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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
サーバーと端末を用いるｅ−ラーニングにおいて、教師から学習者へのフィードバックに
より学習支援を行うシステムの制御方法であって、（１）学習コンテンツの文字列を、一
定のまとまりのある部分に区切り、その学習コンテンツと区切り情報をサーバーに保存す
るステップ、（２）教師による端末操作によって、端末に表示された前記学習コンテンツ
の文字列の重要部分にマーキングを行い、そのマーキングされた文字列に対応する区切り
を、教師による模範解の区切り情報としてサーバーに送信して保存するステップ、（３）
学習者による端末操作によって、端末に表示された前記学習コンテンツの文字列の重要と
考える部分にマーキングを行い、そのマーキングされた文字列に対応する区切りを、学習
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者の区切り情報としてサーバーに送信して保存するステップ、（４）教師の模範解の区切
り情報と学習者の区切り情報を照合することによって一致度を算定・評価し、その一致度
の算定・評価結果が、下記式（２）で算出される達成度（Ａ）として、端末上で学習者に
フィードバックされるステップからなる学習支援を行うシステムの制御方法。
達成度（Ａ）＝Ｌｃ／Ｔ−Ｌｗ／（Ｗ−Ｔ）・・・・・（２）
（上記式（２）において、Ｌｃは、任意の学習単位中の「学習者の区切り」の数のうち、
「模範解の区切り」と一致した数、Ｌｗは、任意の学習単位中の「学習者の区切り」の数
のうち、「模範解の区切り」と一致しなかった数、Ｔは、任意の学習単位中の「模範解の
区切り」の数、Ｗは、任意の学習単位中の「全区切り」の数を表す。）
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、ｅ−ラーニングの学習過程において適切なフィードバックを与えることからな
る、ｅ−ラーニングにおける学習の支援方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
コンピュータ・ネットワーク技術の普及により、現在、さまざまな分野でコンピュータ・
ネットワークを利用した教育、いわゆるｅ−ラーニングが盛んに行われるようになってき
ている。ｅ−ラーニングによる学習には様々な形態・方法があるが、知識を学習者に伝え
る手段としてテキストを提示する方法は、最も基本的であり広く用いられている。ｅ−ラ
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ーニングの特徴の一つは、コンピュータを利用した対話性、即ち、学習者からの働きかけ
に応じた反応が与えられる点にある。しかし、テキストを読む活動に対して、直接的なフ
ィードバックを与える学習支援は、従来、十分には行われてこなかった。従って、ｅ−ラ
ーニングの特徴を発揮できず、結果として、学習者は、印刷物を読むのと同等の学習活動
を行うにとどまっていた。
【０００３】
テキスト（文章）を読む際に、重要部分等にマーキング、例えば、下線を引くことは通常
良く行われる行為である。下線を引いた部分は良く記憶されていることが知られており、
ｅ−ラーニングにおいても、文章中に下線を引いたり、メモを貼り付けたりするなど、学
習者が何らかの記録を残す機能を持ったものも提案されている（非特許文献１参照）。ま
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た、事前に重要部分に下線を引いておくなど強調することで、学習効果を上げる研究もな
されている（非特許文献２参照）。しかし、従来は、学習者が自分で情報を追加するだけ
、あるいは下線などの付加情報を受け取るだけであり、学習者が追加した情報に対するフ
ィードバックが与えられることはなかった。
【非特許文献１】岡田謙一、松下温、情報処理学会論文誌、３５（３）、４６８−４７７
頁（１９９４）
【非特許文献２】関友作、日本教育工学会論文誌、２１、１７−２０頁（１９９４）
【０００４】
本発明者らは、学習者がテキストに下線を引き、その部分を学習者の記録情報として保存
し、一方、教授者も教育目標に従って重要と考えるテキストの重要概念に下線を引き、こ
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れを正解情報としてコンピュータ上に保存しておき、そして、診断エンジンにより、教授
者が重要概念として下線を引いた部分の記録情報と学習者の記録情報を比較し、その差分
を、学習者に下線率（正解との一致度）という学習指標でフィードバックすることを提案
した（非特許文献３、４参照）。この方法により、学習者への動機付けが高まること、よ
り洗練されたか線引き活動が見られるようになること、学習目標の習得状況が改善される
ことが示された。
【非特許文献３】福永良浩、竹内章、平嶋宗、国近秀信、教育システム情報学会研究報告
、１９（３）、３７−４２頁（２００４）
【非特許文献４】福永良浩、平嶋宗、竹内章、人工知能学会・先進的学習科学と工学研究
会（第４４回）、人工知能学会研究会資料、５５−６０頁（２００５年）
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【０００５】
しかし、ここでは下線を引く部分が句読点単位に限定されており、一致度の判定が必ずし
も完全なものではなかった。また、ここで与えられている一致度は、学習者の下線引きの
数によって値が変化するため、値の大きさそのもので現状での下線引きの適切性を判断で
きず、２つの異なる下線引き状態での一致度の増減から、相対的にどちらの下線の引き方
がより適切かを知ることしかできなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
従って、本発明の課題は、非特許文献３と４の方法を更に改良し、完全な一致度の判定が
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できるように学習コンテンツの文字列の区切り方に工夫をすると共に、従来は２回の下線
引き結果の比較からしか、学習者が学習状況を判断できなかったのに対して、１回の結果
でも、自分の学習の仕方に対するフィードバックを得られるような方法を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、非特許文献３と４の方法を更に改良することに努め、学習コンテンツの文
字列の区切り方に工夫をすると共に、正解部分と不正解部分を文章全体の大きさで正規化
して一致度を算定するという概念を導入することによって、一致度の値の大小によって適
切性を判断できるようになることを知見した。そして、本発明の方法では、１回の結果で
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自分の学習の仕方に対するフィードバックを得られるようになることを確認した。
【０００８】
本発明は、サーバーと端末を用いるｅ−ラーニングにおいて、教師から学習者へのフィー
ドバックにより学習支援を行うシステムの制御方法であって、（１）学習コンテンツの文
字列を、一定のまとまりのある部分に区切り、その学習コンテンツと区切り情報をサーバ
ーに保存するステップ、（２）教師による端末操作によって、端末に表示された前記学習
コンテンツの文字列の重要部分にマーキングを行い、そのマーキングされた文字列に対応
する区切りを、教師による模範解の区切り情報としてサーバーに送信して保存するステッ
プ、（３）学習者による端末操作によって、端末に表示された前記学習コンテンツの文字
列の重要と考える部分にマーキングを行い、そのマーキングされた文字列に対応する区切
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りを、学習者の区切り情報としてサーバーに送信して保存するステップ、（４）教師の模
範解の区切り情報と学習者の区切り情報を照合することによって一致度を算定・評価し、
その一致度の算定・評価結果が、下記式（２）で算出される達成度（Ａ）として、端末上
で学習者にフィードバックされるステップからなる学習支援を行うシステムの制御方法で
ある。
達成度（Ａ）＝Ｌｃ／Ｔ−Ｌｗ／（Ｗ−Ｔ）・・・・・（２）
（上記式（２）において、Ｌｃは、任意の学習単位中の「学習者の区切り」の数のうち、
「模範解の区切り」と一致した数、Ｌｗは、任意の学習単位中の「学習者の区切り」の数
のうち、「模範解の区切り」と一致しなかった数、Ｔは、任意の学習単位中の「模範解の
区切り」の数、Ｗは、任意の学習単位中の「全区切り」の数を表す。）
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【０００９】
本発明において、学習コンテンツが学習単位ごとの構成となっていることが好ましい。学
習単位とは、学習コンテンツにおいて、一度に一まとまりとして学習する部分、例えば、
学習単元や章あるいは節ごとに仕切られたものであり、本発明においては、これを学習単
位と定義する。
【００１０】
本発明においては、一致度の算定・評価結果が、下記式（１）で算出される理解指数（Ｃ
）として与えられるものを使用することもできる。
理解指数（Ｃ）＝{（Ｌｃ−Ｌｗ）／Ｔ}×１００（％）・・・・・（１）
（上記式（１）において、Ｌｃは、任意の学習単位中の「学習者の区切り」の数のうち、
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「模範解の区切り」と一致した数、Ｌｗは、任意の学習単位中の「学習者の区切り」の数
のうち、「模範解の区切り」と一致しなかった数、Ｔは、任意の学習単位中の「模範解の
区切り」の数を表す。）
【００１１】
本発明においては、一致度の算定・評価結果が、下記式（２）で算出される達成度（Ａ）
として与えられるものであることを特徴とする。
達成度（Ａ）＝Ｌｃ／Ｔ−Ｌｗ／（Ｗ−Ｔ）・・・・・（２）
（上記式（２）において、Ｌｃは、任意の学習単位中の「学習者の区切り」の数のうち、
「模範解の区切り」と一致した数、Ｌｗは、任意の学習単位中の「学習者の区切り」の数
のうち、「模範解の区切り」と一致しなかった数、Ｔは、任意の学習単位中の「模範解の
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区切り」の数、Ｗは、任意の学習単位中の「全区切り」の数を表す。）
【発明の効果】
【００１２】
ｅ−ラーニングにおいて学習効果をいかに上げるかは重要な問題である。学習者に知識を
伝達する手段として文章を読ませることは基本的な行為であり、この学習過程に適切なフ
ィードバックを与え学習活動を改善する本発明は、大きな影響を持つと思われる。本発明
では、まず学習者に、コンピュータの画面に示された教材（テキスト）を読みながら重要
だと考えられる部分にマーキング、例えば、下線を引かせる。つまり、学習者自身のマー
キングによって、教材の選択した情報に注意を向けやすくすることで、読解を支援できる
と期待される。次に、学習者が任意の学習単位、例えば、学習単元、章あるいは節の一通
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りまとまりのある範囲を読んだところで、本発明では、マーキングの適切性を表す評価値
を与える。
【００１３】
そこで、学習者は、この評価値のフィードバックを学習活動の中から得ることで、テキス
トの自分の読み方(理解の仕方)を見直し、確認しながら再度学習する。つまり、学習者は
テキストへのマーキングによる学習を数回繰り返し、評価値のフィードバックを数回受け
ることで、テキストへの動機付けの向上やテキスト内容の深い理解、あるいは理解の促進
ができると期待される。なお、従来のテキスト作成と比較すると、正解情報を作成する手
間が余分に必要となるが、教師や教材作成者等は、完成したテキストを読みながらマーキ
ングを行うだけで良いため、大きな負担とはならないと思われる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
本発明においてｅ−ラーニングとは、インターネット等のコンピュータ・ネットワークを
利用するものだけでなく、一部情報の伝達手段として、ＣＤ−ＲＯＭ等の配布により、ネ
ットワークに接続されていないコンピュータを用いる方法も含むものである。また、本発
明において、教師とは、学習の教授者だけでなくテキストの作成者、製作者等の教師に相
当する者も含むものである。
【００１５】
本発明の方法は、（１）学習コンテンツの文字列を、一定のまとまりのある部分に区切り
、その学習コンテンツと区切り情報をサーバーに保存するステップ、（２）教師が、端末
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に表示された前記学習コンテンツの文字列の重要部分にマーキングを行い、そのマーキン
グされた文字列に対応する区切りを、模範解の区切り情報としてサーバーに保存するステ
ップ、（３）学習者が、端末に表示された前記学習コンテンツの文字列の重要と考える部
分にマーキングを行い、そのマーキングされた文字列に対応する区切りを、学習者の区切
り情報としてサーバーに保存するステップ、（４）教師の模範解の区切り情報と学習者の
区切り情報を照合することによって一致度を算定・評価し、その算定・評価結果を学習者
にフィードバックするステップからなる。本発明においては、前記ステップに、更に、教
師側に学習者の一致度や詳細なマーキングの情報をフィードバックするようなステップを
付加することもできる。
【００１６】
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本発明においては、文字列である学習コンテンツをコンピュータに入力し、文字列を一定
のまとまりのある部分に区切る。区切り方としては、例えば、句読点、文節単位、意味的
に適切な単位に区切る方法がある。句読点区切りは、単純な文字列処理で非常に簡単に自
動化できる。文節単位区切りは、自然言語処理の基礎的技術で自動化できる。意味的に適
切な区切りは、文節単位区切りを教師が修正するなど、人手の介在が必要である。本発明
においては、これらの方法を単独又は組み合わせて使用する。そして、コンテンツと区切
り情報はサーバーに保存される。コンテンツと区切り情報は、一度に一まとまりとして学
習する部分、例えば、学習単元や章あるいは節ごとに仕切られており、本発明においては
、これを学習単位と定義する。
【００１７】
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教師は、端末に表示された学習コンテンツ中の文字列の重要部分に、下線引き、文字表示
色変更、枠による囲みなどのマーキングを行うことで、区切り情報中のその文字列部分に
対応する区切りにマークを付与する。このマークが模範解となる。そして、これはサーバ
ーに保存される。
【００１８】
次に、学習者が、端末に表示された前記学習コンテンツの一学習単位の文字列の、重要と
考える部分（学習者が重要と判断した部分）にマーキングを行うと、その文字列部分に対
応する区切りにマークがつけられているかどうか、前記模範解の区切り情報と照合される
。そして、マークが付けられていれば正解、付けられていなければ誤りとされる。
【００１９】
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その結果に基づいて、本発明においては、一致度が算定・評価され、その算定・評価結果
が学習者にフィードバックされる。一致度を算定・評価する方法としては、以下に説明す
るとおり二つの方法がある。なお、一致度の計算では、一致の割合を計算するが、教師が
「例えば、ニュートンによる発見といえるであろう。」と下線引きし、学生が「例えば、
ニュートンによる発見といえるであろう。」と下線引きした時に、何パーセントの一致と
見るかが問題となる。この例では、意味的には、学生は望ましい理解をしていると判定す
べきで、単純にマーキングの一致部分の文字列の長さ割合で判断すべきでない。そこで、
「／例えば／ニュートンによる／発見といえるであろう／」と、あらかじめ適切に区切る
ことによって、区切りにマーキングがかかっていれば、その区切りをマーキングしたと判
定することで、この例では完全一致とみなすことになる。
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【００２０】
一つは、下記式（１）で算出される理解指数（Ｃ）を一致度として算定・評価し、その値
をフィードバックするものである。
理解指数（Ｃ）＝{（Ｌｃ−Ｌｗ）／Ｔ}×１００（％）・・・・・（１）
（上記式（１）において、Ｌｃは、任意の学習単位中の「学習者の区切り」の数のうち、
「模範解の区切り」と一致した数、Ｌｗは、任意の学習単位中の「学習者の区切り」の数
のうち、「模範解の区切り」と一致しなかった数、Ｔは、任意の学習単位中の「模範解の
区切り」の数を表す。）
【００２１】
ここで与えられている理解指数としての一致度の評価は、学習者のマーキングの全体とし
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ての妥当性を示すものであり、マーキングをしなかったり、マーキングし過ぎたりする行
為を抑制するような評価値として設定されている。ただ、この理解指数としての一致度は
、学習者の下線引きの数によって値が変化するため、値の大きさそのもので現状での下線
引きの適切性を判断するのは難しい。しかし、２つの異なる下線引き状態での一致度の増
減から、相対的にどちらの下線の引き方がより適切かを知ることはできるので、使い方に
よっては有意義である。
【００２２】
もう一つの方法は、本発明の特徴とするところであり、下記式（２）で算出される達成度
（Ａ）を一致度として算定・評価しその値をフィードバックするものである。
達成度（Ａ）＝Ｌｃ／Ｔ−Ｌｗ／（Ｗ−Ｔ）・・・・・（２）
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（上記式（２）において、Ｌｃは、任意の学習単位中の「学習者の区切り」の数のうち、
「模範解の区切り」と一致した数、Ｌｗは、任意の学習単位中の「学習者の区切り」の数
のうち、「模範解の区切り」と一致しなかった数、Ｔは、任意の学習単位中の「模範解の
区切り」の数、Ｗは、任意の学習単位中の「全区切り」の数を表す。）

【００２３】
学習者のマーキングの適切性（重要部分であるとの判断の適切性）を表す数値である達成
度には、次の様な性質が要求される。即ち、（ａ）正解部分が増加すれば増加し、誤り部
分が増加すれば減少する性質のものであること。（ｂ）学習単位の大きさ（学習単位に含
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まれる全区切り数）や全体に占める模範解の割合によらず、定まった範囲の値をとること
。その理由は、学習者が達成度を見たときに、自分の学習の適切性をコンテンツによらず
絶対的に評価できるようにするためである。（ｃ）達成度を上げること自体が目的ではな
く、達成度の大小によってコンテンツの理解の仕方が適切かどうかをフィードバックし、
読み返しを促すことが目的である。従って、模範解の何割を学習者がマーキングしている
かや、マーキングした部分に占める模範解の割合など、達成度を上手に上げるヒントにな
る情報を与えてはならない。例えば、フィードバックされる値からコンテンツ全体に占め
る模範解の割合が分かれば、マーキングする望ましい分量が分かってしまうので不適切で
ある。
【００２４】
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以上の観点から見ると、前記達成度（Ａ）は、（ａ）の条件は満たしている。そして、（
ｂ）の条件については、ＴとＷの値によらず、すべて正解の時には１、すべて誤りの時に
は−１となり、常にこの範囲の値をとるので条件を満たしている。そして、（ｃ）の条件
については、マーキングしていない場合（学習前）の値はゼロ、何も考えずに全体にマー
キングした場合にもゼロで、達成度としてはどちらも同等と評価されるので、妥当である
と考えられる。
【００２５】
本発明において理解指数や達成度のフィードバックは、これらを学習時間と合わせて記録
すると共に、学習者に理解指数や達成度を提示する。そして、これらの値を参考に学習者
はコンテンツを再学習する。
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【００２６】
本発明において、（３）学習者によるマーキングや、（４）一致度の算定・評価とその算
定・評価結果の学習者へのフィードバックは、コンテンツ、区切り情報、模範解をＣＤ−
ＲＯＭ等で配布すれば、ネットワークに接続されていない単独のパソコンでも実行するこ
とが可能である。また、本発明においては、サーバーに結果を集積することによって、以
下のような評価を通常知られた方法で行うことができる。
【００２７】
例えば、教師による個別学習者の達成度閲覧は、個別学習者の達成度を一覧表として教師
に提示する機能を設けることによって行うことができる。かかる機能により、教師はそれ
ぞれの学習者の学習の進み具合を判断することができる。
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【００２８】
また、教師による特定学習状況にある学習者の検索は、達成度や学習時間を検索キーにし
て、指定した条件にある学習者を抽出する機能を設けることによって行うことができる。
この機能により、時間をかけても達成度が上がらない学習者や、学習単元が進むにつれて
達成度が低下傾向にある学習者など、特定の状況にある学習者を見つけることができる。
【００２９】
本発明をシステム化した場合の仕様の一例について説明する。先ず、テキストの仕様につ
いては、学習単元ごとの構成となっている。これは、テキストを分割して提示ないし作成
することで、学習者にとっては、学習単元ごとの学習の仕方が妥当かどうかを知ることが
可能となり、また、再学習の際には全部の教材を一通り学習する必要はなく、必要な単元
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のみのテキストを学習できるため、無駄な学習が少なくなる。一方、教師にとっては、多
数の学習者がいるため、学習単元ごとに分割しておくことで、学習者全体を単元ごとに検
索でき、状況の把握が可能となっている。
【００３０】
例えば、システムの構成は、図1の様になっている。先ず、教師は提示されたテキストに
対してコンピュータ上でマーキング、例えば、下線引きを行い、システムはそれを正解デ
ータとして蓄える。そして、正解データに基づいて、システムは学習者の下線引きを評価
し、その評価結果を学習者にフィードバックする。この際、教師による下線引きデータと
、学習者による下線引きデータは同じメカニズムで取得される。
【００３１】
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学習者は端末でログイン認証後、画面上に表示された学習項目を選択し、学習活動を行う
。その際、学習者には学習のステータス(未実施・学習中・完了)、制限学習回数、累計の
学習回数、累計学習時間、最終学習日、平均の達成度などの学習履歴が表示されるように
しても良い。これにより、学習者が各学習項目の進捗などを把握することが可能となる。
【００３２】
学習者が読解においてテキストの重要と思われる部分に下線引きした上で、端末の画面上
の保存ボタンを押すと、下線を保存すると共に、その学習項目に対する下線引きを正解デ
ータと照合し、その結果を一致度の評価値（理解指数又は達成度）としてフィードバック
する。一回保存すると一回学習したとカウントされ、保存とフィードバックは学習項目単
位で行われる。一度保存した下線を追加・消去することで下線引き部分を変更し、再度保
存すると、改めてその学習項目単位での下線引きが再評価され、評価値を受け取ることが
できる。
【００３３】
上記システムには、学習者の登録や学習履歴の検索機能、あるいは教材のオーサリング機
能等を付加することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明のシステムの構成を示す図である。

【図１】
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