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同位語発見システムを用いた子どもの利用履歴からの思考推移の 

抽出および分析 
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あらまし 発達心理学者ジャン・ピアジェの「子どもは 12歳以降に抽象化が出来るようになる」という学説に基 

づき、我々は同位語発見システムを用い、小学生のためのキーワード発想支援を行っている。本稿では、小学５年 

生を対処とした実証実験で採取した利用履歴から、実際に子どもが同位語の中でも特にどのような関連性を持つキ 

ーワードに着目して、思考を変遷させていくのかを抽出した結果を示す。また、中学生を対象とした同様の実証実 

験結果を比較呈示する。 
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Abstract  Extracting  and  Analyzing  Children's  Sequence  of  Thought  from  Usage  Histories  of  the  Coordinate  Term 
Discovering Software Based on a theory of Jean Piaget (a developmental psychologist) that "children get skills of abstraction 
after the age of twelve," we made a coordinate term discovering system for elementary school children to recall many words 
when they find out things from the Web using search engines. The system records a history of a usage. Through experiments 
that fifth grade children use the system, we gathered the usage histories that indicate what kind of words they focus attention 
on  when  they  tried  to  obtain  coordinate  terms.  In  this  paper,  we  reported  results  how  children's  sequence  of  thought was 
changed on a usage. We also compared results of elementary school children and ones of junior high school students. 
Keyword  Abstraction，Information Extraction，Recall Words，the Coordinate Term Discovering Software 

1. はじめに 

経済産業省「 高度ＩＴ人材の育成をめざして（報告書 

案）」 に関する意見  2007.5.21  情報処理学会 情報 

処理ＩＴプロフェッショナル委員会 [1]では、以下のよ 

うな高度  IT  人材育成のための教育が必要だとしてい 

る。

• 小学校・中学校・高等学校それぞれの発達段階に 

応じて適切な「手順的な自動処理」の体験を持た 

せる 

• 多様な題材を通じて、コンピュータによる処理の 

原理と、情報システムを手段とする問題解決の本 

質について、体験的な理解を持たせる 

勿論ここでの「手順的な自動処理」とは、 『コンピュー 

タ上で自動的に実行可能な処理を組み立てること』で 

あり、その応用事例として、 『一連のプロセスの中での 

体験的理解』を目標としている。われわれは、以前よ 

り幼少者の発達に応じた適切なブラウジングや検索の 

手法を提案してきた。本稿では、子どもは抽象化能力 

が未発達という背景を考慮し、同位語を抽出するシス 

テムを用いてキーワードの発想支援をする初等情報教 

育への導入事例と、そこから得た履歴を解析すること 

による今後の課題を示す。 

第２章では、現行の初等教育課程における  ICT 教育 

の例とわれわれの位置づけを示し、第３章では、本稿 

で使用したシステムの機能説明をする。第４章では、 

本システムの利用手順を示し、第５章では、事前実験 

の結果を示す。第６章では、小学生および中学生の利 

用履歴から、 子どもが同位語や話題語を利用しながら、



どのように思考を変遷させていくのかを比較分析した 

結果を示す。最終章では、まとめと今後の課題につい 

て言及する。 

2. 初 等 教 育 課 程 に お け る  ICT  (Information  and 

Communication Technology)教育 

現在、推し進められているＩＣＴを利用した教育に 

おいて、現場で利用されているツールの内容は、数式 

をグラフ描画するもの [2][3][4]、そのグラフに対し変 

数を対話的に操作変更できるもの [5]など数学教育に 

特化された直感的理解を支援するものや、動画・静止 

画コンテンツを利用して全体イメージを予備知識とし 

て捕らえる支援をするものなどがある [6]。しかし、検 

索エンジンの利活用行為に着目した情報利活用能力の 

育成を試みている小学校も増えてきた。結果に応じて 

入力クエリを追加・修正を繰り返しながら回答を得る、 

という検索行為そのものが、自らの課題設定に応じて 

情報を読み解きながら発信する能力を育成するために 

有効な訓練であると、認識がなされてきたというのが 

その理由である。図１に、我々の情報教育の位置づけ 

を示す。 

図 １ 初 等 教 育 課 程 に お け る  ICT  教 育 の 分 類 
[Nakaoka] 

3. 機能説明 

小学生および中学生を対象に利用した同位語発見 

システムの構成と利用概要を説明する。 

本システムは、大島ら [7]の同位語抽出手法と野田ら 
[8]の話題語発見手法を基盤としている。まず、大島の 

手法について簡単に説明する。 

ユーザ（子ども）のクエリを  q としたとき、Web 検 

索結果のスニペットから  q に続く形態素に着目して、 

同位語を抽出する。具体的には、形態素「や」に着 

目し、「q  や○○（名詞）」を抽出する。これと同時 

に  q と○○を転置した「○○（名詞）や  q」を抽出 

し、○○を  q の同位語とみなして表示する。 

一方、野田の手法は、「の」という形態素に着目 

する。Web  検索結果のスニペットから、「q  の○○ 

（名詞）」を抽出する。抽出した○○のうち、数え 

て２回以上出現したものを話題語とみなして表示 

する。 

本稿で利用したシステムは、これらの手法を同時 

に実現でき、インタフェースを初心者でも利用でき 

るように改良したものである。また、ユーザ（子ど 

も）がどの語に興味を持って自身の語彙空間を構築 

していったかが分かるように、{時刻 ,動作 ,着目語 , 
抽出語}を組とした履歴を採取することが出来る。 

以下に属性の説明をする。 

• 時刻：ユーザ（子ども）もしくはシステムが動 

作を起こした時刻 

• 動作：ユーザ（子ども）もしくはシステムが起 

こした動作の種類 

• 着目語：ユーザ（子ども）がその時点で興味の 

中心とした語 

• 抽出語：システムがその時点で抽出している語 

の種類（同位語もしくは話題語 ) 
これらの属性およびその属性値よりユーザ（子ど 

も）の利用履歴からの思考推移の抽出および分析を 

行う。 

4. 利用手順 

以下に、本システムの利用方法と、抽出された同位 

語や話題語がどのような手順で表示されるのかを説明 

する。利用手順は以下のシナリオによって行われる。 
1.  ユーザ（子ども）は、システムに対し、検索ク 

エリ  q をキーボードから入力する。 

このとき、画面上のテキストボックスに  q は黒 

色で表示される。テキストボックスの色は緑色 

で表示される。 

この語を着目語とする。 
2.  ユーザ（子ども）がテキストボックスをダブル 

クリックすると、システムは Web 検索エンジン 

を利用し、q  に対する検索結果上位１００件の 

スニペットから、同位語抽出手法および話題語 

抽出手法を用いて、同位語と話題語を抽出する。 

抽出された同位語は、黒色のテキストでテキス 

トボックス内に表示される。テキストボックス 

の色は緑色である。着目語と同位語はエッジで 

結ばれる。 

抽出された話題語は、黒色のテキストでテキス 

トボックス内に表示される。テキストボックス 

の色はピンク色である。着目語と話題語は有向 

エッジで結ばれる。



3.  呈示された同位語の数々から、更に興味をもっ 

た語を着目語とすることが出来る。 

着目する同位語が表示されたテキストボック 

スを再度ダブルクリックすることにより、シス 

テムは  2 の動作を繰り返す。 

この時、新しく着目語とした語にとって、元の 

着目語が同位語であるならば、元の着目語のテ 

キストボックスの色はオレンジ色に変化する。 

また、新しく着目語とした語から抽出された話 

題語が、元の着目語に対する話題ごと共通して 

いる場合、元の話題語に対して有向エッジを結 

ぶ。この時、話題語のテキストボックスの色は 

変化しない。 
4.  本システムが抽出した同位語や話題語がユー 

ザ（子ども）の意にそぐわない場合は、マウス 

を右クリックすることにより、除外したい語を 

削除することができる。 

5. 事前実験 

実証実験先の小学校の修学旅行に関する調べ学習 

のための事前実験の例を示す。最初「うずしお」に興 

味を持ったとする。この「うずしお」を着目語とし、 

本システムを用いて、同位語と話題語を抽出させる。 

（図２） 

この例では、「うずしお」に関する同位語「阿波踊 

り」「人形浄瑠璃」「橋」 「大鳴門橋」 のうち、 さらに 「大 

鳴門橋」に対して興味を持った。故に今度は「大鳴門 

橋」を着目語として「大鳴門橋」に関する同位語や話 

題語を本システムに抽出・呈示させることによって新 

しくかつ関連のある語を発見していく。 （図３） 

更に「大鳴門橋」から抽出した同位語のうち、 「観 

潮船」「淡路島」にも着目し、これらを着目語として、 

本システムを用い、同位語や話題語を発見している。 

このとき生徒は、 「うずしお」「大鳴門橋」 「淡路島」に 

共通する話題は 「旅」 であると発見することが出来る。 

（図４） 

次 に 利 用 履 歴 の 例 を し め す 。（ 表 １ ） 一 行 目 

の”AddTerm”は、クエリ  q  を投入した動作であること 

を指す。具体的に投入したクエリ  q  は、「倉敷美観地 

区」であることを示している。次に、「倉敷美観地区」 

を着目語として、「倉敷美観地区」 が表示されているテ 

キストボックスをダブルクリックしたことが示されて 

いる。このとき本システムは、話題語を５語{観光・夜 

景・南・春・景観}、同位語を８語{チボリ公園・後楽 

園・倉敷チボリ公園・チボリ・岡山後楽園・大原美術 

館・蒜山高原}抽出・呈示している。 

次に、10 行目および  13 行目のオレンジのセルに着 

目されたい。ユーザは、本システムによって抽出・呈 

示された語のうち、「瀬戸大橋」と「大原美術館」に興 

図２ 本システムの使用例⑴ 

図３ 本システムの使用例⑵ 

図４ 本システムの使用例⑶



味を持って、それらを次なる着目語とし、本システム 

の利用を続けていることを示している。 
16  行目では、13  行目の「大原美術館」のテキスト 

ボックスをダブルクリックし、さらに同位語と話題語 

を求めた様子が示されている。 このとき本システムは、 

話題語を６語{中庭・前・ホームページ・コレクション・ 

所蔵・観光}、同位語を６語{美観地区・チボリ公園・ 

アイビースクエア・倉敷美観地区・倉敷・民芸館}抽出・ 

呈示している。 

以上のように、先に抽出された同位語や話題語が、 

次の興味につながっている場合を、表中の赤い矢印で 

示した。13 行目から  16 行目への矢印、10 行目から  31 
行目への矢印がそれである。 
65  行目では、ユーザ（子ども）は、54  行目の「う 

ずしお」を着目語として抽出された同位語や話題語の 

うち、「 ‘」 を除外しようとして削除行為を行っている。 

以上のように、次に抽出された同位語や話題語が、先 

の興味を阻害している場合、対象の語が示されている 

セルを薄緑色で示し、表中の緑の矢印で示した。65 行 

目から  64 行目への矢印がそれである。 

このように、本システムにより採取した履歴を解析 

することにより、ユーザ（子ども）が同位語や話題語 

を利用しながらどのように思考を変遷していくかの様 

子を伺うことができる。 

6. 利用履歴の抽出と分析 
6.1. 小学校５年生を対象とした実証実験 

本実証実験では、以下の課題に関して、検索エンジ 

ンを利用するためのキーワード候補発見支援として、 

このシステムを使用した。 

• 課題：修学旅行のしおりを作ろう 

• 対象：小学校  5 年生 

• 人数：28 人 

• 日時：2007 年  4 月  13 日 

このような課題を児童  28  人に対して行い、結果と 

して解析可能な履歴を  19 件得ることができた。 

6.2. 中学生を対象とした実証実験 

本実証実験では、以下の課題に関して、検索エンジ 

ンを利用するためのキーワード候補発見支援として、 

このシステムを使用した。 

• 授業：京都の観光名所を調べよう 

• 対象：中学  1～3 年生 

• 人数：13 人 

• 日時：2007 年  9 月  29 日 

この課題を  13  人に対して行い、結果として解析可 

能な履歴を  12 件得ることができた。 

6.3. 同位語閲覧行為の抽出と分析 

本システムの利用履歴からユーザ（子ども）が閲覧 

した語の総数とその内容を抽出・分析する。 

表１ ある生徒の利用履歴 

本システムを利用することは、どの語を選ぶとして 

も、結果として一度は呈示された語を閲覧しているこ 

とを指すと考える。今、利用履歴が蓄積された場合、 

ユーザ（子ども）が意志を持って本システムを利用し 

続けたと考える。履歴が大量に蓄積されていれば、そ 

の意志が強いと考えられる。 意志が強いということは、 

モチベーションが高いとも言い換えることが可能であ 

ると考える。この履歴のうち、本システムが呈示した 

同位語や話題語の総数を分析することにより、同位語



発見システムの子どもに対する親和性の高さを推し量 

ることができる。 

表２に、小学５年生を対象とした実証実験の履歴の 

集合から、閲覧した語の総数とその内訳を示す。 

表２ 閲覧した語の総数とその内訳 （小学５年生） 

以下に、この表における属性の説明をする。 

•  Total：閲覧した語の総数 

•  Add：最初に入力した  q あるいは本システムで 

興味を持つ語が抽出されなかったために手動 

により入力した回数 

•  Topic：q に対する話題語の数 

•  Coordinate：q に対する同位語の数 

•  Show：同位語が含まれるページ一覧をみた回 

数 

•  Open：ある同位語ページの  URL を閲覧した回 

数 

•  Delete：削除した語の総数 

表２より、ばらつきがあるものの、総数が  100 語 

を超える積極的な利用をしている児童が  6 人と、全 

体の約３割を占めた。おおむね本システムは親和性 

があると考えられる。 

内容に関しては、インタフェースがバネモデルで 

あるためか、Show や  Open などの内容をじっくり吟 

味する行為よりも、本システムを利用する行為その 

ものが楽しくなっているようすが伺える。それゆえ 

に、結果として語をあさるような展開となってしま 

い、後にたくさんの語を削除している児童が２人い 

た。しかし、この削除行為も、彼らにとっては操作 

遊びとして捕らえてしまっている可能性は否めな 

い。

一方、閲覧総数は少ないが、Show や  Open などを 

使い、１つ１つの語や展開されたページ内容まで慎 

重に閲覧した上で語を選択する、という本システム 

の表面的な特性の影響をあまり受けない児童も見 

受けられた。 

子どもは抽象化能力が低いことを想定した機能 

を重視したため、本システムは同位語抽出手法に重 

きを置いたにも関わらず、一見、同位語よりも話題 

語の数が多いように見える。しかし、これは、先に 

述べた同位語抽出手法の特性上、話題語よりも同位 

語の方が、絶対量として少なく抽出・表示されてし 

まっていることが背景にあると考えられる。 

次に、中学生を対象とした表を以下に示す。（表 

３）

表３ 閲覧した語句の総数とその内訳（中学生） 

中学生は２年生と３年生が各一人ずつで残りは１ 

年生であった。 課題は小学生とは違うものであったが、 

本システムを利用して発想を支援した。この表から、 
12 人中  7 人の生徒が  100 語を超える閲覧した。また、 

それ以下の場合でも、概ね  100 語に近い語を閲覧して 

いる。本システムは小学生と同様に中学生にとっても 

親和性が高いと考えられる。 

内容に関しては、小学生のように、一定時間内に閲 

覧した語の総数が多く、尚且つ、様々は行為が多いと 

いったインタフェースばかりを面白がっている生徒も 

見受けられなかった。 閲覧総数も適切で、 Show や  Open 
が突出して多く慎重すぎる行為に見える様子も伺えな 

い。本システムにうまく適応している様子が伺える。 

この実証実験は、京都大学で行われた中学生向けの



公開講座「京都大学ジュニアキャンパス２００７ は 

てな探求デパート」[9]の一環で生徒に利用してもらっ 

た。そのため、中学生の中でも  ICT に対して関心が高 

く、ある程度のスキルを持った生徒が集まったと考え 

られる。 

6.4. 着目語の抽出と分析 

表１から、色づけられた語（セル）に着目する。抜 

粋した一部を表４に示す。本システムを利用する際、 

最初はユーザ （子ども） が自らクエリ  q を入力するが、 

その後は、直感的・半自動的に同位語や話題語を多数 

閲覧することができる。 

表４において、最初の「倉敷美観地区」から抽出さ 

れた同位語や話題語のうち、オレンジで色塗られたセ 

ルに着目する。この「瀬戸大橋」や「大原美術館」が、 

次の  q となっている。その様子を赤の矢印で示す。 

表４ ある利用履歴の抜粋 

このように、次の  q となる同位語や話題語を着目語 

とし、抽出を行った。以下にその結果を示す。 （表５） 

着目語がうまく発見され、語の総数が増えていく場 

合、思考が発散していると考える。このときの着目語 

を発散語 (Divergence  Term)とする。同様に、着目語に 

より総数が減少していく場合、思考が収束していると 

考える。このときの着目語を収束語 (Convergence Term) 
とする。 

もし、発散語が多い場合、子どもは思考が発散して 

いる最中で、たくさんの同位語や話題語を獲得してい 

ると推測できる。収束語が多い場合、子どもは思考が 

収束している最中で、思考をまとめようとしている最 

中であると推測できる。 

以下に、この表における属性の説明をする。 

•  DCT:発散のきっかけとなった同位語の数 

•  DTT:  発散のきっかけとなった話題語の数 

•  CCT:収束のきっかけとなった同位語の数 

•  CTT:収束のきっかけとなった話題語の数 

例として、表５より  ID１の属性値を見る。この児童 

は同位語により思考を発散させている場合が多い。 

表５ 着目語とその内訳（小学５年生） 

6.4.1.  小学生の分析 

小学生全体を俯瞰すると、中学生より抽象化能力が 

低いという前提のもとに本システムを利用したが、同 

位語・話題語に対しておおむね親和性が高い、という 

結果が得られた。その中で、思考を発散させるより収 

束させる児童が多くいた。発散のきっかけとなった同 

位語の数が多くあった児童は  4 人だけである。 

個別に見ると、特に  ID6 の小学生は、思考の発散に 

同位語、思考の収束に話題語をよく利用しており、ピ 

アジェの学説に合致する特徴を持つ児童であると言え 

る。

初めて利用したシステムであることで、戸惑いから 

内容に踏み込めないでいる小学生がいる可能性がある。 

５年生にもなると、授業内容を理解する以前に、自分 

の発言がどう受け入れられるかが重視される傾向にあ 

るからである。実証実験は授業の一環で行われたが、 

この枠組みでは、リラックスすることができず、表面 

的には利用することができても知識獲得の意味でシス 

テムを使えて出来ていない可能性があることを考慮す 

る必要がある。 

また、本システムの機能上、例えば「大原美術館」



の同位語６語{美観地区・チボリ公園・アイビースクエ 

ア・倉敷美観地区・倉敷・民芸館}を見た場合、「美観 

地区」「倉敷美観地区」「倉敷」 などを抽出してしまう。 

このような表記ゆれの同位語が多く出現した場合、発 

散したくても語の訂正が気になって、語の削除に時間 

を要してしまっていることも考慮する必要がある。 

6.4.2. 中学生の分析 

同じように、着目語の抽出および発散・収束分析を 

中学生のデータに対しても行った。以下にその結果を 

示す。（表６） 

表６ 着目語とその内訳（中学生） 

思考の収束よりも発散に同位語を利用している生 

徒が  12 人中  10 人であった。反対に、思考の発散より 

収束に同位語を利用している生徒は  2 人であった。中 

学生も、同位語を中心に思考を発散・収束させている 

ことは大変興味深い。 

個別に見ると、 ID4  の生徒は、ほとんど思考を収束 

することに終始している。上記に述べた、システムの 

機能上の問題が同様に影響している可能性を考慮する 

必要がある。 

特筆すべき点は、閲覧した総数が小学生のそれより 

もはるかに多いにも関わらず、着目語となっている語 

が小学生と同等数であることである。これは、中学生 

が小学生よりも能力が高いと推測できる。抽象化能力 

が高いとはこの絞り込みの能力が高いことと相関する 

可能性を示したといえる。 

7. まとめと今後の課題 

「子どもは  12 歳以降に抽象化が出来るようになる」 

という発達心理学説に基づき、我々は本システムを用 

い、小学生のためのキーワード発想支援を行った。抽 

象語を上位語とみなし、同位語を中心として抽出する 

というのが基本的アイデアである。 

利用履歴から、 子どもが同位語や話題語を利用しなが 

ら、どのように思考を変遷させていくのかを比較分析 

した。 

具体的には小学５年生と中学生を対処とした実証実 

験で採取した利用履歴から、実際に同位語や話題語の 

中でも特にどのような特徴をもつ持つ語を関連させて 

思考を変遷させていくのかを分析し、その結果を比較 

呈示し考察した。 

小学生はインタフェースの設計に大きく左右され、 

内容に入る以前に表面的な部分で遊ぶだけになってし 

まう危険性を示唆したと言える。中学生は、小学生よ 

りも語の絞りこみの能力が高い可能性を示唆すること 

ができた。 

今後は、 語彙獲得行為における形状バイアス [10][11] 
や、 身体経験に準ずる具体的オブジェクト認識 [12][13] 
などの発達領域の研究を進め、児童の発達に適したイ 

ンタフェースを構築していきたいと考えている。 

システムの機能においては、 「美観地区」「倉敷美観 

地区」「倉敷」と表示してしまうことがなくなるよう、 

アルゴリズムの改良を行う。 

さらに、子どもの抽象化能力が、絞りこみの能力と 

相関する可能性があることに特化し、研究を進めてい 

きたい。 

教育機関では、簡易な方法で視覚化できるツールが 

求められている。現場に即時導入できる手法の確立も 

研究対象としていきたい。 
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