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学習者特性適応型協調スクリプトを活用した CSCL システムの構築と評価
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1. 研究背景
近年、コンピューターによる協調学習活動支援
(Computer Supported Collaborative Learning: CSCL[1])の研
究 の 分 野 に お い て 、 協 調 ス ク リ プ ト （ Collaborative
Script[2]）を適用した研究が注目されている。
協調スクリプトとは、グループ編成やグループ内協調
学習活動でのメンバーの役割、学習活動の流れ、問題解
決の手順などを記述し、一連の学習活動をシナリオ化し
たものである。協調学習では、学習者間の相互作用によ
って、個人では達成できない高次の知識構築や問題解決
の達成を可能とするものとされている。しかし、実際に
学習者自身に学習プロセスの進行を委ねた場合、期待さ
れた効果を生む学習が成立することが少なく、何らかの
外的支援や足場かけが必要とされる。協調スクリプトは、
そのような支援のひとつである。
欧米ではこのスクリプトを用いた実証研究が多数行わ
れており、スクリプトが協調学習プロセスにおける学習
者間の相互作用の促進に効果がある点、スクリプトが内
面化され、協調スキルを学習者が獲得できる点、学習者
個人の学習成果の向上がある点などが挙げられている。
しかし、スクリプトによる学習活動の拘束力が強すぎる
ことで、学習者間のコミュニケーションの自発性が失わ
れ、自然な学習活動の展開が損なわれ、学習意欲が低下
する問題が指摘されている。また、スクリプトによるシ
ーケンスと学習者自身の問題解決プロセスが一致しない
こと、学習者のスクリプトの実行に要する理解といった
認知的負荷がかかることで、学習活動を阻害してしまう
点も問題視されている[3]。

2. 研究目的
上述の問題を解決すべく、本研究では学習者特性適応
型システム(Adaptive Hypermedia System: AHS[4])の技法に
着目し、協調スクリプトの問題点を緩和する柔軟性のあ
るスクリプトを活用した協調学習支援システムの構築を
行う。AHS では、学習者が主体的に求める学習目的や学
習方法、学習者の習熟度や経験などの客観データに基づ
いて、ユーザー（学習者）モデルが形成・蓄積され、モ
デルのデータベース化が行われることで、各モデルに最
適な学習コース（学習内容、教示方法、教材間の相互リ
ンク等）のデザインが自動的に行われる。学習者の特性
は時間の経過とともに変化するが、常にその変化に応じ
た、最新かつ最適な学習コースが学習者に配信されると
いう利点がある。
この利点を活用し、画一的なスクリプトを柔軟化する
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ため、協調学習を行う個々人・グループのユーザー特性、
学習プロセスにおけるリアルタイムでの相互作用の状況、
タスクの問題解決度等のデータをモデル化し、それに基
づきスクリプトの拘束力を調節する技法を考案し、その
有用性を検証する。

3. 研究方法
3.1 協調スクリプトの設計方針
本研究は、協調学習のための協調スクリプトの効果を
検証し、システムは、その協調スクリプトの実行環境を
作り、各種機能を提供する。開発方針は、様々な学習課
題や学習方法に対応できる汎用性をスクリプトに持たせ
る。主に、次の 2 点で汎用性を実現させる。
(1) 汎用性のあるタスクモデル
個々人の学習課題に特化した課題をスクリプトのタス
クにはせず、複数の科目で利用可能なタスクを協調学習
の課題とする。今回は「相互問題作成」というタスクモ
デルの学習プロセスをスクリプト化する。
(2) 汎用性のあるデザイン指針
スクリプトの目的は、学習者間の相互作用によって課
題を達成させることである。そのため、効果的な相互作
用を引き起こすメカニズムが重要な要素である。デザイ
ン指針として、以下の 3 つの手法が提唱されている[1]。1.
ジ グ ソ ー 法 (Jigsaw Schema) 、 2. 相 互 教 授 法 (Reciprocal
Teaching)、3.競合法(Conflict Schema)である。今回はお互
いにあるテーマに関して教え合いの手法をとる相互教授
法を採用した。
これらの手法は、スクリプト内に何らかの課題・タス
クを学生に与えることで学生同士に摩擦・混乱を生ませ、
その課題・タスクをインタラクション（解説・説明・議
論等）によって克服させることで学習効果を期待するデ
ザイン原則に基づいている(Split Where Interaction Should
Happen: The SWISH Model[5])。

3.2 相互問題作成協調スクリプト
以下に本実験で利用した、相互問題作成協調スクリプ
トの流れを述べる。 なお、初期ユーザーモデルは、事前
に学習活動に関するアンケートと小テストの結果のデー
タを基に形成している。
(Phase-1) グループ編成
教師はあらかじめ学生を 3 人のグループを編成する。
(Phase-2) 問題作成
学習者に問題作成のテーマを配信する。各グループ内
全員の学生が、そのテーマをもとに問題作成をする。
(Phase-3) グループレビュー
Phase-2 で作成した問題の質を向上させる為、グループ
内レビューをさせる。
(Phase-4) 最終問題提出・公開
学生は、提出用の問題・解説書を、Web 上で教師に提
出する。教師は学生が作成した問題を、オンラインテス
トとして公開する。
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(Phase-5) 他グループの問題の解き合い
学生は教師により公開されたオンラインテストを解く。
(Phase-6) 問題解説・まとめ
教師は、学生が作った問題の、良い点・悪い点・改善
点・修正点などといったコメント・評価・総評をする。
学生は、学生ら自身が作った問題の解説をし、他学生
からのコメント・評価を受ける。

3.3 システムの仕様
上述の協調スクリプトに沿った具体的なシステムの主
要な仕様に関して述べる。
(1) 柔軟なグループ編成
このスクリプトの学習のコアとなるメカニズムは、グ
ループメンバー間での教え合いである。本研究では、取
得したユーザーモデルから小テストの記録データを基に、
成績の良い人・中くらいの人・良くない人による 3 人グ
ループができるようシステムによって振り分け、異なる
成績の学生のグループを作ることで、教え合いのインタ
ラクションを促している。インタラクションが実際に上
手くいかない場合、手動でメンバーを入れ替えたり、ユ
ーザーモデルを基にグループ編成の条件を変えてグルー
プを再編成したり、編成後も自由にグループ編成を行う
ことも可能である。
(2) 遠隔の学習者とのグループ学習
コンピューターを利用することで、席が離れた学習者
同士の学習活動を実現している。サーバー側から、学生
の提出物の状況、グループ内の発言ログ情報を把握し、
学習活動が遅れている学生またはグループに対し、催促
支援を行うことができる。また、必要に応じてグループ
の再編成を行う。
(3) 学習者へのタスク提供
実験前に「個々人でテーマに基づく問題を作成する」
といった課題を出し、提出物を提出させる。その提出物
はグループ内で共有され、メンバー間でのインタラクシ
ョンの促進のための仲介物として使う。その問題をグル
ープ内で評価し合い、グループ内で問題を推敲し再作成
をさせるタスクを与える。
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システム構成

本システムは教師および学生が使用するクライアント
PC と、システムの実行、処理を行うサーバー、ユーザー
情報、講義情報、成績情報などを格納するデータベース
から構成している。Web サーバーには Apache/Tomcat を
用い、データベースは Mysql5.0 を用いる。開発環境は
Java 言語による JSP/サーブレットである。Web アプリケ
ーションとして実装するため、特別なソフトウェアをイ
ンストールする必要はなく、Internet Explorer や Fire Fox
など一般的なブラウザでシステムを利用できる。また、
講義中および学習活動中、学生個人またはグループ 1 つ
につき 1 台の PC を利用できる環境を想定しており、講義
後もインターネットにアクセスできれば、いつでもシス
テムの利用が可能である。
本システムの主な機能は、学習者モデル形成のための
アンケート収集機能、グループ編成機能、小テストのデ
ータ収集機能、学習者の問題の投稿・閲覧機能、学習者
間の問題評価機能、インタラクションのためのリアルタ
イムチャット機能、オンラインテスト機能である(図 1)。

図 1 システム構成
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評価実験

本システムの評価を行うため、2011 年 12 月 20 日にユ
ーザーモデルを形成するための予備実験を行った。更に
2012 年 1 月 10 日、18 日の 2 日間に渡って、東京工科大
学の授業内で実施中である。被験者は東京工科大学の学
部生計 336 名の男女である。
本実験における検証項目は、1.本システム利用におけ
る学習効果の検証、2.学生の学習意欲の検証、3.システム
利用中の学習者間のインタラクションの検証、4.システ
ムのユーザビリティ、5.スクリプトの拘束力の 5 点であ
る。実験後、インタラクションデータや観察記録、アン
ケートの収集を行い、結果をまとめるとともに、問題
点・改善点を明示化する。
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おわりに

本研究では、問題の相互作成スクリプトのシステム基
盤を開発し、東京工科大学の学部生にシステムを利用し
てもらい、現在実験中である。
今後の課題として、スクリプトの拘束力の調整が必要
な部分をシステム化し、実験群と統制群の比較実験を重
ね、技法を考案していく必要がある。同時に、システム
利用時に発見した学習者の意欲・インタラクションの結
果を基に協調スクリプトの内容を改善していく必要も出
てくる。
なお、本実験の結果は講演時に報告する。
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