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講義中の反応に基づく説明方法と教材の改善
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日本の大学では大人数の学生に対して教員 1 人が講義を行う形式が多くとられてい
る．日本の学生は，大勢の人々がいるまえでは質問しにくいと感じることが多いので，
教員に質問できない状況に陥りやすい．よって，教員が講義中に学生の理解度を判断
することは難しい．学生と教員の間でコミュニケーションがとりくにいことが教材の
改善を困難にしている．そのため日本の大学では教員からの一方向教育となり，これ
が理解に行き詰まる学生を減らせない 1 つの原因となっている．本論文では，双方向
教育を実現するため，講義中に教え方を修正し講義後に教材を改善するという，2 つ
のフェーズに分けた講義支援を提案する．講義中のフェーズにおいては，教員の説明
に対する学生の反応を獲得し，講義中の学生の理解度を学生と教員との間で互いに共
有する．講義後のフェーズにおいては，講義中に取得した学生の学習項目別の理解度
と学習項目間の依存関係を考慮し，学生の理解困難箇所を特定し教員に提供する．本
手法の講義中のフェーズにおける講義支援を大人数講義に適用した結果，適用しない
クラスに比べ試験の平均正答率が 50 点満点中 2.22 点向上した．また，大学生 5 人
に対し講義を行い，学生に理解に行き詰まった内容に対するアンケートを実施したと
ころ，理解困難に陥る原因は，理解困難に陥ったときに学習していた項目の依存知識
と相関することが判明した．

teaching faculty. The proposed method consists of two phases. In the ﬁrst
phase, a teacher can acquire students’ responses. Students and the teacher
share students’ understanding levels from the responses during a lecture. The
other phase identiﬁes diﬃcult learning items from dependency among learning
items. The method identiﬁes diﬃcult learning items from acquired student understanding level during the lecture and the dependency to improve learning
materials after the lecture. We applied our method to actual classes which
consist of many students during a lecture. The student examination scores in
the class to which our method is applied have been superior to that in a class
without our method by 2.22 point. A veriﬁcation experiment has proven that
we should consider the dependency among learning items as a possible cause of
diﬃculties to understand learning items.

1. は じ め に
現在の大学における講義では，1 人の教員が 1 度に大多数の学生を相手に講義を行う形式
がとられている．日本の学生は，大勢の人々がいる状況では質問しにくいと感じることが多
い．そのため，1 対多の講義形式では学生が教員に質問できない状況に陥りやすい．学生が
講義に対する理解度を教員に伝えることは，教員が学生の理解度をふまえて講義を進めるう
えで不可欠である．しかし，学生が反応を示さない日本においては，教員が講義中に学生の
理解度を判断するのは難しい．一方，学生の理解度に応じて，講義ノートや配布資料などの
教材を改善することも重要である．しかし，学生と教員の間でコミュニケーションがとりく
にいことが教材の改善を困難にしている．学生が講義中に示す反応に応じて教員が講義中の
説明方法を修正し，講義後に教材を改善する双方向教育が望まれているが，その実現は容易

Improvement of Lecture and Materials
Based on Response from Students
Yoshiya Okui,†1 Fumiko Harada,†2
Hideyuki Takada†2 and Hiromitsu Shimakawa†2
In many classes of universities in Japan, a teacher gives a lecture to a lot of
students. Japanese students would hesitate to ask questions in front of many
people. It is diﬃcult for a teacher to judge the understanding level of each
student during a lecture. Therefore, the teacher is not able even to improve his
approach to teaching and the teaching materials according to the understanding level of students. This paper proposes a method for teachers to improve
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ではない．
講義支援を目的とした研究は数多く行われている．講義形式を改良することで学生と教員
間のコミュニケーションを促進する研究がある2),4),8),11) ．しかし，これらの研究では教員
への負担が大きいものや，適用できる講義や学生の知識水準に制限があり，学生の理解度
を把握し講義や教材を改善する双方向講義を容易には実現できない．これらの研究以外に
も，理解困難箇所を特定することで教材を改善し，理解に行き詰まる学生を減らす研究があ
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る7),13) ．しかし，学生の理解度はテストからしか把握できないため，理解困難箇所を講義
中に把握することができない．これでは，講義後に教材を改善することはできても，講義中

2. 講 義 支 援
2.1 日本における講義の特色

に教え方を修正できない．
本来，講義中に教員が学生の理解困難箇所を明確に把握し，その場で的確に原因に対処す

日本の大学では，1 人の教員が大人数の学生に対していっせいに講義を行う形式がとられ

ることが望ましい．しかし，上述したとおり講義中に教員が学生の理解困難箇所を把握する

ている．日本の学生はこのような大勢の人々がいる状況で質問することをためらいがちで

ことは難しい．たとえ教員が理解困難箇所を講義中その場で把握できても，どの時点で処

ある．なぜなら，日本人は大勢の人々がいる中で質問することを恥ずかしいと感じる場合が

置すべきかを判断しにくく，また，どのように対処すべきかを考える時間的余裕も少ない．

多いからである．また，自分が質問することによって，他の人々に迷惑がかかるのではない

本研究では，これらの点をふまえ，講義中に説明方法を修正し講義後に教材を改善するとい

かと日本の学生は心配する．さらに，日本における文化背景として，目上の人に対して「分

う，2 つのフェーズに分けた講義支援を実現する．本手法の特徴を以下に示す．

からない」という反応を示すのは無礼といった暗黙の認識がある．このように，日本の学生

• 講義中には学生の大まかな理解度を学生と教員で共有し，学生・教員間での双方向コ
ミュニケーションを促進する．

は分からない点を質問できない状況に陥りやすい．学生が講義に対する理解度を教員に伝
えることは，学生の理解を確認しながら教員が講義を進めるうえで不可欠である．しかし，

• 講義後には，学生が理解に行き詰まっている学習内容を特定し，教員が教材を改善する
うえで判断材料とする理解困難箇所を提供する．
本手法では，講義中，学生は PDA 上に実装されたボタン端末を用い自らの理解度を示す．

学生が反応を示さない日本においては，学生が講義内容を理解できているかを教員が講義中
に判断するのは難しい．
一方，学生の理解度に応じて，講義ノートや配布資料などの教材を改善することも重要で

各学生が示した理解度を集計し，学生の理解状況を示す理解度グラフを教員と学生の双方に

ある．教員は学生の理解度を把握するため，講義中に小テストなどを行う．講義にその結果

実時間で表示する．この理解度グラフはつねに最新の情報に更新される．これにより，教員

をすぐに反映することはできないが，現在，講義を受けている学生からの反応は同じ講義を

と学生は講義で説明している学習項目に対する学生の理解度を共有する．

受講する次世代の学生のために教材に反映されるべきである．採点を行い結果を集計しなけ

一般的に学生が理解に行き詰まる原因として，教員の説明内容と前提知識の関連性，そし

れば学生の理解度を把握することができないため，教員の負担が増えてしまう．もし，講義

て前提知識からの導出方法を理解できていないことが多い．そのため，各人の理解困難箇所

中に教材の問題箇所が明らかになれば，それを改善することは教員にとって難しくはない．

を同定するためには，学習項目間の依存関係を考慮し，学習項目別に理解度を取得する必要

しかし，学生と教員の間でコミュニケーションがとりくにい日本の大学においては学生の理

がある．これを実現するため，本手法では，講義中に学生と教員は学習項目間の依存関係を

解度に応じて教材を改善することは難しい．

表す図を共有し，学生はこの図を見ることで現在の学習内容を確認しながら，ボタン端末を

以上の状況から，日本の大学では教員が教えた内容に対する理解度を学生が教員に伝え，

用いて理解度を示す．講義後，取得した学習項目別の理解度と学習項目間の依存関係から理

それに応じて教員が講義中に説明方法を修正し，講義後に教材を改善する双方向教育を実現

解困難箇所を同定する．

することが困難である．

理解度共有手法を，大人数講義に実適用し，その効果を受講者に対するアンケート・試験

2.2 レスポンス・アナライザ

の出来具合により調べた．その結果，大半の学生が本手法を支持し，本手法が試験結果を向

文献 1) が示すように，講義中に学生から教員への反応を実時間で取得することは，学生

上させていることが分かった．また，理解困難に陥る原因は学習項目間の依存関係に関与す

と教員間のコミュニケーションを増大するうえで有効である．藤田らは授業中の学生からの

るかを検証するため，大学生 5 人に対し講義を行い，理解に行き詰まった内容に対するアン

反応を収集するための機器をレスポンス・アナライザ（以後，RA）5) と呼んだ．

ケートを受講生に実施した．その結果，理解に行き詰まった原因の重要なものとして学習項
目間の依存関係が位置づけられることが分かった．

RA を実現するためには各学生に反応を示すための機器を配布し，反応の全体の集計を教
員と学生の双方に，もしくは，質問への回答の正否を各学生に示すための仕組みを構築す
ることが重要である．学生は自らの理解が正しいことを確認できるので，学習の強化が実
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現できる．教員は，理解度を自らの指導法への評価ととらえ指導技術を向上させ，さらに，

は論じられていない．
一方，RA を使わずに指導法や教材の改善に取り組んでいる研究もある．文献 2) では学

講義後に教材を改善できる．

RA が収集した反応を，個々の学習者の反応の時刻を示したログとして記録するのか，個

生は講義中に小型計算機上に表示された講義資料に向かって直接質問できる．教員は学生が

別の反応を集計し集団の反応のログとして記録するのかでは意味合いが異なる．双方とも指

講義のどの部分に対して質問をしているのかを明確に把握できる．しかし，その反応を示

導方法と教材の改善には使えるが，前者がなければ個人の学習プロセスのモニタリングには

している人数を教員は把握できずどのような対処をとるべきか判断しにくい．また学生は

使えない．しかし，前者は個人情報であるので，その使用には本人の了解が必要となる．

それぞれ任意のタイミングで質問をするので，教員は関連する単元ごとに質問内容をまと

藤田らは，測定対象を学生の理解度と指導方法に二分し，測定方式を学生が質問に対して
答える方式と随時反応を示す方式に二分したうえで，その利用方法を考察している．

RA を用いた講義改善方法は，そのほとんどが教員の質問に対する学生の反応を分析する
5)

が各自の携帯電話から自分の意見や質問文を教員に伝えることを可能にしている．しかし，
携帯電話での文字列入力は手間であり，学生は考えを伝えるさいに時間を要してしまう．そ

は，学生に RA を用いて質問に答えさせ，学

のため，時間的余裕がある講義でなければ適用することはできない．文献 4) では講義中に

生の理解度を集団応答曲線を用いて測定する方法を論じている．この方法は教員があらかじ

学生が，その研究で作成されたツールから教員に考えを伝える．しかし，理解に行き詰まる

め用意した質問に対する正答率と回答にかかる時間を使って学生の理解度を推定し，その結

学生は何が分からないかを把握できないことが多く，考えを伝えることができない．これら

果から指導法を改善しようとする手法である．この方法は，正答率や回答時間という定量的

の研究以外にも，理解困難箇所を特定することで教材を改善し，理解に行き詰まる学生を減

指標を使えるが，教員が用意した質問の部分にしか改善が図れない．教員が教えている任意

らす研究がある．文献 7) では学習項目別に理解度を数値化し，学習者個人ごとに適合した

の項目に対する理解度を学生が随時に RA を使って示すことは，任意の項目を改善できる

カリキュラムを提供できる．しかし，学習者の理解度はテストからしか把握できないため，

ものである．たとえば，藤田ら

と Sato

11)

め解説するのが難しく，教員に相当な負担がかかってしまう．文献 8) では，講義中に学生

点で望ましいが，指導法や教材のどの部分をどう改善するかを RA を用いた反応だけで同

理解困難箇所を講義中に把握することができない．文献 13) では学習項目間の関係の強さ

定するのは難しい．

を BayesianNetwork によって表現する．そしてテストを行うことによって，学生の誤答か

2.3 既 存 研 究

ら学生の理解困難箇所を特定することができる．しかし，テスト構成に時間がかかるという

講義支援を目的とした研究は数多く行われている．

問題がある．さらに扱える学習項目数に限界があるという問題もある．また文献 7) と同様

RA を用いた研究として，2.2 節で述べた方法以外に，学生からの回答を RA を用いて収

で，学習者の理解度はテストからしか把握できないため，理解困難箇所を講義中に把握する

集し，それに応じて教員が授業進行を適正化することを支援する研究が行われている．文

ことができない．これでは，講義後に教材を改善することはできても，講義中に指導法を修

献 6) では，演習での回答数の時間的推移に対応した授業進行を知識ベースを使って支援し

正できない．改善された教材の恩恵を受けるのは，同じ講義を受講する次世代の学生からと

ている．文献 14) では，遠隔授業における質問への回答数の時間的推移を集団応答曲線を

なる．

使って視覚化し，教員の授業進行における意志決定を支援している．遠隔授業での学生と

このように，講義を改善するための既存研究は，学生が素直な理解度を講義中に手軽に表

教員との双方向コミュニケーションが RA により強化されることについては文献 9)，10)，

現できる手段を提供していない．RA を用いれば，これを実現できる可能性があるが，教員

15) においても示されている．これらはすべて，教員が発した質問に対する学生の回答から

の説明内容に対する理解度を学生が随時表現できるようにしなければ，任意の学習項目を改

授業進行を教員が適正化することを支援するものである．学生が随時に示した任意の学習

善の対象とすることができない．

項目に対する理解度から授業進行を適正化したり，教材を改善することには触れていない．
唯一，文献 9) においては，授業中に使用されるスライドごとに学習者が理解度を示し，そ

3. 双方向教育を実現する講義支援

の応答を教員が確認しつつ授業を進めることが示されている．しかし，学生から示される理

3.1 2 つのフェーズにおける講義支援

解度が低いとき，どのように講義を改善したらよいかという問題を解くための支援について

本来，講義中に教員が学生の理解困難箇所を明確に把握し，即座にそして的確にその原因
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図 1 講義支援の 2 つのフェーズ
Fig. 1 Two phases of the lecture supporting.

に対する処置を行うことが望ましい．しかし，2.1 節に述べたように講義中に教員が学生の

図 2 理解度共有手法を用いた講義
Fig. 2 The schema of the method for sharing understanding levels.

理解困難箇所を把握することは難しい．たとえ，教員が理解困難箇所を講義中その場で把握
できても対処方法を考える時間的余裕は少ない．また，教員は理解困難箇所をどの時点で教
えなおすべきか，判断しにくいという問題もある．本研究では，これらの点をふまえ，図 1

が説明している学習項目に対する理解度を提示すれば，教員は説明方法を修正でき，

に示すように講義中に教え方を修正し講義後に教材を改善するという，2 つのフェーズに分

学生は他の学生の反応から理解の強化5) を実現できる．しかし，細かく大量の情報

けた講義支援を実現する．

を提供することは教員が教えることを妨げ，学生の集中力を奪う．

本研究では，講義中に，学生の大まかな理解度を学生と教員で共有する手法を提供する．

(2)

講義中は，だれがどの反応を示しているかが不明な状態で学生同士，学生と教員が理

講義後には，学生が理解に行き詰まっている学習内容を特定し，教員が講義改善を行ううえ

解度を共有する一方，講義後は個々の学生の理解の過程が把握できなければならない．

で判断材料とする理解困難箇所を提示する．理解度共有手法の概要を図 2 に示す．本手法で

だれがどの反応を示しいるかが分からない方式をアノニマス方式と呼ぶことにする．

は，無線通信機能を持った PDA 上に，理解度と知識の新規性の 2 軸で分類された 4 種類の

講義中の理解度公開がアノニマス方式でないと，学生は自らの理解度を正直に示すこ

ボタンを持つボタン端末を実装する．各学生は講義中に教員の説明に対する反応を，PDA

とをためらう．これでは，教員の適切な説明方法の修正は望めない．一方，講義後に

上に表示されたボタンを押下して随時示す．個々の学生の反応が転送された教室内のサーバ

教材を改善するためには各学生の反応からその理解過程を同定し，教材の理解しにく

はこれらを記録しながら集計し，理解度グラフを作成する．この理解度グラフはつねに更新
され，サーバに接続されたプロジェクタを使い教室内の大型スクリーンに投影される．これ

い点を明らかにする必要がある．

(3)

スクリーンに投影されている理解度がどの学習項目に対するものかの認識が，教員と

により，その場での教員の説明に対する学生の理解状況が教員と学生の双方に実時間で公開

学生，学生同士で一致していなければならない．そうでなければ，理解度が高い部分

される．この理解度の共有手法は学生が随時反応を示す RA に相当する．学生が随時示す

と低い学習項目を特定できない．

反応をもとに教員が，講義中に説明方法を修正し，講義後に教材を改善できるように本研究

本研究では，( 1 ) を実現するうえで，反応曲線の提示はせず，現在の説明項目に対する理

では以下の目的を達成する．

解度と，これを教員が講義のために見落とした場合の補助手段として過去しばらくの理解度

(1)

を区別して表示している．

講義中には必要にして十分な情報を教員と学生の双方に提示すべきである．現在教員
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( 2 ) について，各学生の反応は，そのつど，学生の識別子，時刻印とともに学生ごとの反
応履歴としてサーバに記録される．各学生の反応履歴により，その学生の理解の過程が追跡
できる．一方，反応は講義中にアノニマス方式で公開されるため，1 人の学生がしきりに 1
つの反応を示し，それがクラス全体の反応として公開される恐れがある．よって，1 秒ごと
に各反応を示した学生数が計算され公開される．

( 3 ) を達成するため，講義中の任意の時点でどの学習項目が説明されているのかがスク
リーン上に公開され，記録される手段を提供する．説明された学習項目が任意の時点で同定
できるので，反応履歴とつきあわせることにより，どの学生がどの時点でどの説明項目に対
してどのような反応を示しているかが分かる．よって各学生の理解過程を明らかにすること
ができる．説明中の学習項目とそれへの反応を公開・記録することにより，講義中に教員が
説明方法を修正することができるだけでなく，講義後に多くの学生が理解に苦しむ部分を特
定し，教材の改善を促進することができる．

3.2 講義中での説明法修正
スクリーン上に公開された理解度グラフにより学生と教員が学生の理解度を共有する．本
手法を用いることにより，学生の講義に対する考え方を改善することができる．学生はボタ

図 3 ボタン端末
Fig. 3 The button terminal.

ンを押すさいに自分自身の理解度を省みる．また，学生は理解度グラフを見ることで自分の
理解度をまわりの学生の理解度と比較する．そのため，学生はより講義に集中し熱心に教員

知識が増えた，
「へぇ〜」ボタンはすでに知っていた内容を再認識した，
「ちょっと待った！」

の説明を聞くようになる．また，教員は学生の反応を知ることによって学生の視点で講義を

ボタンは自分の知識と教員の説明が食い違っている，「わかんねー」ボタンは新しい内容を

進める．これにより，学生の参加意欲を高めることができる．さらに本手法では学生の理解

理解できていないという意味を示す．このようなボタンの意味の分け方をすることによっ

度を集計しアノニマス方式で教員に伝えるので，たとえ「分からない」というボタンを押し

て，教員は学生が理解できていないときの対処を変えることができる．「ガッテン！」ボタ

ても，教員に対する学生個人からの批判にはならない．よって，学生は気後れすることなく

ンを多くの学生が押しているときは，教員の説明で新しい知識が増えたことを学生が認めて

理解度を示せる．

いることになる．「へぇ〜」ボタンが多く押されているときは，学生の知っていることを教

この理解度共有を実現するうえで学生の理解度の表現方法は重要である．本手法で用いる

員が別の説明で再認識させたことを意味する．上記 2 つのボタンが押されたときは，教員

ボタン端末を図 3 に示す．このボタン端末では，学生が講義を聞くことのさまたげとなら

の説明に対する評価は肯定的であり，教員は講義をそのまま進めてよいことになる．学生が

ないよう，ボタンの数が 4 種類に限定され，教員から受けた説明への反応を示すことがで

「ちょっと待った！」ボタンを多く押しているときは，学生の理解と教員の説明が食い違っ
ていることが分かる．この場合は，どのように考えが食い違っているのかを講義中に知るこ

きる．
学生はボタンを押すことで教員へ求めている対処を知らせることができる．図 3 に示すよ

とは難しいので，講義後に質問を受け付けるという対処を行う．「わかんねー」ボタンを多

うに本端末では，水平方向に理解の度合い，垂直方向に説明内容の新規性の 2 軸を設け，説

くの学生が押しているときは，現在教員が説明している，新しい分野の内容が学生に理解さ

明内容の新規性別に理解できたかどうかで区別することで，教員に求める対処の意味を明確

れていないので，教員は別の方法でもう 1 度説明しなおすといった対処を行うべきである．

にする．ボタン端末は学生が自らの感想を素直に表現できるように，
「ガッテン！」
，
「へぇ〜」
，
「ガッテン！」ボタンは新しい
「ちょっと待った！」，
「わかんねー」の 4 つのボタンを持つ．
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図 5 理解における依存関係の例
Fig. 5 An example of the understanding dependency.

学習項目 B の引き算を行える回路の知識と C のすべてのビットが 0 であることを判定でき
る回路の知識が必要である．しかし，これだけでは A を理解するまでには至らない．B と

C の事実から A の事実を理解する過程を説明する接合知識が必要である．A，B，C といっ
図 4 理解度グラフ
Fig. 4 The understanding level graph.

た事実である学習項目は宣言的知識，その事実を理解するのに必要である過程を説明する接
合知識は手続き的知識である3) ．

3.4 講義後分析による理解困難箇所同定
積算した数が濃い色で表示され，過去 10 秒間にわたり積算した数が淡い色で表示される．

一般的に学生が理解に行き詰まるときには，教員の説明内容と前提知識の関連性，および

これにより，教員は現在説明している内容への学生からの反応を濃い色の表示で知ることが

前者を後者からどのように導出するかを理解できていないことが多い．そのため，理解困難

でき，たとえそれを見落としても淡い色の表示が見落とした反応を教員に知らせる．棒グラ

箇所の同定のためには，学習項目間の依存関係を考慮し，学習項目別に理解度を取得する必

フは必要十分な情報を伝えるので，教員は，教えることを妨げられることなく学生の反応を

要がある．学習項目別に理解度を取得するには，学生がどの学習項目に対してどの理解度を

知ることができる．

示しているのかを，明確にする必要がある．これを実現するため，本手法では，教員は講義

3.3 学習項目間の依存関係

内容から学習項目を抽出し，理解における学習項目の依存関係を図式化する．また，講義

講義内容には学ぶべき学習項目が複数存在する．これらの学習項目間には依存関係が存在

資料がどの学習項目の説明であるか分かるよう，教員は講義資料と学習項目を対応付けてお

する．ある学習項目を理解するには，その学習項目が依存している学習項目を理解しておく

く．本手法では，説明中の講義資料が対応する学習項目が依存関係図上で強調表示され，学

必要がある．本論文では，ある学習項目が依存している学習項目をある学習項目に対する前

生と教員は講義中に講義資料，理解度グラフ，依存関係図を共有する．図 6 の上部に講義

提知識と呼ぶ．また，ある学習項目を理解するには，前提知識だけでなく，前提知識からそ

でのこれらの用途を示す．同図下部の写真映像は，左のスクリーンに講義資料が投影され，

の学習項目を導き出す手順を説明した知識が必要になる．本論文では，この知識を接合知識

理解度グラフ，依存関係図が右のスクリーンに投影されている様子を示す．講義資料が新し

と呼ぶ．すなわち，ある学習項目を理解するには，その項目に対する前提知識かつ学習項目

いものに更新されれば，学習項目の強調表示部分も同期して更新される．

間の接合知識を理解しておかなければならない．図 5 において楕円は学習項目を，矢印は

本手法は学生と教員の双方に利益をもたらす．学生は現在の説明内容がどの学習項目に関

接合知識を示している．学習項目 A は B と C に依存している．また B，C は A の前提知

連しているかを把握することができる．また，理解に行き詰まる学生は何が分からないのか

識である．A を理解するのに必要なのは，前提知識 B，C と，B と C から A を導出する知

自体分からないことが多いが，本手法により自身の理解困難箇所がどの学習項目の範囲に

識である．

あるのかを認識できる．学生が随時示す，任意の学習項目への理解度を教員は把握できるよ

図 5 は計算機アーキテクチャにおける学習内容の例で，学習項目 A は 2 つのレジスタの

うになる．これにより教材を改善できる．本来なら，教員は 1 つの学習項目に対し学生が

値が等しいかはこれらの引き算で判定可能であるという知識である．これを理解するには

理解できるまで説明しなおすことが望ましい．しかし進捗の都合上，学生が理解できてい
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図 7 理解困難箇所同定
Fig. 7 Identiﬁcation of diﬃcult learning items.

考えられる．理解困難箇所同定の例を図 7 に示す．ある学生の講義中の学習項目別の理解
度を図 7 の左側に示している．この学生は学習項目 G，H，I で教員の説明に対しボタン端
末を使い否定の意を表しているとする．まず，理解困難項目を把握するため，否定の意を表
した学習項目の前提知識の理解度を確認する．この学生は学習項目 I の前提知識である学習
項目 G に対し，否定の意を表している．一方，学習項目 H の前提知識 D，B，さらに G 以
外の I の前提知識 E，F については肯定の意を現している．同様に，学習項目 G の前提知
識である学習項目 B，C では教員の説明に対し肯定の意を表している．よって，理解に行き
図 6 依存関係図を用いた講義（用途と写真）
Fig. 6 Lecture with dependency graph (usage and image).

詰まる原因は学習項目 G に関連していると考えられるので，学習項目 G は理解困難項目で
ある．これにより，理解困難箇所は接合知識 G ← B，G ← C と同定できる．また，学習項
目 G を理解できない理由に，G と関連がある新たな前提知識の説明不足も考えられる．こ

ない状態であっても次の学習項目に説明を進めざるをえない場合がある．本手法を使えば，

の場合，依存関係図に学習項目 G の前提知識を追加する必要がある．前提知識の追加は教

理解できていない状態にある学習項目と関連がある学習項目の理解度を講義後に調べるこ

員の考察により実施される．学習項目 H に対しても同様な手順を踏むことで，図 7 の右側

とにより，これらの学習項目間の接合知識の理解状況を把握でき，理解困難箇所の同定が可

に示すような理解困難箇所同定図を完成することができる．

能となる．これにより，たとえ理解できていないまま説明を進めても，同定された理解困難
箇所を次回の講義時に説明しなおすなどの対処をとれる．
教員は講義後に，学生ごとに学習項目別の理解度を調べ，学生ごとに理解できていない学
習項目を把握する．次に理解できていない学習項目の前提知識となる学習項目の理解状況
を確認する．もし，理解できていない前提知識があれば，それを教えなおすべきである．も
し，理解できていない学習項目の前提知識をすべて理解できていれば，この学習項目を理解

全学生の理解困難項目の特定後，学習項目別に理解困難項目と判断した数を全学生分累計
する．その累計結果の中で理解できていない学生が最も多い学習項目を全体としての理解困
難項目とする．そして，全体としての理解困難項目とその前提知識間の接合知識を理解困難
箇所と同定する．

4. 教育支援システムの実現

困難項目とする．このとき，理解困難項目とその前提知識間の接合知識が理解できていない

本システムの実装図を図 8 に示す．Tomcat 4.0.3 をアプリケーション・サーバとし，Servlet

か，もしくはこの理解困難項目を理解するには現状の前提知識以外にも必要な知識があると

で実装された Web サーバを作成し，これをボタン端末上のブラウザで閲覧する．ボタン端
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図 8 講義支援システム
Fig. 8 The lecture supporting system.

図 9 理解度グラフと依存関係図
Fig. 9 Understanding level graph and dependency graph.

末には PDA を用いる．
学生によってボタンが押されると，その学生の ID・ボタンの種類・ボタンを押した時刻
がデータベースに登録される．グラフ表示ツールはこれらの集計結果から，図 9 に示す理
解度グラフを作成する．図 9 に示すように，3 秒間の棒グラフは濃い色で表示し，10 秒間
の棒グラフは薄い色で 1 つの理解度グラフ上に重畳されて表示される．後方の席について
いる学生からも見えやすいように理解度グラフは上から下へ伸びる棒グラフで表示される．
本システムは，Microsoft 社の PowerPoint のようなプレゼンテーション・ツールを使っ
て教員が講義を進めることに対応している．講義中，スライドタイミング記録ツールを用い
て現在のスライド番号，時間をデータベースに登録する．あらかじめデータベースに登録さ
れた学習項目名・依存関係情報・講義資料と学習項目の対応情報に基づき，図 9 に示す依存
関係図を作成する．講義中，依存関係図はスクリーン上に公開される．そこでは，教員が表
示しているスライドが変わると，それに同期して，スライドに対応した学習項目の色が変わ
る．講義後，学生ごとに理解困難項目を講義中の反応から調べ，学習項目別に理解困難項目

図 10 理解困難箇所同定図
Fig. 10 Identiﬁcation map of diﬃcult learning items.

と認定された学生の人数を求める．その結果から図 10 に示す理解困難箇所同定図を作成し，
教員に提供する．この理解困難箇所同定図にはそれぞれの学習項目別に理解困難学生数を出
力する．また，理解困難項目と判断した学習項目に色をつけ，改善すべき学習項目間の接合
知識にも色をつける．これにより，教員は一目で理解困難箇所を把握することができる．
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5.2 理解困難箇所の同定手法の検証

5. 手法の評価

本研究における理解困難箇所の同定手法では，学習項目間の依存関係を用いて理解に行き

5.1 理解度共有システムによる有用性

詰まる原因を追究し，理解困難箇所を同定する．本手法の有効性を確かめるため，理解困難

5.1.1 ユーザの受容度

に陥った時点での学習項目が依存する前提知識あるいは接合知識が，理解困難に陥る原因に

2 つの 200 人程度のクラスに対し，ボタン端末による理解度共有システムを利用しても

関与しているかを検証する実験を行った．この実験のためには各人の理解過程を同定する

らった後で，選択式と自由記述の 2 つの方式からなるアンケートを実施した．選択式のアン

必要があるが，学生の理解過程は成績評価につながる個人情報である．多数の学生からな

ケートの結果，受講者の 75%以上が本システムは必要であると回答した．また，講義につ

る実際の授業でこの実験を実施すると，実験内容が成績評価につながるので，他の学生の

いての自由記述式アンケートには 122 人の学生が回答した．回答者のうち 80%が本システ

反応を理解度グラフを見ながら実験を進める被験者は，まわりの学生の理解度を気にする．

ムに対する感想を書いており，そのうちの 92%が本システムを支持した．支持意見として，

このため，ボタン端末のボタンを自らの理解度に応じて押下しない可能性がある．さらに，

学生は気軽に講義内容に対する理解度を教員にその場で示すことができること，また，自ら

本評価に必要な，理解の過程に対する中立な意見を被験者から聞き取れないことが懸念され

の理解度の表示に教員が反応してくれることにより，学生は真剣に講義を聞くようになった

る．むしろ，少数の被験者で実施した方がこの検証は他の学生の振舞いの影響を受けないと

ことがあげられる．逆に支持しない意見として，学生は講義に集中しているとボタンを押す

考えられる．そこで本実験では，大学生 5 人の有志者に対し個人情報についての理解を得

タイミングをつかみにくいことや，理解度グラフを見ない教員がグラフを見逃し学生の反応

たうえで，理解度共有システムと依存関係図を用いて講義を行うこととした．講義内容は，

を講義に反映できないことがあげられる．教員からは，その場で批判，賛同が分かるので，

大学における成績評価には無関係にするために図 10 に示したような高校数学の公式や例題

学生の理解度を把握しやすいという回答が得られた．一方，通常の講義より進捗が遅くなる

を扱うものにした．講義中，学生には自身が分からないと感じたときに何が分からないのか

という意見もあった．

を記録させた．講義後，学生に理解に行き詰まった内容に対するアンケートを実施した．

5.1.2 理解度共有の有効性の検証

アンケート意見として，理解に行き詰まるときは公式自体が分からないのではなく，なぜ

試験の出来具合から理解度共有システムを評価した．本大学で受講学生 500 人程度の講

その公式が重要なのかが分からないといった意見や，例題などでどの公式を使うべきか示し

義を，本手法を適用するクラスと適用しないクラスの 2 クラスに分け，試験結果の平均正

てほしいという意見を得た．そして，公式を学習項目とした依存関係図に原因が含まれてい

答率を比較した．本手法を適用するクラスでは有志を募り，学生 25 人に PDA を配布した．

ないという意見があった．講義中，学生に記録させた理解困難内容とその時点で学習してい

全 7 回の講義において PDA の配布者はランダムに選択した．

た項目をもとに，理解に行き詰まる原因を探った．そして原因がその学習項目の前提知識や

実験した結果，本手法を適用したクラスの平均点は 50 点満点中 22.02 点，本手法を適用

接合知識の不理解に関係するかを調査した．その結果を図 11 に示す．

しなかったクラスでは 19.80 点であった．本手法を適用する場合は，適用しない場合に比べ

理解に行き詰まる原因のうち 48%が，図中，case A の「依存する知識」に対する理解の

て 2.22 点平均点が向上していた．理解度共有システムには学生の理解を向上させる効果が

低さに起因するものであった．原因となる知識が依存関係図に存在するが，教員が説明を省

あると我々は考えている．

略したため理解に行き詰まった case B の割合は全体の 24%であった．一方，原因となる知

理解度共有システムを講義に導入することによって，大まかな学生の理解度を教員と共有

識は学習項目に関連しているが，依存関係図に載っておらず説明されていないため理解に行

することができた．これにより，学生・教員間で双方向コミュニケーションを促進すること

き詰まった case C の割合は全体の 14%であった．最後に，原因がまったく依存関係に関与

ができ，理解に行き詰まる学生を減らすことができた．また，学生が教員の説明を真剣に聞

しないものは，図中，case D の場合で，全体の 14%であった．

くようになるなどの学生の講義に対する意識を改革する効果が見られた．実際に試験の出

理解に行き詰まった内容が，その時点で学習していた項目の前提知識や接合知識に関与し

来具合からも，本システムには学生の理解の向上や意識の改善の効果があることが証明さ

ていたかを学生に 5 段階評価で回答させた結果，平均評価は 2.6 であった．アンケート結果

れた．

が振るわなかった理由をアンケートの自由記述より考察する．今回の実験に用いた講義内容
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れをなぜ学習しなければならないかの動機付けを与えるものであり，応用例は学習項目を利
用するための知識である．後者 2 つは，学習項目そのものの説明の主要な要素である．今回
の実験において存在意義と応用例の説明が少ないために学習項目を学生が理解できなかった
といえる．3.4 節の議論に従えば，依存関係図上の，理解が困難であった学習項目のすべて
の前提知識に対し学生が肯定的反応を示していた場合，接合知識の説明不足か，依存関係
図に現れていない前提知識の存在が理解できないことの原因となる．しかし，本実験によ
り学習項目の存在意義や応用例の説明不足も原因として考えられることが明らかになった．
図 11 理解に行き詰まる原因と依存関係の関与率
Fig. 11 The relationship between the factors to prevent understanding and the dependency.

は高校数学であり，学習項目を公式に対する知識とし，依存関係図を公式間の依存関係とし

これらの原因を区別できるようにボタン端末のボタンを工夫することにより，教員の教材改
良に貢献できると考えられる．

6. お わ り に

て作成した．講義中，公式間の接合知識は説明したが，公式の存在意義やどのような場面で

本論文では，理解に行き詰まる学生を減らすことを目的に，講義中に教え方を修正し講義

利用するべきかなどといった知識は説明しなかった．そのため，アンケート意見のように依

後に教材を改善する双方向教育を実現するため，2 つのフェーズに分けた講義支援を提案し

存関係図に原因が含まれていないという結論に至ったと考えられる．

た．本手法では，講義中には，学生の大まかな理解度を学生と教員で共有し，学生・教員間

今回の実験結果では，理解に行き詰まる原因が，学習項目間の依存関係に関与するとはい
い難い．しかし，この結果をふまえ知識の説明を省略しなければ，原因の 86%が依存関係
に関与していたといえる．理解困難箇所を同定するうえで，学習項目間の依存関係は重要な

定し，教員が教材を改善するうえで判断材料とする理解困難箇所を提供する．
双方向教育を実現する教育支援システムを実装し，その一部である理解度共有システムを
実講義に適用した結果，学生の大半が本システムを支持した．支持意見から，本システム

指標であるといえる．

5.3 議

での双方向コミュニケーションを促進する．講義後には，学生の理解に行き詰まる原因を特

論

には講義に対する学生の意識を改善し，学習意欲の向上を促進する効果があることが分かっ

5.2 節で述べた実験を行うさい，今回は教員が学習項目の抽出，依存関係の作成，資料と

た．また，本手法を適用するクラスと適用しないクラスの 2 クラスに分け，試験結果の平均

学習項目の対応付けを行った．教員からは作成負担が大きいという感想があった．このよう

正答率を比較した結果から，理解度共有システムには学生の理解を向上させる効果があると

な一連の準備を行うさい，学習計画支援手法を利用すれば負担が減ると考えられる．学習計

考えられる．

画支援手法の 1 つとして，教育工学分野では教材構造分析のためのテスト理論が提案され
ている12) ．これにより実験的に項目間の依存関係を作成することができる．

5.2 節で述べた実験結果によると，学生が学習項目を理解するには以下が必要であると考
えられる．

かし，学生が学習項目を理解するには，前提知識・接合知識だけでなく，学習項目の存在意
義・学習項目の応用例が必要であることも明らかになった．

• 前提知識

今後は，理解に行き詰まる原因が前提知識・接合知識であるか学習項目の存在意義・学習

• 接合知識

項目の応用例であるかを区別できるように，ボタン端末のボタンを工夫する予定である．

• 学習項目の存在意義

参

• 学習項目の応用例
前提知識と接合知識は学習項目を導出するために必要であるが，学習項目の存在意義はそ
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