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1. はじめに 
　坂本らは、文部科学省所管の国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）による戦略的創造
研究推進事業（さきがけ）の支援を受け、学習者の個性を考慮して、学習者毎に最も意欲の出
る方法を予測し、学習を促すAI技術の研究開発に取り組み、下図の通り、118名に対する28日
間の被験者実験において、学習量を2.24倍に向上させることに成功しました。 
 

 
　上記成果が評価され、経済産業省所管の独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）の2020年度 
未踏アドバンスト事業に採択され、上述の動機づけ技術の製品化・事業化の支援をいただく運

 

https://www.jst.go.jp/
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/project/1112069/14531458.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/project/1112069/14531458.html
https://www.ipa.go.jp/
https://www.ipa.go.jp/jinzai/advanced/2020/gaiyou_i-1.html
https://www.ipa.go.jp/jinzai/advanced/2020/gaiyou_i-1.html


びとなりました。現在、坂本らは自ら立ち上げたWillBooster社と連携する形で、上記技術を搭
載した無償のスマートフォン向け学習アプリWillStudyをリリースしました。研究成果を広める
ため個人・法人の皆様に本アプリをご利用いただきたく、本ドキュメントを作成しました。以

降、学校・塾・企業などの法人を組織と表現します。なお、本ドキュメントの最新版は 
https://www.dropbox.com/s/j89r39li90a8lpq/%E5%80%8B%E6%80%A7%E3%81%AB%E5%BF
%9C%E3%81%98%E3%81%A6%E6%84%8F%E6%AC%B2%E3%82%92%E5%BC%95%E3
%81%8D%E5%87%BA%E3%81%99%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%A2%E3%83%97
%E3%83%AAWillStudy%E3%81%AE%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8B.pdf?dl=1 から
閲覧いただけます。 
 
　学習アプリ（iOS）: https://apple.co/3cF1D0V 
　学習アプリ（Android）: https://bit.ly/3cEpNc0 

2. WillStudyの機能一覧 
　WillStudyは学習者が利用する学習用のスマートフォンアプリケーション（以降、学習アプ
リ）と、管理者・教職員が利用する管理用のWebアプリケーション（以降、管理アプリ）から
構成されています。なお、現在も両アプリケーションの開発を続けており、随時、本ドキュメ
ントおよび両アプリをアップデートしていく予定です。 

2.1. 学習アプリの機能一覧（学習者向け） 
1. アカウント作成・ログイン機能 
　メールアドレスとパスワードを指定してアカウント作成・ログインする機能です。組

織に所属する学習者の場合、自身のアカウントでログイン後に、組織が発行する学習者

コードとパスワード（後述）を追加で入力することで、組織への所属を設定できます。 

 
2. 心理アンケート機能 
　学習者の個性を分析するため、アプリ初回起動時にアンケートが21問出題されます。 

 

 

https://www.dropbox.com/s/j89r39li90a8lpq/%E5%80%8B%E6%80%A7%E3%81%AB%E5%BF%9C%E3%81%98%E3%81%A6%E6%84%8F%E6%AC%B2%E3%82%92%E5%BC%95%E3%81%8D%E5%87%BA%E3%81%99%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAWillStudy%E3%81%AE%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8B.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/j89r39li90a8lpq/%E5%80%8B%E6%80%A7%E3%81%AB%E5%BF%9C%E3%81%98%E3%81%A6%E6%84%8F%E6%AC%B2%E3%82%92%E5%BC%95%E3%81%8D%E5%87%BA%E3%81%99%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAWillStudy%E3%81%AE%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8B.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/j89r39li90a8lpq/%E5%80%8B%E6%80%A7%E3%81%AB%E5%BF%9C%E3%81%98%E3%81%A6%E6%84%8F%E6%AC%B2%E3%82%92%E5%BC%95%E3%81%8D%E5%87%BA%E3%81%99%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAWillStudy%E3%81%AE%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8B.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/j89r39li90a8lpq/%E5%80%8B%E6%80%A7%E3%81%AB%E5%BF%9C%E3%81%98%E3%81%A6%E6%84%8F%E6%AC%B2%E3%82%92%E5%BC%95%E3%81%8D%E5%87%BA%E3%81%99%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAWillStudy%E3%81%AE%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8B.pdf?dl=1
https://apple.co/3cF1D0V
https://bit.ly/3cEpNc0


 
3. 教材選択機能 
　学習する教材を選択する機能です。教材は「コース (course)」と「ジャンル (genre)
」という2種類の粒度があります。現時点のコースは「英単語」・「ITパスポート試験
の過去問」・「基本情報技術者試験（午前）の過去問」の3種類があり、例えば、ITパ
スポート試験の過去問のジャンルとして、英単語の場合は難易度を、過去問の場合は年

度と季節（例：ITパスポート 2019年秋）があり、学習者が選んで学習できます。 
　教材データの拡充について、ご意見がございましたら、「6. お問い合わせ先」からご
連絡ください。貴組織のオリジナル教材を追加することもできます。 

 

　  
 

4. 学習機能 
　指定した教材（例：基本情報技術者試験（午前） 令和元年 秋季）の問題について、
指定した問題数（同教材の場合は5問）分が出題されて、問題を解くことができます。
記憶を定着させるために、同じ問題を繰り返し出題する仕組みが備わっています。連続

して正解された「覚えた」問題は出題頻度が下がりますが、間違えた問題は出題頻度が

上がります。教材によっては、解説サイトを表示するボタンがあります。 
 

　  

 



5. 各種動機づけ機能 
　学習を促すための短期目標（ミッション）や長期目標が表示され、学習を進めること

でそれらを達成できます。動機づけ機能には様々なバリエーションが存在しますが、本

人の心理アンケートの回答結果と過去の様々なデータを分析して、AI技術により最適な
機能を選択して提供します。学習者が設定画面を通して変更もできます。 

 

 

2.2. 管理アプリの機能一覧（管理者向け） 
　別途お申し込みいただくことで、学習者の学習状況を管理する機能をご利用いただけます。 
 

1. 学習者の一覧 
　学習者の一覧を閲覧できます。学習すると得られるポイントや最終アクセス時刻を確

認できます。 

 
 

 



2. 学習者の詳細 
　各学習者の詳細な学習状況を閲覧できます。週毎の解答数・正答率を確認できます。 

 
 

3. 学習者を組織に紐付けるためのID・パスワード発行機能 
　学習者を組織に紐付けるため、学習者ごとに学習者コードとパスワードを発行する機

能です。組織が学習者を管理するためには、学習者ごとに異なるコードを発行して、各
学習者がアプリ内で学習者コードとパスワードを入力する必要があります。コードには
学籍番号などを設定することを想定しています。パスワードは全学習者が同じ文字列で

も、学習者毎に異なる文字列でも構いません。全学習者に共通のパスワードを発行する

ことで運用の手間を減らせますが、学習者が他の学習者の学習者コードを入力すること

で、なりすましが可能になるという問題があります。 
 

 

 



3. 学習アプリの利用開始手順（学習者向け） 
　学習者の方は、AppleStoreもしくはPlayストアからアプリをインストールすれば、いつでも
利用を開始できます。詳細な手順は以下のとおりです。 
 

1. iPhone / iPadの場合はAppleStoreで、Androidの場合はPlayストアで「WillStudy」と検
索して、下図のようなアイコンのアプリをインストールします。 

 
a. ストアから検索する代わりに、以下のURLからもインストールできます。 

i. iOS: https://apple.co/3cF1D0V 
ii. Android: https://bit.ly/3cEpNc0 

2. WillStudyを起動して、「アカウント作成」を押します。過去にアカウントを作ったこと
がある場合は、「ログイン」を押します。 

 
3. 登録するメールアドレスとパスワードを入力します。学校等のメールアドレスでなくて
も構いません。 

 

 

https://apple.co/3cF1D0V
https://bit.ly/3cEpNc0


4. ハンドルネーム（他の人に公開される情報）と学習するコースを選びます。コースを後
で変更することもできます。 

5. 21問の心理アンケートに回答します。 
6. 「勉強する」を押して学習をはじめます。最初はランダムに問題が出題されますが、途
中から苦手な問題が優先的に出題されます。 

a. 異なる年度の過去問を解きたい場合は、画面右下の「問題変更」を押して変更し
ます。 

b. 異なるコース（ITパスポートや基本情報技術者試験など）の問題を解きたい場合
は、「画面左上のメニューボタン→設定→プロフィールとコース」を押して、
コースを変更します。 

7. 所属する組織（学校や会社）から、学習者コードとパスワードの入力を依頼された場
合、「画面左上の ≡ → 組織 → 画面右上の＋」を押して、学習者コードとパスワードを
入力してください。ステップ3で入力したメールアドレスとパスワードとは別です。 

 

 

4. 管理アプリの利用開始手順（管理者向け） 
　学習者の所属する組織が、学習者の学習状況を管理する場合、管理者が以下の手順を実施す

る必要があります。 
 

1. 管理者は、学習者に「3. 学習者アプリの利用開始手順」の手順で、学習者自身の端末に
WillStudyをインストールして、学習を開始するように依頼します。 

a. 注：本ステップは、ステップ7の前であれば、いつ実施しても構いません。 
2. 管理者は、https://forms.gle/z8nfnyNJgCCaVdTL8 の「管理画面の利用申込フォーム」
から各種情報を坂本らに送信します。 

 

https://forms.gle/z8nfnyNJgCCaVdTL8


3. 坂本らが組織専用アカウントを作成して、ご担当者様のメールアドレスにアカウント情
報を送信します。 

4. 管理者はメールの指示に従って、学習状況の管理画面にログインします。下図はログイ
ン後の画面です。 

 
5. 【オプショナル】複数の講師が学習者を管理する場合、上部メニューから「講師一覧」
を押して、「新規作成」を押して講師を追加します。各学習者には担当講師を設定する

ことができ、学習者の一覧画面で、講師で学習者を絞り込めるようになります。 

 
 

6. 上部メニューから「コード発行」を押します。下図はコード発行画面です。 

 
7. 管理者は管理画面において、学習者を識別するための学習者コードとパスワードを学習
者毎に発行します。「まとめて発行」を押します。（「新規発行」は1人分のみを発行
する際に使います。）下図は、学習コード2名分（「test1」と「test2」）について、担
当講師を設定せずに、学習者ごとに異なるパスワードを自動生成して、学習コードをま

とめて発行しようとしています。 
a. 「3. 学習者アプリの利用開始手順」の手順で学習者本人が作成するアカウント
情報と、学習者コードとパスワードは別物です。 

b. 発行の手間を減らしたい場合は、学習者コードを学籍番号にして、共通パスワー
ドを設定してください。ただし、なりますしが可能になってしまいます。 

c. 学習者が別の学習者になりすましできないようにしたい場合は、学習者コードを
学籍番号にして、共通パスワードを空欄にしてください。 

d. 複数の講師がいる場合は、ステップ5で講師を登録した上で、講師ごとに学習者
コードの一括発行を行う必要があります。 

 



 
 

8. 発行された学習コードの一覧を確認します。学習者コードには学校毎に一意な接頭辞
（下図では「test-」）が追加されます。ステップ6において学習コードを学籍番号にし
ても、「<接頭辞>-<学籍番号>」が学習コードになる点にご注意ください。 

a. 接頭辞はご担当者様のメールアドレスのドメイン名から設定していますが、変更
されたい場合は、「6. お問い合わせ先」からご連絡ください。 

 
9. 管理者は各学習者に発行した学習者コードとパスワードを通知します。 
10.学習者は「3. 学習者アプリの利用開始手順」のステップ7で、学習アプリにログインし
た後に、組織画面から学習者コードとパスワードを入力します。 

11.管理者は管理画面で、学習者コードとパスワードの入力が完了した学習者について、学
習状況を確認できます。 

 



5. 教材データの作成方法（管理者向け） 
　教材データはエクセルファイルで作成することができ、「6. お問い合わせ先」のメールアド
レス宛にファイルをお送りいただくことで、アプリにオリジナル教材を追加できます。貴組織

に所属する学習者のみにオリジナル教材を配信することもできます。 
　以降で、オリジナル教材用のエクセルファイルの作成手順を説明いたします。 
 

1. https://www.dropbox.com/s/sudt3hhnkgdrkaw/sample_quiz_data.xlsx?dl=1 からサンプル
のエクセルファイルを ダウンロードして（右上の↓を押す）、ファイルを開きます。 

2. 「course」シートを開きます。 
a. 「key」列の「Sample」を作りたい教材のユニークな（他と重複しないの意）ID
（半角の英数字・記号）に、「label」列の「サンプルコース」を作りたい教材
の名前に変更します。 

■ 例．「english」「ipa_fe」 
3. 「genre」シートを開きます。 

a. 2行目以降に追加したい教材のジャンルを入力します。 
■ ジャンルとは、教材内に存在するカテゴリのようなものです。例えば、

英単語教材の場合、「英単語 初級1」「英単語 初級2」…「英単語 初上
級」というジャンルが存在します。 

b. 以下の通りに、各列に必要な情報を入力します。 
■ ordering：教材の表示順序（小さい数字のジャンルを最初に表示） 
■ key：ジャンルのユニークなID（半角の英数字・記号） 

● 例．「english_easy_2」「ipa_fe_2020_spring」 
■ label：ジャンルの名前 

● 例．「英語 初級 2」「基本情報 2020年 春」 
■ quiz_size：学習時に1セットで出題する問題数（半角の数字） 

● 例．英単語では「10」問 
4. 英単語のように問題文中に選択肢を記載せずに、語句をボタンとして表示するか（左
下）、資格試験の過去問のように問題文中に選択肢を記載して、選択肢を「ア」〜

「エ」のようなカタカナのボタンとして表示するか考えます（右下）。前者の場合はス
テップ5へ、後者の場合はステップ6へ移動してください。 

　  

 

https://www.dropbox.com/s/sudt3hhnkgdrkaw/sample_quiz_data.xlsx?dl=1


5. 選択肢の内容をボタンとして表示する場合、「quiz-sample_2020_1」シートを削除し
て、「quiz-sample_2020_2」シートを開きます。各列の説明を参考に、2行目以降に追
加したい問題の内容を入力します。ステップ6は飛ばしてください。 

a. key：問題のユニークなID（半角の英数字・記号） 
■ 例．「english_easy_2_1」「ipa_fe_2020_spring_1」 
■ 他のあらゆる問題のIDと重複してはいけないため、先頭に「english」な
どの教材IDを付与することをおすすめします。 

b. label：問題名 
■ 例．「英語 初級 2 1」「基本情報 2020年 春 1」 
■ 問題一覧などで使用されます。問題文が短い（英単語のみなど）場合は

問題文のままを推奨します。例．「female」 
c. pre_text：問題文の直前に小さく表示する記述 

■ 英単語では、「単語の意味を答えなさい。」が該当 
d. problem：問題文 

■ 英単語では、「female」が該当 
e. input_type：「text」を入力してください（半角の英字） 
f. answers-X：選択肢の内容 

■ 4択の場合はXは「0」「1」「2」「3」の4列になります。 
■ 5択の場合はXは「0」「1」「2」「3」「4」の5列になります。 
■ 問題ごとに選択肢の数が異なっていても構いません。例えば、3択の問題
と5択の問題が混在している場合、「answers-X」の列数を5にして、3択
の場合は「answer-3」と「answer-4」を空欄にしてください。 

g. answer_size：無視される列であるため、空欄で構いません。 
h. correct_index：正解の選択肢の番号（半角の数字） 

■ 番号は0から始まるため、最初の選択肢が正解の場合は「0」を入力して
ください。選択肢はシャッフルできるので、最初の選択肢に正解を記入

し、correct_indexは常に「0」とすることを推奨します。 
i. shuffle：シャッフルするか否か（半角の英字） 

■ する場合は「TRUE」、しない場合は「FALSE」です。 
j. commentary：解説ページのURL 

■ 解説ページが存在しない場合は空欄にしてください。 
6. 選択肢の内容を問題文に記載して、選択肢を「ア」〜「エ」などのカタカナボタンとし
て表示する場合、「quiz-sample_2020_2」シートを削除して、「quiz-sample_2020_1
」シートを開きます。 

a. key：問題のユニークなID（半角の英数字・記号） 
■ 例．「english_easy_2_1」「ipa_fe_2020_spring_1」 
■ 他のあらゆる問題のIDと重複してはいけないため、先頭に「english」な
どの教材IDを付与することをおすすめします。 

b. label：問題名 
■ 例．「英語 初級 2 1」「基本情報 2020年 春 1」 
■ 問題一覧などで使用されます。問題文が短い（英単語のみなど）場合は

問題文のままを推奨します。例．「female」 
 

 



c. problem：問題文 
■ 英単語では、「female」が該当 

d. input_type：「kana」を入力してください（半角の英字） 
e. answer_size：選択肢の数（半角の数字） 

■ 問題ごとに選択肢の数が異なっていても構いません。 
f. correct_index：正解の選択肢の番号（半角の数字） 

■ 番号は0から始まるため、「ア」が正解の場合は「0」を入力してくださ
い。「イ」は「1」、「ウ」は「2」、「エ」は「3」になります。 

g. shuffle：「FALSE」を入力してください（半角の英字） 
h. commentary：解説ページのURL 

■ 解説ページが存在しない場合は空欄にしてください。 
7. ステップ3で作成した全てのジャンルについて、ステップ5もしくは6でシートを作成し
たことを確認します。 

8. 「6. お問い合わせ先」のメールアドレス宛に、作成したファイルを送ります。 

6. お問い合わせ先 
　ご意見・ご要望・ご質問等など、お気軽にお問い合わせください。 
 
WillBooster株式会社 
代表取締役社長 
坂本 一憲 
exkazuu@willbooster.com 
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