
安全教育での利用を目的としたでの利用を目的とした利用を目的としたを目的とした目的としたとした
音声ユーザインターフェイスによるユーザインターフェイスによるによる LMS 機能強化

LMS Enhancement with Voice User Interfaces for Safety Education

喜多 敏博
KITA Toshihiro

長岡 千香子
NAGAOKA Chikako

平岡 斉士
HIRAOKA Naoshi

熊本大学 教授システム学研究センター システム学研究センター 学研究センター センター 

Research Center for Instructional Systems、 Kumamoto University

  ＜あらまし＞  様々な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防多様な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防起きている。事故が起こらないように物理的に防きている。事故が起こらないように物理的に防事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防起きている。事故が起こらないように物理的に防こらな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防いように物理的に防物理的に防に物理的に防防

止策を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安だが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安職業人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安教育することで防ぎ得た事故については、安することで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防防ぎ得た事故については、安得た事故については、安た事故については、安事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防に物理的に防ついては、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安安

全教育することで防ぎ得た事故については、安を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安行うことも事故防止の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すうことも事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防防止の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すに物理的に防有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すとな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防る。事故が起こらないように物理的に防本研究では、安全教育をオンラインで提供すで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防は、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安安全教育することで防ぎ得た事故については、安を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安オンラインで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防提供すす

るプラットフォームとして用いるために、として用いるために、いるた事故については、安めに物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安Moodleの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す機能を音声ユーザインターフェイスによって強化を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安音声ユーザインターフェイスによって強化ユーザインターフェイスによって強化に物理的に防よって強化

することを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安目指している。している。事故が起こらないように物理的に防
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１． はじめに

　様々な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防多様な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防起きている。事故が起こらないように物理的に防きて

いる。事故が起こらないように物理的に防事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防起きている。事故が起こらないように物理的に防こらな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防いように物理的に防物理的に防に物理的に防防止策を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安

講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安だが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安職業人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安

を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安教育することで防ぎ得た事故については、安することで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防防ぎ得た事故については、安得た事故については、安た事故については、安事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防に物理的に防ついては、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安安全

教育することで防ぎ得た事故については、安を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安行うことも事故防止の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すうことも事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防防止の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すに物理的に防有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す

とな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防る。事故が起こらないように物理的に防例えば、子どもの傷害予防、化学薬品のえば、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安子どもの傷害予防、化学薬品のどもの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す傷害予防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安化学薬品のの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す

取扱、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安救急看護などの分野において、教育によっな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防どの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す分野において、教育によっに物理的に防おいて、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安教育することで防ぎ得た事故については、安に物理的に防よっ

て事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防防止率を向上できる期待が高いと考えらを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安向上できる期待が高いと考えらで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きる期待が高いと考えらが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防高いと考えらいと考えらえら

れる。事故が起こらないように物理的に防

　音声ユーザインターフェイスによって強化ユーザインターフェイスによって強化（VUI）は近年急は近年急

速に質が向上し、に物理的に防質が向上し、が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防向上できる期待が高いと考えらし、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安Google Home や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安 Amazon Echo

等のスマートスピーカーや、音声操作に対応したの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すスによって強化マートスによって強化ピーカーや職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安音声ユーザインターフェイスによって強化操作に対応したに物理的に防対応したした事故については、安

スによって強化マートフォン等のスマートスピーカーや、音声操作に対応したで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防用いるために、いられ、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安実際に日常生活のに物理的に防日常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す生活のの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す

中で起きている。事故が起こらないように物理的に防で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防利用いるために、で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きるレベルに至っている。に物理的に防至っている。っている。事故が起こらないように物理的に防VUIはテキ

スによって強化トで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す情報入力と比較して、入力スピードが速と比較して、入力スピードが速して、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安入力と比較して、入力スピードが速スによって強化ピードが速が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防速に質が向上し、

い、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安ハンズフリーで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防使用いるために、可、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安直感的に防に物理的に防利用いるために、可能を音声ユーザインターフェイスによって強化、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安

気持ちが伝わりやすいなどの利点があるちが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防伝わりやすいなどの利点があるわりや職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安すいな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防どの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す利点があるが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防ある(PearlPearl

2016))。事故が起こらないように物理的に防 

　本研究では、安全教育をオンラインで提供すで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防は、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安安全教育することで防ぎ得た事故については、安を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安オンラインで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防提供すする

プラットフォームとして用いるために、として用いるために、いるた事故については、安めに物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安オープン

ソースによって強化の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す LMS (PearlLearning Management System)

で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防ある Moodleの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す機能を音声ユーザインターフェイスによって強化、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安特にユーザとのインタラに物理的に防ユーザとの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すインタラ

クションを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安VUIに物理的に防よって強化することを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安目指している。し

ている。事故が起こらないように物理的に防

２． 安全教育での利用を目的としたと学習課題

一般的に防に物理的に防学習課題の分類として、「言語情報」「知の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す分類として、「言語情報」「知として、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安「言語情報」「知言語情報」「言語情報」「知知

的に防技能を音声ユーザインターフェイスによって強化」「言語情報」「知態度」があるが、これらの分類を安全教」が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防あるが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安これらの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す分類として、「言語情報」「知を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安安全教

育することで防ぎ得た事故については、安に物理的に防当てはめると、安全教育を受けるべき各人がてはめると、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安安全教育することで防ぎ得た事故については、安を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安受けるべき各人がけるべき各人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防

満たすべき段階として、以下の３段階に分けて考た事故については、安すべき段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す階として、以下の３段階に分けて考として、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安以下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す３段階に分けて考段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す階として、以下の３段階に分けて考に物理的に防分けて考えら

えることが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きる。事故が起こらないように物理的に防

1. 知識があること （危険であることを知が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防あること （危険であることを知で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防あることを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安知

らな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防い、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安という状態を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安脱する）する）は近年急

2. 対応した力と比較して、入力スピードが速が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防あること （知識があること （危険であることを知はあるが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防実際に日常生活の

の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す対応した力と比較して、入力スピードが速・解決力と比較して、入力スピードが速が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防い、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安という状態を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安

脱する）する）は近年急

3. 態度」があるが、これらの分類を安全教が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防身についていること （対応力はに物理的に防ついていること （対応した力と比較して、入力スピードが速は

あるが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防面倒なので放置してしまう、となな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防放置してしまう、となしてしまう、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安とな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防

らな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防い）は近年急

様々な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防分野において、教育によっで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す安全教育することで防ぎ得た事故については、安で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安この非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す３段階に分けて考段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す階として、以下の３段階に分けて考を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安すべて

満たすべき段階として、以下の３段階に分けて考た事故については、安すように物理的に防教育することで防ぎ得た事故については、安することが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防あると著者

は考えらえており、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安その非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すた事故については、安めに物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安様々な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防分野において、教育によっに物理的に防おいて、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安

事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防防止教育することで防ぎ得た事故については、安を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す果的に防に物理的に防行うことも事故防止の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すうことの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きるオン

ライン教育することで防ぎ得た事故については、安用いるために、コンテンツを提供できれば、各分野を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安提供すで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きれば、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安各分野において、教育によっ

で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す安全教育することで防ぎ得た事故については、安に物理的に防貢献できるものと考えている。で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きるもの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すと考えらえている。事故が起こらないように物理的に防

　オンライン教育することで防ぎ得た事故については、安用いるために、コンテンツを提供できれば、各分野の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す設計の際には、の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す際に日常生活のに物理的に防は、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安

一般的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防 LMS の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す標準的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防機能を音声ユーザインターフェイスによって強化を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安用いるために、いて学習コン

テンツを提供できれば、各分野を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安構築・提供すすることで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防も一定の効果はの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す果は

上できる期待が高いと考えらが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防ると思えるが、事故防止の安全教育においてえるが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防防止の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す安全教育することで防ぎ得た事故については、安に物理的に防おいて

重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すは、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安当てはめると、安全教育を受けるべき各人が事者それぞれが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防上できる期待が高いと考えら記の３段階をクの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す３段階に分けて考段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す階として、以下の３段階に分けて考を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安ク

リアする、つまり、危険の存在を認識しているだする、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安つまり、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安危険であることを知の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す存在を認識しているだを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安認識があること （危険であることを知しているだ
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けで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防く、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防防止の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す行うことも事故防止の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す動を取る能力があり、実を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安取る能を音声ユーザインターフェイスによって強化力と比較して、入力スピードが速が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防あり、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安実

際に日常生活のに物理的に防普段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すから行うことも事故防止の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す動を取る能力があり、実を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安取るように物理的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防るか、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安という点がある

で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防ある。事故が起こらないように物理的に防この非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すた事故については、安め、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安LMSに物理的に防近年発展著しい人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安工知

能を音声ユーザインターフェイスによって強化関連の技術を適用して、「対応力」や「態度」のの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す技術を適用して、「対応力」や「態度」のを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安適用いるために、して、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安「言語情報」「知対応した力と比較して、入力スピードが速」や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安「言語情報」「知態度」があるが、これらの分類を安全教」の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す

面で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防学習者を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安より能を音声ユーザインターフェイスによって強化動を取る能力があり、実的に防に物理的に防サポートする機能を音声ユーザインターフェイスによって強化が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防

実装できれば、より効果の高い安全教育が実現でで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きれば、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安より効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す果の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す高いと考えらい安全教育することで防ぎ得た事故については、安が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防実現でで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防

きると考えらえ、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安その非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す１つとして次節で述べるようなで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防述べるようなべるような状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安

LMSへの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すVUI実装できれば、より効果の高い安全教育が実現でを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安進めている。めている。事故が起こらないように物理的に防

３． VUI での利用を目的とした Moodle 機能の利用を目的とした利用を目的とした

家庭に置かれたスマートスピーカー等を用いて、に物理的に防置してしまう、となかれた事故については、安スによって強化マートスによって強化ピーカー等のスマートスピーカーや、音声操作に対応したを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安用いるために、いて、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安

口頭でで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防 LMS 上できる期待が高いと考えらの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す小テストを受験できるようになテスによって強化トを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安受けるべき各人が験できるようになで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きるように物理的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防

れば、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安パソコンや職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安スによって強化マートフォンよりも気軽に小に物理的に防小テストを受験できるようにな

テスによって強化ト問題の分類として、「言語情報」「知に物理的に防挑戦できるため、学習意欲の喚起等で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きるた事故については、安め、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安学習意欲の喚起等の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す喚起きている。事故が起こらないように物理的に防等のスマートスピーカーや、音声操作に対応した

に物理的に防役立つ可能性がある。例えば、コースに履修登つ可能を音声ユーザインターフェイスによって強化性がある。例えば、コースに履修登が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防ある。事故が起こらないように物理的に防例えば、子どもの傷害予防、化学薬品のえば、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安コースによって強化に物理的に防履修登

録する前や、学習の初期段階において、スマートする前や、学習の初期段階において、スマートや職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安学習の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す初期段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す階として、以下の３段階に分けて考に物理的に防おいて、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安スによって強化マート

スによって強化ピーカーを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安通じて学習者に「お試しクイズ」じて学習者に物理的に防「言語情報」「知お試しクイズ」しクイズ」

（学ぶべきスによって強化キルに至っている。を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安評価でき、かつ、学習者の関で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防き、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安かつ、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安学習者の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す関

心を引き付けるような小テスト）を提供し、そのを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安引き付けるような小テスト）を提供し、そのき付けるような小テスト）を提供し、そのけるような状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防小テストを受験できるようになテスによって強化ト）は近年急を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安提供すし、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安その非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す

コースによって強化を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安完了した場合には、何が身に付き、何がした事故については、安場合には、何が身に付き、何がに物理的に防は、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安何が身に付き、何がが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防身についていること （対応力はに物理的に防付けるような小テスト）を提供し、そのき、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安何が身に付き、何がが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防

で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きるように物理的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防るの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すかを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安学習者が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防素早く把握でく把握でで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防

きるとともに物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安学習意欲の喚起等を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安刺激する手段になり得する手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すに物理的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防り得た事故については、安

る。事故が起こらないように物理的に防

本研究では、安全教育をオンラインで提供すで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防開発した事故については、安、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安VUIを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安用いるために、いて Moodle 上できる期待が高いと考えらの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す小テストを受験できるようにな

テスによって強化トを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安受けるべき各人が験できるようになすることが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きる音声ユーザインターフェイスによって強化アする、つまり、危険の存在を認識しているだプリを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安デ

モコマンドが速として一般公開しており(Pearl喜多 2018、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安

喜多 2019))、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安 Google Homeや職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安 Google アする、つまり、危険の存在を認識しているだシスによって強化タン

トアする、つまり、危険の存在を認識しているだプリに物理的に防は「言語情報」「知OK Google、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安 Moodle 小テストを受験できるようになテスによって強化トに物理的に防つ

な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防いで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防」と言えば試しクイズ」用いるために、で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きる。事故が起こらないように物理的に防Amazon Echo に物理的に防つ

いては、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安「言語情報」「知Moodle小テストを受験できるようになテスによって強化ト」スによって強化キルに至っている。を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すに物理的に防し、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安

「言語情報」「知アする、つまり、危険の存在を認識しているだレクサ、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安Moodle小テストを受験できるようになテスによって強化トを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安開いて」といえば

試しクイズ」用いるために、で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防きる。事故が起こらないように物理的に防

一般公開しているバージョンで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防は、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安デモ用いるために、

Moodleコースによって強化に物理的に防固定の効果はユーザが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防ログインした事故については、安状態

で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防動を取る能力があり、実作に対応したしているが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安開発中で起きている。事故が起こらないように物理的に防の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すバージョンで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防は、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安アする、つまり、危険の存在を認識しているだ

カウントを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安紐付けるような小テスト）を提供し、そのける機能を音声ユーザインターフェイスによって強化(PearlAmazon2019), Google

2019), Jtuttas 2019)) を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安用いるために、い、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安Moodle に物理的に防アする、つまり、危険の存在を認識しているだクセ

スによって強化するた事故については、安めの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すトークンを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安 Amazon Alexa  や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安

Actions on Google の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すアする、つまり、危険の存在を認識しているだプリ内に保存することに物理的に防保存すること

で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安ユーザが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防利用いるために、している任意の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すMoodleサイト

に物理的に防接続して、その上に設置された小テストを受験して、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安その非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す上できる期待が高いと考えらに物理的に防設置してしまう、となされた事故については、安小テストを受験できるようになテスによって強化トを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安受けるべき各人が験できるようにな

することが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防可能を音声ユーザインターフェイスによって強化で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防ある。事故が起こらないように物理的に防

Moodleサイトへの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す接続して、その上に設置された小テストを受験は、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安Moodle web services

 API (PearlMoodle 2019)) を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安用いるために、いて行うことも事故防止の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すっている。事故が起こらないように物理的に防受けるべき各人が験できるようにな

した事故については、安小テストを受験できるようになテスによって強化トの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す履歴は、通常通りは、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安通じて学習者に「お試しクイズ」常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す通じて学習者に「お試しクイズ」りMoodleサイト

に物理的に防保存され、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安後で各ユーザが確認することも可能で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防各ユーザが世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防確認することも可能を音声ユーザインターフェイスによって強化

で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防ある。事故が起こらないように物理的に防各受けるべき各人が験できるようになに物理的に防対してその非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す評点があると、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安学習者が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防選

ん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安だ選択肢に応じたフィードバックも音声で返に物理的に防応したじた事故については、安フィードが速バックも音声ユーザインターフェイスによって強化で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防返

される。事故が起こらないように物理的に防

上できる期待が高いと考えら記の３段階をクの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す小テストを受験できるようになテスによって強化ト機能を音声ユーザインターフェイスによって強化以外にも、に物理的に防も、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安Moodleの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す様々な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防

機能を音声ユーザインターフェイスによって強化を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安VUIで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防も利用いるために、可能を音声ユーザインターフェイスによって強化に物理的に防して、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安音響や声を伴うや職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安声ユーザインターフェイスによって強化を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安伴うう

リアする、つまり、危険の存在を認識しているだルに至っている。な状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防シミュレーションに物理的に防よる学習や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安準プッ

シュ型の情報提供を日常的にの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す情報提供すを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安日常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す的に防に物理的に防行うことも事故防止の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供すうな状況下で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防どの非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す機能を音声ユーザインターフェイスによって強化を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安

実現でし活の用いるために、することで多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安「言語情報」「知対応した力と比較して、入力スピードが速」や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安「言語情報」「知態度」があるが、これらの分類を安全教」の非常に有効な手段となる。本研究では、安全教育をオンラインで提供す面

で多様な事故が世界中で起きている。事故が起こらないように物理的に防学習者を講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安サポートすることを講じることはもちろん重要だが、一般人や職業人を教育することで防ぎ得た事故については、安考えらえている。事故が起こらないように物理的に防

4. おわりに

事故を防ぐための安全教育システムを実現する第１防ぐための安全教育システムを実現する第１安全教育システムを実現する第１を防ぐための安全教育システムを実現する第１実現する第１する第１第１

段階として、今後、「子どもの傷害予防」「環境安全として、今後、「子どもの傷害予防」「環境安全どもの安全教育システムを実現する第１傷害予防」「環境安全

工学」「救急看護教育」の安全教育システムを実現する第１ 3 分野を対象として各分を防ぐための安全教育システムを実現する第１対象として各分として各分

野を対象として各分で代表的な事例を取り上げて安全教育コンテンツ代表的な事例を取り上げて安全教育コンテンツな事例を取り上げて安全教育コンテンツ事例を取り上げて安全教育コンテンツを防ぐための安全教育システムを実現する第１取り上げて安全教育コンテンツり上げて安全教育コンテンツ上げて安全教育コンテンツげて安全教育コンテンツ

を防ぐための安全教育システムを実現する第１試作し、し、Moodle 標準機能だけで代表的な事例を取り上げて安全教育コンテンツな事例を取り上げて安全教育コンテンツく、VUI 等を用を防ぐための安全教育システムを実現する第１用

いた機能も活用し、実地で試行する計画である。で代表的な事例を取り上げて安全教育コンテンツ試行する計画である。する第１計画である。で代表的な事例を取り上げて安全教育コンテンツある第１。
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