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図 1: コンセプトマップを用いた e ラーニング支援システムのインタフェース
1. はじめに

2. 設計指針

学ぶための場所や時間を選ばない e ラーニングは,
学習者の利便性が非常に高く, 国内外の教育・企業
の組織で学習効率向上のために導入されてきたが,
終了率の確保が大きな課題とされてきた[1]．その
ようなドロップアウトする主な原因として,「学習
者の自己調整能力の低さ」と「学習者と e ラーニ
ングの学習形態との不適合さ」があげられる[2]．
前者の対策として，メンタやチューターなどの学習
サポーター制度を導入したり，学習管理システム
(LMS) を活用したドロップアウト傾向の学習者を早
期発見したり, と一定の成果が得られてきた[3].
その一方で，後者の対策として, 学習コンテンツの
作成方法が検討されてきた[4] が, 決定的な対策は
まだ見出せていないのが現状である. そのなかで，
e ラーニングの学習形態は学習者に内省的および論
理的な考え方を求めていること[5,6]がわかってき
た．またドロップアウトする学習者の傾向として，
e ラーニングコースの早期段階から学習内容の理解
度が低いこと[7]もわかってきた.
そこで，本研究では e ラーニングのなかで適切に
内省的かつ論理的な考え方を促すツールとして, コ
ンセプトマップ作成を利用した e ラーニング支援シ
ステムの開発を目的とする．コンセプトマップとは,
知識を整理するために, 関連する単語同士を矢印で
つなぎ, 概念の関係性を視覚的にわかりやすく示す
ことで，学習内容の理解を促す[8].

学習内容を理解するために，コンセプトマップを
作成することは有用である[8,9]ものの，動画視聴
しながら作成することは学習動画コンテンツの理解
を妨げる可能性がある．
マルチメディアを活用する e ラーニングでは学習
効果があるものの，学習者に認知的負荷が掛かる
[9]．そのような e ラーニングのなかで，コンセプ
トマップを実時間で作成することは，学習を阻害す
る要因となる可能性が高い．
また適切な用語で論理性をともなったコンセプト
マップを作成することは不慣れな学習者にとって大
変難しい．例えば，講義動画を視聴しながら講義内
容に含まれる複数の専門用語を切り出し，それらを
概念的構造が理解できるよう関係付ける必要がある
[10]．しかしながら，講義動画再生中に，それら一
連の作成工程を実行し続けることは非常に難しい．
以上から，本研究ではコンセプトマップを用いた
動画視聴型 e ラーニングシステムの設計指針として，
以下の機能をあげる．
⚫ 講義動画コンテンツに応じたコンセプトマップ作
成を支援する機能
⚫ 簡易な操作でのコンセプトマップ作成を支援する
機能
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3.1 システム概要
2.2 節の設計指針をもとに，コンセプトマップを利
用した動画視聴型 e ラーニング支援システムを構築
した．本システムは図 1 に示すように，画面左上に
学習動画コンテンツ，画面左下にコンセプトマップ
部品提供領域，および画面右にコンセプトマップ作
成領域を提供する．
ユーザは動画視聴しながら，コンセプトマップ作
成領域の概念ラベルをマウス操作で選択する．コン
セプトマップ部品提供領域には，その概念ラベルと
関連する概念ラベルとリンクワードの候補が提示さ
れる．ユーザは提示された概念ラベルとリンクワー
ドを選択することで，それら概念ラベルとリンクワ
ードが作成中のコンセプトマップに追加される．こ
のようにコンセプトマップ部品の選択操作の繰り返
しで，講義内容のコンセプトマップ作成ができる．
コンセプトマップ部品提供領域で提示される概念ラ
ベルとリンクワードの候補は事前処理で自動生成さ
れている(3.2 節参照)．
それ以外の機能として，概念ラベルのワードを直
接入力してコンセプトマップに追加することもでき
る．またコンセプトマップの作成履歴が保存され，
自身のコンセプトマップの作成を再現したり，概念
ラベル作成時間の動画再生位置へ移動したり，する
ことができる．
3.2 コンセプトマップ部品自動生成
概念ラベル対候補の抽出
講義動画コンテンツごとにコンセプトマップの概念
ラベルとなる可能性が高い単語の対を，以下の手順
で抽出する．
1)
2)
3)
4)
5)

音声認識により，動画コンテンツの文字起こし
形態素解析により，音声文字に対し形態素分割
名詞の形態素を抽出，ストップワードの除去
TF-IDF 法により抽出単語の重み付け
講義コンテンツの専門用語辞書により，抽出単
語の重み付け値の追加
6) 出現単語ごとに重み付け値が高い上位の単語を
概念ラベル候補として抽出
人手で作成したコンセプトマップの概念ラベルの品
詞を調査した研究[11]によると，80%以上が名詞の
単語を採用していたため，本研究でも概念ラベル候
補には名詞の単語のみを採用した．
リンクワード候補の抽出
概念ラベルの対のリンクに付与するリンクワードと
なる可能性の高い単語を抽出する．人手で作成した
コンセプトマップを分析した研究[11]によるいと，
リンクワードの品詞は動詞，名詞，副詞，形容詞，
および形容動詞の順に多く含まれ，それらを合わせ
ると 90%弱の出現割合であった．またリンクワード
はリンクする概念ラベルの対が含まれる文に 92.1%

の割合で出現していた．以上を考慮し，本研究では
概念ラベル対ごとのリンクワード候補として，それ
ら概念ラベルの単語と同じ文に含まれる，動詞，名
詞，副詞，形容詞，および形容動詞の単語を採用し
た．
3.3 期待する効果
学習者はマウス操作だけで，講義コンテンツのコン
セプトマップを作成できるため，動画視聴による学
習を阻害しない対話的なコンセプトマップ作成が可
能となる．また人手で作成するような講義コンテン
ツに関係するコンセプトマップの部品を提供するこ
とで，質の高いコンセプトマップの作成が容易にな
る．そのため，学習者は内省的かつ論理的な思考に
従った学習態度が促され，e ラーニングの学習形態
に適した，快適な学習環境が提供されることが期待
される．
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