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1 はじめに
大学生のアカデミックライティングのスキル向上，い
わば「書く力」の向上は喫緊の課題である．大学入学
者の質の問題や産業界からの要請など，大学の教育の
質保証が求められている中，文章作成スキルの向上は
重要な課題のひとつである [11]．そこでアカデミック
ライティングのスキル向上の中でも，著者らは特に書
き手の主張およびその論証を含む主張型レポートのス
キル向上 [12, 16] を目指すが，なかでも書き手の主張
の発見の支援に重点を置く．主張の論証や文章の論理
的構成といった「どう書くか（how to write）」に関
しては様々なライティングの教科書や教育実践におい
て重点的に説明されてきたが，それ以前の「何を書く
か（what to write）」，つまり書き手の主張の発見の
しかたにおいてはほとんど説明がなされてこなかった
[12]．著者らはこの書き手の主張の発見に重点を置き，
その支援のために参考文献へのアノテーションを行う
システムを開発し，実際に大学の授業で利用した．本
稿では実際の大学授業における利用状況について紹介
した後，今後の研究展開の可能性について説明する．
ここで「何を書くか」に着目した場合，読み手が参

考文献を積極的な姿勢で読み，レポートや論文を書く
ための問いを発見する必要が出てくる．特に日本の高
等学校までの文献読解の教育は，文章の内容の正確な
理解に徹する受動的な読解の練習がほとんどで，内容
の理解とともに読み手が意見を示しながら対話的に
文献読解を行う練習をほとんど行ってこなかった．こ
のように，読み手が文献に積極的に関わる文献読解の
トレーニングが，アカデミックライティングにおける
テーマ発見に必要と判断し，それを支援するシステム
の構築を試みた．この積極的な読みの方略として，紙
の書籍などであれば下線や余白への書き込みが有効と
されている [1]．また，Marshall [8] は実際に大学生が

教科書に行った下線や余白への書き込みの内容を調査
し，電子化された文書においても下線・書き込みに相
当する行為を学習者は必要とするであろうと主張して
いる．これらを踏まえると，アカデミックライティン
グにおいて書き手が「何を書くか」を発見する方略と
して，紙の文書における下線・書き込みに相当するア
ノテーションを加える行為の支援が重要といえる．

2 EMU の開発と運用
ここまで述べた大学生のアカデミックライティング
のスキル向上支援，特にレポート・論文における書き
手の主張の発見を支援するシステムとして，著者らは
EMU（Emotional and Motivational Underliner）を
開発し，実際に大学の授業で運用した．そして授業で
の利用形態を分析し，EMU の機能の効果や利用傾向
と書かれた文章の質の関係について検討した．

2.1 EMU の仕様
EMU は，Web 上の文書への下線・書き込みによ

るアノテーションの付与を可能にし，1 節に述べた学
習支援を行うためのシステムとして開発・運用されて
いる．鈴木ほか [14, 12, 16, 15] において運用されて
いた EMU の開発フレームワークとしては Ruby on
Rails 2.0.2，データベースは SQLite3，Web サーバは
Mongrel 1.1.1 を採用し，サーバにインストールして
Apache2 の mod_proxy経由で運用していたが，現在
は開発フレームワークとして Perl 5.8.8と ClearSilver
0.10.5 の組み合わせ，データベースは MySQL 5.0.87
（Tritonn 1.0.12），Webサーバは Apache2に FastCGI
モジュールを組み込み運用している．
いずれの形式にしてもクライアント側は Web ブラ

ウザのみで動作するように実装されており，他のソフ



図 1: EMU のスクリーンショット

トウェアやプラグインのインストールは不要である．
学習者は EMU 上に登録されたテキストの任意の箇所
に対しアノテーションを付与できる．アノテーション
を付与する場面のスクリーンショットを図 1に示す．
このアノテーションは下線とコメントからなるが，コ
メントは任意で下線のみの付与も可能である．

2.1.1 感情タグ

さらに，学習者はアノテーションに対してシステム
側で用意された感情表現に基づく 5種類の感情タグを
必ず付与する．近年の心理学，認知科学，神経科学の
研究は，直感的・感情的思考が非合理的な判断を導く
どころか，場合によっては熟慮的・理性的思考より合
理的な判断を下せる場合もあることを示唆している．
詳細な議論は鈴木・鈴木 [16]を参照されたいが，EMU
では学習者の直感的・感情的思考が適切な問題発見を
誘発すると考え，感情タグを定義し利用可能にした．
感情タグは，戸田山 [18] が参考文献における問題

点の気づきを学習者に促すアプローチとして提案する
ハゲドウ（激しく同意）・メウロコ（目から鱗）・ハゲ
パツ（激しく反発）・ナツイカ（納得いかない）の 4 つ
の観点を基に定義されている．これを基に，学習者に
感情的な反応を誘発するため，以下のようにあえてく
だけた表現を用いた説明とともに定義されている（括
弧内は下線の色・装飾および戸田山 [18] との対応）．

そうそう 「そうそう，その通り」「いいこと言ってる
な」と思った箇所で選択します（青，ハゲドウ）．

へぇ 「へぇそうなんだ，知らなかった」「よくこんな
こと思いつくな」と思った箇所で選択します（緑，
メウロコ）．

ムカッ 「おいおい，それは違うだろ！」「これはひど
い」と思った箇所で選択します（赤，ハゲパツ）．

？？ 「ん？ 本当か？」「よくわからないな」と思っ
た箇所で選択します（灰，ナツイカ）．

ここ大事 「ここは大事だな」だと思った箇所で選択
します（黒）．

戸田山 [18] の 4 つの観点の名称を直接用いた予備
実験の結果，名称が直感的にわかりにくく，感情表現
が極端過ぎて使用しづらいこと，またこのような観点
を持てない箇所にもアノテーションを行いたい，とい
う学習者の意見があったため，本研究ではここ大事タ
グを含めて感情タグを定義した．感情タグの用法説明
は，アノテーションの付与の際に図 1 の画面で各タグ
上にカーソルをロールオーバすると表示できる．
学習者は文書中のアノテーションを付与したい箇所

をマウスドラッグで選択すると，図 1 のように画面上
部にアノテーション付与のためのフォームが現れる．
ここで感情タグを 1 つのみ選択し，任意でコメント
を入力し，「»OK」をクリックするとアノテーション
が付与できる．感情タグに応じてアノテーションを付
与した箇所の下線の色が変わる．コメントはアノテー
ションを付与した箇所をクリックすると表示できる．

2.1.2 アノテーションの学習者間共有とピアコメン
ト機能

EMU は単に個々の学習者がアノテーションを行う
だけでなく，他学習者との相互作用をオンラインで
行えるよう，アノテーションを学習者間で共有する機
能や，他者のアノテーションに対してさらにコメント



図 2: 他学習者のアノテーションへピアコメントを付
与するフォーム

（ピアコメント）を行う機能も有している．以下便宜上
アノテーションのコメントをセルフコメントと呼び，
他者のセルフコメントに付与されたコメントをピアコ
メントと呼ぶ．このアノテーションを他学習者と共有
し，他学習者のアノテーションに対して図 2 に示すよ
うにコメントを付与できるようにした．共有について
は，任意の 1 名の他学習者のアノテーションを閲覧す
るモードと，複数の他学習者のアノテーションを重ね
合わせて閲覧するモードがある．

2.1.3 文書へのアノテーションに関する関連研究

文書に対するテキストアノテーションを活用した学
習・研究支援システムはすでに複数存在する．八木・
國藤 [21] の SQ3R 法に基づくアノテーション付与に
よる読解支援システムは，参考文献の正確な理解に力
点が置かれており，ライティングにおける書き手の主
張の発見という本研究の目的とは異なる．また，アノ
テーションを基に概念図を作成し，問題発見を支援す
る eJournalPlus [20] や，他者のレポートの論証過程
をチェックするカラコメ！ [17] が例として挙げられ
る．eJournalPlusは下線などの利用方法については使
う側に任されているものの，Tsubakimoto et al. [20]
の評価実験では著者の主張・根拠・読み手の主観で面
白い点・著者に否定的な点のアノテーションを行って
いる．カラコメ！ [17] は Toulmin モデル [19] がアノ
テーションの種類のベースとなっており，これは熟慮
的・理性的思考を誘発するものと考えられる．いずれ
も著者らの開発・運用する EMU とは異なる背景で利
用されているといえる．
さらに，下線によるアノテーションを基にした推薦

システムも存在する．坂本ら [10] は齋藤 [9] の三色
ボールペン読書法を応用し，学会の全国大会の抄録に
ユーザが引いた下線を基にユーザに発表を推薦する

システムを構築し運用した．また電子書籍閲覧端末の
Amazon Kindle1 は電子書籍に下線を引いた箇所や，
その下線に付与したコメントをオンラインで他のユー
ザと共有する機能が備わっている．著者らがアノテー
ションの学習者間共有とピアコメント活動の中では，
異なる考えの他者の意見から自身の考えを深めること
も目的としており，今後利用形態の分析やシステムの
アップデートに際しても常にこの点を意識する．

3 EMU の利用の実際
著者らはこれまで EMU を用いて行った授業におい
て，感情タグの効果，ピアコメントによる協調学習に
関する分析を行ってきた．なお，詳細な分析結果につ
いては鈴木・鈴木 [16, 15] を参照されたい．

3.1 感情タグによる問題点の発見の促進
3.1.1 課題と手続きの概要

感情タグの影響を検証するため，授業内で集団実験
を行った．参加者は教職課程の授業を受講する大学生
54 名で，後述する 1 色群，5 色群，EMU 群の 3 群
にランダムに割り当てられた．参加者は全員 Web 上
に用意されたテキストを読み，マーキングを行った．
用意したテキストは，格差社会について書かれたハー
ラン [5] の前半部を抜粋・一部改変したものである．
このテキストには不適切な類推，過剰な一般化，確証
バイアスなどが含まれている．なお，ハーラン [5] の
後半部ではこれらの問題に反駁する内容となっている
が，その内容は実験終了後に参加者に紹介された．

2.1.1 節にて説明した感情タグの使用に関して，以
下の 3 群（各群 18 名ずつ）について以下のように異
なった．

1 色群 感情タグを除くマーキングの付与ができるの
みとし，感情タグは用いられなかった．「あなたが普
段授業の配布資料や本などに下線を引くように，下線
を引いてください」と参加者は教示された．

5 色群 感情タグの各定義に対応した，感情的な表現
を用いない以下のタグの使用を可能にし，用法の説明
も書き言葉としても通用するような表現とした．

重要 大事だと思った箇所で選択します（ここ大事に
対応）．

1https://kindle.amazon.com/



図 3: コメント有無別のアノ
テーションの割合（括弧内は
個数）

図 4: トーン別コメントあり
アノテーションの割合（括弧
内は個数）
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図 5: 各実験群・感情タグ別のコメント量の平均・
標準偏差

知らなかった あなたが知らなかったり，意外だと思っ
たりした箇所で選択します（へぇに対応）．

賛成 その意見に同意できると思った箇所で選択しま
す（そうそうに対応）．

反対 その意見に反発したいと思った箇所で選択しま
す（ムカッに対応）．

わからない 疑問が残ったり，意味がとれないと思っ
たりした箇所で選択します（？？に対応）．

EMU 群 2.1.1 節にて説明したタグをそのまま使用
できるようにした．

アノテーションの分析 まず，各参加者ごとにアノ
テーションの個数を集計・分類し，差を検討した結果
について述べる．
図 3はアノテーションをコメントの有無の別に集計

し，割合を示したものである．1色群が他群と比べ，コ
メントなしのアノテーションを多く行っていた傾向が
読み取れる．検定の結果，1 色群ではコメントなしの
アノテーションの割合が有意に多く逆に 5色群，EMU
群ではコメントなしのアノテーションの割合が有意に
少なかった．
さらに，5 色群・EMU群で用いたタグを省いたコ

メント付きアノテーションを，2 名の判定者がトーン
に関する以下の 3 つのカテゴリーに分類した（一致率
.97）．

Proc 資料の著者の意見に賛成したり，驚いたりして
いるコメント（例：「まさにその通りだと思う」「そ
ういう見方もあるのか」）．

Neutralc 資料の著者の意見に賛成も反対もしていな
いコメント．たとえば，資料の論理構成，マーク

箇所の言い換え・要約・補足，資料と無関係な内
容のコメントが相当する（例：「主題」「問題提起」
「ポイント」）．

Conc 資料の著者に反対したり，疑問を示したりして
いるコメント（例：「見方が偏りすぎ」「本当に，
そうと言えるのか？」）．

なお，判定者間で判定が一致せず，内容のみではトー
ンの解釈ができないコメントが 7 個あったため，それ
らに関しては分析から除外した．
図 4はアノテーションのコメントを各トーン別に分

類・集計し，群ごとにトーン別の割合を示したものであ
る．1 色群では Neutralc，5 色群では Proc，EMU 群
では Concのコメントの割合が有意に多かった．また，
EMU 群の参加者は全員 1 個以上 Conc のコメントを
付与したが，1 色群では 9 名，5 色群では 5 名 Conc

のコメントを付与しなかった参加者がいた．
図 5 は 5 色群・EMU 群で対応するタグごとにコメ

ント量の平均・標準偏差を示したものである．なお，コ
メント量は各参加者ごとにアノテーションに付与され
たコメントの文字数を合計したものである．タグごと
に比較すると，5 色群では重要タグと賛成タグ，EMU
群ではへぇタグと？？タグが有意に多かった．

意見文 著者 2 名により，各参加者の意見文につい
て，資料の論点を見抜いた上でのまとめになっている
か，そして資料にない参加者独自に例示した事実を用
いて妥当な説明を試みているか，といった判断基準を
もとに，総合して 5 件法（1：悪い–5：良い）で評定
し，2 名の評定値の平均を用いた．
意見文の評定値の群ごとの平均は EMU 群が最も高

く（平均M = 3.97，標準偏差 SD = 0.96）以下 1色群
（M = 3.33，SD = 1.25），5 色群（M = 2.58，SD =



1.43）の順で各群間に大きな差がみられた．EMU 群
と 5 色群の間の差は有意であったが，EMU 群と 1 色
群，1 色群と 5 色群の間の差は有意ではなかった．ま
た，アノテーションのコメントのトーン別分類から，
各参加者の全コメントにおける Conc コメントの占め
る割合を求め，それと意見文の評定値との間に有意な
正の相関がみられた．また，意見文が元の文章に対し
て賛成の立場か，反対の立場で書かれているかについ
て分析を行うと，5 色群は賛成と反対が同数であるの
に対して，残りの 2 群は 80% 程度の学生が反対の立
場で意見をまとめていることが明らかになった．
以上より，感情タグを用いた場合，欠陥のある文章に

対する反論や不満を引き出しやすくなる．その結果，
的確な批判が行われ，優れたレポート（意見文）を書
くことが促されると考えられる．一方，感情を含まな
いタグを与えた場合には，文章の著者の立場に沿った
理解がなされる傾向があり，結果として反論や不満を
コメントとして書くことが減少する．そのため，最終
的な意見文の成績が低いものに留まるといえる．

読解テストの正答数 危惧されることは，感情タグを
用いて直感や感情をそのまま表現することにより，元の
文章の理解が不正確なものになる可能性である．この
可能性を検討するために，読解テスト（全 9問，4択）の
正答数を比較した．読解テストの正答数は 1色群が最
も高く（M = 6.72，SD = 1.64），EMU群（M = 6.06，
SD = 1.21），5 色群（M = 5.61，SD = 1.54）が続い
た．1 色群と 5 色群との間の差にのみ有意差の傾向が
みられたが，EMU 群との差はみられなかった．この
結果は，感情タグを利用した批判的読みにより内容理
解が不完全なものになる可能性を否定している．

3.2 ピアコメントによる問題点の洗練
今度はアノテーションの共有とピアコメントの付与

を通じて，優れたレポートの書き手である学生の活動
に着目し，その活動内容を EMU の機能やライティン
グ学習の方略にフィードバックするための基礎的な検
討を行うことにある．そこで，実際の大学の授業にお
いて EMU を運用し，優れたレポートの書き手である
学生は，そうでない学生と比べ EMU の利用形態がど
のように違うのかに着目して分析を行った．

3.2.1 手順

教職課程の学部 3・4 年生 26 名が出席した授業に
て EMU を利用し，意見文作成を行った．この授業に

おける EMU の利用状況や意見文の内容を分析対象と
した．学生はまず EMU のマニュアルを受け取り，そ
のマニュアルを読みながらまず練習用の文章に対して
アノテーションを行った．次に，3.1.1節と同様，ハー
ラン [5] から抜粋した格差問題に関する資料を読み，
アノテーションを行った．読解後，学生は 1 週間後
の次回の授業までに，課題として他の学生のアノテー
ションに対して他の学生 1 人あたり最低 1 個のピア
コメントを残すように告げられ，次回授業において，
文章・アノテーション・他の学生からのピアコメント
を参照しながら用紙に手書きで意見文を作成した．終
了後，EMUの活用の意図とともに，ハーラン [5]の後
半の内容を含めたオリジナルの文章の説明も行った．

3.2.2 意見文のレベルによる群の決定

3.1.1 節同様，2 名の評定者により意見文を 5 件法
で評定し，2 名の評定値の平均を用いた．
この意見文評定値について中央値 3.0 を基準に，中

央値より高い学生を上位群（12 名），低い学生を下位
群（10 名）に二分し，以下意見文のレベルと呼ぶこと
とする．この 2 群間のセルフコメントの閲覧頻度と
産出量，ピアコメントの産出量・受取量・閲覧頻度の
差を検討した．ちょうど中央値の評定値であった学生
4 名は分析対象から除外した．

3.2.3 分析結果

分析は，作成された意見文の評定値をもとに，図 6
に示した EMUの利用プロセスに沿って行われた．こ
のプロセスに沿って，以下分析結果について説明する．

他者のセルフコメント閲覧頻度 2.1.1 節にて説明し
たように，感情タグ別に下線は色が異なっており，ま
た下線に付与されたセルフコメントは下線をクリック
することにより閲覧できるようになっている．このク
リックに関して，クリックした日時・学生・クリックさ
れた下線をログに記録した．このデータを用い，2 週
目の授業の開始前までに，任意の 1 名の他学習者の
アノテーションを閲覧するモードにおいて，各学生が
下線をクリックした頻度を，付与されていた感情タグ
別に集計し，どのタイプの感情タグをよく閲覧するの
かを，群ごとに分析した．図 7 に意見文のレベル別・
感情タグ別の閲覧頻度の平均・標準偏差を示す．図 7
より，全体的に上位群の方が下位群より閲覧頻度が高
かった．特に下位群はどの感情タグに関しても同程度
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図 6: EMU の利用プロセスと分析結果のまとめ

ここ大事 そうそう へぇ ムカッ ？？
上位群（12名） 下位群（10名）

セ
ル
フ
コ
メ
ン
ト
閲
覧
頻
度

0
20

40
60

80
10

0

33.58
(23.52)

15.20
(13.95)

39.83
(19.97)

18.30
(12.14)

54.42
(40.76)

22.20
(20.64)

47.83
(25.11)

23.40
(16.19)

53.83
(35.69)

21.60
(17.90)

*

*：多重比較（Ryan法）により5%水準で有意差

図 7: 意見文のレベル別・感情タグ別他者
のセルフコメント閲覧頻度（数値は平均，
エラーバー・括弧内の数値は標準偏差）

セルフ賛成 セルフ反対

ピ
ア
コ
メ
ン
ト
産
出
量

0
10

20
30

40
50

15.17
(9.67)

3.83
(4.30)

34.83
(11.82)

1.08
(1.44) 15.50

(6.70)

2.60
(3.13)

19.40
(8.04)

3.30
(6.70)

セルフ賛成 セルフ反対

ピア賛成
ピア反対

***
0.1%水準で
有意差

上位群（12名） 下位群（10名）

図 8: 意見文のレベル別・トーン別ピアコメント産出量
（数値は平均，エラーバー・括弧内の数値は標準偏差）

表 1: ピアコメントの分類例

セルフコメント 例 ピアコメント 例
賛成 この発想は面白いと思う． 賛成 努力するものとしない者の差をもっ

とつけていいと思う．
この発想は面白いと思う． 反対 私は他国と同じように日本にも当て

はまるのか疑問に感じます．
反対 確かに前向きになる人もいるかもし

れないが，絶望して犯罪に走る人も
いるのが事実だ．

賛成 絶望してしまうようなヤツもいると
いうことを忘れてました．視野が広
いですね．

格差がなければ前向きになることが
できないというのにはなかなか共感
しがたい．

反対 では，バイトして金を貯めて，いい
服を買ったり，ブランドにこだわる
のはなんのため？ 人と差をつけた
いからでは？ 人より目立ちたい，人
よりも良くなりたいと思うから．で
なければ，襤褸を着ても何とも思わ
ないのではないだろうか．

に閲覧されている傾向があるのに対し，上位群はへぇ，
ムカッ，？？の 3 つの感情タグについて，他の 2 つ
のタグより有意に高かった．下位群はすべての感情タ
グについて同程度にセルフコメントの閲覧をしようと
していたが，上位群はへぇ，ムカッ，？？の 3 つの感
情タグについて，残り 2 つの感情タグと比較して多
くのセルフコメントを閲覧しようとしていたと考えら
れる．優れたレポートを作成する学習者は，へぇ，ム
カッ，？？といった文献の問題点や斬新な点を指摘し
たコメントに選択的に反応し，それについての他者の
意見を検討しているのである．

ピアコメントの産出量 分析対象の学生のアノテー
ションに対し，1164個のピアコメントが付された．以
下のカテゴリに基づき，2 名の判定者によりピアコメ
ントのトーンの分類を行った．

賛成 セルフコメントの内容に賛成したり，驚いたり
しているピアコメント．

反対 セルフコメントの内容に反対したり，疑問を示
したりしているピアコメント．

分類に該当する例を表 1に示す．判定の一致率は 90%
となり，判定が一致したもののみ分析の対象とした．
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図 9: 「反対」セルフコメントに対する「賛成」ピア
コメントの産出量と意見文評定値の散布図

セルフコメントと同様，ピアコメント内の文の個数を
集計し，各学生ごとの送信したピアコメントの文の個
数の合計をピアコメント産出量とした．なお，ピアコ
メント当たりの文の個数の平均は 1.61，最大は 5であ
り，2 文以下のピアコメントが全体の 91% を占めた．
図 8 は意見文のレベル別・トーン別ピアコメント産

出量のグラフである．本文の内容に「反対」のセルフ
コメントに対する「賛成」のピアコメントの産出量に
ついて，上位群の方が下位群より有意に多かった．つ
まり，他者からのフィードバックを取り込むことより
も，他者への働きかけを通した自身の考えの精緻化が
重要であることがうかがわれる．この結果は，3.1 節
において，直感的・感情的な外化を促された学習者は
促されなかった学習者と比べて懐疑的なセルフコメン
トを多く残し，また質のよい意見文を産出できる点に
も通じる．実際，Cho and MacArthur [3] のレポー
トのピアレビューの研究において，同じ物理実験のレ
ポートのピアレビューを参加者全員に行った実験の中
で，レポートの問題点の指摘や改善策の提案の頻度を
多く行った参加者ほどその参加者が書いたレポートの
質が高かったという結果が示されている．このことか
らも，他者への働きかけを介して自身の考えを見直し，
レポートの質を高められる可能性が示唆される．

意見文のレベルの再検討 3.2.3 節にて，「反対」のセ
ルフコメントに対する「賛成」のピアコメントの産出
量について，意見文のレベルの上位群が下位群と比べ
有意に多かった．ここで，「反対」セルフコメントに
対する「賛成」ピアコメントの産出量と意見文評定値
の相関を，3.2.2 節で分析から除外した学生 4 名も含
めて検討した．図 9 の散布図に示す通り，実際に有意
に正の相関がみられた．ただしあくまで相関関係であ
り，因果関係の検討が不可欠といえる．

3.3 総合考察
3.1 節，3.2 節とも，文章に懐疑的なコメントを外

化したり，そうしたコメントに反応した学生ほどよい
意見文を書ける可能性が示されたといえる．だが，こ
の結果は，元々の文献が多くの欠陥を含む内容であっ
たことを反映している可能性も残されている．そのよ
うな欠陥がない文献の読解においては，本研究と異な
る結果が生じうる．本研究とほぼ同じ環境で，異なる
文献で読解を行ったデータについて現在分析を行って
いる．このデータと本研究のデータとの比較により，
文献内容による読解やアノテーション，ピアコメント
の付与の方略の違いを検討することは重要といえる．
これに関連し，同じ学習者を対象に異なる文献を用

いた EMU の繰り返し利用，長期的利用の影響の検討
も重要である．今回の分析は EMUの利用期間が授業
2 回分にとどまったが，繰り返し・長期の利用により，
文献の読解方略や問題構築の方略に変化の可能性もあ
る．EMU の利用による問題構築的読解を実際のライ
ティング教育に位置づけることを見据えれば，このよ
うな分析も不可欠である．
また 3.2 節から，たとえば他者のコメントに極力反

応するよう求めることや，それを促す学習環境を整え
ることで，ライティングスキルに問題を抱える学生の
能力の向上に貢献しうる．また文書中の意外性のある
部分に着目した読みの支援や議論の場の提供により，
ライティング力を育成できる可能性もある．
以上を念頭に今後さらなる対照実験や実践を通じて

主張型レポートの作成における問題構築的読解や協調
のプロセスを解明し，それを踏まえたレポートライティ
ングのための学習環境構築の指針を示す必要がある．

4 今後の展開
現在の EMU は下線をクリックするごとにコメントを
表示する形式であるが，文書の読み手の大まかなトー
ンをつかむには向いているがコメントの中身を吟味す
るには別のコメント表示方法の工夫が必要といえる．
たとえば意見の違いを際立たせるために異なる考えの
コメントを並列できるような表示形式にするなど，工
夫の余地は大いに残されているといえる．
また，本研究は大学生のアカデミックライティング

スキル向上を狙ったものであるが，他のユーザ・目的
にも本研究の知見は応用可能といえる．そもそもライ
ティングスキル自体，本来は高校生以下の段階から徐々
に身につける必要のあるものであり，彼らに向けたシ
ステムをつくり，実践してゆくことも必要といえる．



また，第二言語学習場面でも応用が可能であるが，そ
の場合はコメントの言語の選択，感情表現の文化によ
るニュアンスの差など，検討すべき点は多い．さらに，
大学院生や研究者同士での利用も考えられる．EMU
の考え方の延長で考えれば文献読解と研究者同士の相
互作用を通じて考えを深め，新たな研究アイデアの創
出につながる可能性も考えられる．また従来の知識を
記述するタイプのアノテーション研究においても，ア
ノテーションの自動化 [7] や，人手のアノテーション
環境の改善に関する試み [2]も進んでいるが，人手のア
ノテーション環境の問題点を見直しつつ [6]，カプトロ
ジ [4] やワークモチベーションエンジニアリング [13]
といった人手の作業を快適に続けるためのアプローチ
の模索も，アノテーション情報の蓄積に貢献できると
考えている．以上のように本研究は目的の限られた形
でシステムの構築・運用を進めてきたが，応用分野次
第で様々な展開の可能性が広がっているといえる．
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