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1. はじめに

学習スタイルに適応した
e-Learning コンテンツの構成法
永田奈央美†

大曽根匡††

インターネットの普及が，情報のやりとりや意思の交換において，個人と社会との
関わりの形態を大きく変容させた．
“学習”という概念も個人（個別）の学習と同時に
特定のグループでの学習，さらには不特定のグループでの学習の機会が提供されるよ
うになった．人と人との係わり合いから生じる観察，協働といった行為は，多くの学
習の場と情報を提供している．近年では，社会的ネットワーク，学習共同体（Learning
Community），相互作用型学習等があげられている．しかしながら，本来学習とは意図
的（目的的），無意図的に個人が自律的に行うものである．コンピュータ利用の個別学
習（CAI : Computer Assisted Instruction）を基にした学習様式には，従来，ドリル＆プ
ラクティス型，個別教育（チュートリアル）型，シミュレーション・ゲーム型，問い
合わせ型，問題解決型等がある．Web 技術が発明され，学び手主体の教育，学習，訓
練のあり方が主張され始め，結果として自律的な学習手段である e-Learning の重要性
が増大している[1]．
e-Learning の研究を体系的に捉えると，技術的と教育的の二つの側面でなされてい
る．技術的には，LMS（Learning Management System）やオーサリング，学習状況のモ
ニタ・メンタリング機能，学習過程の制御機構等の機能向上が試みられている．近年
では，SNS 機能を活用した学習共同体（Learning Community）形成（推薦機能も含む）
等の研究が盛んである．一方，教育的には，e-Learning コンテンツの構成法，形成的・
総括的評価法（形成的評価とは，学習者の学力の変化をモニターする評価であり，総
括的評価とは，単元の最後に獲得知識を確認する評価を示す），教授・学習方略（リ
ミディアル教育等）等に関する研究が展開されている．これら教育的事項として，ID
（Instructional Design），LD（Learning Design）によって，教授・学習過程を体系的に
捉え，インターネット世界での教育が行われている[2]．Instructional Design とは教授
者視点で教授・学習を設計する手法である[3] [4]．一方，Learning Design とは学習者
視点で学習環境全体の設計・開発から，授業，講座および学習手法の設計，学習教材
などの作成を行い，学習プロセスを可視化するものである[5] ．

魚田勝臣††

本研究は e-Learning コンテンツの構成原理および学習者の個人差に関する研究で
ある．コンテンツ構成原理は，ID（Instructional Design）や LD（Learning Design）
の 方 法 論 に 基 づ き 論 考 す る ． ま た 学 習 者 の 個 人 差 は “ adaptability” も し く は
“personalization”を重視し，学習スタイルを取り上げる．本稿では，コンテンツ
構成原理を追求するために，コンテンツの中のフレームで用いられている図の特
徴と，図と文章の意味的関係性を分析した．さらに，コンテンツの特徴を抽出す
る手法を提案した．一方では，学習者個人差特性の一つである学習スタイルを分
析し，コンテンツ構成との関連から分析・検討した．本稿では，特に，学習者の
学習スタイルに適応した e-Learning コンテンツの構成法について述べる．

The study of Adaptive e-Learning ContentConstruction for Learning Style
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This study is to specify the relationship between individual differences and the content
structure for e-Learning. The problem of the content structure is related to the
technology of Instructional Design. Individual difference is a related to “Adaptabilit y” or
“Personalization” in e-Learning researches. In this study, we take up “Learning Style” as
one of individual differences. We tried to analyze the relationship among “Learning
Style”, characteristics of the content structure and expressed learning behaviors in

2. e-Learning の構造と Learning Object Metadata(LOM)

e-Learning process. We propose the contents-analysis method for the semantic

e-Learning の特徴は，学習者へ自律的学習を促す効果があり，学習者の学習情報（ア
クセス回数や学習時間等の利用情報，学習対象カリキュラム情報，学習コンテンツ，
学習履歴情報，学習者間のコミュニケーション情報）をログデータとしてシステム管
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理できることである．このログデータを分析し，学習に有意味なフィードバックを行
うことができる．さらに，コンテンツの規格化により，システム間でのコンテンツの
共有，再利用が可能となっている[6]．
e-Learning コンテンツはデータベース化されており，Learning Object（LO）として
取り扱われている．Learning Object（LO）とは，コンテンツを構成する基本単位を示
す．例えば，コンテンツを各章ごとに独立させ，Learning Object（LO）としてパッケ
ージ化することで，学習者が独自に必要なコンテンツを選択し，e-Learning を受講す
ることが可能となっている．このような Learning Object（LO）をライブラリ化するこ
とで，学習者のニーズや学習段階に合わせた学習プロセスを柔軟に構築できる．
Learning Objet Metadata（ LOM）は Learning Object（LO）に関するメタデータ（Metadata）
である．Learning Object Metadata（ LOM） の場合，対象となるデータ（LO）は， e-Learning
コンテンツにおけるマルチメディアデータ，教育用ソフトウェア，教科書，問題集等
の教育に利用可能なあらゆるものである．Learning Object Metadata（LOM）は，ある
特定の単一ユーザやシステムでの検索に有効なデータ管理タグとして利用されている．
教育ニーズの分析・設計から Learning Object（LO）の開発及び実行，評価にいたる一
連の教授設計，コンテンツ開発の各プロセスにおいて利用されている．LOM 規格に基
づく語彙の整備，Learning Objet Metadata（LOM）関連のツール開発，実証実験が，IEEE
LTSC 1484.12 で検討されており，Learning Objet Metadata（LOM）規格の有効性の確認
や実用化における課題が明確化されている[6]．
そこで本研究では，Learning Objet Metadata（LOM）として，コンテンツの特徴づけ
及び抽出手法を探究する．コンテンツの中でもフレーム（教授目標に基づいて構造化
された知識の集合体であり，パソコンディスプレイ一画面に相当する）[7] [8]に焦点
を当て，フレームの中で用いられている図の特徴，図と文章の意味的関係性を分析す
る．さらに，
“adaptability”，
“personalization”における個人差要因として，学習スタイ
ル（学習の際に好んで用いる認知活動，学習活動の様式・方法）[9]を取り上げ，学習
者の個人差に適応したコンテンツを提供する．

で，ここでは扱わないことにした．Levin.J.R. [11]は図を視覚的イメージの観点から，
「デコレーション図」，「表現図」，「組織図」，「解釈図」，「変化図」の 5 つの図に分類
している．本研究では，出原らの図の体系[12]を参考に，図を構成する要素間の関係
性を着眼点として次の 4 つに分類した．順序関係と因果関係を示す「連結図」，対比関
係と上下関係を示す「配列図」，包含関係と隣接関係を示す「領域図」，位置関係を示
す「座標図」とした．
3.2 図と文章の意味的関係性
図と文章との相乗効果を高めるための意味的関係性について，次の 4 つに分類した．
文章内容の一部の例として表現している関係を「例示」，文章内容の同一内容を表現し
ている関係を「複写」，文章では不足している部分を補って表現している関係を「補充」，
文章内容を集約化・具体化して表現している関係を「凝縮」として分類した．
3.3 コンテンツ特徴チャート
以上をもとに表 1 に示すコンテンツ特徴チャートを設計した．フレームの特徴は，
各フレーム（F1,F2･･･Fn）中にある図と，図と文章の意味的関係性として対応するも
のに☑を記入するようにした．フレーム系列についても対応するものに☑を記入する
ようにした．これによって，各フレームで用いられている図の特徴，図と文章の意味
的関係性を分析できるようにした．
表1

コンテンツ特徴チャート

3. コンテンツの分析方法
情報リテラシ系分野のコンテンツでは，物事の構造や機能，振る舞いを説明するた
めに図や表が多く用いられる ．文章内容を客体化するために図を用いることによって，
理解の認知的負荷を軽減できることが示されている[10]．本研究では，フレームで用
いられている図と文章の意味的関係性に着目した．
3.1 図の特徴
本研究では，図を「構成要素の配列規則があるもの」と定義し，表も図の一部とし
て取り扱うことにした．なお，図のうち，構成要素の配列規則がない図（イラスト・
写真・マーク記号などがこれに値する）は，構成要素間の関係性が定まっていないの

3.4 直感的理解度の順序性
3.1 で示した 4 つの“図の特徴”と 3.2 で示した 4 つの“図と文章の意味的関係性”
の直感的理解度(細部を精査することなしに一目で内容や関係性を判断できる度合)の
順序づけを試みた．すなわち，順序性を有したカテゴリ尺度を設け 2 次元の座標系を
設定することを考えた．
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そこで，X 軸となる“図の特徴”と Y 軸となる“図と文章の意味的関係性”の直感
的理解度の順序性を求めるために予備調査を 2 回行った．
3.4.1 予備調査１
4 つの図と，4 つの図と文章の意味的関係性を提示し，それに対する直感的理解度を
測定することを試みた．
3.4.2 実験材料
実験材料として 8 つのフレームを作成した．このうち 4 種類のフレームには図のみ
（フローチャート・相関表・ベン図・棒グラフ）を表記した．他方 4 種類のフレーム
には，4 つの意味的関係性(例示・複写・補充・凝縮)を表現しやすいフローチャートを
選び，それぞれのフレームへ対応した文章を付加した．
3.4.3 方法
大学生 138 名を被験者とした．各被験者から直接，順序性（順位）を求めさせるこ
とは，主観や一時的感情に影響され順位の信頼性が弱いと考えた．そこで，客観性を
持たせるために質問紙によって間接的に順位を求めた．
そのために，被験者に対して図のみを表記したフレーム 4 つを示し，表 2 の質問 5
項目に対して 5 段階評価させた．次に，図と文章を表記したフレーム 4 つを示し，表
3 の質問 5 項目に対して 5 段階評価させた．この評定尺度から各被験者の順位を求め
た．ここで，部分順位結合法[13]によって，順位に対する 4 段階法のパーセンタイル
（ P ）を算出した．そして，各被験者におけるパーセンタイルの合計を, 判定された
数（本調査では 10）で除し平均を求めた．この平均を比較し総合順位を求めた．

P  100 

表3

① 図/表は，何を表しているか分かりましたか？
② 図/表の構成・構造から意図している情報が読み取れましたか？
③ 図/表から関係性の理解，結果の解釈等ができましたか？
④ 図/表は，どのような特徴を持ったものかを一見して分かりましたか？
⑤ 図/表から，何らかの概念・原理・関係を読み取れましたか？

3.4.4 分析結果
“図の特徴(4 つのカテゴリ)”におけるパーセンタイルの平均を比較すると，連結図
(77.5)＞配列図(62.5)＞領域図(45.0)＞座標図(17.5)といった順序性が求められた．
“図と文章の意味的関係性(4 つのカテゴリ)”におけるパーセンタイルの平均を比較す
ると，例示(87.5)＞複写(50.0)＞補充(42.5)＞凝縮(25.0)といった順序性が求められた．
3.4.5 予備調査２
予備調査１では，フレームの難易度と提示順序による影響の問題点が考えられる．
それらを考慮して，実験材料を再構成し，直感的理解度の順序性を求めた．
3.4.6 実験材料
(1) フレームの難易度・文章量・図量の均等化
コンテンツの内容を「情報のディジタル化」（高等学校普通教科「情報Ｂ」向け）
とし，フレームの内容がほぼ同一の難易度になるよう作成した．15 のフレームを用意
し，各フレームに約 500 文字の文章と 4 つの図を設け，統制した．
(2) フレームの提示順序のランダム化
16 パターンの図と文章の組合せ（4 つの図の特徴×4 つの図と文章の意味的関係性）
が，ランダムに 60 回提示されるようにした．
3.4.7 方法
大学生 4 名，大学院生 6 名を被験者とした．図及び図と文章の意味的関係性が提示
される毎に，表 3，表 4 の質問項目に対して 5 段階評価させ，予備調査 1 と同様の分
析を行った．
3.4.8 順序性の妥当性分析
予備調査２においても部分順位結合法により順序性を求めた．
“図の特徴（4 つのカ
テゴリ）”におけるパーセンタイルの平均を比較すると，連結図(85.0)＞配列図(67.5)
＞領域図(35.0)＞座標図(17.5)の順序性が求められた．予備調査１と同様の順序性を得
ることができ，妥当であると考え，X 軸へこの順序性を設定した．
“図と文章の意味的関係性(4 つのカテゴリ)”におけるパーセンタイルの平均を比較
すると，例示(82.5)＞複写(67.5)＞補充(42.5)＞凝縮(20.0)の順序性が求められた．Y 軸

n  r  0.5
n

P : パーセンタイルの位置

n : 順位づけられている数

r:

一つのものにつけられている順位
表2

図の特徴に対する質問項目

質問項目

図と文章の意味的関係性に対する質問項目

質問項目
① 図/表だけで，内容が理解できましたか？
② 図/表は，説明文をよく表現していましたか？
③ 説明文は，図/表の内容をうまく表現していましたか？
④ 図/表と説明文の対応は適切でしたか？
⑤ 図/表と説明文から，関係性の理解，結果の解釈等ができましたか？
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においても，予備調査１と同様の順序性を得ることができ，妥当であると考え，Y 軸
へこの順序性を設定した．
3.5 フレームの特徴による系列パターンの抽出
フレームが持つ図と文章の意味的関係性を系列的に捉えることを試みた．そこで，
表 1 のコンテンツ特徴チャートで診断したフレームの特徴と 3.4 節で抽出した直感的
理解度の順序性を基に系列パターンを抽出した．

軸を設定した．各フレームに図がない場合はプロットをしない．図がある場合は，ま
ず X 軸の位置を決定し続いて Y 軸の位置を決定する．そこでフレームノード（ Fi ）
を X 軸と Y 軸の交点にプロットする．この手続きを節単位の最終フレームまで繰り返
し行い，ノード間を系列に沿ってリンクしパターンを抽出する．ここで述べた手続き
を図 1-a のフローチャートに示す．コンテンツを構成するフレームに対してこの手続
きを行うと，図 1-b のようなフレームの特徴に基づく系列パターンを抽出することが
できる．

4. 学習スタイルと学習者行動特性

図1

学習者の個人差要因として学習スタイルを測定し，学習行動特性との関係性を検討
する．それによって「ATI（適性処遇交互作用）」（学習者の学習スタイルの違いによ
って授業方法・内容・コンテンツの効果が異なってくる状態）的知見を求める．
4.1 分析対象とする授業と学習者集団
分析対象とする授業は，高等学校教科「情報 A」，大学 1 年生の必修科目「情報処理
基礎」，大学 1 年生の専門科目「情報リテラシ」を取り上げる．これらの科目は，コン
ピュータを活用しながら，情報を収集・分析・加工・発信するための「情報リテラシ
能力」を身につけさせることを目標としている．各授業は，e-Learning と対面授業を
複合したブレンディッド型授業を展開した．コンテンツの内容理解を確認するための
テストとして「理解度確認テスト」を節単位で設定した．学習者集団は，高校 1 年生
82 名，大学 1 年生 244 名である．
4.2 学習スタイル
学習スタイル（Learning Style）とは学習活動における得意不得意の個人差を示し「個
人の考え方，及び個人の情報を整理し表現する仕方」と定義されている[14]．e-Learning
の学習方法や教材が開発されるとともに，学習スタイルの把握と対応の問題が挙げら
れており，現在 71 の異なった学習スタイル理論・モデルが提唱されている．本研究で
は，岸 [15]のスタイルを採用した．この学習スタイルは 4 因子を構成要因としている．
「熟慮分析型」は思慮深く分析することが好きなスタイル，
「独立分析型」は自己主張
的で分析することが好きなスタイル，
「試行錯誤型」は行動派で解決案を一つずつ試み
るスタイル，
「内観思考型」は自分の考え方や仮説の妥当性を吟味し批判しながら考え
方を進めるスタイルと分類している．この学習スタイルは 46 項目からなる質問紙を利
用して測定する．
4.3 学習スタイルの測定
被験者の学習スタイルを明らかにした．各学習者へアンケート調査を行った．質問
紙の回答は，各質問項目が自分にあてはまる程度について，
「1：そうではない」／「4：
そうである」 の 4 段階評価で求めた．被験者の学習スタイルを分類すると「独立分析

系列パターン抽出の手続きと系列パターンの例

3.4 節で求めた順序性を利用し X 軸は連結図，配列図，領域図，座標図の順に，Y
軸は例示，複写，補充，凝縮の順に順序性を有したカテゴリ尺度を設け 2 次元の座標
4
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型」が 74 名，「熟慮分析型」が 73 名，「試行錯誤型」が 58 名，「内観思考型」が 39
名抽出された．
4.4 学習スタイル群に対する学習者行動特性
学習スタイルは，学習者の内面に関わる学習スタイルを絶対的なものとして検討す
ることは困難であるという問題点がある．学習スタイル群ごとに学習行動特性を分析
することで学習スタイルの違いが実際の学習行動に影響しているかを見出す．そのた
めに e-Learning 公開の 17 週間のアクセス回数推移を学習スタイル群ごとに分析した
（図 2）．

a.

c.

独立分析型

b．熟慮分析型

試行錯誤型

d．内観思考型

図2

5. コンテンツの特徴パターンと学習スタイルの関係
3 章で提案したコンテンツ分析手法を用いて，対象とする授業のコンテンツを分析
した．抽出されたコンテンツ特徴パターンを分類し，各パターンの特徴とそのコンテ
ンツパターンに対する学習者の理解度テスト（単語/数値入力式計 82 問）結果を照合
した．さらに 4 章で示した学習スタイルに対応して同様の分析を行った．
5.1 フレームの特徴における系列パターン
フレームの特徴による系列パターンは，X 軸 Y 軸に対する 4 つのカテゴリの順序性
に伴って展開している順向型（図 3-a），その逆の展開をしている逆向型（図 3-b），螺
旋型（図 3-c）の 3 つのパターンを抽出した．分析対象としたコンテンツでは，順向
型が 41，逆向型が 38，螺旋型が 27 抽出された．

学習スタイル群に対する学習行動特性

学習者一人あたりにおけるアクセス回数の分散度合と，一回のアクセスに対する学
習所要時間を学習スタイル群ごと比較した．独立分析型スタイルは短期間に集中して
学習することを繰り返す傾向がある（図 2-a）．熟慮分析型スタイルはアクセスを分散
させて長時間の学習を行っている（図 2-b）．試行錯誤型スタイルは自主的学習ができ
ず，受身の姿勢である．そのため e-Learning のように自主的態度が左右する学習には
不向きであることも考えられる（図 2-c）．内観思考型スタイルは計画的に分散させて
学習をする傾向がある．コンスタントにアクセスを分散させながら学習している（図
2-d）．
学習スタイルによって実際の学習行動特性が変化することが明らかとなった．質問
紙による学習スタイルの測定を試み，学習者の学習行動特性をログデータより分析す
ることで学習者の個人差を把握することができる．

図3

抽出されたフレームの特徴における系列パターン

5.2 学習スタイル群ごとの理解度確認テストの結果
理解度確認テストのうち，単語/数値入力式の計 82 問を対象として学習行動特性群
ごとの平均点を比較した．最も平均点の高いのは独立分析型スタイルであり，平均が
92.3 点であった．コンスタントに取組み，期限内に全てのコンテンツを学習したので
このような結果が出たと考えられる．また熟慮分析型スタイルと内観思考型スタイル
群は約 4 週の間で集中して学習していた．その結果，84.9 点及び 82.7 点とほぼ同様の
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結果であった．試行錯誤型スタイルは，コンテンツの未学習が多かったので平均点は
24.2 点と他群に比べて低かった（表 4）．1 要因 4 水準の分散分析を行った結果，有意
な差がみられた（F（3,241）=41.9，p<.01）．
表4

表5

各学習スタイル群の理解度確認テストの平均点

学習スタイル群
独立分析型
）
熟慮分析型

( N = 74)

平均点
84.9

( N = 73)

82.7

試行錯誤型

( N = 58)

24.2

内観思考型

( N = 39)
(単位：点)

学習スタイル群
独立分析型
）
熟慮分析型

各学習行動特性群の平均点

( N = 74)

順向型
87.2

逆向型
73.6

螺旋型
61.7

( N = 73)

92.4

71.5

62.8

試行錯誤型

( N = 58)

23.2

22.2

24.9

内観思考型

( N = 39)

89.4

87.9

59.8

(単位：点)

※N = サンプル数

6.2 学習スタイルとの関係
熟慮分析型スタイルの学習者は逆向型と螺旋型の間に有意差がみられなかった．同
様に，試行錯誤型スタイルの学習者は順向型と逆向型の間に有意差がみられなかった．
物事を論理的に熟慮しながら理解する熟慮分析型スタイルはフレームの特徴における
系列パターンに左右されず理解できる傾向があると考えられる．また試行錯誤型スタ
イルは逆説の論理で物事を考えるのが得意であるため，逆向型においても理解度確認
テストの得点は減少しなかった．
6.3 考察
以上を踏まえて，効果的コンテンツの構成について述べる．フレームの特徴の観点
では，文章の例として図を呈示し，その後文章の内容を補充もしくは凝縮するという
順序型が最も効果的であるという知見を見出した．また，螺旋型は最も理解を妨げる
ということもわかった．個人差要因の学習スタイルとの関係をみると，熟慮型スタイ
ルの学習者にとっては，フレームの特徴のパターン違いが理解に及ぼす影響が低かっ
た．同様に，試行錯誤型スタイルは順向型と逆向型のテスト結果に有意差がみられず，
このスタイルの学習者は順序の方向性に左右されずに理解できることが示唆された．

92.3
※N = サンプル数

6．コンテンツの系列パターンと学習スタイルの関係
コンテンツの有効性を検討するために，5.1 節で分類したフレームの特徴による系
列パターンに対して学習者の理解度を検討した．各パターンにおける学習者の理解度
確認テストの結果を比較分析し，コンテンツの有効性を検討した．さらに，コンテン
ツの系列パターンと学習スタイルの関係を明らかにした．
6.1 フレームの特徴による系列パターンの学習効果
抽出した順向型，逆向型，螺旋型に対する理解度確認テストの結果を比較分析した．
平均点の高い順に述べると，順向型(87.2 点)＞逆向型(63.8 点)＞螺旋型(52.3 点)であっ
た．1 要因 3 水準の分散分析を行った結果，有意な差がみられた（F
（2,23）=49.4，p<.05）．
次に，学習スタイル群ごとに同様の比較分析を行った（表 5）．その結果，試行錯誤
型スタイルを除いた 3 つの学習スタイル群が一致して，順向型＞逆向型＞螺旋型の順
に学習効果があった．系列パターンにおける平均点を比較すると，学習スタイル群の
違いによって，効果に差異が生じた．独立分散型スタイルと熟慮分析型スタイルは，
逆向型と螺旋型と比較して順向型の平均点が高かった．それに対して内観思考型スタ
イルは順向型と逆向型に差がみられなかった．フレームの特徴による系列パターンの
順序性は，短い期間にまとめて学習する学習行動特性群に効果的であると考えられる．
また順序性の難易度が不規則に提示される螺旋型は，全てのコンテンツを履修した学
習者にとって理解を低下させることも考えられる．当該コンテンツは，順向型が効果
的であるといえる．

7．おわりに
本研究では，e-Learning コンテンツの最小単位であるフレームに着眼し，図と文章
の意味的関係性を中心としてコンテンツの特徴抽出法と分析手法を提案した．図の特
徴，図と文章の意味的関係性を分類し，コンテンツ特徴チャートを設計した．このコ
ンテンツ特徴チャートを利用し，
“フレームの特徴による系列パターン”を抽出する方
法を提案した．先行研究のコンテンツ分析手法と比較すると，本研究のコンテンツ分
析手法は，図と文章のシナジー効果を期待した認知意味論からの定性的アプローチで
ある．また，特に，図や表を多く用いる情報技術・情報リテラシ系講義のコンテンツ
に有効であると考えられる．
本研究では，提案した分析手法を用いてコンテンツを分析し，
「順向型」，
「逆向型」，
「螺旋型」の 3 つの系列パターンが抽出された．一方，学習者の学習スタイルを分析
すると，
「独立分析型」，
「熟慮分析型」，
「試行錯誤型」，
「内観思考型」に分類すること
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ができた．これらの学習スタイル群に対する理解度確認テストの結果とコンテンツの
構造との関係を分析した．その結果，フレームの特徴は，順向型＞逆向型＞螺旋型の
順に効果があった．特に，順序性を有するパターン（順向型と逆向型）と順不同に提
示される螺旋型との間に有意な差がみられた．
本研究で提案したコンテンツ特徴抽出のための定性的分析法は，学習者からみた理
解のしやすさの展開を評価する手法として有効である．本分析手法は，ケーススタデ
ィとして，実際に開発・利用されたコンテンツの特徴抽出とその有効性を検討するた
めの手段である．コンテンツ特徴抽出の結果や，コンテンツの構造と学習効果の関係
性の結果は，コンテンツ作成者にとって，セルフレビューイングの手段として位置づ
けられる．
今後の課題として，学習者の個人差（学習スタイル）や学習行動特性に対応したフ
レーム構成とその系列化を自動的に展開するオーサリングツールの開発へ指針を提供
することを検討している．

付録
付録 A.1

予備調査 1 における部分順位結合法の分析結果

付録 A.2

予備調査 2 における部分順位結合法の分析結果
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