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Summary  

This research examines effects of visualization of learners' selections of theme and partners in long-run learning 

situations. Recently, there increased the project-based learning that requires learners to choose tasks and partners according 

to their own interests. Although social network analysis is suitable for visualization and analysis of those choices, it is not yet 

clear if those analyses work for teachers in situ. This study developed a system for visualizing the bird's-eye view of social 

interaction and learning process. We analyzed "selections" in the free play of elementary school kids and those in the 

graduation thesis production of college students. Results showed that the both analyses contributed to enriching teachers' 

confirmation or revision of their rules of thumb on learning. Based on these case studies we propose a system prototype that 

condenses a large amount of process data of learners' selections and makes it easy for teachers to look back results with 

minimum load and to revise next lessons in a timely manner. 

 

 

1．はじめに  

一人ひとりの子供がそれぞれ違うことに取り組むよう

な学習場面で，教員が多大な手間を掛けずに有用な情報

を得られるデータの可視化や分析方法はあるのであろう

か．例えば最近，学習者自身の興味関心に従って学習課

題や共に学ぶ仲間を選択するような長期自律型のプロジ

ェクトベース学習が再度注目されている [Collins 09, 

Zhang 09]．その学習過程と成果の全記録を入手・分析で

きれば得られる情報は大きいが，分析に使える時間や支

援を考えると，常時はできない．各学習者が「誰」と「何」

に取り組んだかなどの基礎的な情報を集め，ソーシャル

ネットワーク等を用いて可視化・分析することで，どこ

まで教える側に有用で教育の質改善につながる情報を提

供できるかを探りたいところである．本研究では，シス

テムの開発を見据えて，その基礎となる事例研究を行い，

分析結果を教師がどのように活用できるかを検討する． 

 

1·1 研究の背景 

長期自律型のプロジェクト学習が重視される背景の 1

つには，知識基盤社会において自ら学ぶ対象を選んで知

識を獲得・編集する重要性が増したことがある[Collins 

09]．知識基盤社会のモデルとなる研究所や企業，専門的

コミュニティなどの知識創造機関では，活動の都度生ま

れる創発的なゴールに向けて，柔軟にチームを形成しな

がら仕事に取り組む特徴が認められており[Scardamalia 

12]，プロジェクト学習がその準備となると考えられる． 

もう 1 つの背景には，古くから問題解決学習やプロジ

ェクト学習[Kilpatrick 18]と呼ばれてきた学習者主体の学

習活動が，学習理論と ICT の進展に裏付けられた学習科

学によって安定した効果を上げるようになったことがあ

る[Bransford 99, Sawyer 06, Zhang 09]． 

例えば，[Zhang 09]は，光の性質に関する単元を小学校

4 年生を対象に 3 年間繰り返し，その学習形態を変えな

がら学習効果を確かめた．1 年目は固定したグループで

学習を進める分業型の協調学習，2 年目はジグソー学習

法などを用いてグループ間で相互作用する協調学習，そ

して 3 年目は「光」という共通テーマのもとで各自の探

究したい課題ごとに児童たちが自律的にグループを形成

し組み替える協調学習を採用した． 

学習は対面による議論と同時に，電子掲示板による学

習支援システム（ナレッジフォーラム）を通しても行っ

たため，児童や教師のノートの閲覧や引用記録を分析す
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ることができた．一人ひとりをノードとしてその記録を

ソーシャルネットワーク図で表したところ，1 年目の実

践の児童は，自分と同じグループのメンバーのノートを

閲覧・引用することが主で，閲覧や引用を通してグルー

プ間を「繋いで」いたのは教師であることがわかった

（Zhang らの分析では教師がネットワーク図の「中心」

に位置する）．2 年目の児童は，グループ間の相互作用が

推奨されたこともあり，自主的に他グループのノートを

閲覧・引用するようになったが，依然全グループの「中

心」に位置づいていたのは教師であった．3 年目の児童

は，グループの形成・組み替えが児童に任されたことも

手伝って積極的にクラス中で互いの閲覧・引用が行われ，

教師が初めて中心の位置から外れた．こうした相互作用

の活発化と連動して，学習課題の理解も 1，2 年目に比べ，

3 年目においてより深まった． 

この研究から 3 つの示唆が得られる．1 つは，ICTを活

用して学習活動を支援するだけでなく，閲覧や引用とい

った ICT 上の「選択」活動のログを分析することで，同

じ協調学習の中でもより効果の上がる形態を見つけた点

である．2 つ目は，協調学習の形態について，テーマ（学

習課題）を優先して組み替えるものにしていった点であ

る．最後に，ログをわかりやすく可視化することで，教

師自身の振り返りを可能にした点である．以下，この 3

点について節を改めて論ずる． 

 

1·2 学習における「選択」とネットワーク分析 

これまでも選択は学習を促進するものと捉えられてき

た．例えば，同じ学習課題に取り組む場合でも，学習者

がそれを選択して取り組んだ場合の方が，動機づけが高

まることなどはよく知られている[Iyengar 99]．しかし，

自己決定理論[Deci 85]などの基礎研究では，選択が 1 度

限りで終わる問題と，学習の動機づけとしてしか位置付

けられない問題とがあった．日常生活では，人は選択を

繰り返し行いながら，その経験から自分らしい選択の仕

方やよりよい選択の仕方を学んでいくと考えられる．そ

れゆえ，最近では，選択を学習の動機づけとしてではな

く，成果として─学んだ結果，よりよい選択ができるよ

うになったかを─捉えていこうとする評価論も生まれ始

めている[Schwartz 13]． 

こうした選択の可視化・分析にソーシャルネットワー

ク分析が適している．ソーシャルネットワーク分析は，

スモールワールドネットワークモデル[Watts 99]が発表

されて以来，様々な分野で活用されている手法である．

教育領域においては，近年 Learning Analytics としての活

用に期待が高まっている[New Media Consortium 14]． 

分析のポイントは，学習理論に基づき，分析目的に的

を絞った分析を行うことができるかである．[Zhang 09]

では知識構築環境の全般的な成果を確かめるための一指

標として閲覧や引用が分析されたが，本研究では，学習

理論に基づいて，一人ひとりがいかなる選択をするかを

意味のある指標と見定め，選択活動の可視化と分析を軸

に有用な結果を導けるかを検討する． 

 

1·3 協調学習におけるグループ作り 

[Zhang 09]では，4 ヶ月の授業期間中にグループを固定

する協調学習形態から児童の選択した学習課題に応じて

複数回組み替える形態へと変更している．グループを固

定した方が安定した人間関係が築かれそうに思えるが，

それよりも課題を優先したということである． 

協調学習を授業に導入する際，教師が気にしがちなの

が「グループに一人司会ができる児童生徒を含めた方が

よいか」や「話しやすいメンバーや能力を補い合える者

同士にした方がよいか」などのグループの作り方である．

しかし，協調学習の理論と実践によれば，グループメン

バー構成に配慮せずとも，学習課題と活動が適切に設定

できれば学習効果を上げることができることが示唆され

ている．なぜなら，各自が多様な考えを提供しうる問い

を共有できれば，人は対話しながら考えを深める建設的

相互作用に従事できる力を潜在的に持っているからであ

る[三宅 14]．それ故に，答えがわかった人が説明すると

いう場面設定では，そうでない人が考えを出し難いし，

司会がいると，各自が自分のペースで考えながら発言す

るという自然な流れが阻害されやすい．実際，[三宅 12]

では，グループメンバーの一員としてロボットを参加さ

せ，司会者の役割をさせる場合とさせない場合を比較し，

グループ学習に司会が必要ではないことを示唆している． 

無論同じ問いや学習活動のセットでメンバー構成を工

夫する（e.g. 考えの違いを最大化する）ことで効果を大

きくすることはできるであろうが，同じ労力を割くのな

らば，教師はグループ作りよりも，学習者の建設的相互

作用を支援できる問いや活動の設定に割くべきであろう．

そのためには，子供たちに「いつも同じメンバー」でな

くとも，自分の取り組みたいことに応じてメンバーを組

み替えていく力があることを示す研究が必要であろう． 

 

1·4 教師の振り返りを支援するシステム 

[Zhang 09]では，教師は 2 年目の実践において，ネット

ワーク図を見るまで自分が中心にいるとは考えていなか

ったと言う．したがって，閲覧・引用関係の可視化が 3

年目の実践を改善し，改善した結果がネットワーク図で

確認できるサイクルを生んだと言える．その点で，ネッ

トワーク図の結果（中心性など）がどこまで学術的に普

遍的で一般化可能かというよりも，実践を自ら行う教師

にとってどれだけ有効かが重要だと考えられる．Zhang

らの分析結果も「協調学習の効果が分業型，相互作用型，

自律生成型の順で上がる」ことを一般的に実証したもの

と取るよりも，一現場でのデザイン実験がその結果の可

視化と相まって発展することを示したものとして受け止

めるべきであろう． 

教室での授業実践は，ICT の発達によって多くのデー
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タを蓄積することが可能となり，その可視化によって，

教師を支援し実践を変えていくことも可能になっている．

特に，長期自律型のプロジェクト学習がより多くの教育

現場で実践されるようになり，グループやクラス全体に

起きる社会的な相互作用の過程を振り返るための支援シ

ステムの有用性が高まっている．ビデオなどの記録では

振り返りに時間や負荷がかかりすぎるため，教師が実践

を行った「その年の最中」，あるいは，「次の年が始まる

前に」クラスの長期学習過程を少ない負荷で俯瞰的に振

り返るようなシステムの提案が必要であろう． 

 

1·5 本研究の目的と意義 

本研究では，長期自律型のプロジェクト学習における

学習過程と社会的相互作用を俯瞰的に可視化するシステ

ムの開発を見据え，既存のシステム及び予備的に開発し

たシステムを用いて 2 件の事例研究を行う．システムの

要件は，「誰と」「何を」するかという仲間と課題の可視

化ができることである．なおかつ，1 回 1 回の選択がそ

れぞれ別のネットワーク図ではなく，1 枚の図で見られ

ると，時間的な推移を含めた選択の過程が俯瞰的に把握

できる．本研究で用いた既存システムなど従来のもので

は，選択の「軌跡」が見えにくいものが多いため，2 つ

目の事例には著者らが開発したシステムを導入した． 

取り上げた事例は次の 2 つである．1 件は小学生が休

み時間に誰と遊んでいたかを既存システムで可視化し，

遊びの内容と合わせて分析した事例である．もう 1 件は，

大学生が 3 年次のゼミ配属から卒業論文（以下「卒論」）

制作まで，誰といかなる課題に取り組んだかという選択

プロセスを可視化し分析した事例である． 

2 事例の分析から，教師が日常的に拠って立つ経験則

を確認あるいは見直しできるかが本研究の課題であり，

意義である．さらに，協調学習におけるグルーピングを

教師がどのように支援すべきかを検討し，支援システム

の要件を示唆することにも意義がある． 

 

2． 小学生の自由遊びにおける「選択」 

 

子供たちは，自由遊びにおいて自分の遊びたいことに

従って遊び相手を選べるものなのであろうか．それとも

教師が考えがちである通り，ソーシャルスキルの高い子

供だけがそうできるのであろうか．それを調べるため，

[市川 12]における子供の遊び方の実態を可視化し，教師

が自らの経験則をどう見直したかについて検討した．  

 

2·1 背景 

小学校において，児童には様々な選択の機会がある．

例えば，休み時間に誰と何をするかなどは日々繰り返さ

れる選択の 1 つと言える．本事例では，小学校の休み時

間の自由遊びを半年間にわたり調査し，クラス児童の中

での集団形成の様相を可視化した．児童が自らの居場所

を持ち，心地よい人間関係を有し，安心して過ごせるこ

とは非常に重要だが，どのような過程を経て，児童は居

場所を獲得するに至るのであろうか． 

教師である本研究の第 3 著者は，経験的にソーシャル

スキルの高い児童はたくさんの友達と遊び，ソーシャル

スキルの低い児童は少人数で遊んでいると考えていた．

それゆえ，ソーシャルスキルの低い児童が少人数で遊ん

でいるならば，教師が集団形成に介入し，みんなと遊べ

るようにすべきと考えていた．そこで，ソーシャルスキ

ル得点を測定し，遊び方を表すネットワーク図を作成す

ることで，児童の繋がりと得点の関係を検討した． 

 

2·2 調査対象・方法 

対象は，公立小学校 2 年生の 1 学級 29 名（男子 15 名，

女子 14 名）である．児童一人ひとりに「その日の 2 時間

目の休み時間に誰と何をして遊んでいたか」を記述させ

データ化した．2 時間目の休み時間を対象としたのは，2

時間目と昼休みの休み時間が他よりも長かったためであ

る．昼休みを除外したのは，行事で割愛されてしまうこ

とが多く，また給食を食べる速さによって児童ごとに遊

べる時間が異なるためである．帰宅後の遊び時間を含め

た場合，仲間関係がより色濃く反映される可能性がある

が，本研究では選択対象の多い学校内の休み時間に限定

した．採取したデータは 2012 年 4 月 18 日から 10 月 31

日までのほぼ 1 週間ごと，計 23 日分であった． 

ソーシャルスキルは幼児の社会的スキル尺度[中台 02]

を用いて，7月と 10月に担任である第 3著者が評定した．

評定は 5 件法で実施し，各下位尺度が 20 点となるように

換算した．換算した値の合計を児童の評定時点（4 月か

ら 7 月，9 月から 10 月）で持つ得点とし，得点の高いも

のから高群（9 名）・中群（11 名）・低群（9 名）とした． 

 

2·3 社会的相互作用の可視化 

児童の遊び相手の報告は教師によって整理された．例

えば，A 君は「B 君と遊んだ」と報告しているにもかか

わらず，B 君の報告に A 君が含まれていない場合でも，

二者のいずれかに報告があれば，つながりがあるものと

した．上記の場合は Aから B の矢印「→」でつなぎ，双

方が報告した場合には双方向の矢印でつないだ．児童の

報告にはこうした矛盾も見られたが，本人の「意識」を

表すものとして純粋に報告されたデータを基に可視化し

た．それゆえ，本研究では有向グラフを用いた．また，

ソーシャルネットワーク分析では重み付きグラフが採用

されることが多いが，本研究では重みづけのないグラフ

を採用した．対象としたデータが，片方もしくは双方が

報告しているか否かだけの値しかなく，それを教師が解
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釈しやすいように，矢印で表すことにしたからである． 

可視化に利用したシステムは「Gephi 0.8 alpha」である．

Gephi は Mathieu Bastian が 2008 年に開発し，オープンソ

ースになっているグラフ可視化ソフトウェアである

[Bastian 09]．Gephi を利用し 23 日分すべての児童の社会

的相互作用を可視化した．本事例では遊び相手に着目す

るため，児童それぞれをネットワーク図の頂点となるノ

ードと見なし，児童が報告した「遊んでいた相手」との

ノードの間につながりとなるエッジを加えた．本研究で

はエッジ数を片方双方問わず 1 として対象の児童が遊ん

でいた児童の数のデータとした． 

 

2·4 結果と考察 

図 1 は，10 月時点のネットワーク図である．ノードが

それぞれの児童を示し，「MM」などは仮名のイニシャル

である．図中右上の大きな集団（MM，ABF ら）は「ゾ

ンビごっこ」という名前の鬼ごっこをしていた．下部の

集団（YF，ACF ら）は「鉄棒・登り棒・うんてい」で遊

んでいた．中央の 2 名（BM,CM）は「5 年生が遊んでい

るのを見ていた」と報告し，左上の 5 名の集団（QF ら）

は「ダンスの練習」をしていた． 

可視化された図およびそれぞれの児童がどの児童と遊

んでいたかを示すエッジ数とソーシャル得点を分析する

とソーシャルスキル得点の高い児童は，少人数で創造的

な遊び，例えば「お茶会」という独自のルールを持った

遊びを展開していることが見いだされた．具体的には，

ある女子児童の7月・10月のソーシャル得点は98.7点（ク

ラスで上位から 5 番目）・97.9 点（4 番目）であり，ソー

シャルスキル得点高群であった（クラス平均 85.5 点・86.8

点）．しかしながら，エッジ数は 4 月から 7 月が 1 日平均

4.6（17 番目）であり，9 月から 10 月が平均 2.0（28 番目）

と少なかった．ソーシャル得点が高い児童は「群れる」

必要がないと考えられる．一方で，ソーシャルスキル得

点の低い児童は，大人数でルールの決まった遊び，例え

ば「ボール遊び」などをしていることが見いだされた．

例えば，9 月から 10 月の平均エッジ数の上位 10 名の内 8

名は男子児童であったが，これらの児童 8 名全員がソー

シャルスキル低群であった．ソーシャルスキルの低い児

童は，ルールが決まっており，交渉の必要が少ない集団

遊びに従事する結果，多くの友達と遊んでいるように見

えると結論できる． 

 

2·5 現場へのフィードバック 

本事例では，ソーシャルスキル得点と遊びの内容から，

児童それぞれがソーシャルスキルにあった遊びを実施し

て居場所を得ていることが示唆された．この結果から，

必ずしも教師が「みんなとつながる」ように支援する必

要があるわけではないことが見いだされた．上記の研究

過程を経て，教師として現場の指導に従事していた第 3

著者は，その後の教育実践において，ソーシャルスキル

の高い児童（主に女子）については，低い児童（主に男

子）とは発達段階のステージが異なると解釈し，様々な

教室での選択場面において本人の意思を尊重するように

心がけた．また，ソーシャルスキルの高い児童が集団遊

びに参加したがらないような場面において，強制的に参

加させるような働きかけを控えるようになった． 

 

図 1 10 月時点のネットワーク図（[市川 12]より引用） 

 

2·6 グループ形成支援へ向けたシステム開発の課題 

以上，可視化された図とソーシャルスキル得点データ

によって，教師が介入しなくとも，子供は遊び相手や遊

ぶ内容を選び自律的に遊ぶことができることを教師自ら

が確認できた．しかしながら，ネットワーク図は所定の

時点の関係を切り取ったものであったため，推移を見る

ためには 23 枚のネットワーク図を往来する必要があっ

た．所定の時点までのデータの「蓄積」から得られる情

報に加え，時間的な推移の情報も含めた可視化が求めら

れる．そのためには，ノードを人ではなく，学習課題（本

事例であれば「遊び」）にし，各児童がどのような過程で

課題を遷移したかという可視化が必要である．  

 

3． 大学生の卒業論文制作における「選択」 

3·1 背景 

本事例は，大学でのゼミや卒論の作成に関わる授業に

おいて，時間的推移も含む学習過程のネットワーク図を

可視化したものである．事例では，第 2 著者が担当する

認知科学のゼミを専攻する学生が，どの学生と共にどの

ような課題を選択し学習していたかという社会的相互作

用に当たるデータを可視化している．卒論のテーマ選択

は，そこに至る過程での学習課題の選択と，課題を誰と

共に学習したかの社会的相互作用が関連していると考え

られる．特に多様な相手やグループとコミュニケーショ

ンすることが，同じあるいは似たテーマへの多様な視点

の統合を促し学習を深めると考えられる．そう考えると，
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入学あるいはゼミ配属当初の所属集団や友人関係にかか

わらず，積極的に多様な相手と交流した方がよさそうだ

が，実態はどうなっているのであろうか． 

 

3·2 調査対象・方法 

実践は，第 2 著者のゼミ活動を対象にした．対象の学

科では，学生が 2 年生前期に配属希望を出し，2 年生後

期に試験的にゼミに所属し複数のゼミを体験した上で，3

年生から本格的に各ゼミに配属された．配属後の研究・

教育活動の方針は，基本的に各担当教員に任された．対

象のゼミでは，知識構築型の探究活動を協調的に行うこ

とを基本とした．その中で，学生自身の興味・関心と著

者の研究者としての強み（テーマや研究手法）とが融合

する卒論のテーマを見いだすことを支援した． 

データを採取したゼミでは，ゼミ関連授業について，

授業風景のビデオ，各グループの録音データ，各学習者

のワークノートがすべてデータとして蓄積された．本事

例では各半期の授業におけるワークノートの記述を手掛

かりに学習者が選択した課題を同定した．授業における

グループ形成は学習者に任されており，学習者が自由に

課題とグループを選択できた．卒論などの作業は個人・

協調が両方認められたが，学生が協調活動を選好した． 

具体的には，ゼミにおける 14 名の学生が大学 2 年生後

期の卒論構想から卒論に至るまでの各期のゼミ関連授業

において選択した課題─各学生最大 9 つ─のデータを対

象とした（授業は最大で 9 つ開講され選択科目が含まれ

ていたため，学生の履修状況によってデータ数は異なる）． 

さらに，可視化から得られた知見と照合するため，卒

論の質について，指導教員以外の同学科の教員に対して

簡単な評価（優れた論文の抽出）を求めた． 

 

3·3 システムの概要 

 可視化に際して，学習の課題をノードに設定し，学習

過程の時間的推移も含めてソーシャルネットワークが俯

瞰できるシステムを開発した．データは，授業担当教員

であった第 2著者が学習者のワークノートから課題をカ

テゴリ化した．カテゴリ化についてはこのシステムで支

援対象となる教員が自らカテゴリを決めることが結果の

解釈を容易にするため，妥当だと考えた．カテゴリ化さ

れたデータを基に，卒論へと至る過程を可視化した． 

可視化に利用したシステムは，web 上で利用すること

を想定して Moodle を用いて開発した．Moodle はインタ

ーネットを利用した授業で活用されることを想定して作

られたオープンソースパッケージソフトである．本事例

では蓄積されたデータを対象に可視化および分析を行っ

たが，将来的には利用現場で入力し学習者にフィードバ

ックすることを狙い，可視化に伴う入力のシステムから

開発した（多くの機能はオープンソースになっている各

モジュールなどを調整したに留まる）．入力フェーズは

Moodle の Check list モジュール，出力フェーズでは

Graphviz というオープンソースのツールパッケージを

利用した．Graphviz は DOT スクリプトで示されたグ

ラフを描画するパッケージである． 

図 2 は，3 名の学生の課題選択過程を可視化したサン

プルである．図では 3 名のスタートを四角で表示し，ゴ

ールを六角形で表示した．ノードは授業で扱われた課題

（e.g. ユーザビリティ，T パズル）を示す．配置は各エ

ッジができるだけ重なり合わないように調整している．

エッジは各学習者が選択した課題を時系列順に可視化で

きるよう矢印で結んである．図中太い矢印は 1 名の学習

者を示しており，右下の「記憶」を最初に選択した後，

「グルーピングの効果→AKB（熟達化）→LBD4→1919

暗記→レゴブロック→T パズル」と選択し，卒論でも再

び Tパズルを選択したことを意味している．この 3名は，

最終的に T パズルという課題で卒論を作成したが，そこ

に至るまで三者三様の過程を辿ったことが見て取れる． 

 

 

図 2 3 名の学生が学んだ過程 

 

3·4 長期学習過程の可視化 

本事例では第 2 著者が現場で持っていた「“いつも一

緒”にいる仲良しグループが卒論の作成時にグループを

別れることがある．そのような状況は卒論作成にプラス

に働くように見えるがそれを確かめることはできるか」

という経験則を検証した．いつも一緒にいる仲良しグル

ープで 2年生終了時の卒論構想から卒論に至るまで同じ

テーマを選択したタイプの「初志貫徹型（図 3）」と 2 年

生終了時とは異なるグループ，異なるテーマで集まり卒

論を書いたタイプの「離合集散型（図 4）」を学習過程の

データから分類し，それぞれの図を作成した． 

 



600 人工知能学会論文誌 30 巻 3号 G（2015年） 

 
図 3 初志貫徹型のグループのネットワーク図 

 

 

図 4 離合集散型のグループのネットワーク図 

 

3·5 結果と考察 

図 3 と図 4 を比較すると，図 3 は比較的同じテーマを

ペアなどで進んでいく場合が多いことが読み取れる．例

えば，2 名の学習者（図中太いエッジ）はスタートの後，

左下の「カーナビ（ユーザビリティ）→テニス（熟達化）

→近道調査→カーナビ（ユーザビリティ）→カーナビ（ユ

ーザビリティ）」と選択している．一方，図 4 には上記

のようなはっきりとしたペアでの選択の推移を見ること

ができない．図 4 では，最終的に同じテーマを選択した

1 つのグループ 3 名を太いエッジで表示しているが，そ

れぞれ異なったグループや課題から卒論へ至っている様

子が見える（この 3名のみを取り出したのが図 2である）．

これはそれぞれの学習者が「作業相手」ではなく「自分

の興味のある課題」を選択した過程であるためだと考え

られる．また，初志貫徹型のグループは 2 年次の卒論構

想と卒論のテーマが一致し，離合集散型のグループでは，

卒論構想と卒論のグループもテーマも異なっていた． 

該当のゼミにおける卒論のグループと評価の情報を

表 1 に示す．表 1 には，可視化の対象となったゼミ生 14

名の他，4 年生秋の卒論作成から合流した他ゼミの 4 名

を含む計 18 名のグループ情報を含めた．最終的に 6 グ

ループ 7件の卒論が発表された（グループCは 2件発表．

図 4 における太いエッジがグループ C の 3 名）．卒論評

価のため，指導教員以外の同学科の教員 2 名に対し優れ

た卒論を抽出させたところ，いずれも「離合集散型」（C

および E）に属していた（C は両教員が高評価した）． 

 

表 1 卒業論文のグループと教員の評価 

グループ 人数 教員の評価 過程
A 1 離合集散
B 2 初志貫徹
C 3 ○○ 離合集散
D 3 初志貫徹
E 4 ○ 離合集散
F 5 離合集散  

*グループAは1名だが最初と最後の課題が異なるため離合集散のグループAとした 

 

3·6 現場へのフィードバック 

本事例では，2 年間にわたる認知科学のゼミ関連授業

における学習者の選択した課題（学習過程）とグループ

情報（社会的相互作用）のデータを可視化するシステム

を開発した．結果，仲良しグループで 2 年間にわたる学

習活動を実施するよりも，多様な仲間と多様な課題につ

いて学習し，自身の興味関心に従って卒論のテーマを選

択した方が最終的には教員からの評価も高いことを確認

するに至っている．それを受けて教師として現場で指導

に従事していた第 2 著者は，「“いつも一緒”ではないグ

ループで進められている卒論は誰のものでもないテーマ

に集まっている．つまり“課題”で集結し，互いに異な

る経験や知識を持ち寄ると良い成果があがる」という経

験則が妥当だと納得した．実際に翌年度の指導において，

人間関係をベースとしたグループを積極的に解体するこ

とを学生に勧め，課題ベースのグループとなることや，

一人ひとりの考える卒論のテーマを多数提案し，卒論の

事前の段階から積極的に異なる仲間と協働することを推

奨するように変化した． 

 

3·7 グループ形成への支援に向けて 

本事例ではグループ形成を学習者に選択させていた．

学習者が自らの興味関心よりも常に仲良しグループでグ



601 

 

 

「選択」の可視化システムによる教育支援の事例研究 

ループを形成している場合には，より学習効果を高める

ためにも，それぞれの学習者の興味関心に従って課題を

選択させるような支援の検討が必要なことが示唆された． 

 

4． おわりに 

 

本研究では，長期自律型のプロジェクト学習における

学習過程と社会的相互作用を俯瞰的に可視化するシステ

ムの開発を見据え，2 件の事例研究について検討した． 

小学生が休み時間に誰と遊んでいたかを可視化し，遊

びの内容と合わせて分析した事例では，児童それぞれが

ソーシャルスキルに合った遊びを実施して居場所を得て

いることが示唆された．大学生が卒論制作までに，誰と

いかなる課題に取り組んだかという選択プロセスを可視

化した事例では，多様な仲間と多様な課題について学習

し，自身の興味関心に従ってテーマを選択した方が教員

からの評価も高いことが示唆された． 

2 事例の結果から，教師が日常的に拠って立つ経験則

を確認あるいは見直しできるかに対し，ソーシャルネッ

トワーク図の閲覧によって，学習者に支援するか否かの

判断がしやすくなることが推察された．また，協調学習

におけるグルーピングを教師がどのように支援すべきか

に対し，教師がまず「人」ではなく学習者の取り組む「課

題」に着目し，その学習過程の可視化などによって経過

を観察し適宜支援することが望ましいと推察された．支

援システムの要件に対しては，学習者の選択した課題や

仲間，それぞれの興味関心を多重的・多層的に時間的推

移も含めて表示し，一人ひとりの移動軌跡を可視化する

グラフ表現が有効だと推察された． 

 

4·1 教育現場への示唆 

小学校の自由遊びの事例では，教師が「ソーシャルス

キル得点の低い児童は少人数でしか遊ぶことができない

はず」という主観的な経験則に基づいて，そのような児

童への介入支援を検討していた．しかしながら，児童の

遊び相手という社会的相互作用を可視化することによっ

て，実際は「ソーシャルスキル得点の少ない子供は大集

団でルールの決まった遊びをしている」という発見をす

るに至り，子供の集団形成を子供に任せるように変化し

た．その結果，研究終了後の 10 月以降に，次のようなエ

ピソードも得られている．ある男児が休み時間に一人残

って絵を描くことが好きだった．教師が彼に外で遊ぶこ

とを強制せずに見守っていたところ，屋外の大集団で遊

ぶリーダー的な男児がある日たまたま先の男児の傍らを

通りかかり，自分の好きな漫画を描いていることを目に

とめた．それ以来 2 人は一緒に絵を描いたり，図書館に

行ったりする遊びを時々行うようになった． 

子供はそれぞれ好きなことや趣味，特技など多様な属

性を持っている．それがある種のフックとなって，多様

な出会いが生まれてくる．その出会いを生かして様々な

相手と友達になることができる潜在的なコミュニケーシ

ョン力を子供は持っているのではないか．その力を自然

に引きだし関係作りを促す支援こそがいるのであろう． 

教師である第 3 著者によると，小学校の教師が保護者

面談で聞かれる内容は，子供の学力などよりも「誰と遊

んでいるか」「友達はいるか」など交友関係に関するもの

が多いという．それに対して本システムがあると，第 3

著者は友達関係を正確に答えられるだけでなく，友達の

多さ少なさなどに惑わされず，一人ひとりの過ごし方を

報告し保護者にも落ち着いた支援を求められるという． 

認知科学を学習する学生の長期学習過程の事例では，

「最初から最後まで仲良しグループで同じテーマの卒論

を作成するより，興味のある課題のもとに集まって卒論

を作成した方が，成果が上がるはず」という教師の主観

的な経験則が，学習過程と社会的相互作用の俯瞰的可視

化によって客観的に確認できている． 

これらの結果から，ソーシャルネットワーク図の閲覧

によって，学習者に支援するか否か，するとすれば何を

すべきかの判断がしやすくなることが推察される． 

 

4·2 グループ形成の支援へ向けて 

協調学習はグループのメンバー構成に拠ると考える

教師は多く，それゆえ，仲良しグループ等の設定を行い

やすい．しかしながら，[Zhang 09]では，むしろ教師が

介入せずに，子供たちに自由に課題を選択させ，グルー

プを組み替えさせることで，学習の成果が表れることが

示されている．[Zhang 09]では 3 年間の実践を通じて

「光」という学習テーマの整理も進んでおり，適切に設

定された下位課題を学んだ者同士が，グループの組み替

えを通じて異なる視点を持ち込んで建設的相互作用に従

事しやすかった可能性がある． 

本研究では，小学生の事例から子供たちが自由にグル

ープを形成し，教師が介入しなくともそれぞれ遊ぶこと

ができていることが示唆された．大学生の事例では，学

習者が自らの興味関心よりも人間関係で選択してしまっ

ている場合に，「人ベース」ではなく，「課題ベース」で

選択することを促す支援が必要であることが示唆された． 

これらの結果から，自律的なプロジェクト型の協調学

習において，教師がまず「人」ではなく学習者の取り組

む「課題」に着目し，なるべく適切な課題を提供したり，

学習者の課題発見を支援したりしながら，その学習過程

の可視化などによって経過を観察し適宜支援することが

望ましいと推察される． 

 

4·3 「選択を可視化する」システム開発へ向けて 

小学生の事例では，複数のソーシャルネットワーク図



602 人工知能学会論文誌 30 巻 3号 G（2015年） 

を往来しつつ，分析を進めていく必要があった．そのた

め，長期にわたる学習過程を時間的な推移も含めて可視

化できるようなシステムの必要性が示唆された．大学生

の事例では，ノードを課題とし，時間的推移も含めた可

視化を教師に提供することで，将来的には，卒論に至る

前に何が起こりそうかを予測し，それに応じて的確な支

援を行うことが可能となる示唆を得ている． 

これらの結果から，長期的プロジェクト型の学習にお

いては，学習者の選択した課題や仲間，それぞれの興味

関心を多重的・多層的に時間的推移も含めて表示し，一

人ひとりの移動軌跡を可視化するグラフ表現が有効だと

推察される．各学習者の多様な属性を多次元空間で表示

し，教師の選択に従って様々な方向から見やすく可視化

することで，選択理由の解釈や次の選択の予測が可能に

なることも期待される． 

 

4·4 今後の課題 

本研究は，自由な遊び場面や学習場面でのテーマと相

手という極めて基礎的な情報を可視化し事例分析しただ

けであり，多くの課題を今後に残している．第 1 に，こ

こまでの解釈の妥当性を検証すべく，実際の小学生の成

長や大学生の学習内容との照合を行う必要がある．第 2

に，システム閲覧の成果が著者ら自身の主観報告にとど

まっており，それを次の実践に適用した成果を含められ

ていない．システム利用の意義として，子供の見方が変

わった教師が子供にどう関わり，子供がどう変化してい

くかについて今後検討したい．第 3 に，大学生の事例で

開発したシステムがどの程度一般化可能であるか，ユー

ザーの主観評価実験などが必要だと考えられる． 

 

4·5 展望 

知識基盤社会では求められるスキルが変化し，それに

伴い学習場面も協調的な学習を含むように変化している．

協調学習の働き方や成果は教育場面ごとに全て異なり，

その場面に応じた支援を実践する必要がある．一方，現

代の強みとして，膨大な学習過程のデータが蓄積可能と

なり，データ処理速度も飛躍的に向上している．膨大な

データの意味解釈作業の基盤として，学習者の選択過程

を簡便に可視化し，学習過程の意味解釈の基礎となる加

工データを提供する課題には，大きな意味がある．その

実践的な開発研究を今後も進めていきたい． 

 

謝 辞 

本研究は JSPS 科研費 25730202，23530874 の助成を受

けたものです．本研究の一部は総合研究大学院大学学融

合推進センターの助成を受けて実施しました．感謝いた

します．本研究は日本教育工学会第 29 回全国大会「長期

学習可視化システムによる教育支援（山田雅之，白水始，

市川雅恵）」で発表した内容に加筆修正したものです． 

 

◇参考文献 ◇ 

 

[Bastian 09] Bastian, M., Heymann, S., and Jacomy, M.: 

Gephi: An open source software for exploring and 

manipulating networks, International AAAI 
Conference on Weblogs and Social Media (2009) 

[Bransford 99] Bransford, J. D., Brown, A. L., and Cocking, 

R. R.(Eds.): How People Learn, Washington, D.C., 

National Academy Press (1999) 

[Collins 09] Collins, A., and Halverson, R.: Rethinking 
Education in the Age of Technology: The Digital 
Revolution and Schooling in America, Teachers College 

Press (2009), (邦訳：デジタル社会の学びの形: 教育とテ

クノロジの再考，稲垣忠翻訳，北大路書房 (2012)) 

[Deci 85] Deci, E. L., and Ryan, R. M.: Intrinsic Motivation 
and Self-Determination in Human Behavior, New 

York: Plenum Press (1985) 

[市川 12] 市川雅恵: ソーシャルネットワーク分析を用いた小

学校2年生児童の集団形成過程の分析, 放送大学大学院文

化科学研究科修士論文 (2012) 

[Iyengar 99] Iyengar, S. S., and Lepper, M. R.: Rethinking 

the value of choice: A cultural perspective on intrinsic 

motivation, Journal of Personality and Social 
Psychology, Vol.76, pp.349-366 (1999) 

[Kilpatrick 18] Kilpatrick, W. H.: The Project Method. 
Teachers College Record. Reprinted in Schultz, F.(Ed.), 

Notable selections in education, Guilford, CT: The 

Dushkin Publishing Group, pp.26-33 (1918) 

[三宅 12] 三宅なほみ: 人ロボット共生学: 実践的な学習研究

にロボットを導入して，何ができるか，認知科学，Vol.19, 

No.3, pp.292-301 (2012) 

[三宅 14] 三宅芳雄，三宅なほみ: 教育心理学概論，放送大学教

育振興会 (2014) 

[中台 02] 中台佐喜子，金山元春: 幼児の社会的スキルと孤独感，

カウンセリング研究，Vol.35，pp.237-245 (2002) 

[New Media Consortium 14] New Media Consortium: NMC 
Horizon Report: 2014 Higher Education Edition (2014) 

[Sawyer 06] Sawyer, R. K.(Eds.): The Cambridge Handbook 
of the Learning Sciences, New York: Cambridge 

University Press (2006), (邦訳: 学習科学ハンドブック，

森敏昭・秋田喜代美監訳，培風館 (2009)) 

[Scardamalia 12] Scardamalia, M., Bransford, J., Kozma, R. 

and Quellmalz, E.: New assessment and environments 

for knowledge building, In Griffin, P., McGaw, B., and 

Care, E.(Eds.), Assessment and Teaching of 21st 
Century Skills, Springer-Verlag, pp.231-300 (2012) 

[Schwartz 13] Schwartz, D. L., and Arena, D.: Measuring 
What Matters Most, Cambridge: The MIT Press (2013) 

[Watts 99] Watts, D. J.: Small Worlds, Princeton University 

Press (1999) 

[Zhang 09] Zhang, J., Scardamalia, M., Reeve, R., and 

Messina, R.: Designs for collective cognitive 

responsibility in knowledge building communities, 

Journal of the Learning Sciences, Vol.18, No.1，pp.7-44 

(2009) 



603 

 

 

「選択」の可視化システムによる教育支援の事例研究 

 

 

 

 

著  者  紹  介  

山田 雅之（正会員） 

2011 年中京大学博士（認知科学）．2013 年

～日本教育大学院大学学校教育研究科，現

在准教授．認知科学・学習科学を専門に学

習プロセスを分析し，学習支援研究に従事．

日本認知科学会，日本教育工学会等各会員． 

 

白水 始 

2002 年中京大学博士（認知科学）．2012 年

まで中京大学情報科学部助手，講師及び情

報理工学部准教授，2012 年～国立教育政策

研究所初等中等教育研究部総括研究官．日

本認知科学会，日本教育工学会等各会員． 

 

市川 雅恵 

2012 年放送大学大学院文化科学研究科

修了．2013 年～現在，愛知県愛西市立佐

織中学校教諭．日本教育心理学会，日本

学校心理学会，日本学校教育相談学会会

員．認定心理士，ガイダンスカウンセラ

ー，学校心理士． 

 

〔担当委員：平嶋 宗〕 

 

2014 年 7 月 10 日 受理 

 

 

 

 


