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Though universities have recently been promoting globalization through increases in the 
number of international students, they face various problems such as supporting the daily needs 
of current international students and providing follow-up service for students who have returned 
home. The present study addressed the functions and uses of a SNS (Social Networking Service) 
system where Japanese students, teachers, and staff and international students exchange 
information informally to support the exchange program. The effectiveness of the pilot SNS 
system was analyzed at an international center of an actual university. This study aimed at 
verifying whether useful information was in fact provided to both current international students 
and to Japanese students planning to study abroad. The study also looked at whether such 
information offered solutions to specific problems concerning international exchange. Conclusions 
of this study were used to determine whether the SNS informal information exchange system 
built new relationships between international and Japanese students and whether it contributed 
to the internationalization of the university. 
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１． はじめに 

政府においては、平成 20 年 7 月 29 日付けで「留学生

30 万人計画」骨子が策定され、2020 年を目途に 30 万人

の留学生受入れを目指しており、高等教育機関における

一層のグローバル化の推進と留学生数の増加が求められ

ているが、そのためには、留学生への生活支援や帰国後

のフォローアップの充実等を図ることが重要との指摘があ

る (1)(2) 。 しかし、現在、多くの大学では、留学生への生

活支援等の経験情報が蓄積できておらず、また、帰国後

のフォローアップが十分できずにせっかく構築された留学

生と日本人学生の異文化交流が帰国や卒業を機に途絶

えてしまう等の問題がある(3)。 

また一方で、大学は、海外に派遣している日本人留学

生に対しても、渡航先で計画通り安全に留学生活が遂行

できているかを頻繁に確認し、日頃の不安や心の悩み等、

様々な悩みに対していち早く気付き、その対処ができる体

制が求められている。これは、日本に来ている外国人留学

生に対しても同様に必要なことである(4)。 

 本研究では、以上の様な問題を解決し、大学の国際化

を一層活性化することを目指して、留学生支援と交流活

性化に特化した様々なインフォーマル情報を利活用する

ための SNS(Social Networking Service)を大学内に設

置することを提案し、実際に大学の国際センターにおいて

運用しその評価を行なった。 

 ここで、「留学生支援」とは、海外に留学中の日本人学

生に対する支援と日本に在籍している外国人留学生に対

する支援のことを指し、また、本研究における「交流活性

化」は、外国人留学生と日本人学生が、主に日本におい

て親密度を深めたり交流の対象を広げることを指すことと

する。 

 

２． SNS 活用の背景 

 ここでは、まず、SNS の全体的な傾向や特徴について

述べ、次に、大学が留学生支援と交流活性化において、

日頃抱えている問題点を整理し、その問題解決のために

SNS を設置することが有効かどうかの検討を行う。 



２．１ SNS の傾向や特徴 

 長谷川ら(5)は、SNS とは、パーソナルコネクション構築を

支援するコミュニティ型のWebサイトであり、コミュニケーシ

ョンを円滑にする手段や場を提供するサービスであると述

べ て い る 。 実 際 に 、 ア メ リ カ で 広 く 普 及 し て い る

「Facebook」 (6)や日本の代表的な SNS サイトである

「mixi」(7)、韓国で普及している「Cyworld」(8)等、いずれも

従来の掲示板のサービスとは異なり、人と人を結びつける

機能が中心となっている。そのため、現実の人脈に基づい

た情報交換が可能となっており、現実の友達と SNS 上の

フレンド登録がリンクし、コミュニティの相乗効果を生み出

すことが期待できる(9)。また、インターネット接続を前提とし

た web サービスであることから、時間と空間を超えたコミュ

ニケーションも可能である。 

 そして、このような SNS の活用は、従来の例えば LMS 

(Learning Management System) のネットワークサー

ビスと比較すると、フォーマルな情報よりもインフォーマル

な情報を蓄積・活用しようとする傾向が見られることが知ら

れている(10)。 

２．２ インフォーマル情報の蓄積・活用におけるSNS活用

の検討 

大学の学生間における国際的な交流は、外国人留学

生と日本人学生が共に参加する国際交流イベント等をき

っかけとして、知り合いとなり、携帯の電話番号やメールア

ドレス等のようなプライバシー情報を含む個人情報を交換

した後に、様々なインフォーマルな情報交換を親密に行う

ようになることが多い。また、それをきっかけとして、親しく

なった外国人留学生の出身国にも興味を抱き、その国へ

留学することに発展する日本人学生も少なくはない。 

  このように、インフォーマルな情報交換による異文化理

解は、留学の大きな契機となることから、様々な学生同士

のインフォーマルな情報交換を継続・発展させることは大

学の国際化を活性化するために有効であると考えられる。 

また、大学は海外から日本に来たばかりの外国人留学

生に対し、通常オリエンテーション等を通して、履修登録

や単位認定の方法、奨学金や入寮の手続き等、多様なフ

ォーマル情報を提供するものの、例えば食料品や日用雑

貨の調達場所等のような生活支援のためのインフォーマ

ル情報等は大学内に蓄積できていない場合が多く、提供

できていない。 

 したがって、今後これらの情報も蓄積ができれば様々な

生活支援を行うことも可能になると考えられる。 

 以上のように、大学において、交流活性化や留学生支

援に特化した様々なインフォーマル情報を利活用するた

めの SNS を構築することは、大学の国際化に関する問題

解決や活性化の有効な手段になると考えられる。 

これまで示してきたように、本論文における「フォーマル

情報」とは、学生が教育研究活動を継続するために必要

な、大学の教職員が提供する公式情報のことであり、「イン

フォーマル情報」とは、学生が教育研究活動を継続するこ

ととは必ずしも直結はしないものの、あれば有益となる、大

学の教職員が提供する非公式情報や学生や外部から提

供される情報のことを指す。 

 

３． インフォーマル情報利活用のための SNS 構築 

３．１ SNS 構築の目的 

これまで述べたような、留学生の抱える様々な問題は、

日本人留学生と外国人留学生のどちらか一方が限定して

抱える問題などではなく、全て双方に適用される。 

したがって、双方の留学生を支援するためにも、交流を

活性化することは、有用であると考えられる。 

 そこで本研究では、大学における留学生支援と交流活

性化に関する問題解決の有効な手段として機能するととも

に、国際間の人と人の繋がりを継続・拡大させ、大学にお

いて一層国際化の活性化を図ることが可能な、留学生支

援と交流活性化に特化したインフォーマル情報を利活用

する SNS の構築を目的とする。 

 本章では、まず留学生支援と交流活性化に特化したイ

ンフォーマル情報について整理し、つづいて、次章でその

インフォーマル情報を利活用するための機能について詳

述する。 

３．２ 留学生支援と交流活性化に特化したインフォーマ

ル情報 

 まず、留学生支援と交流活性化に関連の深い情報につ

いて項目の洗い出しを行い、その中から、インフォーマル

情報を有する項目を抽出し、整理した結果を図 1に示す。 

 この図で示すように、留学生支援と交流活性化に関連の

深いインフォーマル情報は、大きく分けて(1)学習支援、

(2)交流支援、(3)在留支援、(4)生活支援、(5)悩み・相談

支援の５つの情報に分類できるが、SNS において、これら

５つの情報は、すべてプライバシー情報を含む何らかの個

人情報を通じて相互の情報交換が可能となる。 



 また、個人情報の左側にある (1)学習支援、(2)交流支

援、(3)在留支援は、そのインフォーマル情報とリンクする

関連や結びつきが強いフォーマル情報が存在するが、個

人情報の右側にある(４)生活支援、(5)悩み・相談支援に

ついては、フォーマル情報との関連や結びつきが弱い。 

 本研究では、これら、留学生支援と交流活性化に特化し

た様々なインフォーマル情報の内、特に以下の情報につ

いて重点的に扱うこととした。 

３．３ 定期報告を活用した学習支援情報 

 従来、海外に留学中の日本人学生には、状況把握や安

全確認のために月に１度国際センターの担当者宛てにメ

ールでの定期報告を義務付けていたが、テキストのみの

短い文章のために、留学の状況がよくわからなかったり、

逆に役立つ情報が届いても、掲示板やブログの投稿記事

等とは異なり、一般的に送信した相手のみがその内容を

見ることを前提に記載されるメールの性質上、それを無断

で公開することができなかった。 

しかし、この情報を蓄積・共有することによって、報告さ

れる内容が充実し、同じ渡航先や研修先への留学を考え

る、学生や後輩にとっての学習支援情報になることが期待

できる。 

３．４ 学生同士の交流支援情報 

 大学の在籍中に学生同士の交流を通じて構築された留

学生と日本人学生との異文化交流が、母国への帰国や大

学の卒業等を機に時差や距離の問題で連絡がとりづらく

なったり、住所や電話番号、メールアドレス等の変更で、

連絡が取れなくなることを理由に疎遠となるケースが多

い。 

この問題を解決するためには、帰国後の外国人留学生

や卒業後の日本人学生も継続して利用が可能で、いつで

も連絡が取り合え、様々な交流支援の情報交換を可能に

するための仕組みが重要となる。 

３．５ 所在地を付加した生活支援情報 

 生活支援情報は、様々なインフォーマル情報の中でも、

日常生活に深くかかわる情報であることから日本に来たば

かりの外国人留学生にとっては重要な情報となる。 

 そしてその生活支援情報の中でも生活に直結する生活

情報や医療機関情報等は、実際にそこに行くことが必要と

なる機関や店舗の所在地を含む情報に他ならない。 

 また、同様の理由で海外に留学する日本人学生にとっ

ても、渡航先の生活支援情報は非常に価値の高いものと

なるはずである。 

図 1. 留学生支援と交流活性化に特化したインフォーマル情報 



３．６ 表面化しにくい悩み・相談支援情報 

 海外に渡航した日本人留学生や日本に来た外国人留

学生は、慣れない異文化の環境の中で、様々な問題を克

服しながら、留学生活を送らなければならないために、不

安や悩みを抱えることが多い。そのため、大学は、学生が

日頃抱える不安や悩み等の心の悩みにいち早く気付き、

その解消のためにアドバイジング等の適切な処置を行う必

要がある。 

 日本に在籍している外国人留学生の場合、直接会って

会話ができるものの、言葉の壁により意思が伝わりにくく、

心の悩みに気付きにくいことがある。また海外に留学中の

日本人留学生は、直接会えないために、現在の状況がつ

かみにくく、心の悩みの把握が難しい。 

 このような悩み・相談支援における問題を解決するため

には、気軽にいつでもインフォーマルな質問や相談を受

けられる体制や仕組みを構築しておくことが重要となる。 

 

４． 留学生支援と交流活性化に特化した SNS

の機能と運用 

 本章では、まず SNS 導入の経緯とその具体的な実施方

法について述べ、つづいて、前章の 3.3 節～3.6 節で述

べたインフォーマル情報を利活用するための機能や運用

方法について詳述する。 

４．１ SNS 導入の経緯 

 今回設置する SNS において、前章の 3.3 節～3.6 節で

述べたインフォーマル情報を必要な時にいつでも取得可

能とするためには、海外を含む様々な時間や場所からア

クセスできることが不可欠となる。このため、今回設置の

SNS は学外や携帯電話からも自由にアクセスできるネット

ワーク環境に構築した。 

一方、SNS の開発には、SNS を設置する組織の目的

や用途に合わせ、自由にカスタマイズを行えることをコン

セプトとし、株式会社手嶋屋が中心となって、オープンソ

ース方式で開発を行ってきた SNS エンジンである

OpenPNE(11)を使用した。 

また、SNS の設置にあたっては、既に LMS として、設

置・稼働していた OpenPNE と同じ LAMP(Linux、

Apache、MySQL、PHP(12)）環境で動作する Moodle(13)

サーバに併設したため、ハードウエアやデーターベース、

システム動作環境をそのまま活用できた。 

図 2 に、今回開発した SNS のトップページ画面を示

す。 

この SNS は、様々な国籍の外国人留学生も利用する

が、彼らは皆日本人学生と同じ日本語で授業を受けてい

ることから、メニュー表示は日本語表記のままとしたが、動

作環境は Unicode(14)対応としたため、記事の投稿につい

ては、英語はもちろん、中国語やハングル、ドイツ語等で

もエントリが可能となっている。 

この SNSサイトは、当初 8名の国際センターの職員と 4

名の海外に留学中の日本人学生、および 1 名の教員と母 

 

図 2. SNS トップページ画面 



国に帰国した外国人留学生 1 名の計 14 名をユーザーと

して 2009 年 9 月から試用を開始し、2010 年 2 月からは

上記 14 名のユーザーに加え、当時大学に在籍していた

14 名の私費外国人留学生と 10 名の交換留学生、また、

交換留学生を様々にサポートしていた 11 名のチューター

学生の他、大学に在籍する約 6,000 名の現役日本人学

生の内、特に外国人留学生との交流に関心の高い数名

の日本人学生を対象に招待を開始した。 

また、4.5 節と 4.6 節で後述する機能は、本 SNS の運

用開始当初には存在せず、運用途中でのシステム変更に

よって実装した。 

４．２ 日記機能を活用した学習支援情報の収集 

SNS には、通常日記を投稿するための機能が備わって

いるが、定期報告を日記で投稿すると、ただちに、記事の

蓄積や共有が可能となる他、その日記に写真を添付する

ことも容易にでき、また投稿した日記に対して複数の人が

コメントを付与することも簡易である。 

そこで海外に留学している日本人学生が従来メールで

行っていた定期報告を、SNS の日記でも代用可能とする

ことで、図１で提示するインフォーマル情報の学習支援に

分類した学習支援情報の内、協定校・姉妹校・研修校・研

修プログラムに関するカレッジスキルや勉学情報、留学・

研修中の定期報告や留学・研修準備情報に対する入力

の活性化を図った。  

４．３ 交流支援情報の安全を担保する新規ユーザー認証 

学生同士が安心していつでも様々にインフォーマルな

情報交換を行えるようにするためには、大学の公式サイト

として運用し、かつ、一般的な掲示板やSNSサイトで問題

となることの多い、匿名を悪用した誹謗中傷やプライベー

トな情報の漏えい等を可能な限り防止して、安全で安心な

サイトを目指す必要がある。 

 そのため、SNS の新規ユーザーの申請と承認をどのよう

に行い、さらに新規ユーザーの信用情報をどうやって確保

するかが課題であった。 

 そこで、今回の SNS の新規ユーザー申請では、一般ユ

ーザーによる招待制度を制限し、すべて国際センターから

の招待メールを経由した申請を必要とする仕組みとした。 

 さらに、招待メールを受け取った申請者が入力する個人

のプロフィール情報は、本名と生年月日、所属学部や学

年または身分、学籍番号や教職員番号を必須とし、申請

者から受け取ったプロフィール情報は、図 3の新規ユーザ

ー登録処理の流れ図で示したように管理者が管理画面か

ら間違いのないことを確認した上で承認できるようにした。 

招待メールを
受信

プロフィール情報
を入力

承認メールを受信

ログイン

新規ユーザーに
招待メールを送信

プロフィール情報
の確認

承認

否認 新規ユーザーに
承認メールを送信

管理者 新規ユーザー

Yes

No

プロフィー
ル情報は正
しいか？

招待メールを
受信

プロフィール情報
を入力

承認メールを受信

ログイン

新規ユーザーに
招待メールを送信

プロフィール情報
の確認

承認

否認 新規ユーザーに
承認メールを送信

管理者 新規ユーザー

Yes

No

プロフィー
ル情報は正
しいか？

図 3.新規ユーザー登録処理フロー 

４．４ 交流支援情報を活性化するリアルタイムチャット連

動機能 

学生同士が実際に会って交流を行う場合には、国際交

流ラウンジ等での雑談が欠かせないように、Web 上で学

生同士がインフォーマルな情報交換をする場合には、チ

ャットやメッセージ機能が欠かせない。 

しかし、SNS には特定の個人宛てにメッセージを送受

信するメッセージ機能はあるものの、複数人がリアルタイム

に会話を行うことが可能なチャットの機能は備えていない

場合が多く、OpenPNE も例外ではない。 

そ こ で 、 今 回 世 界 的 に 普 及 し て い る Skype(15)や

Windows Live Messenger(16)のユーザーID を事前に個

人のプロフィール情報に登録をしておき、情報交換をした

 

図 4. プロフィール表示画面 



い相手が該当するリアルタイムチャットサービスである

SkypeやWindows Live Messengerにログインした状態

であれば、相手のプロフィール表示画面から、チャット開

始ボタンを押すだけで、指定したリアルタイムチャットサー

ビスを起動接続し、すぐに会話が行える機能を追加した。 

自分だけでなく、相手からも見ることのできる Skype や

Windows Live Messenger のチャット開始ボタンが表示

されたプロフィール表示画面例を図 4 に示す。 

４．５ 生活支援情報の所在地情報登録・活用機能 

 図 1 で提示するインフォーマル情報の生活支援に分類

した生活支援情報の内、留学生の生活に直結するのは

「生活情報」と「医療と健康」の項目で挙げた各種機関や

店舗の所在地を含む情報である。 

具体的には、自治体行政機関や警察署、銀行や郵便

局、病院・薬局等の医療機関等の各種機関や不動産屋

や飲食店、スーパーやコンビニ、電器店や生活雑貨店等

の各種店舗がある。 

SNS において、これらの各種機関や店舗に対して所在

地を含んだ情報を付加するにはマップ機能の活用が有効

である。 

 幸い、OpenPNE には、日記やコミュニティでの記事の

投稿において、Google マップ(17)のリンク情報を本文に張

り付けるだけで、その投稿記事にマップを表示可能にする

小窓機能が組み込まれているため、この機能を利用すれ

ば世界中のどの所在地も同一の手順で付加することがで

きる。 

 し かし 、そ の 小窓 機能 を利 用する た めに は、 別 途

Window を開きGoogle マップにアクセスした上で位置指

定を行った後に、そのリンク情報をコピーして貼り付けなけ

ればならず、手順が煩雑となっていた。そのため、本 SNS

サイトの試用を開始した 2009 年 9 月から 3 カ月の間に小

窓機能によりマップ情報を付加した記事の投稿は１件もな

いという問題点があった。 

 そこで、日記やコミュニティでの記事投稿時に、あらかじ

め用意された MAP アイコンを押すだけで、Google マッ

プを同一 Window 内に表示し、そこから住所入力等で所

在地の検索が行え、さらに画面上で所在地の表示をした

後に、「マップ表示用タグを挿入」ボタンを押すだけで、そ

の記事に所在地情報を簡易に埋め込むことのできる機能

を 2010 年 1 月 20 日から新たに追加した。  

 

また、このような機能を使用して、様々にインフォーマル

な生活情報が蓄積されたとしても、その情報を必要なユー

ザーが該当する生活情報を見つけ出すためには、記事の

内容をキーワードによって検索するしかなく、所在地が自

分の生活範囲内にある情報を見つけ出すことが容易でな

い。 

 
図 5. マップ情報入力画面 

 
図 6. ソーシャルマップ表示画面 



そのため、本 SNS では、日記やコミュニティ等において、

投稿された所在地情報を一括して表示・確認して自分の

生活範囲内に登録されている情報をピックアップすること

のできるソーシャルマップの機能も同時に追加した。 

 図 5 にマップ情報の入力画面を、図 6 にソーシャルマッ

プの表示画面を示す。 

 今回のマップ機能の開発にあたり、OpenPNE には、先

に述べたようにカスタマイズを前提とした利用コンセプトで

あることもあり、様々な機能追加のためのモジュールが、オ

ープンソースとして、公開されており、これら２つの機能追

加についても、それらを活用できた。 

４．６ 悩み・相談支援情報の収集機能 

日記は本来人に読んでもらうために書くものではないが、

SNS の日記は、投稿者がその記事の公開範囲を 「全員

に公開」、「My Friend(マイフレンド)まで公開」、「公開し

ない」 のように指定することができる。そのため、先の定期

報告を日記の機能を用いて投稿することは、日頃の不安

や悩みをより相談しやすくなる効果も得られるのではない

かと考えた。 

また、日記機能を活用したインフォーマルな悩みや相

談支援情報の入力をさらに活性化するために、2010 年 4

月 23 日から新たに「相談ボタン」機能を実装した。この機

能は例えば指導教授や国際センターや親しい友人等の

特定のユーザーに対して日記の文中に相談したい事項が

含まれる場合に、ボタンを押すことで、相談の投稿があっ

たことを通知する。 

図 7 に相談ボタン機能の画面遷移を示す。図 7 の(a)

は相談ボタンの表示画面を、(b)は相談者の選択画面を示

した。 

このように、ニックネームとそのユーザーの所属（身分）

が一覧で表示された画面で、相談したいユーザーにチェ

ックをすることで、相談者の指定ができる。 

また、(c)には相談指定先に送信される相談メッセージ

の表示画面を示した。このように相談指定先のユーザー

には、相談の依頼があったことが相談メッセージのお知ら

せによって通知され、さらにそのメッセージ文中のリンクを

クリックすることで、相談の対象となる日記の記事を直接呼

び出すことを可能にした。 

しかし相談内容については、多数のユーザーに公開で

きるものから、特定の人にだけ相談したいナイーブな内容

の場合も存在する。 

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

 
図 7. 相談ボタン機能の画面遷移 

そのような場合には、日記の記事投稿時に公開範囲を

「公開しない」に設定すればよい。このとき通常では本人

以外その日記を閲覧できなくなる。ところがその日記で相

談ボタンを使用した場合にも、日記の内容が相談メッセー

ジ内には含まれる。したがって、相談メッセージを受け取

ったユーザーだけが、その日記の内容を知ることが可能に

なる。 

 



５． 構築した SNS の分析と評価 

５．１ 分析と評価の概要 

 これまで述べたような留学生支援と交流活性化に特化し

たインフォーマル情報を利活用するための SNS の設置に

よって、様々なインフォーマル情報の蓄積が促進され、ま

たそれらの情報が有効に活用されているか、さらに国際間

の人と人のつながりが継続・拡大され、大学の国際化が活

性化するかを確認するために、定性的な学生ユーザーの

評価と定量的なシステム利用状況の両面から分析を行な

った。 

５．２ システム利用状況分析結果 

 最初に、システム利用状況の分析結果を示す。 

 本 SNS システムは、前章の 4.1 節で述べたように、本格

的な利用を開始した 2010 年 2 月から、まだあまり時間が

経過していない。さらに運用途中でのシステム変更も行っ

ている。そこで、システム利用状況の分析は、可能な限り

最新の状況を分析するために、2010 年 5 月 18日時点の

データまたは、2010 年 5 月 18 日までのデータを用いた

分析を行った。 

５．２．１ インフォーマル情報の利活用に関する利用状況 

まず、インフォーマル情報の利活用における利用状況

に関して、第 3章の図 1 で提示したインフォーマル情報の

分類毎の 2010 年 5 月 18 日現在でのエントリ状況数を表

1 に示す。 

ここで、表中のコミュニティ数とは、本 SNS 内で共通の

話題を持つユーザーが集まるために作成されたコミュニテ

ィの作成数を表し、トピック数とはそのコミュニティ内で使わ

れる掲示板機能で投稿された記事の件数を表す。 

表 1. SNS エントリ状況 

　分類 コミュニティ数 トピック数 日記投稿数

学習支援 4 10 76

交流支援 1 7 29

在留支援 0 - 0

生活支援 6 22(5) 16(6)

悩み・相談支援 0 - 7

その他 4 16(2) 13

合計 15 55(7) 141(6)

※　( )はマップ情報付きエントリの内数を表す  
この表で示すように、学習支援は定期報告を日記で代

用可能としたことから、エントリ数が一番多く、在留支援は、

今回特に重点的に扱わなかったことから、エントリが存在

しない結果となった。また、マップ情報はすべて生活支援

のエントリのみで活用され、さらに、悩み・相談支援に関し

ては、その全てが、コミュニティではなく日記によって情報

交換が行われたことが示された。 

次に交流支援情報の利用に関連した 2010 年 5 月 18

日現在のチャットサービス ID の登録状況を表 2 に示す。 

表 2. チャットサービス ID の登録状況 

チャットサービス 総ユーザー数 登録数 登録率

Windows Live
Messanger ID

91 25 27.5%

Skype ID 91 20 22.0%  
 実際に、総ユーザー数の 25%程度のユーザーは、個人

のプロフィール情報に自分のチャットサービスの ID を登

録していることが明らかとなった。 

５．２．２ 国際間の人と人のつながりや大学の国際化の

活性化に関する利用状況 

ここでは、国際間の人と人のつながりや大学の国際化

の活性化に関する SNS の利用状況について評価するた

めに、まず、2010年 5月18日現在のシステム利用状況を

表 3 に、また区分別のユーザー数を表 4 と表 5 に示す。 

表 3.SNS 利用状況 

SNS情報(2010/5/18現在) 目標値

総メンバー数 91人 (前日登録 1人) 100人

アクティブ率 25.27% 25%

平均Friend(フレンド)数 4.97人 5人  

表 4.区分別ユーザー数（国際センター関連） 

区分(2010/5/18現在) 人数 母数 加入率

国際センター職員 8 8 100%

チューター学生 13 13 100%

私費外国人留学生 21 21 100%

交換留学生 7 7 100%

合計 49 49  

表 5.区分別ユーザー数と構成比率（SNS 全体） 

区分(2010/5/18現在) 人数 構成比率

a.学内ユーザーa.学内ユーザーa.学内ユーザーa.学内ユーザー

教員 4 4.4%

職員(国際センター職員含む) 9 9.9%

日本人学生(チューター学生含む) 39 42.9%

外国人留学生(交換留学生含む) 28 30.8%

b.学外ユーザーb.学外ユーザーb.学外ユーザーb.学外ユーザー

日本人卒業生 4 4.4%

外国人他大学生 5 5.5%

外国人他大学卒業生 2 2.2%

合計 91 100%  
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図 8.ユーザー数の変化 
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図 9.アクセス数の変化 

さらに、試用期間を含めた総ユーザー数とアクセス数の

変化を図 8 と図 9 に示す。 

図 8、図 9 で示すように、試用期間の終了した 2010 年

2月からユーザー数やアクセス数は順調に増加し、表 3で

示すように、総ユーザー数は 91人となり、当面の目標であ

った 100人に到達真近となった。また、総ユーザー数の内、

直近 3 日以内にログインしたユーザー数の割合を示すア

クティブ率は、かろうじて目標の 25%をクリアしたが、平均

フレンド登録数は目標の 5人をわずかに下回る結果となっ

た。 

また、表 4 で示すように、国際センター関連のユーザー

に限定した区分別のユーザー数では、国際センター職員

と外国人留学生及びそのチューターに対する加入率はい

ずれも 100%となり、さらに表 5で示すように、SNS全体の

区分別ユーザー数では、日本人学生はもちろん、卒業生

や帰国した外国人留学生、帰国後に卒業したユーザーに

も加入が見られた半面、教員の加入が少ない結果となっ

た。 

 
図 10. 利用言語毎ユーザー数 

最後に、利用言語毎のアクセスユーザー数を図 10 に

示す。 

ここで示す利用言語とは、ユーザーが SNS システムを

利用する際のブラウザの言語設定の情報を Web サーバ

で採取し集計したものであり、ユーザー数は実人数ではな

く、指定期間内にアクセスした延べ人数を表している。 

利用言語については、日本語を中心として、韓国語、中

国語、英語、ドイツ語での利用も見られ、外国人留学生は

主に母国語の言語設定で SNS にアクセスしていることが

分かった。 

５．３ 日記による定期報告の利用状況分析 

前章の 4.2節や 4.6節で示したように、海外に留学中の

日本人学生には、国際センターに対し定期報告をメール

で行なうことを課していたが、それを本提案で設置した

SNS の日記機能を用いた投稿で代替することを可能にし

た。その結果、定期報告によって協定校・姉妹校・研修

校・研修プログラムに対する授業や試験のカレッジスキル

や勉学情報、また留学・研修準備情報等の学習支援情報

が活性化するかや、悩みの記載や相談を受けることに繋

がるかの検証を行った。 

まず、先の学習支援情報の活性化について、日記によ

る定期連絡の利用状況の変化を分析するために、春季に

海外の語学研修プログラムに参加した学生の、SNS の利

用開始前後の変化を表 6 に示す。 

表 6.春季語学研修参加者定期連絡の変化 

実施年
度

参加
人数

投稿方法 投稿数
投稿
行数

平均行
数

写真付
投稿数

SNS利用前 2008 10 メール 48 172 3.58 0

メール 16 49 3.06 0

日記 36 411 11.42 9
SNS利用後 2009 11

 その結果、SNS の利用開始前は 1 回の定期報告あたり

3.5行程度の投稿であったものが、SNS利用開始後は、メ

ールよりも日記での投稿が多く利用され、またその場合の

投稿エントリの平均行数は 11.4行程度に増加した。さらに

メール利用時には 1 件もなかった写真付きの投稿が日記

利用時には 9 件存在した。  

次に日記による投稿が、悩みの記載や相談を受けるこ

とに繋がるかについては、SNS 利用開始後に下記の事例

が観測された。 

 その内容は、「1 年間韓国に留学していた 1 人の学生か

ら、定期報告での日記の文中に『体調がすぐれない』との

書き込みがあり、その後その学生との連絡方法を特定の

個人宛てに送受信の可能なメッセージ機能に切り替えて



幾度か繰り返す内に、それが精神的な問題だと分かり、一

時帰国させることで、回復を図ることができた。」というもの

である。  

さらに、5.4節で後述するSNS利用開始後アンケートの

中でも、この SNS に関する意見や要望を自由に記載して

もらった回答の中で、「このサイトがあったおかげで随分心

強かったです」との記述がみられた。 

なお、今回の悩み・相談支援の評価にあたり、対象者に

対してあらためて本人の同意を得ていることを付記する。 

５．４ 学生ユーザーの利用評価 

学生ユーザーの利用評価は、web 上で全 27 問の 5 件

法等によるアンケートの作成と採取を行い、メールでアン

ケートの回答依頼を行った。 

最初にこの SNS のユーザー総数が 48 名になった

2010年 2月 26 日に、大学の教職員ユーザー8名を除い

た外国人留学生と日本人留学生、またチューター学生や

外国人留学生との交流に関心の高い数名の日本人学生

(合計 40 名)の学生ユーザーに対し、アンケート依頼メー

ルを送付した結果 19 名の学生から回答を得た(回収率

47.5%)。 

さらにユーザー総数が 52 名になった 3 月 2 日に、2 月

26 日に依頼したアンケートの未回答者 21 名と 26 日以降

に新たに学生ユーザーとなった日本人学生 4 名の合計

25 名に対し、アンケート依頼メールを再送した結果、新た

に 10 名の学生から回答を得た(回収率 40.0%)。 

表 7 に最終的な SNS 利用開始後アンケート回答者の

国籍毎の人数を示す。アンケートの回答依頼対象者 44

名に対し合計で 29 名(回収率 65.9%)の学生ユーザーか

ら回答を得た。 

表 7. アンケート回答者属性 
回答者国籍 人数
ドイツ 1
韓国 2
中国 7
日本 19
総計 29  

 ここからは、アンケートの質問内容と評価結果のグラフを

示す。なお、グラフ内の数字はすべて該当する人数を表

記している。 

10 10 5 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5. とても日記機能が良い

4. やや日記機能が良い

3. どちらともいえない 

2. ややメールのほうが良い

1. とてもメールのほうが良い

Q1 国際センターへの定期報告や定期連絡を日記機能で投稿することを
どう思いますか？

 

図 11. 学習支援に関する評価 

まず、図 11 に学習支援に関する評価のアンケート結果

を示す。 

定期報告を活用した学習支援情報の評価に関しては、

Q1 の結果から、国際センターへの定期連絡や定期報告

はメールよりも SNS の日記機能を利用したほうが良いと考

える学生が多いことが分かったが、ややメールのほうが良

いと答えた学生もいたため、後日追跡調査をしたところ、

「知らない人に見られるのが嫌だった」との理由が聞かれ

た。 

 次に図 12 に交流支援に関する評価のアンケート結果を

示す。 
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図 12. .交流支援に関する評価 

学生同士の交流支援情報活性化における評価に関し

ては、Q2 の結果からこの SNS が交流支援に役立つと考

える学生は非常に多く、また、Q5 から、半数以上の学生

は、実際にこの SNS 内で学生同士の交流のために連絡

を取り合った経験もあることが分かった。 

さらに、Q3 からは、前章の 4.3 節で述べたように、大学

の公式サイトとして利用ユーザーの身分や所在を明らか

にした運用を行い、匿名を悪用した誹謗中傷やプライベ

ートな情報の漏えいを可能な限り防止するという、安全と

安心確保のため、現在学生ユーザーから直接招待ができ

ないことに対しても、概ね賛成の意見が得られた。 

また、5.2 節で述べたように、実際に個人のプロフィール

情報にチャットサービスの ID を登録しているユーザーの

割合は低くなく、さらに Q4 からもリアルタイムチャット連動

機能は、学生間の交流支援に役立つと考える学生が多く、

高い評価が得られた。 



続いて所在地を付加した生活支援情報における学生の

アンケート結果を図 13 に示す。 
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思いますか？
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図 13. 生活支援に関する評価 

Q6から、多くの学生は、このSNSが生活支援の情報交

換にも役立つと考えており、また、Q7 と Q8 から地図情報

やソーシャルマップ機能は生活支援に非常に有効である

と考えているものの、Q9 や Q10 の結果から、実際に地図

情報の登録やソーシャルマップ機能を利用したことのある

学生は少ないことが分かった。 

最後に、表面化しにくい悩み・相談支援情報の評価に

関するアンケートの結果を図 14 に示す。 
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思いますか？
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Q13 日記機能の中に相談ボタンがあると、国際センターや指導教授にも
相談がしやすくなると思いますか？
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図 14. 悩み・相談支援に関する評価 

 Q11 から、この SNS が悩みや相談の支援に役立つと考

える学生が多く、また、Q12から定期連絡や定期報告を日

記にすることで、悩みや相談がしやすくなると考える学生

も多いものの、そうではないと考える学生もおり、また、

Q14から、実際に SNSで悩みや相談をした経験のある学

生は少ないことが示された。 

 しかし、Q13 より日記機能の中に相談ボタンを付加した

場合には、Q12 で示したように単に日記機能のみを使用

していた場合と比較すると、国際センターや指導教授に対

して相談がしやすくなると考える学生の割合が少し増加す

るという結果が得られた。 

５．５ 考察 

 最後に、これまで示した分析結果から本研究の成果と課

題について考察する。 

まず、表 1 と表 6 の利用分析や図 11 の評価結果に関

連した海外研修中の学生の定期報告を活用した学習支

援情報については、定期報告を SNS の日記の機能で置

き換えることで、実際に学習支援情報の入力が活性化さ

れ、またその投稿記事に対するコメントが投稿されることに

よって、さらに学習支援情報の記事投稿が活性化すると

いうプラスの連鎖が発生し、その結果、蓄積・共有された

それらの学習支援情報が、その渡航先や研修先に関心の

高い学生によって活用されるようになってきた。しかし、知

らない人に定期報告を見られることに抵抗を覚える学生も

いたため、今後は、公開範囲の細やかな制御が課題とな

る。 

また、表 2 の登録状況や表 3 の利用状況、図 12 の評

価結果に関連した学生同士の交流を支援する交流支援

情報については、SNS 内の個人情報について自分自身

が最新の状態に更新し、また、個人情報の項目毎の公開

範囲も自分が制御することで、いつでもインフォーマルな

交流支援の情報交換を安心して行えるようになり、その結

果、学生同士が今回開発したリアルタイムチャット連動機

能等を活用し、直接連絡を取り合う状況も見ることができ

た。しかしフレンド登録数の平均がまだ少ない状況である

ため、今後は新しい出会いをサポートする方策が課題とな

る。 

次に表 1の利用分析や図 13の評価結果に関連した所

在地を付加した生活支援情報については、所在地情報は

生活支援情報に非常に役立つとの認識が高く、実際に生

活情報のエントリに地図情報が活用されていたものの、地

図情報の入力支援を活用した投稿数が少ないことが明ら

かになった。さらに、ソーシャルマップ機能についても、こ



の機能に対する評価は高いものの、利用率が低いことが

明らかになった。これは、地図情報の入力支援やソーシャ

ルマップの機能の存在を、知らないユーザーが多いことが

原因として考えられることから、今後は、利用率の低い機

能の知名度を上げる方策が課題となる。 

さらに、表面化しにくい悩み・相談支援に関しては、5.3

節で紹介したように実際に日記を利用した悩みや相談支

援での活用事例が観測されたことから、その有効性につ

いては確認できたものの、図 14 の評価では、悩みや相談

の投稿数がまだ少ない状況であるため、相談ボタンの設

置で相談利用率の向上に効果があるかを引き続き検証す

ることが必要と考える。 

5.2.2 項で示したように、今回構築した SNS は、その運

用を開始以降、ユーザー数やアクセス数が着実に伸びて

きており、さらにアクティブ率も高い数値を維持している。

また、既に卒業した OB・OG や母国に帰国した留学生も

新たにこの SNS に加入し、様々な言語環境での利用もな

されていた。これらのことから、この SNS が国際間の人と

人のつながりの継続・拡大や、大学の国際化の活性化に

対しても一定の効果があることが示唆されたが、その一方

で、教員の利用率が低いという問題点も明らかとなった。こ

れは、SNS が講義や授業等のフォーマル情報の活用に

はなじみにくいことも起因していると考えられる。現在既に

この SNSを使用している教員は、表 1で示した SNSエン

トリ状況の学習支援に分類されるコミュニティを自ら作成し、

その中で学生に対するインフォーマル情報のトピックを提

供する等、逆にインフォーマルな学習支援情報を最大限

に活用することで、積極的な利用を行っていた。したがっ

て、今後は教員に対して、例えば、言語の講義におけるフ

ォーマルな情報と、SNS におけるその言語文化圏に関す

る様々なインフォーマル情報とをリンクさせることで、学生

に対する言語理解の相乗効果を図る等の有効な利用方

法を提示することで、一層の利用率の向上や国際化の活

性化が図れるのではないかと考えている。 

 

６． おわりに 

 本研究では、現地学生との国際的な交流を促進し、留

学生に対して様々な支援を行うことで、大学の国際化を一

層活性化することを目指した「留学生支援と交流活性化に

特化したインフォーマル情報を利活用する SNS の構築」

を行った。これより SNS 活用の全体的な傾向や特徴を明

らかにし、本 SNS 構築のために必要な機能や運用方法

について考察した。 

その結果、定期報告における日記の活用や新規ユー

ザーに対する新たな認証方式、リアルタイムチャットサービ

スとの連動やマップ情報の活用、相談ボタンの設置につ

いて今回考察した。 

 また、上記考察に基づき、開発し実装した機能を用いた

SNS を運用して、想定した効果が得られているかの検証・

評価を行った。 

 その結果、学習支援、交流支援、生活支援、悩み・相談

支援に分類されるインフォーマル情報の利活用において、

それぞれ一定の効果が得られたものの、その一方で新た

な課題も多数見つかった。 

 今後は、今回本研究で示された課題である、教員に対

する利用の拡大策や学生ユーザーへの新しい機能の周

知方法、さらに新たな出会いをサポートする方法について

考察・実践するとともに、更なる機能の提案や開発を行い、

より留学生支援と交流活性化に特化した様々なインフォー

マル情報を利活用する SNS にするための改良を進めて

いきたい。 
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