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ソーシャルブックマークを活用した知識構造の推定と
学習コミュニティの形成
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１．はじめに
Web2.0 技術の発展によりインターネットを活
用した学習活動は，益々多様になっている．ま
た ， そ れ に 応 じ て Wiki ， SNS （ Social
Networking Service），ブログなどのネット上
のコミュニケーションに着目した学習支援の研
究も盛んである．本研究では，ソーシャルブッ
クマークと呼ばれるタグ共有による集合知を利
用した Web ナビゲーションサービスに着目する．
タグ共有を活用した学習支援環境として，Scott
Bateman らが開発した OATS（Open Annotation
and Tagging System）が挙げられる[1]．彼らは，
ｅラーニングのコンテンツにアノテーションと
タグを付けることによって学習同士による気づ
きを可能にした．しかし，予め用意された学習
コンテンツの範囲内での支援であり，学習者自
身が Web 空間で情報検索し，新たな知識を獲得
していくような学習活動は対象とされていない．
そこで，本研究では，学習者自身がテーマを
決め Web 上で情報を検索・収集するというプロ
セスを含む探究型の学習活動において，獲得し
た情報を分類・整理する仕組みとしてソーシャ
ルブックマークを活用することによって，学習
者および学習コミュニティの知識構造を推定す
る．これらの知識構造に基づき，学習コミュニ
ティにおける学習者の知識構築を相互支援し，
さらに学習者のコミュニティへの参加促進，ま
たコミュニティへの学習者の推薦を行うことに
よって学習コミュニティの形成支援することを
目的とする学習環境を提案する．
２ ． ソーシャルブックマーク
ソーシャルブック マークと
マーク と レコメンデーシ
ョン
ソーシャルブックマークとは，個々のユーザ
がブックマークする際に，予めブックマークの
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分類・整理を考慮して「タグ」と呼ばれる識別
子をブックマーク情報（URL，タイトルなど）に
付けて，Web 上のサービスサイトに登録し，それ
らを複数のユーザで共有，管理するためのサー
ビスである．また，ソーシャルブックマークで
は，従来の検索エンジンを利用した場合の検索
結果におけるページランク上位からの提示とい
うレコメンデーションの他に，ブックマークを
分類するタグやそれらを提供したユーザのお薦
めを提示することよるレコメンデーションを行
っている．
３ ． ソーシャルブックマーク
ソーシャル ブックマークを
ブックマーク を 活用し
活用 し た 学習支
援環境と
援環境とコミュニティ
コミュニティの
ティの形成
本研究における学習では，学習者が個々のテ
ーマや目的に基づいて Web 上で「検索」，「閲
覧」，「分類・整理」を繰り返す探究型の学習
サイクルを前提としている．先行研究[2]におい
て，このような学習活動におけるソーシャルブ
ックマークを活用した学習支援システムを開発
した．そこでは，知識構造を推定することによ
って，個々の学習者に適応した情報および他学
習者のレコメンデーションによる学習支援を行
うことを目的とした．本研究では，学習コミュ
ニティにおける知識構造の推定に基づく領域知
識や知識構築の方略を学習者間で評価する機能
を組み込むことによって，学習者およびコミュ
ニティの知識構造の形成を支援することを目的
とする．
3.1 ソーシャルブックマークを活用した学習支
援
本システムでは，学習者が必要とする Web ペ
ージを探すことを容易にするだけでなく，他の
学習者が探究した履歴から新たな知識の発見を
促進するために，以下の Web ページのレコメン
デーション，さらに学習者の特性に基づく２つ
のレコメンデーションによる支援を行う．
(1) Web ページのレコメンデーション
学習者および学習コミュニティの知識構造を
オーバーレイすることによって学習者が未獲得
の知識を推定し，これに基づいて Web ページを
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推薦する．
(2) エキスパートのレコメンデーション
ある知識領域において希少な知識を獲得して
いる学習者のことをエキスパートと呼ぶ．本シ
ステムでは，このエキスパート検索機能を実装
することによって，検索キー（タグ）に関して
余り人が知らないような情報を持っている学習
者を発見することを可能にする．
(3) フレンドのレコメンデーション
対象となる学習者と類似した知識構造を持つ
学習者をフレンドと呼ぶ．本システムでは，学
習者個々の専用ページでお薦めフレンドを提示
する．これによって，類似した学習者の知識構
造との比較による気づきを促す．
3.2
3.2 知識構造の
知識構造の推定と
推定と学習コミュニティ
学習コミュニティの
コミュニティの形成
支援
ソーシャルブックマークを活用した学習環境
において，学習者の知識構造をタグおよび意味
情報を用いて推定し，学習コミュニティで共有
する．本研究における学習コミュニティでは，
ゴール（例えば，受講科目で出題されたレポー
ト の 作 成 ， プ レ ゼ ン テ ー シ ョン資料の作成な
ど）とサブゴール（個々の学習者で取り上げる
題材，テーマ）をもつ学習者集団を想定してい
る．学習コミュニティにおいて知識共有や知識
構築の方略を学習者間で評価する機能を組み込
むことによって，学習者およびコミュニティの
知識構造の形成を支援する．
４．システムの
システムの構成

５つの処理機構と各データベースで構成されて
いる．以下に，主な機構の詳細について述べる．
4.1
4.1 知識構造構築機構
知識構造構築機構
主にタグおよびタグクラウドによる検索とブッ
クマークの際にタグおよび意味情報の登録処理を
行う．タグの意味情報としては，URL，Web ペー
ジタイトル，重要語，閲覧状況，タグの目的，コ
ンテンツの特徴などが登録される。

4.2
4.2 知識構造構築機構
知識構造構築機構
学習者の知識構造をブックマークの際に登録
したタグおよび意味情報を用いて構築する．ま
た，登録した時間情報を基にタグの時系列性と
共起性（同一ページに同時に複数のタグが付け
られる）を考慮したタグの派生関係を抽出する．
構築した知識構造の可視化により，学習者自身
の知識の再確認を促すとともに，他の学習者お
よび学習コミュニティの知識マップを参照する
ことによって周辺の知識や知識構築過程につい
ての気づきの機会を与える．
4.3
4.3 ソーシャルブックマーク
ソーシャルブックマーク推薦
ブックマーク推薦機構
推薦機構
前述したレコメンデーションの基準として独
自のページランク，エキスパートランク，およ
びフレンドランクを算出し，ランクの高いもの
を一覧の上位から整列して提示することによっ
てそれぞれの推薦を行う．
4.4
4.4 学習コミュニティ管理機構
学習コミュニティ管理機構
個々の学習者の知識構造を共有し，学習コミ
ュニティのゴールとなる領域知識を構築する．
学習コミュニティの知識構造の可視化により，
学習者のコミュニティへの参加を促し，学習者
およびコミュニティの知識構築を相互支援する．
５．おわりに
本研究では，Web 空間での探究学習において，
ソーシャルブックマークを活用することによっ
て，知識構築を相互支援する学習コミュニティ
の形成を提案した．今後，学習コミュニティ機
能を実装し，学習者とコミュニティの相互作用
による知識構造の変化に着目した評価実験を行
う．
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図 1 システム構成図
本システムは，図 1 で示すようにソーシャル
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