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(57)【要約】
【課題】オンラインインタラクティブラーニング管理シ
ステムを提供することを課題とする。
【解決手段】オンラインインタラクティブラーニング管
理システムであって、これにはサーバーを含み、サーバ
ーは複数ユーザがコンピュータによりインターネットを
通じて接続、ログインさせるためにあり、また、すでに
ログインしている複数ユーザを割り当て、以って少なく
とも１つのラーニンググループを生成する。オンライン
インタラクティブラーニング管理システムは、各ラーニ
ンググループに基づいて対応する操作インターフェース
を生成し、以って複数ユーザの間にインタラクティブラ
ーニングを行わせることができる。オンラインインタラ
クティブラーニング管理システムは、更に管理インター
フェースを生成し、管理者が各ラーニンググループ、或
いは、各ユーザの状態を管理させることができる。管理
者と各ラーニンググループとの間、または、各ユーザの
間には管理インターフェース、及び、各操作インターフ
ェースを通じて相互通信する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数ユーザにインターネットを通じて接続、ログインさせ、また、すでにログインして
いる前記複数ユーザを割り当て、以って少なくとも１つのラーニンググループを生成する
サーバーを含むオンラインインタラクティブラーニング管理システムであって、前記サー
バーには、
　プロセッサ、及び、
　前記プロセッサと電気的に接続し、ソフトウエアプログラムを包括し、前記プロセッサ
を介して前記ソフトウエアプログラムを実行するメモリを含み、前記ソフトウエアプログ
ラムには、
　各ラーニンググループに対応して操作インターフェースを生成するため、それぞれ当該
ユーザに対応する個人設定値を前記操作インターフェースにロードすることで、個人化操
作インターフェースを形成し、以ってそれぞれ当該ユーザがインタラクティブラーニング
を行わせるラーニングモジュール、及び、
　管理インターフェースを生成して、管理者に前記複数ユーザを管理させ、前記管理モジ
ュールがいずれかの前記個人化操作インターフェースを通じて発したメッセージを受信で
きると共に、前記管理インターフェースに表示され、且つ、前記ラーニングモジュールが
前記管理インターフェースを通じて発したメッセージを受信できると共に、前記少なくと
も１つの個人化操作インターフェースに表示され、以って前記管理者とそれぞれ当該ユー
ザとの間の相互通信機能を提供する管理モジュールを含むことを特徴とするオンラインイ
ンタラクティブラーニング管理システム。
【請求項２】
　前記個人設定値は、それぞれ当該ユーザのユーザコンピュータ内に保存され、前記ユー
ザコンピュータがインターネットを経由して前記サーバーに接続し、また、操作のため、
前記ユーザコンピュータに対応する前記個人化操作インターフェースを表示することを特
徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記個人設定値には、インターフェース機能設定を含み、前記インターフェース機能設
定が前記個人化操作インターフェースを通じて変更できて、前記ソフトウエアプログラム
が変更後の前記インターフェース機能設定を前記個人設定値に保存することを特徴とする
請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ラーニングモジュールは、ロードした前記個人設定値の違いにより、前記個人化操
作インターフェースを教育者操作インターフェース、或いは、学習者操作インターフェー
スに区分し、且つ、前記個人設定値には情報入力権限設定を含み、前記教育者操作インタ
ーフェースを通じて前記学習者操作インターフェースの前記情報入力権限設定の機能を変
更できることを特徴とする請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ソフトウエアプログラムは、更にそれぞれ当該ユーザが前記個人化操作インターフ
ェースを通じて入力したチャット文字記録を保存するためのチャット保存モジュールを含
むことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記ソフトウエアプログラムは、更にインターフェースランゲージモジュールを含み、
前記インターフェースランゲージモジュールが複数のインターフェースランゲージを保存
し、前記個人化操作インターフェースにおいてそのインターフェースランゲージの切り替
え機能を提供することを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ラーニングモジュールは、ドキュメントデータ、ウェブページデータ、或いは、音
声映像データを含む教育表示情報をロードすると共に前記個人化操作インターフェースに
表示できることを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載のシステム。
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【請求項８】
　前記管理インターフェースを通じてそれぞれ当該ラーニンググループ、または、それぞ
れ当該ユーザの受講状態をモニタリングできることを特徴とする請求項１から７のいずれ
か一項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記管理インターフェースを通じていずれかのユーザを対応する前記ラーニンググルー
プに移出、或いは、移入できることを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の
システム。
【請求項１０】
　前記管理インターフェースは、いずれかのユーザを対応する前記ラーニンググループか
らデモグループに移動し、以って前記ユーザに操作問題が発生した時、テストを行うこと
ができることを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ラーニングモジュールは、前記管理インターフェースから発した放送メッセージを
受信すると共にそれぞれ当該個人化操作インターフェースに表示させることでそれぞれ当
該ユーザに知らせることができることを特徴とする請求項１から１０のいずれか一項に記
載のシステム。
【請求項１２】
　前記管理モジュールは、それぞれ当該個人化操作インターフェースから発した通知メッ
セージを受信すると共に前記管理インターフェースにおいて前記通知メッセージに対応す
る提示的情報を表示させることができることを特徴とする請求項１から１１のいずれか一
項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ソフトウエアプログラムには、更に監視インターフェースを生成し、以って前記管
理者が前記サーバー状態、及び、それぞれ当該ユーザの接続状態を把握させるための監視
モジュールを含むことを特徴とする請求項１から１２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記監視モジュールには、更にそれぞれ当該ユーザの接続アドレス、ログイン・ログア
ウト時刻、ネットワークスループットのバンドワイズ、或いは、接続異常情報等を含む接
続状態記録を保存するための接続状態の保存モジュールを含むことを特徴とする請求項１
３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記監視インターフェースは、前記接続状態の保存モジュール内からそれぞれ当該ユー
ザの前記接続状態記録を検索すると共に前記監視インターフェースに表示させることがで
きることを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記ソフトウエアプログラムには、更にそれぞれ当該ラーニンググループが前記操作イ
ンターフェースを利用してラーニング進行過程を録画、保存するための録画モジュールを
含むことを特徴とする請求項１から１５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ソフトウエアプログラムには、更に広告モジュールを含み、前記広告モジュールが
複数の広告情報を保存し、前記広告モジュールを介して少なくとも１つの前記広告情報を
前記録画モジュールが録画した録画ファイル内に割り込ませることを特徴とする請求項１
６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ソフトウエアプログラムには、更に広告モジュールを含み、前記広告モジュールが
複数の広告情報を保存し、前記広告モジュールを介して当該ユーザの前記個人設定値に基
づいて適した少なくとも１つの前記広告情報を前記個人化操作インターフェースにリンク
し、それぞれ当該ユーザに見せることを特徴とする請求項１から１７のいずれか一項に記
載のシステム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オンラインインタラクティブラーニング管理システムに関し、特に、ユーザ
にインターネットを通じてインタラクティブな学習効果を実現させ、且つ管理者のシステ
ム管理に対する利便性を図るオンラインインタラクティブラーニング管理システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　以前から各種言語を学習したいと思った場合、学習者は書籍或いは関連の情報を通じて
自習する以外に、比較的有効な方法として学習者が学校または塾のカリキュラムに参加し
、教師の対面授業並びに双方の会話を通じることで、学習者の言語能力を増進することが
できた。しかしながら一般的なカリキュラムは固定された授業時間であり、忙しい現代人
にとって、毎日或いは毎週の一定時間を作って学校或いは塾に赴いて講義を受けようとす
ることは、そう容易なものでは無い。このため本当に勉強したい学習者は二の足を踏んで
いる。
【０００３】
　インターネット技術が非常に発展してきたことに伴い、ネットワークの転送速度も明ら
かに向上してきたため、インターネットを利用した言語教育の学習方法が現れ始め、学習
者の学習にも便利になってきた。学習者は在宅または他の場所でインターネットを通じて
授業者によって事前に録画した講義ビデオをダウンロードして見る、若しくは若干の動画
機能付きソフトウエアを利用して両者或いは多者と会話を行い、以って学習効果を実現で
きる。前述の方法を利用すると、学習者は自由な時間で、自由な場所で関連の言語カリキ
ュラムを学べることができる。しかし、事前に録画したビデオを見ることは本を見て自習
する方法と同じ、且つ現在の動画ソフトウエアが提供する機能に制限にもあり、教師の対
面授業によって達成できる効果とは、やはり大きな差がある。
【０００４】
　この他にも、学習者がｅラーニング中、操作上の問題或いは突発的な状況が発生した時
、一般的なラーニングシステムの管理機能では不足があり、つまり、学習者は電話または
電子メールでのみシステム側の管理者に連絡し、管理者も学習者の陳述のみで問題点を解
決しなければならず、往々にしてリアルタイムで問題を解決できないため、学習者及び管
理者が困っている。このため如何にして学習者に便利で効果的に学習させることができ、
また管理者にラーニングシステムを容易に管理させることができるかが、研究に値する課
題となっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】台湾公告第Ｉ２４９１１２号発明特許
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ユーザにインターネットを通じてインタラクティブな学習効果を実現させ、
且つシステム管理者に管理を行わせるオンラインインタラクティブラーニング管理システ
ムを提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理シス
テムは、複数のユーザがインターネットを通じて接続、ログインさせ、またログインした
複数ユーザを割り当てることで、少なくとも１つのラーニンググループを生成させるサー
バーを含む。サーバーには、プロセッサ及びメモリを含み、メモリがプロセッサと電気的
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に接続し、メモリがソフトウエアプログラムを有し、プロセッサを介してソフトウエアプ
ログラムを実行する。ソフトウエアプログラムには、ラーニングモジュール及び管理モジ
ュールを含む。ラーニングモジュールは、各ラーニンググループに対応して操作インター
フェースを生成するためにある。各ユーザにインタラクティブラーニングを行わせるため
、各ユーザに対応する個人設定値を操作インターフェースにロードして個人化操作インタ
ーフェースを形成する。
【０００８】
　管理モジュールは、管理インターフェースを生成することで管理者が複数ユーザを管理
するために供される。管理モジュールは、いずれかの個人化操作インターフェースを通じ
て発信されたメッセージを受信すると共に管理インターフェースに表示できる。且つラー
ニングモジュールは、管理インターフェースを通じて発信されたメッセージを受信すると
共に少なくとも１つの個人化操作インターフェースに表示し、以って管理者と各ユーザと
の間の相互通信機能を提供する。
【０００９】
　これにより、本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システムは、ユーザ
にログインさせると共に対応する個人化操作インターフェースを生成でき、以ってインタ
ラクティブラーニングを行い、管理者が管理インターフェースにより各ユーザを管理、監
視できる。個人化操作インターフェース及び管理インターフェースを通じてユーザと管理
者とが相互コミュニケーションすることで、ラーニング及び管理が便利になるという目的
を達成できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システムのシステムを示す
図である。
【図２】本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システムのソフトウエアプ
ログラム構成アーキテクチャを示す図である。
【図３】本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システムに接続している状
態を示す図である。
【図４】本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システムの個人化操作イン
ターフェースを示す図である。
【図５ａ】本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システムの管理インター
フェースを示す図である。
【図５ｂ】本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システムの管理インター
フェースを示す図である。
【図６】本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システムの監視インターフ
ェースを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　貴審査官に本発明の技術内容を理解してもらうため、特に好ましい実施例を挙げて以下
の通りに説明する。
【実施例】
【００１２】
　まず図１を参照にしながら説明する。図１は、本発明のオンラインインタラクティブラ
ーニング管理システム１のシステムを示す図である。図１に示すように、本発明のオンラ
インインタラクティブラーニング管理システム１には、サーバー１０を含み、複数のユー
ザがインターネット接続機能を有するユーザコンピュータ２０により、インターネット３
０を通じてサーバー１０に接続すると共にログインし、以って本発明のオンラインインタ
ラクティブラーニング管理システム１を利用してインタラクティブラーニングを行うこと
ができる。サーバー１０には、プロセッサ１１及びメモリ１２を含む。メモリ１２がプロ
セッサ１１と電気的に接続し、メモリ１２には、ソフトウエアプログラム１２ａを含み、
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プロセッサ１１によりソフトウエアプログラム１２ａを実行し、以ってシステムのラーニ
ング及び管理等の関連機能を有効にする。本実施例において、ソフトウエアプログラム１
２ａはｆｌａｓｈ構文を使用して作成されたものであるため、ユーザコンピュータ２０に
対応のソフトウエアをインストールすることなく、各ユーザはユーザコンピュータ２０を
利用してインターネット３０を通じて本発明のオンラインインタラクティブラーニング管
理システム１のサーバー１０に接続、ログインすると、関連の操作インターフェースを開
いて操作できるため、簡単に利用できる。ただし本発明はこれだけに限るものではない。
【００１３】
　図２及び図３を組み合わせて参照にしながら説明する。図２は本発明のオンラインイン
タラクティブラーニング管理システム１のソフトウエアプログラム１２ａの構成アーキテ
クチャを示す図である。図３は、本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理シ
ステム１に接続している状態を示す図である。各ユーザコンピュータ２０において対応す
るユーザ情報を保存するもので、ユーザａが本発明のオンラインインタラクティブラーニ
ング管理システム１にログインすると、ソフトウエアプログラム１２ａはユーザコンピュ
ータ２０を通じてそのユーザ情報を入手して、以ってコースのグループ分けデータを対比
して当該ユーザａをすでに決めたラーニンググループＡ内に割り当てることができ、コー
スグループ分けデータが予めメモリ１２内にロードする。ログインしたユーザａの数、レ
ベル或いは身分に応じて、適切にユーザａを割り当てるとともに少なくとも１つのラーニ
ンググループＡを生成する。各ラーニンググループＡは複数のユーザａからなる。各ラー
ニンググループＡには１名の教育者ａ１及び少なくとも１名の学習者ａ２を含む。ここの
ユーザ情報を利用してユーザａを割り当てる関連技術について、すでに発明者の特許文献
１に開示されているため、ここに繰り返す記述を行わない。
【００１４】
　図２及び図３に示すように、ソフトウエアプログラム１２ａにはラーニングモジュール
１２１及び管理モジュール１２２を含む。ラーニングモジュール１２１は、各ラーニング
グループＡに基づいて対応する操作インターフェース２００を生成し、以って各ラーニン
ググループＡがインタラクティブラーニングを行うためにある。前記各ユーザａのユーザ
情報には、当該ユーザａに対応する個人設定値を含み、操作インターフェース２００が生
成された後、操作インターフェース２００に各ユーザａの個人設定値をロードでき、ロー
ドした個人設定値の違いにより、対応する個人化操作インターフェース２００ａを形成す
ると共にユーザコンピュータに表示され、個人化操作インターフェース２００ａを通じて
同一ラーニンググループＡのその他ユーザａとコミュニケーション、学習を行うことがで
きる。その他にも、ラーニングモジュール１２１は、ロードした例えば前記教育者ａ１或
いは学習者ａ２の身分で形成された個人化操作インターフェース２００ａを教育者ａ１の
操作インターフェース或いは学習者ａ２の操作インターフェースに区分できる個人設定値
の違いにより、異なるインターフェースの使用権限を開く。
【００１５】
　管理モジュール１２２は、管理インターフェース３００を生成し、管理者ｂが複数のユ
ーザａを管理し、以って各ラーニンググループＡの教育状況または各ユーザａの学習状況
を把握するためにある。管理者ｂと各ユーザａとの間の連絡、コミュニケーション或いは
質問があった時、管理者ｂと各ユーザａとの間の管理インターフェース３００及び個人化
操作インターフェース２００ａを通じて相互通信できる。各ユーザａは、各個人化操作イ
ンターフェース２００ａを通じてメッセージを入力できる。このメッセージを管理モジュ
ール１２２が受信した後で管理インターフェース３００に表示され、以って管理者ｂに関
連の処理を行うよう知らせることができる。且つ管理者ｂも管理インターフェース３００
を通じてメッセージを入力できる。このメッセージはラーニングモジュール１２１が受信
した後で指定された単一或いは複数の個人化操作インターフェース２００ａに表示させる
ことができ、以って個別ユーザａ或いはユーザａ全員に知らせることができる。
【００１６】
　個人設定値には、インターフェース機能設定、情報入力権限設定或いはユーザ情報設定
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を含む。インターフェース機能設定は、ユーザコンピュータに対応して表示させる個人化
操作インターフェース２００ａの関連インターフェース及び機能の設定に関するもので、
これにはインターフェースランゲージ設定、時刻設定、動画機能設定或いはオーディオ機
能設定を含む。情報入力権限設定は、ユーザａの個人化操作インターフェース２００ａに
おける入力操作の関連権限設定に関するものであり、これには文字入力権限、音声入力権
限またはインタラクション入力権限を含む。ユーザ情報設定は、ユーザａに表示させる名
称、個人趣味等の関連設定である。
【００１７】
　ユーザａが本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システム１にログイン
した後、ユーザａの個人設定値を一緒にロードする。個人化操作インターフェース２００
ａに表示される言語は、異なるインターフェースランゲージの設定によって変えることが
でき、例えば異なる設定により繁体中国語インターフェース、簡体中国語インターフェー
ス或いは英語インターフェース等で表示できる。時刻設定は、個人化操作インターフェー
ス２００ａに表示される時刻情報を決定し、異なる設定によりユーザａ所在地の時刻或い
は／及びサーバー現地時刻を別々または同時に表示でき、以ってユーザａが異なる国家ま
たは地域に滞在しているとしても、依然として実際の受講時刻を確認できることで、混同
が起きることを避けることができる。映像信号機能設定は、個人化操作インターフェース
２００ａの動画映像表示の有無を決定するものである。オーディオ機能設定は、デバイス
による出力（例えばスピーカ等）或いはデバイスによる入力（例えばマイク等）音量の大
きさを決定できる。前記インターフェース機能設定を介して生成した個人化操作インター
フェース２００ａがカスタマイズ化の効果を実現させ、ユーザａが最も熟知したインター
フェース方式でインタラクティブラーニングを行わせることができる。
【００１８】
　インターフェース機能設定は、個人化操作インターフェース２００ａを通じて変更を行
うことができる。ソフトウエアプログラム１２ａが自動的に変更後のインターフェース機
能設定を個人設定値に保存し、ユーザａが次回本発明のオンラインインタラクティブラー
ニング管理システム１にログオンした時、新たな個人設定値をロードして個人化操作イン
ターフェース２００ａを更新させることができる。
【００１９】
　情報入力権限設定の文字入力権限は、ユーザａが個人化操作インターフェース２００ａ
内に文字を入力できることを決定する。音声入力権限は、ユーザａがマイクを通じて音声
メッセージを発して同一ラーニンググループＡのその他ユーザａに伝送できるかを決定す
る。インタラクション入力権限は、ユーザａが個人化操作インターフェース２００ａ内に
おいて教育表示情報（例えば教材等）でインタラクティブ操作を行うことができるかを決
定する。ログインした身分の違いで取得した異なる個人設定値によって、ユーザａの個人
化操作インターフェース２００ａにおける情報入力権限も異なる。例を挙げて説明すると
、ユーザａが教育者ａ１の場合、教育目的のため、システムがその情報入力権限設定の各
種権限をイネーブル状態にデフォルトされる。ユーザａが学習者ａ２の場合、学習過程に
おいて謹聴、会話及び文字入力のみを通じて教育者ａ１或いはその他の学習者ａ２とイン
タラクションするため、教育者ａ１が使用できるインタラクション入力設定は、学習者ａ
２にとってディスエーブル状態にデフォルトされる。前記各情報入力権限設定は、システ
ムの異なるニーズを見てデフォルト値を調整する。本発明は、これだけに限るものではな
い。
【００２０】
　この他にも、ユーザａがログインした後、ユーザ情報設定に基づいて個人化操作インタ
ーフェース２００ａにユーザａの自己設定名称が表示され、こうすることで各ユーザａの
間で相互を呼び合うことができ、且つログインカウントも区別できる。
【００２１】
　次に、図２及び図４を組み合わせ参照にしながら説明する。図４は、本発明のオンライ
ンインタラクティブラーニング管理システム１の個人化操作インターフェース２００ａを
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示す図である。図２及び図４に示すように、ラーニングモジュール１２１が生成した各個
人化操作インターフェース２００ａには、ステータス表示エリア２１０、インスタントメ
ッセージエリア２２０、インタラクティブな表示エリア２３０、動画表示エリア２４０及
びインターフェース機能設定エリア２５０を含む。ステータス表示エリア２１０は、各ユ
ーザの状態情報を表示する。状態情報とは各ユーザの接続状態、身分識別状態或いは入力
権限状態を含むことができる。接続状態からユーザの現在インターネットに接続が安定し
ているかを判断できる。身分識別状態からユーザの身分を確認できる。入力権限状態から
ユーザの現在具備するデータ入力権限が何であるかを判断できる。これを通じて同一ラー
ニンググループに属する全てのユーザ状態情報が分かる。ただしステータス表示エリア２
１０に表示される状態情報が前項とは限るものではない。
【００２２】
　インスタントメッセージエリア２２０には、同一ラーニンググループ内の各ユーザが入
力した文字情報が表示され、以って両者或いは多者の文字コミュニケーションを行うこと
ができる。各ユーザのインスタントメッセージエリア２２０に入力した文字情報は、ファ
ンクションバー２２２を通じて選択した特定対象、例えば、教育者、特定学習者またはラ
ーニンググループ内のユーザ全員に伝送され、以って公開或いは秘密の会話を行うことが
できる、若しくは管理者に文字情報を選択するよう伝送し、以って管理者と直接コミュニ
ケーションを行うことができる。図２及び図４に示すように、本発明のオンラインインタ
ラクティブラーニング管理システム１において、ソフトウエアプログラム１２ａには、各
ユーザが個人化操作インターフェース２００ａのインスタントメッセージエリア２２０で
入力したチャット文字記録を保存し、以って後日必要がある時の調査、利用できることに
供することで更にチャット保存モジュール１２３を含む。
【００２３】
　インタラクティブな表示エリア２３０は、デジタルホワイトボードに類似したホワイト
ボード機能を提供し、ラーニングモジュール１２１を介して教育表示情報をロードし、ま
た個人化操作インターフェース２００ａのインタラクティブな表示エリア２３０内に表示
できる。教育表示情報は、一般的にインタラクション入力権限を持つ教育者に提供され、
インタラクティブな表示エリア２３０のファンクションバー２３１を通じて教育表示情報
の選択及び操作（例えば文字の入力、教育表示情報の注記または線引き等）を行い、以っ
て教育時の補助教材或いは説明とすることができる。ただしインタラクション入力権限に
おいてイネーブル状態に設定している学習者でもこのインタラクティブな表示エリア２３
０の関連機能を利用できる。教育表示情報は、ドキュメントデータ（例えばｗｏｒｄドキ
ュメントファイルまたはｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔドキュメントファイル等）、ウェブページ
データ或いは音声映像データ（例えばビデオ若しくは音楽ファイル等）を含むことができ
る。その他にも、各ラーニンググループに対応する教育表示情報は、システム設定を介し
て予め個人化操作インターフェース２００ａのインタラクティブな表示エリア２３０内に
ロードし、以って先行してログインしたユーザにプレビュー、学習に供することができる
。
【００２４】
　動画表示エリア２４０は、教育者から取得した動画情報を表示し、例えば、インターネ
ットカメラで取得した教育者のライブ映像であり、これは各学習者が授業過程において対
面授業の感覚を感じるためにある。動画表示エリア２４０には、音声映像ファンクション
バー２４１を含み、学習者が音声映像ファンクションバー２４１を介して動画映像のオン
或いはオフ、音声出力或いは入力のオンまたはオフ、出力或いは入力する音量の大きさの
調整等を行うことができる。例えば、学習者が動画映像をオンにしてネットワークスルー
プットが過大となり映像が遅延した場合、個人化操作インターフェース２００ａを操作し
て、動画映像をオフに選択できる。
【００２５】
　インターフェース機能設定エリア２５０は、時刻情報表示２５１、インターフェース機
能項目２５２、補助通信機能項目２５３等を含んだ一部のインターフェース機能の選択及
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び表示を提供するためにある。時刻情報表示２５１は、前記個人設定値に基づいて対応す
る時刻情報を表示し、以ってユーザがどこでも実際の受講時間を確認して受講コースに参
加できる。インターフェース機能項目２５２は、個人化操作インターフェース２００ａの
関連機能を調整でき、これには前記インターフェースランゲージ設定、時刻設定等のイン
ターフェース関連設定の調整機能項目を含み、プルダウンメニュー方式でデザインされユ
ーザの選択に供される。ソフトウエアプログラム１２ａには、更にインターフェースラン
ゲージモジュール１２４を含む。インターフェースランゲージモジュール１２４は、複数
のインターフェースランゲージが保存され、個人化操作インターフェース２００ａのイン
ターフェース機能設定エリア２５０を通じてそのインターフェースランゲージ切り替え機
能を提供できる。例を挙げると、台湾国内ユーザの需要に対応するため、個人化操作イン
ターフェース２００ａのデフォルトしたインターフェースランゲージに繁体中国語があり
、ユーザの母国語が英語の場合、インターフェース機能設定エリア２５０を通じてインタ
ーフェースランゲージの設定を英語に変更すると、個人化操作インターフェース２００ａ
がリアルタイムで英語インターフェースに切り替わることができる。ただし本発明は、こ
れだけに限るものではない。インターフェースランゲージを変更した後の設定を当該ユー
ザに対応する個人設定値内に保存し、後日設定を変更していない場合、個人化操作インタ
ーフェース２００ａは英語のインターフェースを維持する。
【００２６】
　補助通信機能項目２５３は、学習者が教育者に学習質問の状況を反映、若しくは学習者
或いは教育者から管理者に対し遭遇した使用上の問題状況を反映し、以って管理者に対処
するよう注意を促すことにある。管理者とのコミュニケーションを例にすると、学習者或
いは教育者は補助通信機能項目２５３を通じて適した項目（例えば通信に遅延現象があり
、相手側の音声を聴くことができない等）を選択、または直接文字を入力して管理者に反
映して処理してもらう。学習者或いは教育者が選定した項目或いは入力した文字は、個人
化操作インターフェース２００ａを通じて通知メッセージを発する。この通知メッセージ
が管理モジュール１２２に伝送され、また管理インターフェース３００内においてこの通
知メッセージに対応して提示情報を表示させることで、管理者に処理するよう注意を促す
。
【００２７】
　本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システム１において、教育の利便
性または不良ユーザが講義を妨害することを防止するため、各ラーニンググループの教育
者に多くの管理権限を付与する必要があり、このため本発明の設計により、教育者操作イ
ンターフェースを通じて学習者操作インターフェースの情報入力権限設定を変更できる機
能を付加した。教育者は、教育者操作インターフェースを通じて実情に応じて各学習者操
作インターフェースの情報入力権限設定を変更できる。例えば某学習者がドキュメント或
いはビデオを所属ラーニンググループのユーザ全員と共有する時、当該学習者が関連ファ
イルをインタラクティブな表示エリア２３０内に表示するため、教育者がそのインタラク
ション入力権限をイネーブルできる。若しくは某学習者が引き続きインスタントメッセー
ジエリア２２０に下劣な文字を入力してカリキュラム進行の妨害を図った時、教育者がそ
の文字入力権限をディスエーブルして当該学習者の行動を阻止できる。
【００２８】
　ソフトウエアプログラム１２ａには、更に広告モジュール１２５を含む。広告モジュー
ル１２５は、複数の広告情報を保存する。個人化操作インターフェース２００ａが対応し
て生成する時、ソフトウエアプログラム１２ａが広告モジュール１２５を介して少なくと
も１つの広告情報を前記個人化操作インターフェース２００ａにリンクし、ユーザが個人
化操作インターフェース２００ａを使用する過程において前記広告情報を見るため、以っ
て広告宣伝効果を達成できる。広告モジュール１２５は、各ユーザの個人設定値に基づい
て、各ユーザの所属ラーニンググループ、身分、ユーザ情報設定の違いを通じ、若しくは
特殊なアクションをとった時、適した広告情報を選んで個人化操作インターフェース２０
０ａにリンクする。例を挙げて言うと、ユーザは前記ログイン情報のユーザ情報設定にお
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いて個人的な趣味として映画または３Ｃ情報等に選択する可能性があると、選択した個人
的な趣味の違いに伴い、広告モジュール１２５がこれに基づき対応する映画予告編或いは
３Ｃ製品の広告を選出して個人化操作インターフェース２００ａとリンクし、ユーザがカ
リキュラムに参加する以外に、更にこれら追加の広告情報を入手させることができる。
【００２９】
　ソフトウエアプログラム１２ａには、更に各ラーニンググループが操作インターフェー
ス２００を利用してラーニングを行う過程を録画して保存するための録画モジュール１２
６を含む。ラーニングモジュール１２１は、各ラーニンググループに対応する操作インタ
ーフェース２００を生成すると、録画モジュール１２６を起動するよう通知され、以って
各ラーニンググループのラーニング過程を録画し、即ち、カリキュラムに参加できないユ
ーザ或いは複習したいユーザがカリキュラム終了後、このカリキュラム録画ファイルを見
ることで学習効果を達成するため、各操作インターフェース２００の各種操作及び音声映
像データについて録画を行う。その他、ユーザがサーバーにログインしてカリキュラム録
画ファイルを見たい時、前記広告モジュール１２５もユーザのログイン情報に基づいて適
した広告情報を選んでカリキュラム録画ファイルに割り込んで、同じように広告宣伝効果
を達成できる。
【００３０】
　次に、図２及び図５（ａ）、（ｂ）を組み合わせて参照しながら説明する。図５（ａ）
、（ｂ）は、本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システム１の管理イン
ターフェース３００を示す図である。図２及び図５（ａ）に示すように、管理者のアカウ
ントで本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システム１にログインすると
、管理インターフェース３００が生成して管理者にシステムの監視、管理を提供し、以っ
て各ラーニンググループ或いは各ユーザ状態を把握し、また各ユーザが遭遇した操作に関
する問題または突発的状況を解決することに協力するため、各ユーザとコミュニケーショ
ンを行うことができる。管理インターフェース３００には、ラーニンググループ管理エリ
ア３１０、デモグループ管理エリア３２０、インスタントメッセージエリア３３０及びメ
ッセージ表示エリア３４０を含む。ラーニンググループ管理エリア３１０は、各ユーザの
接続状態、音声出力、入力状態等を含んだ現在それぞれのラーニンググループの各ユーザ
状態情報を表示し、管理者に各ユーザの実情を把握並びに管理させることにある。
【００３１】
　管理者は、管理インターフェース３００を通じてマウスまたはその他の入力デバイスで
いずれかのラーニンググループ或いはいずれかのユーザを選んでコマンドを入力して当該
ラーニンググループ或いは当該ユーザの現在の受講状態をモニタリングし、以ってカリキ
ュラムにおいて発生するかもしれない状況を把握できる。管理者は、カリキュラムの進行
を妨害しているユーザがあると知り得た時、受講の秩序を維持するため、管理インターフ
ェース３００を通じてコマンドを入力して、当該ユーザを所属ラーニンググループから移
出でき、この時当該ユーザの操作、対応する個人化操作インターフェース２００ａが閉じ
られる。逆に、管理者はまた前記方法により移出されていたユーザを元のラーニンググル
ープ内に移入して、元の対応する個人化操作インターフェース２００ａを開いて継続して
受講させることもできる。
【００３２】
　デモグループ管理エリア３２０は、ユーザの使用状態をテストするためにある。図５（
ａ）、（ｂ）を組み合わせて参照しながら説明する。デモグループ管理エリア３２０は少
なくとも１つのデモグループ（例えば、図内のｄｅｍｏ０１及びｄｅｍｏ０１）、をデフ
ォルトできる。ラーニンググループ内にあるユーザｃｃｃに操作上の問題が生じた時（例
えば、音量が小さ過ぎる、接続状態が不安定等）、管理インターフェース３００を通じて
操作を行い、マウスでのクリック、ドラッグ＆ドロップ動作或いはその他の入力コマンド
を受信してユーザｃｃｃをラーニンググループ管理エリア３１０の対応するラーニンググ
ループＡ００１内からデモグループ管理エリア３２０のデモグループｄｅｍｏ０１内に移
動させることができる。この時プログラムがユーザｃｃｃの本来対応する個人化操作イン
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ターフェース２００ａを閉じて、管理者がユーザｃｃｃについて関連状態のテストを行わ
せ、ユーザｃｃｃの問題の解決に協力する。問題が解決した後、更に対応コマンドを入力
し、当該ユーザｃｃｃをデモグループ管理エリア３２０のデモグループｄｅｍｏ０１から
ラーニンググループ管理エリア３１０の元のラーニンググループＡ００１に戻して継続し
て受講（即ち、ユーザの本来対応する操作インターフェース２００ａを開く）できる。
【００３３】
　インスタントメッセージエリア３３０は、各管理者が入力した文字情報を表示し、以っ
て管理者と管理者との間が文字コミュニケーションを行う。同時にログインして受講して
いるユーザ数が大勢の時、数名の管理者がそれぞれ一部のラーニンググループを管理しな
ければならないため、インスタントメッセージエリア３３０を介して各管理者間に相互コ
ミュニケーションさせ、必要な時、相互にサポートできる。管理者のインスタントメッセ
ージエリア３３０で入力した文字情報も特定のユーザに伝送するよう選択できる。またユ
ーザの個人化操作インターフェース２００ａを通じて伝送されて来た文字情報を表示し、
以ってユーザと管理者との間に秘密の会話を行わせることができる。
【００３４】
　メッセージ表示エリア３４０は、提示情報を表示させる。図５（ａ）に示すように、ユ
ーザがシステム操作上またはその他の解決できない問題がある時、前記ユーザコンピュー
タに表示される個人化操作インターフェース２００ａの補助通信機能項目２５３を通じて
通知メッセージを発することができる。この通知メッセージがインターネットを経由して
伝送された後、管理モジュール１２２が受信すると共に管理インターフェース３００のメ
ッセージ表示エリア３４０にこの通知メッセージに対応する提示情報が表示される。管理
者が提示情報を受け取った後、どのユーザに状況が発生、或いはユーザに何らかの問題が
発生したかを知ることができるため、管理インターフェース３００を通じて直接当該ユー
ザと単独にコミュニケーション、若しくは前記機能を利用して当該ユーザをデモグループ
に移動してテストし、以って迅速に状況を理解すると共に問題の処理に協力できる。メッ
セージ表示エリア３４０において表示される提示情報は、メッセージを送信してきたユー
ザに情報を表示でき、また各問題状況に対応する文字記述または記号（例えば、図内のス
ター記号）が表示され、以って管理者に迅速に状況を理解させることができる。これによ
り、本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システム１は講義カリキュラム
への影響が最小限に抑えられることができるという状況の下で、ユーザの問題解決をアシ
ストできる。
【００３５】
　システムの公告情報または注意事項をログイン済みのユーザ全員に知らせなければなら
ない時、管理者は管理インターフェース３００を介して放送メッセージを発することがで
きる。この放送メッセージが伝送された後、ラーニングモジュール１２１が受信すると共
に処理した後、各個人化操作インターフェース２００ａを通じて表示させることで、関連
メッセージを各ユーザに通知或いは注意を促すことができる。
【００３６】
　また図２及び図３に示すように、ソフトウエアプログラム１２ａには、更に監視インタ
ーフェース４００を生成して管理者にサーバー１０の状態及び各ユーザの接続状態を把握
させるための監視モジュール１２７を含む。管理者は、監視インターフェース４００を通
じて例えば接続バンドワイズの設定、動画の大きさ調整、教室数量のオープン若しくは現
在のオンライン人数等のようなシステムの関連設定項目をチェック並びに調整できる。監
視モジュール１２７には、更に接続状態の保存モジュール１２８も含む。この保存モジュ
ール１２８は、各ユーザの接続状態に対して監視を行う時、取得したユーザの接続状態の
情報を各々接続状態記録として保存し、以って状況が生じた時この記録を利用して早急に
問題点を見つけ出し、或いは後日データの検索、分析用に備える。接続状態情報には、ユ
ーザの接続アドレス、ログイン・ログアウト時刻、ネットワークスループットのバンドワ
イズまたは接続異常情報等を含む。
【００３７】
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　ユーザに接続状態の不安定、若しくは本発明のオンラインインタラクティブラーニング
管理システム１に接続できない等といったネットワークに関する問題が発生した時、管理
者は、監視インターフェース４００を通じて監視モジュール１２７から選定した単一ユー
ザ或いはラーニンググループの複数ユーザの接続状態情報を取得でき、また管理インター
フェース３００を通じて監視モジュール１２７から単一ユーザの接続状態情報も取得でき
、この接続状態情報に基づいて問題点がユーザ側またはサーバー側にあるかを判断して問
題の解決或いは責任帰属を明確にできるため、不必要な争いを避けることができる。
【００３８】
　図６を参照しながら説明する。図６は、本発明のオンラインインタラクティブラーニン
グ管理システム１の監視インターフェース４００を示す図である。図６に示すように、監
視インターフェース４００には、オンライングループ表示エリア４１０、接続ステータス
表示エリア４２０及び接続情報検索エリア検索エリア４３０を含む。オンライングループ
表示エリア４１０は、現在システム内に存在しているラーニンググループ或いはデモグル
ープ等を含んだ各グループをリストアップするためにある。接続ステータス表示エリア４
２０は、オンライングループ表示エリア４１０に選定した少なくとも１つのグループ内の
各ユーザの接続状態情報をリアルタイムで表示させるためにある。本実施例において、表
示させる接続状態情報には、ユーザアカウント、接続アドレス、ログイン時刻及びネット
ワークスループットのバンドワイズ等を含む。ただし本発明は、これだけに限るものでは
ない。
【００３９】
　監視インターフェース４００には、更に接続記録検索エリア４３０を含む。この接続記
録検索エリア４３０は、入力条件（例えば、期日、ユーザまたはラーニンググループ等）
を利用して接続状態の保存モジュール１２８において、保存済みの各ユーザの接続状態情
報記録に対して検索でき、以って入力条件に該当する接続状態の履歴を検索すると共に表
示され、管理者に関連情報の分析並びに検索の利便性を提供する。
【００４０】
　本発明のオンラインインタラクティブラーニング管理システム１の設計を介して、ユー
ザは直接サーバー１０にログインして対応する個人化操作インターフェース２００ａを実
行してインタラクティブラーニングを行うことができる。管理者はサーバー１０にログイ
ンした後もユーザ全員の使用及び接続状態を把握するため、管理インターフェース３００
及び監視インターフェース４００を実行して各ユーザを管理、監視できる。ユーザに問題
があった時、個人化操作インターフェース２００ａ及び管理インターフェース３００を通
じてユーザと管理者とが相互にコミュニケーションして、以って問題の処理に協力し、教
育及び管理の利便性という目的を達成する。且つ監視インターフェース４００を通じて各
ユーザとサーバーとの接続に問題が発生した時、分析をアシストして問題点を見つけ出す
と共に早急に解決できる。
【００４１】
　上記をまとめると、本発明は、目的、手段及び効果を問わず、いずれも先行技術の特徴
と全く相違することが示され、また１つの大きな突破点であり、社会に寄与するため、審
査官の皆様から御明察いただき、一日も早く特許を賜わることを切に希望する。ただし、
上記実施例は、例として本発明の原理及びその効果を説明するだけであって、本発明の範
囲を限定するものではない。任意の当該技術分野を熟知する者は、本発明の技術的原理及
び精神を逸脱しない範囲内において実施例に対して種々の改良変更をなし得ることは、後
記の本発明特許請求の範囲内に含むものであるのが勿論である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　　オンラインインタラクティブラーニング管理システム
　１０　　サーバー
　１１　　プロセッサ
　１２　　メモリ
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　１２ａ　　ソフトウエアプログラム
　１２１　　ラーニングモジュール
　１２２　　管理モジュール
　１２３　　チャット保存モジュール
　１２４　　インターフェースランゲージモジュール
　１２５　　広告モジュール
　１２６　　録画モジュール
　１２７　　監視モジュール
　１２８　　接続状態の保存モジュール
　２００　　操作インターフェース
　２００ａ　　個人化操作インターフェース
　２１０　　ステータス表示エリア
　２２０、３３０　　インスタントメッセージエリア
　２２２、２３１　　ファンクションバー
　２３０　　教育表示エリア
　２４０　　動画表示エリア
　２４１　　音声映像のファンクションバー
　２５０　　インターフェース機能設定エリア
　２５１　　時刻情報表示
　２５２　　インターフェース機能項目
　２５３　　補助通信機能項目
　３００　　管理インターフェース
　３１０　　ラーニンググループ管理エリア
　３２０　　デモグループ管理エリア
　３４０　　メッセージ表示エリア
　４００　　監視インターフェース
　４１０　　オンライングループ表示エリア
　４２０　　接続ステータス表示エリア
　４３０　　接続情報の検索エリア
　２０　　ユーザコンピュータ
　３０　　インターネット
　Ａ　　ラーニンググループ
　ａ　　ユーザ
　ａ１　　教育者
　ａ２　　学習者
　ｂ　　管理者
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