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1. はじめに 
近年，学校の授業や企業研修においてさまざまな e

ラーニングが導入されている．多くの e ラーニングは

自学自習のため，学習内容の選択，学習方法の選択，

自己評価といった自己管理学習スキルが必要になる 1)．

そこで，e ラーニングシステム側から自己管理学習を

支援する工夫が重要となる． 
本研究では，特に学習内容の選択を支援することを

目的に，課題分析図に基づく e ラーニングシステムを

開発した． 初の題材として基本情報技術者試験を取

り上げたが， 終的には様々な教材を登録できる教材

シェル化を目指している． 
課題分析とは，教材のゴールとして設定した学習目

標を習得するために必要な要素とその関係を明らかに

する方法である 2)．課題分析の結果を図示したものを

課題分析図と呼ぶ．課題分析の手法は学習課題に応じ

て異なるが，今回の題材では主として知的技能を扱う

ため，階層分析手法を用いた． 

2. 先行研究 
課題分析図を用いた教材として，上田のヨット戦術

Web 教材 3)がある．上田は階層分析図を提示すること

で，学習者が全体を把握しながら基礎から順を追った

学習ができること，また各学習項目の関連などが認識

できることを狙った．この教材は，選択できる学習項

目が制御されており，下位の学習項目をすべて合格し

た後でないと，上位の学習項目が選択できない．よっ

て，学習内容に関して初心者ではなかった場合には，

学習順序を制御しないほうがよいと考えられる．また，

ヨット戦術に限定した教材なので，他の教材を登録で

きない点も課題である． 
課題分析図ではないが，学習内容の構造を示したマ

ップを教材のインタフェースとして用いたシステムと

して，TICCIT4)と TICCIT を Web 化した教材シェル 5)

がある．これらのシステムは，マップの項目が学習済

みであるか，学習するために必要な下位項目を学習し

て準備ができているかによって色分け表示されるが，

学習済みでない項目も選択することができる．また，

Web 教材シェルは，マップの作成や，教材の登録をす

ることも可能で，様々な学習分野に利用できる．

TICCIT や Web 教材シェルではマップを 3 階層に分け

ているので，広い学習範囲をカバーできている．しか

し，実際に学習をはじめるまでに少なくとも 3 回はマ

ップをクリックしなければならず，学習者にとって操

作しやすいか疑問が残る．扱う学習範囲が広い場合，

学習項目を選択するインタフェースをどのように実現

するかが課題と考えられる． 

3. システムの設計・開発 
3.1. システムの概要 
本システムは，Web 上で事前テスト，教材による学

習，事後テストを行うことができる e ラーニングシス

テムである．学習全体の制御には，先行研究を参考に

し，学習者が課題分析図を見て，全体の構造から学習

項目を選択する方式をとった． 
本システムには，あらかじめ課題分析図の構造デー

タと，図の各要素（学習項目）に対応する問題データ

が登録されている．問題データは，基本情報技術者試

験の 2006 年春期，2005 年秋期，2005 年春期から抜粋

した． 
3.2. 課題分析図インタフェース 
課題分析図インタフェースでは，学習範囲が広い場

合も対応できるように 2 階層の構造にした（図 1）． 

図 1 課題分析図インタフェース 

課題分析図は，本来矢印がないものであるが，課題

分析図を知らない学習者でも上下関係を直感的に把握

できるようにするため，矢印をつけた．さらに，操作

性を高めるために次のような機能をつけることとした． 
・ ドラッグ操作でマップを動かすことができる． 
・ 左側のスライダバーを上下するか，ホイールつ

きマウスの場合はホイールを上下することで拡

大・縮小表示できる． 
・ マップ内の学習項目をクリックすると，学習内

容（「解説」と「問題」）が表示される．このと

き，表示領域が縮小するが非表示にはならない． 
・ マップ表示領域は，いつでもサイズ変更できる． 
各学習項目は，習得状態に応じて 5 色で色分けして

表示することとした（表 1）．今回の学習課題は知的技

能であり，階層分析を行っているので，マップの下の

ほうがより基礎的で単純な学習内容である．上に進む

にしたがって，下位の学習内容も含んだ，より応用的

で複雑な学習内容となる．よって，ある学習内容が未

習得状態となった場合，上位の学習内容の問題は解け

ないとみなせるので，システム側で自動的に未修得状

態と判定することとした．同様に，ある学習内容が習

得状態となった場合，下位の学習内容も含んでいるこ

とから，システム側で自動的に修得状態と判定するこ



 

ととした．しかし，未習得状態の学習項目でも選択す

ることは出来るようになっている． 
また，次の学習項目の選択に迷ったときのために，

次のおすすめ学習項目を提案するアドバイス機能をつ

けることとした． 
 

表 1 学習項目の色 
白 未選択状態（問題に一度も解答していな

い） 
濃い赤 未習得状態 A（問題に規定数合格してい

ない状態） 
薄い赤 未習得状態 B（下位に未習得状態 A の学

習項目があるため，システムが自動的に

未修得と判定した状態） 
濃い青 習得状態 A（問題に規定数合格した状態）

薄い青 習得状態 B（上位に習得状態 A の学習項

目があるため，システムが自動的に修得

と判定した状態） 
 

3.3. 事前テスト 
事前テストとは，学習者があらかじめどの程度のス

キルや知識を持っているかを判断するために実施する

ものである．しかし学習範囲が幅広い場合，正確な事

前テストを行おうとすると問題数が多くなってしまい，

学習者の負担が大きくなる．そこで少ない問題数で苦

手分野と得意分野を大まかに把握するためには，重要

な学習項目の問題から出題すればよいと考えた．本シ

ステムでは，状態が変化した際に他の学習項目に与え

る影響が大きいものほど重要な学習項目であると考え，

影響度と名づけ，次式で算出することとした． 
影響度＝（A＋B）×（A と B の小さい方＋１） 

÷（A と B の大きい方＋１） 
A：上位の未判定学習項目数，B：下位の未判定学習項目数 

問題に正解した場合，選択した要素の下位要素はす

べて習得，不正解の場合は選択した要素の上位要素は

すべて未修得と判定する．一度判定された要素の問題

は出題されない．学習者が指定した問題数に至るか，

全ての要素が判定済みとなったら，事前テストは終了

し,図1のように色分けされた課題分析図が表示される． 
3.4. 教材 
教材画面は，1 つの学習項目について「解説」と「練

習問題」を用意した．「解説」では選択した学習項目の

解説文や図表，動画，参考となる Web サイトの URL，
書籍情報などを複数提示する．学習者は自分の好みの

資料を選択できる．「練習問題」では，選択した学習項

目の練習を行う．学習者は「解説」と「練習問題」を

自由に行き来し，学習を進める．練習問題に規定数正

解すると合格となり，課題分析図上の学習項目は習得

済みの色となる．このようにして，学習者は学習項目

の選択と，教材による学習を繰り返していく．学習が

進み，ある分野の全ての学習項目が取得済みとなった

ら事後テストを促すメッセージが表示される． 
3.5. 事後テスト 
本システムの事後テストは，特定の学習分野におい

て本当に習得したかどうかを，できるだけ正確に，少

ない出題数で把握することを目指している．そのため，

課題分析図を用いて深さ優先探索アルゴリズムを参考

にした出題制御を行った．なお，事後テストで使用さ

れる問題は，事前テスト及び練習問題で使用されてい

ない問題を優先して出題する． 

事後テスト後は，事前テスト時と同様に色分けされ

た課題分析図が表示されるので，学習者は必要に応じ

て復習を行う． 
3.6. 開発環境 
本システムの開発言語は，JavaScript，HTML，PHP

である．Web サーバには Apache を用いた．問題デー

タ，課題分析図の構造データに関しては，MySQL を

用いたデータベースシステムを構築した． 

4. 評価 
課題分析図インタフェースの操作性を中心に，アン

ケート（5 段階評価で 5 が 高，1 が 低）とインタビ

ューによる形成的評価を行った．評価協力者は基本情

報技術者試験受験予定で，課題分析図を知らない大学

生 6 名である．6 名中 2 名は過去に試験を受験した経

験があるが，不合格となっている． 
アンケートの結果，課題分析図インタフェースの操

作性に関するすべての項目において平均 3 以上の得点

が得られ，大きな不満は見られなかった．課題分析図

を見て，何が出来て，何が出来ないかを直感的に把握

できるので，有用であるというような肯定的な意見が

あった．一方で，改善すべき点として，ドラッグ操作

による図の移動が出来ることに気づかなかったという

意見があげられた．そこで，課題分析図インタフェー

ス上に操作方法を説明する簡易ヘルプをつけた．また，

学習項目の選択において，下位から上位にしか進めな

いように制御する方式と，全ての学習項目を自由に選

択できる方式の切り替え機能は今後の課題とする． 

5. おわりに 
本研究では，学習内容の選択，学習方法の選択，自

己評価といった自己管理学習の支援を目的に，課題分

析図を見ながら学習項目の選択ができる e ラーニング

システムを開発した．評価の結果，課題分析図をみて，

習得状況や，構造を直感的に把握することに関しては

役に立ちそうだという好意的な意見をいただいた．今

後は長期的な運用により学習効果について評価を行い

たい．また， 終的には，課題分析図を作成したり，

問題や解説を登録することができる教材作成ツールを

実装し，教材シェル化を行いたい．さらに，知的技能

以外の学習課題に対応した制御アルゴリズムの考案や，

より複雑な学習課題に対応すること，事前・事後テス

トの問題制御アルゴリズムの学習効果に関する評価を

行うことなどが課題である． 
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