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1. はじめに

2. 教育用 Web システム Web Drill

現在，多くの大学では，e ラーニングシステム
を導入し，ネットワークを使った教材の提供，
共有，成績管理，課題提出，小テスト等に活用
している．それに伴い，学生による学習活動履
歴，解答履歴，正答・誤答，及び教員による指
導履歴，学習用問題等，教育効果を向上するた
めに有用であると考えられる様々なデータが蓄
積されている．これに着目し，e ラーニングに関
するデータを対象としたデータマイニングの研
究が現在も活発に行われている[1]．しかし，一
方では，効果的なデータの蓄積方法が確立され
ていない等の課題が残されているため，実際の
教育活動に有効に活用されているとは言いがた
い状況となっている．本来，教育効果を向上さ
せるためには，単に学習時間のみを考慮するた
けでは不十分であり，学生の興味を引く課題の
提供，満足度を向上させるための段階的な学習
問題の難易度設定等，学習用問題の内容や教員
による指導・コメントに関するデータまでを考
慮することが必要であると考えられる．
本研究の目的は，e ラーニングシステムを活用
した教育活動で得られるあらゆるデータを対象
としたデータマイニングの手法を開発すること
である．そのために，九州大学及び崇城大学で
活 用 さ れ て い る 教 育 用 Web シ ス テ ム Web
Drill[2,3]を対象としたデータマイニングシス
テムを構築する．Web Drill では，Web ブラウザ
を使って，教員による学習問題を作成，及び学
生による解答が行われる．その際，システム内
部に蓄積される学習問題や解答履歴は，全て XML
形式で保存される．これらを統合し，学習問題
とそれに対する解答履歴を対応付けた XML デー
タを構築する．さらに，決定木を使って，XML 形
式データの分類を行うシステムを構築し，その
有効性を検証する．

図 1 に教育用 Web システム Web Drill の構成
を示す．Web Drill は，アカウント情報，学生に
よる解答履歴，教員によるヒントやコメント等
の様々なデータを XML 形式で蓄積している．本
研究では，これらのデータを統合して活用し，
以下の３つの課題を明らかにする．
(1) e ラーニングシステムにおける効果的な
データ蓄積手法の提案．
(2) 多次元的データマイニングアルゴリズム
の開発．
(3) 実稼動システムによるアルゴリズムの有
効性の検証．
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図 1．Web Drill の構成
図 2 と図 3 に，Web Drill の中で使われている
学習問題用 XML データ，及び学習履歴 XML デー
タの例を示す．これらのデータは，統合されて
蓄積される．
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図 2．学習問題 XML データ
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図 5．決定木による XML データの特徴付け

図 3．学習履歴 XML データ

3. XML データからのデータマイニング
本研究では，Web Drill に蓄積される XML デー
タの中で使われている任意の２つの項目に対し
て，それらの間の相関関係を見つける手法を提
案する．まず，ユーザは，XPath を使って対象と
する項目を指定する．さらに，どちらか一方の
項目に対する分類条件を指定する．システムで
は，前処理として，二つのタグを含む部分木を
抽出する．Web Drill における問題のタイプ（選
択問題や記述問題等）と，学生による解答数の
関係を例としたときに得られる部分木を図 4 に
示す．得られた部分木の集合から，指定された
分類条件を満たす項目 XML データの特徴を決定
木で表現する．学生による問題への解答が 5 回
以上行われたかどうかを分類条件としたときに
得られる決定木を図 5 に示す．

れたデータのみを扱うに留まっていたが，本研
究では，学習用問題そのものが XML 形式で蓄積
され，活用されている Web Drill を対象とする
ことにより，与えられる学習問題の形式やその
難易度と，学習到達度の関係など，教員が学習
者の理解度を向上させるために有益な情報を抽
出することが可能となった．
今後の課題としては，多様な属性を持つ XML
データから，学習効果に有益と考えられる二つ
の属性を自動的に見つけ出す手法の開発が挙げ
られる．本研究で提案した手法は，データマイ
ニングの対象となる属性を教員が選ぶしくみと
なっており，教員がある程度の予測をもってデ
ータマイニングを行うこととなるため，教員自
身が認識していない教育上の問題点を見落とす
可能性がある．そこで，データの中から頻出す
る属性の組を前処理で見つけ出すしくみが必要
となることが考えられる．さらに，文書やスラ
イド等の形式で活用されている教育用教材から
Web Drill の形式へ自動変換する機能を実装し，
システムの利便性を向上させることが必要と考
える．
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図 4．部分木

4. まとめと今後の課題
XML データを対象とした 2 次元データマイニン
グ手法を提案し，教育用 Web システム Web Drill
を活用して，その有効性を検証した．e ラーニン
グシステムにおけるデータマイニングにおいて，
これまでは，学習履歴や学生の成績等の限定さ
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