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シラバスに基づく Web ページの表示手法
柳沼良知†1
概要：Web 上には，学習のための素材として利用できるコンテンツが数多く存在しているが，能動的・自律的な学び
を支援するためには，このような膨大なコンテンツの中から，自分にとって必要なものを容易に探し出せるような環
境が必要になってくる．このため，本稿では，Web 上に散在する教育コンテンツを，学ぼうとするシラバスと関連付
けて構造化し，表示する手法の提案を行う．提案手法では，シラバスの各回の説明文からキーワードを抽出し，それ
らをもとに対応分析により回ごとの関係性を表示する．そして，収集した Web ページを，シラバスと同じ変換式によ
り変換することで，シラバスと同じ空間に配置する．これにより，Web ページをシラバスの回と関連づけて構造化す
ることができ，シラバスを参照しながら，必要な Web ページを探すことができる．評価として，Web ページを対応
分析で配置した結果と，人がシラバスのどの回と関連するかをあらかじめ判断した結果とを比較することで，Web ペ
ージの配置がおおむね適切に行えていることを示した．
キーワード：可視化，WEB ページ，シラバス，対応分析

Visualization of Web Pages based on Syllabus
YOSHITOMO YAGINUMA†1
Abstract: There are many educational contents on the Web. In order to use such educational contents efficiently, we need a
method that enables easy access to such contents. In this paper, a visualization method of Web pages based on syllabus is
proposed. In the proposed method, keywords are extracted from the syllabus, and the syllabus is visualized based on the
keywords using the correspondence analysis. By the same transformation formula, the Web pages are placed in the same space as
the syllabus. This enables structuring of Web pages, and enables retrieval of Web pages based on the syllabus. In order to
evaluate the proposed method, a simulation experiment was carried out, and the results show the effectiveness of the proposed
method.
Keywords: Visualization, Web pages, Syllabus, Correspondence analysis

登録や，ハーベスタソフトウェアによるメタデータの横断

1. は じ め に

的な収集により，教育コンテンツの横断検索を実現してい

OpenCourseWare や MOOCs に代表されるように，Web

る．しかしながら，複数のコンテンツを関連づけて利用す

上で教育コンテンツを公開する試みが広く行われるように

るといったことは必ずしも想定されてはいなかった．

なってきた．また，これら以外にも，学習のための素材と

また，従来からシラバスや教育コンテンツの分析，検索

して利用できるコンテンツが Web 上には数多く存在して

については，多くの研究が行われてきている．シラバスに

いる．しかし，これらのコンテンツは，それぞれ個別に利

関しては，例えば，MIMA Search[1]は，
「知の構造化」を目

用することを前提に作られ，散在しており，学習者が必ず

指したシステムであり，オントロジーの構築や，情報検索，

しも容易にアクセスし，利用できる状況とは言えないとい

可視化等を含む自然言語処理技術を統合して開発された．

う現状がある．このため，能動的・自律的な学びを支援す

シラバスの検索結果を「点」と「線」によるグラフ構造，

るためには，このような膨大なコンテンツの中から，自分

すなわち，それぞれのシラバスを点で表し，関連するシラ

にとって必要なものを容易に探し出せるような環境が必要

バス同士を線で結んだ形で可視化することにより，シラバ

になってくる．

ス間の関連性を俯瞰的に見ることができるようにしている．

教育コンテンツの検索に，一般的な検索エンジンを利用

関谷ら[2]は，シラバス間の違いを分析する手法として，

することもできるが，検索結果には，通常，多くの無関係

自 然 言 語 処 理 や 機 械 学 習 で 広 く 用 い ら れ る LDA(Latent

な情報も提示されるため，必ずしも，常に，必要な情報に

Dirichlet Allocation)と呼ばれるトピック分析手法の改良を

容易に到達できるとは限らない．また，一方，教育コンテ

行った．IEEE と ACM が策定したコンピュータ教育の標準

ン ツ を 利 用 す る た め の 基 盤 と し て ， 米 国 の

カリキュラムである CS2013 を基にして，アメリカの 10 大

MERLOT(Multimedia Educational Resources for Learning and

学のシラバスの分析を行い，CS2013 がコンピュータサイエ

Online Teaching)などの学習リソース共有・再利用機関が設

ンス分野の広い範囲をカバーしていることや，大学によっ

立されている．これらは，検索に用いられるメタデータの

て，人間的な要素を重視していたり，理論的なものを重視
しているといった傾向の違いがあることを明らかにした．

†1 放送大学
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Moretti ら[3]は，Web 上のデータを分析し，カリキュラ

語教師が判断した文書の難易度や，学生の好みの情報を統

ムの設計に利用するシステムを提案している．このシステ

合し，学習者に応じた文書の推薦を実現した．

ムでは，科目や教員を評価する Web サイトから抽出した科

Kandula ら[9]は，トピックモデリングを利用した教育素

目が分かりやすいかといった評価や，シラバスの情報など

材の推薦システムを開発した．慢性疾患の患者の自己管理

を分析することで，プログラミングの初学者にとっては，

のためには，患者教育が重要となり，そのために必要とな

C や C++のようなコンパイル型の言語よりも，インタプリ

る記事の推薦を行う．具体的には，電子カルテの情報から

タ型の言語の方が分かりやすいといった分析を行っている．

患者のニーズを推測し，トピックモデリングにより，患者

Pechenizkiy ら[4]は，データマイニングや可視化技術を統

に応じたトピックを特定する．このようにして推薦された

合したカリキュラムマイニングソフトウェアの提案を行っ

記事は，患者の病状に対して有意に関連性があることを示

ている．具体的には，学生の科目の登録や成績情報の分析

している．

からカリキュラムのパターンを検出するとともに，例えば，

Zapata-Gonzalez ら[10]は，データマイニング技術を用い

2 年目にある科目を取ろうとした際に，それを学ぶために

た学習オブジェクトの推薦システムの提案を行っている．

必要となる科目を赤字でハイライトし推薦するようなイン

このシステムでは，まず，検索エンジンを用いて学習オブ

タフェースを提案している．

ジェクトの検索を行う．次に 4 つのフィルタ，すなわち，

教育コンテンツに関しては，例えば，森本ら[5]は，教育

良く利用されている，評価が高い，内容が類似している，

用動画像を発話内容で全文検索するシステムを提案してい

利用者が類似しているという条件でフィルタリングを行い，

る．この研究では，発話内容を手作業で原稿起こししてい

その結果を統合することで，個人に応じた学習オブジェク

ることを前提とし，時間情報は持っていないが正確である

トの推薦を実現している．

原稿起こしの発話内容と，音声認識プログラムによって認

しかし，以上述べた研究では，Web 上に多量に散在する

識された時間情報を持った不完全な発話内容とを同期する

電子教材や学習オブジェクト等の教育コンテンツを収集し，

ことで，発話内容に時間情報を付与する作業を自動的に行

それらを統合，構造化して表示するといったことは行われ

う．同期の際は，形態素解析システム茶筌により形態素を

ていなかった．Web 上の教育コンテンツを検索するだけで

求め，連続した形態素が一致している箇所について，連続

はなく，学習者の目的や必要性に応じて構造化できれば，

する文字数と形態素の数により定義されるスコアを最大化

教育コンテンツをより有効利用しやすくなる．このため，

するという条件で最適なマッチングを行なっている．

本稿では，シラバスの情報を用いて Web ページを構造化し

武部ら[6]は，講義映像とプレゼンテーション資料のスラ

て表示する手法の提案を行う．

イドを同期させて再生する講義動画同期コンテンツを作成

2. 提 案 手 法 の 枠 組 み

するために，文字認識技術を用いて，講義動画のフレーム
画像とプレゼンテーション資料の各スライドを自動的に同

提案手法では，収集した Web ページを，シラバスと関連

期する手法の提案を行っている．具体的には，講義動画の

付けて構造化することで，学習者に応じた教育コンテンツ

フレーム画像を文字認識した結果と，プレゼンテーション

の表示を実現する．
図 1 に提案手法の枠組みを示す．まず，シラバスの各回

資料のスライドに含まれる文字について，その配置に基づ
く類似度を計算することによりマッチングを実現している．

の説明文からキーワードを抽出し，それらをもとに対応分

講義映像内で使用されているスライドを利用して講義映

析により回ごとの関係性を表示する（図 1①）．対応分析は，

像を検索する手法[7]も提案されている．キーワードによる

テキストマイニングなどで利用される手法であり，それぞ

検索では，キーワードを含むスライドを検索し，検索され

れの文書の類似性や関連するキーワードを重ねて表示する

たスライドをクリックすることで，対応する講義映像を再

ことができる．次に，Web 上から，検索エンジンや自動巡

生する．また，それぞれのスライドからキーワードの抽出

回ソフトなどを用いて，学習に関連すると考えられる Web

を行い，対応分析により内容が類似するスライド同士を近

ページを収集する．そして，収集したページから，シラバ

くに配置することで，視覚的な検索も実現している．画面

スと同じキーワードの抽出を行い，シラバスと同じ変換式

の拡大，平行移動等の操作により，興味のあるスライドを

により，Web ページの配置を行う（図 1②）．これにより，

探し出し，対応する講義映像を視聴することができる．

Web ページをシラバスの回と対応づけて構造化すること

教材の推薦に関しては，言語教育において，読解能力を

ができる．表示した結果は，地図アプリ等と類似するイン

訓練するためには，それぞれの学習者に適切な文書を割り

タフェースにより，拡大，平行移動等により，詳細を見な

当てる必要があることから，Hsu ら[8]は，知識工学に基づ

がら，必要な学習コンテンツを閲覧することができる（図

き，読み物を推薦するシステムの開発を行っている．具体

1③）．これにより，例えば，文字列の配列について知りた

的には，専門家の問題解決をコンピュータ上で擬似的に実

い場合，第 5 回と第 6 回の両方に近い Web ページを探すと

現するシステムであるエキスパートシステムを構築し，英

いったことが可能になる．
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教育コンテンツを 1 つの教材といった大きな単位で横断

次に，シラバスからキーワードの抽出を行う．まず，文

的に検索するシステムは従来から存在するが，提案手法で

を単語ごとに分割する処理である形態素解析の処理を行い，

は，それぞれの教材のページごとといったより小さな単位

名詞の抽出を行った．次に，出現数の最低値を設定し，そ

で，複数の教育コンテンツをシラバスと関連づけながら，

れ以上の出現数があった 138 の名詞を抽出した．そして，

学習者に適応した形での学習コンテンツの表示を実現する

回ごとに出現数のバラつきが大きい単語を選び出すために，

ことができる.

χ2 値を計算し，その値が大きい順に 60 の名詞を抽出した．
これらの単語を，シラバスを特徴付けるキーワードとして
利用する．また，それぞれの回ごとに，60 の単語の出現数
を並べた 60 次元のベクトルを，それぞれの回の特徴量とし
て可視化処理に利用する．

4. Web ペ ー ジ の 処 理
シラバスとともに表示するのに利用する Web ページに
ついては，検索エンジンや自動巡回ソフト等により収集を
行う．ここでは，検索エンジンにより検索した結果をもと
に，人がシラバスと関連性が高いサイトであるかを判断し，
関連が高いと判断されたサイト内の Web ページを自動巡
回ソフトで収集した．
図 1
Figure 1

具体的には，まず，Web の検索エンジンとして Yahoo!

提案手法の枠組み

を用いて，「C 言語 プログラミング」で検索を行い，上位

Framework of the Proposed Method.

100 位の Web ページの URL を取得した．次に，この URL
を順次見ていき，以下の条件を満たすと考えられたものを，

3. シ ラ バ ス の 処 理

C 言語プログラミングに関連が深い Web ページであると判

以下，具体的なシラバスを例に，処理の詳細について述

断した．

べる．対象としたシラバスは，C プログラミングの基礎を

・ C 言語の基礎部分について網羅的に学べる．

扱うものであり，各回の内容は表 1 のようになる．放送大

・ まとまった量のコンテンツが含まれる．

学では，TV やラジオにより授業を行っているが，これ以

・ サンプルコードが含まれる．

外に，一定の単位数を対面の面接授業で取得する必要があ

・ 自分自身，あるいは，リンク先に，目次のページがある．

る．この科目は，このような面接授業として行われたもの

最後の条件から，これらのサイトには目次ページが含ま

で，2 日間，8 回で授業が行われた．条件分岐や処理の繰り

れており，この目次ページからリンクされている同一サイ

返し，関数等，C プログラミングに関する基礎的な内容を

ト内の Web ページを，画像等も含めてダウンロードするこ

扱っている．

とで，C 言語プログラミングに関連すると考えられる Web

ただし，対象としたシラバスでは，各回の内容について

ページをまとめて収集することができる．実際に，この条

の具体的な記述が無かったことから，各回の授業で用いら

件で得られた上位 10 件のサイトについて，Web ページの

れたスライド中のテキストデータを，シラバスの各回の説

収集を行ったところ，482 の Web ページをダウンロードす

明文として利用した．表 1 に，それぞれの回に用意された

ることができた．この際，サイト内のリンクについては，

スライドの枚数を示している．合計 113 枚のスライドから

絶対パスを相対パスに変更する処理を行った．これにより，

約 700 行のテキストデータを抽出することができた．

例えば，目次中のあるページのリンクをクリックした場合，

表 1
Table 1
回
1
2
3
4
5
6
7
8

もとの Web サイトのページを見にいくのではなく，ダウン

「C プログラミングの基礎」のシラバス
Syllabus of the "Introduction to C Programming".

テーマ
Ｃ言語プログラムの実行
プログラムの基本（演算と出力）
条件分岐と処理の繰り返し
関数の作り方
配列と構造体
文字列処理
2 次元配列の利用
ファイル入出力

ロードしたローカルファイルを参照できるようになる．1

スライド数
22
19
16
12
10
15
10
9
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番目と 2 番目の条件により，これらの Web ページは，C 言
語の基礎部分について網羅的に学べる，まとまった量のコ
ンテンツが含まれる．
次にダウンロードした Web ページ（HTML ファイル）に
ついて前処理を行う．まず，Web ページによって，文字コ
ードが異なる場合があるため，HTML ファイルの文字コー
ドをシフト JIS に変換することで文字コードを統一した．
次に，HTML ファイル中のタグや，Web ページのデザイン

- 39 -

「情報教育シンポジウム」2017年8月

のためのスタイル，処理を行うための JavaScript 等の記述

る．ここでは，Web ページが適切な位置に配置されている

は，テキスト処理を行う際に不要であることから，Java の

かを定性的に見るために，それぞれの Web ページについて，

プログラムを作成し，これらを削除する処理を行った．そ

シラバスのどの回に対応しているかをあらかじめ人が判断

して，形態素解析の処理を行い，Web ページごとに，3.で

した結果を，例えば，あるページが第 5 回と第 6 回に対応

述べた 60 の単語の抽出を行った．この 60 の単語の出現数

していれば「56」のようにラベル付けをして示している．

を並べた 60 次元のベクトルを，それぞれの Web ページの

「[8]ファイル入出力」の近くをみると，
「8」とラベルづけ

特徴量として可視化処理に利用する．

された Web ページがいくつか配置されており，この回と関
連のある Web ページがおおむね適切な位置に配置されて

5. シ ラ バ ス に 基 づ く Web ペ ー ジ の 可 視 化

いることが分かる．

教育コンテンツを多量に収集できたとしても，そのまま
では，必ずしも学習者にとって必要な情報を，理解しやす
い形で提示できるわけではない．このため，収集した教育
コンテンツを学習内容に応じて，自動的に関連づけ表示で
きるようにする．具体的には，3.で求めた 60 の単語の出現
数を並べた 60 次元のベクトルを，それぞれの回の特徴量と
して対応分析を行い，シラバスに基づいた Web ページの表
示を実現する．
ここで，シラバスが I 回で構成され，抽出したキーワー
ド数を J として，第 i 回に対する j 番目のキーワードの個数
を fij とする．この I 行 J 列の表において，行のプロファイ
ル，すなわち，行の比率のパターンを考えると，各行の総
和が 1 となる制約から，行のプロファイルは，(J-1)次元空
間に分布する I 個の点の集合となる．また，列のプロファ
イル，すなわち，列の比率のパターンを考えると，各列の

図 2

総和が 1 となる制約から，列のプロファイルは，(I-1)次元

Figure 2

シラバスに基づく Web ページの可視化
Visualization of Web Pages based on Syllabus.

空間に分布する J 個の点の集合となる．これらの点を，よ
り次元数の低い同じ空間上に，最も関連性が高くなるよう

このインタフェースでは，画面上をマウスでドラッグす

な形で配置するのが対応分析である．これにより，内容が

ることで，画面の一部を拡大し，その部分の詳細を見るこ

近い回同士を近くになるように配置できるとともに，関連

とができる．また，左上の「↑」ボタンを押すことで，全

するキーワードがどこに存在するかを重畳表示することが

体を表示する初期画面に戻すことができる．

できる．

図 3 は，図 2 の左下部分を拡大したものである．この部

シラバスをもとに，検索結果の 1 つのサイトについて可

分には，「[1]Ｃ言語プログラムの実行」，「[2]プログラムの

視化を行った例を図 2 に示す．このインタフェースは，

基本（演算と出力）」，
「[3]条件分岐と処理の繰り返し」，
「[4]

HTML+JavaScript で作成されている．X 軸は，対応分析を

関数の作り方」の前半の 4 回が配置されている．また，例

行った場合の第 1 軸，Y 軸は，第 2 軸を示している．画面

えば，
「ライブラリ」や「呼び出し」といったキーワードが，

の 4 隅には，表示している座標の範囲を示している．また，

「[4]関数の作り方」の近くにあり，これらのキーワードが，

シラバスのそれぞれの回を「■」で表している．例えば，

関数と関連が高いことが分かる．また，例えば，
「変数」と

「■[8]ファイル入出力」は，第 8 回の「ファイル入出力」

いうキーワードが，「[1]Ｃ言語プログラムの実行」と「[2]

に対応する位置が■であることを表す．また，関連するキ

プログラムの基本（演算と出力）」の間にあり，「変数」と

ーワードは，
「・」で表している．
「[8]ファイル入出力」の

いうキーワードが主に始めの部分で扱われていることが分

近くをみると，
「単位，操作，ファイル，コマンド，ライン」

かる．また，この部分の Web ページのラベルを見ると，1

といったキーワードと関連していることが分かる．この回

から 4 のラベルが多く，おおむね適切に Web ページを配置

は，ファイル操作を扱う回であり，1 行単位や 1 文字単位

できていることが分かる．

のファイル入出力を扱っていることから，
「単位」というキ

図 4 は，図 2 の右下部分を拡大したものである．この部

ーワードが近くに配置されている．また，コマンドライン

分には，「[5]配列と構造体」と「[7] 2 次元配列の利用」の

でのリダイレクトなども扱っているため，
「コマンドライン」

回が配置されている．これは，いずれも「配列」を扱って

というキーワードが近くに配置されている．

いる回であり，使われる用語が似ているためと考えられる．

また，それぞれの Web ページの位置を「□」で表してい
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実際に，この部分には，
「配列，要素，ポインタ」等，配列
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6. 評 価

の説明に使われる用語が並んでいる．また，この部分の
Web ページのラベルを見ると，5 や 7 のラベルが多く，お
おむね適切に Web ページを配置できていることが分かる．
以上のように，提案手法では，シラバスを参照し，興味

提案手法による Web ページの配置が適切に行えている
か，定量的な評価を行った．まず，収集した 482 の Web
ページについて，人がシラバスのどの回と関連するかをあ

がある部分を拡大等しながら Web ページを探すことがで

らかじめ判断した．そして，対応分析で求めた空間に Web

きる．また，画面上の Web ページを表すマーカー部分をク

ページを配置した場合に，シラバスのそれぞれの回の位置

リックすることで，対応する Web ページを表示することが

から近い順に N 個のデータを選び，どれだけ正しく推定で

できる．4．で述べたように，Web ページを保存する際に，

きるかを評価した．評価基準としては，適合率(precision)

リンクを相対パスに変更しているため，例えば目次のリン

と再現率（recall）がある．適合率は，検索した中でどれだ

クをクリックした場合，もとのサーバにアクセスするので

け正解があるかの指標であり，再現率は，検索すべき正解

はなく，ローカルに保存されたファイルを参照することが

のうち，実際に検索できた割合を表す．図 5 は，シラバス

できる．このように，提案手法を用いることで，Web ペー

の 8 回分それぞれについて適合率と再現率を求め，その平

ジをシラバスの回と関連づけて構造化し，必要な Web ペー

均を示したものである．データ数が 1 の場合を見ると，シ

ジを参照することができるようになる．

ラバスのそれぞれの回に最も近い Web ページを選んだ場
合，およそ 75%の適合率でシラバスに関連する Web ページ
を配置できていることが分かる．また，一般に，適合率と
再現率は一方が上がれば一方が下がる関係にあり，適合率
と再現率が一致するブレークイーブンポイントの値は，検
索性能の 1 つの目安となるが，この値はおよそ 43%になっ
た．一般に検索エンジンの検索結果は，通常，多くの無関
係な情報も提示され，必ずしも正解の割合が高くないこと
を考えれば，提案手法による Web ページの配置は，おおむ
ね適切に行えていると考えられる．

図 3

シラバスに基づく Web ページの可視化（左下部分）

Figure 3

Visualization of Web Pages based on Syllabus
(Lower Left Region).

図 5
Figure 5

提案手法の適合率/再現率

Precision/Recall of the Proposed Method.

また，他手法との比較を行った結果を表 2 に示す．比較
対象の「検索エンジン」は，一般的な Web の検索エンジン
を想定している．
「シラバスと Web ページの同時処理」は，
図 4

シラバスに基づく Web ページの可視化（右下部分）

Figure 4

Visualization of Web Pages based on Syllabus

応分析し，それらの配置を求めるものとした．
評価項目の 1 番目の「シラバスと関連付けて Web ページ

(Lower Right Region).
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提案手法を簡略化し，シラバスと Web ページをまとめて対
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を表示」は，Web ページをシラバスと関連付けて表示でき

スと関連付けて構造化することで，学習者に応じた教育コ

るか否かである．通常の「検索エンジン」では，例えば，

ンテンツの表示を実現する手法の提案を行った．提案手法

シラバスのそれぞれの回に特有なキーワードを入力するこ

では，シラバスの各回の説明文からキーワード抽出し，対

とである程度シラバスに関連付けて Web ページを検索す

応分析により回ごとの関係性を表示するとともに，収集し

ることができる．しかしながら，例えば，シラバスの 1 回

た Web ページを，シラバスと同じ変換式により変換するこ

目や 2 回目と，それぞれどの程度関連が深いか等は明示的

とで，シラバスと同じ空間に配置する．これにより，Web

に示すことが難しいことから評価は△とした．
「シラバスと

ページをシラバスの回と関連づけて構造化することができ，

Web ページの同時処理」と「提案手法」では，シラバスと

シラバスを参照しながら，必要な Web ページを探すことが

Web ページの関連性を配置される位置により視覚的に表

できる．
また，評価として，対応分析で求めた空間に Web ページ

現できることから評価を○としている．
評価項目の 2 番目の「類似する Web ページ同士を近くに

を配置し，人がシラバスのどの回と関連するかをあらかじ

配置」は，「シラバスと Web ページの同時処理」と「提案

め判断した結果と比較し，提案手法が Web ページの配置を

手法」では，内容が類似する Web ページ同士を近くに配置

おおむね適切に行えることを示した．

し，関連性を視覚的に示せることから評価を○としている．

一方，現状では，表示させる Web ページについては，あ

「検索エンジン」の場合，キーワードに類似する Web ペー

らかじめ収集されていることが前提となっている．このた

ジを表示できるものの，検索結果の Web ページ同士の関連

め，提案手法の有用性を高めるためには，Web ページの抽

性は示されないことから評価を×にした．

出についても自動化することが必要となり，今後，更に検

評価項目の 3 番目の「表示する Web ページにより形が変

討を行なっていく予定である．

わらない」は，2 番目の評価項目が○だった場合，表示す
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