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第１章 はじめに 

１-１ 本研究の背景 

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)． 
たとえば学習内容の選択に関してみると，現在の e ラーニングシステムでは，学習内容

が線形のメニューとして表示していることが多い．技術者向け e ラーニングサイトの web
ラーニングプラザ 2)では，コース選択後，図 1-1 に示す画面が表示され，学習内容が番号付

けされて表示されている．はじめに 10 番目の内容を選択することも可能であるが，基本的

に学習者は決められた順序どおりに学習内容を選択していくと思われる．書籍のようなメ

ディアであれば仕方ないが，e ラーニングでは学習順序を動的に提示することが可能である． 

 
図 1-1 Web ラーニングプラザの 1 科目 

 
学習者によっては自学自習のスタイルに慣れておらず，自己管理学習スキルが高くない

可能性もある．逆に，自分の学習を制御したい学習者もいると思われる．以上のことから，

e ラーニングシステム側から自己管理学習スキルを高めるための支援をする工夫が必要だ

と考えた． 
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１-２ 本研究の目的 

自学自習スタイルの e ラーニングにおいて，学習者は自分自身の指導者でもある．どの

ような学習項目がどのぐらいの量あって，現在の習得状況はどの程度であり，学習項目同

士がどのような関連性をもっているのかといったことを，学習者自身が把握しながら学習

を進めていくことは非常に大切である．しかし，学習者の中にはこのような自己管理学習

スキルが高くない人もいると予想される．そこで，教材作成者や指導者側が教材や授業設

計の手助けとする課題分析図を利用することが出来ないかと考えた． 
これまで，課題分析図が学習者の目に触れることは少なかったが，学習履歴を課題分析

図に反映させ，学習者に提示することで，学習項目の構造と進捗状況が直感的に理解でき

るようになると考えた．さらに，システムが学習順序を提示するのではなく，学習者自身

が構造を見極め，次に選択すべき学習項目を選択するように促すことが出来ると考えた． 
以上のことから本研究では，自己管理学習スキルの中でも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．なお， 初の題

材としては，岩手県立大学ソフトウェア情報学部の学生が数多く受験する基本情報技術者

試験を取り上げることとした． 
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第２章 課題分析図とは 

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 3)．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．学習課題の種類と課題分析を表 2-1 に示す． 
 

表 2-1：学習課題の種類と課題分析 
学習課題 言語情報 知的技能 運動技能 態度 
分析手法 クラスター分析 階層分析 手順分析 階層/手順分析/ク

ラスター分析 
特色 関連のある項目

やまぎらわしい

ものどうしを集

める；上下関係と

は限らない．項目

間やすでに知っ

ている事項との

関連 /相違を明ら

かにし，覚え方の

ヒントを探す． 
＜かたまり型＞ 

＜ネットワーク型＞ 

学習目標から始

めて上から下に

「この目標を学

習するために不

可欠なより基礎

的 な 目 標 は 何

か？」を探す． 
見つかった下位

目標についても

同様にその下位

目標を探し，基礎

技能からの積み

上げの様子を示

す． 
＜ピラミッド型＞ 

学習目標の中に

含まれている「要

素技能」を「まず

何をして次に何

をするか？」を問

うことで実行手

順を追って探し，

分けて練習でき

るステップに分

解する．ステップ

ごとに下位目標

が必要な場合が

ある． 
＜ステップ型＞ 

「この態度を表

明するときには

何ができなけれ

ばならないか？」

を問うことで態

度表明に必要な

知的 /運動技能を

見つけ，「選択の

理由は何か？」を

問うことで態度

形成に必要な情

報を見つける． 
＜統合型＞ 

※文献 3)の表 5-1（p.71）の左に 1 列追加し，項目名をつけた． 
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 言語情報とは，指定されたものを覚える学習課題である．名前，公式，文章の暗記や要

約学習が相当する．言語情報の課題分析手法にクラスター分析がある．クラスター分析と

は，学習目標に含まれている項目を洗い出し，それを相互の関連によってかたまりに分け

る分析方法である．クラスター分析の例として，体の部位についての英単語 38 個を 6 つの

クラスターに分解した例を図 2-1 に示す． 
 

 
図 2-1 クラスター分析の例：英単語「体の部位」 

出典：文献 3）図 5-1（p.63） 
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 知的技能とは，ある約束ごとを未知の（新しい）例に応用する学習課題である．概念や

ルール学習などが相当する．知的技能の課題分析手法に階層分析がある．階層分析では，

学習目標よりも基礎的な知的技能にどのようなものがあるかを明らかにし，知的技能のピ

ラミッドを作っていく．階層分析の例として，繰り下がりのある「引き算」の階層分析を

図 2-2 に示す． 

 

図 2-2 階層分析の例：「引き算」 
出典：文献 3）図 5-2（p.65） 
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 運動技能とは，筋肉を使って体の一部を動かす学習課題である．運動技能の課題分析手

法として手順分析がある．手順分析では，学習目標としている運動技能を実演するときに，

「まず何をして次に何をするか」を一つひとつ列挙し，それを順番に並べる．手順分析の

例として，ゴルフのパッドを打つという課題についての手順分析を図 2-3 に示す． 
 

 
図 2-3 手順分析の例：「ゴルフのパットを打つ」 

出典：文献 3）図 5-3（p.66） 
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 態度とは，心や気持ちに関する学習課題である．態度の学習に必要な要素の分析法は，

他の課題のように確立されていない．そこで，態度の課題分析では目標とする気持ちに関

連した認知領域の学習目標，つまりどんな言語情報や知的技能を学ぶことが効果的かを分

析する．よって，分析手法としてクラスター分析，階層分析，手順分析が用いられること

になる．態度学習の分析例として，地球にやさしい生活を心がける態度の分析例を図 2-4
に示す． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-4 態度学習の分析例：「地球にやさしい生活」 
出典：文献 3）図 5-4（p.67） 

 
 

地球にやさしい生活を日常的に

実践することを選ぶ 

地球にやさしい生活を送るため

の知恵を実践できる 
地球にやさしい生活への身近な

実践例をあげられる 

ある実践がどんな効果をもって

いるかを説明できる 
地球にやさしい生活をするため

には何ができるかを言える 

地球にやさしい生活が今なぜ必

要かを説明できる 
地球にやさしい生活に関する世

論の状況を説明できる 

態度表明の技能 場面の知識 

内容の知識 

他者の態度についての知識 

結末の予想 
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第３章 先行研究 

３-１ 階層分析図を用いたシステム 

３-１-１ ヨット戦術 Web 教材 

ヨット戦術Web教材 4)とは，ヨット競技の大会で勝つための戦術を学習する教材である． 
ヨット戦術は学習課題の中でも知的技能に分類される．そこで教材を開発するにあたり，

上田は 14種類の基本戦術を洗い出し，それらの関係性を階層分析の手法を用いて分析した．

結果として作成された階層分析図を図 3-1 に示す． 

 
図 3-1 ヨット戦術の階層分析 
出典：文献 4）図 2-3（p.11） 
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上田はこの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．そして，

常に学習者の目に触れるよう，学習項目を選択する際のインタフェースとして課題分析図

を用いた（図 3-2）． 
 

 

図 3-2 ヨット戦術 Web 教材の学習内容選択画面 
 
このインタフェースでは，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

べて合格した後に，上位の学習項目が選択できるようになっている．つまり，基礎からの

積み上げを狙っている． 
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各学習項目は，3 つの状態を遷移し，色分けされて表示される． 
 
①合格済み状態（黄） すでに合格した学習項目だが，復習を行うために選択

は可能 
②学習選択可能状態（青） 下位の学習項目が全て合格済みになっており，選択で

きる状態 
③学習選択不可能状態（白） 下位の学習項目のうち 1 つでも合格していないものが

ある状態で，選択はできない 
 
また，この教材では学習を開始する前に行う「事前テスト」機能も備えている．効率的

な学習のためには，学習者が学習内容に対して事前にどの程度の知識やスキルを持ってい

るか判定し，学ぶ必要のある学習内容だけを学習したほうが良い．学ぶ必要があるかどう

かの診断に用いるテストを，事前テストと呼ぶ 3）． 
事前テストでは，下位の学習項目から順に問題が出題され，すべての下位項目が不合格

になった時点，もしくはすべての学習項目を合格した時点でテストが終了する．テストの

結果は階層分析図に反映され，戦術の学習へ進むことになる． 
この教材では被験者 2 名に対して形成的評価を行っている．課題分析図をインタフェー

スに用いた学習は，全体を見ながら順を追って学習できる点がわかりやすいという好印象

を得ている．学習順序が制御されている点については，制御による不快感はなく，下から

上への順序が学びやすいといった意見が出ていた．ただし，被験者はヨット戦術に対する

まったくの初心者であり，事前テストの結果は全問不正解であった．そのため，下から順

に学習順序を制御されていたほうがやりやすく，学習効果が出やすかった可能性があると

している． 
以上のことから，上田教材の課題として，学習内容に関してまったくの初心者ではなか

った場合に，学習順序を制御されていたほうがやりやすかったのかがあげられる．また，

上田教材はあくまでヨット戦術学習用の教材であり，他の学習分野に利用できない点も課

題である． 
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３-２ 構造マップをインタフェースに用いたシステム 

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

用いたシステムには，次のものがある． 
 

３-２-１ TICCIT 

TICCIT(Time-shared, Interactive, Computer-Controlled Information Television）5)と

は，1971 年から 1979 年にかけて米国国立科学財団の基金を得て作成された大規模なイン

ストラクショナルシステムである．専用のハードウェア及びソフトウェアを必要とし，

TICCIT learning center に設置されて利用された． 
TICCIT は Component Display Theory (以下 CDT)という理論を実装したシステムであ

る．CDT は，論理分析や階層分析等の手法によって細かく分けられた教材を，学習者自身

が学習順序を制御しながら学ぶことができる手法である． 
TICCIT には多くの教材が収録されており，すべての教材が course（科目）, unit（単元）, 

lesson（課）, segment（学習単位）に階層化されて用意されている． 
学習者はまず一覧から course を選び，次に unit, lesson, segment を順に選択する．階層

分析等の手法で構成された MAP から選択することにより，学習者は学習順序を意識して制

御することができる． 
MAP の表示や学習内容の選択は TICCIT の専用キーボードを用いて行う． 

 
MAP の項目は，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．項目を学習して合格するごとに，MAP の色が変

わっていく．学習の状況に応じて，次に学習するのに 適と思われる項目を表示させるこ

ともできる． 
 TICCIT はさまざまな教材が収録されているが，新たな教材を登録するオーサリングツー

ルは提供されていない．また，専用キーボードを使用しなければいけない点も課題である． 
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３-２-２ Component Display Theory に基づく Web 教材シェル 

前述した TICCIT をモデルに，並河は Web 教材シェルを開発した 6)．教材シェルとは，

中身の教材を自由に入れ替えることのできる教材の入れ物のことである． 
 
 Web 教材シェルの学習者画面は図 3-3 のようになっている． 

 

図 3-3 Web 教材シェルの学習者画面 
 
画面右側に TICCIT の Learner Control Keys を模したボタンが配置されており，「Map」

ボタンをクリックするとマップが表示される．図は course マップであり，数字の書いてあ

る枠内をクリックすると下位階層の unit マップが表示される．同様に unit マップ上の枠内

をクリックすると lesson マップが表示され，lesson マップの枠内をクリックすると学習内

容が表示される． 
前提となる項目が未達成のため学習が困難と思われる項目が赤色に，学習しやすいと思

われる項目が緑色に，学習済みの項目は青色に分けられて表示される． 



第 3 章 先行研究 

 

 15

 
 並河システムは教材シェルであるので，マップの作成や，教材の登録をすることも可能

である．図 3-4 にマップ作成画面を示す． 

 

図 3-4 教材作成者のマップ作成画面 
 
 以上のように，並河の教材シェルでは TICCIT と違い，専用キーボードを用いずにブラ

ウザ上で学習することが可能となっている．また，教材を作成するためのオーサリングツ

ールも実装されている．しかし，形成的評価ではマップ作成部分（図 2-6）のインタフェー

スの評価が低くなっており，オーサリングツールが使いにくい点が課題としてあげられる． 
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３-３ 先行研究の課題 

先行研究の課題をまとめると，次の 5 点が挙げられる． 
 
1 点目として，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である．ヨット戦略教材ではある限られた学習範囲だけを対象として

おり，より広い学習範囲には対応していない．TICCIT や CDT シェルでは course，unit，
lesson という 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ない．これは，

学習者にとって操作しやすいかどうか，また学習内容全体を把握したいときに分かりやす

いかどうか疑問である．1980 年当時の技術では困難でも，現在であれば使いやすいインタ

フェースの開発が技術的に実現できる可能性がある． 
 
2 点目は，システム側が学習順序を制御していては自己管理学習につながらないのではな

いかという点である．ヨット戦略教材では下位の学習項目を合格しない限り上位の学習項

目は選択することができないようになっている．教材で扱っている学習内容について全く

の初心者であれば下位から上位へ向かって一歩ずつ着実に学習していくのはよい戦略と考

えられる．しかし，ある程度知識がある学習者の場合，「応用的な上位の問題に挑戦してみ

たい」「上位の学習内容を少し見てみたい」といった欲求が生まれる可能性がある．TICCIT
や CDT シェルでは，学習項目は上位のものであっても選択可能である．その代わり，学習

項目に色をつけることで，次に進んだほうがいい学習項目をアドバイスしている． 
 
3 点目に，構造を示すマップが常に表示されていない点が挙げられる．ヨット戦略教材，

TICCIT，CDT シェルのすべてにおいて，学習内容を選択したあとはマップが非表示とな

る．逆にマップ表示中は，学習内容を閲覧することができなくなる．  
 
4 点目は，事前・事後テストにも課題分析図を使った工夫ができないかという点である．

ヨット戦略教材では，システム上で事前テストが実現されている．事前テストは課題分析

図の構造をとりいれ，下位の学習項目から上位の学習項目に向かって問題が出題されるア

ルゴリズムになっている．しかし，学習者にある程度知識があるかもしれない場合，下位

の基礎的で単純な問題を出題するより，上位の問題を出題してみるほうが，少ない出題数

で判定できる可能性がある．また，すべての学習項目を学び終えたとき，本当に習得した

かどうかを確認する「事後テスト」においても，課題分析図の構造を生かした効率のよい

出題アルゴリズムが実現できる可能性がある．なお，TICCIT や CDT シェルでは事前・事

後テストが確認できなかった． 
 
 5 点目として，使いやすい教材作成ツールの提供が課題である．並河の CDT シェルでは，
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マップ作成部分が課題となっている． 
 以上のことから，本研究では 1～4 点目の課題を解決すべく，システムを設計した．とく

に 1 点目の課題分析図を活かした使いやすいインタフェースの開発に重点をおくこととし

た．5 点目の教材作成ツールについては，今後の課題とする． 
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第４章 基本情報技術者試験の課題分析 

４-１ 基本情報技術者試験の概要 

 今回の題材として，岩手県立大学ソフトウェア情報学部の学生が数多く受験する基本情

報技術者試験を取り上げることとした． 
 情報処理技術者試験とは，「情報処理の促進に関する法律」に基づき経済産業省が，情報

処理技術者としての「知識・技能」の水準がある程度以上であることを認定している国家

試験である 7)．情報処理技術者試験は 2006 年現在 14 種類あり，その中で「情報技術全般

に関する基礎的な知識を活用し，情報システム開発においてプログラムの設計・開発を行

うとともに，将来高度な技術者を目指す者として，次の知識・技能が要求される 7)」のが基

本情報技術者試験である． 
基本情報技術者試験は情報技術全般の基礎知識を問う「午前試験」と，主にプログラミ

ングの知識を問う「午後試験」の 2 つで構成されている．午後試験はプログラミング言語

ごとの選択問題が含まれるので，今回は，全ての受験者が解答する午前試験を取り上げる

こととした． 
 

４-２ 基本情報技術者試験の課題分析図 

IPA7)によると，基本情報技術者試験は「コンピュータ科学基礎」「コンピュータシステム」

「システムの開発と運用」「ネットワーク技術」「データベース技術」「セキュリティと標準

化」「情報化と経営」の 7 分野で構成されている．このうち「コンピュータ科学基礎」が重

点分野となっている．そこで今回は，午前試験の中でも「コンピュータ科学基礎」を取り

上げ，課題分析を行うこととした． 
 「コンピュータ科学基礎」の主な内容は，システム開発に必要な数学の基礎理論である．

よって，学習課題は「知的技能」と言える．そこで，課題分析の手法として「階層分析」

を用いた．具体的には，基本情報技術者試験のうち 2006 年春期，2005 年秋期，2005 年春

期に出題された 240 問の問題から，コンピュータ科学基礎の問題を抽出（45 問）し，同種

類の問題ごとにグループ化して項目名をつけた．その後，「ある問題に正解するために必要

な，より基礎的な問題はどれか」という問いをたて，項目間の上下関係を明らかにしてい

った． 終的には，図 4-1 のような課題分析図を作成した．なお， 下位の「指数」「対数」

は高校数学の内容であり，基本情報技術者試験のより基礎的な知識であることを示すため

記述した．試験では出題されないので灰色にしている． 
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図 4-1 コンピュータ科学基礎の課題分析図 
 
 この課題分析図をもとに，システムを設計した．詳しくは次章で述べる． 
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第５章 システムの設計 

５-１ システム概要 

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． 
 本システムの構成図を図 5-1 に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-1 システム構成図 
 
学習者はブラウザを用いて，インターネット経由で本システムにアクセスする． 
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

応する問題データを登録している．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 45 問を抜粋した．問題データ数が少ない学習項目に関しては，

さらに過去の試験問題を追加したので，合計 47 問を登録した． 
 

学習者 

データベース 

問題データ，構造

データ，ユーザ情

報等 

インター

ネット 

学習者 

学習者 

本システム 

課題分析図 
インタフェース

事前テスト 

事後テスト 

教材（問題・解

説）の提示 
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本システムは，大きく分けて「事前テスト」「教材」「事後テスト」の 3 つのモードで構

成することとした．学習の流れを図 5-2 に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-2 学習の流れ 
 

 
事前テスト 

 
事後テスト 

学習開始 
（ログイン） 

教材 

解説 問題 

学習終了 
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５-２ 課題分析図インタフェース 

本システムでは， TICCIT5)を参考にし，学習全体の制御は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．課題分析図を用いたインタフェースを

「マップ」と呼ぶこととする．マップ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．マップの 1 階層目を図 5-3 に示す． 
 

 
図 5-3 課題分析図インタフェース（第 1 階層） 



第 5 章 システムの設計 

 

 23

 
 1 階層目のマップから，学習項目をクリックすると 2 階層目が表示される．2 階層目を図

5-4 に示す． 
 

 
図 5-4 課題分析図インタフェース（第 2 階層） 

 
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，マップには矢印をつけることとした． 
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さらに，マップの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． 
（１） マップは，ドラッグ操作で移動できる． 
（２） 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． 
（３） 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，マップ表示領域が縮小する（非表示にはならない）． 
（４） マップ表示領域は，いつでもサイズ変更できる． 
 

 マップの各学習項目は，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 5-1）． 
 

表 5-1 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） 
 
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．つまり，マップの下のほう

がより基礎的で単純な学習内容で，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っている．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が解けることはないので，システム側で自動的に未修得状態と判定

することにした．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にした． 
 
また，自己管理学習スキルが低い学習者は，マップをみて次の学習項目を選択できない

可能性があるので，迷ったとき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

ることにした．ここでアドバイスされる学習項目の順序は，市販の試験対策テキストの内

容や対策研修などの経験を踏まえて筆者が設定したものである． 
 

 このように，学習者は課題分析図から学習項目を選択し，解説を見たり，問題に解答し

ていく．学習項目が習得状態になったら，再びマップの構造を見て学習項目を選択すると

いうように繰り返していく．常に課題分析図を提示し，インタフェースとして利用するこ

とで，自分の学習状態を直感的に把握させることと，構造を意識して次の学習項目を選択

させることをねらった． 
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５-３ 教材の提示 

TICCIT では，解説と問題は簡単に切り替えられるようにした．TICCIT では専用キーボ

ードのボタンで切り替えていたが，本システムは「タブ」状のボタンで切り替えることと

した． 
 

 
図 5-5 問題の表示 
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５-４ 事前テスト出題アルゴリズム 

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．効率の良い学習を行うためには，早い段階で自分の苦手分

野と得意分野を把握させることが重要である．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

本システムの事前テストでは，少ない問題数で苦手分野と得意分野を大まかに把握させる

目的で，課題分析図の構造情報を利用し，次のような出題制御を行うこととした． 
 

1）「影響度」を算出し， も影響度が大きい学習項目の問題を出題する． 
2）1）で影響度が等しい場合，幅優先探索を行い，未判定要素の問題を出題する． 
3）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． 
4）学習者が指定した問題数にいたるか，すべての要素が判定済みとなったら，事前

テストは終了する． 
 
 1）で用いた影響度とは，状態が変化した際に他の学習項目に与える影響の大きさの度合

いを示す値である．本システムは，学習項目の上下関係に応じてシステムが状態を自動判

定する．そこで，より多く他の学習項目の状態を変える学習項目から出題すると効率が良

いと考えた． 
 
影響度は次の式で計算している． 
 

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 
 
たとえば，ある学習項目の上位の未判定学習項目数が「５」，下位の未判定学習項目数が

「３」だった場合， 
 
影響度 ＝ （５＋３）×（３＋１）÷（５＋１）＝５．３３３・・・ 

 
となる． 
影響度は，学習項目の状態が変化する度に再計算するようにしたので，個人個人の習得

状態に応じて出題順は変わる． 
事前テスト後は，習得か未修得かによって色分けされた課題分析図が表示される．  
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５-５ 事後テスト出題アルゴリズム 

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． 
 

1）はじめに 上位要素を選択する． 
2）現在選択している要素の下位要素の中から未判定要素をすべて探し，重みとして

下位要素の総数を設定する．下位要素及び未判定要素が見つからない場合は，こ

れまで通過してきた経路を戻り 2）を繰り返す． 
3） も重みが大きい要素を選択し，問題を出題する． 
4）3）で出題された問題が正解ならすべての下位要素は習得と判定する．不正解なら

その要素を未習得と判定し，2)へ戻る． 
5）未判定要素がなくなった時点で，事後テストは終了する． 

 
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． 
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５-６ データ構造 

本システムでは，7 つのテーブルからなるデータベースを構築した．各テーブルの概要を

表 5-2 に示す． 
 

表 5-2 テーブルの概要 
user ユーザ ID,パスワードなどのユーザ情報を格納するテーブル 
node 学習項目の情報を格納するテーブル 
struct 学習項目間の構造情報を格納するテーブル 
question 問題，選択肢，解答などの情報を格納するテーブル 
answer_type 問題の種類を格納するテーブル 
contents 学習内容に関する情報を格納するテーブル 
q_history ユーザごとの問題回答履歴を格納するテーブル 

 
 
 各テーブル間のリレーションを図 5-6 に示す． 
 

図 5-6 テーブル間のリレーションシップ 
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 各テーブルのデータ構造の詳細を表 5-3～表 5-9 に示す． 
 

表 5-3 user テーブル 

フィールド フィールドタイプ 説明 データ例 

userID varchar(20) ユーザ ID USER0001 

password varchar(10) パスワード abc 

user_name tinytext ユーザ名 山田太郎 

kana tinytext 名前の振り仮名 やまだたろう 

 
 

表 5-4 node テーブル 

フィールド 
フィールドタイ

プ 

説明 データ例 

nodeID varchar(20) 学習項目の ID 00004 

node_name tinytext 学習項目名 シフト演算 

memo mediumtext 

学習目標などの

学習項目に関す

る情報 

ビットをシフト（ずらす）ことで数値を変

化させる計算ができるようになるのが目

標です． 

pass tinyint(10) 
合格に必要な問

題数 

1 

x int(11) x 座標の位置 339 

y int(11) y 座標の位置 169 

w int(11) 
学習項目の枠の

横幅 

70 

h int(11) 
学習項目の枠の

高さ 

35 

root tinyint(1) 
階層（値が小さい

ほど上位階層） 

2 

priority int(10) 
優先順位（値が小

さいほど優先） 

7 
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表 5-5 struct テーブル 

フィールド フィールドタイプ 説明 データ例 

structID int(10) ID（オートインクリメント） 8 

start_nodeID varchar(20) 上位の学習項目 ID 00004 

end_nodeID varchar(20) 下位の学習項目 ID 00007 

 
表 5-6 question テーブル 

フィールド 
フィールドタイ

プ 

説明 データ例 

questionID varchar(20) 

問題 ID 

（試験種別＋年＋

時期＋問題番号） 

FE2000b06 

nodeID varchar(20) 
問題が属する学

習項目の ID 

00006 

question mediumtext 
問題文 文字列“STAR”を ASCII でコード化したものを 16

進表記したものはどれか 

image varchar(20) 
問題文で使用す

る画像ファイル名 

FE2000b06_1.gif 

answer_typeID varchar(5) 問題の種類 01 

answer mediumtext 
選択肢（;で区切

って記述） 

1DA50C95;53D441D2;659541A5;D354C152 

result mediumtext 正答 2 

comment longtext 解説文 徹底研究！情報処理試験 

date date データ登録日 2006-12-10 
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表 5-7 answer_type テーブル 

フィールド 
フィールドタイ

プ 

説明 データ例 

answer_typeID varchar(5) ID 01 

type_name varchar(10) 問題の種類名 択一選択型 

memo tinytext 
問題の種類の説明 選択肢の中から 1 つの正解を選択

する（ラジオボタン） 

 
表 5-8 contents テーブル 

フィールド 
フィールドタイ

プ 

説明 データ例 

contentsI

D 

varchar(20

) 

ID C00002 

nodeID 
varchar(20

) 

属する学習項目の ID 00009 

memo 
mediumtex

t 

解説文など 基本情報技術者試験講座（1） 

type tinytext 解説文の種類 link 

path text 
他のサイトへの URL http://jibun.atmarkit.co.jp/lskill01/

rensai/fe01/f... 

 
表 5-9 q_history テーブル 

フィールド フィールドタイプ 説明 データ例 

no int(100) ID（オートインクリメント） 79 

userID varchar(20) ユーザ ID USER0003 

questionID varchar(20) 問題 ID FE2006a08 

answer tinytext ユーザの回答 3 

judge tinyint(1) 正誤判定（1：正解，0：不正解） 1 

start_date datetime 回答開始日時 2006-12-10 15:59:15 

end_date datetime 回答終了日時 2006-12-10 15:59:21 
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第６章 システムの開発 

６-１ 開発環境 

 本システムの開発環境を図 6-1 に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-1 開発環境 
 
本システムではブラウザ上で既存の枠組みにとらわれないインタフェースを実現したい

と考えた．そこで Ajax（Asynchronous JavaScript + XML）技術を参考に，開発言語とし

て，JavaScript，HTML，PHP を用いた．Web サーバには Apache を使用した．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．ソースコードは CD-ROM に収録する． 
学習者はブラウザを使用し，インターネット経由で Web サーバにアクセスする．ブラウ

ザは Internet Explorer を用いることを想定した．Web サーバには HTML ファイル，書式

情報を持った CSS ファイル，インタフェースや出題制御などを行う JavaScript ファイル，

DB サーバへの問い合わせを行う PHP ファイルが保存されている．Web サーバは 初のロ

グイン時に，学習者側に HTML ファイル，CSS ファイル，JavaScript ファイルの情報と，

DB にある課題分析図の学習項目および構造情報を送信する．初回アクセス時以降は，ユー

ザのブラウザ上で JavaScript による制御が行われるので，サーバへ問い合わせることによ

る遅延現象などは起きない．問題データの受信やユーザの回答結果の送信時にのみ，Web
サーバを経由して DB への問い合わせを行う．DB への問い合わせ（SQL 文の生成）や受

信したデータの整形は PHP を用いて行っている． 
このような構成から，課題分析図の表示や操作，学習内容の表示や出題制御などはすべ

て学習者のブラウザ上で動作する．学習者側は必要に応じて問題データなどを Web サーバ

学習者 PC 
（ブラウザ） 

Web サーバ 
（Apache） 

DB サーバ 
（MySQL） 

問題データ，構造

データ，ユーザ情

報等 

PHP Java 
Script 

HTML 

Java 
Script 

HTML 

CSS CSS 

インター

ネット 
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に要求し，Web サーバは DB に問い合わせを行う．サーバへの問い合わせを 小限に抑え

ることで，多数の学習者がアクセスした際でも，サーバの負荷が軽減される考慮した． 
 

６-２ 実装画面 

６-２-１ ログイン 

 学習者は図 6-2 のログイン画面で，ユーザ ID，パスワードを入力し，ログインを行う． 

 

図 6-2 ログイン前の画面 
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 ログイン後のトップページでは，学習履歴に応じて色分けされた課題分析図が表示され

る（図 6-3）．ここで表示される図は 1 階層目で，各項目は「分野」を表している．課題分

析図内の学習項目をクリックすると 2 階層目の図が表示され，「教材」モードに移行し，学

習を開始できる． 
 

 

図 6-3 ログイン後のトップページ 
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 初めてログインした際は，色がついていない課題分析図が提示され，事前テストに進む

ように促すメッセージが表示される（図 6-4）． 
 

 

図 6-4 新規ユーザのログイン後トップページ 
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 なお，画面右上には「ログアウト」ボタンと，「ヘルプ」ボタンを用意した．「ヘルプ」

ボタンをクリックすると，別ウィンドウでシステムの操作方法や，課題分析図の解説など

が表示される（図 6-5）． 
 

 
図 6-5 ヘルプ画面 
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６-２-２ 事前テスト 

 メニューから事前テストをクリックすると，事前テスト画面が表示される．ここで表示

される図 6-6 は 1 階層目で，各項目は「分野」を表している． 

 

図 6-6 事前テスト画面 
 
 学習者は出題される問題数設定することが出来る．出題数を少なく設定すれば短時間で

テストが終了するが，大まかなテスト結果しか得られない．出題数を多く設定すれば長時

間かかるが，詳細なテスト結果が得られる．学習者がテキストボックスに任意の数字を入

力し，図上の分野名をクリックすると，クリックした分野に関する事前テストが開始され

る（図 6-7）． 
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図 6-7 事前テスト中の画面 
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 事前テストは影響度の高い学習項目の問題から順に出題される．学習者が設定した問題

数に至るか，すべての学習項目が判定済みとなった時点で終了となる．終了時は図 6-8 のよ

うな画面が表示され，色分けされた課題分析図と，次に選択すべき学習項目のアドバイス

が表示される．「結果を教材に反映」ボタンをクリックすると，事前テストの結果を反映さ

せて教材モードへ移行する． 

 

図 6-8 事前テスト終了後の画面 
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６-２-３ 教材 

 教材モードでは，習得状況によって色分けされた課題分析図が表示される（図 6-9）． 

 
図 6-9 教材モードの画面図 

 
 課題分析図の 上位項目は，上位階層の図へのリンクとなっている． 
色の意味について，簡易ヘルプを右下に表示させることとした．必要のない場合は縮小

ボタン（  ）をクリックすることで縮小状態にできるようにした． － 
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また，学習項目にマウスポインタを重ねると，学習目標などが表示されるようにした（図

6-10）． 
 

 

図 6-10 マウスポインタを重ねたときの状態 
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 マップ上をマウスでドラッグすることで，マップを移動することができる（図 6-11）． 
 

 
図 6-11 移動状態 
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また，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（図 6-12）． 
 

 
図 6-12 縮小状態 

 
 以上のように「移動」「拡大・縮小」機能により，大きな図でも表示できるようにした． 
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 学習者は習得状態を示す色と，学習項目間の構造を手がかりに，自由に学習項目を選択

できるようにした．学習項目をクリックすると，画面右側に学習項目の解説または問題が

表示される（図 6-13，図 6-14）．解説と問題は「タブ」状のボタンで簡単に切り替えられ

るようにした． 
 

 
図 6-13 解説の表示 
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図 6-14 問題の表示 
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 なお，解説や問題を表示しているときでも課題分析図が操作しやすいように，課題分析

図表示部分のサイズを切り替える「小」「中」「大」の 3 段階のボタンを用意した．マップ

下部の「中」ボタンをクリックしたときの状態を図 6-15 に示す． 
 

 
図 6-15 「中」状態の例 

 
 
学習項目は，登録されている問題に規定数正解すると習得状態になる．選択した分野の

すべての学習項目が習得状態になると，「事後テスト」を受けるように進めるメッセージが

表示される． 
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６-２-４ 事後テスト 

 メニューから事後テストをクリックすると，事後テスト画面が表示される（図 6-16）．こ

こで表示される図は 1 階層目で，各項目は「分野」を表している．図上の分野名をクリッ

クすると，クリックした分野に関する事後テストが開始される． 

 

図 6-16 事後テスト画面 
 
 事後テストでは出題数を設定しないので，ある分野内のすべての学習項目が判定済みと

なった時点で終了する．終了時は事前テストと同様の画面が表示され，結果に応じて色分

けされた課題分析図が表示される．事後テストの結果を踏まえてもう一度教材モードに移

行したい場合は，「結果を教材に反映」ボタンをクリックする． 
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第７章 評価 

７-１ 動作チェックの実施 

 システムが正常に動作するかどうかを調べる目的で，動作チェックを行った．Web シス

テム開発経験者 2 名に協力してもらい，動作チェックリスト（資料 2）に基づき動作チェッ

クを実施した． 
 
 結果，協力者 1 において，「No.24 マップの拡大縮小（スライダーバー）」時にスライダ

バーが消えるエラーと，「No.42 答えの表示（正しい選択肢に赤い丸が表示）」時に赤い丸

印がずれて表示されるエラーが見つかった．協力者 1 にインタビューしたところ，ブラウ

ザとして Internet Explorer7を使用していたことがわかった．Internet Explorer7ではCSS
の対応状況が異なっているため，表示に関するエラーが発生したと思われる．そこで，協

力者 2 に Internet Explorer6 で動作チェックを実施してもらったところ，同様のエラーは

見つからなかった．よって，今回はブラウザを Internet Explorer6 に限定することとした．

なお，協力者 1，2 ともに「No.29 学習目標の表示」時にちらつくことがある，「マウスホ

イールとスライダバーを同期してほしい」という意見をもらった．システムの動作上は問

題がないので修正はしないこととした．今後の改善の参考にしたい． 
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７-２ 評価の実施 

７-２-１ 評価の目的 

今回は，システムをよりよく改善するためのヒントを得る目的で形成的評価を行った．

とくに課題分析図インタフェースの操作性を中心に評価し，課題分析図に対する印象や有

用性をアンケートやインタビューで探ることとした． 
 

７-２-２ 対象者 

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．

表 7-1 に示すように，6 名中 2 名は過去に試験を受験した経験がある．また，1 名は情報技

術者試験の 1 科目である初級システムアドミニストレータ（以下，初級シスアド）に合格

している．情報技術者試験の各科目は，対象範囲に同一分野が含まれる場合，まったく同

じ問題が出題されることがある．今回協力者 A は初級シスアドに合格しているが，初級シ

スアドでは「コンピュータ科学基礎」の分野が対象範囲外であるので，評価に協力しても

らうこととした． 
 

表 7-1 協力者の概要 
協力者 実施日 基本情報技術者試験の受験経験 取得資格 

A 2006/12/12 なし 初級システムアドミニストレータ 

B 2006/12/13 なし なし 

C 2006/12/13 なし なし 

D 2006/12/13 なし なし 

E 2006/12/13 3 回（500～600 点で不合格） なし 

F 2006/12/14 2 回（550～600 点で不合格） なし 

 
 

７-２-３ 評価方法 

 評価の方法は，趣旨説明後，評価手順書（資料 3）に従って 1 時間程度システムを利用し

てもらった．その後，アンケート（資料 4）とインタビューを行った．システム利用中，筆

者は観察を行い，どうしても操作に行き詰った場合などにだけ助言をした． 
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７-３ 評価の結果 

７-３-１ アンケートとインタビューの結果 

 アンケートは 5 段階評価（5 が 高，1 が 低）と自由記述によるものである．アンケー

ト結果の詳細は資料 5 として巻末に添付する． 
 
 アンケートの結果，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．注目すべき点としては，次のものがある． 
 
（１） も評価が低かったのは，ドラッグ操作によるマップの移動（平均 3.16）であった．

その後のインタビューで，ドラッグで移動することに気づかなかったという意見が

多かった．また，拡大・縮小機能があれば全体を表示できるので，ドラッグで移動

しなくても済んだという意見もあった． 
 
（２） 他に低かった評価項目は，「ログイン後の事前テストの選択（平均 3.5）」「マップの

2 階層表示（平均 3.5）」「マップのフレームの拡大縮小（平均 3.66）」「学習目標の

表示（平均 3.83）」であった．「ログイン後の事前テストの選択」は，システムに初

めてログインしたため，どこをクリックすればいいかわからなかったという意見が

多かった．「マップのフレームの拡大縮小」「学習目標の表示」に関しては，気づか

なかった，あまりよく読まなかったという意見が多かった．そこで，評価手順書で

「わからないときはヘルプを見ること」と指示していたが，全員にヘルプを見たか

尋ねたところ，誰も見ていなかった．インタビュー時に操作方法を口頭で説明し，

実際に操作してみてもらうと，「知っていれば使っていた」「やってみると簡単だ」

という意見をもらった． 
 
（３） 評価が高かったのは「自分で勉強するときにマップは役に立ちそうですか？」とい

う項目で，全員が 高点の 5 点を付けている．ただし，実際に課題分析図の構造や

習得状態の色を参考にし，次の学習項目を選択したかどうかは意見が分かれた．「マ

ップを参考にして，次の学習項目を選択しましたか？」という質問では「はい」と

「いいえ」が 3 名ずつとなった．そこで，インタビューでどのような戦略で次の学

習項目を選択したかたずねたところ，表 7-2 の結果となった．「いいえ」のうち協力

者 D は，事前テストですべて不正解となり， も下位の学習項目から順に上位に進

んでいったことを観察していたので，インタビューでたずねると，「色は参考にした

が，構造は参考にしなかった．途中からは習得状態になっていない学習項目を順次

選択した」ということだった．このことから，全く参考にしていないわけではない

と考えられる．「いいえ」のうち残り 2 名（協力者 E と F）は「次のおすすめ学習

項目」でシステムが勧める順番どおりに進んでおり，自分では選択することはなか
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った． 
 

表 7-2 次の学習項目を選択する際の戦略 
協力者 戦略 

A 
問題をやっていない学習項目のうち，上の方の自分が知らない（聞いたことがな

い）ものを選択した． 

B 
事前テストで間違えた学習項目のさらに下位の学習項目のうち，問題をやってい

ない項目からやった．基本的に下から上に選択した． 

C 
未習得項目，まだやっていない項目のうち，習ったところ（自分が知っているとこ

ろ）からやった． 

D 
1 番下から 1 つずつ，全部青になるまでやった．（途中から，下から順にというわ

けではない） 

E おすすめの順序 

F おすすめの順序 

 
 
（４） 自由記述において「問題を増やしてほしい」「分かりやすいサイトへのリンクを増や

してほしい」といった，解説や問題の充実を望む意見が出た．また，解説や問題を

表示する部分を「大きくしてほしい」「途中で見切れないようにしてほしい」「文字

を読みやすくしてほしい」といった，表示に関する改良を望む意見も見られた． 
 
（５） 「たまに課題分析図に結果が反映されない」といったエラーに関する意見も出た． 
 
（６） 観察中に気になった点として，協力者の 1 人が電卓を使用していた．  
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７-３-２ 評価結果からの考察 

 結果の（１）（２）から，課題分析図インタフェースを初めて使う人への配慮が課題とい

える．ヘルプに使い方を書いても読んでもらえないことがわかったので，初めてシステム

を使用する学習者が必ず読むような「初めての方へ」といったページを作る，簡易ヘルプ

を充実させる，といった改善が必要だと考えられる．さらに，説明しなくても直感的にわ

かるような工夫も必要である．たとえば，「マップ上にマウスポインタを置くと『手』の形

になると，ドラッグできるような雰囲気になる」という意見をいただいたので，この点は

改善したい．また，「マップの 2 階層表示」は，今回の評価ではコンピュータ科学基礎の 1
分野に絞ったため，他の分野と行き来することがなく，1 階層目のマップを使用することが

ほとんどなかったために評価が低かったと考えられる． 
 
 結果の（３）では，課題分析図に関しては好意的な意見をいただいた．「マップを見て，

未修得項目，習得項目は直感的にわかりましたか？（平均 4.67）」と「マップは，下が基礎

的で単純な学習項目，上に行くほど応用的で難しい学習項目になっていたことがわかりま

したか？（平均 4.5）」の評価が高いことから，図を見て直感的に「何ができて，何ができ

ないか」を把握できたため，課題分析図が役にたちそうだと考えたと思われる．しかしな

がら，学習項目を選択する際に実際に参考にするかどうかは意見が分かれた．特に協力者 F
から「実際の問題がむずかしい」「システムが勧める順番どおりにやるので，マップを表示

しなくてもいい」「テストの結果はマップでなくレーダーチャートのほうがわかりやすい」

といった意見をもらったので，初心者には上田教材のように学習順序を制御したほうがよ

いと考えられる．よって，学習者に応じて学習順序の制御方法を切りかえられる機能があ

ればよいと言える．さらに，現在のシステムで提案されるおすすめの学習順序は，SME
（Subject Matter Expert：内容の専門家）が系列化した順序になっているが，運用によっ

て得られる学習履歴をもとに，学習順序を再検討することも考えられる． 
 
 結果の（４）から，解説と問題の量と質の向上，およびインタフェースの改良が課題と

考えられる．過去の試験問題とその解説などを数多く登録し，場合によっては類題や容易

な問題を作成する必要があると思われる．また，インタフェースに関しては，文字や図を

拡大表示する機能や，文字数に応じて表示領域のサイズを変更させるなどの工夫が必要で

ある．これらは個人の好みの問題でもあるので，今後，調査した上で改善したい． 
 
結果の（５）での不具合は，学習者 PC と Web サーバ間の非同期通信による不具合か，

学習者のブラウザに残っているキャッシュの問題だと思われる．動作チェックで明らかに

なったクロスブラウザ対策も含め，今後，調査した上で改善したい． 
 
結果の（６）にあげたように，学習者が電卓を使用していることがわかった．実際の試
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験では電卓の使用が禁止されており，基本情報技術者試験の概要の説明も必要だと考えら

れる． 
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７-４ システムの改善 

 評価の結果を踏まえて，次の 3 点を改善した． 
 まず，課題分析図インタフェースを初めて使う人への配慮として，簡易ヘルプにマップ

の操作方法を記述した（図 7-1）． 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-1 簡易ヘルプの改善 
 
 
 説明を読まなくてもマップを直感的に操作できるようにするため，マップ上にマウスポ

インタを置いたとき，マウスポインタが『手』の形になるようにした（図 7-2）． 
 
 
 
 
 
 

図 7-2 マウスポインタの改善 
 
 

改善前 改善後 

改善前 改善後 
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 また，基本情報技術者試験をよく知らない学習者のために，ログイン後のトップページ

に情報処理技術者試験センターのサイトへのリンクを作成した（図 7-3）． 
 

 
図 7-3 ログイン後のトップページの改善 
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第８章 今後の課題と展望 

 今後の課題と課題に対する展望について述べる．課題には次のものが考えられる． 
 

８-１ 他の学習課題への対応 

 本研究では学習課題として知的技能を扱っており，結果として階層分析図を作成した．

学習課題には，知的技能の他に「言語情報」，「運動技能」，「態度」があるので，これらの

学習課題にも対応した制御アルゴリズムを考案することが課題である． 
 たとえば本研究では，ある学習項目の状態が未習得状態に変化すると，システムが自動

的に上位の学習項目の状態を未習得状態に変化させていたが，このような制御は言語情報

には適さない．言語情報では，知的技能と違って学習項目間に上下関係がなく，順序性は

認められないからである．図 8-1 の体の部位の英単語を覚える課題で言えば，頭部の英単語

がわかっても，腕部の英単語がわかると判定することはできない．  
 

 
図 8-1 クラスター分析の例：英単語「体の部位」 出典：文献 3）p.63 

 
 そこで，言語情報であれば，学習項目間の「関連性」に応じて制御することが考えられ

る．たとえば，「腕部」と「手部」は体において位置が近いので関連付けをしておき，「腕

部」が習得状態になった後，「手部」の学習をすすめるといった制御である．また，学習者

がすでに知っている知識に応じて制御することも考えられる．たとえば，事前テストで成

績の良かった学習項目（または成績が悪かった学習項目）から学習を開始させるといった

制御や，学習開始前にスポーツの経験を尋ね，テニスの経験があれば「手部」「腕部」から，

サッカーの経験があれば「足部」から学習を始めることをすすめるといった制御が考えら

れる． 
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 以上のように，学習課題に応じた制御が今後の課題となる． 
 

８-２ 複雑な学習課題への対応 

本研究では単純な知的技能の課題分析図をもとにしたが，他の学習課題も組み合せた複

雑な学習課題への対応が課題である．たとえば，基本情報技術者試験の全範囲を扱う場合

にどのように制御すべきかを考えなければいけない． 
Briggs and Wager は，様々な学習課題を統合する枠組みとして「教授カリキュラムマッ

プ（Instructional Curriculum Map：ICM）」を提唱した 8)．これは知的技能の分析手法で

ある階層分析をベースに，言語情報，運動技能，態度といった他の学習課題の関連性を図

示したものである（図 8-2）． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8-2 教授カリキュラムマップの例 
出典：文献 9）FIGURE8-6（pp.164） 

 
 
 
 
 今後，ICM の採用なども考慮し，より複雑な学習課題に対応することを考えたい． 
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８-３ 複数の課題分析図への対応 

 同じ学習課題であっても，分析の結果として作成される課題分析図は多様なものが考え

られる．とくに，順序性がない言語情報の学習課題に関しては，多様な課題分析図が作成

されると思われる． 
 たとえば，8-1 で取り上げた「体の部位に関する英単語」は，図 8-3 や図 8-4 のように描

くこともできる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8-3 クラスター分析の例 2：英単語「体の部位」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8-4 クラスター分析の例 3：英単語「体の部位」 
 
 このように複数の課題分析図が出来上がった場合，それらを関連付け，学習者が切り替

クラスター分析の例「体の部位」

人体の部位に対応する英単語が書ける 

ear 
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teeth 
elbow 
wrist 

cheeks 
forearm 
upper arm 

3 文字の 
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クラスター分析の例「体の部位」
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ear 
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elbow 

forehead 
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finger 

nose 
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thumb 
toe 
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えるようにするといった工夫が必要であると考えられる．これも今後の課題とする． 
 

８-４ 課題分析図インタフェースの改善 

課題分析図インタフェースを使いやすくするために，さらに次のような工夫が考えられ

る． 
 マップ上をドラッグして図を移動させる際に，ドラッグ中のマウスポインタの形状

を「握った手」のような状態に変える． 
 マップ上をドラッグして図を移動させる際に，ドラッグをしすぎてマップが見えな

くなることを防ぐ． 
 マップ表示領域の拡大・縮小を，現在の「大」「中」「小」ボタンによる切り替えか

ら，四隅をドラッグして自由にサイズ変更できるようにする． 
 学習課題にマウスポインタを重ねた際に表示される，目標などの「コメント」部分

がマップ外に見切れるときがあるので，見やすい位置に表示されるように制御する． 
 「コメント」部分の表示・非表示がすばやく切り替わり，ちらつくときがあるので，

ちらつかないようにする． 
 
 以上の課題を解決するために，場合によっては Flash などのインタラクティブなインタ

フェースが開発できる環境でシステムを再構築することも視野に入れながら，改善してい

くことが必要だと思われる． 
 

８-５ 適度なアドバイス機能 

今回のシステムでは，学習者自身が「おすすめの学習項目」ボタンをクリックしないとア

ドバイスは表示されないように設計した．評価の際に観察していると，自ら考えて学習項

目を選択することをせず，アドバイスにだけ頼る人や，逆に自分独自の考えに基づいて学

習順序を決めている人など様々であった．しかし，あまりにランダムに学習順序を選択し

ているときには「次は○○を選択した方がいいですよ」というようなメッセージを自動的

に表示する必要があると考えられる． 
また，学習方略についても，じっくりと解説を読んでから練習問題を解く人もいれば，練

習問題しか行わない人もいた．練習問題に何度も不正解しているときは，自動的に「解説

を読んだほうがいいですよ」と表示されるような，適度なアドバイスが必要だと考えられ

る． 
これらのアドバイス機能は，多すぎると過保護になってしまい，学習者制御でなくなる恐

れもあるので，長期的な運用をしながら閾値を見極める必要があると考えられる． 
 

８-６ 解説や問題の充実 

まず，解説や問題の量を増やし，充実させることが必要である．そのためには，DB への
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登録だけでなく，類題を自動生成するツールや，教材作成者以外の熟達した学習者などが

登録できる仕組みを考えていく必要がある． 
さらに質の向上も考えなければならない．ある程度量が増えた後，良質な解説や問題に

重みをつけ，優先的に提示されるような機能が必要ではないかと考えられる．たとえば，

学習者が良質と判定した解説にクリックで投票できるようにし，投票数に応じてリストの

上位に表示したり，アイコンなどによる強調表示をするといった工夫が考えられる． 
また，今回先行研究として取り上げた TICCIT は，CDT の 4 主要要素「一般例の提示」

「事例の提示」「一般形を出題」「事例を出題」のうち，「一般例の提示」「事例の提示」「事

例を出題」の 3 種類を実装している（図 8-5）．そして 3 種類それぞれに「EASY」「MEDIUM」

「HARD」のモードが用意されている．本システムでは「一般例の提示」「事例の提示」を

まとめて，「解説の提示」と「練習問題の出題」の 2 つで構成し，「EASY」「MEDIUM」「HARD」

のモードは採用しなかった．今後は長期的な評価の中で，TICCIT で実装されている機能を

どの程度採用するか検討していく必要がある． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8-5 画面構成理論（CDT）の 4 主要要素 
出典：文献 1）図 7-6（p.111） 

 
８-７ 技術上の課題 

課題分析図インタフェース部分以外の技術的な課題として，まずは異なるブラウザでも正

常に動作する対策（クロスブラウザ対策）の問題がある．これは，Web プログラミングで

必ず問題となる点であるので，同様の問題が起きていないか，インターネットや文献で情

報収集し，改善に努めたい．具体的には，prototype.js10)などのクロスブラウザ対策を考慮

したモジュールが配布されていないか調査する必要がある． 
他に，たまに課題分析図の習得状況が更新されないエラーが確認されている．これは，非

同期通信のタイミングによるものか，学習者のブラウザに残されるキャッシュが原因では

ないかと思われる．今後，原因を特定し，改善に努めたい． 
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８-８ 評価に関する課題 

 今回，課題分析図インタフェースの操作性に関して評価が低めだった原因の一つに，評

価方法が不適切だったことが考えられる．評価対象者とした大学生であれば，Google 
Maps11)を使用した経験があり，すぐに直感的に操作できると想定していたが，評価結果を

みると 初にとまどったという意見が見られた．よって，評価開始前に，課題分析図の意

味や操作方法を説明する必要があると思われる． 
 また，今回は事前・事後テストのアルゴリズムに関して評価を行っていない．本研究で

考案したアルゴリズムが，どの程度効率よく習得状況を見極められるかどうか評価する必

要がある．さらに，本システムを長期的に運用し，学習効果を測る評価実験も今後の課題

としたい． 
 

８-９ シェル化 

TICCIT や並河システムのように，本システムも教材シェル化が必要だと考えている．そ

のために必要な機能として，課題分析図作成機能，解説・問題作成機能を追加する必要が

ある． 
課題分析図作成機能に関しては，描画機能が必須となるので，現在のシステムをベース

に Web 上で実現するには負荷が大きく，動作速度が遅くなるのではないかと考えられる．

そこで，Flash による開発や，ローカル環境で動作するツールとして別言語を用いて開発す

ることも視野に入れる必要があると考える． 
解説・問題作成機能に関しては，現システムに追加機能として実現できると考えられる． 

 
８-１０ 今後の展望 

今後は長期的な運用で得られた学習履歴を分析して，学習者がどのような方略で学習を

すすめているかを探り，システムの改善に活かしたいと考えている．たとえば，優秀な学

習者の学習順序をもとにして，「次のおすすめ学習項目」を自動生成したり，多くの学習者

が苦手としている学習項目を抽出し，解説や問題，または課題分析図の構造そのものを見

直すようにアラートを表示するといったことが考えられる． 
また，シェル化によって，一般ユーザも学習課題に対して解説や問題を作成したり，新

たな課題分析図を描くことも可能となる．これらの解説，問題，課題分析図といったコン

テンツをユーザ同士が共有できる仕組みを構築することで，協同で教材を開発するなど，

新たな学習コンテンツが数多く生成されていく可能性がある． 終的に，本システムは

CGM（Consumer Generated Media）のようなプラットフォームを目指したい． 
以上のような改善を続け，学習者が自律して学習を進めることを支援するシステムにし

ていきたい． 
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第９章 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．題材としては，基本情報技術者試験を用いた．また，事前テストと事後テストにおい

て，テストを効率的に実施できるように，課題分析図の構造によって各学習項目に自動的

に重みを持たせ，重みに応じて出題制御を行った． 
 形成的評価の結果，課題分析図インタフェースの操作性に関しては，すべての評価項目

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．また，課題分析図を

見ることで，習得状況や構造を直感的に把握することができ，学習において役に立ちそう

だという好意的な意見をいただいた．課題分析図をインタフェースとして用いる点につい

ては，ドラッグ操作や拡大・縮小などが直感的にはわかりにくいといった意見をいただい

たので，簡易ヘルプの改善を行った．さらに，学習者に応じて学習順序の制御方法を切り

替えることが必要だと考えられるが，今後の課題とする． 
さらに，今後の課題として次の点が考えられる． 
1 点目は，知的技能以外の学習課題に対応した制御システムの構築である．学習課題には，

知的技能の他に「言語情報」，「運動技能」，「態度」があるので，それぞれの課題分析手法

を参考にし，制御システムを構築していく必要がある． 
2 点目は，複雑な学習課題への対応である．学習範囲に知的技能，言語情報，態度など複

数の学習課題が含まれる場合，現在のシステムでは対応できない．そこで，教授カリキュ

ラムマップなどの他の分析手法を取り入れることも検討していく必要がある． 
3 点目は複数の課題分析図への対応である．同じ学習課題であっても，分析の結果として

作成される課題分析図は多様なものが考えられる．そこで複数の課題分析図を関連付け，

学習者が切り替えることができるようにするといった工夫が必要であると考えられる． 
4 点目は課題分析図インタフェースのさらなる改善である．より使いやすいインタフェー

スに改善するには，Flash などのインタラクティブなインタフェースが開発できる環境を用

い，システムを再構築することも視野に入れる必要がある． 
5 点目は，適度なアドバイス機能である．アドバイス機能は，多すぎると過保護になって

しまい，学習者制御でなくなる恐れもあるので，長期的な運用をしながら閾値を見極める

必要があると考えられる． 
6 点目は，解説や問題の充実である．これは量と質の両面から検討していく必要がある．

量の課題としては，解説や問題の登録数を増やす必要があり，類題を自動生成するツール

の開発や，教材作成者以外の熟達した学習者などが登録できる仕組みが必要であると考え

られる．質の課題としては，良質な解説や問題に重みをつけ，優先的に提示されるような

機能が必要ではないかと考えられる． 
7 点目は技術上の課題である．クロスブラウザ対策，サーバとの通信のタイミングの検討，

キャッシュ対策などを行う必要がある． 
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8 点目は評価に関する課題である．今回，課題分析図インタフェースの操作性に関して評

価が低めだった原因の一つに，評価方法が不適切だったことが考えられる．また，今回は

事前・事後テストのアルゴリズムに関して評価を行っていない．そこで，テスト機能も含

めて，評価手法を検討し，評価を行う必要があると考えられる． 
9 点目はシェル化である．課題分析図作成機能，解説・問題作成機能を追加し，様々な教

材を取り込めるようにしていきたい． 
以上の課題について，優先順位を検討しながら，システムに実装していく必要がある． 

 
 今後は改善したシステムの形成的評価を再度行い，その後に長期的な運用により学習効

果について評価を行いたい． 
終的には，学習者もシェル機能を利用し，自律的に学習をすすめていけるようなシス

テムにしたいと考えている． 
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