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を把握することが可能となる．また，このような分析

1. はじめに

結果を学習者にフィードバックすることによって，自
分自身で誤りや弱点を把握し，学習方法を振り返る手

近年，学校現場における ICT 活用基盤の構築や活用が

がかりにもなると考えられる．

進められている．その中のひとつにタブレット PC の

本研究では，教師の指導や生徒自身の学習の振り返

導入があり，これによって授業中，家庭学習など場所

りに活用することを目的として，生徒がつまずいた部

を限らず学習ログデータを取得することが可能となっ

分を適切に把握できるようにするために，ペンストロ

た．著者らも 2014 年より「京都 ICT 教育モデル構築

ークの時間間隔を用いた答案の解答停滞箇所の検出手

プロジェクト」(1)を実施しており，現在，中学 3 年生

法を提案する．具体的には，数学を対象として同一問

を対象に 3 クラス 120 名の生徒と教員にタブレット

題に対する複数の答案間で解答過程の同等箇所につい

PC を配備して学習ログの取得を行っている．

て時間比較を行うことにより，停滞箇所を検出する．

タブレット PC を活用する際の利点として，解答記

従来，タブレット PC やデジタルペンを用いて入力

述における時間や筆跡といった記述の過程を表す時系

された情報から，文章の書き写し行動の時間分析(2)や

列データの学習ログが収集できることが挙げられる．

解答停滞箇所の可視化(3)など，ストロークの時間間隔

教師が適切な学習指導を行うためには，生徒の習熟度

を利用した研究がある．これらの研究が他の筆記との

の低い箇所を把握することが重要であり，答案の解答

対応をとらず分析対象となる答案のストロークのみを

過程を分析することになる．その際，習熟度が低い箇

用いて停滞箇所の検出などの処理しているのに対し，

所とは，
「誤りが生じる箇所」あるいは「時間がかかる

本研究では他の答案との比較によって停滞箇所を検出

箇所」のどちらかであると考えられるが，時系列デー

する．他の答案との比較により，
「皆が解答に時間がか

タの学習ログを分析すれば，従来の紙と鉛筆による学

かる箇所」を停滞箇所として検出することなく，その

習では行なうことのできなかった
「時間がかかる箇所」

生徒が苦手として解答に時間を要した箇所のみを検出
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することができる．教師の生徒ごとへの指導や生徒自

手法の概要

2.2

身の学習の振り返りに活用することを考えた場合，生

このようなペンストロークデータから得られる生徒

徒全体の傾向ではなく生徒毎の苦手箇所を検出できる

の解答過程より，解答の停滞が見られた箇所を自動的

点で本手法は有効である．

に検出する．これにより，習熟度が低い箇所を把握で
きるようになることが期待できる．解答の停滞が見ら

2. 提案手法

れた箇所に基づいて生徒の理解度や思考の過程を分析
することを想定した場合，単に解答に時間を要した箇

2.1

ペンストロークデータ

所を検出するのではなく，答案を他の複数の生徒の答

本研究では学習ログデータの中でペンストロークデー

案と比較することによって，相対的な解答時間の遅れ

タを研究対象として用いる．ペンストロークデータの

を検出できることが重要である．その際，この比較は

例を図 1 に示す． 答案用紙には下書きのためのスペ

答案間における解答過程内の同一ステップにあたる箇

ースも含めた解答過程を記述するための空白の欄が設

所（同等箇所と呼ぶ）ごとに行われるべきであり，答

けられており，生徒はその空白の欄内にスタイラスや

案間の同等箇所がペンストロークデータ上で対応付い

デジタルペンを用いて解答を記述する．

ている必要がある．これを実現するために以下の手順

ペンストロークデータにはある生徒がその空欄内に

にて答案の対応付けと解答停滞箇所の検出を行う（図

記述したすべてのペンストロークが時系列順に記録さ

3）
．

れている． ここで，
「ペンストローク」とは記述にお

1.

ペンストロークデータからの文字列抽出：生徒間

ける一筆のことであり，ペンダウンの時刻，ペンアッ

で筆跡の違いが存在する場合にもロバストに対応

プまでの経過時間，ペン先の二次元座標列で表現され

付けが可能となるよう文字認識を行い，答案を表

るペン先が通った軌跡（図 2）などからなる． このよ

す文字列を生成する．

うなペンストロークデータからは，紙の答案から得ら

2.

DP マッチングによる答案文字列同士の対応付

れる静的な情報に加え，動的な解答の過程も得ること

け：抽出された文字列には認識誤りが含まれ，ま

ができる．

た，同等箇所でも生徒ごとに異なる数式の表記が
用いられている．これらの違いに対してロバスト
になるよう DP マッチングによる対応付けを行う．
3.

解答停滞箇所の検出：対応づけられた同等箇所ご
とに，記述に要する時間の生徒間の平均値と各生
徒の平均からの乖離を算出し，
これを可視化する．

図 1：ペンストロークデータ

図 3 : 手法の概要
以降，答案 A のペンストロークデータをSA と表記
図 2：ペン先の座標列データ

し，NA 個のペンストロークs1A , … , 𝑠𝑁𝐴𝐴 から構成され
ているものとする．ここで，siA はペンストロークデー

タSA のi番目のペンストロークであり，文字や記号の一

座標幅，y座標幅を用いて中央値を算出してこれを文

画に相当する．各ペンストロークは軌跡およびペンダ

字の大きさとし，改行の検出に用いる．
(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

ウン時刻からなり，ペンストロークsiA の軌跡をpiA ，

widthi = max(𝑥𝑖𝐴 ) − min(𝑥𝑖𝐴 )

ペンダウン時刻をt iA と表記する．軌跡は点座標の順序

height i = max(𝑦𝑖𝐴 ) − min(𝑦𝑖𝐴 )

付き集合として，
(1)

(1)

fontsize
(2)

(2)

(𝑛

)

(𝑛

)

= median(widthi , height i , … , widthj , height j )

piA = {(𝑥𝑖𝐴 , 𝑦𝑖𝐴 ), (𝑥𝑖𝐴 , 𝑦𝑖𝐴 ), … , (𝑥𝑖𝐴 𝑖𝐴 , 𝑦𝑖𝐴 𝑖𝐴 )}

これにより，ペンストロークに含まれる点やマーカー

と表す．ここでniA は軌跡piA を構成する点の数である．

などの線，または誤入力といった文字以外を表すもの
に影響されず文字の大きさを求めることができる．

2.3

ペンストロークデータからの文字抽出

答案 A のある行が，ストロークsiA から始まりsjA ま

本研究で扱うペンストロークデータは数学の答案を

でを含むことが既に判定できているものとする．この

表すものであるが，数式は一般的な文章と異なり，文

とき，次のストロークs(j+1)A もこの一行に含まれてい

字が左から右に整列しているだけでなく，文字が上下

るか，あるいは改行を挟んでいるのかどうかを以下の

に配置されている場合もある．その一方で，数学の答

条件で判定する．

案は式が上から下に行ごとに展開されていく．そのた
分ずつに分割する．

Ymin

ペンストロークデータは時系列データであり，ペン
ストロークが書かれた順に記録されている．先頭の時

(𝑘)

とおき，

改行には図 4 に示す 2 つの場合が考えられる．図中

|Xmax − xmin | > fontsize
かつ

の行の幅だけ減少し，y座標の値が文字の縦幅だけ増

|Ymin − ymin | > fontsize
を満たすときsjA とs(j+1)A との間には改行があると

の幅だけ増加し，y座標の値が何行かの高さの分だけ

判定する．

減少する．つまり改行時には，毎回多少の違いはある

2.3.1

が，同じ行を書いている間には見られないような，一

(𝑘)

ymin = min(𝑦(𝑗+1)𝐴 )

りペンストロークを行単位に分割する．なお，座標系

加する．図中の②では改行前後でx座標の値が段落間

(𝑘)

= min(min(𝑦𝑖𝐴 ) , … , min(𝑦𝑗𝐴 ))
(𝑘)

クの座標の変化に基づいて改行を検出する．これによ

の①では改行前後でストロークのx座標の値が改行前

(𝑘)

xmin = min(𝑥(𝑗+1)𝐴 )

刻から順にペンストロークの座標を走査し，ストロー

を図 4 のように定める．

(𝑘)

Xmax = max (max(𝑥𝑖𝐴 ) , … , max(𝑥𝑗𝐴 ))

め，文字抽出の前にまずペンストロークデータを一行

分割されたペンストロークデータからの文字

抽出

定以上の変化がストロークのx座標y座標共に生じる

分割されたペンストロークデータから文字抽出を行

ことがわかる．この変化量は答案中の文字の大きさに

う．文字抽出には Alvaro らが提案した手書き数式認

依存しているため，まずペンストロークデータから文

識手法(SESHAT)(4)(5)を用いる．数式の認識には大きく

字の大きさを算出し，それを改行の検出に用いる．

わけて，記号の認識と数式の構造解析の二つの行程が
必要になる．数式の構造は使われている記号に依存す
るので，"SESHAT"では記号の認識結果と数式の構造
解析結果を組み合わせたとき最適となる結果を選択し
て出力している．ペンストロークデータを入力に与え

図 4：改行

ると，その認識結果の文字列と各文字を構成している
ペンストロークの座標情報が得られる．前節の手法に

文字の大きさを算出する際，各ペンストロークのx

より，ペンストロークデータは複数の行に分割されて

いるが，次節でのペンストロークデータの対応付けで

ベットだったとしても，両者は表現方法が異なるだけ

は，分割されたペンストロークデータから得られた文

で意味的には同じという可能性がある（例えば，x 2 +

字抽出結果を連結させて，ひとつの文字列として処理

1 = 0とa2 + 1 = 0など）
．一方，ふたつの文字が x と

を行う．

1 のようにアルファベットと数字であるような場合は
意味的にも異なると判断される．以上のことを考慮し

2.4

ペンストロークデータの対応付け

て，ふたつの文字が同一である場合，異なるが共にア

比較するふたつの答案から得た文字列を，DP マッチ

ルファベットである場合，異なりかつ文字種も異なる

ングにより対応付ける．本研究では一般的な DP マッ

場合の３つの場合に対してそれぞれ異なるペナルティ

チング手法(6)に，数式のマッチングに適した重み付け

を設定している．

を加えて用いる．

また，式では上下および左右の移動経路はどちらか

ふたつの答案から得た文字列text1 ，text 2 から図 5

の文字列の伸縮を表しており，文字列を伸縮させない

に示されるようなペナルティ表を作成する．ペナルテ

ななめ移動の経路よりも大きいペナルティ
（left(i, j)と

ィ表内の各ペナルティは左から右，上から下の順に計

up(i, j)は+2，upleft(i, j)は+1）を設定している．

算され，
文字列text のi番目の文字をtext(i)と表すと，

図 5 に示したペナルティ表は，2 つの文字列

ペナルティ表のi行j列のペナルティP(i, j)は，次式に従

"ab4c","b4c"に対して，α = 5, β = 10としたときの例

って算出される．

である．このように作成したペナルティ表の最下段の
うち最小値のマス（最小値が複数ある場合，その最右
マス）から，左，左上，上のうち最小値を辿って最上
段の最左マスに至る経路を得る．経路が(i, j)のマスを
通りtext1 (i) = text 2 (j)であるとき，この両文字は対
応付いていると判定する．この文字間の対応関係から
答案間の対応付けを得る．

図 5：ペナルティ表

2.5
Pw (𝑖, 𝑗)
𝑡𝑒𝑥𝑡1 (𝑖) = 𝑡𝑒𝑥𝑡2 (𝑗)

ペンストロークの対応付けに基づいて答案のストロー

𝑡𝑒𝑥𝑡1 (𝑖) ≠ 𝑡𝑒𝑥𝑡2 (𝑗) (共にアルファベット)

クごとに解答時間の比較を行う．答案 A の各ストロー

それ以外

クについて他の答案での解答時間の平均からの遅れ

0
= {𝛼

答案間の同等箇所の対応付けと解答停滞箇
所の検出

𝛽

diA を算出する．

𝑙𝑒𝑓𝑡(𝑖, 𝑗) = 𝑃(𝑖 − 1, 𝑗) + 2
𝑢𝑝(𝑖, 𝑗) = 𝑃(𝑖, 𝑗 − 1) + 2
𝑙𝑒𝑓𝑡𝑢𝑝(𝑖, 𝑗) = 𝑃(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 1

答案 A のmi 番目のストロークsmi𝐴 と答案 B のm′i 番
目のストロークsm′ 𝐵 が対応付き，答案 A のmk 番目の
i

ストロークsmk𝐴 と答案B のm′k 番目のストロークsm′ 𝐵

として，

k

が対応づいているとする．答案 A における，smi 𝐴 から

P(i, j) = Pw (𝑖, 𝑗) +
min(𝑙𝑒𝑓𝑡(𝑖, 𝑗), 𝑢𝑝(𝑖, 𝑗), 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑢𝑝(𝑖, 𝑗))

(1)

smk𝐴 までの筆記時間をTA (𝑚𝑖 , 𝑚𝑘 )，答案 B における

式１では，ふたつの文字が異なっていた場合のペナル

sm′ 𝐵 からsm′ 𝐵 までの筆記時間をTB (𝑚𝑖′ , 𝑚𝑘′ )とすると，

ティを設定している．一般的な文字列同士のマッチン

答案 B に対する答案 A のmi 番目からmk 番目までの各

グを DP マッチングよって行う場合，ふたつの文字が

ストロークの遅れは，

同一であればペナルティを 0 に，異なっていれば文字
種にかかわらず一定値のペナルティを与える．それに
対して，答案の数式を表す文字列同士のマッチング行
う場合，ふたつの文字が'x'や'a'など，異なるアルファ

i

k

dBjA =

max{𝑇𝐵 (𝑚𝑖′ , 𝑚𝑘′ ) − 𝑇𝐴 (𝑚𝑖 , 𝑚𝑘 ), 0}
𝑚𝑘 − 𝑚𝑖 + 1

で与えられる．ここで，mi ≤ 𝑗 ≤ 𝑚𝑘 である．
答案 A の比較対象として用いる答案B1 , … , 𝐵𝑁 を用

いて同様に各ストロークの遅れを計算し，次式にて遅

7 題に解答した際に得られたものである．この 602 個

れを算出する．

のデータの中から消しゴムとしてのストロークが含ま
𝑁

diA =

1
𝐵
∑ 𝑑𝑖𝐴𝑏
𝑁
𝑏=1

れたものを除き，211 個の答案データを用意した．
なお，実験にあたっては，氏名・出席番号等個人を
特定する情報を削除して匿名化処理を行ったものを利

2.6

解答停滞箇所の提示

用した．

教師に解答停滞箇所を提示する手段として以下の 2 つ
の提示方法を考案した．提示にあたっては，答案から
解答停滞箇所が視覚的に把握できることが重要である．
ペンストロークデータから答案を再現することがで

3.2

文字抽出と対応付け結果

ペンストロークデータからの文字抽出結果を図 7
に示す．74 文字中 10 文字の抽出に失敗していること

きるが，このときペンストロークを直前のストローク

が確認できる．以降の実験では 211 個の答案のうち，

の遅れdiA に応じて着色する．
解答停滞箇所が色によっ

同様の解答ステップを経たと考えられ，かつ，7 割以

て確認できる上に，それ以外の部分，例えば人よりも

上の対応がある比較対象答案が存在する 93 個の答案

素早く進めた箇所などを確認することもできる．

を実験に利用する．なお，各答案に対する比較答案は

また，ペンストロークデータには解答過程の時間情

最小 1 個，最大 36 個，平均 14.2 個である．93 個の検

報も含まれているため，その解答過程を動画再生する

出答案に対して平均 14.2 回比較を行うことから，比較

ことも可能である．ふたつの答案を，対応付いている

の組は 1320 組存在する．このうち，答案の内容がほ

箇所ごとにタイミングを同期させながら再生すること

ぼ一致していた組と，一部の式の項の順序が入れ替わ

で，各箇所でどちらがどれだけ停滞しているかがわか

った組の 2 組について対応付けの精度を調べたとこ

る．各箇所にかかった時間をそれぞれの答案ごとに棒

ろ，適合率，再現率が前者は 94.6%，89.7%，後者は

グラフで表示する．棒グラフを見ながら，解答停滞箇

76.6%，73.5%であった．前者の対応付けの結果の例を

所として検出されたペンストローク付近の箇所には実

図 8 に示す．

際どれくらいの時間がかかっているのか，またその時
間は他者の答案と比べてどうなのかをより詳細に見る
ことができる．図 6 に提案する提示法による動画の 1
フレームを示す．

図 7：文字抽出結果
図 6：動画による解答停滞箇所の可視化

3. 実験
3.1

ペンストロークデータの収集

図 8：対応付け結果

提案手法を実際の教育現場で得られたペンストロー
クデータに適用する実験を行った．用いたデータは中
学校 3 年生 86 名が数学の因数分解を中心とした課題

3.3

解答停滞箇所の検出結果

解答停滞箇所の検出閾値は，人目で停滞と感じられ

る長さを元に 2 秒と定めた．つまり全答案の平均より

に活用することを目的として，生徒がつまずいた部分

2 秒以上遅れている箇所を解答停滞箇所として検出

を適切に把握できるようにするために，ペンストロー

する．この結果， 93 個の答案のうち 14 個の答案か

クの時間間隔を用いた答案の解答停滞箇所の検出手法

ら計 298 箇所の解答停滞箇所が検出された．このとき

を提案した．

ひとつの答案からは最大で 93 個検出された．検出結

提案手法で対応可能なものは計算問題のように数式

果を図 9 および図 10 に挙げる．直前のストロークが

や文字のみで構成され，ある程度答案のパターンが限

全答案の平均より 2 秒以上遅れている箇所を解答停滞

定された答案であり，数式の証明問題のようなものに

箇所として赤く，遅れが 0 に近づくほど青く着色して

は対応可能であるものの，図形問題のように図を描画

いる．図 9 において，(a + b)(a − ab + b

= (a +

したり書き込みを行ったりするような問題には対処で

b3 )の公式を利用する際に他の答案よりも時間を要し

きない．今後の課題としてこれらの問題に対応できる

たことが確認できる．また図 10 において，式展開後

よう画像特徴など文字列以外の特徴を用いた答案の対

に項ごとにまとめる計算に時間を要し，また中かっこ

応付けなどに取り組む必要がある．

2

2)

3

を記述する際に少し時間を要していることが確認でき
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4. おわりに
本研究では，教師の指導や生徒自身の学習の振り返り

