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視点の可視化によって 
文章推敲を支援するシステムの研究	

•  背景・課題	

•  先行研究	

•  方式提案	

•  実験結果	

•  考察	

•  今後の課題	
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視点の可視化によって 
文章推敲を支援するシステムの研究	

•  背景・課題	  ←	

•  先行研究	

•  方式提案	
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文章を書くとき産み出すもの	

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

研究計画書	  
	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  The	  xxx	  xxxxxx	  
xxxxx,	  i.e.	  xxxx	  xxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
The	  xxx	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  xxxxx.	  
It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  xxx	  xxx,	  
xxxx.	  	  
The	  xxxx	  is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxx	  that	  
xx	  xxxxx	  xxxxxx,	  xxxxx	  xxxxxx.	  A	  xxxx	  
is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  
xxxxxx.	  	  A	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  	  

考えたこと	 文章	 

大学の理念は？	

xxx	

分野	

xxx	

ぼくの業務実績	

役割	

文章エディター	

タスク管理	文書管理	

開発	
商品企画	

一般的なアウトラインは？	

です・まず？	  
だ・である？	

図は多くてもよい？	

xxx	

xxx	

これにこんなにボリュー
ム割いてよい？	

xxx	

人間・社会・環境を幸
福にするための情報
科学を創り出すこと	
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文章を書くとき産み出すもの	

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

研究計画書	  
	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  The	  xxx	  xxxxxx	  
xxxxx,	  i.e.	  xxxx	  xxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  
	  
1.研究の背景	  
xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  xxxxxx	  
xxxxxx	  xxxxx.	  …文章の品質を高め
るICTツールは、不況下にあって経
営課題の解決に、…	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
The	  xxx	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  xxxxx.	  
It	  is	  xxxx	  xxxx	  	  that	  xxx	  xxx,	  xxxx.	  	  
The	  xxxx	  is	  xxxxx	  xxxxx	  that	  xx	  xxxxx	  

考え	 文章	 

大学の理念は？	

xxx	

分野	

xxx	

ぼくの業務実績	

役割	

文章エディター	

タスク管理	文書管理	

開発	
商品企画	

一般的なアウトラインは？	

です・まず？	  
だ・である？	

図は多くてもよい？	

xxx	

この件は見送ろう	

これにこんなにボリュー
ム割いてよい？	

xxx	

人間・社会・環境を幸
福にするための情報
科学を創り出すこと	
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文章を書くとき産み出すもの	

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

The	  Xxx	  Xxxx	  
	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  The	  xxx	  xxxxxx	  
xxxxx,	  i.e.	  xxxx	  xxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
The	  xxx	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  xxxxx.	  
It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  xxx	  xxx,	  
xxxx.	  	  
The	  xxxx	  is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxx	  that	  
xx	  xxxxx	  xxxxxx,	  xxxxx	  xxxxxx.	  A	  xxxx	  
is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  
xxxxxx.	  	  A	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  	  

考えたこと	 
アイデア出し、組織化、目標…	 

文章	 

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
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密接に関連しているが、	  
別のもの	

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

The	  Xxx	  Xxxx	  
	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  The	  xxx	  xxxxxx	  
xxxxx,	  i.e.	  xxxx	  xxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
The	  xxx	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  xxxxx.	  
It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  xxx	  xxx,	  
xxxx.	  	  
The	  xxxx	  is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxx	  that	  
xx	  xxxxx	  xxxxxx,	  xxxxx	  xxxxxx.	  A	  xxxx	  
is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  
xxxxxx.	  	  A	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  	  

考えたこと	 
アイデア出し、組織化、目標…	 

文章	 

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

≠
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密接に関連しているが、 
別のもの	

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

研究計画書	  
	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  The	  xxx	  xxxxxx	  
xxxxx,	  i.e.	  xxxx	  xxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  
	  
1.研究の背景	  
xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  xxxxxx	  
xxxxxx	  xxxxx.	  …文章の品質を高め
るICTツールは、不況下にあって経
営課題の解決に、…	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
The	  xxx	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  xxxxx.	  
It	  is	  xxxx	  xxxx	  	  that	  xxx	  xxx,	  xxxx.	  	  
The	  xxxx	  is	  xxxxx	  xxxxx	  that	  xx	  xxxxx	  

考え	 文章	 

大学の理念は？	

xxx	

分野	

xxx	

ぼくの業務実績	

役割	

文章エディター	

タスク管理	文書管理	

開発	
商品企画	

一般的なアウトラインは？	

です・まず？	  
だ・である？	

図は多くてもよい？	

xxx	

この件は見送ろう	

これにこんなにボリュー
ム割いてよい？	

xxx	

人間・社会・環境を幸
福にするための情報
科学を創り出すこと	
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A	  CogniGve	  Process	  Theory	  of	  WriGng	  
Linda	  Flower,	  John	  R.	  Hayes,	  1981	
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文章を書くときに産み出されるもの	

•  文章を書き進めるにつれて、考えも変化する	

•  考えと文章は、再帰的(相互呼出し的)に変化
する	  
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Good	  writer	

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

The	  Xxx	  Xxxx	  
	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  The	  xxx	  xxxxxx	  
xxxxx,	  i.e.	  xxxx	  xxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
The	  xxx	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  xxxxx.	  
It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  xxx	  xxx,	  
xxxx.	  	  
The	  xxxx	  is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxx	  that	  
xx	  xxxxx	  xxxxxx,	  xxxxx	  xxxxxx.	  A	  xxxx	  
is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  
xxxxxx.	  	  A	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  	  

考えたこと	 
アイデア出し、組織化、目標…	 

文章	 

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	 xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
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Poor	  writer	

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

The	  Xxx	  Xxxx	  
	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  The	  xxx	  xxxxxx	  
xxxxx,	  i.e.	  xxxx	  xxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
The	  xxx	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  xxxxx.	  
It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  xxx	  xxx,	  
xxxx.	  	  
The	  xxxx	  is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxx	  that	  
xx	  xxxxx	  xxxxxx,	  xxxxx	  xxxxxx.	  A	  xxxx	  
is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  
xxxxxx.	  	  A	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  	  

考えたこと	 
アイデア出し、組織化、目標…	 

文章	 

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
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課題	

•  文章にとらわれず、あれこれ考えたい。	  
↑	  
– 文章を書き進めるにつれて、考えも変化する	

– 考えと文章は、再帰的(相互呼出し的)に変化する	  

•  考えの型・視点・論点を、外から与えたい。	  
↑	  
– Good	  writer	  v.s.	  poor	  writer	  
– コンプライアンス:	  規制、文書間の整合性、など	  
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視点の可視化によって 
文章推敲を支援するシステムの研究	

•  背景・課題	

•  先行研究 	  ←	

•  方式提案	
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現状のICTツールは、	  
《考えてること》の支援が不十分	

•  考えてること	  
– 何を考慮した？	  
– どう判断した？	  

•  支援が不十分	  
– 編集対象じゃない	  
– データとして残らない	

考え	 

大学の理念は？	

xxx	

分野	

xxx	

ぼくの業務実績	

役割	

文章エディター	

タスク管理	文書管理	

開発	
商品企画	

一般的なアウトラインは？	

です・まず？	  
だ・である？	

図は多くてもよい？	

xxx	

この件は見送ろう	

これにこんなにボリュー
ム割いてよい？	

xxx	

人間・社会・環境を幸
福にするための情報
科学を創り出すこと	
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アウトラインプロセッサー	

先行研究	

v1.1	  2011-‐09-‐22	 16	



テンプレート	  -‐	  考えの型	
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アウトラインプロセッサー	

考えるべきことの構造 ≒	  文章の構造	  
考えたことの構造 ≒	  文章の構造	  

↓	

•  あれこれ考えると、考えがまとまらなくても文
章が変化してしまう。	  

•  複数視点の考えを反映できない。	  
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視点の可視化によって 
文章推敲を支援するシステムの研究	

•  背景・課題	

•  先行研究	

•  方式提案 	  ←	
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方針	

•  《考えてること》を、文章とは別に編集対象と
する。	  

•  馴染みのICTツールや作法とのアナロジー	
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《考えてること》を編集対象	

•  《考えてること》を編集・保存可能とする	  
•  《考えてること》と文章とを、双方向に疎に関連づ

ける	  

•  《考えてること》と文章とは別のデータ。	  
•  別のものが関連づけられてるだけなので、独立

に編集可能。	  
– 文章はそのままに、考えだけを整理し直すことができ

る。	  
– 考えはそのままに、文章だけを直すことができる。	  
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馴染みのツールや作法とのアナロジー	

使い始めの敷居を低くする	  
	  
•  既存ツールの拡張機能や、	  

既存機能のアナロジー	  
•  《考えてること》の一部を対象とする、	  

全てを対象とするのではなく。	  
例) 視点、論点、チェックポイント、…	  
→	  《視点》と呼ぶことにする	
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箇条書き&マトリックス方式の 
プレゼンツール	

方式提案	
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箇条書き&マトリックス方式の	  
プレゼンツール	

主張	  [1]	  
1.  Xxx	  xxxxx.	  
2.  Xxx	  xxx	  xx.	  
3.  The	  xxx	  xxx	  

論点	  [a]	  
a.  Yyy	  yyyyyy.	  
b.  The	  yyy	  yyy	  
c.  Two	  yy	  yyy	  

a	 b	 c	

1	 ○	

2	 N/A	   x	

3	 ◎	  

主張	  [2]	  
1)  aaaaaaa	  
2)  aaaaaaa	  
3)  aaaaaaa	  

主張[1]と論点[a]の関係	

視点	スライド3(文章)	 関係	 スライド4(文章)	

表示	   表示	  非表示	   非表示	  
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箇条書き&マトリックス方式の	  
プレゼンツール	

研究の課題	  [1]	  
	  

1.  人間の特性を
考慮したUI	  

2.  経営課題	

大学の理念	  [a]	  
a.  人間・社会・

環境を 
幸福にする情
報科学	

b.  オープンス
ペース・ 
オープンマイ
ンド	

a	 b	

1	 ○	 -‐	

2	 -‐	   -‐	  

xxx	  [2]	  
1)  aaaaaaa	  
2)  aaaaaaa	  
3)  aaaaaaa	  

課題[1]と理念 [a]の関係	

視点	 関係	

表示	   表示	  非表示	   非表示	  
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スライド3(文章)	 スライド4(文章)	



箇条書き&マトリックス方式の	  
プレゼンツール	

課題	  [1]	  
	  

1.  人間の特性を
考慮したUI	  

2.  経営課題	

xxx	  [2]	  
1)  aaaaaaa	  
2)  aaaaaaa	  
3)  aaaaaaa	  

スライド３	 スライド４	スライド2	

…	 …	
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索引(字句目次)方式のエディター	

方式提案	
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	  項目 	   	   	   	   	  ページ	  
	  
大学の理念	  

情報科学 	   	   	   	   	  5,	  30	  
オープンスペース・	  
オープンマインド 	   	   	  6,	  15,	  50	  

担当した分野	  
文章エディター 	   	   	   	  183	  
タスク管理 	   	   	   	   	  190	  

役割	  
開発 	   	   	   	   	   	  37,	  385	  
商品企画 	   	   	   	   	  36,	  250	  

課題	  
人間の特性を考慮したUI 	   	  40,	  100	  
経営課題の解決につなげる 	  41,	  120	

本の索引	

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

研究計画書	  
	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  The	  xxx	  xxxxxx	  
xxxxx,	  i.e.	  xxxx	  xxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  
	  
研究の背景	  
xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  xxxxxx	  
xxxxxx	  xxxxx.	  …文章の品質を高め
るICTツールは、不況下にあって経
営課題の解決に、…	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
The	  xxx	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  xxxxx.	  
It	  is	  xxxx	  xxxx	  	  that	  xxx	  xxx,	  xxxx.	  	  

36	  
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索引ページ	  

…	



索引と文章	

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

研究計画書	  
	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  The	  xxx	  xxxxxx	  
xxxxx,	  i.e.	  xxxx	  xxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  
	  
1.研究の背景	  
xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  xxxxxx	  
xxxxxx	  xxxxx.	  …文章の品質を高め
るICTツールは、不況下にあって経
営課題の解決に、…	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
The	  xxx	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  xxxxx.	  
It	  is	  xxxx	  xxxx	  	  that	  xxx	  xxx,	  xxxx.	  	  
The	  xxxx	  is	  xxxxx	  xxxxx	  that	  xx	  xxxxx	  

大学の理念	  
•  人間・社会・環境を	  

幸福にする情報科学	  
•  オープンスペース・	  

オープンマインド	  
担当した分野	  
•  文章エディター	  
•  タスク管理	  

役割	  
•  開発	  
•  商品企画	  

課題	  
•  人間の特性を考慮したUI	  
•  経営課題の解決につなげる	

v1.1	  2011-‐09-‐22	 30	

索引(字句目次)	   文章	



索引(字句目次)方式のエディター	

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

研究計画書	  
	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  The	  xxx	  xxxxxx	  
xxxxx,	  i.e.	  xxxx	  xxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  
	  
1.研究の背景	  
xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  xxxxxx	  
xxxxxx	  xxxxx.	  …文章の品質を高め
るICTツールは、不況下にあって経
営課題の解決に、…	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
The	  xxx	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  xxxxx.	  
It	  is	  xxxx	  xxxx	  	  that	  xxx	  xxx,	  xxxx.	  	  
The	  xxxx	  is	  xxxxx	  xxxxx	  that	  xx	  xxxxx	  

大学の理念	  
•  人間・社会・環境を	  

幸福にする情報科学	  
•  オープンスペース・	  

オープンマインド	  
担当した分野	  
•  文章エディター	  
•  タスク管理	  

役割	  
•  開発	  
•  商品企画	  

課題	  
•  人間の特性を考慮したUI	  
•  経営課題の解決につなげる	
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索引(字句目次)	   文章	

×



索引先行で文章を書く	

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

研究計画書	  
	
•  xxxxx	  xxxx	  xxxx	  
•  xxxx	  xxxx	  xxxx	  

•  文章の品質を高めるICTツール
は、不況下にあって経営課題の
解決に、	  

•  xxxx	  xxxx	  xxxx	  

大学の理念	  
•  人間・社会・環境を	  

幸福にする情報科学	  
•  オープンスペース・	  

オープンマインド	  
担当した分野	  
•  文章エディター	  
•  タスク管理	  

役割	  
•  開発	  
•  商品企画	  

課題	  
•  人間の特性を考慮したUI	  
•  経営課題の解決につなげる	
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索引(字句目次)	   文章	

×

今回は触れな
いと決めた。	



《考えてること》の一部を	

1.  大学の理念	  
a)  人間・社会・環境を	  

幸福にする情報科学	  
b)  オープンスペース・	  

オープンマインド	  
2.  業務実績(分野)	  

a)  文章エディター	  
b)  タスク管理	  

3.  役割	  
a)  開発	  
b)  商品企画	
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大学の理念は？	

xxx	

分野	

xxx	

ぼくの業務実績	

役割	

文章エディター	

タスク管理	文書管理	

開発	
商品企画	

一般的なアウトラインは？	

です・まず？	  
だ・である？	

図は多くてもよい？	

xxx	

この件は見送ろう	

これにこんなにボリュー
ム割いてよい？	

xxx	

人間・社会・環境を幸
福にするための情報
科学を創り出すこと	

⊃



まとめ	

マトリックス方
式のプレゼン	

索引方式のエ
ディター	

アウトラインプ
ロセッサー	

《

考

》
	

編集・保存	 非表示スライド
として編集・保
存	

索引	 アウトライン・
目次	

文章との疎な
関連	

マトリックスで
表現	

索引と、文章
中の字句・セン
テンスとの双方
向リンク	

目次と、文章を
トップダウンに
分割したブロッ
ク	

敷
居

低

	

拡張・アナロ
ジー	

プレゼンツール
の拡張として	

索引の発展型	 n/a	

考えの一部	 視点	 視点	 n/a	
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考察	

方式提案	
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このつもりで設計してるが…	
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字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

The	  Xxx	  Xxxx	  
	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  The	  xxx	  xxxxxx	  
xxxxx,	  i.e.	  xxxx	  xxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
The	  xxx	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  xxxxx.	  
It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  xxx	  xxx,	  
xxxx.	  	  
The	  xxxx	  is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxx	  that	  
xx	  xxxxx	  xxxxxx,	  xxxxx	  xxxxxx.	  A	  xxxx	  
is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  
xxxxxx.	  	  A	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  	  

考えたこと	 
アイデア出し、組織化、目標…	 文章	 

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

a	 b	

1	 ○	 -‐	

2	 -‐	   -‐	  

大学の理念	  
•  人間・社会・環境を	  

幸福にする情報科学	  
•  オープンスペース・	  

オープンマインド	  
担当した分野	  
•  文章エディター	  
•  タスク管理	  

役割	  
•  開発	  
•  商品企画	  

課題	  
•  人間の特性を考慮したUI	  
•  経営課題の解決につなげる	

マトリックス	 索引	



実はこうなってないか？	
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考えたこと	 
アイデア出し、組織化、目標…	 文章	 

字句見出し	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
the	  △△△	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  
xxxxx.	  It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  
xxxxxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxxx.	  However	  	  

The	  Xxx	  Xxxx	  
	
Xxxx	  xxxxx	  xxx,	  xxxx.	  The	  xxx	  xxxxxx	  
xxxxx,	  i.e.	  xxxx	  xxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  A	  xxxx	  is	  xxxxx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx.	  	  A	  xx	  
xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  Xxxxxx,	  xxxx	  xx	  
The	  xxx	  xxxx	  a	  xxx	  for	  xxxxx	  is	  xxxxx.	  
It	  is	  xxxx	  xxxx	  xxxxx	  that	  xxx	  xxx,	  
xxxx.	  	  
The	  xxxx	  is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxx	  that	  
xx	  xxxxx	  xxxxxx,	  xxxxx	  xxxxxx.	  A	  xxxx	  
is	  xxxxx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xx	  xxxxxx	  
xxxxxx.	  	  A	  xx	  xxxxxx	  xxxxxx	  xxxxx.	  	  

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
xxx	

xxx	
xxx	

xxx	

a	 b	

1	 ○	 -‐	

2	 -‐	   -‐	  

大学の理念	  
•  人間・社会・環境を	  

幸福にする情報科学	  
•  オープンスペース・	  

オープンマインド	  
担当した分野	  
•  文章エディター	  
•  タスク管理	  

役割	  
•  開発	  
•  商品企画	  

課題	  
•  人間の特性を考慮したUI	  
•  経営課題の解決につなげる	

マトリックス	 索引	



今後の課題	
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今後の課題	

•  試作と評価	  
– 対象文章を決める(絞る)	  
– しかし、これはむしろ書き手のスキルに依存？	  

→	  絞り方:	  対象文章を決める	  →	  ？	  

•  読解への応用	  
•  文章以外のコンテンツへの応用	  
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話さなかったこと	

付録	
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視点という知識	

背景・課題	  
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視点という知識	

v1.1	  2011-‐09-‐22	 42	

入手	  
可・不可	

知識	 考えたこと	 文章	

○	
一般的な「○○申請書の書き方」ノウハウ本	

△	  
一般的に
考えること	

○	 具体的な○○申請書	 ○	

×	 具体的な○○申請書を書くときに、具体的に
考えたこと:	  
どんな視点で何を考慮してどう判断して、
その結果、このような○○申請書になった	

○	  
具体的に
考えたこと	



コメント、注釈	

先行研究	
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コメント、注釈	

ワードプロセッサーの変更履歴やコメント機能、
レビューで使われるPDFへの注釈機能では、	  

変更の内容とあわせて変更の理由を	  
記録することができる	
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コメント、注釈	

•  これは、考えたことの痕跡といえる。	

•  しかし、文章に先行しない。	  
「後出しじゃんけん」	

•  変更履歴、コメントや注釈機能では、考えの
構造を示すことができない。	
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例文集ウィザード	

先行研究	
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例文集ウィザード	

文書の目的に応じて	  
様々な例文のひな形を用意し、	  

ウィザード形式で穴埋めさせることで	  
作文を制御	
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例文集ウィザード	

考えが変化すると、	  
それに文章を追従させるのが困難	  

	  
例	

「依頼文を書いている途中で、そのきっかけに
なった自分の不手際について、まず謝らなくて

はならないと気づいた」場合、	  
最初から書き直しとなるだろう。	
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