する新入生企画が対象となると考えられる

が、共存が可能であると思われる	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

マ

｜

ケ

テ

ィ

ン

グ

戦

略	 

	 ※	 ●印は、提案テーマが「事業構想」とする場合のみ記入	 

○	 マーケティングの目的（どのようにしてプロジェクトのニーズがあるかどうかを調べますか？）	 

体験型活動となるため、実際にプロトタイプ的に実践をしていく中で、ニーズの発掘を目指す	 

○	 ターゲットとする市場（顧客は誰ですか？何を望んでいますか？何に困っていますか？）	 

ターゲットは、地方の観光地。多様化する顧客層に加え、人材不足が発生している部分に人材を定着させ

るための学習の提供と、言語を中心としない情報提供ツールを確立すること新しいコミュニケーションの

在り方を提示する。	 

	 

●	 流通戦略（どのようにして製品やサービスを届けますか？）	 

サービスの提供としては、講座型。実際に参加してもらい作成するノウハウを提供する部分とこちらが代

行する部分の二つで提供。また、実際に作成したものを利用してもらうツアーの形の三つでサービスを成

り立たせる。	 

●	 価格戦略（どのような値付けをしますか？割安感か高級感か？）	 

ここにしかない、をメインとするため、割安、高級に関わらず実利にあった値段提供を考えている。	 

広告費（パンフレット作成）；代行の場合、取材、写真撮影、コンテンツ作成、デザイン費含め、割高に

なる	 

ノウハウ提供	 	 	 	 	 	 	 ：一か月程度の講座を開催。毎回の参加費を徴収する形になる	 

ツアー企画	 	 	 	 	 	 	 	 ：地元の人の案内人、また、印刷費など	 

●	 販売促進戦略（どのようにして購入してもらうインセンティブを付けますか？）	 

体験型であるので、確実に全部を回ってもらうことになる。その、確実性を売りに、広告の集客、また、

作ったコンテツの使用権利を同時に受け渡すことをインセンティブとして、販促を図る	 

●	 販売計画（毎月どのくらい売り上げますか？どのようにして利益を確保しますか？）	 

	 

	 

	 

106



（様式 1）Ver1.0 

 

合	 計：170000 円	 （金額単位：千円）	 

必	 要	 経	 費	 

備品費の明細	 消耗品費の明細	 

品名・仕様	 

（単価×数量）	 

金	 額	 品	 名	 

（単価×数量）	 

金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 	 小計	 	 

旅費等の明細	 謝金の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 講習費	 

デザイン費	 

5000×10	 

20000	 

小計	 	 小計	 70000	 

バイト費の明細	 その他の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 印刷費	 

	 

100000	 

小計	 	 小計	 10000	 
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実行項目と実行計画（スケジュール）	 

期	 間	 実施項目	 

10 月上旬	 	 〜10 月下旬	 

11 月	 	 〜	 	 

12 月～	 

	 

（計画立て）コンセプト決め、活動の範囲を決定	 ゴールを定める	 

（基礎調査）必要なメンバーの情報収集	 現地の情報収集	 

（実践）	 	 	 コンテツの作成、講習会	 

プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

事

業

の

目

的

と

内

容	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

本プロジェクトの目的は、現地に行ってからの満足度を高める情報提供のコンテツを作成し、情報の循

環を促すことで利益を生み出す仕組みを考案することである。	 

	 現在、旅行前の情報収集は充実し、それなりに高い期待度をもって訪れるが現地で明確に欲しい情報

を収集できない、思っていたのと違うといった、現地への期待度が高いために起ってしまう不満という

のがある。	 

また、今後、多くの課題を抱えていくであろう地方の観光地は、今後新たな客層として、外国人観光客

といったターゲットは外せない対象となってくる。	 

現地での情報提供のあり方の満足度を高めつつ、多言語化にも対応していかなければならない状況で、

どのような情報提供のあり方が考えられるだろうか。	 

そこで、今回取り組んだことは AR での、観光案内マップである。AR とは、拡張現実のことで、携帯機器

などの端末を利用して使うものである。マーカーとなるものに予め情報を載せておき、カメラで読み込

むとその場にない物を見ることができるというものである。	 

実際に動いたり、動画で表現されることで、言葉以外のコミュニケーションによって情報を伝えること

が可能になり、十分に言語対応ができなくても伝えたいことを伝えられるのではないかと考えた	 

また、実際に現地にいってしか得られない、感動体験の一つとして組み込むこともでき、合わせて情報

収集ツールもとして利用する方法を模索することで新たなサービスの可能性を考えていきたいおもい、

本プロジェクトに取り組んだ。	 
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プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

事

業

の

目

的

と

内

容	 
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新入生の伊都の生活のイメージのサポート！ 

大学生活、こんなことができるんじゃない！？を見える化 

友達となにかしてみたい 
写真とかとりたい・・・・

etc 
＋  

地域の情報と 
こんなことできるよをくっつ

ける 

具現化したイメージをくっつける  

ここで友達と花火したい！ 
ここで夕日の写真を撮ろう！ 

何となくこんなのしてみたいな、というのを現実の状況とくっつけてみてもらう。 

そのことで、具体的にこの場所でこれをしてみたい、というものを持ってもらえた

ら。 

新入生に、ここだからできる体験をイメージしてもらいたい！  

現実にプラスできる ARを利用したリーフレットを作
ろう！！ 

→  

コンセプト決め 

（イシュー）	  

新入生が日常生活の中に糸島での過ごし方を見つけるためにはどうした

らいいのか 

（糸口） 

	 ①糸島で、どのくらいの位置に何があるのかわからない 

	 ②入学したての時の空き時間を持て余す 

	 ③単独より、みんなで。 

（仮説）	  

90分ごとの枠で、動ける範囲を示して、複数人でいけるお店をプロット
した地図を作ると、きっかけに繋がるのでは？ 

（アイディア）	  

ゲームのような感覚で見ることができ、生活時間に密着して、食にフォー

カスを当てた地図とイベント 

（コンセプト） 

「一日一糸島」 
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プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

事

業

の

目

的

と

内

容	 
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作成 

糸島の情報取集に関しては、糸島で活動する「iTOP」に所属する学生に協力をいただい
た。 

自転車で 20分で行ける範囲以内にある、飲食に関わるお店を選択。 

お店だけに関わらず、その周辺の自然風景を合わせて紹介することで、食から、糸島の

風景や、歴史も併せて関心を持ってもらえるようにする。 

一つの、場所、店舗に関して集める情報は 4つ。住所、利用者層、利用シュチュエーシ
ョン、 

特筆事項についてそれぞれ集めた。 

	 集められた情報を基に、写真上に具体的な利用イメージを配置。 

その場所を学生生活の中での使い方を提案できるようにする。マップに関しては、ドッ

ト絵で作成、その後、キャラクターを随所に配置。キャラクターが動きながら、紹介し

てくれる形を目指す。 

地図上に写真を配置 

写真に 

・利用時間 

・移動時間 

・考えられるシュチュエーション 

・利用風景 

の状況を配置して、提示する 
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アイデア・バトル成果の感想	 

＜メンタリング前＞	 

事業の幅を広げ過ぎたため、何をするべきか風呂敷だけが広くなり過ぎていた。	 

AR というコンテンツにこだわり過ぎたため、それを使うことが目的となってしまっていた部分があ

った。具体的にやってみたいことのイメージはあったので、それに向かって具体的に動けていたこ

とはよかった。	 

	 

＜メンタリング後＞	 

・コンテンツにこだわり過ぎず、プロトタイプの作成による提案	 

・広告費という形での収入の提案	 

・講習費の可能性の提示	 

・必要性、ニーズ発掘へのフォーカスのあて方	 

範囲を絞り、そこから、なぜそれが必要であるのかを考えることができた。自身は、免田リング回

数が少なく、義務を果たせていない部分はあったため、もっと活用することで、細かな計画案にな

ったと考える。	 

＜今後の方向性と課題＞	 ＊次の行程の C&C を実行していく上での方向性と課題を記入ください。	 

作成したパンフレットを基に新入生を対象とした、イベントを企画する。	 

実際に使ってもらうツアーのようなものを企画し、糸島を探検してもらいながら、新しい自分だけ

の地図を作ってもらう。この、ツアー、及び、AR の作成のための講習費、印刷費を含めた参加費を

もらうことで、利益を獲得を目指す。同じノウハウを利用して、東峰村での実践を行い、参加型の

ワークショップツアーを企画。実際に現場に行くことで、新たな魅力の発見を地元の人が知ること

ができることができると同時に、情報の蓄積がされる。	 

課題としては、収入源の確保として広告料、及び講習費と印刷費用とデザイン費用を如何に賄って

いくか、また、汎用性の高さをどのようにして証明していくかの二点である。	 
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九州大学	 QREC	 アイデア・バトル成果報告書	 

提案テーマ	 （	 	 ）情報通信技術	 ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈｽを含む）	 

（	 	 ）グリーンテック（環境技術）	 	 （	 	 ）ビッグデータ（統計解析）	 

（	 	 ）アグリ／ヘルスケア	 

（	 ○	 ）その他	 （具体的に：ルーズリーフ配布による広告）	 

プロジェクトテーマ	 洋服レンタルビジネス→ルーズリーフギャラリー	 

参加している学生団体

（チーム名称）	 

	 

代	 表	 者	 氏	 名	 

	 

学府・学部名	 専攻・学科名	 学年	 

ふりがな（	 	 	 かざま	 しゅんいち	 ）	 

風間	 俊一	 	 
２１世紀プログラム	 	 １	 

プロジェクトの概要（各項目毎に要約した内容を記入のこと）	 

事

業

の

内

容	 

○	 製品・サービスの内容	 

学生の作成した作品の展示を表紙に、企業広告ルーズリーフを掲載し配布する。	 

	 

	 

市

場

環

境	 

○	 市場の現状と将来の見通し（プロジェクトを行う市場の傾向は？）	 

学生向け広告を出す企業をターゲットにするため、市場規模はある程度限られてしまうが、	 

私たちの可能な範囲で行うという側面からは、十分大きいと考える。	 

○	 市場の規模（プロジェクトを行う市場の大きさは？）	 

生協、学祭等で広告を出している企業が一定数存在しているため最初のスタートの	 

段階としては十分な市場があると考えられる	 

○	 市場の区分（どんな市場でプロジェクトを行いますか？	 例えば、BtoB、BtoC）	 

B to B ではあるが、ルーズリーフの受け取り手（今回は学生）について分析し、いかに効果のある 

広告を打てるかを検証する。	 

○	 競争状況（プロジェクトのライバルは？）	 

	 広告代理店	 
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マ
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ケ

テ

ィ

ン

グ

戦

略	 

	 ※	 ●印は、提案テーマが「事業構想」とする場合のみ記入	 

○	 マーケティングの目的（どのようにしてプロジェクトのニーズがあるかどうかを調べますか？）	 

フェイスブックを利用したアンケート。企業へのヒアリング。	 

○	 ターゲットとする市場（顧客は誰ですか？何を望んでいますか？何に困っていますか？）	 

学生向けに広告を打ちたいと考えている企業	 

●	 流通戦略（どのようにして製品やサービスを届けますか？）	 

友人経由によりルーズリーフを配布	 

●	 価格戦略（どのような値付けをしますか？割安感か高級感か？）	 

電話により一般の広告業界の価格を調査し比較し検討。	 

●	 販売促進戦略（どのようにして購入してもらうインセンティブを付けますか？）	 

学生に直接配布できるというメリット。	 

●	 販売計画（毎月どのくらい売り上げますか？どのようにして利益を確保しますか？）	 

月額制にして、毎月の収入を確保。企業へのヒアリング、原価との兼ね合いにより金額を算定。	 
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合	 計：	 	 ０	 	 	 	 	 円	 （金額単位：千円）	 

必	 要	 経	 費	 

備品費の明細	 消耗品費の明細	 

品名・仕様	 

（単価×数量）	 

金	 額	 品	 名	 

（単価×数量）	 

金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 ０	 小計	 ０	 

旅費等の明細	 謝金の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 ０	 小計	 ０	 

バイト費の明細	 その他の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 ０	 小計	 ０	 
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実行項目と実行計画（スケジュール）	 

期	 間	 実施項目	 

２月	 	 中旬	 〜	 ３月	 中旬	 

３月	 中旬	 	 〜	 ３月	 下旬	 

４月	 上旬	 	 〜	 ４月	 中旬	 

４月	 中旬	 	 〜	 ４月	 下旬	 

５月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

一般企業に対する営業活動。	 

印刷会社へルーズリーフの発注	 

各大学の入学式での配布、第二部の発注	 

第二部ルーズリーフの発行	 

	 

第三部ルーズリーフ、随時発行	 

プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

事

業

の

目

的

と

内

容	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 今回の事業の目的は、第一に芸術のあふれる街福岡を生み出すことにある。私は高校三年間、東京の

上野という街で過ごしていた。多数の美術館が存在し、芸術作品であふれている。福岡は美術館等の数

が少なく、芸術に触れ合う機会が少ない。上野の美術館のような有名な画家の描いた作品を福岡に持っ

てくることは困難かもしれない、しかし、芸術はそのような画家の作品だけが全てではない。アマチュ

ア等の作成した作品も立派な作品である。今回私たちは、そのアマチュア等の作成した作品を用いて、

学生から芸術のあふれる街づくりを行っていきたいと考えた。その手段として、私たちはルーズリーフ

を用いた広告ビジネスを提案する。	 

	 表紙に学生の描いた作品を１枚入れる、そし異なった会社の広告掲載付きルーズリーフを封入し、学

生に配る。学生は芸術作品に触れる機会を享受できることに加え、学校の授業等で使用可能なルーズリ

ーフを受け取ることができる。学校内でよく配られるビラ単体の広告は学生側にとって情報しか享受で

きないうえに、他の使い道が存在しないため不快感を与える傾向がある。その不快感を減少させること

を可能にする。	 

	 広告主側のメリットとして、学生が記入した後も残り続けるルーズリーフという場に広告を残し、ル

ーズリーフを受け取った学生に広告主の存在を認知させることが可能になる。また、学生を応援する企

業、芸術を広げるという社会的活動を応援している企業というイメージアップという付加価値を生むこ

とになると考えられる。	 

	 また、企業への営業を通し私たちが社会を知る、という活動自体にメリットが存在する。	 

	 以上の点が今回の目的及び内容である。	 
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プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

市

場

環

境	 

	 

	 

	 

	 

	 今回のビジネスに関して二つの重要な点が存在する。一点目は、企業側の需要の存在の有無。二点目は学生側がル

ーズリーフを求めているかどうかという点である。	 

	 第一に学生向け広告に意欲を示す企業が存在するかどうかについて述べる。私たちは、今回生協、福岡市交通事業

振興会、学祭実行委員会に電話でのヒアリングを行い調査した。生協側は現在学食トレイ上への企業広告の掲載、旅

行会社等を中心とした、ポスターの掲示、糸島含めた九大周辺コミュニティからの数多くの広告を請け負っているこ

とが調査として分かった。福岡市交通事業振興会は主に地下鉄に関する広告事業を行っており、一般企業がどれくら

いの額を広告にお金をかけているのかを調査することができ、原価を念頭に考え、私たちのビジネスの採算も十分可

能であると分かった。最後に学祭実行委員会へのヒアリングにより、協賛を出しているは多々あり、学生向け広告へ

の需要も調査することができた。	 

学生側のルーズリーフに関する需要があるかについて述べる。私たちは、Facebook を用い 63 人の学生に広告に関する

受け取りやすいか受け取りにくいかのアンケート調査を行った結果、ビラ単体の広告では受け取らない学生の人数が

多かった、事実に対し、ルーズリーフの場合は受け取るという割合が如実に表れていたため。学生側の広告に対する

不快感を減少できるという仮説を立て、正しい検証ができたと考えている。	 

	 

	 

	 

マ

｜

ケ

テ

ィ

ン

グ

戦

略	 

	 

	 

	 

	 今回のビジネスに関して提供できる付加価値は三つ存在する。ルーズリーフを媒介としたメリット、学生が主体で

行うことによるメリット、社会と学生をつなぐというメリット、以下述べていく。	 

私たちが一般の企業に対して提供できる強みとは何かということについて記載していく、まず、学生の８割が使用し

ているルーズリーフに広告を掲載することで、まず受けっとってもらいやすくなる、ビラ単体では私たちの調査によ

り不快な感情を与え、ルーズリーフではその不快な感情を減少させることにつながり貰ってもらう確率が上がる。ま

た受け取って貰ったあと、ルーズリーフはバインダー内に残るため印象に残る広告を作成することが可能になるとい

う点。	 

学生が主体で行っているということである。現状でもし企業が学生向けに広告を打とうと考えた場合、広告代理店を

通し、学生に向けて広告をだすことになる。しかし広告代理店はあくまで企業であり学生のニーズを正確につかめて

いるわけではない。しかし私たちは学生であり、周りの学生が感じている生の声を吸収することが可能である。それ

は例えば、企業が学生に対しアンケートを行いたいとする。企業から学生に向けて Facebook 等でアンケートを取る場

合、学生の目に触れない可能性、企業ということから、遠慮して本当のことを述べられない可能性がある。しかし、

私たち学生という立場が、このアンケートを行うことで敷居が一段階下がり、より生の声を吸収する事を可能にする。

もし私たちと協力関係を築くことができれば、それらの情報を入手することが可能になる。	 

	 次に、上記で述べた、学生を応援する企業、芸術を広める企業という企業イメージアップも付加価値にはなり得る。

今回学生に向けてルーズリーフを配布するわけだが、現状として学生は社会をあまりにも知らなすぎる。就職活動等

で企業を知らないことが恐怖に変わり、ネットでのブラック企業等の検索を行い社会への恐怖心が大きくなる。その

結果、今起きている企業と学生のミスマッチから、短期で職を辞めてしまうことが多々存在している。私たち学生が、

企業がどのようなものかを調査し、企業が私たちの声に耳を傾け、学生と企業がつながれば、私たちの社会はより良

いものへと変化していく。それが今回のビジネスの最大の付加価値であると、企業へ主張したいと考える。	 
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アイデア・バトル成果の感想	 

＜メンタリング前＞	 

特になし。	 

	 

	 

	 

	 

	 

＜メンタリング後＞	 

オポチュニーティに対する恐怖心が芽生えました。	 

	 

	 

	 

	 

＜今後の方向性と課題＞	 ＊次の行程の C&C を実行していく上での方向性と課題を記入ください。	 

営業を通しメンバー個人の成長を重視。	 

企業とのつながりが少ないためヒアリングが不足しているという点。	 
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＜アグリ/	 ヘルスケア部門＞	 
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九州大学	 QREC	 アイデア・バトル成果報告書	 

 

 
 

提案テーマ	 （	 	 ）情報通信技術	 ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈｽを含む）	 

（	 	 ）グリーンテック（環境技術）	 	 （	 	 ）ビッグデータ（統計解析）	 

（	 ○）アグリ／ヘルスケア	 

（	 	 ）その他	 （具体的に：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

プロジェクトテーマ	 Ｗａｋａｐ（ウェイカップ）	 

参加している学生団体

（チーム名称）	 

Ｗａｋａｐ	 

代	 表	 者	 氏	 名	 

	 

学府・学部名	 専攻・学科名	 学年	 

ふりがな（	 	 	 わだ	 なおき	 	 	 	 	 	 ）	 

和田直樹	 

	 

理学部	 生物学科	 	 1	 

メンバー構成	 

氏	 	 	 	 名

ふ り が な

	 

	 
学府・学部名	 専攻・学科名	 学年	 

久世昌和	 

	 

システム情報科学府	 

	 

情報学専攻	 Ｍ２	 

プロジェクトの概要（各項目毎に要約した内容を記入のこと）	 

事

業

の

内

容	 

○	 製品・サービスの内容	 

朝、なかなか布団やベッドから抜け出せない現状を、世界中の人の助け合いの力で起こしあうＳＮＳア

プリケーション	 
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市

場

環

境	 

○	 市場の現状と将来の見通し（プロジェクトを行う市場の傾向は？）	 

起床についての悩みは多くの人が抱える悩みであり、いまだに根本的な解決策は存在していない問題である。	 

今後、より生産性の高い活動が求められる社会において、朝の貴重な時間を利用したいという声は高まっていくと

考える。	 

○	 市場の規模（プロジェクトを行う市場の大きさは？）	 

現在中心に考えているのは、世界中の「朝を有効に使いたい学生」と「小さな負担で他人を助けたい人間」。	 

○	 市場の区分（どんな市場でプロジェクトを行いますか？	 例えば、BtoB、BtoC）	 

アプリ中のシステムの提供	 

○	 競争状況（プロジェクトのライバルは？）	 

	 

	 

	 

	 

マ

｜

ケ

テ

ィ

ン

グ

戦

略	 

	 ※	 ●印は、提案テーマが「事業構想」とする場合のみ記入	 

○	 マーケティングの目的（どのようにしてプロジェクトのニーズがあるかどうかを調べますか？）	 

「世界覚醒キャンペーン（仮）」や「おっはーキャンペーン（仮）」などのイベントの開催（後述）	 

○	 ターゲットとする市場（顧客は誰ですか？何を望んでいますか？何に困っていますか？）	 

アプリのユーザーとして、世界中の「朝を有効に使いたい学生」と「小さな負担で他人を助けたい人間」を集めて

の一部の課金要素	 

そうして集まったユーザーを対象とした広告収入	 

●	 流通戦略（どのようにして製品やサービスを届けますか？）	 

スマートフォンのアプリケーション	 

●	 価格戦略（どのような値付けをしますか？割安感か高級感か？）	 

基本無料であり、課金によって更なる活用法が広がる。	 

●	 販売促進戦略（どのようにして購入してもらうインセンティブを付けますか？）	 

起きて活動が開始するまで絶対にアラームを止められない目覚ましである。アラームを止める際に、登録してある

別ユーザーからの指令にこたえるゲーム性と、コミュニケーションを楽しめる。	 

起こす側は、自分の都合のいい時間に、登録してある別ユーザーへ簡単な操作で起きる手助けができるため、人助

けの満足感を感じることが出来る。	 

●	 販売計画（毎月どのくらい売り上げますか？どのようにして利益を確保しますか？）	 
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合	 計：	 	 ０	 	 	 	 	 円	 （金額単位：千円）	 

必	 要	 経	 費	 

備品費の明細	 消耗品費の明細	 

品名・仕様	 

（単価×数量）	 

金	 額	 品	 名	 

（単価×数量）	 

金	 額	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 	 小計	 	 

旅費等の明細	 謝金の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 	 	 

	 

	 

小計	 	 小計	 	 

バイト費の明細	 その他の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 	 小計	 	 

実行項目と実行計画（スケジュール）	 

期	 間	 実施項目	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

圧電素子で進めた	 

方針転換	 

わさびによる覚醒を調査・実験	 

アンケートやヒアリング	 

現在の方針をまとめる	 
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プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

事

業

の

目

的

と

内

容	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

生活リズムが乱れがちな大学生をはじめ、起床に関する悩みは人類共通の悩みである。様々な理由で

適切な睡眠をとれずに翌日の朝、二度寝してしまう経験や、快適な布団からなかなか抜け出せずに朝の

貴重な時間を無駄にしてしまい後悔する経験は、誰しもが覚えのあることである。	 

	 その背景には朝の自分がまるで他人であるかのように感じるほど、意志が弱く、理性的な判断が出来

ない、一切信用ならないことがあることが分かった。頭では早く起きて活動することの良さは分かって

いるはずなのに、朝の自分ではどうしても普段の自分ではいられないようである。	 

そこで、自分が信用ならない以上は、起きるためのシステムと他者の力を借りればよいと考えた。タ

ーゲットとして想定する大学生が最もなじみやすい媒体として、スマートフォンのアプリケーションの

形で目覚ましアラームの機能を作るのだが、そのアラームは自分の操作では止めることが出来ずになり

続ける。アラームを止めるためには、①「フレンド」として登録した別ユーザーへ起きたことを知らせ

る。②知らせを受けた別ユーザーから「指令」が届く。③その「指令」に応え、写真などの手段で別ユ

ーザーへ報告する。④報告を受けた別ユーザーは確認したらアラームを止めてあげる。というステップ

を踏むことになる。自分では決して止められないアラームはユーザーの覚醒を助け、「指令」は例えば

「洗面所で歯を磨いている様子を撮影して送れ」というような人の活動スイッチをＯＮにするものであ

るので、二度寝や布団でだらだらすることを防ぐことが出来る。	 

	 一方で、起こす側のユーザーもメリットが存在する。「フレンド」の悩みを解決してあげたという満

足感である。人のために働くことを幸せに感じる人間は多いのだが、それは別に無償で奉仕の心からや

ろうというだけではない。面倒くささやかかる時間などの障害があると「やっぱやめとこ」となってし

まう。虫のいい話だが、「面倒くさくない範囲で人助けしたい」というのが本音ということである。そ

の視点で考えると、このアプリは人類共通の悩みを抱える他者を数回のタップ操作で救ってあげること

が出来るため、受け入れられやすい。	 

	 そしてこのアプリの売りとしては、この起こし・起こされる関係は世界中の人と結ぶことが出来る点

である。世界中にユーザーが存在すれば、常に「起きたいユーザー」と「起こしたいユーザー」の要求

がマッチすることになる。例えば日本時間の 7 時に起きたい日本人を起こす場合、－19 時間の時差があ

るハワイなら昼の 12 時となり無理することなく起こすことが出来る。このように、時差があることで起

こし・起こされる関係を無理することなく結べるのである。	 
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プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

市

場

環

境	 

	 

	 

	 

	 

現在調査中。	 

早起きの機能を求める人は多いことをアンケートやヒアリングなどを通して少し手ごたえを感じている

が、そこに国際交流であったり、広告であったりを絡ませたときにどうなるかはまだよくわからない。	 

	 

	 

	 

マ

｜

ケ

テ

ィ

ン

グ

戦

略	 

	 

	 

	 

このビジネスは広告収入を中心に考えているため、重要なのは利用者の獲得となる。	 

そこで注目を集めるキャンペーンを考えている。	 

「世界覚醒キャンペーン」では、まずは協力をしてもらった世界各地の大学の学生にこのアプリを入れて

もらい、「朝」の時間が東の国から西へ進んでいくにしたがって、自国より東の国のユーザーから起こさ

れ、自国より西のユーザーを起こすという世界的なリレーイベントを行う。	 

「おっはーキャンペーン」では、約 10 年前に子供たちの間で流行った「おっはー」という言葉と動作を、

このアプリを通して拡散することで再ブームを起こそうというものである。まさに今の大学生ならば、誰

でも知ってる仕草なので、日本での拡散効果は期待できる。	 

他にも、ユーザーの行動をＳＮＳを利用して他者へ発信することは、以前の「アイスバケツチャレンジ」

にも表れているように、大きな注目を得ることに繋がる。今回のビジネスは「早起き」という誰もが世良

いことと考える「大義」のもとに、イベント化しやすい題材なので、ＳＮＳを通したマーケティングと親

和性が高いので、積極的に活用していくべきである。	 
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アイデア・バトル成果の感想	 

＜メンタリング前＞	 

アイデア・バトル参加当初は、「圧電素子」を利用した発電での開発を何となく欲しがる人が多そ

うという思いつきで取り組んでいた	 

アイデアの出し方が人を集めてのブレストしか手持ちがなく、多くのアイデアが思いつきで進んで

いた	 

	 

	 

＜メンタリング後＞	 

その後の調査やメンタリングによって、当初のアイデアのように求める効果が得られないことが分

かって、大きく方針を変えることが出来た。	 

メンタリングを経て、体系だったアイデア出しの方法をいくつか教えてもらったり、実際にアイデ

アを出すことに協力してもらうなどで、その後のやり取りに一貫性や幅を持たせることに繋がった。	 

また、一時期高田先生とのやり取りに失礼のことをしていた時期があり、それについても諭しても

らい、社会人としての責任を改めて教えてもらった。	 

	 

	 

＜今後の方向性と課題＞	 ＊次の行程の C&C を実行していく上での方向性と課題を記入ください。	 

現在、一番ネックなことにマネタイズの方法があり、似たような「相互に助け合うＳＮＳ」の例と

して、外国語学習ＳＮＳの「lang-8」というサービスでは、かなり厳しい状態であることが分かっ

た。	 

この問題を解決する手段として、本当に広告だけでやっていけるのか不安であり、情報もたりてい

ないため、今後も引き続き調査しつつ、実際のアプリを開発していく予定である。	 
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九州大学	 QREC	 アイデア・バトル成果報告書	 

提案テーマ	 （	 	 ）情報通信技術	 ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈｽを含む）	 

（	 	 ）グリーンテック（環境技術）	 	 （	 	 ）ビッグデータ

（統計解析）	 

（	 	 ）アグリ／ヘルスケア	 

（	 	 ）その他	 （具体的に：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

プロジェクトテーマ	 日本の介護サービス中国へのマーケティング戦略	 

参加している学生団体（チーム名称）	 	 

代	 表	 者	 氏	 名	 

	 

学府・学部名	 専攻・学科名	 学年	 

ふりがな（	 	 か	 	 	 	 よう	 	 	 	 ）	 

賈	 	 	 	 	 楊	 

	 

システム生命科学府	 システム生命科学専攻	 Ｍ２	 

メンバー構成	 

氏	 	 	 	 名

ふ り が な

	 

	 
学府・学部名	 専攻・学科名	 学年	 

周	 也荻	 

	 

医学系学府	 

	 

医学専攻	 Ｄ２	 

宋	 颖霞	 

	 

医学部	 基礎放射線分野	 研究生	 
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プロジェクトノ概要（各項目ごとに要訳した内容を記入の事）	 

事

業

の

内

容	 

○	 製品・サービスの内容	 

中国で日本の day-care サービスを行い、また高齢者向け健康生活管理サービス会社を目指して提供する。	 

	 

	 

市

場

環

境	 

○	 市場の現状と将来の見通し（プロジェクトを行う市場の傾向は？）	 

近年、医療技術の進歩や生活水準の向上によって、中国には高齢化社会の挑戦に直面している。高齢者

の介護が大きな課題となっている。	 

○	 市場の規模（プロジェクトを行う市場の大きさは？）	 

中国には、2015 年頃に、60 歳以上の高齢者が 2 億人に達し、2027 年頃に 3 億人に達すことが予測されて

いる。しかし、2012 年までは、介護サービスを受けていた老人は老人人口の１%ぐらいを占めていた。	 

○	 市場の区分（どんな市場でプロジェクトを行いますか？	 例えば、BtoB、BtoC）	 

	 

○	 競争状況（プロジェクトのライバルは？）	 

主に政府主導での施設養老と在宅サービス。	 

	 

	 

	 

マ

｜

ケ

テ

ィ

ン

グ

戦

略	 

	 ※	 ●印は、提案テーマが「事業構想」とする場合のみ記入	 

○	 マーケティングの目的（どのようにしてプロジェクトのニーズがあるかどうかを調べますか？）	 

中国での介護サービスには、高齢者のニーズを知りたい、何をすべきかとして、マーケティングした。	 

○	 ターゲットとする市場（顧客は誰ですか？何を望んでいますか？何に困っていますか？）	 

高齢者をターゲットして、高齢者の生活品質を向上して、中国での介護サービスに貢献したい。介護保

険制度が導入されていない中国でのビジネスは日本とは全く異なって、更に検討する必要がある。	 

●	 流通戦略（どのようにして製品やサービスを届けますか？）	 

●	 価格戦略（どのような値付けをしますか？割安感か高級感か？）	 

●	 販売促進戦略（どのようにして購入してもらうインセンティブを付けますか？）	 

●	 販売計画（毎月どのくらい売り上げますか？どのようにして利益を確保しますか？）	 
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合	 計：	 	 	 	 	 	 	 円	 （金額単位：千円）	 

必	 要	 経	 費	 

備品費の明細	 消耗品費の明細	 

品名・仕様	 

（単価×数量）	 

金	 額	 品	 名	 

（単価×数量）	 

金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 	 小計	 	 

旅費等の明細	 謝金の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 	 小計	 	 

バイト費の明細	 その他の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 	 小計	 	 
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実行項目と実行計画（スケジュール）	 

期	 間	 実施項目	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

	 

プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

事

業

の

目

的

と

内

容	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

中国では一人っ子政策などの要因で急速な高齢化が進んでおり、2015 年頃に、60 歳以上の高齢者が 2 億人に達し、

2027 年頃に 3 億人に達し、今後、高齢者人口は加速的に増加すると予測されている。	 

一人っ子政策や都市化の進行によって、従来の家庭内での高齢者の介護機能は低下し、高齢者夫婦のみで生活する家

庭や、高齢者が独りで生活している家庭が増えていく。したがって、社会による介護サービスが注目されていく。	 

現在、中国において、社会福祉での施設と質金不足、サービスの質の低いなどが目立つようになった。また、インフ

ラ、人材、介護保険制度での問題を抱え、日々増え続ける介護に対するニーズを十分満足させていない現状がある。	 

中国政府はこの問題を緩和するため、「中国高齢事業発展 12 次 5 カ年規格」を発表、養老サービス分野への民間質

本導入を奨励する方針が示されるなど、高齢化に対応する社会の建設、関連企業の育成に向けて、都市における社会

福祉の改革を始めた。	 

日本は中国より先んじて高齢化の進展を経験し、高齢者介護分野において多くの技術や知識も蓄積している。日本の

介護各社は施設、食事およびいろいろな生活面に用意し、高齢者の便利性を高めるようと取り組んでいることが多い。

中国政府、関連機構、民間企業などの間では高く注目されている。	 

私たちは今回の契機に日本の介護福祉を見学し、中国の高齢者のニーズを調査し、中国で介護サービスを実行したい

と思う。また、日本と中国との文化の壁は大きいので、中国文化に合った介護サービスを構築していくのは大事なこ

とである。	 
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プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

市

場

環

境	 

	 

	 

	 

	 

中国は世界で高齢人口が１億人を越える唯一の国である。また 65	 歳以上の人口比が 7％から 14％に達す

るまでの所要年数は 27	 年と予想され、日本に近いスピードで高齢化が進行している。	 

また、一人っ子政策、生活習慣、意識の変化によって、家族の規模は小さくなり、都市部で子供が仕事や

独立でいなくなり、老人だけが残される家庭の比率が年々増え、出稼ぎ率の高い農村部でも高齢夫婦のみ

の家庭が増加している。また、子供のいない、あるいは一人っ子を亡くした高齢者が増加傾向にあると報

告されている。	 

政府は「中国高齢事業発展 12 次 5 カ年規格」を発表してから、老人の介護サービスは新たな産業である。

需求は全く足りない、2006 年までは、介護サービスを受けていた老人は老人人口の 0.8%ぐらいを占めてい

た。	 

2020 年までに、社区の高齢者サービス施設とホームヘルプサービスを普及し、約 90％以上の農村地域が社

会福祉施設を有することを中国政府が目標とした。そのため、1000 万人の就職先を提供できる。	 

	 

	 

	 

マ

｜

ケ

テ

ィ

ン

グ

戦

略	 

	 

	 

	 

日本での day-care サービス福祉を見学して、この形の介護サービスがとても印象的だった。だから、この

介護モデルを中国へ導入して実行できるかどうかと考えている。	 

そのため、この見学を契機として、介護分野での経験、心得、困難、特に人材育成、会社管理及び高齢者

との交流などを教えていただいて、勉強になった。日本の介護保険制度の健全化（費用の 90％は政府負担）

をよく感じる。心配になってきた。現在の中国には完全に介護保険制度が導入されていない、この政府負

担保険にまだ入ってない介護モデル、すなわち、国民は私費で受けられるかどうかを不自信になってしま

った。	 

この疑問を持って、中国高齢者の子供向けのアンケートを作った（高齢者はあんまりネットが使わない）。

年齢、お住まい状況、健康状況（どの病気がある）、生活行動に困る時、高齢者に必要と思われる支援、

day-care サービスを受けるかどうかおよび私費で受けるかどうかなどの設問内容で構成されたアンケー

トはネットで行われた。	 

有効回収数は 179 件であった。day-care サービスを受けられる人は意外に 54.7％を占めていた（98 人）。

その中に私費で受けられる人は 51.0％を占めていた（50 人）。また価格には、「品質が良ければ高くても

いい」を選んでいる人は48.98％を占めていた（49人）、「同種のサービスと同じ」を選んでいる人は 23.47％

を占めていた（23 人）、「同種のサービスより安い」を選んでいる人は 16.33％を占めていた（16 人）。	 
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アイデア・バトル成果の感想	 

＜メンタリング前＞	 

私たちは日本の介護サービスの健全化を心で感じて、このような介護制度やモデルを中国へ導入で

きるかというアイデアを持って、このアイデア・バトルに参加した。何より現地での見学が一番大

事だと私たちはそう思った。	 

	 

	 

	 

	 

	 

＜メンタリング後＞	 

今回のアイデア・バイトを契機として、先生の指導をいただいた。創業と言えば、どの分野でもマ

ーケティングは一番だ。何より顧客のニーズを調査しなければならない。そしてこのニーズを明ら

かにしたうえで、それに応えるサービスを提供できる。	 

	 

	 

＜今後の方向性と課題＞	 ＊次の行程の C&C を実行していく上での方向性と課題を記入ください。	 

今回の調査、アンケートにより、中国で day-care サービスを実行できると思う。ただ、いくつの問

題もある。まず、中国には介護保険制度はまだ不健全なので、私費でこのサービスを受けられる人

が多いけど、適切な値段をつけるのは難題だと思う。	 

次に、サービスの多様性も重要だ。健康講座、鍼灸術、マッサージなども含んだほうがいいと思う。	 

最後に、中国での老人大学との協力である。書道、中国将棋、美術および太極拳などの様々なサー

クルを行い、高齢者たちの日頃の生活の幅を広がる。	 
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九州大学	 QREC	 アイデア・バトル成果報告書	 

提案テーマ	 （○）情報通信技術	 ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈｽを含む）	 

（	 ）グリーンテック（環境技術）	 	 （	 ）ビッグデータ（統計解析）	 

（○）アグリ／ヘルスケア	 

（	 ）その他	 （具体的に：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

プロジェクトテーマ	 『病気の推定→近隣病院の提案・応急処置などの情報提供を行う』	 

ヘルスケアアプリケーションの提供	 

参加している学生団体

（チーム名称）	 

	 

代	 表	 者	 氏	 名	 

	 

学府・学部名	 専攻・学科名	 学年	 

ふりがな（	 	 	 おだはら	 しゅうや	 	 ）	 

小田原	 周哉	 	 

	 

21 世紀プログラム課程	 	 3 年	 

プロジェクトの概要（各項目毎に要約した内容を記入のこと）	 

事

業

の

内

容	 

○	 製品・サービスの内容	 

ユーザーが毎朝健康状態をスタンプ＋ひとことでチェックし、その上でユーザーが気づいた症状(頭痛、

のどが痛い、体がだるいなど･･･)からどのような病気かを推定(精密検査などをしなければ病名は	 確定

できないためあくまで推定)し、その病気に合った近隣の病院を紹介したり、セルフケアに関する情報を

提供したりするアプリを開発し提供する。	 

	 

	 

137



（様式 1）Ver1.0 

 

 
 

	 

	 

市

場

環

境	 

○	 市場の現状と将来の見通し（プロジェクトを行う市場の傾向は？）	 

スマートフォン比率・モバイルヘルスケア市場共に増加傾向である。	 

○	 市場の規模（プロジェクトを行う市場の大きさは？）	 

モバイルヘルスケア市場は世界で 2017 年に 230 億ドルの市場となり、非常に大きい。	 

○	 市場の区分（どんな市場でプロジェクトを行いますか？	 例えば、BtoB、BtoC）	 

アプリリリースにてビジネスを行うので BtoC がメイン。	 

○	 競争状況（プロジェクトのライバルは？）	 

日本における類似サービスはほとんど無いが、日本の大手や海外企業が参入すると脅威である。	 

	 

	 

	 

	 

マ

｜

ケ

テ

ィ

ン

グ

戦

略	 

	 ※	 ●印は、提案テーマが「事業構想」とする場合のみ記入	 

○	 マーケティングの目的（どのようにしてプロジェクトのニーズがあるかどうかを調べますか？）	 

既存アプリのレビュー及び実際にリリースを行い顧客行動やレビューによって調査する。	 

○	 ターゲットとする市場（顧客は誰ですか？何を望んでいますか？何に困っていますか？）	 

健康情報を必要とする一人暮らしの人や子供･高齢者の人がいる人でスマートフォンを使っている人。	 

●	 流通戦略（どのようにして製品やサービスを届けますか？）	 

アプリ流通サービス(Google	 Play･App	 Store)にて製品を流通させる。	 

●	 価格戦略（どのような値付けをしますか？割安感か高級感か？）	 

基本無料であるが、有料サービスの価格は一般的なヘルスケアモバイルサービスと同価格帯にする。	 

●	 販売促進戦略（どのようにして購入してもらうインセンティブを付けますか？）	 

有料会員には病気･病院のカスタマイズ検索を可能にする。	 

●	 販売計画（毎月どのくらい売り上げますか？どのようにして利益を確保しますか？）	 

10 万ダウンロードと仮定すると、100 万円/月の売上が見込まれる。	 
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合	 計：	 	 	 	 	 	 	 円	 （金額単位：千円）	 

必	 要	 経	 費	 

備品費の明細	 消耗品費の明細	 

品名・仕様	 

（単価×数量）	 

金	 額	 品	 名	 

（単価×数量）	 

金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 	 小計	 	 

旅費等の明細	 謝金の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 	 小計	 	 

バイト費の明細	 その他の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 	 小計	 	 
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実行項目と実行計画（スケジュール）	 

期	 間	 実施項目	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

月	 	 旬	 	 〜	 	 月	 	 旬	 

	 

プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

事

業

の

目

的

と

内

容	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

人は病気にかかると非常に辛い思いをする。特に看病してくれる人がいない一人暮らしの人は病気にな

ったときも全て自分で対処する必要がありその負担は大きい。加えて、病気に対する知識は少ないこと

が多く、いざ病気にかかるとどのように対処すべきか戸惑うことが多い。また、家庭の医学などの家庭

向け医学書が市販されているが、実際に利用している人は 2 割程度しかいない。原因として、本は分厚

く見る気がしないし、アプリ版もただ単に病気を羅列しているだけでどの情報を見ていいか分からな

い。したがって、ユーザーが毎朝健康状態をスタンプ＋ひとことでチェックし、その上でユーザーが気

づいた症状(頭痛、のどが痛い、体がだるいなど･･･)からどのような病気かを推定(精密検査などをしな

ければ病名は	 確定できないためあくまで推定)し、その病気に合った近隣の病院を紹介したり、セルフ

ケアに関する情報を提供したりするアプリを開発し提供する。このアプリケーションは、朝起きたとき

に気分をスタンプとして記録してもらい、自分の健康状態への気づきを与える。その上で、気になった

症状などを検索してもらい病気や病院に関する情報を提供する。	 

ビジネスモデルに関しては段階ごとに変化させていく予定である。初期は一般的にスマートフォンアプ

リケーションの CPC 広告を利用し、収益を得る。アプリリリース初期の段階では、WebView にて病気や病

院のデータを表示し、ある程度(目安：10 万～15 万ダウンロード)の成長を行うことが出来た段階で、病

気データ･病院データを外部の DB･API と連携させ、データのカスタマイズ化を可能にし、その段階でプ

レミアム会員制度を導入し収益を得る。また、広告の営業を開始し、アプリの CPC 広告からヘルスケア

関係の広告に転換する。広告の転換を行うことにより、広告単価が向上し、広告収益の増加を狙う。	 
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プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

市

場

環

境	 

	 

	 

	 

	 

MM 総研の調査によると、2014 年 9 月末時点でスマートフォン契約数比率は 50.3％となりフィーチャーフ

ォンの契約数比率を上回った。今後も増加する予測となっており、それに付随してスマートフォンアプリ

ケーション分野も大きく成長していくと考えられる。また、モバイルヘルスケアの市場観点から見ても

2014 年時点では 69 億ドルの規模となっているが、2017 年には 230 億ドルに成長すると予測されており、

さらにその後も成長すると見込まれている。したがって、十分な市場規模及び成長が本プロジェクトの市

場には存在していると考える。	 

本プロジェクトの競合は日本の市場のみを考えた場合は、家庭の医学書アプリや病院検索アプリである。

ただし、前述したように家庭の医学書アプリは病気をリストアップするのみであり、病院検索アプリもど

この診療科に行くべきかが分からない場合不便であり、またアプリとして拡張性がない。したがって、本

プロジェクトは優位性を持って市場に参入することが出来ると考える。一方で、海外では類似サービスを

WebMD がやっており、そのサービスが日本市場に来た場合、脅威になる可能性が高い。しかし、WebMD は一

度日本法人を手放した経緯があり、再び参入する可能性は低いのではないかと考える。また、日本で医療

情報サービスを提供しているエムスリーが類似事業を開始した場合脅威になる可能性がある。	 

	 

	 

	 

マ

｜

ケ

テ

ィ

ン

グ

戦

略	 

	 

	 

	 

プロジェクトのニーズ調査に関して次の 2 段階における取り組みを行う。1 段階目は現状の整理である。

現在、本プロジェクトにおける近いスマートフォンアプリサービスのレビューを抽出し、アプリの概要を

作成する。その上で 2 段階目として、アプリケーションの製品開発を行い、出来るだけ早期にリリースを

行う。その上で顧客のレビューや稼働状況を把握しアプリケーションの改善を行う。	 

ターゲットとなるユーザーは大前提としてスマートフォンを利用しているユーザーであり、特に初期は

Android 端末を利用しているユーザーである。その中で、特に市場ターゲットとして狙うユーザー層は特

に健康情報を必要とする人である。具体的には、看病してくれる人がいない一人暮らしの人や幼少の子供

がいる世帯･高齢者の人がいる世帯などである。	 

流通戦略に関して、初期は Android 端末向けのサービスをリリースするので Google	 Play を通してアプリ

を配信する。iOS 端末向けのサービスをリリースする際は App	 Store を利用する。	 

価格は基本無料であり、有料会員に必要な費用は他のヘルスケアサービスと同じ価格帯である月額 300 円

(税抜)と考えていて、有料会員になると子供･高齢者向けの病気診断カスタマイズ機能や現在診療可能な病

院を検索するという機能を利用できるというインセンティブを与える。	 

以上の仮定の下、10 万ダウンロード(内プレミアム会員 3000 人)としたとき、月額の売上は 100 万円とな

る。	 

141



（様式 1）Ver1.0 

 

	 

	 

アイデア・バトル成果の感想	 

＜メンタリング前＞	 

メンタリング前はヘルスケアの既存サービスに関して簡単な調査しか行っていなかったので、アイ

デアの内容が未熟なものでした。	 

＜メンタリング後＞	 

メンタリングにおいて玉置先生からは様々な視点でのアドバイスを頂きました。特にインターネッ

トビジネスにおける広告に関する情報やヘルスケア市場における現状を知ることが出来たことが、

今回のプロジェクトのビジネスプランを作るときに非常に参考になりました。	 

＜今後の方向性と課題＞	 ＊次の行程の C&C を実行していく上での方向性と課題を記入ください。	 

〇今後の方向性	 

・アプリのリリースを目標に開発を行う。	 

→アプリの作成に本格着手する。出来るだけ早くリリースを出来るようにする。	 

〇今後の課題	 

・アプリケーションの UI も含めたデザインの作成及びアイコンやスタンプの作成をどうするか。	 

→アプリケーションの開発において使いたくなるような･使いやすいデザインは必須である。現状で

はデザイン性がかなり低いので最優先の課題である。また、アプリのアイコンや調子記録用のスタ

ンプもどのように(外部委託やデザイン出来る人と組むなど)作成するかを検討する。	 

・ユーザーの利用頻度を上げる仕組み作りをどのように行うか。	 

→コア機能のみだとどうしても利用頻度が低くなってしまい、アプリとしての稼働性が低下してし

まうので、定期的に利用するような仕組み作りが必要である。現段階で検討している案をさらにブ

ラッシュアップ＆検証することによってユーザーの利用頻度を上げる仕組みを構築することを試み

る。	 
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九州大学	 QREC	 アイデア・バトル成果報告書	 

	 

 

提案テーマ	 （○	 ）情報通信技術	 ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈｽを含む）	 

（	 	 ）グリーンテック（環境技術）	 	 （	 	 ）ビッグデータ（統計解析）	 

（○	 ）アグリ／ヘルスケア	 

（	 	 ）その他	 （具体的に：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

プロジェクトテーマ	 ビックデータによる健康改善促進アプリ	 

参加している学生団体

（チーム名称）	 

チームヘルスケア	 

代	 表	 者	 氏	 名	 

	 

学府・学部名	 専攻・学科名	 学年	 

ふりがな（	 かつめ	 たくみ	 	 	 	 	 	 ）	 

勝目	 拓海	 

	 

理学部	 生物学科	 	 2	 

メンバー構成	 

氏	 	 	 	 名

ふ り が な

	 

	 
学府・学部名	 専攻・学科名	 学年	 

家入

いえいり

	 雄樹

ゆ う き

	 

	 

理学府	 

	 

システム生命	 Ｄ1	 

Chan	 Kyu	 Park	 

	 

経済学部	 経済• 経営学科	 	 4	 

楢原
ならはら

	 直樹
な お き

	 

	 

医学部	 医学科	 	 1	 

プロジェクトの概要（各項目毎に要約した内容を記入のこと）	 

事

業

の

内

容	 

○	 製品・サービスの内容	 

アルバイトをしたいと考えている若者と、わずかな時間でも患者さんから目を離すことを不安に思

っている方々とをマッチングし、出かけている間に家事代行をできるようにするサービスを考えて

いる。	 
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市

場

環

境	 

○	 市場の現状と将来の見通し（プロジェクトを行う市場の傾向は？）	 

現状は、各家族が不安を抱えながら患者さんを介護しているというのが現状で、このようなサービスは

求められているのではないかと考えている。	 

○	 市場の規模（プロジェクトを行う市場の大きさは？）	 

認知症の患者さんは 2025 年に 700 万人に達するといわれている。	 

○	 市場の区分（どんな市場でプロジェクトを行いますか？	 例えば、BtoB、BtoC）	 

信頼性を担保するように気をつけながら、CtoC でプロジェクトを行っていこうと思う。	 

○	 競争状況（プロジェクトのライバルは？）	 

ベアーズなどの家事代行サービスを提供している会社がいずれ介護分野にも進出してくるのではないか

と考えている。	 

	 

	 

	 

	 

マ

｜

ケ

テ

ィ

ン

グ

戦

略	 

	 ※	 ●印は、提案テーマが「事業構想」とする場合のみ記入	 

○	 マーケティングの目的（どのようにしてプロジェクトのニーズがあるかどうかを調べますか？）	 

家族会などに対するインタビュー調査によって把握していこうと思う。	 

○	 ターゲットとする市場（顧客は誰ですか？何を望んでいますか？何に困っていますか？）	 

顧客は認知症の患者さんを介護している方々で、この方々はわずかな時間でも外出の際などに、患者さ

んを見てくれる人がいることを望んでいて、患者さんをおいて外出しづらいという問題を抱えている。	 

●	 流通戦略（どのようにして製品やサービスを届けますか？）	 

まずは、福岡市などで実証実験を行い、特定の地域で成功事例を作っていけたら良いと考えている。	 

●	 価格戦略（どのような値付けをしますか？割安感か高級感か？）	 

大学生がサービスを提供するので、割安感で勝負していきたいと考えている。	 

●	 販売促進戦略（どのようにして購入してもらうインセンティブを付けますか？）	 

ニーズは確実にあるので、信頼性をどう担保するかに注力していきたいと思う。	 

●	 販売計画（毎月どのくらい売り上げますか？どのようにして利益を確保しますか？）	 

まずは特定の地域から初めて行きたいと考えている。	 
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合	 計：12.082	 	 	 	 	 	 	 円	 （金額単位：千円）	 

 

必	 要	 経	 費	 

備品費の明細	 消耗品費の明細	 

品名・仕様	 

（単価×数量）	 

金	 額	 品	 名	 

（単価×数量）	 

金	 額	 

Disciplined Entrepreneurship: 

24 Steps to a Successful	 

空飛ぶ Python 即時開発指南書	 

C++実践プログラミング 第 2

版	 

3724 円	 

2721 円	 

5637 円	 

3724 円×1	 

2721 円×1	 

5637 円×１	 

	 

3724 円	 

2721 円	 

5637 円	 

小計	 12082 円	 小計	 12082 円	 

旅費等の明細	 謝金の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

小計	 	 小計	 	 

バイト費の明細	 その他の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

小計	 	 小計	 	 
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実行項目と実行計画（スケジュール）	 

期	 間	 実施項目	 

10 月下旬	 〜	 11 上旬	 

11 月中旬	 〜	 12 月中旬	 

12 月下旬	 〜	 1 月下旬	 

医療系及びビジネスの知識があるメンバーを集めた。	 

皆がワクワクするようなアイデアについて熟慮を重ねた。そして、九州大学の

看護学科の博士課程の方にインタビューを実施。	 

介護をしている家族会にお話を聞きに行った。福岡市の「ictを利用した高齢者

社会に向けた仕組みづくり」の説明会に参加した。	 

プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

事

業

の

目

的

と

内

容	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

認知症の患者さんを介護している方々はそれぞれが様々な不安を抱えながら、介護をしている。しかし、

認知症の患者さんを家族に持つ方々が集まる会に伺い、話を聞くと、ある皆が共通して抱えている問題

が分かった。それは、患者さんから目を離すことをとても不安に感じていることだった。私たちはプロ

ジェクトをとおして、少しでも認知症の患者さんを介護している方々の不安を緩和できるようなサービ

スを提供できたら良いと考えている。	 

手順としては、まず、アプリにアルバイトをする若者と認知症の患者さんを介護している方々に登録し

てもらう。次に、介護をしている方々が若者に何か助けてもらいたいことがあれば、記入してもらう。

そして、場所やサービス内容（家事、買い物など）の交渉が成立したら、若者が派遣されるという手順

だ。	 

私たちはアプリを開発、提供し、マッチングがうまく行くようにサポートをするつもりだ。そして、サ

ービス終了後にサービスを利用した人にアルバイトの若者のサービスの質などを評価してもらい。その

評価をアプリに見える化し、信頼性の担保が重要な介護分野のサービスとして、成り立たせていけるよ

うに努める。	 
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プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

市

場

環

境	 

	 

	 

	 

	 

現在、介護の専門学校に入学する若者の数は年々減り続けている。東京の専門学校では、東京では人が集

まらないために福岡にまで来て募集をかける専門学校もあるそうだ。私たちは若者が介護分野の職につき

たがらない理由としてはいわゆる 3K（きつい、汚い、危険）があるのではないかと考えている。その一方、
将来的に認知症の患者さんは増え続け、 2025年には 700万人にも達するといわれる。 

これら二つの事実を鑑みて、私たちは、今後は専門機関で介護をしてもらうことがますます難しくなり、

自宅で介護をすることがこれから重要になってくるのではないかと考えた。しかし、介護をする家族など

は、患者さんの子供であれば仕事を持っていたり、患者さんと夫婦であれば歳をとっていて、体の自由が

聞きづらくなっていたりするかもしれない。そこで、若者のエネルギーをこのような分野に注ぐと、素晴

らしい可能性があるのではないかと考えた。 

今のところ、下の世話などといった認知症の患者さんに対するサービスなどは考えていない。なぜなら、

専門知識のない若者が介護をするには、あまりにも責任が重く、なおさら介護士を目指す若者の減少につ

ながりかねないので、家事や見守りといったサービスを若者によって提供してもらうことで、介護分野の

やりがいに気づく若者が増え、全体的に世の中がうまく循環していくようなきっかけになるサービスがで

きるのではないかと考えている。 
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既に私たちのチームは九州大学の看護学科の博士課程の方や認知症の患者さんを介護している家族の集ま

る会でヒアリングを行い、わずかな時間でも目を離すのは不安だと考えている方々がいるということが分

かり、ニーズがあることは分かった。	 

このサービスをどのように広げていけば良いのか、具体的には定まっていないが、まずは福岡市が指定し

ようとしている実証実験を行える地区から、作ってみて、アルバイト側と認知症の患者さんを介護してい

る方々側、計百人くらいの登録者を目指して展開していければよいと考えている。そうして、一つの確固

たる成功事例ができれば、比較的広げるのは容易だと思うので、そのようなプロセスで進めていければよ

いと考えている。	 
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アイデア・バトル成果の感想	 

＜メンタリング前＞	 

私たちはアイデアバトルの発表会に出す際に、まだ自分たち自身で考えたアイデアに対してワクワ

クしていなかったと感じます。また、発表に向けた三ヶ月間の具体的なスケジュールを定めていな

かった。	 

	 

	 

	 

	 

＜メンタリング後＞	 

メンバー皆がワクワクするようなアイデアをまずは出すように注力した。そして、具体的なスケジ

ュールを決めた。	 

	 

	 

	 

	 

	 

＜今後の方向性と課題＞	 ＊次の行程の C&C を実行していく上での方向性と課題を記入ください。	 

1. 自分たちがやる上で、他と何が圧倒的に違う強みなのかを具体的に見いだしていく。	 

2. 収益をどのように確保していくのか。	 

3. サービスを発展させていく上での、具体的な戦略をつめていく。	 
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＜その他	 部門＞	 
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九州大学	 QREC	 アイデア・バトル成果報告書	 

 

	 

提案テーマ	 （○）情報通信技術	 ICT（Web ﾋﾞｼﾞﾈｽを含む）	 

（	 	 ）グリーンテック（環境技術）	 	 （	 	 ）ビッグデータ（統計解析）	 

（	 	 ）アグリ／ヘルスケア	 

（	 	 ）その他	 （具体的に：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

プロジェクトテーマ	 ドローン初心者のための Web プラットフォーム構築	 

参加している学生団体

（チーム名称）	 

	 

代	 表	 者	 氏	 名	 

	 

学府・学部名	 専攻・学科名	 学年	 

ふりがな（	 おおかき	 たかゆき	 	 ）	 

大柿卓之	 

	 

工学部	 エネルギー科学科	 	 	 3	 

メンバー構成	 

氏	 	 	 	 名

ふ り が な

	 

	 
学府・学部名	 専攻・学科名	 学年	 

波多野

は た の

	 俊 介

しゅんすけ

	 

	 

	 

経済学部	 

	 	 	 2	 

上野

う え の

	 	 貴史

たかふみ

	 

	 

	 	 	 

理学部	 

	 

	 

地球惑星科学科	 

	 

	 	 2	 

冨田

と み た

	 健人

けんひと

	 

	 

	 

工学部	 

	 

機械航空工学科	 

	 	 	 

	 	 1	 

和田

わ だ

	 直樹

な お き

	 

	 

	 

	 	 理学部	 

	 

生物学科	 

	 

	 	 1	 

プロジェクトの概要（各項目毎に要約した内容を記入のこと）	 

事

業

の

内

容	 

○	 製品・サービスの内容	 

ドローン(自律飛行が出来る模型飛行機)の初心者向けに入門用ドローン、製作方法、基本的知識などの

情報提供を日本語で行う WEB プラットフォームを作り、集客し、入門キットの販売や広告、ワークショ

ップ等で収益を上げる。	 
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市

場

環

境	 

○	 市場の現状と将来の見通し（プロジェクトを行う市場の傾向は？）	 

世界各地でドローンを製造する会社が増えてきており、ドローンのキットを購入する初心者・入門者の数は増えて

きている。よって人々の認知度は高い。また、Amazon の宅配事業、Facebook のインターネット環境提供事業など、

世界的に有名な企業もドローンを使った事業に積極的に進出を試みていることもあり、世界中の人々の関心は高

い。これらのことを考え合わせると、ドローンに興味を持つ人の数は暫く伸び続けることが予想される。	 

一方でキットの購入者の大半はドローンの機械的な仕組みについて全くの初心者である。よってこれらの人々の知

的好奇心を呼び起こすことが出来れば、多くのマーケットが狙える。また、ドローンに関する基本的な知識の提供

をするサイトは殆どが英語で日本語ではあまり見つからない。よって直接の競合は殆ど存在しないと考えられる。	 

○	 市場の規模（プロジェクトを行う市場の大きさは？）	 

日本人を対象に日本語でサイトの運営を行うことを考えているので、現段階では「日本全国」である。	 

○	 市場の区分（どんな市場でプロジェクトを行いますか？	 例えば、BtoB、BtoC）	 

○	 B	 to	 C	 

○	 競争状況（プロジェクトのライバルは？）	 

上でも述べたが、日本において基本的なドローンに関する知識を分かり易く、日本語で提供している WEB ページは

あまり見られない。よって、直接の競合は殆ど存在しないと考えている。	 

	 

	 

	 

マ

｜

ケ

テ

ィ

ン

グ

戦

略	 

	 ※	 ●印は、提案テーマが「事業構想」とする場合のみ記入	 

○	 マーケティングの目的（どのようにしてプロジェクトのニーズがあるかどうかを調べますか？）	 

実際に購入を考えている人に聞き取り調査を行う、WEB ページの訪問者数から推測するなど。	 

○	 ターゲットとする市場（顧客は誰ですか？何を望んでいますか？何に困っていますか？）	 

ドローンで遊ぶことに興味はあるが知識不足などで購入に踏み切れていない人。	 

彼らは潜在的に「ドローンで遊びたい」と考えてはいるものの、その技術の見かけ上のハードルの高さゆえに購入

や製作をあきらめていることが考えられる。よって彼らは技術的なサポートをしてくれ、気持ちを後押ししてくれ

るような存在を必要としていると考えられる。	 

●	 流通戦略（どのようにして製品やサービスを届けますか？）	 

主に WEB ページを使用。	 

●	 価格戦略（どのような値付けをしますか？割安感か高級感か？）	 

●	 販売促進戦略（どのようにして購入してもらうインセンティブを付けますか？）	 

●	 販売計画（毎月どのくらい売り上げますか？どのようにして利益を確保しますか？）	 
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キットは 1～2 万円程度のもの(入門用)を販売。(自分達が直接売る以外にも、ショップと提携するなども考え

られる)	 ワークショップは参加費(材料代込み)1000 円などで参加できるようにし、誰でも気軽に参加できる

ようにする。	 

 

	 

合	 計：	 52.686	 	 	 	 	 	 	 円	 （金額単位：千円）	 

必	 要	 経	 費	 

備品費の明細	 消耗品費の明細	 

品名・仕様	 

（単価×数量）	 

金	 額	 品	 名	 

（単価×数量）	 

金	 額	 

�F450 ARF KIT + 
Landing Gear + Naza-M 

Lite + GPS 
(¥21,600×1) 

HITEC マルチチャージ
ャー X1 AC plus 

(¥8,774×1) 
 

Raspberry-Pi TypeB+ 
(¥5,760×3) 

	 

21,600	 

	 

	 

	 

8,774	 

	 	 	 	 17,280	 

Li-Po バッテリー	 KP 
K6 11.1V3300mAh 35C 

(KT3300/35-3S)  

	 (\5,032×1)	 

	 

	 

5,032	 

小計	 	 小計	 5,032	 

旅費等の明細	 謝金の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 	 	 	 

小計	 0	 小計	 0	 

バイト費の明細	 その他の明細	 

事	 項	 金	 額	 事	 項	 金	 額	 

	 	 	 	 

小計	 0	 小計	 0	 
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実行項目と実行計画（スケジュール）	 

期	 間	 実施項目	 

12 月上旬	 	 〜12 月	 中旬	 

12 月中旬	 	 〜	 12 月下旬	 

1 月中旬	 	 〜	 1 月中旬	 

2 月中旬	 〜	 	 2 月中旬	 

2 月中旬	 	 〜	 2 月中旬	 

ドローン構成部品購入	 

データ蓄積用 WEB ページを完成させる	 

機体の組み立て	 

WEB ページのプロトタイプ完成	 

機体の最終仕上げ	 

プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

事

業

の

目

的

と

内

容	 
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プロジェクトの詳細（概要記載の項目に沿って詳細を記入のこと）	 

	 

	 

	 

市

場

環

境	 

	 

	 

	 

	 

DRONE と言っても調査用、輸送用、空中からの撮影用、インターネット環境の提供用、軍事用、模型用な

ど、様々な種類・用途のものがあり、現在世界中で開発が進められております。今回私達が注目したのは、

その中の「模型用」というカテゴリーです。	 

先に述べたように、現在は世界中で DRONE の開発が進められ、注目を浴びており、最近になって一般の人々

へも娯楽用として模型サイズのドローンが浸透してきました。しかしながら、金銭的な問題、飛行のため

の知識不足から購入に踏み切れていない人や、「飛ばす」しか遊び方を知らずに 3 日で飽きてしまい、折

角買ったドローンを無駄にしてしまっている人々が存在するのも事実であります。私達はそのような人々

がより楽しめるように、初心者でもドローンの仕組み、作り方、飛ばし方が分かる Web サイトの構築をめ

ざして活動をはじめました。現在、同様のサービスを行っている団体を海外のサイトでは幾つか見つける

ことができましたが、日本語でこのような事業を行って団体は見当たらず、直接の競合は殆どいないと考

えております。	 

	 

	 

	 

マ

｜

ケ

テ

ィ

ン

グ

戦

略	 

	 

	 

	 

ターゲットは「日本に住むドローン初心者」。年齢層は問わない。日本語のサイトでドローンについての

情報を分かり易く発信することで新たなターゲットを生み出すことも考えている。	 
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アイデア・バトル成果の感想	 

＜メンタリング前＞	 

「ドローンを使って何かやりたい。」という強い気持ちは持っていましが、考えていたビジネスア

イディアは実現性の観点から、大きな改善を必要とするもので、実際に活動してどこまで実現でき

るのか、正直心配でした。	 

＜メンタリング後＞	 

メンタリングでは様々な指摘をしていただき、それを通してビジネスモデルをより良いものにする

ことができたように思います。例えば「プロジェクトのテーマに特徴を持たせること」ということ

を谷川先生に指摘していただき、メンタリングを受けたときに考えていた「ドローンに関する情報

を全て集めたサイト」というアイディアから、「ドローン初心者のための Web プラットフォーム」

というものに変更しました。その結果、やるべきことがクリアになって活動が活発になったことを

覚えております。そのことを考えるとこのメンタリングというシステムは非常に有用であると感じ

ました。また、ただ単に自分達でドローンを作って楽しむのとは違い、定期的な発表会や先生方の

目がある意味活動に締りを与え、活動の停滞を防いでくれているような感じも受けました。約４ヶ

月という短い間でしたが、非常に良い経験をすることができたと思います。	 

	 

	 

＜今後の方向性と課題＞	 ＊次の行程の C&C を実行していく上での方向性と課題を記入ください。	 

今後の方向性としては、WEB サイトのコンテンツを充実させることでサイトへの訪問者数を増加さ

せ、将来的には入門キット販売や広告掲載料からの収入を増やす方向にもっていくことを考えてお

ります。そのためには、現在製作中の機体を改良したり、製作記を更新したりしつつ自分達のドロ

ーン関連のスキルを磨いていくことで、記事の内容を充実させていくことが必要であると考えてお

ります。また、ある程度知識を身につけたら WEB だけでなく地域で工作ワークショップなども開い

て自分達の知識を直接伝えていくことも考えております。	 
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5. 文化交流 

Green Techでは、研究発表大会後の晩餐会にて、各大学よりその国の文化を伝える出し物をする
催しがあった。九州大学代表チームの我々は日本のアニメ文化を紹介するダンスや踊りを大会前よ

り振り付け・音楽・衣装に至るまで入念に準備をして望んだ。結果として催しを大いににぎわすこ

とが出来、会場での一体感を感じることが出来た。また、大会後の見学や観光のバスの中でも大会

主催者や他チームより度々リクエストされ、バスの中で踊りや歌を提供し、一躍有名となった。大

会主催者の幹部からは、「九州大学に来てもらって本当によかった」「また来てほしい」と言われ

る程であった。この活動は九州大学の国際交流に大いに役に立ったと評価している。 

（九州大学の展示ブースでの集合写真） 

（ステージ上で他大学チームと共に踊る九州大

学代表メンバー） 
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