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あらまし：まとまった量の英文を書くためのエッセイライティングの最初の過程として，エッセイに書き

たい内容に相当するアイデアを収集・整理する過程がある．本研究は，英語初学者を対象とし，アイデア

収集・整理支援に用いるラベル付きクラスタ図作成ツールの実現を目的とする．本ツールは，ユーザの思

考を妨げないようにするため，ラベル付与支援機能，キーボード操作による作図機能および並び替え機能

を有する． 
キーワード：英語学習支援，エッセイライティング，アイデア整理，ブレーンストーミング 

 
 
1. はじめに 
まとまった量の英文を書くためのエッセイライテ

ィングの最初の過程として，エッセイに書きたい内

容に相当するアイデアを収集・整理する過程がある．

この過程において，エッセイを説得力のあるものに

するためには，英語の論理展開法を意識しながら，

エッセイの構造に適した関係性を持つ十分な量のア

イデアを収集・整理する必要がある（1）．アイデア収

集・整理のための発想支援の一手法としてクラスタ

図を作成する手法があり，XMind（3）や Visio（4）等の

発想支援ツールでも同様の図を作成することが可能

である．しかしこれらのツールは英語の論理展開法

を利用した支援は行わないため，論理展開法に関す

る知識が十分ではない英語初学者が利用する場合，

エッセイライティングを前提とした利用は難しい．

そこで我々は，英語初学者を対象として，エッセイ

の構造に適した関係性を持つアイデアの収集・整理

を支援するアイデア整理支援システムの実現を目指

している．本論文では，アイデア収集・整理支援に

用いるラベル付きクラスタ図作成ツールの操作性に

焦点をあて，本ツールの実現とその評価について述

べる． 
 

2. アイデア整理支援 
アイデア収集・整理を行うためにクラスタ図を作

成する方法では，ユーザはエッセイのトピックに関

するアイデアを書き出すとともに，関係のあるアイ

デア同士を線で結ぶことでアイデアの整理を行う．

しかし一般に，クラスタ図ではアイデア間の関係の

有無のみしか明記されないため，その後のアイデア

選択やアウトライン作成過程において，再びアイデ

アの役割を思い出さなければならず，ユーザの負担

となる．この問題を解決するために，本研究では，

アイデア間の関係・役割をラベルとして付与するラ

ベル付きクラスタ図（2）を用いる． 
エッセイライティングでは，設定したトピックに

関するキーワードなどを思いつくままにすばやくア

イデアとして収集・整理する．本研究では，より多

くのアイデアの収集を可能にするために，ユーザの

思考を妨げないようスムーズにラベル付きクラスタ

図を作成できる環境をユーザへ提示する． 
 

3. アイデア整理支援システム 
 

 
図 1 アイデア整理支援システムの概要 

 
図 1 に，本システムの概要を示す．本システムは，

ラベル付きクラスタ図作成ツール，適切なラベル付

きクラスタ図の作成を支援する診断機能，英語の典

型的な論理展開法を表すパラグラフ／エッセイ展開

スキーマ（2）から構成される．ユーザは，ラベル付き

クラスタ図作成ツールを用いて，ラベル付きクラス

タ図を作成する．その後本システムの診断機能が，

パラグラフ／エッセイ展開スキーマを基に，ユーザ

が作成したクラスタ図を診断して必要に応じて修正
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図 2 ラベル付きクラスタ図作成ツールの画面例 

 
案を提供し，正しい論理展開法に則ったクラスタ図

を作成できるように支援する． 
ラベル付きクラスタ図作成ツールの画面例を図 2

に示す．2 章で述べたように，ラベル付きクラスタ

図作成ツールは，ユーザの思考を妨げないよう操作

性に優れたインタフェースである必要がある．その

ための主な機能を以下に示す． 
3.1 ラベル付与支援機能 

ユーザがアイデアやパラグラフへそれぞれの役

割をラベルとして付与するための機能である．ユ

ーザに自由にラベルを入力させた場合，エッセイ

ライティングに適さないラベル付けや，用語のゆ

らぎが生じる可能性がある．そこで本システムで

は，パラグラフ／エッセイ展開スキーマの構成要

素の名称をラベルの選択肢としてユーザへ提示し，

選択させる．このことにより，ラベルの入力作業

の軽減も可能とした． 
3.2 キーボード操作による作図機能 

一般に文字を含む図を描く際には，マウスとキ

ーボードが入力装置として利用される．しかし，

両者を頻繁に切り替えるとスムーズな入力の妨げ

となるため，基本的な作図操作をキーボードのみ

で行うことができるようにした． 
3.3 並び替え機能 

ラベル付きクラスタ図全体を俯瞰できるよう

にすることで，エッセイの構成の把握を容易にす

るための機能である．ユーザが作成したクラスタ

図の情報を基にして，ユーザが指定した順に各ノ

ードを並び替える機能である．  
 

4. 評価 
ラベル付きクラスタ図作成ツールの操作性を評価

するため，調査を行った．本調査では，操作性を確

認するための一つの指標として，ラベル付きクラス

タ図の作成にかかる時間を計測した．具体的には，

本ツールと汎用の発想支援ツールである XMind，
Visio の三つを使用し，図 2 に示すような同一のラベ

ル付きクラスタ図（アイデア数 33， リンク数 33， ラ

ベル数 66）の作成にかかる時間を測定した．さらに，

操作性に関するアンケート調査を実施した．被験者

は，本学学部生および大学院生 12 名である． 
 

表 1 各ツールによる作成時間 
 本ツール[s] XMind[s] Visio[s] 
平均 1013.8 1242.4 1339.8 

標準偏差 145.0 305.7 207.9 
 

表 1 に，ラベル付きクラスタ図の作成にかかった

時間の平均と標準偏差を示す．表 1 の結果について，

多重比較法により有意差を確認した結果，有意水準

5％で，本ツールが汎用のツールに対して，短時間で

図を作成できたことがわかった．この理由の一つと

して，本ツールにおけるラベル付与の容易さが挙げ

られる．汎用のツールでは，アイデア同士を関連付

けた後，ラベル名を自分で入力する必要があるが，

本ツールでは関連付けを行った後，ラベルの候補か

ら選択するという操作でラベル付与を行うことがで

きるため，このような結果が得られたと考える．以

上より，エッセイライティングにおけるアイデア収

集・整理過程において，本ツールの操作性に関する

優位性を確認することができた． 
 

5. おわりに 
本論文では，ラベル付きクラスタ図作成ツールの

操作性の評価について述べた．今後は 3 章で述べた

診断機能について評価を行い，その後，得られたフ

ィードバックをもとに今後の支援方針の検討を行い，

改良を施す予定である． 
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