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(57)【要約】
【課題】問題原稿に基づいて選択肢問題を作成する。
【解決手段】画像読み取り部１２は、問題原稿を読み取
って画像データを取得する。文字認識部８０は、文字認
識処理を実行して問題原稿のテキストデータを取得する
。センテンス抽出部８１は、問題原稿のテキストデータ
からセンテンスを抽出する。正答特定部８４は、センテ
ンスから正答とする単語を特定する。単語辞書データベ
ース７１には、複数の単語が複数のカテゴリーに分類さ
れて登録されている。選択肢作成部８６は、単語辞書デ
ータベース７１の正答が含まれるカテゴリーから単語を
所定数選択し、選択した所定数の単語と正答特定部８４
により特定された正答の単語とをランダムに並べて、選
択肢グループを作成する。問題文変換部８２は、センテ
ンスから正答を削除して、問題文に変換する。レイアウ
ト部８７は、問題文と選択肢グループとを配置して選択
肢問題を作成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　問題原稿を読み取って画像データを取得する画像読み取り部と、
　前記画像データに文字認識処理を実行して、前記問題原稿のテキストデータを取得する
文字認識部と、
　前記問題原稿の前記テキストデータからセンテンスを抽出するセンテンス抽出部と、
　前記センテンスから正答とする単語を特定する正答特定部と、
　複数の単語が複数のカテゴリーに分類されて登録された単語辞書データベースと、
　前記単語辞書データベースの前記正答が含まれる前記カテゴリーから前記単語を所定数
選択し、選択した前記所定数の前記単語と前記正答特定部により特定された前記正答の前
記単語とをランダムに並べて、選択肢グループを作成する選択肢作成部と、
　前記センテンスから前記正答を削除して、問題文に変換する問題文変換部と、
　前記問題文変換部によって変換された前記問題文と、前記選択肢作成部によって作成さ
れた前記選択肢グループとを配置して選択肢問題を作成するレイアウト部と
　を備えたことを特徴とする選択肢問題作成装置。
【請求項２】
　前記センテンスに含まれる複数の単語をそれぞれキーワードとして抽出するキーワード
抽出部と、
　前記単語辞書データベースを検索して、少なくとも前記正答が含まれる前記カテゴリー
の内、前記キーワード抽出部により抽出された前記キーワードが最も多く含まれる前記カ
テゴリーを特定するカテゴリー特定部を備え、
　前記選択肢作成部は、
　前記カテゴリー特定部により特定された前記カテゴリーから前記複数のキーワード以外
の前記単語を前記所定数選択する
　ことを特徴とする請求項１に記載の選択肢問題作成装置。
【請求項３】
　前記問題原稿にマーキングされた単語がある場合には、
　前記正答特定部は、
　前記問題原稿で前記マーキングされた単語を前記正答として特定する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の選択肢問題作成装置。
【請求項４】
　前記問題原稿にマーキングされた単語がない場合には、
　前記正答特定部は、
　前記キーワード抽出部により抽出された前記複数のキーワードのいずれか１つを正答と
して特定する
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の選択肢問題作成装置。
【請求項５】
　前記単語辞書データベースに登録されている前記単語の関連用語が登録された関連用語
辞書データベースを備え、
　前記選択肢作成部は、
　前記関連用語辞書データベースを参照して、前記カテゴリー特定部により特定された前
記カテゴリーに含まれる前記単語の内、前記キーワード抽出部により抽出された前記キー
ワードが前記関連用語に含まれていない前記単語を誤答として選択する
　ことを特徴とする請求項２から４までのいずれか１項に記載の選択肢問題作成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、教科書等の学習教材の画像データから情報を抽出し、抽出した情報に基づい
て問題を作成する選択肢問題作成装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　学校等の学習現場において、補助教材として教材出版社等から出版されたドリルや問題
集が用いられているが、使用する問題集によっては、教科書の内容に即していないことが
ある。そこで、教科書等の学習教材から簡単に問題を生成する技術が提案されている。例
えば特許文献１には、問題の解答となる文字列がマーキングされた問題原稿の画像を読み
取り、マーキングされた文字列を用いて作成した解答集の電子データと、マーキングされ
た文字列を消去した問題文の電子データとを生成する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2007-004523号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の技術では、問題原稿に基づいて、マーキングされた文字列
を含めて複数の選択肢を作成し、選択肢から解答を選択させる選択肢問題を作成すること
ができないという問題があった。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、上記課題を解決することができる技術
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の選択肢問題作成装置は、問題原稿を読み取って画像データを取得する画像読み
取り部と、前記画像データに文字認識処理を実行して、前記問題原稿のテキストデータを
取得する文字認識部と、前記問題原稿の前記テキストデータからセンテンスを抽出するセ
ンテンス抽出部と、前記センテンスから正答とする単語を特定する正答特定部と、複数の
単語が複数のカテゴリーに分類されて登録された単語辞書データベースと、前記単語辞書
データベースの前記正答が含まれる前記カテゴリーから前記単語を所定数選択し、選択し
た前記所定数の前記単語と前記正答特定部により特定された前記正答の前記単語とをラン
ダムに並べて、選択肢グループを作成する選択肢作成部と、前記センテンスから前記正答
を削除して、問題文に変換する問題文変換部と、前記問題文変換部によって変換された前
記問題文と、前記選択肢作成部によって作成された前記選択肢グループとを配置して選択
肢問題を作成するレイアウト部とを備えたことを特徴とする。
　また、前記センテンスに含まれる複数の単語をそれぞれキーワードとして抽出するキー
ワード抽出部と、前記単語辞書データベースを検索して、少なくとも前記正答が含まれる
前記カテゴリーの内、前記キーワード抽出部により抽出された前記キーワードが最も多く
含まれる前記カテゴリーを特定するカテゴリー特定部を備え、前記選択肢作成部は、前記
カテゴリー特定部により特定された前記カテゴリーから前記複数のキーワード以外の前記
単語を前記所定数選択してもよい。
　また、前記問題原稿にマーキングされた単語がある場合には、前記正答特定部は、前記
問題原稿で前記マーキングされた単語を前記正答として特定してもよい。
　また、前記問題原稿にマーキングされた単語がない場合には、前記正答特定部は、前記
キーワード抽出部により抽出された前記複数のキーワードのいずれか１つを正答として特
定してもよい。
　また、前記単語辞書データベースに登録されている前記単語の関連用語が登録された関
連用語辞書データベースを備え、前記選択肢作成部は、前記関連用語辞書データベースを
参照して、前記カテゴリー特定部により特定された前記カテゴリーに含まれる前記単語の
内、前記キーワード抽出部により抽出された前記キーワードが前記関連用語に含まれてい
ない前記単語を誤答として選択してもよい。
【発明の効果】
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【０００７】
　本発明によれば、問題原稿に基づいて選択肢問題を作成することができる技術を提供で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る実施形態の選択肢問題作成装置の構成を示す機能ブロック図である
。
【図２】図１に示す単語辞書データベースの登録例である。
【図３】図１に示す選択肢問題作成装置の選択肢問題作成処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図４】図１に示す画像読み取り部が読み取る問題原稿の一例である。
【図５】図１に示す問題作成制御部が作成する選択肢問題作成ページの一例である。
【図６】図１に示す記憶部に記憶される関連用語辞書データベースの一例である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、以下の実施形態におい
て、同様の機能を示す構成には、同一の符号を付してある。
【００１０】
　本発明の実施形態の画像形成装置１は、複合機であり、選択肢問題作成装置として機能
する。画像形成装置１は、操作部１１と、画像読み取り部１２と、画像処理部１３と、印
字部１４と、通信部１５と、記憶部１７と、問題作成制御部１８とがシステムバス１６に
よって接続されている。
【００１１】
　操作部１１は、液晶表示部と操作ボタンとが設けられている。教師等の出題者は操作部
１１を操作して指示を入力することで、画像形成装置１の各種の設定を行い、画像形成等
の各種機能を実行させる。液晶表示部は、画像形成装置１の状態を示したり、画像形成状
況や印刷部数を表示したり、タッチパネルとして、両面印刷や白黒反転等の機能や倍率設
定、濃度設定などの各種設定を受け付ける。操作ボタンとしては、画像形成を開始するよ
うに出題者が指示するスタートボタン、画像形成を中止する際等に使用するストップ／ク
リアボタン、画像形成装置１の各種設定をデフォルト状態にする際に使用するリセットボ
タン、テンキー等が設けられている。
【００１２】
　画像読み取り部１２は、問題として出題する文字列が記載された問題原稿を読み取って
画像データを取得するスキャナー装置である。問題原稿は、例えば教科書等をコピーした
ものであってもよい。
【００１３】
　画像処理部１３は、画像データに対して所定の画像処理を行う手段であり、例えば、拡
大縮小処理や、濃度調整、階調調整等の画像改善処理を行う。
【００１４】
　印字部１４は、問題作成制御部１８によって作成された選択肢問題ページを記録紙に印
刷する印刷手段である。印字部１４は、選択肢問題ページの画像データに基づき感光体ド
ラムの表面に潜像を形成し、トナーによってその潜像をトナー像とする画像形成を行い、
その感光体ドラムから記録紙にトナー像を転写させ、そのトナー像を記録紙に定着させて
排紙する。
【００１５】
　通信部１５は、ＬＡＮ（Local Area Network）等のネットワークを介して外部端末との
間で各種データを送受信する機能を有する。
【００１６】
　記憶部１７は、半導体メモリーやＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の記憶手段である。ま
た、記憶部１７は、複数の単語（名詞）が複数のカテゴリーに分類されて登録された単語
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辞書データベース７１を記憶している。出題者は、予め教科書や参考書等に基づいて、出
題カテゴリー別に単語をデータベース化して、単語辞書データベース７１を用意する。
【００１７】
　図２は、単語辞書データベース７１の登録例である。単語辞書データベース７１には、
出題するカテゴリー７２として、”農業種”、”輪作”、”混合農業”などが登録されて
いる。また、”農業種”カテゴリー７２には、「畑作」、「酪農」、「輪作」、「混合農
業」などの単語７３が登録されており、”輪作”カテゴリー７２には、「じゃがいも」、
「トウモロコシ」、「あずき」、「てんさい」、「小麦」、「大麦」などの単語７３が登
録されている。また、”混合農業”カテゴリー７２には、「小麦」、「ライ麦」、「エン
麦」、「トウモロコシ」などの単語７３が登録されている。単語辞書データベース７１に
は、これ以外にも、複数のカテゴリー７２に分類されて複数の単語７３が登録されている
。
【００１８】
　問題作成制御部１８は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory
）等を備えたマイクロコンピュータ等の情報処理部である。ＲＯＭには画像形成装置１の
動作制御を行うための制御プログラムが記憶されている。問題作成制御部１８は、ＲＯＭ
に記憶されている制御プログラムを読み出し、制御プログラムをＲＡＭに展開させること
で、操作部１１から入力された所定の指示情報に応じて、問題作成動作を実行する。
【００１９】
　問題作成制御部１８は、文字認識部８０と、センテンス抽出部８１と、問題文変換部８
２と、キーワード抽出部８３と、正答特定部８４と、カテゴリー特定部８５と、選択肢作
成部８６と、レイアウト部８７と、出力部８８として機能する。
【００２０】
　文字認識部８０は、画像読み取り部１２により読み取られた問題原稿の画像データにＯ
ＣＲ（Optical Character Reader）処理を実行して、問題原稿のテキストデータを取得す
る機能を有する。
【００２１】
　センテンス抽出部８１は、問題原稿のテキストデータから蛍光ペン等でマーキングされ
た文字列が含まれるセンテンスを抽出する機能を有する。抽出されたセンテンスは、問題
文として利用される。
【００２２】
　キーワード抽出部８３は、センテンス抽出部８１で抽出されたセンテンスを形態素解析
して、センテンス内の単語（名詞）をキーワードとして抽出する機能を有する。センテン
ス内の全ての単語がそれぞれキーワードとなる。
【００２３】
　正答特定部８４は、キーワード抽出部８３により抽出された複数のキーワードの内、問
題原稿でマーキングされた文字列を正答として特定する。
【００２４】
　カテゴリー特定部８５は、単語辞書データベース７１を検索して、少なくとも正答のキ
ーワードが含まれるカテゴリー７２の内、キーワード抽出部８３により抽出されたキーワ
ードが最も多く含まれるカテゴリー７２を特定する。
【００２５】
　選択肢作成部８６は、カテゴリー特定部８５により特定されたカテゴリー７２に分類さ
れている単語の中から、選択肢とするため、キーワード以外の単語７３を所定数（例えば
、４択問題であれば３つなど、選択肢数から正答である１を引いた数）選択する。つづい
て、選択肢作成部８６は、選択した複数の単語７３と正答特定部８４により取得された正
答とをランダムに並べて、それぞれに先頭から順に解答番号を割り振り、選択肢グループ
を作成する機能を有する。
【００２６】
　問題文変換部８２は、センテンスから正答を削除して、正答の削除位置に問題番号を挿
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入して、センテンスを問題文に変換する機能を有する。問題番号は、問題文毎に一意に割
り振られる。
【００２７】
　レイアウト部８７は、問題文変換部８２により変換された問題文と、選択肢作成部８６
により作成された選択肢グループとを配置して選択肢問題ページを作成する機能を有する
。
【００２８】
　出力部８８は、レイアウト部８７により作成された選択肢問題ページを出力する機能を
有する。
【００２９】
　次に、図３を参照して選択肢問題作成処理の流れを説明する。
【００３０】
　まず、出題者は、問題原稿において、問題の解答とする文字列をマーカーでマーキング
する。出題者は、マーキングするだけで簡単に問題とする箇所を指定することができる。
図４は、問題原稿５０の一例である。この問題原稿５０において、マーキングされた文字
列５１は「じゃがいも」である。出題者は、マーキングされた問題原稿５０を画像読み取
り部１２にセットし、操作部を介して選択肢問題の作成を指示する。
【００３１】
　問題作成制御部１８は、選択肢問題の作成が指示されるまで待機しており（ステップｓ
１１、ステップｓ１１でＮｏ）、選択肢問題の作成が指示されると（ステップｓ１１でＹ
ｅｓ）、画像読み取り部１２を介して問題原稿５０を読み取って（ステップｓ１２）、問
題原稿５０の画像データを取得する。つづいて、文字認識部８０は、画像読み取り部１２
により取得された画像データにＯＣＲ処理を実行して（ステップｓ１３）、問題原稿５０
のテキストデータを取得する。
【００３２】
　つづいて、センテンス抽出部８１は、問題原稿５０のテキストデータからマーキングさ
れた文字列５１が含まれるセンテンス５２を抽出する（ステップｓ１４）。
【００３３】
　つづいて、キーワード抽出部８３は、センテンス抽出部８１により抽出されたセンテン
ス５２を形態素解析して、センテンス５２に含まれる単語の全てをそれぞれキーワード５
３として抽出する（ステップｓ１５）。
【００３４】
　つづいて、正答特定部８４は、キーワード抽出部８３により抽出されたキーワード５３
の内、問題原稿５０でマーキングされた文字列５１を正答として取得する（ステップｓ１
６）。
【００３５】
　つづいて、カテゴリー特定部８５は、単語辞書データベース７１を検索して、正答が含
まれるカテゴリー７２の内、キーワード抽出部８３により抽出された複数のキーワード５
３が最も多く含まれるカテゴリー７２を１つ特定する（ステップｓ１７）。
【００３６】
　例えば、図２に示す単語辞書データベース７１の場合には、正答（マーキングされた文
字列５１）である「じゃがいも」は”輪作”カテゴリー７２に含まれている。また、”農
業種”カテゴリー７２にはキーワード５３が１つ含まれており、”輪作”カテゴリー７２
にはキーワード５３が３つ含まれており、”混合農業”カテゴリー７２にはキーワード５
３が１つ含まれている。この場合、カテゴリー特定部８５は、正答が含まれ、且つ、最も
多くのキーワード５３が含まれるカテゴリー７２として、”輪作”カテゴリー７２を特定
する。
【００３７】
　なお、最も多くキーワード５３が含まれるカテゴリー７２が複数あった場合には、カテ
ゴリー特定部８５は、複数のカテゴリー７２のいずれを用いるのか出題者に指定させても
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よい。また、正答が含まれるカテゴリー７２が１つしかなかった場合には、キーワード５
３の数に関係なく、正答が含まれるカテゴリー７２がカテゴリー特定部８５により特定さ
れる。例えば、正答が「輪作」である場合には、”農業種”カテゴリー７２が特定される
。正答が含まれるカテゴリー７２が単語辞書データベース７１の中に見つからなかった場
合には、カテゴリー特定部８５は、エラーを通知して、出題者にその出題を取りやめさせ
てもよい。
【００３８】
　つづいて、選択肢作成部８６は、カテゴリー特定部８５により特定されたカテゴリー７
２に属する単語７３の中から、選択肢とするため、キーワード５３以外の単語７３を所定
数選択する（ステップｓ１８）。例えば、”輪作”カテゴリー７２の場合、キーワード５
３以外の単語７３として、「トウモロコシ」、「てんさい」、「大麦」、「カブ」、「サ
ツマイモ」から所定数の単語７３が選択される。
【００３９】
　つづいて、選択肢作成部８６は、選択した複数の単語７３と正答特定部８４により特定
された正答とをランダムに並べて、それぞれに先頭から順に解答番号を割り振るとともに
、一番先頭に問題番号を割り振って、選択肢グループを作成する（ステップｓ１９）。解
答番号は１つの問題の選択肢グループ内で一意であればよく、問題番号は問題全体で一意
であればよい。
【００４０】
　つづいて、問題文変換部８２は、センテンス抽出部８１により抽出されたセンテンス５
２から正答（マーキングされた文字列５１）を削除して、正答の削除位置に、選択肢グル
ープに対応する問題番号を挿入して、センテンス５２を問題文に変換する（ステップｓ２
０）。
【００４１】
　つづいて、レイアウト部８７は、問題文変換部８２により変換された問題文と、選択肢
作成部８６により作成された選択肢グループとを配置した選択肢問題ページを作成する（
ステップｓ２１）。
【００４２】
　例えば、図５は選択肢問題ページ６０の一例である。選択肢問題ページ６０には、問題
文変換部８２によって変換された問題文６１と、選択肢作成部８６によって作成された選
択肢グループ６３とが配置されている。問題文６１には、センテンス５２における正答の
削除位置に問題番号６２が記載されている。また、選択肢グループ６３の先頭には、問題
文６１に対応する問題番号６２が割り振られるとともに、選択肢のそれぞれに解答番号６
４が先頭から順に割り振られている。選択肢には、カテゴリー特定部８５により特定され
たカテゴリー７２における、キーワード抽出部８３で抽出されたキーワード５３以外の単
語７３と、センテンス５２から削除された正答（マーキングされた文字列５１）とで構成
されている。
【００４３】
　つづいて、出力部８８は、レイアウト部８７により作成された選択肢問題ページ６０を
出力し（ステップｓ２２）、本処理を終了する。出力部８８は、選択肢問題ページ６０を
、印字部１４を介して印刷して出力してもよいし、液晶表示部に表示してもよいし、出題
者により指定された端末に送信して出力してもよい。
【００４４】
　このように、本実施形態の画像形成装置１は、問題原稿５０を読み取って画像データを
取得する画像読み取り部１２と、画像データに文字認識処理を実行して、問題原稿５０の
テキストデータを取得する文字認識部８０と、問題原稿５０のテキストデータからセンテ
ンス５２を抽出するセンテンス抽出部８１と、センテンス５２から正答とする単語を特定
する正答特定部８４と、複数の単語７３が複数のカテゴリー７２に分類されて登録された
単語辞書データベース７１と、単語辞書データベース７１の正答が含まれるカテゴリー７
２から単語７３を所定数選択し、選択した所定数の単語７３と正答特定部８４により特定
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された正答の単語とをランダムに並べて、選択肢グループ６３を作成する選択肢作成部８
６と、センテンス５２から正答を削除して、問題文６１に変換する問題文変換部８２と、
問題文変換部８２によって変換された問題文６１と、選択肢作成部８６によって作成され
た選択肢グループ６３とを配置して選択肢問題を作成するレイアウト部８７とを備えてい
る。本実施形態によれば、問題原稿５０に基づいて自動的に選択肢問題を作成することが
できる。
【００４５】
　なお、上記実施形態では、正答特定部８４は、出題者によってマーキングされた文字列
５１を正答として特定したが、問題原稿５０にマーキングされた文字列５１がない場合に
は、キーワード抽出部８３により抽出されたキーワード５３のいずれか１つ（例えばキー
ワード５３からランダムに選択された１つ）を正答として特定するようにしてもよい。こ
れによれば、問題作成制御部１８は、マーキング不要で選択肢問題を作成することができ
る。
【００４６】
　また、選択肢作成部８６は、カテゴリー特定部８５により特定されたカテゴリー７２か
らキーワード５３以外の単語７３を選択肢として所定数選択しているが、選択肢として選
択した所定数の単語７３の中に正解が混ざっている可能性がある。そこで、単語辞書デー
タベース７１に登録されている各単語７３それぞれについて、予め単語７３の関連用語を
登録した関連用語辞書データベース７５を記憶部１７に記憶させておくとよい。
【００４７】
　例えば、図６は、関連用語辞書データベース７５の登録例である。図に示すように、関
連用語辞書データベース７５には、単語辞書データベース７１に登録されている単語７３
と、その単語７３の関連用語７６とが対応付けて登録されている。選択肢作成部８６は、
カテゴリー特定部８５により特定されたカテゴリー７２から選択肢とする単語７３を選択
する際に、関連用語辞書データベース７５を参照して、関連用語７６にキーワード５３が
含まれない単語７３を選択する。例えば、関連用語辞書データベース７５において、「サ
ツマイモ」の関連用語７６にキーワード５３が含まれていなかったとした場合、選択肢作
成部８６は、選択肢の１つとして「サツマイモ」を選択してもよい。これによれば、選択
肢作成部８６は、キーワード５３に関連しない単語７３を選択肢とするので、誤答となる
選択肢を選択することができる。そのため、選択肢作成部８６は、問題に対する正解が１
つだけの選択肢グループ６３を作成することができ、択一問題を作成することができる。
【００４８】
　本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲で種々様々に変更が可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００４９】
１　画像形成装置
１１　操作部
１２　画像読み取り部
１３　画像処理部
１４　印字部
１５　通信部
１６　システムバス
１７　記憶部
１８　問題作成制御部
５０　問題原稿
５１　マーキングされた文字列
５２　センテンス
５３　キーワード
６０　選択肢問題ページ
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６１　問題文
６２　問題番号
６３　選択肢グループ
６４　解答番号
７１　単語辞書データベース
７２　カテゴリー
７３　単語
７５　関連用語辞書データベース
７６　関連用語
８０　文字認識部
８１　センテンス抽出部
８２　問題文変換部
８３　キーワード抽出部
８４　正答特定部
８５　カテゴリー特定部
８６　選択肢作成部
８７　レイアウト部
８８　出力部

【図１】 【図２】
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