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(57)【要約】
【課題】生徒が記入した答案を適切に処理することが可
能な答案処理装置を提供する。
【解決手段】生徒が答案を記入した答案用紙であって、
答案の記入を行った各生徒の生徒識別情報と対応付けら
れた識別画像が配置された答案用紙を読み取った答案読
取情報が格納される答案読取情報格納部１１と、答案読
取情報の読み取り元となる答案用紙の、答案が記入され
る前の状態を示す答案用紙情報が格納される答案用紙情
報格納部１２と、答案読取情報の、答案用紙情報に対す
る差分に関する情報である差分関連情報を取得する差分
取得部１３と、この差分を取得した答案読取情報の識別
画像と対応付けられた生徒識別情報を取得する生徒識別
情報取得部１４と、差分取得部１３が取得した差分関連
情報と、生徒識別情報取得部１４が取得した生徒識別情
報とを有する答案情報を答案情報格納部１６に蓄積する
答案情報蓄積部１７とを備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
１以上の生徒が答案を記入した答案用紙であって、答案の記入を行った各生徒の識別情報
である生徒識別情報と対応付けられた画像の情報である識別画像が配置された答案用紙を
読み取った情報である答案読取情報が格納される答案読取情報格納部と、
前記答案読取情報の読み取り元となる答案用紙の、答案が記入される前の状態を示す情報
である答案用紙情報が格納される答案用紙情報格納部と、
前記答案読取情報格納部に格納されている答案読取情報の、前記答案用紙情報に対する差
分に関する情報である差分関連情報を取得する差分取得部と、
前記差分取得部が差分を取得した答案読取情報の識別画像を検出し、当該識別画像と対応
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付けられた生徒識別情報を取得する生徒識別情報取得部と、
前記差分関連情報と、前記生徒識別情報とを有する答案情報が格納される答案情報格納部
と、
前記差分取得部が取得した差分関連情報と、前記生徒識別情報取得部が取得した生徒識別
情報とを有する答案情報を前記答案情報格納部に蓄積する答案情報蓄積部とを備えた答案
処理装置。
【請求項２】
前記答案情報格納部に格納された答案情報に含まれる生徒識別情報を用いて、生徒ごとに
当該答案情報に関する統計分析を行う統計分析部と、
前記統計分析部の統計分析結果を出力する出力部とを備えた請求項１記載の答案処理装置
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。
【請求項３】
前記答案情報には、当該答案情報に対応した日付を示す情報である日付情報を更に有して
おり、
前記統計分析部は、前記答案情報が有する日付情報を用いて、予め指定された期間ごとに
、前記答案情報に関する統計分析を行う請求項２記載の答案処理装置。
【請求項４】
前記差分取得部が取得した差分関連情報に対して文字認識処理を行う文字認識部を更に備
え、
前記統計分析部は、前記答案情報に関する統計分析として、前記答案情報に含まれる差分
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関連情報に記載されている文字に関する統計分析を、当該答案情報に含まれる差分関連情
報に対して前記文字認識部により行われた文字認識処理の結果を示す情報を用いて行う請
求項２または請求項３いずれか記載の答案処理装置。
【請求項５】
前記差分関連情報に記載されている文字に関する統計分析は、前記文字認識部により当該
差分関連情報について認識された文字の量に関する統計分析である請求項４記載の答案処
理装置。
【請求項６】
前記差分関連情報に記載されている文字に関する統計分析は、前記文字認識部により当該
差分関連情報について認識された文字の多様性に関する統計分析である請求項４記載の答
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案処理装置。
【請求項７】
前記差分関連情報に記載されている文字に関する統計分析は、当該記載されている文字の
属性に関する統計分析である請求項４記載の答案処理装置。
【請求項８】
前記文字の属性に関する統計分析は、当該差分関連情報に対して前記文字認識部により行
われた文字認識結果に関する統計分析である請求項７記載の答案処理装置。
【請求項９】
前記文字の属性に関する統計分析は、当該差分関連情報に対して前記文字認識部により行
われた文字認識結果が示す認識された文字のサイズに関する統計分析である請求項７記載
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の答案処理装置。
【請求項１０】
前記差分取得部が取得した差分関連情報に対して文字認識処理を行う文字認識部を更に備
え、
前記差分関連情報に記載されている文字に関する統計分析は、前記文字認識部が認識した
文字が示す文章の正確度に関する統計分析である請求項２または請求項３いずれか記載の
答案処理装置。
【請求項１１】
前記差分取得部が取得した差分関連情報に対して文字認識処理を行う文字認識部を更に備
え、
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前記差分関連情報に記載されている文字に関する統計分析は、当該記載されている文字の
単位面積当たりの文字数に関する統計分析である請求項２または請求項３いずれか記載の
答案処理装置。
【請求項１２】
１以上の生徒が答案を記入した答案用紙であって、答案の記入を行った各生徒の識別情報
である生徒識別情報と対応付けられた画像の情報である識別画像が配置された答案用紙を
読み取った情報である答案読取情報が格納される答案読取情報格納部と、前記答案読取情
報の読み取り元となる答案用紙の、答案が記入される前の状態を示す情報である答案用紙
情報が格納される答案用紙情報格納部と、差分取得部と、生徒識別情報取得部と、答案情
報が格納される答案情報格納部とを用いて行われる答案処理方法であって、
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前記差分取得部が、前記答案読取情報格納部に格納されている答案読取情報の、前記答案
用紙情報に対する差分に関する情報である差分関連情報を取得する差分取得ステップと、
前記生徒識別情報取得部が、前記差分取得ステップにより差分を取得した答案読取情報の
識別画像を検出し、当該識別画像と対応付けられた生徒識別情報を取得する生徒識別情報
取得ステップと、
前記答案情報蓄積部が、前記差分取得ステップにより取得した差分関連情報と、前記生徒
識別情報取得ステップにより取得した生徒識別情報とを有する答案情報を前記答案情報格
納部に蓄積する答案情報蓄積部とを備えた答案処理方法。
【請求項１３】
１以上の生徒が答案を記入した答案用紙であって、答案の記入を行った各生徒の識別情報
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である生徒識別情報と対応付けられた画像の情報である識別画像が配置された答案用紙を
読み取った情報である答案読取情報が格納される答案読取情報格納部と、前記答案読取情
報の読み取り元となる答案用紙の、答案が記入される前の状態を示す情報である答案用紙
情報が格納される答案用紙情報格納部と、答案情報格納部と、にアクセス可能なコンピュ
ータを、
前記答案読取情報格納部に格納されている答案読取情報の、前記答案用紙情報に対する差
分に関する情報である差分関連情報を取得する差分取得部と、
前記差分取得部が差分を取得した答案読取情報の識別画像を検出し、当該識別画像と対応
付けられた生徒識別情報を取得する生徒識別情報取得部と、
前記差分取得部が取得した差分関連情報と、前記生徒識別情報取得部が取得した生徒識別
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情報とを有する答案情報を前記答案情報格納部に蓄積する答案情報蓄積部として機能させ
るためのプログラム。
【請求項１４】
生徒の識別情報である生徒識別情報と対応付けられた識別画像が表面に配置されたシール
。
【請求項１５】
前記識別画像の周辺に、当該識別画像に対応する生徒識別情報を示す文字列が配置された
請求項１４記載のシール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、生徒が答案用紙に記載した答案を処理する装置等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、答案を処理するシステムとして、入力手段と表示手段とを備えた答案処理システ
ムであって、（ａ）試験の未処理の答案が画像データ化された答案データが記憶される第
１の記憶手段と、（ｂ）処理が終了した答案が画像データ化された答案データが記憶され
る第２の記憶手段と、（ｃ）前記試験で問われている問題に関する説明データが予め記憶
されているデータベースと、（ｄ）前記入力手段から入力された特定の答案の表示命令に
応答して、前記第１の記憶手段から前記特定の答案に相当する答案データを読み出して前
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記表示手段に表示させ、表示された前記答案データに応答して前記入力手段から入力され
所定の基準に基づく前記答案の処理データを表示されている前記答案データに付加すると
共に、前記答案に含まれている問題に関する説明データを前記データベースから読み出し
て前記答案データに付加した上で、前記処理データと前記説明データとが付加された答案
データを第２の記憶手段に記憶する答案処理手段と、を備えていることを特徴とする答案
処理システムが知られていた（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６−２２７３１７号公報（第１頁、第１図等）
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【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、従来においては、生徒が記入した答案を適切に処理することができない
という課題があった。
【０００５】
例えば、上記のように、生徒による答案を、画像データ化して管理することは可能であ
るが、この場合、答案を生徒と対応付けて管理するためには、答案を画像データ化する際
等に、生徒の識別情報（例えば、名前等）等を手動で入力しなければならず、非常に手間
がかかり、容易に処理が行えなかった。
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【０００６】
また、生徒の答案を、統計処理等に使う際には、答案の画像データ中の生徒の記入内容
を取り出して、いわゆるＯＣＲで文字の認識を行って、文字の情報を取得する必要がある
。しかしながら、答案用紙に元々印刷されている文字等の、生徒が記入した内容以外の文
字等も、ＯＣＲで文字認識されてしまい、不必要な情報が発生してしまうという問題があ
った。この結果として、例えば、生徒の記入内容を利用した統計処理等が適切に行えない
という問題もあった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の答案処理装置は、１以上の生徒が答案を記入した答案用紙であって、答案の記
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入を行った各生徒の識別情報である生徒識別情報と対応付けられた画像の情報である識別
画像が配置された答案用紙を読み取った情報である答案読取情報が格納される答案読取情
報格納部と、答案読取情報の読み取り元となる答案用紙の、答案が記入される前の状態を
示す情報である答案用紙情報が格納される答案用紙情報格納部と、答案読取情報格納部に
格納されている答案読取情報の、答案用紙情報に対する差分に関する情報である差分関連
情報を取得する差分取得部と、差分取得部が差分を取得した答案読取情報の識別画像を検
出し、識別画像と対応付けられた生徒識別情報を取得する生徒識別情報取得部と、差分関
連情報と、生徒識別情報とを有する答案情報が格納される答案情報格納部と、差分取得部
が取得した差分関連情報と、生徒識別情報取得部が取得した生徒識別情報とを有する答案
情報を答案情報格納部に蓄積する答案情報蓄積部とを備えた答案処理装置である。
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【０００８】
かかる構成により、答案読取情報から、生徒が記入した答案と生徒識別情報とを容易に
取得して、答案情報として蓄積することができるため、生徒が記入した答案を適切に処理
することができる。
【０００９】
また、本発明の答案処理装置は、前記答案処理装置において、答案情報格納部に格納さ
れた答案情報に含まれる生徒識別情報を用いて、生徒ごとに答案情報に関する統計分析を
行う統計分析部と、統計分析部の統計分析結果を出力する出力部とを備えた答案処理装置
である。
【００１０】
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かかる構成により、答案情報を用いて、適切な統計分析を行うことができる。
【００１１】
また、本発明の答案処理装置は、前記答案処理装置において、答案情報には、答案情報
に対応した日付を示す情報である日付情報を更に有しており、統計分析部は、答案情報が
有する日付情報を用いて、予め指定された期間ごとに、答案情報に関する統計分析を行う
答案処理装置である。
【００１２】
かかる構成により、予め指定された期間ごとの統計分析結果を容易に得ることができる
。
【００１３】
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また、本発明の答案処理装置は、前記答案処理装置において、差分取得部が取得した差
分関連情報に対して文字認識処理を行う文字認識部を更に備え、統計分析部は、答案情報
に関する統計分析として、答案情報に含まれる差分関連情報に記載されている文字に関す
る統計分析を、答案情報に含まれる差分関連情報に対して文字認識部により行われた文字
認識処理の結果を示す情報を用いて行う答案処理装置である。
【００１４】
かかる構成により、生徒の答案における文字に関する統計分析結果を容易に得ることが
できる。
【００１５】
また、本発明の答案処理装置は、前記答案処理装置において、差分関連情報に記載され
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ている文字に関する統計分析は、文字認識部により差分関連情報について認識された文字
の量に関する統計分析である答案処理装置である。
【００１６】
かかる構成により、例えば、生徒の答案における文字の記入量に関する統計分析結果を
容易に得ることができる。
【００１７】
また、本発明の答案処理装置は、前記答案処理装置において、差分関連情報に記載され
ている文字に関する統計分析は、文字認識部により差分関連情報について認識された文字
の多様性に関する統計分析である答案処理装置である。
【００１８】
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かかる構成により、例えば、各生徒の文字や文字列、単語等に関する知識等についての
統計分析結果を容易に得ることができる。
【００１９】
また、本発明の答案処理装置は、前記答案処理装置において、差分関連情報に記載され
ている文字に関する統計分析は、記載されている文字の属性に関する統計分析である答案
処理装置である。
【００２０】
かかる構成により、生徒の答案における文字の属性に関する統計分析結果を容易に得る
ことができる。
【００２１】
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また、本発明の答案処理装置は、前記答案処理装置において、文字の属性に関する統計
分析は、差分関連情報に対して文字認識部により行われた文字認識結果に関する統計分析
である答案処理装置である。
【００２２】
かかる構成により、例えば、生徒の答案における文字のきれいさ等に関する統計分析結
果を容易に得ることができる。
【００２３】
また、本発明の答案処理装置は、前記答案処理装置において、文字の属性に関する統計
分析は、差分関連情報に対して文字認識部により行われた文字認識結果が示す認識された
文字のサイズに関する統計分析である答案処理装置である。
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【００２４】
かかる構成により、例えば、生徒の答案における文字のきれいさ等に関する統計分析結
果を容易に得ることができる。
【００２５】
また、本発明の答案処理装置は、前記答案処理装置において、差分取得部が取得した差
分関連情報に対して文字認識処理を行う文字認識部を更に備え、差分関連情報に記載され
ている文字に関する統計分析は、文字認識部が認識した文字が示す文章の正確度に関する
統計分析である答案処理装置である。
【００２６】
かかる構成により、例えば、生徒が正確な文章が作成できるか等に関する統計分析結果
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を容易に得ることができる。
【００２７】
また、本発明の答案処理装置は、前記答案処理装置において、差分取得部が取得した差
分関連情報に対して文字認識処理を行う文字認識部を更に備え、差分関連情報に記載され
ている文字に関する統計分析は、記載されている文字の単位面積当たりの文字数に関する
統計分析である答案処理装置である。
【００２８】
かかる構成により、例えば、答案において生徒が文字を記入する量の度合いについての
統計分析結果を容易に得ることができる。
【００２９】
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本発明のシールは、生徒の識別情報である生徒識別情報と対応付けられた識別画像が表
面に配置されたシールである。
【００３０】
かかる構成により、シールを貼付するだけで、答案用紙に容易に生徒識別情報を配置す
ることができ、生徒の答案に容易に、各生徒に対応した生徒識別情報を配置することがで
きる。
【００３１】
また、本発明のシールは、前記シールにおいて、前記識別画像の周辺に、当該識別画像
に対応する生徒識別情報を示す文字列が配置されたシールである。
【００３２】
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かかる構成により、各シールが、どの生徒の識別画像が配置されたものであるかを容易
に確認することができる。
【発明の効果】
【００３３】
本発明による答案処理装置等によれば、生徒が記入した答案を適切に処理することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施の形態における答案処理装置のブロック図
【図２】同シールの一例を示す図を示す図
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【図３】同答案処理装置の動作について説明するフローチャート
【図４】同答案処理装置の動作について説明するフローチャート
【図５】同答案処理装置の答案用紙情報の一例を示す図（図５（ａ））、および、答案読
取情報の一例を示す図（図５（ｂ））
【図６】同答案処理装置の答案用紙情報管理表を示す図
【図７】同答案処理装置の答案読取情報管理表を示す図
【図８】同答案処理装置の差分関連情報を示す図
【図９】同答案処理装置により取得されたテキスト情報を示す図（図９（ａ））、および
、認識管理表を示す図（図９（ｂ））
【図１０】同答案処理装置の答案情報管理表を示す図
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【図１１】同答案処理装置の年別取得情報を示す図
【図１２】同答案処理装置の年別分析結果管理表を示す図
【図１３】同答案処理装置の年別分析結果管理表を示す図
【図１４】同発明の実施の形態におけるコンピュータシステムの外観の一例を示す図
【図１５】同コンピュータシステムの構成の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００３５】
以下、答案処理装置等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実施の形態
において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省略する場合
がある。
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【００３６】
（実施の形態）
図１は、本実施の形態における答案処理装置１のブロック図である。
【００３７】
答案処理装置１は、答案読取情報格納部１１、答案用紙情報格納部１２、差分取得部１
３、生徒識別情報取得部１４、文字認識部１５、答案情報格納部１６、答案情報蓄積部１
７、統計分析部１８、出力部１９を備える。
【００３８】
答案読取情報格納部１１には、１以上の答案読取情報が格納される。答案読取情報は、
１以上の生徒が答案を記入した答案用紙であって、答案の記入を行った各生徒の生徒識別

30

情報と対応付けられた識別画像が配置された答案用紙を読み取った情報である。答案読取
情報は、通常は、答案用紙をスキャナ等で読み取った情報である。ただし、デジタルスチ
ルカメラ等で読み取った（撮影した）情報であっても良い。答案読取情報は、例えば、答
案用紙の読み取り面の画像情報である。答案読取情報は、例えば、ＪＰＥＧ形式やＰＮＧ
形式や、ＴＩＦＦ形式のラスタ画像である。ただし、ラスタ画像を自動トレース等により
ベクトル化した画像であってもよい。答案読取情報の色深度等は問わない。通常、答案に
おいては、色の情報が不要な場合が多いので、白黒等の二値の画像や、グレースケールの
画像であっても良い。また、カラーの画像であっても良い。色深度の変更は、答案用紙の
読取後に行っても良い。また、答案読取情報の解像度は高い方が生徒の記入した文字を正
確に読み取ることができる上で好ましいが、答案読取情報等のデータ量が増えるため、例
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えば、２００ｐｐｉ〜６００ｐｐｉ程度の解像度が利用されることが多い。
【００３９】
答案用紙は、問題に対する答案を記入する用紙である。答案用紙の材質は問わない。答
案用紙には、通常、答案を記入するための記入欄や、この記入欄と問題とを対応付けるた
めに用いられる問題番号等の問題の識別情報が配置（例えば、印刷）されている。答案を
記入した答案用紙は、例えば、筆記用具等を用いて生徒によって記入された答案を示す文
字が配置されている答案用紙である。また、文字以外の答案等が記入されていてもよい。
ここでの生徒は、学校や、塾、予備校等の生徒である。答案用紙は、問題も含んでいても
良い。答案用紙には、日付の記入欄や、答案用紙や、答案用紙に対応する問題を識別する
情報が配置されていても良い。
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【００４０】
生徒識別情報とは、各生徒の識別情報である。例えば、生徒識別情報は、生徒の名前や
、学籍番号、住民コード、メールアドレス等である。
【００４１】
識別画像とは、識別情報（ここでは特に生徒識別情報）と対応付けられた画像の情報で
ある。識別画像とは、図形によって、文字列（具体的にはコード）を表現した画像である
。この文字列は、数字等であっても良い。識別画像は、例えば、バーコードである。バー
コードとは、例えば、様々な太さや長さを有する複数の矩形と、その並びおよびその間隔
等で文字を表現するものである。バーコードは、例えば、様々な太さの複数の線を一方向
に配列したものであって、その線の並び及び間隔で文字を表現する一次元のバーコードで
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あってもよい。また、バーコードは、例えば、様々な太さや長さを有する複数の矩形を、
縦方向及び横方向に配列したものであって、その矩形の並び（位置関係）およびその間隔
等で文字を表現する二次元のバーコード（以下、二次元バーコードと称す）であっても良
い。二次元バーコードとは、二次元コードとも呼ばれる。二次元バーコードは、例えば、
ＱＲコードやＰＤＦ４１７等である。本実施の形態においては、説明の便宜上、識別画像
が二次元バーコードである場合を例に挙げて説明する。
【００４２】
生徒識別情報と対応付けられた識別画像とは、この識別画像（例えば二次元バーコード
）から読み出される情報（文字列）が、生徒識別情報である識別画像、あるいは、読み出
される情報（文字列）が、生徒識別情報と対応付けられている識別画像である。識別画像
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からの文字列等の読み出しは、例えば、いわゆるバーコードリーダ（図示せず）等の、識
別画像を読み取って、対応する文字列に変換する装置によって行われる。例えば、二次元
バーコードの一つであるＱＲコード等においては、このＱＲコードを専用のバーコードリ
ーダを読み出す処理を行うことで、生徒名等の生徒識別情報を取得することが可能である
。識別画像は答案用紙にどのように配置されていてもよく、例えば、答案用紙に、最初か
ら印刷されていても良いし、二次元バーコードが表面に配置された（例えば、印刷された
）シールが、答案用紙に貼り付けられていても良い。
【００４３】
なお、答案用紙に配置される二次元バーコードは、答案に記入を行う生徒の生徒識別情
報と対応付けたものとする必要があることから、各答案用紙には、それぞれ、答案記入を
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行う生徒の生徒識別情報と対応付けられた二次元バーコードが配置されたシールを貼付す
ることが好ましい。
【００４４】
図２は、生徒識別情報と対応付けられた識別画像が配置されたシールの一例を示す図で
ある。
【００４５】
シール２０の表面には、識別画像が配置されている。ここでは、特に識別画像として、
二次元バーコードを用いた場合を例に挙げて示している。ただし、他の識別画像であって
も良い。シール２０の裏面には、例えば、接着剤や粘着剤等が設けられている。この識別
画像２１のシール２０においては、図２に示すように、識別画像と対応付けられた生徒識
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別情報を示す文字列２２（ここでは、山田Ａ男）が、識別画像の近傍に配置されている（
例えば、印刷されている）ようにすることが好ましい。ここでの文字列２２は数字等も含
む概念である。このようにすることで、どの生徒の生徒識別情報に対応付けられた識別画
像が配置されたシール２０であるかを、識別画像を読みださなくても容易に判断できる。
なお、識別画像の近傍に配置される生徒識別情報は、この識別画像と対応付けられている
生徒識別情報（例えば、この識別画像から読み出される生徒識別情報）と対応付けられた
ものであればよく、必ずしも同一のものでなくてよい。例えば、識別画像の近傍に配置さ
れる生徒識別情報が生徒の氏名で、この識別画像と対応付けられている生徒識別情報が生
徒の学籍番号等であっても良い。このようなシール２０を、各生徒が答案を記入した答案
用紙、あるいは各生徒が答案を記入しようとする答案用紙に貼付することで、各生徒の生
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徒識別情報と対応付けられた識別画像を、容易に答案用紙に配置することができる。
【００４６】
なお、答案用紙の、シール２０の貼り付ける位置、または貼り付け可能な範囲等は、答
案用紙上に枠線等を用いて指定されていても良い。
【００４７】
答案読取情報は、生徒が答案を記入した答案用紙の日付に関する情報と対応付けられて
いても良い。生徒が答案を記入した答案用紙の日付に関する情報とは、生徒が答案を記入
した日付の情報であっても良いし、答案用紙の読み取りが行われた日付に関する情報であ
っても良い。日付に関する情報は、通常、年月日の情報である。日付に関する情報は、時
刻の情報を含んでもよい。
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【００４８】
答案読取情報格納部１１は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体で
も実現可能である。かかることは、他の格納部等においても同様である。
【００４９】
答案用紙情報格納部１２には、答案読取情報の読み取り元となる答案用紙の、答案が記
入される前の状態を示す情報である答案用紙情報が格納される。答案用紙情報は、例えば
、生徒が答案を記入する前の答案用紙、または、生徒が答案を記入した答案用紙と同じ未
記入の答案用紙を、スキャナ等を用いて読み取った答案用紙の画像情報である。また、答
案用紙を作成するための、例えば、ワードプロセッサやＤＴＰソフトウェア用のデータ、
もしくはこれらのデータをラスタライズして得られた情報であっても良い。答案用紙情報
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は、例えば、答案用紙のラスタ画像を取得可能な情報であればよい。なお、答案用紙情報
の解像度と、答案読取情報の解像度は、同じであることが好ましい。一の答案用紙に対応
する答案読取情報と答案用紙情報とは、例えば、対応付けて管理される。例えば、各答案
読取情報は、対応する答案用紙情報の識別情報と対応付けて管理される。なお、予め答案
用紙に、答案用紙の識別情報を表記しておくようにすることで、この答案用紙の識別情報
を読み取って得られた識別情報を、答案読取情報と答案用紙情報との両方に対応付けるよ
うにしても良い。例えば、この場合、答案用紙に、この答案用紙の識別情報と対応付けら
れた識別画像（例えば、バーコード）が、答案用紙に配置しておくようにし、答案読み取
り情報および答案用紙情報から、この識別画像を読み取って得られた識別情報を、答案読
取情報と答案用紙情報との両方に対応付けるようにしても良い。
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【００５０】
差分取得部１３は、答案読取情報格納部１１に格納されている答案読取情報の、答案用
紙情報格納部１２に格納されている答案用紙情報に対する差分に関する情報である差分関
連情報を取得する。ここでの差分とは、例えば、差分の画像情報である。答案読取情報の
答案用紙情報に対する差分とは、答案読取情報に対する答案用紙情報の差分も含む概念で
ある。差分関連情報とは、差分の情報そのものであっても良いし、差分に対して予め指定
された加工を行って得られる情報、例えば、差分の情報を二値化した情報や、いわゆる輪
郭補正等を行った情報であっても良い。差分関連情報は、例えば、答案読取情報と答案用
紙情報との差分を示す画像情報、または、この画像情報に対して予め指定された加工を行
って得られる画像情報である。差分取得部１３は、例えば、差分関連情報の取得対象とな
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る１以上の答案読取情報と、各答案読取情報に対応する答案用紙情報とをそれぞれ読み出
し、各答案読取情報について、それぞれ、対応する答案用紙情報に対する差分を取得する
ことで差分関連情報を取得する。あるいは、取得した差分に加工等を行って差分関連情報
を取得する。なお、答案用紙情報が、ベクタ画像等である場合、適宜ラスタライズを行っ
て差分を取得する。差分取得部１３は、答案読取情報の画素のうちの、答案用紙情報と重
なる画素間（例えば、座標が一致する画素）について、画素値が一致する場合に、その画
素を削除することで、差分関連情報を取得する。または、画素値が一致する場合に、その
画素の色の値を予め指定されている白色等の色の値に変更してもよい。もしくはその画素
を不可視としてもよい。これによって、差分の画像を示す差分関連情報を取得することが
できる。画素を不可視とするためには、例えば、各画素の透過度を指定するチャンネル（
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いわゆるアルファチャンネル）を差分関連情報に設けるようにすればよい。なお、差分関
連情報においては、差分の存在する部分を含む最小矩形を検出して、この矩形以外の部分
を削除しても良い。
【００５１】
生徒識別情報取得部１４は、差分取得部１３が差分を取得した答案読取情報の識別画像
を検出し、識別画像と対応付けられた生徒識別情報を取得する。生徒識別情報取得部１４
は、答案読取情報内において、識別画像の画像を検出し、検出した識別画像を、いわゆる
バーコードリーダ等の識別画像に対応付けられた識別情報を読み出す装置等が利用するア
ルゴリズムと同様のアルゴリズムで処理することで、例えば、識別画像に対応する識別情
報である生徒識別情報を取得する。これにより、生徒識別情報取得部１４は、生徒識別情
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報を取得したこととなる。答案読取情報内から識別画像を検出する際には、例えば、識別
画像のコーナー等に設けられている予め指定されているドットパターン等や輪郭線等を、
答案読取情報内から探索し、検出したコーナー等で囲まれる領域に識別画像が配置されて
いると判断する。また、例えば、識別画像の配置される場所が座標等で予め決まっている
場合、答案読取情報のこの予め決まっている場所の画像を、識別画像の画像として読み出
す、あるいはこの場所について、上記と同様の識別画像の探索等を行うようにする。なお
、画像内において、識別画像の位置を検出する処理等は、バーコードリーダの技術等とし
て公知であるので、ここでは詳細な説明は省略する。また、二次元バーコード等の識別画
像から対応する識別情報を取得する処理等は、バーコードリーダ等の識別画像を読み取る
装置の技術等として公知であるので、ここでは詳細な説明は省略する。
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【００５２】
文字認識部１５は、差分取得部１３が取得した差分関連情報に対して文字認識処理を行
う。文字認識処理として、例えば、ＯＣＲ（光学文字認識：Optical Character Recognit
ion）用いられる。文字認識の結果として、例えば、差分関連情報について認識された文
字で構成されるテキスト情報を取得する。このテキスト情報は、文字サイズ等の書式の情
報等を有するものであっても良い。ＯＣＲの技術については、公知の技術であるので説明
は詳細な説明は省略するが、以下に、ＯＣＲの処理の一例を簡単に説明する。
【００５３】
例えば、文字認識部１５は、差分関連情報に対して２値化処理等を行って文字の画素の
境界を検出したり、文字と文字以外の部分の色の濃度の変化点等を検出して文字の画素の
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境界を検出し、生徒の記入した各文字をそれぞれひとつの連続したかたまりとして認識し
、その文字のかたまりをそれぞれ個別に囲む矩形のエリアが求められる。これにより、差
分関連情報に含まれる各文字を個別に含む画像を検出したこととなる。そして、求めた各
矩形のエリアに含まれる文字について、例えばベクトル化等を行って、交点位置情報や端
点位置情報等の文字の特徴を示す値を取得して、これらの値等を、予め用意されている辞
書に複数の文字と対応付けて格納されている同様の特徴と示す値と比較すること等によっ
て、辞書に含まれる文字と、各矩形エリアの文字との、類似度のスコアを取得する。そし
て、一番スコアの良い文字を、認識された文字として辞書から取得する。なお、差分関連
情報に含まれる何らかの文字を、個別に検出するまでの処理を、文字認識処理と考えても
良い。

40

【００５４】
文字認識部１５が取得する文字認識処理の結果は、例えば、上述したような差分関連情
報について認識された文字で構成されるテキスト情報であってもよいし、差分関連画像中
の、文字であると判断された画像の数（例えば、上述した矩形エリアの数）等であっても
良い。あるいは、上述したような文字認識の際に算出された類似度等を表すスコアであっ
ても良い。例えば、文字認識処理の結果は、文字認識の対象となる文字の画像のそれぞれ
に対する、類似度が最も高いと判断された文字認識処理用の辞書に含まれる文字の、類似
度等を示すスコアであってもよい。
【００５５】
文字認識部１５が文字認識処理を行う対象の差分関連情報は、答案情報の一部として後
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述する答案情報格納部１６に蓄積される前の差分関連情報でも良いし、後述する答案情報
格納部１６に格納されている答案情報に含まれる差分関連情報でも良い。例えば、文字認
識部１５は、差分取得部１３が一の差分関連情報を取得した直後に，この差分関連情報に
ついて文字認識処理を行っても良いし、答案情報格納部１６に格納されている答案情報に
含まれる差分関連情報に対して、順次、文字認識処理を行ってもよい。
【００５６】
答案情報格納部１６には、差分関連情報と、生徒識別情報とを有する答案情報が格納さ
れる。一の答案情報が有する差分関連情報および生徒識別情報は、例えば、一の答案読取
情報について、差分取得部１３および生徒識別情報取得部１４がそれぞれ取得した差分関
連情報および生徒識別情報である。また、答案情報は、更に、この答案情報に含まれる差

10

分関連情報について文字認識部１５が文字認識処理を行った結果として取得されたテキス
ト情報を有しても良い。また、答案情報は、この答案情報に対応した日付を示す情報（以
下、日付情報）を更に有していてもよい。日付情報（答案情報に対応した日付を示す情報
）とは、上述したような答案読取情報に対応付けられていた日付の情報であっても良いし
、答案情報が答案情報格納部１６に蓄積された日付の情報であっても良い。ここでの格納
は、一時記憶も含む概念である。
【００５７】
答案情報蓄積部１７は、差分取得部１３が取得した差分関連情報と、生徒識別情報取得
部１４が取得した生徒識別情報とを有する答案情報を答案情報格納部１６に蓄積する。答
案情報蓄積部１７が蓄積する一の答案情報は、一の答案読取情報について取得された差分

20

関連情報と生徒識別情報とを有する答案情報である。また、答案情報蓄積部１７は、答案
情報に含まれる差分関連情報について文字認識部１５が文字認識処理を行った結果として
取得されたテキスト情報をさらに有する答案情報を答案情報格納部１６に蓄積しても良い
。また、答案情報蓄積部１７は、上述したような答案情報に対応した日付を示す日付情報
を更に有する答案情報を答案情報格納部１６に蓄積しても良い。
【００５８】
統計分析部１８は、例えば、答案情報格納部１６に格納された答案情報に含まれる生徒
識別情報を用いて、生徒ごとに答案情報に関する統計分析を行う。生徒ごとに統計分析を
行うということは、例えば、生徒識別情報別に統計分析を行うことである。例えば、同じ
生徒識別情報を有する答案情報を用いて、統計分析を行うことである。

30

【００５９】
また、統計分析部１８は、答案情報が有する日付情報を用いて、予め指定された期間ご
とに、答案情報に関する統計分析を行うようにしてもよい。例えば、統計分析部１８は、
答案情報格納部１６に格納されている答案情報から、予め指定された期間ごと（例えば、
年ごと）に、期間内に含まれる日付を示す日付情報を有する答案情報を検出し、検出した
期間ごとの答案情報を用いて、統計分析を行う。なお、上述した生徒ごとの答案分析を、
期間ごとに行うようにしても良い。
【００６０】
なお、ここで述べる統計分析とは、どのような統計分析であっても良く、どのような統
計分析が行われるかは、例えば、統計分析の目的や用途等に応じて設定される。例えば、

40

ここでの統計分析は、統計分析の対象となる情報のうちの予め指定された条件を満たすも
のを条件ごとに集計したり、その集計結果の統計分析の対象となる情報全体に対する比率
等を取得することである。また、例えば、統計分析の対象となる情報のうちの、予め指定
された条件を満たす値を有するものについて、その値の平均値や、分散や、標準偏差、最
大値、最小値、中央値等を取得することであってもよい。統計分析は、クラスター分析等
の多変量解析であっても良い。統計分析の際には、統計分析に用いられる情報の値や、情
報数や、統計分析の結果等を、適宜、正規化しても良い。なお、かかることは以下におい
ても同様である。
【００６１】
統計分析部１８は、答案情報に関する統計分析として、例えば、答案情報に含まれる差
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分関連情報に記載されている文字に関する統計分析を行う。例えば、統計分析部１８は、
答案情報に含まれる差分関連情報に対して文字認識部１５により行われた文字認識処理の
結果を示す情報を用いて文字に関する統計分析を行う。ここで述べる文字認識処理の結果
とは、上述したような各差分関連情報について認識された文字で構成されるテキスト情報
であってもよいし、差分関連画像中の、一の文字であると判断された画像の数（即ち、上
記の矩形のエリアの数）や、文字認識された画像の数や、文字認識できなかった画像の数
等であっても良い。あるいは、各差分関連情報において、文字であると判断された各画像
に対して文字認識の処理において得られた、辞書等に含まれる文字に対する類似度等を表
すスコアであっても良い。
【００６２】

10

統計分析部１８が行う差分関連情報に記載されている文字に関する統計分析とは、例え
ば、文字認識部１５による文字認識処理において、差分関連情報について認識された文字
の量に関する統計分析である。ここで述べる文字の量とは、例えば、文字数である。また
、文字の量は、文字認識処理の結果として得られるテキスト情報に含まれる単語数等と考
えても良い。テキスト情報に含まれる単語は、例えば、形態素解析を行うこと等により検
出することができる。形態素解析については、公知の技術であるので、ここでは詳細な説
明を省略する。
【００６３】
文字の量に関する統計分析とは、例えば、予め指定された条件を満たす（あるいは満た
さない）文字の集計を行うことや、この集計数の全体に対する比率を算出することと等で

20

ある。予め指定された条件は、例えば、文字種を指定する条件である。文字種とは、例え
ば、漢字、ひらがな、アルファベット等である。また、予め指定された条件は、文字認識
処理で認識された全ての文字という条件であってもよい。また、複数の答案読取情報に含
まれる予め指定された条件を満たす（あるいは満たさない）文字の集計数の平均であって
も良い。例えば、一のユーザに対応する複数の差分関連情報に対してそれぞれ行われた文
字認識処理により得られたテキスト情報に含まれる全ての文字の文字数の集計を各差分関
連情報ごとにそれぞれ行う。そして、その集計結果の平均値を統計分析結果として取得す
る。
【００６４】
統計分析部１８が行う差分関連情報に記載されている文字に関する統計分析とは、文字
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認識部１５により差分関連情報について認識された文字（具体的には、文字認識結果とし
て得られたテキスト情報に含まれる文字）の多様性に関する統計分析である。文字の多様
性とは、文字で構成される単語の多様性と考えても良い。ここでの多様性とは、例えば、
文字認識により認識された文字（または単語）のうちの、ユニークな文字（または単語）
の数である。例えば、重複を除外して（例えば、重複するものは一度しかカウントしない
ようにして）文字や単語をカウントした集計数である。あるいは文字認識により認識され
た文字（または単語）のうちの、文字種が予め指定された文字種（漢字、ひらがな等）で
あるユニークな文字または単語の数である。単語の多様性とは、特定のグループに属する
単語の使用されている数や比率等を示す情報であっても良い。特定のグループとは、例え
ば、語彙の難易度で分類された単語のグループである。例えば、どのような難易度の語彙

40

がテキスト情報等に含まれているかを取得する処理等は、以下の非特許文献等の技術を用
いることで実現可能である。（非特許文献：川村よし子、"語彙チェッカーを用いた日本
語教科書の分析"、［online］、［平成１１年９月８日検索］、インターネット<URL：htt
p://language.tiu.ac.jp/castel99.pdf>）。
【００６５】
統計分析部１８が行う差分関連情報に記載されている文字に関する統計分析とは、例え
ば、記載されている文字の属性に関する統計分析である。文字の属性とは、文字のサイズ
や、文字認識のしやすさ等である。
【００６６】
例えば、統計分析部１８が行う文字の属性に関する統計分析とは、差分関連情報に対し
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て文字認識部１５により行われた文字認識の結果に関する統計分析である。文字認識の結
果に関する統計分析とは、例えば、文字認識処理において認識された各文字と、これらの
文字の認識対象となった差分関連情報内の各文字を含む画像との類似度等を示すスコアの
、１以上の差分関連情報についての、平均値や、分散等を取得することであっても良い。
スコアの高い文字は、文字認識によって認識しやすい文字、例えば、きれいな文字である
と考えられるため、このような統計分析結果は文字のきれいさを示すものとなる。なお、
このスコアが予め用意された閾値以下の文字数と、文字認識された全ての文字数との比率
等を取得することを、文字認識結果に関する統計分析と考えても良い。
【００６７】
また、統計分析部１８が行う文字の属性に関する統計分析とは、差分関連情報に対して

10

文字認識部１５により行われた文字認識結果が示す認識された文字のサイズに関する統計
分析である。認識された文字のサイズとは、例えば、文字認識処理で認識された文字のサ
イズ（例えばポイント数）であっても良い。また、文字認識処理の過程で、一の文字を含
む画像に対して設定された矩形のエリアの縦や横の長さとしても良い。統計分析部１８は
、例えば、認識された文字の数をサイズ別に集計した値や、集計した値の全体の文字数に
対する比率等を統計分析部１８が統計分析結果として取得する。また、文字サイズの分散
等を統計分析結果として取得することで、文字サイズのばらつきを判断できるようにして
も良い。例えば、一般的に、文字サイズのばらつきが小さい方が、きれいな文字であると
判断可能である。
【００６８】

20

統計分析部１８が行う差分関連情報に記載されている文字に関する統計分析とは、例え
ば、文字認識部１５が認識した文字が示す文章の正確度に関する統計分析である。ここで
の文字認識部１５が認識した文字とは、例えば、文字認識結果として出力されるテキスト
情報に含まれる文字である。文章の正確度に関する統計分析とは、例えば、文字認識結果
として出力された文章、即ち、差分関連情報の文字の画像から判断された特定の文字で構
成される文章内における誤字脱字、漢字の間違い、助詞の組合せの間違い、辞書にない単
語の使用、同音語誤り、送りがなの間違い、句読点の間違い、慣用表現の間違い等の項目
が発生している数についての統計分析である。これらの統計分析は項目別の統計分析であ
っても、複数の項目をまとめた統計分析であっても良い。なお、文章から上記のような項
目の箇所を検出する処理は、文書校正支援ソフトウェアや、ワードプロセッサ等で公知の

30

技術であるので、ここでは詳細な説明は省略する。例えば、以下の非特許文献等に一例が
開示されている。（非特許文献："細やかなチェックで、校正者の負担を軽減｜文章校正
支援ツール Just Right!4 Pro CE"、［online］、［平成１１年９月８日検索］、インタ
ーネット<URL：http://www.justsystems.com/jp/products/justright/feature1.html>）
。なお、文章の正確度についての統計分析とは、結果的に文章の正確度の状況や傾向等が
判断可能な統計分析であればよく、文章の不正確さについての統計分析も、文章の正確度
についての統計分析の一形態と考えて良い。
【００６９】
また、統計分析部１８が行う差分関連情報に記載されている文字に関する統計分析とは
、記載されている文字の単位面積当たりの文字数に関する統計分析である。単位面積当た

40

りの文字数とは、例えば、一の差分関連情報の面積（例えば読み取られた面積）に対する
差分関連情報において認識された文字数の比率である。この認識された文字数は、文字認
識部１５により認識された文字数（例えば、文字認識結果として得られたテキスト情報に
含まれる文字数）であってもよいし、文字認識部１５で文字認識の過程で差分関連情報に
検出した一の文字を含む矩形のエリアの数であっても良い。ここでの文字数は、上述した
ような特定の属性を有する文字の文字数であっても良い。この単位面積当たりの文字数は
、例えば、答案用紙に対して文字が記入されている度合いを示す情報となる。
【００７０】
出力部１９は、統計分析部１８の統計分析結果を出力する。ここで述べる出力とは、デ
ィスプレイへの表示、プロジェクターを用いた投影、プリンタへの印字、外部の装置への
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送信、記録媒体への蓄積、他の処理装置や他のプログラムなどへの処理結果の引渡しなど
を含む概念である。例えば、出力部１９は、統計分析結果を、グラフ等を用いて出力して
も良い。
【００７１】
出力部１９は、ディスプレイ等の出力デバイスを含むと考えても含まないと考えても良
い。出力部１９は、出力デバイスのドライバーソフトまたは、出力デバイスのドライバー
ソフトと出力デバイス等で実現され得る。
【００７２】
次に、答案処理装置１の動作について図３のフローチャートを用いて説明する。
なお、同じ答案用紙について得られた答案用紙情報と、答案読取情報とには、予め同じ答

10

案用紙の識別情報（以下、答案用紙識別情報と称す）が対応付けられているものとする。
また、答案用紙情報と、答案読取情報とには、生徒により答案が記入された日付の情報が
対応付けられているものとする。
【００７３】
（ステップＳ１０１）差分取得部１３は、差分関連情報を取得する処理が未処理である
答案読取情報が、答案読取情報格納部１１に蓄積されているか否かを判断する。蓄積され
ている場合、ステップＳ１０２に進み、蓄積されていない場合、ステップＳ１１１に進む
。例えば、差分取得部１３が差分関連情報を取得した答案読取情報については、処理済で
あることを示すフラグを付与することで、このフラグの有無により、未処理の答案読取情
報の有無を判断することができる。あるいは、処理済の答案読取情報は、削除するように
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しても良い。
【００７４】
（ステップＳ１０２）差分取得部１３は、カウンターｍに１を代入する。
【００７５】
（ステップＳ１０３）差分取得部１３は、差分関連情報の取得が未処理の答案読取情報
に、ｍ番目の答案読取情報があるか否かを判断する。有る場合、ステップＳ１０４に進み
、ない場合、ステップＳ１１１に進む。
【００７６】
（ステップＳ１０４）差分取得部１３は、答案用紙情報格納部１２から、ｍ番目の答案
読取情報に対応する答案用紙情報を取得する。例えば、ｍ番目の答案読取情報が対応付け
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られている答案用紙識別情報と同じ答案用紙識別情報が対応付けられている答案用紙情報
を取得する。
【００７７】
（ステップＳ１０５）差分取得部１３は、答案用紙情報に対するｍ番目の答案読取情報
の差分である差分関連情報を取得する。なお、差分に対して、シャープネス処理等の処理
を行ったものを差分関連情報として取得してもよい。また、差分関連情報を取得する際に
おいては、識別画像情報が配置される領域近傍等については、差分の取得を行う対象領域
から予め除外しておくようにしても良い。なお、ｍ番目の答案読取情報には、差分関連情
報を取得する処理が処理済みであることを示すフラグを付与する。
【００７８】

40

（ステップＳ１０６）文字認識部１４は、ステップＳ１０５において取得した差分関連
情報に対して文字認識処理を行う。そして、例えば文字認識結果を示す情報として、文字
認識により特定された文字列で構成されるテキスト情報を取得する。また、ここでは、例
えば、文字認識した際の各文字についてのスコアを示す情報を取得する。なお、このテキ
スト情報は、文字サイズの情報等を有するものであるとする。
【００７９】
（ステップＳ１０７）生徒識別情報取得部１４は、ｍ番目の答案読取情報から、識別画
像を検出する。
【００８０】
（ステップＳ１０８）生徒識別情報取得部１４は、ステップＳ１０７で検出した識別画
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像情報を読み出して、生徒識別情報を取得する。
【００８１】
（ステップＳ１０９）答案情報蓄積部１７は、ステップＳ１０５で取得した差分関連情
報と、ステップＳ１０８で取得した生徒識別情報と、ステップＳ１０６で取得した文字認
識結果（ここでは、テキスト情報と文字ごとのスコア）と、ｍ番目の答案読取情報に対応
付けられた日付の情報である日付情報とを有する答案情報を、答案情報格納部１６に蓄積
する。
【００８２】
（ステップＳ１１０）差分取得部１３は、カウンターｍの値を１インクリメントする。
そして、ステップＳ１０３に戻る。

10

【００８３】
（ステップＳ１１１）統計分析部１８は、統計分析を行うか否かを判断する。例えば、
ユーザ等により図示しない受付部等を介して統計分析を行う指示を受け付けている場合に
、統計分析を行うと判断し、受け付けていない場合、統計分析しないと判断する。統計分
析を行う場合、ステップＳ１１２に進み、受け付けていない場合、ステップＳ１０１に戻
る。
【００８４】
（ステップＳ１１２）統計分析部１８は、図示しない受付部等を介してユーザから分析
対象の１以上の期間を指定する情報を受け付けたか否かを判断する。ここでの期間は、例
えば年や年度である。受け付けた場合、ステップＳ１１３に進み、受け付けていない場合
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、ステップＳ１１２に戻る。
【００８５】
（ステップＳ１１３）統計分析部１８は、カウンターｎに１を代入する。
【００８６】
（ステップＳ１１４）統計分析部１８は、答案情報格納部１６に格納されている答案情
報の中に、ｎ番目の生徒識別情報があるか否かを判断する。ある場合、ステップＳ１１５
に進み、ない場合、ステップＳ１２０に進む。
【００８７】
（ステップＳ１１５）統計分析部１８は、カウンターｋに１を代入する。
【００８８】

30

（ステップＳ１１６）統計分析部１８は、ステップＳ１１２において指定された期間の
中に、ｋ番目の期間の指定があるか否かを判断する。有る場合、ステップＳ１１７に進み
、ない場合、ステップＳ１１９に進む。
【００８９】
（ステップＳ１１７）統計分析部１８は、統計処理を行う。この処理の詳細については
、後述する。
【００９０】
（ステップＳ１１８）統計分析部１８は、カウンターｋの値を１インクリメントする。
そして、ステップＳ１１６に戻る。
【００９１】

40

（ステップＳ１１９）統計分析部１８は、カウンターｎの値を１インクリメントする。
そして、ステップＳ１１４に戻る。
【００９２】
（ステップＳ１２０）出力部１９は、統計分析部１８が取得した統計処理の結果を出力
する。そして、処理を終了する。
【００９３】
なお、統計分析部１８は、ステップＳ１１２の前後において、統計分析対象となる生徒
識別情報を受け付けても良い。そして、統計分析部１８は、この受け付けた生徒識別情報
について、ステップＳ１１４の処理等を行うようにしてもよい。
【００９４】
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次に、答案処理装置１による統計処理の詳細な動作について図４のフローチャートを用
いて説明する。この処理は、上述したステップＳ１１７の詳細な動作の一例である。
【００９５】
（ステップＳ２０１）統計分析部１８は、カウンターｐの値を１インクリメントする。
【００９６】
（ステップＳ２０２）統計分析部１８は、ｎ番目の生徒識別情報と、ｋ番目の期間に含
まれる日付を示す日付情報とを有するｐ番目の答案情報があるか否かを判断する。ある場
合、ステップＳ２０３に進み、ない場合、ステップＳ２１０に進む。
【００９７】
（ステップＳ２０３）統計分析部１８は、ｐ番目の答案情報に含まれる文字認識処理結

10

果を示す情報（例えば、テキスト情報）を用いて、文字の量を示す情報を取得する。例え
ば、認識された文字数を取得する。取得した情報は、例えば、ｐ番目の答案情報と対応付
けて、図示しない記憶媒体等に蓄積する。
【００９８】
（ステップＳ２０４）統計分析部１８は、ｐ番目の答案情報に含まれる文字認識処理結
果を示す情報を用いて、文字の多様性を示す情報を取得する。例えば、文字認識処理結果
に含まれているユニークな単語の数を取得する。ユニークな単語の数とは、重複した単語
を１つの単語としてカウントした場合の単語の数である。取得した情報は、例えば、ｐ番
目の答案情報と対応付けて、図示しない記憶媒体等に蓄積する。
【００９９】
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（ステップＳ２０５）統計分析部１８は、ｐ番目の答案情報に含まれる文字認識処理の
結果に関する情報を取得する。例えば、統計分析部１８は、文字認識が行われた際の各文
字のスコアを用いて、文字認識された文字のスコアの平均値を取得する。取得した情報は
、例えば、ｐ番目の答案情報と対応付けて、図示しない記憶媒体等に蓄積する。
【０１００】
（ステップＳ２０６）統計分析部１８は、ｐ番目の答案情報に含まれる文字認識処理結
果を示す情報を用いて、文字のサイズに関する値を取得する。例えば、文字認識処理結果
に含まれる複数の文字の文字サイズの値を用いて、文字のサイズの平均値を取得する。取
得した情報は、例えば、ｐ番目の答案情報と対応付けて、図示しない記憶媒体等に蓄積す
る。
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【０１０１】
（ステップＳ２０７）統計分析部１８は、ｐ番目の答案情報に含まれる文字認識処理結
果を示す情報を用いて、文字の正確度に関する値を取得する。例えば、文字認識処理結果
に含まれる複数の文字を用いて、誤字脱字の数等を取得する。取得した情報は、例えば、
ｐ番目の答案情報と対応付けて、図示しない記憶媒体等に蓄積する。
【０１０２】
（ステップＳ２０８）統計分析部１８は、ｐ番目の答案情報に含まれる文字認識処理結
果を示す情報を用いて、単位面積当たりの文字数を取得する。例えば、文字認識処理結果
が示す文字数を、ｐ番目の答案情報に対応する答案読取情報のサイズ（面積）や、ｐ番目
の答案情報に含まれる差分関連情報のサイズで除算して単位面積当たりの文字数を取得す
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る。取得した情報は、例えば、ｐ番目の答案情報と対応付けて、図示しない記憶媒体等に
蓄積する。
【０１０３】
（ステップＳ２０９）統計分析部１８は、カウンターｐの値を１インクリメントする。
そして、ステップＳ２０２に戻る。
【０１０４】
（ステップＳ２１０）統計分析部１８は、ｐ個の答案情報についてステップＳ２０３か
らステップＳ２０８においてそれぞれ取得した情報を用いて、各ステップで取得したそれ
ぞれの値についての平均値を統計分析結果として取得する。なお、平均値を取得する代わ
りに、他の統計処理に関する値、例えば、分散や標準偏差等、を取得しても良い。

50

(17)

JP 2013‑61590 A 2013.4.4

【０１０５】
（ステップＳ２１１）統計分析部１８は、ステップＳ２１０で取得した統計分析結果を
、ｎ番目の生徒識別情報と、ｋ番目の期間を示す情報と対応付けて図示しない記憶媒体等
に蓄積する。そして、上位の処理にリターンする。
【０１０６】
以下、本実施の形態における答案処理装置１の具体的な動作について説明する。
【０１０７】
例えば、ある学校の各生徒に、それぞれ、図２に示すような、各生徒の生徒識別情報と
対応付けられた識別画像２１が配置されたシール２０が配布されており、各生徒が試験を
受ける際に、このシールを答案用紙の予め指定された領域に貼付するものとする。ここで

10

は、生徒識別情報は、一例として、生徒名であるとする。また、識別画像２１は、ここで
は一例として、二次元バーコードの一つであるＱＲコードであるとする。このシール２０
は、図２に示したように、識別画像２１の下辺近傍に、生徒識別情報２２を示す文字が記
載されているものとする。
【０１０８】
ここでは、例えば、生徒に対してテストが行われるごとに、テストに用いられた答案用
紙と、テストにおいて生徒が答案を記入した答案用紙とが回収され、教師等によって、こ
れらの答案用紙が、スキャナ等（図示せず）を用いて画像情報に変換されて、答案用紙情
報格納部１２および答案読取情報格納部１１に蓄積されているとする。また、ここでは、
一例として、答案読取情報を蓄積する際には、テストが行われた日付の情報が対応付けて
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蓄積されるとともに、一のテストに用いられた答案用紙について得られる答案用紙情報と
答案読取情報との両方には、教師等によって図示しない受付部等を介して入力された上記
の答案用紙の識別情報（以下、答案用紙識別情報と称す）が共に対応付けて蓄積されるも
のとする。
【０１０９】
図５は、上述した生徒が受ける一のテストに用いられた答案用紙の答案の記入面をスキ
ャナ等（図示せず）で読み取った答案用紙情報５１を示す図（図５（ａ））、およびこの
答案用紙と同じ答案用紙に対して、各生徒が答案を記入した答案用紙の答案面をスキャナ
等（図示せず）で読み取った答案読取情報５２の一例を示す図（図５（ｂ））である。図
５（ａ）の答案用紙情報５１に対応する答案用紙は、答案が未記入の答案用紙である。こ
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の答案用紙は、答案用紙のサンプルや原本等と考えても良い。また、図５（ｂ）の答案読
取情報５２に対応する生徒が答案を記入した答案用紙には、予め指定された領域である枠
５０１内に、答案を記入した生徒のシール２０が、生徒によって貼付されているものとす
る。
【０１１０】
図６は、答案用紙情報格納部１２に格納されている答案用紙情報を管理する答案用紙情
報管理表である。答案用紙情報管理表は、「答案用紙情報」と「答案用紙ＩＤ」という項
目を有している。「答案用紙情報」は、答案用紙情報のファイル名を示している。「答案
用紙ＩＤ」は、答案用紙情報と対応付けられた答案用紙識別情報である。図５（ａ）に示
した答案用紙情報に対応付けられた「答案用紙ＩＤ」は「Ｋ２０１１−１０１」であると
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する。なお、答案用紙情報のファイル名を答案用紙識別情報としても用いるようにするこ
とで、「答案用紙情報」と「答案用紙ＩＤ」とを一つの項目としても良い。
【０１１１】
図７は、答案読取情報格納部１１に格納されている答案読取情報を管理する答案読取情
報管理表を示す図である。答案読取情報管理表は、「答案読取情報」と、「答案用紙ＩＤ
」と、「日付」と、「処理済」という項目を有している。「答案読取情報」は答案読取情
報のファイル名を示している。「答案用紙ＩＤ」は、答案読取情報に対応付けられた答案
用紙識別情報であり、図６の「答案用紙ＩＤ」と対応している。「日付」は、答案読取情
報に対応する試験が行われた日付である。「処理済」は、差分関連情報を取得する処理が
済んでいる答案読取情報であるか否かを示すフラグ情報であり、値「０」は、未処理、値
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「１」は処理済であることを示す。
【０１１２】
次に、教師等のユーザが、テストに対する統計分析を行うために、答案処理装置１を起
動させたとすると、差分取得部１３は、答案読取情報格納部１１に、差分関連情報を取得
する処理が未処理の答案読取情報があるか否かを判断する。ここでは、図７に示した答案
読取情報で「処理済」の値が、「０」であるものがあるか否かを判断する。ここでは、「
処理済」の値が「０」であるレコードが存在していたとする。ただし、判断開始のトリガ
ーやタイミング等は問わないものとする。
【０１１３】
差分取得部１３は、未処理の答案読取情報があるため、未処理の答案読取情報を順次読
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み出し、差分関連情報を取得する処理を行う。例えば、まず、図７に示した答案読取情報
管理表の一番目のレコード（行）から、ファイル名が「０１０００１２５．ｔｉｆ」であ
る答案読取情報をメモリ等に読み出す。即ち、図５（ｂ）に示した答案読取情報を読み出
す。また、この答案読取情報に対応する答案用紙識別情報、具体的には、同じレコードの
「答案用紙ＩＤ」の値である「Ｋ２０１１−００１」を読み出し、図６に示した答案用紙
情報管理表から、「答案用紙ＩＤ」が「Ｋ２０１１−００１」と対応付けられた答案用紙
情報、具体的には、ファイル名が「１００５４５．ｔｉｆ」である答案用紙情報を取得す
る。即ち、図５（ａ）に示した答案用紙情報を読み出す。
【０１１４】
差分取得部１３は、上記で読み出したファイル名が「０１０００１２５．ｔｉｆ」であ
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る答案読取情報の、ファイル名が「１００５４５．ｔｉｆ」である答案用紙情報に対する
差分の画像を取得する。即ち、図５（ｂ）に示した答案読取情報の、図５（ａ）に示した
答案用紙情報に対する差分の画像を取得する。例えば、重複する座標にある画素同士のう
ちの、色情報（あるいは階調情報）が一致するものを削除する。ただし、ここでは予め指
定された範囲内の色情報の違いがあるものも一致と考えてよい。また、画素を削除する代
わりに、予め指定された色（例えば白色）の画素に変更するようにしても良い。なお、こ
こでは、一例として、上述したようなシール２０を貼付するための枠５０１内の領域につ
いては、予め、この領域を示す座標等を示しておくことで、差分の画像を取得する対象に
含めないようにして、この枠５０１内の画像は、差分の画像から削除する。そして、差分
の画像に対して、適宜、シャープネスの処理や、レベル補正の処理等を行って、差分関連
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情報を得る。これにより、生徒の記入した答案のみを示す画像である差分関連情報を得る
。なお、差分の画像をそのまま、差分関連情報として取得してもよい。また、差分取得部
１３は、答案読取情報「０１０００１２５．ｔｉｆ」に対応付けられていた日付の情報で
ある「２０１１／５／２５」を日付情報として取得する。また、差分取得部１３は、答案
読取情報管理表において、差分関連情報を取得した答案読取情報「０１０００１２５．ｔ
ｉｆ」を含むレコードの「取得済」の値を「１」に変更する。
【０１１５】
図８は、差分取得部１３が取得した差分関連情報の一例を示す図である。取得した差分
関連情報には、例えば、予め指定されたルール等に応じてファイル名等が付与され、図示
しない記憶媒体等に一時記憶される。ここでは、「５００００１．ｔｉｆ」というファイ
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ル名が付与されたとする。
【０１１６】
次に、生徒識別情報取得部１４は、上述したファイル名が「１００５４５．ｔｉｆ」で
ある答案用紙情報の、枠５０１内において、識別画像２１を検出する。識別画像２１は、
通常は、例えば、識別画像２１のコーナー等に設けられた特定の形状の画像をパターンマ
ッチング等で検出することによって検出可能である。ここでは、シール２０上の識別画像
２１であるＱＲコードを検出する。そして、この識別画像２１を読み出して、読み出した
識別画像２１に対応づけられた生徒識別情報を取得する。ここでは、例えば、「山田Ａ男
」という生徒識別情報を取得したとする。
【０１１７】
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次に、文字認識部１５は、図８に示した差分関連情報に対して文字認識処理を行う。具
体的にはＯＣＲの処理を行う。例えば、図８に示した差分関連情報において、一文字と考
えられる画素のかたまりを順次検出して、それぞれの塊を囲む矩形のエリアを設定する。
【０１１８】
次に、各矩形のエリアに含まれる文字の画像の特徴を示す情報を取得し、各矩形のエリ
アに含まれる文字の画像と、予め用意されている文字認識処理用の文字の辞書（図示せず
）に含まれる各文字との類似度等を示すスコアを各矩形のエリアごとに取得し、各矩形の
エリアにおいて、最もスコアの高かった文字を、矩形のエリアについて認識された文字と
して取得する。そして、認識された文字を認識された位置の近傍等に配置したテキスト情
報を文字認識結果として取得する。このテキスト情報のファイル名は、例えば、予め指定

10

されたルール等により付与される。ここでは、例えば、「５００００１．ｒｔｆ」という
ファイル名が付与されたとする。また、ここでは、認識された文字の文字認識処理時に得
られたスコア、および認識された文字のサイズの情報を、認識された文字ごとに対応付け
た情報である認識管理表も文字認識結果として取得する。この認識管理表のファイル名は
、例えば、予め指定されたルール等により付与される。ここでは、例えば、「５００００
１．ｃｓｖ」というファイル名が付与されたとする。
【０１１９】
図９は、文字認識部１５による文字認識の結果として取得されたテキスト情報を示す図
（図９（ａ））、および、認識された各文字と、文字認識処理時のスコアと、文字のサイ
ズの情報とを対応付けて管理する認識管理表を示す図（図９（ｂ））である。認識管理表
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は、認識された文字を示す「認識文字」、認識された文字のスコアである「スコア」、認
識された文字のサイズである「サイズ」という項目を有している。認識管理表は、ここで
は、例えば、差分関連情報ごとに作成されるものとする。ただし、複数の差分関連情報に
対して一の認識管理表を用意し、各差分関連情報に対応するレコードに対しては、差分関
連情報の識別情報等を対応付けるようにしても良い。
【０１２０】
答案情報蓄積部１７は、差分取得部１３が取得したファイル名が「５００００１．ｔｉ
ｆ」である差分関連情報と、生徒識別情報取得部１４が取得した生徒識別情報「山田Ａ男
」と、答案用紙識別情報「Ｋ２０１１−００１」と、文字認識処理の結果として得られた
テキスト情報「５００００１．ｒｔｆ」と、文字認識処理の結果として得られた認識管理
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表「５００００１．ｃｓｖ」と、差分取得部１３が取得した日付情報「２０１１／５／２
５」とを有する答案情報を、答案情報格納部１６に蓄積する。
【０１２１】
以下、同様にして、差分関連情報が未処理の答案読取情報について、同様の処理を繰り
返して、答案情報を蓄積（追記）していく。なお、蓄積を行う際に、生徒識別情報の値と
、答案用紙識別情報の値とが一致する答案情報が既に蓄積されているか否かを判断し、蓄
積されていると判断した場合、同じテストに対する同じ生徒の答案情報が、二重登録され
ることとなるため、二重登録がされる旨の警告や、何らかの不正が行われている恐れがあ
る旨の警告等をユーザ等に出力するようにしても良い。
【０１２２】

40

図１０は、答案情報格納部１６に格納されている答案情報を管理する答案情報管理表を
示す図である。答案情報管理表は、「答案ＩＤ」と、「差分関連情報」と、「生徒ＩＤ」
と、「答案用紙ＩＤ」と、「認識テキスト」と、「認識管理表」と、「日付情報」という
項目を有している。「答案ＩＤ」は、答案情報の識別情報である。ここでは、一例として
、答案情報に含まれる差分関連情報のファイル名から、拡張子を除いたものを「答案ＩＤ
」としている。ただし、どのようなルールに従って「答案ＩＤ」を付与するかは問わない
。「差分関連情報」は、差分関連情報のファイル名である。「生徒ＩＤ」は生徒識別情報
である。「答案用紙ＩＤ」は、答案用紙識別情報であり、図６および図７の「答案用紙Ｉ
Ｄ」に対応する。「認識テキスト」は、文字認識処理により得られたテキスト情報である
。「認識管理表」は、文字認識処理により得られた認識管理表である。「日付情報」は、
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差分取得部１３が取得した日付情報である。答案読取情報「０１０００１２５．ｔｉｆ」
について上記で取得された答案情報は、「差分関連情報」が「５００００１．ｔｉｆ」で
あるレコードである。
【０１２３】
次に、教師等のユーザが、上記で取得した答案情報についての統計分析を行う指示を、
図示しない受付部等を介して、答案処理装置１に与えたとすると、答案処理装置１は、統
計分析の対象となる期間を指定する指示を受け付けるためのインターフェース画面（図示
せず）を、図示しないモニタ等に表示する。そして、ユーザが、このインターフェース画
面を操作して、２００８年から２０１１年までの期間の各年についての統計分析を行う指
示を答案処理装置１に与えたとする。

10

【０１２４】
この指示を受け付けると、統計分析部１８は、まず、図１０の答案情報管理表の各レコ
ードからそれぞれ「生徒ＩＤ」の値を順次読み出し、図示しない記憶媒体等に一時的に蓄
積（追記）していく。このとき、同じ「生徒ＩＤ」が既に蓄積されている場合、重複した
蓄積は行わない。このようにして、答案用紙を提出した生徒についてのユニークな生徒識
別情報のリストを得る。
【０１２５】
次に、統計分析部１８は、取得した生徒識別情報のリストから、一の生徒識別情報を取
得する。ここでは、例えば、生徒識別情報「山田Ａ男」を取得したとする。また、統計分
析部１８は、上記で指定された期間内の一の年を示す情報、例えば「２０１１」を取得す
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る。そして、図１０に示した答案情報管理表において、「生徒ＩＤ」が「山田Ａ男」であ
り、かつ、「日付情報」の値が、「２０１１／１／１」から「２０１１／１２／３１」ま
でのいずれかの日付の値と一致するレコード（答案情報）の一つを検索する。ここでは、
例えば、「答案ＩＤ」が「５００００１」であるレコードを検出したとする。
なお、上記の年を示す情報を、年度の情報として扱うようにし、年を示す情報として「
２０１１」を取得した場合に、小学校や中学校等の年度の開始日と終了日とを考慮して、
統計分析部１８は、「日付情報」の値が、この２０１１年度を示す範囲の「２０１１／４
／１」から「２０１２／３／３１」までのいずれかの日付の値と一致するレコード（答案
情報）の一つを検索するようにしてもよい。つまり、年度の最初を、指定された年の「４
月１日」とし、年度の最終を、指定された年の翌年の「３月３１日」としてもよい。
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【０１２６】
そして、まず、統計分析部１８は、検索したレコードで管理される「認識テキスト」の
文字の量として、文字数を取得する。例えば、ここでは、認識テキスト「５００００１．
ｒｔｆ」について文字の数をカウントする。カウント結果が、例えば、「１２４」であっ
たとする。統計分析部１８は、この値を、例えば、答案ＩＤ「５００００１」と対応付け
て図示しない記憶媒体等に蓄積する。
【０１２７】
次に、統計分析部１８は、上記で検索したレコードで管理される認識テキスト「５００
００１．ｒｔｆ」について文字の多様性を示す値を取得する。ここでは、例として、文字
の多様性を示す値として、ユニークな単語数を取得する。例えば、図９（ａ）に示した認
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識テキスト「５００００１．ｒｔｆ」のテキスト情報に対して、形態素解析を行い、テキ
スト情報を単語に分割する。そして、分割した単語を、重複したものは一度だけカウント
するようにしてカウントすることで、ユニークな単語数を取得する。ここで取得したユニ
ークな単語数は、「５３」であったとする。統計分析部１８は、この値を、例えば、答案
ＩＤ「５００００１」と対応付けて図示しない記憶媒体等に蓄積する。
【０１２８】
次に、統計分析部１８は、上記で検索したレコードで管理される認識管理表「５０００
０１．ｃｓｖ」を用いて、文字認識処理の結果に関する値を取得する。ここでは、例とし
て、文字認識された各文字についての、文字認識処理に取得されたスコアを取得して、こ
れらの平均値を取得する。例えば、図９（ｂ）に示した認識管理表「５００００１．ｃｓ
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ｖ」の全てのレコードの「スコア」の値を加算し、加算した値を全レコード数で除算する
ことで、スコアの平均値を取得する。取得した平均値が、例えば、「７１」であったとす
る。統計分析部１８は、この値を、例えば、答案ＩＤ「５００００１」と対応付けて図示
しない記憶媒体等に蓄積する。
【０１２９】
次に、統計分析部１８は、上記で検索したレコードで管理される認識管理表「５０００
０１．ｃｓｖ」を用いて、文字認識処理で認識された文字のサイズに関する値を取得する
。ここでは、例えば、文字認識された各文字についてのサイズを取得して、これらの平均
値を取得する。例えば、図９（ｂ）に示した認識管理表「５００００１．ｃｓｖ」の全て
のレコードの「サイズ」の値を加算し、加算した値を全レコード数で除算することで、文

10

字サイズの平均値を取得する。取得した平均値が、例えば、「１５．８」（ポイント）で
あったとする。統計分析部１８は、この値を、例えば、答案ＩＤ「５００００１」と対応
付けて図示しない記憶媒体等に蓄積する。
【０１３０】
次に、統計分析部１８は、上記で検索したレコードで管理される認識テキスト「５００
００１．ｒｔｆ」について文字の正確度に関する値を取得する。ここでは、例として、文
字の正確度に関する値として、誤字脱字の数を取得する。つまり、誤字脱字の数が小さけ
れば生徒が記入した文章の正確度が高いことを示すこととなる。例えば、図９（ａ）に示
した認識テキスト「５００００１．ｒｔｆ」のテキスト情報に対して、誤字脱字を検出す
る処理を行い誤字脱字を検出する。そして、検出した誤字脱字の数をカウントする。そし
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て、カウントした誤字脱字数を、上記で取得したテキスト情報の文字数で除算することで
、正規化を行う。これにより取得した正規化された誤字脱字の数は、「５」であったとす
る。統計分析部１８は、この値を、例えば、答案ＩＤ「５００００１」と対応付けて図示
しない記憶媒体等に蓄積する。
【０１３１】
次に、統計分析部１８は、上記で検索したレコードに含まれる認識テキスト「５０００
０１．ｒｔｆ」について単位面積当たりの文字数を示す値を取得する。例えば、上記で取
得した認識テキストの文字数を、差分関連情報の面積で除算することで、単位面積当たり
の文字数を取得する。例えば、差分関連情報のサイズが、高さ７インチ、幅１２インチで
あったとすると、単位面積当たり（ここでは１平方インチ当たり）の文字数は、１２４（
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文字）÷８４＝「１．４８」文字となる。統計分析部１８は、この値を、例えば、答案Ｉ
Ｄ「５００００１」と対応付けて図示しない記憶媒体等に蓄積する。
【０１３２】
これにより、「生徒ＩＤ」が「山田Ａ男」であり、かつ、「答案ＩＤ」が「５００００
１」である答案情報についての処理が終了する。
【０１３３】
統計分析部１８は、更に、「生徒ＩＤ」が「山田Ａ男」であり、かつ、「日付情報」の
先頭の四文字が、「２０１１」と一致する残りのレコード（答案情報）についても、上記
と同様の処理を繰り返し行う。
【０１３４】
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これにより、「生徒ＩＤ」が「山田Ａ男」である生徒が、「２０１１」年に提出した答
案用紙についての処理が終了する。
【０１３５】
図１１は、統計分析部１８が、「生徒ＩＤ」が「山田Ａ男」である生徒が「２０１１」
年に提出した答案用紙について上記の処理で取得した情報である年別取得情報を示す図で
ある。この情報は、上記の処理により、図示しない記憶媒体値に蓄積された情報である。
年別取得情報は、「答案ＩＤ」と、「文字数」と、「単語数」と、「平均スコア」と、「
平均サイズ」と、「誤字脱字数」と、「単位文字数」という項目を有している。「文字数
」は、文字認識結果であるテキスト情報に含まれる文字数、「単語数」は、文字認識結果
であるテキスト情報に含まれるユニークな単語数、「平均スコア」は、文字認識処理の際
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に取得されたスコアの平均値、「平均サイズ」文字認識処理で認識された文字サイズの平
均値、「誤字脱字数」は文字認識結果であるテキスト情報に含まれる正規化された誤字脱
字数、「単位文字数」は差分関連情報における単位面積当たりの文字数である。
【０１３６】
次に、統計分析部１８は、図１１に示した各項目ごとに、値の平均値を取得する。具体
的には、全てのレコードの同じ項目の値同士を加算し、加算した値を、レコード数で除算
して、各項目の平均値を取得する。この平均値は、「生徒ＩＤ」が「山田Ａ男」である生
徒が、「２０１１」年に提出した答案用紙についての各項目の値の平均値である。「生徒
ＩＤ」が「山田Ａ男」である生徒が、「２０１１」年に提出した答案用紙についての統計
分析結果と考えても良い。そして、取得した各項目の平均値を、統計分析結果として、生

10

徒識別情報「山田Ａ男」と、年を示す値「２０１１」と対応付けて図示しない記憶媒体に
蓄積する。
【０１３７】
同様にして、統計分析部１８は、残りの年である「２０１０」年から「２００８」年ま
での各年について、同様の処理を行う。
【０１３８】
図１２は、上記の処理より取得されて蓄積された各年の統計分析結果を示す年別分析結
果管理表である。「年」は、統計分析対象の年を示す。「答案ＩＤ」と、「文字数」と、
「単語数」と、「平均スコア」と、「平均サイズ」と、「誤字脱字数」と、「単位文字数
」という項目は、図１１に示す同じ名称の項目の値の平均値である。
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【０１３９】
更に、統計分析部１８は、上記で取得した生徒識別情報のリストの、「山田Ａ男」以外
の生徒識別情報についても、上記と同様の処理を行い、処理により得られた情報を、図１
２に示す年別分析結果に追記していく。
【０１４０】
図１３は、「山田Ａ男」以外の生徒識別情報についての統計分析結果が追記された年別
分析結果管理表を示す。
【０１４１】
そして、出力部１９は、図１３に示すような統計分析結果を図示しないモニタ等に表示
する。なお、図１３に示す統計分析結果の全体や一部等を、グラフ等で表示しても良いこ
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とはいうまでもない。
【０１４２】
以上、本実施の形態によれば、生徒が答案を記入した答案用紙を読み取った答案読取情
報と、生徒が答案を記入する前の答案用紙の答案用紙情報との差分に関する差分関連情報
を取得し、この差分関連情報と、この答案用紙に配置された識別画像から読み出した生徒
識別情報とを有する答案情報を蓄積するようにしたので、生徒が記入した答案を適切に管
理できる。
【０１４３】
また、差分関連情報を文字認識処理した情報を用いて様々な統計分析を行うことができ
、生徒の答案を、生徒の成長過程の評価等の様々な用途に有効利用することができる。
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【０１４４】
なお、上記各実施の形態において、各処理（各機能）は、単一の装置（システム）によ
って集中処理されることによって実現されてもよく、あるいは、複数の装置によって分散
処理されることによって実現されてもよい。
【０１４５】
また、上記各実施の形態では、答案処理装置がスタンドアロンである場合について説明
したが、答案処理装置は、スタンドアロンの装置であってもよく、サーバ・クライアント
システムにおけるサーバ装置であってもよい。後者の場合には、出力部や受付部は、通信
回線を介して入力を受け付けたり、画面を出力したりすることになる。
【０１４６】

50

(23)

JP 2013‑61590 A 2013.4.4

また、上記各実施の形態において、差分取得部１３、生徒識別情報取得部１４、文字認
識部１５、答案情報蓄積部１７、統計分析部１８等の各構成要素は、専用のハードウェア
により構成されてもよく、あるいは、ソフトウェアにより構成され、プログラムを実行す
ることによって実現されてもよい。例えば、ハードディスクや半導体メモリ等の記録媒体
に記録されたソフトウェア・プログラムをＣＰＵ等のプログラム実行部が読み出して実行
することによって、各構成要素が実現され得る。
【０１４７】
なお、上記各実施の形態における答案処理装置を実現するソフトウェアは、以下のよう
なプログラムである。つまり、このプログラムは、１以上の生徒が答案を記入した答案用
紙であって、答案の記入を行った各生徒の識別情報である生徒識別情報と対応付けられた

10

画像の情報である識別画像が配置された答案用紙を読み取った情報である答案読取情報が
格納される答案読取情報格納部と、答案読取情報の読み取り元となる答案用紙の、答案が
記入される前の状態を示す情報である答案用紙情報が格納される答案用紙情報格納部と、
答案情報格納部と、にアクセス可能なコンピュータを、答案読取情報格納部に格納されて
いる答案読取情報の、答案用紙情報に対する差分に関する情報である差分関連情報を取得
する差分取得部と、差分取得部が差分を取得した答案読取情報の識別画像を検出し、識別
画像と対応付けられた生徒識別情報を取得する生徒識別情報取得部と、差分取得部が取得
した差分関連情報と、生徒識別情報取得部が取得した生徒識別情報とを有する答案情報を
答案情報格納部に蓄積する答案情報蓄積部として機能させるためのプログラムである。
20

【０１４８】
なお、上記プログラムにおいて、上記プログラムが実現する機能には、ハードウェアで
しか実現できない機能は含まれない。例えば、情報を取得する取得部や、情報を出力する
出力部などにおけるモデムやインターフェースカードなどのハードウェアでしか実現でき
ない機能は、上記プログラムが実現する機能には含まれない。
【０１４９】
また、このプログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であって
もよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、あるいは分散処理を行ってもよい。
【０１５０】
図１４は、上記プログラムを実行して、上記実施の形態による答案処理装置を実現する
コンピュータの外観の一例を示す模式図である。上記実施の形態は、コンピュータハード

30

ウェア及びその上で実行されるコンピュータプログラムによって実現されうる。
【０１５１】
図１４において、コンピュータシステム９００は、ＣＤ−ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ
ｉｓｋ
録商標）

Ｒｅａｄ

Ｏｎｌｙ

Ｄ

Ｍｅｍｏｒｙ）ドライブ９０５、ＦＤ（Ｆｌｏｐｐｙ（登

Ｄｉｓｋ）ドライブ９０６を含むコンピュータ９０１と、キーボード９０２と

、マウス９０３と、モニタ９０４とを備える。
【０１５２】
図１５は、コンピュータシステム９００の内部構成を示す図である。図１５において、
コンピュータ９０１は、ＣＤ−ＲＯＭドライブ９０５、ＦＤドライブ９０６に加えて、Ｍ
ＰＵ（Ｍｉｃｒｏ

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

Ｕｎｉｔ）９１１と、ブートアッププログラ

40

ム等のプログラムを記憶するためのＲＯＭ９１２と、ＭＰＵ９１１に接続され、アプリケ
ーションプログラムの命令を一時的に記憶すると共に、一時記憶空間を提供するＲＡＭ（
Ｒａｎｄｏｍ

Ａｃｃｅｓｓ

Ｍｅｍｏｒｙ）９１３と、アプリケーションプログラム、

システムプログラム、及びデータを記憶するハードディスク９１４と、ＭＰＵ９１１、Ｒ
ＯＭ９１２等を相互に接続するバス９１５とを備える。なお、コンピュータ９０１は、Ｌ
ＡＮへの接続を提供する図示しないネットワークカードを含んでいてもよい。
【０１５３】
コンピュータシステム９００に、上記実施の形態による答案処理装置等の機能を実行さ
せるプログラムは、ＣＤ−ＲＯＭ９２１、またはＦＤ９２２に記憶されて、ＣＤ−ＲＯＭ
ドライブ９０５、またはＦＤドライブ９０６に挿入され、ハードディスク９１４に転送さ
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れてもよい。これに代えて、そのプログラムは、図示しないネットワークを介してコンピ
ュータ９０１に送信され、ハードディスク９１４に記憶されてもよい。プログラムは実行
の際にＲＡＭ９１３にロードされる。なお、プログラムは、ＣＤ−ＲＯＭ９２１やＦＤ９
２２、またはネットワークから直接、ロードされてもよい。
【０１５４】
プログラムは、コンピュータ９０１に、上記実施の形態による答案処理装置の機能を実
行させるオペレーティングシステム（ＯＳ）、またはサードパーティプログラム等を必ず
しも含んでいなくてもよい。プログラムは、制御された態様で適切な機能（モジュール）
を呼び出し、所望の結果が得られるようにする命令の部分のみを含んでいてもよい。コン
ピュータシステム９００がどのように動作するのかについては周知であり、詳細な説明は

10

省略する。
【０１５５】
本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それら
も本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１５６】
以上のように、本発明にかかる答案処理装置等は、答案用紙を処理する装置等として適
しており、特に、答案用紙から、生徒が答案を記入した答案用紙を処理する装置等として
有用である。
【符号の説明】

20

【０１５７】
１

答案処理装置

１１

答案読取情報格納部

１２

答案用紙情報格納部

１３

差分取得部

１４

生徒識別情報取得部

１５

文字認識部

１６

答案情報格納部

１７

答案情報蓄積部

１８

統計分析部

１９

出力部

２０

シール

２１

識別画像

２２

文字列

５１

答案用紙情報

５２

答案読取情報
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