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あらまし 複雑化，複合化した学問分野の体系（Body Of Knowledge, BOK）を構築するために，著者らの研究グ

ループでは集合知としての BOK構築支援システムに関する研究・開発を行っている．この研究は，集団が開発した

システムによって学際分野の BOKを効率的に構築することを目標としている．開発されたシステムは学際的な学問

領域に関わっている大学研究者である教師だけが使用することを想定されたものである．なぜなら，学問体系の構築

は，その分野についての専門知識を持ったものだけで行うべきだと考えたからである．しかし，学問には，教師と学

習者が交流することによって進められるという側面もある．そこで本研究では，BOKの構築という試みに，学習者の

視点を取り込むことを提案する．本論文では，学習者が主体的に BOKを構築に参加できる機能と, 断片的な知識を一

つのまとまった BOKにする機能をシステムに追加したので報告する．
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Abstract Academic discipline needs to be built Body Of Knowledge. The author and his colleague had reserched

and developed a system “WikiBOK” that assists organizing knowledge utilizing collective knowledge. This system

was created for teacher use only. The author improved this system so that students were usable. The new system

had students judge the linkage between the topics. Then, new system gathered the result and made one structure.

The work that students does tends to be monotonous. Therefore, new system made graphical application to work

on a smartphone. This new system was used for students of Aoyama Gakuin University School of Social Informatics.

This new system was built in the structure of the knowledge Social Informatics based on the data of students. Old

system needed a lot of knowledge to use it. New system was able to use even a student with a little knowledge.
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1. は じ め に

1. 1 新生の学問分野と BOK

学問は理論に基づいて体系づけられた知識と研究方法の総

称である．今日まで様々な学問は，その分野の専門家達によっ

て知識体系（body of knowledge, BOK）を構築されてきた．

BOKとは，一般的には，学問の専門分野をその分野に精通し

た人々が創り上げる概念や述語や行動指針の完備な一式を言う．

本論文では，BOKは図 1のような木構造になった知識の構造

のことを指す．CC2001（computing curricula 2001）[1] はコ

ンピュータサイエンスの BOKとしてよく知られている．日本

でも情報技術（IT）の BOKとして，2008年に ITBOK [2]が

制定された．

図 1 ITBOK [2] の一部

学問は知識や概念を体系立てて整理するものであり，内容の

一貫性，整理あるいは理解しやすさの観点から対象を限定して

取り扱うのが一般的である．一方で最先端の研究の進展の方向

性を考える際に，従来とは異なった観点，発想，手法，技術に

より新たな成果を生み出す例が多く存在する．これは従来あま

り結びつかなかった複数の学問分野にわたって精通している研

究者や，複数の学問分野の研究者らが共同で研究に当たること

によってもたらされる．このようにして新たに作られた学問領

域は学際領域や総合科学と呼ばれる．こういった学際領域の研

究の成果が大きいことは常に認識されているが，一学問として

確立させるにはその学問の BOKを構築する必要がある．

1. 2 BOKの創生方法

従来の学問の BOK創生はトップダウンで行われてきた．こ

のトップダウンとは，BOKを木構造の上の階層から順に構築

することを指す．しかしながら，学際領域での新生の学問分野

の BOKを作成するためにはボトムアップで構築される必要が

あると考える．なぜならば，新たに作られる学問分野の研究者

は誰もその全体像を前もって描けないため，BOKを上の階層

から作ることができないためである．

2. WikiBOK

2. 1 ボトムアップによる BOKの構築

新生学問分野の BOKがボトムアップアプローチによって創

生（＝策定）可能であることを示すために，我々は新生学問分

野の一つである社会情報学（social infomatics，SI）を事例と

し，その学問体系をボトムアップにより策定することを考える．

社会情報学は用語や概念においても分類，整理の途中であり，

対象としてふさわしいものと考えられる．もし社会情報学の

BOKが策定されれば，社会情報学という新生学問分野の姿が

初めて明らかにされることに加えて，そこで得たアプローチを

これから生まれてくる新生学問分野の BOK策定にも活用する

ことができる．ボトムアップによる社会情報学の BOKの策定

を行うために，著者らの研究チームでは“WikiBOK”と呼ぶ，

BOK策定支援システムの開発を行なっている．

2. 2 WikiBOKとは

WikiBOK システムとは wiki エンジンを用いた集合知アプ

ローチに基づく，知識体系の構築支援システムである [3]．こ

のシステムは集団で共著作業をすることを考え，開発にMedi-

aWikiを採用した．MediaWikiを採用した理由は，MediaWiki

が世界最大のWikiサイトであるWikipediaで使用されている

Wiki エンジンであり，Wikipedia で行われている集団での記

事の編集作業が我々の目指している集合知アプローチによる集

団での BOK策定作業に似ているからである．このWikiBOK

を使用することで，集団は協調作業を行いながら知識構造を構

築することができる（図 2）．

図 2 WikiBOK システムのスクリーンショット

2. 3 WikiBOKの制限

WikiBOKシステムは学際的な学問領域に関わっている大学

研究者である教師が使用することを想定されている．しかし，

ここで作られる BOKはその学問領域に携わる全ての人の意見

を反映しているわけではない．その理由は，その学問領域を学

んでいる学習者の意見を反映していないからである．WikiBOK

システムは，ある程度の広域な知識を保有している人が使用す

ることを想定されているため，学習者のような知識の少ない人

は使用することができない．

3. 関 連 研 究

3. 1 シラバスによる授業領域の関連性の可視化

美馬の研究では，大学の授業シラバスを自然言語処理解析す



ることで，書かれた文章がどんなテーマを扱っているか，他の

文章と内容がどのくらい似ているかを複合的に解析し，その解

析結果をグラフにして表示するシステム“MIMA Serach”を 開

発した [4]．このシステムにより，大学で行われている授業間の

関連性の比較や，教師が受け持っている学問分野と他の領域と

の比較が容易にできた．この研究はシラバスの解析を行いデー

タの構造化を行った．しかし，BOK構築を行ったわけではな

いため，システムが作ったデータの構造は木構造ではなかった．

3. 2 シラバスからの BOKの構築支援

川端らは，学際分野や新しい学問分野を考慮した知識体系

の構築方法として，シラバスに基づく BOK構築の支援を行っ

た [5]．この研究では，シラバスから特徴語を抽出し，その特

徴語間の関連性を解析し，その解析結果を基に 3階層からなる

木構造のデータを構築するシステムを作成した．これにより，

シラバスから知識の抽出を行うことができた．しかしながら，

このシステムでは，専門家が行う知識の抽出に比べると雑多な

データしか抽出することが出来なかった．

4. 提案・目的

4. 1 提 案

WikiBOKシステムによる BOK構築は学際的な学問領域に

関わっている大学研究者である教師が主体となって行なってい

た．この BOK構築作業にその学問領域を学ぶ学習者の意見を

取り入れることを考える．

本研究では，BOK構築作業の主体を，“大学教師を中心とす

る研究者”と“教師に指導を受ける学習者集団”へと拡張する

ことを提案する．

4. 2 研 究 目 的

本研究では，学習者集団による，学問分野の知識構造の構築

を目的とする．これにより，作られる BOKは教師と学習者の

意見を汲み取ったものとなり，学問領域全ての人の意見によっ

てできたものとなることが期待される．

5. 手 法

学習者による BOK構築の手法を考える．

5. 1 学習者による BOK構築の手法

学習者は以下の特徴を持つ．

• 広域な知識を有していない．

• 教師間を横断した知識を持っている．

学習者は教師に比べ，知識の量は遥かに少ない．しかし，複

数の教師から教育を受けているため，教師の持つ知識を横断し

て習得していると考えられる．

少ない知識だけで BOK構築を行う手法として，学術用語の

解析を学習者によって行うことで BOKの構築を行うことを考

える．本論文では，学術用語をトピックと呼ぶ．川端らの研究

では，シラバスから特徴語の抽出，特徴語間の関連性の解析，

関連性からの木構造の構造化を行うことで，BOKを作成した．

この手順の中の，トピックの関連性の解析を学習者の判断によ

り行うことで，BOK構築に学習者の意見を反映させられると

考える．

学習者は広域な知識を有していない．しかし，二つのトピッ

ク間の関連性の有無の判断であれば，その用語を知っているだ

けで行うことができる．ある学習者がトピック間の関連性の判

断を行えなかったとしても，大勢の学習者で関連性の判断を行

えば，他の大勢の学習者の判断によって，そのトピック間の関

連性の判断は補完できると考えられる．

つまり，以下の二つの仕組みが必要だと考えられる．

仕組み 1 トピック間の関連性の判断を学習者によって行う．

仕組み 2 複数の学習者の知識構造を，集合知を用いて，一つの

構造にする．

この二つの仕組みにより，学習者による BOK構築を行うこ

とができると考えられる．

5. 2 集合知とは

集合知とは以下の四つの条件を満たすことで，集団の意見か

ら，正しい意見を得ることができるというものである [6]．

条件 1 集団の意見が多様である．

条件 2 個人個人の意思の決定が分散している．

条件 3 個人個人の判断が独立している．

条件 4 集団の意見が適切に集約されている．

本研究ではこの条件のうち，条件 1と条件 2は満たしている

ものとする．即ち，条件 3と条件 4を満たす必要がある．条件

1は，学習者は様々な教師の下で教育を受けているため，様々

な意見を持っていると考えられるため，満たされている．条件

2は，学習者は決定する際にその決定を誰からも強制されない

ため，満たされている．

集合知を用いることで，学習者の意見から正しい一つの意見

を抽出する．

5. 3 提案手法の成立に必要な条件

5.1節の二つの仕組みが成立する条件と，5.2節の集合知の条

件と，学習者による BOK構築を行うにあたって必要だと考え

られる条件を以下に述べる．

条件 1 BOK構築を行う上で必要な知識を極力少なくする．

条件 2 学習者間での情報のやり取りをなくす．

条件 3 複数人の知識構造を一つの構造にする際に適切に集約

する．

条件 4 BOK構築操作を極力簡単にする．

条件 5 BOK構築作業を継続する意欲を与える．

条件 2と条件 3はの集合知の条件である．条件 2は，集合知

の，個人個人の判断が独立している，という条件にあたる．条

件 3は，集合知の，集団の意見が適切に集約されている，とい

う条件にあたる．

条件 4と条件 5は，学習者を BOK構築に参画させるための

条件である．条件 4は，学習者に極力ストレスを与えないため

にあり，条件 5は，学習者のモチベーションを維持するために

ある．

これらの条件を満たすシステムを作成することで，学習者に

よる BOK構築が可能になる．



6. 実 装

6. 1 手法の条件を満たすシステム

5.3 節の条件を解決するシステムを作成する．BOK 構築を

行う上で必要な知識を極力少なくする，という条件は，“二つ

のトピック間の関連性を判断してもらう”という作業により満

たす．さらに，そのトピックの意味がわからない場合のために，

トピックの説明を見ることができるようにもする．

学習者間での情報のやり取りをなくす，という条件は，学習

者個人が作ったデータを他人から見えなくすることで満たす．

複数人の知識構造を一つの構造にする際に適切に集約する，

という条件は，今回作成するシステムでは，学習者の意見の平

均を取ることで満たす．本システムでは平均を，“特定の二つ

のトピック間に関連性が有ると判断した学習者の数”÷“特定

の二つのトピックを確認した学習者の数”とする．この値には

二つの閾値を設ける．一つの閾値は“特定の二つのトピックを

確認した学習者の数”に設ける．これにより，少ない判断で作

られた関連性のデータを減らす．もう一つは計算した平均の値

に設ける．これにより，集団があまり支持していないトピック

間の関連性のデータを減らす．

BOK構築操作を極力簡単にする，という条件のため，シス

テムをスマートフォン上で動くグラフィカルなアプリケーショ

ンとして作成する．システムをスマートフォン上で動くアプリ

ケーションとして作成することで，学習者はいつでもどこでも

BOK構築を行うことができる．グラフィカルなアプリケーショ

ンとすることで，学習者の行うトピック間に関連性を与える行

為がわかりやすくなる．

BOK構築作業を継続する意欲を与える，という条件のため，

学習者には自らが作った BOKを閲覧できるようにする．学習

者は，スマートフォン上で行った関連付けのデータを，PC上

で確認できるようにする．また，学習者には定期的に，自身が

行った関連付けのデータがどれだけ全体の構造に寄与したか，

という値を返す．これは学習者の行った関連性の判断と集約し

た全体の関連性との割合で算出する．これにより，学習者は，

自身がその学問に携わり，BOKを構築していると自覚できる．

6. 2 システム構成

作成したシステムは以下の要素からなる．

• PCとスマートフォン上で操作することができるシステ

ムとその UI．

• 最適な位置にエッジとリンクを配置する表示モデル．

• 複数の利用者のデータを統合するシステム．

• 利用者に提示する社会情報学に関するトピック群．

システムはクライアントサイドとサーバサイドからなる．ク

ライアントサイドでは，PCブラウザとモバイルブラウザ両方

で操作できるグラフィカルな UIを持つシステムを作成した．

UIには Eadesのばねモデルアルゴリズム [7]を使用した．こ

れにより，関連性がトピック同士は近くに表示されるようにな

り，各学習者が構築したデータ構造と，集計して出来たデータ

構造を見やすい形で表示できた．

サーバサイドでは，定期的に複数の利用者のデータを統合す

図 3 システム構成

るシステムを作成した．これにより，全体の意見を取得できる．

この時できたリンクをマスターリンクと呼ぶ．

本システムで使用するトピックは，社会情報学部の教師から，

自らの専門分野に関連するトピックをリストアップしてもらっ

たものを使用する．このトピックは 593種ある．

本システムでは，トピックは全て図 4のような“泡”で表され

る．泡の中心にトピックが書いてあり，システム使用者はその

トピック同士を見比べて，関連性が有ると判断した際にトピッ

ク間に“リンク”を張る．

使用者はアクセスすると 593種中 50種のトピックを泡とし

て見ることができる．この 50種はアクセスするたびにランダ

ムに変わる

ページは仮想的に 960× 1248の画面空間となっている．使

用者は画面か泡をドラッグしながら動かすことができる．

使用者は関連性が有ると判断した泡同士を一定時間（0.3秒

間）重ねることでリンクを張ることができる．

リンクは泡の間に張られ，泡同士を引きつける力を働かせる．

この力により，リンクされた複数の泡は，その内の一つの泡を

引っ張ることで，同時に動かすことが出来る．

6. 3 クライアントサイドの説明

泡を一定時間押し続けると，トピックの説明が表示される

（図 5）．トピックの説明は，現在はWikipediaから引用してい

る．この説明文は，教師が書くこともできる．

泡は様々な状態によって見た目が変化する．泡は，過去に一

度もクリックされていない場合，白地で表現され，過去にク

リックされている場合，色付きで表示される．この泡の色はラ

ンダムで付けられる．泡には動いている状態と止まっている状

態がある．状態は泡をクリックすることで変更できる．動いて

いる状態の場合は濃い色になり，止まっている状態の場合は薄

い色となる．泡を止めた場合，止めた位置はデータベースに保

存される．泡はシステムにアクセスした際に毎回ランダムな場

所に表示されるが，泡を止めていた場合は前回に止めた場所に

表示される．泡は，トピックの説明を見ると，中心に白い丸が

表示される．これらは，使用者に対し，そのトピックを過去に

チェックしたか，という判断材料になる．



図 4 システムの UI

図 5 トピックの説明の画面

7. 実験・結果・考察

7. 1 実 験

実験として，学習者には作成したシステムを使用してトピッ

ク間にリンクを張る作業を行わせた．実験を行う時刻や時間は

指定せずに，学習者の自由な時間に使用してもらった．実験対

象を青山学院大学社会情報学部の学生で行った．実験協力者は

17名，実験期間は 2012年 1月 26日から 2012年 2月 4日ま

での 10日間とした．

7. 2 結 果

リンクを 273本確認できた．本来は二つの閾値（6.1節）を

指定してリンクを作るのだが，リンク数と使用者数が少ない

ため，構造としては不完全なものだが，二つの閾値をどちらも

“ 0”とし，マスターリンクを作成した．

つまり，得られた全てのリンクのデータを繋げるという処理

を施すと，図 6のようなグラフが得られる．この図の“Web2.0”

の周辺を拡大すると図 7のようになる．

図 6 全員のデータ（閾値無し）

図 7 全員のデータ（閾値無し，一部）

7. 3 考 察

6節の結果から，以下のようなことがわかった．

• 構造を作ることができた．

• 関連性の弱いデータも構造の中に組み込まれてしまった．

• 木構造になっていない．

（1）学習者のデータから構造を作ることができた．

実験の期間が短かったことと，学習者のテスト期間と重なっ

てしまったことがあり，実験の参加者をたくさん集めることが

できなかったため，実際に繋いでもらったリンクのデータはそ

こまで多くならなかった．それでも閾値を学習者のデータから

図 6のような一つの構造を構築できた．

（2）関連性の弱いデータも構造の中に組み込まれてしまった．

大量のリンクデータデータを集めることが出来なかったため，

閾値を“一人が支持していれば”という条件にしてしまい，大



勢の判断による弱い関連性の組み合わせの削除が行えなかった．

（3）木構造になっていない．

集約したデータを木構造にする仕組みを作成していなかった

ためデータの構造に閉路ができてしまっている．閾値を設け

ることで，閉路はある程度回避できるが，正しい BOKとして

データを構築するのであれば，閉路になってしまっている部分

を解析し，正しく分割できる仕組みが更に必要だと考えられる．

8. お わ り に

8. 1 総 括

本研究では，BOK構築を支援する仕組みとして，学習者に

よる BOK構築手法を提案した．更に，その手法を満たすアプ

リケーション例を作成した．

アプリケーション例として，トピック間に関連性が有ると判

断した際にリンクを張ることができる仕組みと，複数人の参加

者の知識構造を，集合知を用いて，一つの構造にする仕組みを

持つシステムを作成した．

このシステムを使用して実験を行い，実験で得た学習者の

データを基に，トピックを用いた BOKを構築した．

8. 2 今後の展望と課題

学習者のデータを大量に集めることが出来なかったため，構

造化する際に閾値を高く設定することが出来なかった．もっと

多くの学習者にシステムを使用してもらい，データを集め，集

計する際に閾値を高くし，より適切な BOKを再現する．

作成した BOKの構造は木構造になっていなかった．現状の

システムでは，環状になったデータを木構造にするための仕組

みが導入されていないため，木構造にする仕組みを追加する．

作成したシステムには，学習者に対し，モチベーションを維

持する仕組みや，ストレスを減らす仕組みがあまり付与されて

いない．今後運用するためにはこれらの仕組みも考える必要が

ある．

本研究では本システムを使用してできたデータの構造の評価

をしていない．そのため，システムの評価法について考える必

要がある．社会情報学の BOKは現在作成途中であり，学習者

が作る BOKと比較することができない．教師にも本システム

を使用してもらい，BOK を作ることで，学習者が作る BOK

と比較することができると考えられる．この際に，“どちらの

BOKが正しいか”という判断は誰にも行えないため，どうす

べきか考える必要がある．
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