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実世界における科学的探究の活性化に寄与する
共同的観察行動の時空間的特徴の推定
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概要：実世界の現象の探究を通して行う実世界学習は重要であるが，従来，学習者同士で活発な科学的探究
を共同的に行う際に，学習者の個，あるいは，集団としての行動がどのようにともなわれるかは明らかで
ない．本研究は，
「観察法による，行動観測，行動データの取得，行動の意味情報の抽出過程」を，マルチ
モーダルセンサデータの階層的抽象化を中核とした計算的過程として，構造化・モデル化するという着想
のもと，実世界学習行動の意味の表現・推定を行う実世界型ラーニングアナリティクスを提案する．従来
のジグソーメソッドを実世界学習に応用した新しい実践を通して，
「学習者らが空間的な集合と離散を繰り
返しながら学習を進めている場合，科学的探究が活性化する」という，実世界における行動が知識活動に果
たす機能的役割を明らかにした．さらに，学習者の共同的観察行動の時空間的特徴をウェアラブルセンサ
データから高精度に推定することで，実世界における科学的探究の活発さを予測できるという知見を得た．
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Abstract: Real-world learning to inquire real-world phenomena is important, but it is not known how a
learner’s individual or group-level of behavior activates collaborative scientiﬁc inquiries. This study proposes
real-world oriented learning analytics to express and estimate the semantics of real-world behavior by modeling an observation method that measures behavior as data, and extracts the semantics of the behavior. This
analysis is based on our computational model to hierarchically abstract multimodal sensing data. By the
practice of our real-world jigsaw method, we found that real-world spatial behavior plays a role in learning
activities. For example, we found when learners repeatedly gathered and distributed in the world, they made
active scientiﬁc inquiries. We also found that the activeness of learners’ scientiﬁc inquiries can be estimated
by accurately sensing and estimating spatiotemporal features of learners’ collaborative observation.
Keywords: real-world learning, learning analytics, behavior sensing, collaborative observation
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1. 緒論
伝統的な教育方法である教室学習は，学習者に講義・教
材閲覧（電子教材を含む）を通して知識を獲得させるもの
であり，長年にわたる膨大な研究・実践のある非常に有効
な方法である [1]．一方，近年，教室学習だけでなく，実世
界における経験，行動によって，実世界に根差した知識の
獲得を目指す実世界学習の重要性が指摘されている [2]．自
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ていることに注目したい．たとえば，学習者が 1 人で学習
を行う場合，個としての視点に基づき，問題空間に対して
思考，解の探索などを行うこととなるが，一方，グループ
型協調学習では，
「複数の学習者が同じ活動をする際に生
じる見立てや解法の違い」を，発話行動などで相互に見え
る形にすることによって，各学習者が，他者の観点をふま
えて，その場で起きていることを見直して抽象度の高い理
解を行えるとされる [11]．ここで，協調学習が効果を発揮
する理論的根拠は，(1) 各々の学習者が，個としてのもの
図 1

複数の機能的役割から定義される行動の意味情報

の見方・とらえ方をもとに，個として自律的に，解法や解

Fig. 1 Behavior defined by multiple functional roles.

を探究すること，(2) (1) の個の探究活動による洞察や知見

然環境の中での探究行動を通して，環境に根差した知識を

解に関する検討状況」をグループとして集積すること，(3)

獲得する環境学習 [3] は，実世界学習の典型例である．

グループ内の共同検討を通して，(2) の多様な解法や解を

を共同学習者と共有し，
「1 つの課題に対する多様な解法や

図 1 は，著者らの過去の環境学習の一場面であるが，足

比較検討・統合し，他者との違いを解消しようと試みるこ

元に広がる松葉の形に疑問を持った学習者グループが，互

と，(4) (3) のグループとしての共同検討が，個の学習へ還

いの身体を集合させる行動を行い，かつ，松葉を目で見て

元され，学習者個々の仮説や理解を構成・修正できること，

手で触るなどの観察行動を行いながら，実世界情報を共同

にある [12]．(1)–(4) は，
「個人による学習」と「集団によ

的に検討する科学的探究の様子である．このような実世界

る学習」を独立したものとして対立的に扱うものではなく，

情報の取得・吟味に基づく科学的探究は，行動の持つ複数

むしろ，
「協調学習というフレームワークの中で，視点や役

の機能的役割によってなされると考えられる．図 1 では，

割の異なる “個および集団の学習” を，循環的に実施させ，

(1) 探究のために問い，観察報告，あるいは仮説を発声す

互いに相乗効果を生じさせるメカニズム」に対して，基礎

る，(2) 時間的に同時に観察を行い，共同観察状態を創り出

理論を与えるものであると，本研究は考える．

す，(3) 空間的に距離近傍に集合し，互いの観察情報を物理

上述の協調学習の理論 [11], [12] を，実世界学習に応用す

的に共有できる身体配置とする，など学習進行に対して行

ると，本研究は，
「学習者は，実世界の中で個として行動す

動が各種の機能的役割を果たしている．本研究は，(1)–(3)

るだけでなく，個の行動結果を適宜持ち寄ってグループイ

のような複数の機能的役割を束ねたものとして，ある時点

ンタラクションを行うなどの集団としての行動を通して，

の行動の意味を定義できると考える．

新たな観察情報の取得，新たな問いや仮説の発見など，科

このような実世界学習に対する，ラーニングアナリティ

学的探究を活性化できる」と期待できる．しかし，従来，

クスの開発の現状は，どのようだろうか．教室学習におい

「実世界においてグループとして活発な科学的探究を行う

ては，教材や指導の最適化などを目的に，学習者らによる

際に，どのような機能的役割を持つ行動がともなわれるの

電子教材の操作データを収集・分析する教室型ラーニング

か」は，明らかになっていない．これを明らかにし，学習

アナリティクス [4], [5] が実際に大学で導入される [6] など

行動の計測・理解に基づき，科学的探究の活発さの予測に

普及しつつあり，ラーニングアナリティクスの標準化作業

つなげる基礎的分析データを生成する実世界型ラーニング

も検討されている [7]．一方，実世界学習，すなわち，
「経

アナリティクスの開発が必要である．

験を通した学習」を扱う実世界型ラーニングアナリティク
スの開発は，文献 [8], [9], [10] などが先駆的だが，いまだ発
展途上にある．著者らの先行研究によって，実世界学習で

2. 課題の定義
2.1 共同的観察行動と科学的探究

なされる行動には，観察による情報取得にともなわれるな

環境学習研究 [3] を参考に行った従来研究 [8] は，環境学

ど，知識獲得に寄与する行動（体軸変化・歩行変化が抑制さ

習において，重要学習には観察，知識交換，複合観察（観

れた特殊な滞留行動 [8] や，垂直方向の注意配布行動 [10]）

察と知識交換の同時生起状態）という行動が含まれ，非重

と，そうでない行動があることが，明らかになっている．

要学習には，単純移動，無観察，無言，散漫な会話，雑談，

しかし，これらは個としての身体動作特徴から定義される

休憩などの行動が含まれることを明らかにした．これらの

行動であり，集団としての身体動作特徴で定義される行動

各種行動のうち，観察は，環境学習中のグループレベルで

（たとえば，図 1 の学習者間における観察の共起，滞留空

の科学的探求活動におけるキー行動と見なせる．理由は以

間の共有）は扱われていない．

下である．

ここで，新しいラーニングアナリティクスの開発を考え

( 1 ) 観察行動が，重要な学習を進める際に多くともなわれ

た際に，学習科学が，その基礎となる重要な理論を提出し

ることが定量的に明らかとなっており，かつ，典型的
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共同的観察行動における時間的関係性と空間的関係性

Table 1 Spatiotemporal features of collaborative observation.
空間的関係性

時

からの観察情報を，グループとしていっせいに持ち寄る」
ための準備状況を創ること（表 1 右上），(2) (1) を通して
準備された各学習者の視点からの観察情報を，グループと

集合（滞在空間の共有）

離散（滞在空間の非共有）

して共同的に検討・吟味・考察するために集合して共同観

各グループ構成員が，空

各グループ構成員が，空

察を行うこと（表 1 左上）
，などの行動の繰り返しである．

観

間的に集合して，かつ，

間的に離散して，かつ，

察

集団として観察対象物を

それぞれが個として観察

共

定めて一緒に観察してい

対象物を定めて観察して

起

る状態．実世界現象を共

いる状態．各学習者の個

共起性）の組合せからなる行動状態（表 1）と，科学的探

別視点に基づく幅広い情

究の活発さの間には関係性があると予測する．しかし，従

間

同的に吟味できる状態．

的

すなわち，本研究は，観察共起（学習者らの観察行動の時
間的共起性），集合・離散（学習者らの定位行動の空間的

報収集が，できる状態．

来，この関係性を理解するラーニングアナリティクスはな

関

各グループ構成員が，空

各グループ構成員が，空

かった．

係

間的に集合しているが，

間的に離散しているが，

観

集団としての観察はして

観察対象物を定めた観察

察

いない状態．実世界現象

をしていない構成員が存

非

に対する共同吟味ができ

在する状態．各学習者の

共

ない状態（一緒に散漫に

個別視点に基づく幅広い

起

歩いているなど）．

情報収集が，できない状

「実世界の現象に対して，他学習者の行動結果を取り入れな

態（ばらばらに散漫に歩

がら共同で観察・仮説立案を行い，活発な科学的探究を行

性

き回っているなど）．

従来，行動認識の研究では，生活行動 [13]，購買行動 [14]，
調理行動 [15]，歩行者行動 [16] など幅広いドメインで研究
されている．対話分析の研究では，話者同士の陣形と参与
構造の関係性も扱われている [17]．しかし，本研究では，

う際に，どのような機能的役割を持つ行動が寄与するか」
という視点をふまえて，行動の意味情報を表現・抽出・推

に，観察行動の生起は，環境学習が知識交換や複合観

定するというチャレンジが求められる．すなわち，身体性

察という協調性の高い活動へと発展する起点になるた

認知科学，学習科学，行動情報学などを統合した視点から，

め [8]．

個あるいは集団の行動にともなわれる知的活動促進の効果

( 2 ) 注意配布行動にともなわれる観察行動は，実世界にお
いて自らが積極的に吟味する情報を選択・抽出するた

について検討しなければならず，従来未解決の工学問題で
ある．

めの能動的な知覚行為であり，抽象的な知識の獲得な
ど学習効果達成上の有用性が認められるため [10]．

2.2 観察のプロセスモデリングによる意味抽出

( 3 ) 学習者らが，多様な解法や解を各々の視点から集積し

本研究は，ある対象に対する時系列情報が持つ意味情報

て組み合わせ，共同的に仮説や理解を構成する重要

とは，
「不定長の各時間区間における対象の役割，機能な

性 [11], [12] をふまえると，
「各学習者が，個々の視点を

どの質的特性について，もとの情報よりも高い抽象度で表

持って，自律分散的に様々な場所で観察を行って “組

現するメタ情報」と定義する．文献 [18] をふまえ，本研究

み合わせるべき情報” を取得し，また，その個として

は，計算論を「システムへ入力される記号集合を，人ある

の観察の結果を持ち寄ってグループとして共同的に観

いは機械の持つ情報処理の機構を通して，出力の記号集合

察を深めること」が，基礎的に重要と考えられるため．

に変換する操作的手続き」としてとらえ，コンピュータプ

ここで，本研究は，学習者の行動には，個としての行動

ログラムや数式で表現できると考える．このように考える

（単独で，自分の視点で観察を行うなど）と，集団としての行

と，意味情報の抽出は，システム（たとえば，人や情報シ

動（複数人で観察行動を共起させて共同的視点で吟味する

ステム）が，抽象度の低い時系列情報を，抽象度の高い時

など）があると考える．具体的には，先行研究 [8], [9], [10]

系列情報へ変換する計算的過程によって可能となることが

を発展させた検討として，本研究は，学習者がグループと

予測できる．

してなす共同的観察行動の，時間的関係性（学習者間で時

実世界における意味抽出に関する計算的過程について，

間的に同時に観察行動がなされているか）と空間的関係性

観察法 [19], [20] を例に考察しよう．観察法は，実世界で活

（学習者間で滞在空間の共有があるか）に関して，4 つの行

動する人々の行動について，肉眼あるいはビデオ記録で観

動状態（表 1）があると考える．そして，実世界における

察し，
「人々の行動にどのような意味や役割があるか」
，
「ど

グループとしての活発な科学的探究は，
「機能的役割の異

のような背景で人々の行動が生まれているか」などを，人々

なる行動」の動的生成を繰り返すことで，可能になると考

と環境との相互作用も含めて定性的に記述して理解する手

える．具体的には，(1) 各々の学習者が，個の視点を持っ

法 [19], [20] である．観察法は，社会科学者などにより行わ

て離散的かつ同時並行的に観察を行い，共同学習者が持っ

れ，近年では，CSCW（Computer-Supported Cooperative

ていない情報を実世界から見つけ出す「多地点・同時観察

Work），知能ロボティクスなどの人間を中心とした情報技

状態」を創り出し，そのことで，
「各学習者が持つ個の視点

術開発の分野で，検証すべき仮説の発見，人のなす相互作用
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に関する定性的記述・評価などに活用されている [21], [22]．
一般に実世界を測ったデータが持つ情報量は膨大である
が，観察法は，人（観察者）が，現実の現象の中で生起す
る行動を測ったデータから，行動生成に関する潜在的構造
をつかみ，行動の意味を抽出できる手法であると考えられ
る．本研究は，観察法を，
「一次観測できる行動データを抽
象化することで，その行動の生成構造や行動の役割を説明
する意味情報を抽出する技術」ととらえる．そして，観察
法が行動観測データをもとに意味情報を生成する際の過程
を，データの抽象化に関わる段階的情報変換をともなう計
算的過程と見なす．
近年，マルチモーダルセンシングデータをもとにした観
察研究もなされている [23]．しかし，従来，分析者が「よ
り良い観察や解釈の方法はないか」などと観察法を見直し

図 2 観察法の構造の工学的モデル化

たいときに，その基礎となる「観察法という定性的なプロ

Fig. 2 Modeling the mechanism of an observation method.

セスに内在する，人由来のデータ変換プロセス」がどのよ
うであるか，すなわち，観察法の各プロセスにおけるデー
タの値のトレースやデータ変換ロジックをモデリングする
ことは行われていない．また，従来，観察法によるデータ
から，実世界における身体，行動，知的活動の関係性に関
する仮説を定量的に検証する方法は確立されていない．

3. アプローチ
3.1 意味パラメータ列による意味表現
実世界学習行動の意味情報は，その行動が持つ複数の機
能的役割で定義できる．図 1 に示される学習行動の意味
情報は，グループの探求の仕方は「観察報告を行ってい

2.3 本研究の課題

る」，グループの共同的観察行動の時間的関係性は「それ

本研究は，(1) 共同的観察行動の時空間的共起性は，学

ぞれの学習者が同時に観察している（観察共起）
」
，共同的

習者の外部から観測可能な行動特徴であって，(2) (1) の行

観察行動の空間的関係性は「集まっている（集合）
」
，と定

動特徴は，学習者の個として，学習者グループの集団とし

義できる．本研究は，時刻 t の実世界学習行動の意味情報

ての，科学的探究と関連がある，と考える．本研究は，科

s(t) を，n 個の意味パラメータ列 p1 , p2 , ..., pn を用いて，

学的探究にともなわれる共同的観察行動の時空間的共起性

s(t) = (p1 (t), p2 (t), ..., pn (t)) と表現する．意味パラメータ

を抽出し，科学的探究の活発さの予測につなげる実世界型

pi は，観察法において行動の意味を抽出する際における i

ラーニングアナリティクスを開発する．このラーニングア

番目の機能的役割（たとえば，探求の仕方；図 1）である．

ナリティクスでは，
「観察法によってなされる，行動観測，

pi に与えられる値は，i 番目の機能的役割の内容（たとえ

行動データの取得，行動の意味情報の抽出過程」を，マル

ば，
「観察報告を行っている」
）である．

チモーダルセンサデータの階層的抽象化を中核とした計算
的過程として，構造化・モデル化する．具体的には，著者
らが提案した手法 [24] を拡張し，実世界学習行動を観測し
て得るローレベルの抽象度のセンサデータに対し，情報変

3.2 発話・行動のマルチモーダル計測
観察法で実世界学習行動の意味を抽出する際，観察者は，

(1) 学習者の発話行動の内容を耳で聞いて彼らがいつ・何

換を行い，ハイレベルの抽象度である行動の意味情報にま

を話したかという観測情報 I1 を得る，(2) 学習者の身体行

で段階的に抽象化する仕組みを開発する．

動を目で見て彼らの身体状態に関する観測情報 I2 を得る．

なお，段階的情報変換に関わる記号集合および変換アル

そこで，本研究は，グループの発話行動・身体行動に着目

ゴリズムを，それぞれの表現特性に適した形でデータベー

し，I1・I2 に相当する観測情報を得るために，微細な動き

スに構造化・格納することで，分析者が観察法において，

の情報も含めて，ウェアラブルセンサ，ビデオカメラなど

新しい見方，データ解釈方法を考案した際に，それを分析

で網羅的にマルチモーダル計測を行う．

システム上で反映して新しい解析ができるなど，分析プロ
セスのアドホック的な機能拡張も想定したラーニングアナ
リティクスシステムの構成とする．

3.3 マルチモーダルセンサデータの段階的抽象化
本研究は，観察法に含まれるデータ変換・情報処理の過
程を，センサデータをもとにした 2 段階の情報変換手続き
として工学的にモデル化する（図 2）
．3.2 節のように計測
するセンサデータは，ある実世界学習行動の生起という現
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象に由来して，センサに信号として到着したままのローレ

さらに本研究は，データモデル 1，2 に基づく各種の行動

ベルの抽象度の情報である（例，加速度信号）．一方，意

情報におけるそれぞれの時間区間に対して，各種の意味パ

味パラメータ列として表現される行動の意味情報（3.1 節）

ラメータの値を紐付けることで，ミドルレベル情報である

は，観察法によって，行動が持つ複数の機能的役割を抽出

行動情報を，ハイレベル情報である意味情報に変換する．

した結果として得られるハイレベルの抽象度の情報で，こ

この変換は，図 2 の変換 T2 に該当する 2 段階目の情報変

れらの情報の間には情報の抽象度の隔たりがある．

換である．

ここで，センサデータと意味情報の間に抽象度の隔たり

なお，本研究では，センサデータの集合体をセンサデー

がない例としては，
「身体の揺れ」という 1 つの観点のみか

タ集合，行動情報の集合体を行動情報集合，意味パラメー

ら，
「揺れの生起・非生起」として行動の意味情報を定義・

タの集合体を意味パラメータ集合，と呼ぶ．意味パラメー

推定する場合があげられる．この場合，本研究のパラメー

タ集合は，意味パラメータによって行動情報の分割の仕方

タ列による意味表現では，身体の揺れという意味パラメー

が異なるため，意味パラメータごとに構成するものとする．

タ 1 つで，その意味パラメータは生起または非生起という

2 値をとる．身体の揺れの生起と加速度の発生は直接的に
対応するため，身体の揺れの生起・非生起という意味は，

3.4 協調の題材の探索・共同吟味に関わる群行動推定
本研究では，学習者の集団としての知識処理の状態を変

加速度データから直接抽出する特徴量群によって構成され

更しうるグループレベルでの行動特徴として，
「学習者ら

る特徴量空間を，2 分割する境界面を求めることで推定で

が，“集団になく，かつ，集団的検討の題材として有用な

きる．

情報” を，実世界から自律分散的にマイニングし，そして，

しかし，情報の抽象度の隔たりがあるため，実世界学習

それを持ち寄るための行動」を推定可能とする．そのため

行動の意味情報のすべてを，センサデータから直接抽出す

に，個としての行動推定モデル [8] を，群行動の推定モデ

る特徴量によって推定することは難しい．そこで，本研究

ルに拡張し，(1) 学習者らによる離散的かつ同時並行的な

では，この隔たりを埋めるため，計測システムによって得

情報探索行動，(2) (1) による取得情報を，学習者らが共同

られるグループの発話行動・身体行動についてのローレベ

的に吟味する行動，を推定する仕組みを創る．すなわち，

ル情報のセンサデータを，3.2 節で述べた I1・I2 の観測情

学習者らの個としての行動どうしの関係性が創り出す，集

報，すなわち，各構成員がいつ何を話したか・どのような

団としての共同的観察行動における時空間的特徴を高精度

身体状態か，という情報に変換する．具体的には，センサ

に計測・推定し，これをもとに，
「実世界における協調学

データを，グループの発話行動・身体行動別に，以下の 2 つ

習の題材の自律分散的探索と，その題材に対する共同的吟

のデータモデルに従う行動情報に変換する．この変換は，

味」に関わるグループインタラクション状態を理解する技

図 2 の変換 T1 に該当する 1 段階目の情報変換である．

術を開発する．

データモデル 1：トランスクリプトモデル 発 話 開 始 時
刻，発話終了時刻，発話文字列（発話行動の状態）
からなる組

4. 実世界型ラーニングアナリティクスの開発
本研究が開発した実世界型ラーニングアナリティクスの

データモデル 2：身体モデル 時刻，頭部・胴部姿勢角（姿

システム構成図を図 3 に示す．提案手法は，計測システム

勢制御行動の状態），位置（定位行動の状態）からな

（図 3 下）によって得られるセンサデータを，分析システ

る組
行動情報は，トランスクリプトモデルに従う発話行動情

ム（図 3 上）において 2 段階の情報変換手続きを行うこと
で，実世界学習行動の意味情報を推定する．

報，および，身体モデルに従う身体行動情報からなる．こ
の行動情報は，グループの発話行動・身体行動について，

4.1 意味パラメータの定義

ローレベル情報のセンサデータを，時系列の行動記述と

本研究は，表 2 のように，科学的探究（inquiry）
，共同的

して抽象化したミドルレベル情報である．たとえば，音声

観察行動の時間的関係性（synchrony）
，共同的観察行動の空

データをローレベル情報として用いた発話起こしの結果

間的関係性（nearness）の 3 つの機能的役割を意味パラメー

が，発話行動を発話文字列として記述するミドルレベル情

タとするパラメータ列を用いて，時刻 t の実世界学習行動の

報として扱われる．加速度・角速度・地磁気センサデータ

意味を s(t) = (inquiry(t), synchrony(t), nearness(t)) と

をローレベル情報として用いた姿勢推定の結果が，学習者

表現する．本研究では，次のように各意味パラメータとそ

の頭部・胴部姿勢角の変化にともなわれる姿勢制御行動を，

の値を決定した．

定量記述するミドルレベル情報として扱われる．GNSS セ

科学的探究は，実世界現象に問いを持つことから始まり，

ンサデータをローレベル情報として用いた位置推定の結果

その現象を説明する仮説を生成し，その仮説を観察によっ

が，学習者の位置変化をともなう定位行動を，定量記述す

て検証することで行われる [25]．科学的探究の質を評価す

るミドルレベル情報として扱われる．

るには，事後のテストだけでなく科学的探究の過程で生じ
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図 4

計測システム

Fig. 4 Measurement system.

表 3

計測システムの機器構成

Table 3 Devices of measurement system.
機器名

型式

製造元

シングルボード

Raspberry Pi 3

Raspberry Pi

コンピュータ

Model B

Foundation

ストレージ

HFUD032-1U1

HP

3

バッテリ

Power Plus 3

cheero

4

マイクロフォン

K053

FIFINE

5

CCD カメラ

913-2664

1
2
図 3

実世界型ラーニングアナリティクスのシステム構成

Fig. 3 System architecture of real-world learning analytics.
表 2 実世界学習行動の意味パラメータと値

Table 2 Semantic parameters and values of learning behavior.
意味パラメータ
値

科学的探究

時間的関係性

空間的関係性

（inquiry）

（synchrony）

（nearness）

質問生成

観察共起

集合

観察報告

6
7
8

加速度・角速度・
地磁気センサ

GNSS 受信
モジュール

GNSS アンテナ

Raspberry Pi
Foundation

MPU-9250

InvenSense

NEO-M8T

u-blox

TW2710

離散

TallysmanWireless Inc.

仮説提出

研究 [8] を発展させ，
「グループとしての観察行為の時空間
る行動を評価する重要性が指摘されており [26]，行動に着

的共起性」を扱う．そして，共同的観察行動の時間的関係

目した科学的探究の評価手法が，オンライン型学習 [27]，

性（synchrony）を学習行動の意味パラメータの 1 つとし

仮想世界型学習 [28] などにおいて開発されてきた．
「科学

て，そのパラメータ値は「観察共起」あるいは該当なしの

者としての学習者」
（learner as scientist）[29] の役割を実

NULL とする．観察共起は，ある時刻において，グループ

世界で発揮させるために，これまでに著者らは，実世界学

構成員の各々が，具体的に観察対象を定めている状態を指

習で生じるグループの自律的な科学的探究の形成的過程を

す．synchrony の NULL は，ある時刻においてグループ構

評価し，各時点の行動にその内容に応じた属性コード（仮

成員の少なくとも 1 人以上（最大 3 人）が，具体的に観察対

説や問いの提出，観察情報の取得など，科学的探究の質的

象物を定めていない状態を指す．また，共同的観察行動の

ラベル）を付与してコーディングし，属性コードの生起回

空間的関係性（nearness）を学習行動の意味パラメータの

数などをもとに学習活動のプロセス評価を行う手法を開発

1 つとして，そのパラメータ値は「集合」
・
「離散」とする．

した [9], [10], [30]．先行研究 [9], [10], [30] に倣い本研究で
は，科学的探究（inquiry）を，学習行動の機能的役割を表
す 1 つの意味パラメータとし，その値は，
「質問生成」
，
「観

4.2 サブシステム 1：計測システム
計測システムは，発話行動・身体行動を計測するセンサ

察報告」
，
「仮説提出」
，あるいは該当なしの NULL とする．

群と，それらを監視・制御するシングルボードコンピュー

本研究は，
「質問生成」を，問いなど，実世界現象に関する

タなどから構成されるウェアラブル（バックパック型）の

情報の要求行為とする．
「観察報告」を，実世界現象に関す

システムである（図 4）．機器構成を表 3 に示す．センサ

る観察的事実の報告行為とする．
「仮説提出」を，実世界現

群は，シングルボードコンピュータと，耐環境性の高い有

象に関する仮定の提出行為とする．これらの inquiry パラ

線で接続されている．シングルボードコンピュータ，スト

メータの各値は，実世界現象を対象とし，グループ内の協

レージ，バッテリは，バックパック内部に搭載されている．

調に関する行為の水準で，定義されている．
また，本研究では，個人ごとの滞留行為に注目した先行
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パックパックの右肩ベルトに搭載されている．注視物・発
話内容の把握のために，頭部からの一人称視点映像を撮像
する CCD カメラ（H.264，480 × 360，24 fps）が，各学習
者の帽子型取付け具に搭載されている．
「グループ構成員の個々が，自律分散的に様々な場所で観
察を行う状況」
，また，
「その個としての観察の結果を持ち寄
り，グループとして共同的に観察を深める状況」の推定の
ために，計測システムは，以下の技術を備える．synchrony
の観察共起を推定するための基礎データとして，各学習者
の観察行動に関わる身体行動を計測する加速度・角速度・
地磁気センサ（50 Hz，CSV）が，帽子型取付け具とバック
パックの左肩ベルトに搭載されている．また，nearness の
集合・離散の推定は，工学的には，複数移動体（今回，学習
者ら）の同時位置推定に基づき，移動体間の相対的位置関
係の推定問題を解かなければならない．旧来の GPS 受信
器 [8] は，数メートル程度以上の測位誤差を含むためこの推

図 5

分析システムの設計

Fig. 5 Design of our analytical system.

定に用いるには難しかったが，本研究では，キネマティッ
ク法 [31] の適用によって各学習者の位置をより高精度に推

難な場合が多いため，近年は，柔軟性，拡張性，扱うデー

定するための GNSS センサを，バックパックの天井部に搭

タの性質などを考慮して，関係データベースのほかにも新

載することで，この推定問題に対応する．この GNSS セン

たな構造を持つデータベースが利用可能になっている [32]．

サにより，米国・日本・EU・中国の GNSS（GPS，QZSS，

たとえば，ドキュメント指向データベースは，非定型デー

Galileo，Beidou）からの L1 信号を 5 Hz で UBX 形式で記

タを柔軟に格納できる構造を持つ．時系列データベース

録する．ここで，キネマティック法の適用には，位置が既

は，時刻情報と値からなる時系列データの格納・処理に最

知である基準点においても GNSS センサによる信号の記録

適化した構造を持つ．

を必要とするため，同機種の GNSS センサ・シングルボー

本研究では，分析システムの構成として，記号集合，変

ドコンピュータ・ストレージ・バッテリを用いて基準点を

換アルゴリズム，コード表を，それらの表現特性に応じて，

設置する．そして，国土地理院の直近の電子基準点を参照

関係データベース，時系列データベース，ドキュメント指

して基準点の位置決めを行い，その基準点においても同時

向データベースという異種の構造のデータベースを組み合

に L1 信号の記録を行う．また，各人が個々に装着するセ

わせた複合的データベースに格納する（図 5）．

ンサ群からの取得データを，グループ単位で時刻同期して

ドキュメント指向データベース センサデータ集合はセン

処理するために，各人のセンサデータを集約するシングル

サ依存の非定型なデータ形式・表現を持つため，ドキュ

ボードコンピュータは，NTP サーバから得られた統一的

メント指向データベースに格納する．2 段階の変換ア

時刻情報を用いる．

ルゴリズムはテキスト形式のドキュメントとして表

なお，本計測システムには，ほかに環境センサなどが搭
載されているが，これらは実験的に実装したもので，本研
究では取り扱わない．

現・構造化できるため，ドキュメント指向データベー
スに格納する．
関係データベース 意味パラメータと，そのパラメータが
とりうる値（表 2）を関連付け，コード表として関係

4.3 サブシステム 2：分析システム

データベースに格納する．その際，inquiry パラメー

4.3.1 システム設計

タの「質問生成」
，
「仮説提出」など質的なラベルデー

本分析システムでは，情報変換に関わる記号集合と変換

タを，1，2 などの数値として表すカテゴリ変数を導入

処理アルゴリズムを保管するデータベース層，および，必

し，データベース内・間の情報参照を可能とする．

要な入出力の処理を行うファンクション層からなる分析

発話行動に関する行動情報集合・意味パラメータ集合

サーバを構成する．

は，実験情報および各発話行動情報，意味パラメータ

一般に，データベースといえば，関係データベースを指
すことが多い．関係データベースは，あらかじめデータの

の値を順に関連付ける表現として構造化できるため，
関係データベースに格納する．

構造・依存関係を明確に定義可能な，定型的データを格納

時系列データベース 身体行動に関する行動情報集合・意

できる構造を持つ．しかし，様々な情報源からデータが生

味パラメータ集合は，時刻情報を軸として，各時刻に

成される環境では，あらかじめスキーマを定義するのが困

値を持つ表現として構造化できるため，時系列データ
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図 6

複合的データベースの構造

Fig. 6 Structure of our hybrid database.

ベースに格納する．

なるデータ群を，統合的に計算可能な表現で構造化する．

センサデータ集合から行動情報集合への変換について述

複合的データベースは，分析サーバのデータベース層に相

べる．トランスクリプトモデルに従う発話行動情報への変

当する．複合的データベースの実装は，関係データベース

換には，音声認識エンジン（Julius [33] など）の利用が考

は MySQL 5.7.20，時系列データベースは InuxDB 1.6.1，

えられるが，本研究では，自然環境下の多様な雑音をとも

ドキュメント指向データベースは MongoDB 4.0.0 による．

なう発話音声に対する認識精度を考慮し，アノテータが人

関係データベースに実験情報，発話行動に関する行動情

手でマイク・カメラによるセンサデータをアノテーション

報集合，意味パラメータ集合，コード表を構造化して集約

することで変換する．アノテーションには ELAN [34] を用

する（図 6 (1)〜(4)）
．学習者の個および集団としての分析

いる．

のために，図 6 (3) に，学習者の ID（learner id）と，学習者

身体モデルに従う身体行動情報への変換には，(1) 頭部・
胴部の姿勢角は，加速度・角速度・地磁気データを入力と
して姿勢推定を行う Madgwick フィルタ [35]

*1

を使用して

グループの ID（learner group id）の対応関係を格納する．
時系列データベースに身体行動に関する行動情報集合・意
味パラメータ集合を構造化して集約する（図 6 (5)，(6)）．

変換アルゴリズムを構成し，(2) 位置は，GNSS センサデー

時刻情報，頭部・胴部の姿勢角，位置の各々は，分析者が

タを入力として位置推定を行うキネマティック法 [31] *2 を

見て理解しやすい，RFC3339，ZYX オイラー角，ENU 座

使用して変換アルゴリズムを構成する．Madgwick フィル

標系の表現形式で集約する．ドキュメント指向データベー

タ，キネマティック法の推定パラメータは基本的にデフォ

スに，センサデータ集合と変換アルゴリズムを構造化して

ルトの値とし，一部は経験的に設定した．

集約する（図 6 (7)，(8)）．

以上により，センサデータ集合を行動情報集合に変換し

図 7 に，過去の環境学習実験に基づき，実験から抽出可能

た後，4.3.2 項で例を示すように，各時点の行動情報に対し

な定性・定量データを，複合的データベースへ格納する例を

て各種の意味パラメータの値を紐付け，各時点の行動に関

示す．あるグループの構成員である学習者（learner id：10）

する意味情報を抽出可能とする．

が，10 時 20 分 00 秒〜10 時 20 分 15 秒に「この植物の根

4.3.2 分析サーバのデータベース層

元には昆虫がたくさんいるけどどうして？」，10 時 20 分

提案手法の複合的データベース（図 6）は，実世界学習

30 秒〜10 時 20 分 50 秒に「この植物の根元はちょうど日

における定量的側面，定性的側面を計測・記述した質の異

陰になるからかな？」と発話行動をとり，同時に，学習者
は座標（0, 1, 2）に位置して，頭部姿勢を水平面から下へ

*1
*2

ソースコード入手先：http://x-io.co.uk/open-source-imu-andahrs-algorithms/
ソースコード入手先：https://github.com/rtklibexplorer/
RTKLIB/tree/demo5
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図 7 複合的データベースへのデータ格納例

Fig. 7 Example of storing data to our hybrid database.

メータが，各種の ID，時刻情報などで紐付けられる．
図 7 の例では，コード表には，
「質問生成」
（code id：1）

合・意味パラメータ集合（図 6 (1)，(2)）に格納される．
一方，定量データとして，学習者の身体行動に関する情

と「仮説提出」
（code id：2）という値を持つ inquiry パラ

報は，ローレベルセンサデータを用いて行った自動処理の

メータ（codegroup id：1）と，
「観察共起」
（code id：3）

結果が使用される．身体モデルに基づいて単純に表現す

という値を持つ synchrony パラメータ（codegroup id：2）

ると，頭部姿勢角は [10:20:00, 20, 0, 0]，[10:20:01, 20, 0,

が定義されていたとしている．コード表は関係データベー

0]，位置は [10:20:00, 0, 1, 2]，[10:20:01, 0, 1, 2] などと身

ス（図 6 (4)）に格納される．

体行動情報として構造化され，これに環境学習実験の識別

図 7 の例では，グループの識別子と，学習者の識別子の

子と学習者の識別子を紐付けることで，身体行動の主体が

10，そのグループの環境学習実験の識別子，実験開始・終

特定できる．身体行動情報は，timestamp（時刻情報）が

了時刻，実験地のデータが，実験のメタ情報として，関係

識別子となり，その識別子に対してコード表に基づいて各

データベースの実験情報（図 6 (3)）に格納される．実験

意味パラメータの値を紐付けることで，身体行動の機能的

で計測された全センサデータが，ドキュメント指向データ

役割を与えられる．図 7 の例では，10 時 20 分 00 秒から

ベースのセンサデータ集合（図 6 (7)）に格納される．

synchrony パラメータの「観察共起」を紐付けている．以

定性データとして，学習者の発話行動は，トランスクリ

上は，時系列データベースの身体行動に関する行動情報集

プトモデルに基づき手動でアノテーションを行われてお

合・意味パラメータ集合（図 6 (5)，(6)）に格納される．

り，[10:20:00, 10:20:15, “この植物の根元には昆虫がたくさ

以上，それぞれの時間の行動情報に対して各種の意味パ

んいるけどどうして？”]，[10:20:30, 10:20:50, “この植物の

ラメータの値を紐付け，行動の意味情報を表現できる．複

根元はちょうど日陰になるからかな？”] などと発話行動情

数の機能的役割から行動の意味情報を表現・推定するうえ

報として構造化され，これに環境学習実験の識別子と学習

で必要となる，定性・定量データのすべてを，3 種のデー

者の識別子を紐付けることで，発話行動の主体が特定でき

タベースを組み合わせた複合的データベースに格納して一

る．発話行動情報に識別子を与え，その識別子にコード表

元的に管理・操作可能とする点が，実装上の特徴である．

に基づき各意味パラメータの値を紐付けることで，発話行

4.3.3 分析サーバのファンクション層

動の機能的役割を与えられる．図 7 では，1 つ目の発話行

分析サーバのファンクション層に相当するデータベース

動情報に inquiry パラメータの「質問生成」を，2 つ目の発

通信モジュールは，関係データベース・時系列データベー

話行動情報に同パラメータの「仮説提出」を紐付けている．

ス・ドキュメント指向データベースがそれぞれ提供する接

以上は，関係データベースの発話行動に関する行動情報集

続用 API のラッパとして実装した．これにより，各データ
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ベースの操作仕様の違いを吸収し，計測システム，および

存戦略，相利・片利共生など）が，記載された簡単なメモ

分析システムの利用者である評価者・アノテータとの一貫

を，各学習者がそれぞれ持つタブレット型デバイスで，閲

した入出力を可能にする．データベース通信モジュールの

覧することを許可した．学習者が閲覧できるメモは互いに

開発言語は Python である．

異なり，かつ，学習者間でメモの量や質が同程度となるよ

5. 評価
5.1 目的

う事前に計画されている．また，メモの内容を会話で伝え
てもよいが，直接メモを相手に見せることは禁止した．従
来のジグソーメソッド [36] と同様に，本実験でも学習者 1

観察法のプロセスの工学的モデルは，従来，陽に書き下

人が持てるメモは断片的なものであるため，本実験は，
「実

されていないため正解データが存在せず，提案手法が観察

世界において各学習者が持ちうる基礎的情報を，意図的に

法の構造をどの程度モデル化できているか（モデル化精度）

違うものとすること」で，(1) 学習者が，実世界の中で，

は，直接的に測ることは難しい．そこで，本研究では，観

各々の視点から観察などの取り組みを行うことを促し，(2)

察法の構造をモデル化した提案手法（4 章）を，実際の環

さらに (1) の結果を他の学習者と積極的に情報交換をする

境学習実験に適用することで，実世界学習における科学的

などの知的協調を促し，(3) (1)，(2) を通して科学的探究

探究の活発さを理由づけるなど，抽出すべき意味情報を推

を深めさせる，という，実世界学習研究だけでなく協調学

定できるかを検証することにより，提案手法の有効性を評

習研究としても，新しい教育実践を行った．

価することを目的とする．

5.2.2 分析方法
開発した計測システム（4.2 節）を各被験者に装着させ，

5.2 方法
本研究では，2018 年に京都大学フィールド科学教育研究

実験中の計測を行った．被験者への直接的関与を避けて被
験者への影響を最小限に抑える非交流観察 [19] によって，

センター上賀茂試験地の一部（130 × 50 m）において，一

被験者から離れた 2 視点よりグループの言動をビデオ撮影

般成人を一般募集の形で招集し，環境学習実験を実施した．

した．実世界ジグソーメソッドで与えられるメモへの学習

実験中に計測システムのストレージに発生した障害などに

者の閲覧行動は，別の研究目的で分析しており，別稿で詳

より一部データが欠損した被験者のデータを除外し，それ

細に報じたいため，本論文の分析に含めない．

以外の総数 21 人の被験者のデータ（計 21 時間分）を，本

提案手法の有効性は，2 段階で評価する．

論文の分析で用いる．被験者は，それぞれ 3 人 1 組（男性

評価 1

実世界学習行動の意味パラメータ（表 2）の各々

2 人，女性 1 人；20 歳代）の全 7 グループに無作為に分け

の生起特徴を精査することで，
「実世界学習におけ

られ，各人 1 時間の環境学習に取り組んだ．グループの構

る活発な科学的探究が，共同的観察行動のどのよ

成員は，実験前には互いに面識はなく，また，実験者とも

うな時空間的特徴にともなわれるか」を検証する．

面識はない．環境学習への参加経験は，初めてか，ほとん

評価 2

評価 1 で検証された共同的観察行動の時空間的特

どない初学習者である（平均 0.33 回，標準偏差 0.80）．ま

徴を，提案手法により推定できるかを検証する．

た，実験直前に行った事前アンケートにおける知識や関心

評価 1 について詳細を補足する．学習者の最終的な知識

の調査結果が，過去の著者らの実験参加者を基準としても，

獲得（結果）は，知識獲得の過程に起因するため，学習過程

大きな乖離は認められなかったことを確認したうえで，本

の形成的評価が重要である [12], [37]．本研究では，著者ら

研究で報じる分析は行われている．

が開発した，
「実世界における各時点の学習活動について，

5.2.1 実世界ジグソーメソッド

活動内容を質的に評価し，各時点の学習活動に対してその

実験では，
「グループ（3 人 1 組）で自然環境の中を自律

質を表す属性コード（観察，仮説など）をアノテーション

的に探索し，その中の現象の成り立ちに関する仮説を協調

することで，学習活動の質的変遷の時系列データを生成し

的に考察，立案，吟味，検証する」という環境学習のタス

て形成的評価を行う分析方法」[9], [10] を応用する．具体

クを与えた．その際，従来のジグソーメソッド [36] を実世

的には，評価者が，全 7 グループに対し，各意味パラメー

界学習に応用した「実世界ジグソーメソッド」を開発し導

タの値について秒精度の正解データを，ビデオデータに基

入した．従来のジグソーメソッド [36] は，教室型学習で有

づくアノテーションで作成し，それを集計・分析する．そ

効性が知られるタスクであり，学習者同士で重複しないよ

して，科学的探究の質的評価（inquiry パラメータの正解

うに学習資料を断片化して彼らに与え，その断片的な部分

データ）を，行動評価（synchrony，nearness パラメータの

資料をもとにグループとして話し合わせる方法である．ジ

正解データ）によって，どの程度代替可能かを検証する．

グソーメソッド [36] を実世界学習に応用した例は著者の知

アノテーションは，環境学習の研究を 20 年以上継続し

るところなく，本研究の新しい取り組みである．

ている研究者の指導・監督のもと，3 年半以上の期間十分

本研究が開発した実世界ジグソーメソッドでは，実世界

に訓練されたアシスタント（別の環境学習実験のアノテー

学習中は，必要最小限程度の生態学の基礎知識（植物の生

ションでも十分に訓練されたもの）が，別の評価者の目か
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表 4 意味パラメータの生起回数（平均 ± 標準偏差）

Table 4 Occurrence times of each semantic parameter (mean ± SD).
意味パラメータ

inquiry
synchrony
nearness

値
質問生成・観察報告・仮説提出
観察共起
集合・離散

活発群

非活発群

全体

155.3±9.0 回

74.3±30.0 回

109.0±48.5 回

70.7±8.5 回

43.3±3.0 回

55.0±15.6 回

29.3±17.2 回

13.0±5.9 回

20.0±13.8 回

ら見て客観的，整合的な作業ができるラベリング基準を事

本実験では，ジグソーメソッド [36] を応用し，各学習者

前に十分に確認したうえで，注意深く行った．パラメータ

が個として持った問い，観察情報，仮説などが，グループと

の値は，表 2 に示すように，人による解釈のぶれが起きに

して共有・共同吟味されるリソース（情報資源）となる学

くい粒度（ラベルの解像度）で設定してある点も，評価者

習デザインとしている．これは，協調学習の理論 [11], [12]

の主観を排除した評価を行うための，著者らの工夫である．

に基づくもので，課題に対する多様な解法や解を，学習者

アノテーションには，ELAN [34] を用いた．

グループとして集積・比較対照・統合し，共同的に仮説や

ここで，実験評価者による観察（本研究では，ビデオア

理解を構成することを促すものである．ここで，inquiry パ

ノテーション）の信頼性を保障するために，行動の一部を

ラメータの値は，4.1 節で定義したように，実世界現象に

ランダムに選び，複数の観察者で観察し，その結果の一致

関する「情報の要求行為」
（質問生成）
，
「観察的事実の報告

の程度を検討する方法が知られる [19]．その際，文献 [19]

行為」
（観察報告）
，
「仮定の提出行為」
（仮説提出）であり，

によると，全観察のおよそ 20%程度を対象とし，また，一

いずれも，他の学習者に対して開かれた行為である．すな

致の程度を表す指標として Cohen の κ 係数 [38] の使用が

わち，いずれの値も，
「各学習者が得た情報資源を，他の学

一般的とされる．本研究は，この方法に従い，全データの

習者と交換・共有・検討するべく，グループの集団として

うち 20%の時間量に相当する時間区間を，乱数発生器に

の知識処理系の中に導入し，また，系内で循環させるため

基づき無作為抽出し，この抽出区間に対して独立して与え

の行為」である．したがって，仮に，あるグループを構成

人の実験評価者*3 によるアノテーション結果の一

する学習者らの間において，個としての活発さにばらつき

られた 2

致度を算出した．その結果，inquiry パラメータの κ 係数

がある場合があっても，
「グループとして inquiry パラメー

= 0.814，synchrony パラメータの κ 係数 = 0.903，nearness

タの生起数の総和が大きい」ということは，
「グループとい

パラメータの κ 係数 = 0.966，といずれの値も高かった．κ

う単位で共有・吟味される情報資源の総量が多い」という

係数が 0.81–1.00 の範囲にある場合，評価者間において解

意味となり，グループという集団全体として見た場合，
「グ

釈が「ほぼ完全に一致している」と見なされること [39] か

ループとしては多様な情報資源を共同吟味可能な，科学的

ら，今回，非常に信頼性の高い正解データが生成できてい

探究の活性化状態が構築されている」と見なせる．

ることが確認されたうえで，以下の結果について報じる．

そこで，評価 1 では，全 7 グループを，inquiry パラメー
タの生起回数の合計に基づき，科学的探究の活発さの高低

5.3 結果 1：科学的探究にともなわれる行動の時空間的
特徴

で分類し，科学的探究の活発さとグループの行動特徴の関
係を読み解くこととした（表 4）．7 グループで見たとき，

(1) 各時点における学習活動に関して，内容に応じた属

各グループにおける質問生成・観察報告・仮説提出の生起

性コード（仮説，疑問，観察など，科学的探究の質的ラベ

回数の合計は 109.0±48.5 回で，ばらつきがあった．この

ル）を与えて，その属性コードの生起回数を数えることで，

合計の分布は，今回のデータでは，平均以上と平均以下に

質のデータを量のデータに変換して，実世界学習のプロセ

峰を持つ 2 峰性の分布になっていたため，7 グループを 2

スを定量評価できること [9], [10]，(2) 今回提案の inquiry

群に分けることとして，平均以上を活発群（3 グループ），

パラメータの内容が，
「科学者としての学習者」[29] がなす

平均以下を非活発群（4 グループ）と分類した．inquiry パ

科学的探求の内容を定義し，かつ，学習活動の良し悪しの

ラメータの生起回数は活発群は 155.3±9.0 回，非活発群は

分類基準とした過去の属性コードの内容 [9], [10] に倣う形

74.3±30.0 回であり，群内ではいずれも大きな標準偏差を

で行動の機能的役割として定義されていること（4.1 節），

示さない形で，2 群が分類された．2 群の分類は，グルー

をふまえると，inquiry パラメータ（質問生成，観察報告，

プ数の観点から統計的検定に適さないため，今回の実験に

仮説提出）の生起回数の合計は，科学的探究の活発さの指

おけるグループの相対的な位置づけであるが，平均生起回

標となる．

数を比較すると，活発群における inquiry パラメータの生
起回数は，非活発群のそれの 2.1 倍と，科学的探究の活発

*3

κ 係数の算出に関わったもう 1 人の実験評価者は，環境学習研究
を 20 年以上継続している研究者によって 2 年以上の期間十分に
訓練されたアシスタント．
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表 5 科学的探究の活発さの予測に寄与する，synchrony，nearness
パラメータの推定精度

Table 5 Estimation result of synchrony and nearness parameters to predict the activeness of scientific inquires.
意味パラメータ

synchrony
nearness

値

再現率

適合率

F値

観察共起

80.3%

89.6%

84.7

集合

95.3%

97.4%

96.3

離散

83.4%

72.9%

77.8

空間的特徴について述べる．synchrony パラメータの観
察共起については，グループ全体の観察共起の生起回数
は 55.0±15.6 回だった．活発群の観察共起の生起回数は

図 8 観察共起の推定のための特徴量

Fig. 8 Features to estimate synchronous observation.

70.7±8.5 回と，グループ全体の平均を上回る生起回数だっ
た．一方，非活発群の観察共起の生起回数は 43.3±3.0 回

5.4.1 synchrony パラメータの推定精度

と，グループ全体の平均を下回る生起回数だった．平均生

先行研究 [8] は，個人の位置の変化差分・個人の水平方

起回数を比較すると，活発群における観察共起の生起回数

向の姿勢角差分・持続時間を特徴量として，個人ごとの滞

は，非活発群におけるそれの 1.6 倍だった．

留行為にともなわれる観察行動などの生起を推定した．こ

nearness パラメータの集合・離散の生起回数は，グルー

の個人単位の特徴量 [8] を，本研究では，グループの位置

プが集まって空間を共有したり，ばらばらに離散してその

の変化差分・グループの水平方向の姿勢角差分・グループ

空間の共有状態を解除したりと，学習者同士の共同的観

での持続時間というように，グループ単位の滞留行動の共

察行動の「空間的関係性を変更する頻度」を意味する．こ

起に関わる特徴量（図 8）へ発展させることで，synchrony

れについて，グループ全体の集合・離散の合計の生起回数

パラメータの観察共起の推定上有効と考える．

は 20.0±13.8 回だった．活発群の集合・離散の生起回数は

そこで，本研究では，synchrony パラメータの観察共起

29.3±17.2 回と，グループ全体の平均を上回る生起回数だっ

は，
「グループの位置の変化差分 ≤ Tm [m/s]，かつ，グルー

た．一方，非活発群の集合・離散の生起回数は 13.0±5.9

プの水平方向の姿勢角差分 ≤ Tθ [deg/s] ，かつ，持続時

回と，グループ全体の平均を下回る生起回数だった．活発

間 ≥ Tto [s]」を満たす区間に生起しているという閾値処理

群の標準偏差の大きさは，活発群における 1 グループがあ

による推定モデルを構成した．推定モデルには，ほかには

まり集合・離散を繰り返さず，グループとしてひとかたま

SVM や DNN などがあげられるが，これらの推定モデルを

りになった状態で活発な科学的探究を行ったためである．

十分に訓練するには多量のデータを必要とすることが知ら

しかし，全体として平均生起回数を比較すると，活発群に

れている．本研究は，推定モデルの過学習を避け，ロバス

おける集合・離散の生起回数は，非活発群のそれの 2.3 倍

ト性を担保するために，先行研究 [8] に倣い，閾値処理に

だった．

よる推定モデルを使用する．以下では，これらの特徴量を

以上より，inquiry パラメータの生起回数が多い群は，少

行動情報から抽出する方法について述べる．

ない群と比較して，synchrony パラメータでは観察共起の

グループの位置の変化差分は，理論的には，各構成員の

生起が多く，nearness パラメータでは集合・離散の生起が

身体行動情報に含まれる位置の毎秒の差分を求め，それら

多くなる傾向が見て取れ，
「科学的探究が活発なときに，観

をグループで合計することによって抽出できる．しかし，

察共起，集合・離散の生起が多くともなわれること」が示

キネマティック法により推定した位置情報が，観察共起を

された．すなわち，inquiry パラメータで表されるところの

推定可能な精度が満たせているかは疑問が残る．そのた

科学的探究の活発さの高低は，synchrony，nearness パラ

め，グループの位置の変化差分は，個人の位置の変化差分

メータの挙動からおよその予測ができることが分かった．

と等価の歩行速度を，加速度・歩調・脚長の線形回帰によ
り推定する手法 [40] に基づき推定し，それらをグループで

5.4 結果 2：共同的観察行動の時空間的特徴の推定精度

合計した値を特徴量として使用する．この歩行速度の推定

結果 1 は，学習者グループの共同的観察行動の時間的関

には，(1) 計測システムによる各グループ構成員の胴部の

係性と空間的関係性を工学的に推定できれば，
「科学的探究

加速度データ，(2) 文献 [41] から求めた被験者の年齢層の

の活発さの高低」を工学的に予測できることを意味する．

男女平均歩調，(3) 文献 [42] の身長・座高データから求め

そこで，synchrony，nearness パラメータを提案手法で推

た被験者の年齢層の男女平均脚長，を用いた．

定する際の精度評価結果を表 5 に示し，順に述べる．

グループの水平方向の姿勢角差分は，各グループ構成員
の身体行動情報に含まれる胴部姿勢角から水平方向の成分
を抽出した値の毎秒の差分を求め，それらをグループで合
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表 6 観察共起の生起・非生起時の特徴量（平均 ± 標準偏差）

Table 6 Feature values at synchronous and asynchronous observation (mean ± SD).
観察共起 位置の変化差分 水平方向の姿勢角差分

持続時間

生起

0.8±0.8 m/s

14.9±16.9 deg/s

42.9±64.3 s

非生起

2.6±1.8 m/s

34.4±24.5 deg/s

23.6±27.7 s

計した値を特徴量として使用する．持続時間は，各グルー
プ構成員の身体行動情報に含まれる時刻を参照して持続時
間を求めて，その値を特徴量として使用する．

図 9 集合・離散の推定のための特徴量

Fig. 9 Features to estimate learners’ nearness.

上で述べた方法で抽出された特徴量から，synchrony パ
ラメータの観察共起の推定モデルを訓練し，評価する．全

とって未知のテストデータに対して再現率・適合率ともに

7 グループのデータのうち，2 グループ分を訓練データと

一定の精度を得ることができた（表 5）
．このことは，提案

し，5 グループ分を評価データとして使用する．訓練・評

手法によって，synchrony パラメータの値である観察共起

価には，5.2.2 項で述べた正解データに含まれる観察共起

を推定できることを示すものである．

の生起データを，本推定の正解データとする．

5.4.2 nearness パラメータの推定精度

推定モデルの訓練をする前に，訓練データを使用して，

synchrony パラメータの観察共起の生起時と非生起時のそ

本研究は，nearness パラメータの集合・離散を推定する
にあたって，グループの 2 者間距離と持続時間が有効な特

れぞれにおける，特徴量の統計量を平均 ± 標準偏差で求めた

徴量と考えた（図 9）
．たとえば，A・B・C の 3 人からな

（表 6）
．グループの位置の変化差分は，観察共起の生起時は

るグループを想定すると，しばらくの間 A・B が隣接して

0.8 ± 0.8 m/s，非生起時は 2.6 ± 1.8 m/s であった．グルー

いたとしても，C が A・B から離れていた場合，それはグ

プの水平方向の姿勢角差分は，生起時は 14.9 ± 16.9 deg/s，

ループの nearness としては離散と見なすのが自然である．

非生起時は，34.4 ± 24.5 deg/s であった．持続時間は，生

すなわち，2 者間距離 AB が近くても，2 者間距離 AC・BC

起時は 42.9 ± 64.3 s，非生起時は 23.6 ± 27.7 s であった．

が遠ければ，離散となる．このことは，3 人 1 グループに

この結果より，観察共起の生起区間と非生起区間で異なる

おける 3 つの 2 者間距離のすべてが一定の距離以下の場合

特徴量の出方をしていること，かつ，特徴量がとりうる範

は nearness パラメータの値は集合となり，一方，2 者間距

囲が確認できた．この特徴量がとりうる範囲を基に，訓練

離のいずれか 1 つ以上が一定の距離以上の場合は nearness

データを使用して，グリッドサーチにより F 値を最大化

パラメータの値は離散となることを意味する．

する推定モデルのパラメータの組合せを探索した．その結

本研究では，nearness パラメータの集合・離散の推定モ

果，推定モデルのパラメータは，実験的に，Tm = 2.5 m/s，

デルを次のように構築した．nearness パラメータは集合・

Tθ = 30 deg/s，Tto = 5 s となった．

離散のいずれかしかとりえないとして，
「グループのいずれ

探索によって求まった推定モデルのパラメータの値につ

か 1 つ以上の 2 者間距離 ≥ Td [m]，かつ，持続時間 ≥ Ttf

いて議論する．Tm と Tθ の値が観察共起の非生起時の平

[s]」を満たす区間は，離散生起時とする．そしてそれ以外

均の方へ偏っているが，これは，今回の計測システムのセ

の区間は集合生起時である，とする．ここで，2 者間距離

ンサ取付位置によるものと考えられる．センサ取付位置は

は，各構成員の身体行動情報に含まれる位置の差分を毎秒

およそ脇下であるため，観察共起の生起区間であっても，

ごとに求めた値を使用する．位置情報の推定に用いたキネ

他の構成員に急に上体を向ける，植物に手を触れる，タブ

マティック法は，垂直方向の位置の精度が低いため，水平

レットを手に持ちながらタップして操作するなどの場合に

方向成分の位置のみを使用する．持続時間は，各構成員の

瞬間的に生じる運動によって，速度・姿勢角差分の推定値

身体行動情報に含まれる時刻を参照して求める．

が瞬間的に大きくなる場合があったためと考えられる．Tto

上述の方法で抽出された特徴量から，nearness パラメー

の値は，生起時・非生起時の平均から離れているが，生起

タの推定モデルを訓練し評価する．訓練には，synchrony

時の標準偏差は，平均 42.9 s に対し 64.3 s とばらつきが大

パラメータの推定と同様に，2 グループ分を訓練データと

きいため，Tto をこれより大きくすると，5 s といった短い

し，5 グループ分をテストデータとする．訓練・評価には，

時間区間で生起する場合の観察共起を推定不可となるため

5.2.2 項で述べた正解データに含まれる集合・離散の生起

であると考えられる．

データを，本推定の正解データとする．

訓練済みの推定モデルによりテストデータにおける観察

推定モデルの訓練をする前に，synchrony パラメータの

共起の生起区間を推定した結果，観察共起の推定精度は

推定精度の評価（5.4.1 項）と同様に，訓練データを使用し

再現率 80.3%，適合率 89.6%，F 値 84.7 と，推定モデルに

て，nearness パラメータの集合・離散生起時それぞれにお
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表 7 集合・離散の生起時の特徴量（平均 ± 標準偏差）

Table 7 Feature values at gathering and distributing states.

タから予測できることを意味する知見である．

synchrony パラメータに着目すると，「観察共起を多く

2 者間距離

持続時間

なすことは，情報源となる実世界の現象に対して，注意配

集合

2.3±1.3 m

699.3±621.2 s

布・情報解釈をともなう科学的探究を行ううえで，有効で

離散

6.0±1.7 m

27.2±21.3 s

ある可能性がある」ことが示されたと考える．nearness パ
ラメータに着目すると，グループインタラクションと科学

ける特徴量の統計量を求めた（表 7）
．2 者間距離は，集合

的探究の関係性に関して以下が考えられる．

生起時は 2.3 ± 1.3 m，離散生起時は，6.0 ± 1.7 m であった．

( 1 ) グループが集合・離散を多く生起させる，すなわち，

持続時間は，集合生起時は 699.3 ± 621.2 s，離散生起時は

学習者同士の共同的観察行動の空間的関係性を変える

27.2 ± 21.3 s であった．この結果より，集合生起時と離散

頻度が高いことが，実世界からの分散協調的な注意配

生起時で異なる特徴量の出方をしていること，かつ，特徴

布・情報解釈につながり，その結果，グループとして

量がとりうる範囲が確認できた．この特徴量がとりうる範

の認知状態が適度に揺らいで科学的探究が活性化した

囲を基に，訓練データを使用して，グリッドサーチにより

と考える．グループで学習する場合，グループは集合

F 値を最大化するパラメータの組合せを探索した．その結

しているのが自然である．しかし，グループが離散の

果，推定モデルのパラメータは，実験的に，Td = 5.0 m/s，

空間的関係性をとるということは，各構成員は，
「個と

Ttf = 10 s となった．

しての自律性」を発揮して，互いに異なる実世界の現

探索によって求まった推定モデルのパラメータの値につ

象を情報源として用いることにつながると考える．そ

いて議論する．Td の値は，集合・離散生起時のそれぞれの

して，グループの空間的関係性が離散の後に集合をと

平均の間にあり，かつ標準偏差の大きさからみて妥当な値

るとき，各構成員は，
「個としての自律性を持って取

といえる．Ttf は，集合・離散生起時のそれぞれの平均か

得した情報」を，互いに交換・解釈しあうことで，実

ら離れているが，それぞれの標準偏差の大きさからみて，

世界から多角的な科学的探究を行えたものと考える．

Ttf をこれより大きくすると，10 s といった短い時間区間

( 2 ) 一方，グループが集合・離散を多く生起させない，す

で生起する場合の集合・離散を推定不可となるためである

なわち，学習者同士の空間的関係性を組み変える頻度

と考えられる．

が低いことは，実世界からの分散協調的な注意配布・

訓練済みの推定モデルによりテストデータにおける集

情報解釈が不十分であり，その結果，グループとして

合・離散の生起を推定した結果，集合生起の推定精度は再

認知状態が揺らぎにくく科学的探究が停滞したと考え

現率 95.3%，適合率 97.4%，F 値 96.3 と，再現率・適合率

る．グループが集合の空間的関係性をつねにとるとい

ともに良好な精度を得ることができた（表 5）
．一方，離散

うことは，各構成員の「個としての自律性」が発揮さ

生起の推定精度は再現率 83.4%，適合率 72.9%，F 値 77.8

れず，情報源とする現象の範囲が狭かったと考える．

と，適合率は少し低かったものの，一定の精度は得られた．

その結果として，グループ構成員の間で取得する情報

このことは，提案手法によって，nearness パラメータの値

の差が小さかったため，認知状態の揺らぎが生じにく

である集合・離散を推定できることを示すものである．

く，科学的探究の活性度が低かったものと考える．

5.5.2 行動センシングによる実世界学習の効果の予測
5.5 考察
実験においては，(1) 実世界ジグソーメソッドによって，

一般に，グループの科学的探究を自動評価するには，自
然言語処理などで，グループの発話に含まれる内容の質

各学習者においては，実世界に対するものの見方の違いが

（問いの発声や仮説の生成など）を自動で理解して時系列

誘発され，実世界に分散的に存在する現象に対して，学習

情報として構成する技術を開発しなければならず，技術的

者の個としての観察（離散的な空間的行動状態）が促され，

課題は大きいと考えられる．一方，本研究は，以下の結果

(2) 同時に，(1) で得られた個別の観察結果を統合すること

を得た．

で，新しい知識を得ようとして，情報の比較・統合のため

結果 1 「科学的探究が活発なとき（inquiry パラメータの

の議論など，集団としての行動（集合的な空間的行動状態）

生起回数が多いとき）に，synchrony パラメータ

が促された，と考えられる．以下，詳細に考察する．

では観察共起，nearness パラメータでは集合・離

5.5.1 観察行動の時空間的共起性と自律的学習の関係

散の生起が，多くともなわれる（5.3 節）．

5.3 節では，実世界学習において，inquiry パラメータの
生起回数が多い群は，少ない群と比較して，synchrony パ
ラメータの観察共起，nearness パラメータの集合・離散，

結果 2

提案手法は，行動データから synchrony，nearness
パラメータを一定の精度で推定できる（5.4 節）．

上記の結果は，センサデータから一定の精度で推定可能

の生起回数が多いことを示した．この結果は，実世界にお

な synchrony，nearness パラメータによって，inquiry パラ

ける科学的探究の活発さは，synchrony，nearness パラメー

メータの生起回数の大小の予測を得られることを意味する．
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inquiry パラメータは実世界における科学的探究の活発さ
の評価尺度であるから，提案手法は，自然言語処理などで

6. 結論

会話内容の自動推定を行わなくても，あるいは，inquiry パ

実世界における協調学習の促進のためには，
「個の学習

ラメータを人手でアノテーションしなくても，
「グループ

としての役割を持つ行動」と，
「集団の学習としての役割を

の観察共起，集合・離散に関する行動センシングデータを

持つ行動」が，相互に影響を与えながら循環的に実行され，

もとに，実世界における科学的探究の活発さの高低を予測

実世界の現象に対する共同的な吟味・情報取得・科学的探

できる」ことを示す結果を得たと考える．

究につながることが望ましいと考えられる．本研究は，
「実

5.5.3 計算論的アプローチからの手法の拡張可能性

世界学習における科学的探究の活性化にともなわれる共同

計算モデルは，行動の理解，予測のいずれにおいても役
立つ [18]．また，具体的なコンピュータプログラムで表現
されるので，過去の経験に基づく行動予測を定量的に確率

的観察行動の時空間的特徴」を推定する実世界型ラーニン
グアナリティクスを開発・実践した．
本研究の着想は，
「観察法によってなされる，行動観測，

予測として行えるという利点がある [18]．本研究は，これ

行動データの取得，行動の意味情報の抽出過程」を，マル

まで質的に現象の記述・理解を行っていた観察法における

チモーダルセンサデータの階層的抽象化を中核とした計算

過程を，データの階層的抽象化に関する計算的過程として

的過程として，構造化・モデル化するものである．これは，

モデル化したものである．計算論的アプローチを採用して

「観察法という定性的なプロセスに内在する，人由来のデー

いることから，今後，実世界で発揮される賢さに関して別

タ変換プロセス」におけるデータの値のトレースやデータ

の仮説を導出したときに，その仮説を計算的構造として表

変換ロジックのモデリングを行うという特徴がある．提案

現することによって，新たな意味推定ロジックをラーニン

手法は，実世界学習行動をマルチモーダルに計測したロー

グアナリティクスシステムに組み入れたり，さらには，学

レベルのセンサデータをもとに，ハイレベルの意味情報ま

習行動の意味推定ロジックを動的に切り替えて，学習状況

で段階的に抽象化するラーニングアナリティクスである．

に応じた適応的な予測を行ったりするなどの拡張を行える

提案手法の複合的データベースは，実世界学習における定

余地がある．

量的側面，定性的側面を計測・記述した質の異なるデータ

5.5.4 今後の課題

群を，統合的に計算可能な表現で構造化するという特徴が

5.5.4.1 知見の拡充

ある．

本研究は，フィールドで環境学習実験を行い，一般成人

実世界ジグソーメソッドを開発して一般被験者に実践

21 人のデータを分析して得られた知見を提出した．今後，

し，グループの行動の時空間的共起性に注目して分析した

より多く，より多様な学習者に対して提案手法を適用する

ところ，学習者らが，共同的な観察・考察のために空間を

ことで，統計的観点からの議論を充実させ，汎化的視点か

共有する集合行動を共起させたり，離散行動によってその

ら手法や知見について議論することは，重要な課題となる．

行動共起状態を解除したりといった動的な行動生起プロセ

また，新規の意味パラメータと値を追加して実世界学習行

スを繰り返す中で，活発な科学的探究を行うという知見を

動の意味の定義を充実させることは，新たな視点からの分

得た．さらに，提案手法は，グループの観察共起，集合・離

析につながると期待できる．

散に関する行動を高精度に推定することで，実世界におけ

提案手法を小中高校，大学におけるフィールド学習に適

る科学的探究の活発さの高低を予測できることを示した．

用し，提案手法が推定した行動の意味情報を学習者に提示

本研究が構造化・モデル化した計算的過程は，学習者ら

して自らの行動を振り返らせることで，行動の改善につな

の外部状態（個，あるいは，集団としての行動状態）の計

げるなどの学習支援も展開できるため，ラーニングアナリ

測に基づき，学習の質的特性の 1 つである科学的探究活動

ティクスの応用面からの知見の拡充も検討したい．

の活性度に関して，粗い粒度で近似値を得られる手法であ

5.5.4.2 より頑健な計測システムの開発

る．提案手法は，行動の計測・理解からの学習効果の予測

実世界環境において人の行動を計測するには，様々な要
因が与える計測への影響を考慮し，それらへの対策を講じ

技術の発展に寄与し，実世界における学習者に効果的な行
動をとるよう促す学習支援技術への応用も期待される．

て，できるだけクリーンなデータが得られるよう計測シス

謝辞 実験実施にご協力くださった京都大学フィール

テムを構築する必要がある．今回の実験では，ストレージ

ド科学教育研究センター上賀茂試験地の皆様に感謝し

の障害により一部のデータが欠損するなどの問題が生じ

ます．本研究は JSPS 科研費基盤研究（C）JP16K00271，

た．そのため，データはネットワーク上の二重化されたス

JP19K12064 による．

トレージに定期的に集約するなど，より頑健な計測システ
ムの開発が今後の課題である．
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