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１. 研究開発プロジェクト名 

高等教育を対象とした提供者のコンピテンシーと 
受給者のリテラシーの向上による共創的価値の実現方法の開発 
 
 

２. 研究開発実施の要約 

２-１. 研究開発目標 

本プロジェクトでは、教師のコンピテンシーと学習者のリテラシーの双方を高めること

で、共創的に目標とする学習成果を達成する教育サービスへの移行を実現するための問題

解決に取り組む。具体的には、本問題の解決に資する以下の3つの成果物を創出する。 

 
① 学習状態マップ 

 教師が、学習者の満足度が最も高い学習状態遷移経路を特定することを支援 
 目標とする学習成果に到達するまでの学習過程と、現時点における学習状態に対

する学習者の理解を促し、教師と学習者間での合意形成を支援 
② 学習状態マトリクス 

 教師が、目標とする学習者の状態遷移を実現する教育内容と学習行動を決定する

ことを支援 
 提供する教育内容と、その教育内容を用いて目標とする状態遷移を実現するため

に必要な学習行動に関して、教師と学習者間での合意形成を支援 
③ 教育サービスの実施手順 

 教師のコンピテンシーと学習者のリテラシーの双方を高めながら、段階的にTOBE
教育サービスへ移行することを支援 

 
２-２. 実施項目・内容  

 
(a) 支援ツールのプロトタイプ作成 
(a-1) 学習状態マップのプロトタイプ作成 

(i) 予備実験の実施 
(ii)  学習者にとって満足度の高い状態遷移経路の特定 
(iii) 学習行動の可視化 

(a-2) 学習状態マトリクスのプロトタイプ作成 
(i) 教育内容の対応付け 
(ii)  教育内容の可視化 

(b) 作成したプロトタイプの教育現場への適用 
(i)  学習状態マトリクスの検証 
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(ii)  学習状態マップの検証 
(iii) 教育サービスの実施手順 

(c) 開発したツールを用いた教育サービスの手順化 
 
２-３. 主な結果 

平成26年度は、学習状態マップと学習状態マトリクスのプロトタイプの作成と、プロト

タイプの教育現場への適用を行った。具体的に「(a-1) 学習状態マップのプロトタイプ作成」

において、「(i) 予備実験の実施」、「(ii) 学習者にとって満足度の高い状態遷移経路の特

定」と「(iii) 学習行動の可視化」を行った。また、「(a-2) 学習状態マトリクスのプロトタ

イプ作成」においては、「(i) 教育内容の対応付け」と「(ii) 教育内容の可視化」を実施し

た。そして、「(b) 作成したプロトタイプの教育現場への適用」において「(i) 学習状態マ

トリクスの検証」と「(ii) 学習状態マップの検証」を行った。 

(a-1) 学習状態マップのプロトタイプ作成 

(i) 予備実験の実施：昨年度に設計とプロトタイプ開発を完了したLRS（Learning Record 
Store）に対する追加機能として、電子テキストとの連携機能などを追加開発した。また、

東京大学工学部の語学コミュニケーション力向上を目的とした英語授業をフィールドとし

て、教育サービスにおける価値共創モデル研究を進めるための実証データを収集した。 

(ii) 学習者にとって満足度の高い状態遷移経路の特定：本プロジェクトにおける基本概念で

あるコンピテンシーとリテラシーを含むサービスの価値共創モデルの提案を行った。そし

て、前述の東京大学・英語授業におけるカウンセリングデータを用いて、満足度の高い状

態遷移経路に関する分析を行った。また上記に加え平成26年度は、教師の発話、学習者の

生理データ、学習者の心的状態などの多面的な情報の関係に関する分析を実験的に試みた。 

(iii) 学習行動の可視化：学習状態の総合的な状態表現モデル（学習状態モデル）を定義し

た。これにより、その経時的な遷移過程と教授・学習イベントの関係からなる学習状態モ

デルを教師と学習者の双方が共有し、それに基づく合意形成によってそれぞれの指導／学

習の効果を高め、教育サービスの改善を達成する基本的枠組みを構築した。 

(a-2) 学習状態マトリクスのプロトタイプ作成 

(i) 教育内容の対応付け、および、(ii) 教育内容の可視化：「(a-1) 学習状態マップのプロト

タイプ作成」における「(iii) 学習行動の可視化」と併せて実施。 

(b) 作成したプロトタイプの教育現場への適用 

(i) 学習状態マトリクスの検証、および、(ii) 学習状態マップの検証：提案手法を東京大学・

英語授業に適用した、目標とする学習成果を実現可能な合意形成の戦略を明らかにした。 
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３. 研究開発実施の具体的内容 

３-１. 研究開発目標 

本プロジェクトが対象とする問題は、提供者のコンピテンシーと受給者のリテラシーの

双方を高めるアプローチにより、段階的に価値共創のあるべき姿（TOBEサービス）への移

行を実現する実践的方法を構築することである。この方法により、高い利用価値を共創的

に実現することが期待される業種・業態の具体的な事例として、高等教育を取り上げる。 

高等教育は、利用価値の共創という観点において、多くの課題を有している分野の一つ

である。例えば、高等教育における代表的な利用価値とは、学習者が目標とする学習成果

を達成することである。現状の高等教育において、この学習成果は、学習者に効果的な教

育コンテンツなどを提供できる十分なコンピテンシーを持つ一部の教師や、提供された教

育コンテンツなど用いて自ら適切な学習行動を選択できる高いリテラシーを保有する一部

の学習者により、極めて属人的かつ一方向的に達成されることが多い。そのため、共創的

に目標とする学習成果を達成する”TOBE教育サービス”へと移行するためには、教師のコン

ピテンシーと学習者のリテラシーの双方を総合的に高める必要がある。本プロジェクトで

は、教師のコンピテンシーと学習者のリテラシーの双方を高めることで、段階的にTOBE
教育サービスへの移行を実現するための問題解決に取り組む。具体的には、本問題の解決

に資する以下の3つの成果物を創出する。 

 
① 学習状態マップ 

 教師が、学習者の満足度が最も高い学習状態遷移経路を特定することを支援 
 目標とする学習成果に到達するまでの学習過程と、現時点における学習状態に対

する学習者の理解を促し、教師と学習者間での合意形成を支援 
② 学習状態マトリクス 

 教師が、目標とする学習者の状態遷移を実現する教育内容と学習行動を決定する

ことを支援 
 提供する教育内容と、その教育内容を用いて目標とする状態遷移を実現するため

に必要な学習行動に関して、教師と学習者間での合意形成を支援 
③ 教育サービスの実施手順 

 教師のコンピテンシーと学習者のリテラシーの双方を高めながら、段階的にTOBE
教育サービスへ移行することを支援 
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３-２. 実施方法・実施内容 

本プロジェクトの構想図を図1に示す。 

状態遷移経路の
特定

理解

学習者

成果 総括的評価

支援ツールの開発

経営者

＊学習者にとって満足度の高い教育サービスの実現・教師育成の効率化

手順化

学習行動の決定
教育内容の決定

提示

提供 形成的評価

合意
形成

教育の
実施

学習

目標達成に必要な学習行動への理解
→ リテラシーの向上

教育内容を決定するノウハウの形式知化
→ コンピテンシーの蓄積

教師

 
図1 本プロジェクトの全体構想 

 
３－２－１ 目標とする教育サービス 

教師のコンピテンシーと学習者のリテラシーの双方を高めながら、段階的にTOBE教育

サービスへ移行することが可能な、本プロジェクトが目標とする教育サービスの実施手順

は、以下の通りである。 

1. 学習者にとって満足度の高い学習状態遷移経路の特定：本プロジェクトでは、教育サー

ビスにおいて共創的に実現すべき価値として、利用価値と経験価値の2つに着目する。利用

価値に関しては主に、学習者が目標とする学習成果の達成状況と、学習成果の達成感や向

上感に起因する学習者の満足度に基づき評価を行う。一方、経験価値に関しては主に、学

習過程に対する学習者の満足度を用いて評価する。そのため、提供者はまず、学習者が目

標とする学習成果（利用価値）を達成する学習過程、すなわち学習状態の遷移経路のうち、

学習者の満足度を最も高めることが可能な状態遷移経路を特定する。この学習者の学習状

態とは、学習成果の達成状況に関する状態に加えて、教育に用いるツールや学習環境に対

する適応度などに関する状態も含む。 

2. 学習者の状態遷移を実現する教育内容と学習行動の決定：特定した満足度の高い学習状

態遷移経路を実現する教育内容と学習行動を決定する。教育内容には、教育コンテンツ、

ツール、学習環境、教授行動などが含まれる。一方、学習行動には、理解する、覚える、

考えるなどの認知活動に加え、ツールや学習環境の利用方法などが含まれる。 

3. 学習者との合意形成：教育内容と、その教育内容を用いて学習成果を達成するために必

要な学習行動に関して、教師と学習者間で合意を形成した上で、教育内容の提供を行う。

これにより、学習者に学習行動に対する理解を促し、教育内容を用いて適切に学習するた

めの学習者のリテラシーを高める。この時、学習者との合意が上手く形成されない場合は、
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「2. 教育内容と学習行動の決定」を再び実施する。 

4. 形成的評価：教師と学習者間で合意された教育内容を提供し、学習の途中における、そ

れまでの部分的な学習成果などの評価（形成的評価）を行う。形成的評価では、1.で特定し

た状態遷移経路上の個々の状態到達状況を評価する。この形成的評価の結果に基づき、「2. 
教育内容と学習行動の決定」と「3. 学習者との合意形成」を再び実施することにより、教

育内容を動的に更新する。この過程が、学習者が満足する教育内容を提供するためのコン

ピテンシーを、教師が獲得および蓄積するプロセスに相当する。 

5. 総括的評価：最後に学習成果を総合的に把握するための総括的評価を行う。ここでは、

学習成果が達成されたか否かに加えて、学習過程に対する全体的な満足度を、総括的評価

と形成的評価の二つの評価結果より総合的に判定し、1.で特定した学習状態遷移経路を更新

する。 

 

３－２－２ 本プロジェクトの実施手順 

本プロジェクトでは、前述の教育サービスにおける「2. 教育内容と学習行動の決定」と

「3. 学習者との合意形成」を支援するツールと、これらの支援ツールを用いて前述の教育

サービスを実施する手順を開発する。 

そのために、まず、(a) 支援ツールのプロトタイプを作成する。そして、(b) 作成したプ

ロトタイプを用いて、前述の手順に従う教育サービスを実際の教育現場において実施する。

これにより得られる現場の実データに基づきツールの改善を繰り返し行うことで、最終的

な支援ツールの形態を決定する。また、支援ツールの最終的な形態がある程度確定した時

点で、前述の教育サービスの実施手順そのものを評価する。最後に、(c) 教育現場への適用

を通じて得られた知見に基づき、教育サービスを実施する手順を形式化し、また文書化す

る。各実施項目の詳細は、下記の通りである。 

(a) 支援ツールのプロトタイプ作成 

学
習

状
態

A

学
習

状
態

B

学
習

状
態

C

学
習

状
態

D

学
習

状
態

E

学習状態 A

学習状態 B

学習状態 C

学習状態 D

学習状態 E

1-1,1-2
3-1,3-2

No. 学習行動

教育内容

教育
コンテンツ

ツール
学習
環境

1-1 文法の理解 日常会話-1 テキスト-A 個別

1-2 文法の理解 日常会話-3 ビデオ教材-C 集団

3-1 会話の実践 日常会話-4 テキスト-C 個別

3-2 会話の実践 日常会話-9 音声教材-B 遠隔

参照

A B

D E

C

満足度因子となる
状態パラメータ学習者の状態 学習者の状態遷移

ヒアリング能力

教育機関に対する
帰属意識

英単語の知識量 学習意欲

文法に対する
理解度

学習にかかる
身体的疲労

学習成果の達成度 学習者の精神的・
身体的状態

選択

 
 （a）学習状態マップ   （b）学習状態マトリクス 

図2 学習状態マップと学習状態マトリクス 

「2. 教育内容と学習行動の決定」と「3. 学習者との合意形成」を支援するツールとし
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て、「学習状態マップ」と「学習状態マトリクス」の2つを開発する（図2）。 

(a-1) 学習状態マップのプロトタイプ作成 

学習状態マップとは、学習者が目標とする学習成果（利用価値）を達成する複数の学習

過程を学習状態遷移経路として表現し、最も学習者の満足度が高い状態遷移経路を提示す

るものである（図2(a)）。教師は、形成的評価の結果から、現時点における学習者の状態を

把握する。そして、その学習状態をマップ上で確認することにより、学習者が、次に目標

とすべき学習状態を特定する。また、教師と学習者は相互に学習状態マップを参照し、両

者間における合意を形成する。学習状態マップのプロトタイプを作成する手順は、以下の

通りである。 

(i) 予備実験の実施：学習行動マップのプロトタイプを作成するために、実際の教育現場を

想定した実験設備において、予備実験を行う。 

(ii) 学習者にとって満足度の高い状態遷移経路の特定：上記の予備実験において取得したデ

ータを分析することで、学習者にとって満足度の高い学習過程（学習状態遷移経路）を特

定する。 

(iii) 学習行動の可視化：以上の手順により特定された満足度の高い学習状態遷移経路を可

視化する。 

(a-2) 学習状態マトリクスのプロトタイプ作成 

学習状態マトリクスとは、ある学習者の状態遷移を実現する教育内容と学習行動を提示

するものである（図2(b)）。教師は、学習状態マトリクスを用いて、現時点における学習者

の状態から、次に目標とする状態への遷移を実現する具体的な教育内容と学習行動を決定

する。また、教師と学習者は相互に学習状態マトリクスを参照し、両者間における合意を

形成する。学習状態マトリクスのプロトタイプを作成する手順は、以下の通りである。 

(i) 教育内容の対応付け：学習者の各状態遷移を実現する教育内容と学習行動を仮定的に対

応付ける。 

(ii) 教育内容の可視化: 以上により対応付けられた教育内容と学習行動を可視化する。 

 

(b) 作成したプロトタイプの教育現場への適用 

作成したプロトタイプを用いて、前述の教育サービスを実際の教育現場において実施し、

現場の実データを用いて以下の二項目を検証することで、ツールの改善を繰り返し行い、

最終的な支援ツールの形態を決定する。 

(i) 学習状態マトリクスの検証：学習状態マトリクスにより提示される教育内容と学習行動

により、目標とする学習者の状態遷移が実現できているか否か 

(ii) 学習状態マップの検証：学習状態マップにより提示された学習者の状態遷移経路により、

学習者が目標とする学習成果を達成し、かつ、当該学習者にとって満足度の高い学習過程

が実現できているか否か 

また、支援ツールの最終的な形態がある程度確定した時点で、教育サービスの実施手順
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そのものを評価する。 

(iii) 教育サービスの実施手順：教師のコンピテンシーと学習者のリテラシーの双方が高ま

り、共創的に目標とする学習成果を達成するTOBE教育サービスへ移行できているか否か 

 

(c) 開発したツールを用いた教育サービスの手順化 

(b)の現場適用では、非同期型遠隔学習や対面学習などの多様な学習環境に対して適用を

行う。また、講義に参加している学生の特徴も、高校卒業直後に入学した学生のみを対象

としているなど異質性の度合いがある程度小さいものから、社会人学生が混在しているな

ど異質性の度合いが大きいものまで様々である。そのため、本段階ではまず、各講義にお

ける特徴を踏まえ、開発したツールを有効に利用できる範囲を明らかにする。その上で、

各講義の特徴に基づく教育サービスの実施手順を検討する。 

さらに、要求される価値の特徴や価値共創の形態など、サービス全体における教育サー

ビスの位置づけを明らかにし、同様の性質を持つ他サービスへの展開可能性について検討

する。 
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３-３. 研究開発結果・成果 

平成26年度は、学習状態マップ（図2(a)）と学習状態マトリクス（図2(b)）のプロトタ

イプの作成と、プロトタイプの教育現場への適用を行った。具体的に「(a-1) 学習状態マッ

プのプロトタイプ作成」において、「(i) 予備実験の実施」「(ii) 学習者にとって満足度の

高い状態遷移経路の特定」と「(iii) 学習行動の可視化」を行った。また、「(a-2) 学習状態

マトリクスのプロトタイプ作成」においては、「(i) 教育内容の対応付け」と「(ii) 教育内

容の可視化」を実施した。そして、「(b) 作成したプロトタイプの教育現場への適用」にお

いて、「(i) 学習状態マトリクスの検証」と「(ii) 学習状態マップの検証」を行った。 

 

(a-1) 学習状態マップのプロトタイプ作成 

(i) 予備実験の実施（担当：学習過程グループ・現場適用グループ） 

平成26年度は、昨年度に設計とプロトタイプ開発を完了したLRS（Learning Record 
Store）に対する追加機能として、電子テキストとの連携機能などを開発した。また、東京

大学工学部の語学コミュニケーション力向上を目的とした英語授業をフィールドとして、

教育サービスにおける価値共創モデル研究を進めるための実証データを収集した。 

 LRS（Learning Record Store）の追加機能の開発 

(1) 概要 

電子テキストを利用した学習環境における学習行動を分析するための実証実験システム

構築が完了した。学習行動を記録管理するLRS（Learning Record Store）へ入力する行動

ログデータ自体を収集するためのツールとして、電子テキスト用閲覧ログ収集・通信モジ

ュールと電子テキストビュアーを開発した。評価用データにて上記システムでの電子テキ

スト閲覧ログの収集および記録管理の動作検証までを完了した。今後、本研究プロジェク

トで実施する実証実験授業で利用する。 

(2) 開発内容 

今回の実証実験システム「電子テキスト閲覧行動ログ収集・管理システム」の概要を図3
に示す。平成25年度は、多様な学習行動ログデータを一元的に管理できるLRS(Learning 
Record Store)を構築した。平成26年度は、代表的な学習行動ログであるテキスト閲覧行動

に対するログ収集を可能とするため、以下の機能を担当する2モジュールを開発した。 
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図3 電子テキスト閲覧行動ログ収集・管理システム 

電子テキストビュアー：タブレット等に追加登録する電子テキストに対して学習者が行う

「ページ閲覧」「ブックマーク」「マーキング」に関する学習行動について、タイムスタ

ンプと行動種別からなるログデータを生成し、端末上に記録する。 

学習行動ログ通信モジュール：上記電子テキストビュアーによって生成しタブレット上に

記録された学習行動ログを、LRSのプロロトコル（xAPI）に合わせてデータ通信する。サ

ンプル電子テキストを用いて前述の学習行動を実行しLRSへデータ通信した結果、LRS側
で正常にデータを受信・記録できていることを確認した。 

(3) システムの特徴 

今回の「電子テキスト閲覧行動ログ収集・管理システム」では、本プロジェクトでの実

証実験のみならず、実現場での適用をも見据えて以下のように対処した。 

まず、電子テキストのベースフォーマットをPDFとした。これにより、教師側での教材

（電子テキスト）制作に関する技術やツールの制約が大幅に緩和されるとともに、ディジ

タルブック等で問題となる「リフロー」によるページ概念の欠落を回避することができた。

次に、ログデータをタブレット等の端末側で一時保存し、LRSとのネットワーク通信が可

能なときにバッチ通信処理を行う方式とした。これにより、学習者が電子テキスト教材を

いつどこで閲覧しても、最終的にはLRSにログを回収できる。従って学習者は、授業中（教

室）に講義を聴講しながら、また授業外に自宅等で予復習しながら閲覧しても、その閲覧

行動の履歴が全て収集可能である。LRSを含むシステム全体の概略構成は図4を参照のこと。 
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図4 システム全体の概略構成 

(4) 実証実験授業への適用 

今後、本システムを使った実証実験授業のユースケースとして、以下の3タイプを想定し

ている（図5）。 

クラスルーム型（Type C）：高等教育環境で最も一般的な講義形態である。学習者が一人

ひとり手元にタブレットを持ち、講義を聴きながらタブレットで電子テキストを自由に閲

覧し、ブックマークやマーキングを行う。 

ｅラーニング型（TypeE）：映像録画型ｅラーニングの学習形態である。学習者はPCで講

義映像を視聴しながら、手元のタブレットで電子テキストを自由に閲覧し、ブックマーク

やマーキングを行う。 

反転授業型（Type F）：最近増加している反転授業の形態である。学習者は、予習時に電

子テキスト教材をタブレットで閲覧し、ブックマークやマーキングを行う。また、集合授

業の際もタブレットで閲覧する。 

 

図5 実証実験授業のユースケース 
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 実証データの収集 

東京大学工学部において実際に行われている語学コミュニケーション力向上を目的とし

た講義である「M-Skype」をフィールドとして、教育サービスにおける価値共創モデル研

究を進めるための実証データを収集した。収集したデータは以下の通りである。 

カウンセリングデータ：個々の学生に対して約1時間のカウンセリングを2回行った。この

カウンセリングでは、当該学生がこれまでに実施してきた英語学習の内容や学習目標など

に関するヒアリングを行っている。 

学習成果テスト：英語能力を測定するテストを講義開始時と終了時に2回実施した。この測

定方法としては、英語コミュニケーション能力を評価することを目的としたテストである

Oral Proficiency Interview-computer（OPIc）[ACTFL]を採用した。OPIcは、従来の日本

の英語テストに見られるような正解を求めるクローズ形式でなく、一般的な会話で遭遇す

る背景や本人のスキルレベルに応じたオープン形式の質問で能力判定を行う仕組みを採用

している。また、評価も一般的テストが重きを置く「文法・語彙・流暢さ・発音」に加え、

「コミュニケーション継続能力・文章構成力・状況に応じた表現力・質問意図の把握能力」

など、一つの評価領域に偏らず実用シーンを意識したレベルで総合的（ホリスティック）

に行われる。 

ARCS：「ARCSモデル」とは、Keller が提唱したもので、学習意欲の問題と対策を、注意

（ATTENTION）、関連性（RELEVANCE）、自信（CONFIDENCE）、満足感

（SATISFACTION）の4要因に整理した枠組みと、各要因に対応した動機づけの方略・設

計の手順である。今回は、[J.M.ケラー 2010]をもとに、著者の利用許諾を頂いて同書に掲

載されているARCS指標評価のための質問項目を若干の表現修正の上で利用した。ARCSモ
デルでは、学習成果に対して直接的で大きく影響を及ぼすと想定される“学習意欲”を指

標化する。 

主要5因子性格検査：「主要5因子性格検査」とは、外向性、協調性、勤勉性、情緒安定性、

知性の5因子で性格を測るものである。今回は、[村上 2005]の質問項目や素点別コメント文

章を、著者の利用許諾を頂いて若干の表現修正の上で利用した。本検査では、学習者一人

ひとりが持つ本来的で中長期的にはほぼ不変と考えられる“性格”を指標化する。 

自己調整学習尺度：「自己調整学習尺度」とは、eラーニングに対する自己効力感を測るも

のである。今回は、[Wolters 2003]の研究結果を踏まえて[合田 2012]が検討評価した非同

期分散型eラーニングにおける自己調整学習尺度の質問項目を、著者の利用許諾を頂いて若

干の表現修正の上で利用した。本尺度では、ある設定された学習環境（今回は、ｅラーニ

ングによる自己学習）に対応して学習者一人ひとりが持つ“学習姿勢”を指標化する。 

本プロジェクトでは、例えばOPIcの事前事後テスト結果による判定レベルの向上度を

「学習成果」と捉える。そして、これを非説明変数と考えた場合に、前述の性格に関する

指標（主要5因子性格検査）や学習姿勢に関する指標（自己調整学習尺度）、そして学習意

欲に関する指標（ARCSモデル）を説明変数とする相関・因果モデルが成立するかを検証す

る。なぜならば、これら指標と「学習成果」との間の相関・因果モデルを見究めることが

できれば、学習サービス提供者は、学習者一人ひとりのこれら指標を把握することで、こ

のモデルに基づき、より高い「学習成果」を得られるかを的確に予測し、最適な学習サー
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ビス方略・学習サービス内容を取捨選択し提供できるようになるからである。詳細なモデ

ル分析は平成27年度に実施する予定である。 

 

(ii) 学習者にとって満足度の高い状態遷移経路の特定（担当：学習過程グループ） 

本プロジェクトでは、教師のコンピテンシーと学習者のリテラシーの双方を高めるアプ

ローチにより、教育サービスにおける価値や、学習者の満足度を高めることを目的とする。

そのため、学習者にとって満足度の高い学習過程（学習状態遷移経路）の分析に先立ち、

本プロジェクトにおける基本概念であるコンピテンシーとリテラシーを含むサービスの価

値共創モデルの提案を行った。そして、前述の東京大学・英語授業におけるカウンセリン

グデータを用いて、満足度の高い状態遷移経路に関する分析を行った。また上記に加え平

成26年度は、教師の発話、学習者の生理データ、学習者の心的状態などの多面的な情報の

関係に関する分析を実験的に試みた。 

 本プロジェクトにおけるサービスの価値共創モデル 

知覚した
現状

知覚した
現状

知覚

内省力

チャネル

受給者提供者

行動
コンテンツ

コンテキスト

価値
知覚

行動

理想の提供者

理想の受給者

理想のコンテンツ・チャネル
 

図5 サービスの価値共創モデル 

図5に本研究で提案する価値共創のモデルを示す。提供者は、受給者に対してコンテン

ツ・チャネルを通じて価値を提案する。受給者は、生成されたサービスを利用し、自身の

置かれたコンテキストのもとで価値を知覚する。ここで知覚した価値に応じて、自らのサ

ービスとの関わり方（利用時の行動）を必要に応じて変容させる。一方で，提供者も同様

に，実現された価値をもとに，必要に応じてサービスを変化させるために提供時の行動変

容を起こす。本モデルでは，サービスの利用を通じた提供者と受給者の相互の行動変容に

より価値が共創される。 

ここでの適切な行動変容を起こすための能力として内省力を位置づける。内省の本来の

意味は、自分自身の理想像と現状を比較し、自らの行動を変容させることを指す。しかし

ながら、サービスの価値が、提供者と受給者の相互作用により共創されることを踏まえれ

ば、自分自身のみならず、相手やコンテンツ・チャネルといった構成要素に関しても理想
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像を描き、その実現に向けて行動変容を起こすことが重要になる。そのため、本研究にお

ける内省力は、図5の下部に示すように「提供者、受給者、コンテンツ・チャネルの理想像

と知覚した現状を比較し、自らの行動を適切に変容させる能力」と定義する。価値共創を

実現あるいは活性化するためには、この能力を提供者と受給者の両者が有することが必要

である。この内省のプロセスで使用されるリソースがコンピテンシーとリテラシーである。

コンピテンシーとリテラシーの概念を明確に切り分けることは困難であるが、特定のコン

テキストへの依存性という軸上の相対的な概念として捉えることができる。すなわち、特

定のコンテキストへの依存度が高いリソースがリテラシーであり、低いリソースがコンピ

テンシーである。 

また、以上のように提供者と受給者が互いの理想像を描くことは、サービスの成立条件

にも関わる。なぜなら、互いの理想像に大きな乖離があれば、共創関係を成立させること

は困難である。それゆえ、提供者と受給者間で良好な共創関係を築くためには、提供・利

用過程において互いの理想像に関する擦り合わせを行い、合意を形成することが重要であ

る。 

 

 学習者にとって満足度の高い状態遷移経路の分析 

本分析では学習活動における教師と学習者のカウンセリングに着目し、どのようなカウ

ンセリングの内容と学習活動の遷移の間の関係について分析した。具体的には，自然言語

で記述された文章をその話題から分類可能な機械学習手法：Latent Dirichlet Allocation
（LDA）[Blei 2003]を用いて，実際に行われた教師と学習者のカウンセリングの内容と、

学習者の性格や、成績などの尺度がどの程度関係するかについて調査した。平成26年度は、

(1) 話題分析のためのツール開発、(2) カウンセリングの話題分析、およびカウンセリング

話題とその他の指標との関係の予備分析を行った。その結果、授業で行われるカウンセリ

ングの内容は、学習者の成績や性格、自己調整学習力とある程度関係があることがわかっ

た。 

(1) 話題分析のためのツール開発 

カウンセリングデータの話題分析のためにLDAでの分析を行うプログラムをJavaアプ

リケーションとして実装した．具体的には，collapsed gibbs sampling [Griffiths 2004]とそ

のためのインタフェイスを実装した（図6）． 
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図6 実装したアプリケーションのインタフェイス 

(2)  カウンセリングの話題分析、およびカウンセリング話題とその他の指標との関係の予

備分析 

まず、実装したアプリケーションを使い実際に行われた授業でのカウンセリングを分析

した。具体的には、東京大学・英語授業でのカウンセリングを分析した。今回対象とした

データは、5月に行われた学生それぞれの学習目的設定のためのカウンセリングのデータで

ある。使用した全データ件数は21 件，音声データの平均時間は43.43分であった。この発

話データをテキスト化したものについて話題の分析を行った結果は表1及び表2である。 

表1は各受験者のカウンセリングでの話題の比率を表している。また表2は各話題を代表

する単語を30個ずつ列挙している。表1からは、どの受験者もカウンセリング中で特定の話

題(Topic2)の割合が多いことがわかった。Topic2は「英語」「質問」「先生」「わかる」「思

う」等が出現する、英語の授業についての話題であることが表2からわかる。また海外のサ

ッカーに関する話題（Topic6）や研究などの話題（Topic1やTopic7）なども出現している

ことがわかる。 



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２６年度 「高等教育を対象とした提供者のコンピテンシーと 
受給者のリテラシーの向上による共創的価値の実現方法の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

16 

表1 各受験者のカウンセリング話題比率 

ID Topic1 Topic2 Topic3 Topic4 Topic5 Topic6 Topic7
1 0.13 0.82 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00
2 0.00 0.74 0.00 0.00 0.01 0.25 0.00
3 - - - - - - -
4 0.12 0.82 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05
5 0.00 0.73 0.01 0.00 0.25 0.00 0.02
6 0.01 0.78 0.02 0.00 0.11 0.00 0.08
7 - - - - - - -
8 0.00 0.78 0.00 0.00 0.02 0.20 0.00
9 0.23 0.76 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

10 0.00 0.63 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
11 - - - - - - -
12 0.00 0.79 0.01 0.00 0.20 0.00 0.00
13 0.00 0.75 0.02 0.00 0.00 0.00 0.22
14 - - - - - - -
15 0.01 0.80 0.00 0.01 0.18 0.00 0.01
16 0.00 0.81 0.01 0.00 0.12 0.07 0.00
17 - - - - - - -
18 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
19 0.17 0.77 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00
20 - - - - - - -
21 0.02 0.75 0.00 0.00 0.01 0.22 0.00
22 0.04 0.73 0.00 0.00 0.22 0.02 0.00
23 0.00 0.65 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00  

表2 各話題を代表する単語群 

Topic1 Topic2 Topic3 Topic4 Topic5 Topic6 Topic7
研究 やる ロンドン トウ コマ 日本語 性格
星 言う ielts イギリス 復習 センテンス 航空
アドバンストロ 思う カ月 サイトウ プレイ エリゼ 言い回し
opic 分かる イギリス ess ユニット グダグダ シャドイング
アドバンスト 感じ 書く モチベション 踏む イギリス 物
インタミディエイトハイ できる 行ける 発話 場数 論理 帳
ひし形 しゃべる 君 興味 建築 サッカ 状況
skype 聞く ライティング プロナンスエション スタジオ フライング 対策
ティエイチ 英語 寮 英 ツ 解説 彼
アドバンストレベル 自分 足りる カラオケ クオリティ 補う 単語
室 話す 友達 ウオキング 週 ワルドカップ ジャンル

ひす 出る ミラノ ワンダイレクション 滑らか
ストリングスオブ
センテンスイズ

パティ

テイラ 見る 僕 好き アイコ スペイン 緊張
サンディエゴ くださる 彼女 毎週 47 適当 形容詞
イメジ 回 はねる 歌う フレンズ 課題 プレゼン
美術館 使う 企業 歩く 増える クリップ 音楽
オケ 入る 調子 アイリッシュ アドバンスト 法 アドバンストゥロ
レングス レベル 癖 質 今週 思いつく トライ

与える 行く 遅れる
ブリティッシュ
イングリッシュ

辺り デザイン 宇宙

サスデイ もらう 採れる なまり 場所 意図 論文
ジェネラル 先生 アドバンスド 優先 クオンティティ 順序 日曜日
大学院 話 スパイダグラム ゴルフ ted abc 段
君 発音 バミンガム 趣味 単位 具体 クリス
つく 質問 飲む コリンズ 枠 なさる 口頭
サステイン くれる 書ける イングリッシュ クリック 年生 覚える
社会 ネティブ 英会話 スピチ 関連 試合 ボキャブラリ
区別 セッション 伸びる テスト フォ ロルプレ 中国
基盤 違う 院 方向 カルメン メリハリ べつ

9 チェック dmm rp 話しかける 付け ウィンタ

イズ しれる シェア 住む 9
コネクテッド
センテンスイズ

ケビン  
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次に、これらのカウンセリング中の話題と、「(i) 予備実験の実施」で収集した実証デー

タとの関係があるかを調査した。具体的には、授業前と授業後のOPIc[ACTFL]試験の変化

量（成績）、主要5因子性格検査[村上 2005]による性格、ARCSモデル[J.M.ケラー 2010]
による学習意欲、自己調整学習尺度[合田 2012]による学習姿勢などの尺度測定値とカウン

セリング話題との関係を調べた。ただし、有効なデータ数が非常に少ないため、本分析で

は、それぞれの尺度を離散化しそれぞれの尺度間の相関を調査した。 

 

図7 各尺度間の相関分析結果 

図7は其々の尺度間の相関を分析した結果である．図中のdiffは成績の変化（down, 
stay,up +欠損データ）を、big5.clusterは性格の分類（+欠損データ）を、tyousei.cluster
は自己調整学習力の4分類（+欠損データ）を、arcsd.clusterはこの授業に対する興味の変

化量を、LDA_JSはカウンセリング内容の6分類を表している。図7より、学習者の識別ID
（ID）、カウンセリング内容（LDA_JS）は学習姿勢（tyousei.cluster）や性格（big5.cluster）、
成績（diff）と弱い（0.2以上の）相関があることがわかる。よって授業中において行われる

カウンセリングの内容は、成績や学習者の性格、学習者の学習姿勢等に相関があることが

示唆される。ただし、本分析は有効なデータがかなり少なく（データ数23、完全データ数

15）、その精度等には議論の余地がある。 

今後の課題は、1.より大規模なデータを取り今回の結果をより精度よく示すこと、2.今
回取得した学習の統計データが学習者にとって満足度の高い学習状態の遷移においてどの
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ように遷移するのか特徴を見出すことである。 

 
 学習に関わる多面的な情報の関係に関する分析 

本研究ではデータマイニングの手法を用いて学習に関わる多面的な情報の関係に関する

分析を実験的に試みた。具体的には、教師の発話、学習者の生理データ（NIRSデータ、脳

波、呼吸数、皮膚コンダクタンス、容積脈波）、学習者の心的状態の関係を相関ルール抽

出手法を用いて導いた。相関ルール抽出を行うに当たっては、分析の対象となるデータ（上

記）の形式や粒度が異なるため、全てのデータをカテゴリカルデータに変換した。従来の

生理データ、生体データの分析においてはその特徴量を数学的に求める方法が中心的であ

ったが、この場合は得られた特徴量と実際の現象との対応付け（データの解釈）が困難で

あった。そこで、今回採用した方法は、計測されたデータに分析者の分析観点に基づいて

カテゴリを付与するため、分析結果と実現象との対応付け（データの解釈）の可能性が高

まるという特長を持つ。 

(1) データ取得のための実験 

本実験では生体計測機器を用いた計測を中心に行った。被験者は個別指導塾（教師1名、

学習者1名の個別学習）に通う中学生2名（被験者A、B）であった。使用した機材は脳波計

（Emotiv EEG）、NIRS（日立WOT-100）、呼吸・皮膚コンダクタンス・容積脈波計（NeXus）
であった。被験者には上記の機材を全て装着してもらい、通常通りの授業を受けてもらっ

た。ただし、脳波計とNIRSに関してはどちらか一方しか装着することができないため、被

験者Aには脳波計を、被験者BにはNIRSを装着してもらった。各計測機器は計測時間を対

応させるために計測開始、終了時にマーカーを付与した。実験中の様子は3か所から3台の

ビデオカメラで撮影した。また、被験者には後日実験で得られた映像を見ながら学習時の

心的状態の内省報告を求めた。実験中の様子を図8に示す。 

 

図8 実験中の様子 

(2) 取得データからの相関ルール抽出 

データの加工（カテゴリカルデータへの変換） 

今回分析の対象としたのは、約60分授業の中で教師と学習者のインタラクションが比較

的多く確認できた63秒（開始後19分37秒から20分40秒まで）であった。そして、実験で得

られたデータは形式や粒度が異なるため統一的なデータ分析を可能とするために、全てカ
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テゴリカルデータへの変換を行った。取得されたデータとカテゴリとの関係を表3に示す。

生理データ（呼吸数、皮膚コンダクタンス等）は連続データであるため、1つ前のデータか

らの変化量に応じて1から5の5段階で分類した。NIRSデータは大域平均基準化[野澤 2009; 
平山 2012]を施したのちカテゴリ化を試みたが、秒間データ取得数が5Hzと少ないためデー

タの変化量ではなく数値の大きさによって5段階に分類した。心的状態を表すカテゴリは、

Achievement Emotions Questionnaire(AEQ)[Pekrun 2011]で使用されている9感情につ

いての尺度（Enjoy、Hope、Pride、Anger、Anxiety、Shame、Hopelessness、Boredom、

Other）を用いた。被験者にはアノテーション付与のための自作アプリケーション（自身の

動画を再生しながら該当する心的状態のボタンを押すことによってその時の心理状態を内

省報告する）を用いて授業時の心的状態の内省報告を求めた。教師の発話を表すカテゴリ

は、先行研究[岸 2006; 藤江 2000; 清水 2001]で使用されていたカテゴリを一部修正した9
種類のカテゴリ（1：説明、2：発問、3：指示確認、4：復唱、5：感情受容、6：応答、7：
注意、8：雑談、9：その他）を用いた。教師の発話へのカテゴリの付与に関しては、分析

者が授業映像を見ながら分析者の視点で行った。  

表3 カテゴリカルデータへの変換対応表 

 

カテゴリを付与した全データは、データごとに記録された時間によって図9のように時系

列に整序した。その結果、2267レコードのデータとなった。その際、異なる生理指標のデ

ータ間では、計測粒度（計測される時間間隔）の相違から計測データが存在しないレコー

ドが含まれることになる。この点に関しては、計測データが存在しない時間は極めて短い

時間であり、その時間内で大きな変化が起こるとは考えにくいため、そこには連続データ

として1つ前のデータを補完した。なお、脳波および容積脈波のデータに関しては欠損デー

タが多かったこと、計測粒度が他のデータかと著しく異なることから他のデータと統合的

に扱うことは困難であり、今回の分析の対象としないこととした。 
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図9 カテゴリカルデータへの変換対応表 

相関ルール抽出 

各データに付与したカテゴリは1～5で表現されているため、相関ルール抽出を行うにあ

たっては他のデータと区別することが出来るようにA～Fのアルファベットを追加（NIRS
データ：A1～A5、教師の発話：C1～C9）することにより、カテゴリカルデータセットを

構成した。その結果を図10に示す。 

 

図10 カテゴリ化後のデータテーブル（カテゴリカルデータセット） 

相関ルール抽出の結果 

図10で示した統合化されたカテゴリカルデータセット（2267レコード）に対して相関ル
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ール抽出を行った。支持度0.02、確信度0.89、リフト2.2以上で相関ルールを抽出した結果、

表4に示すよう12個のルールが抽出された。 

表4 抽出された相関ルールの一覧 

 

ルール１は右辺部に「内省報告＝B1（Enjoy）」を含む相関ルールを抽出した結果であ

る。脳血流がA2（やや高い）、教師がC7（注意）をしていて呼吸がD1（大きく上昇した）

とき、学習者は心的状態としてB1（Enjoy）を報告している。 

ルール2～4は右辺部に「内省報告＝B3（Pride）」を含む相関ルールを抽出した結果で

ある。脳血流がA2（やや上昇）であり、教師がC3（指示確認）を行っており、呼吸はD4
（低い）、皮膚コンダクタンスはE3（変化なし）であるとき、学習者は心的状態としてB3
（Pride）を報告している。 

ルール5は右辺部に「内省報告＝B5（Anxiety）」を含む相関ルールを抽出した結果であ

る。脳血流がA5（非常に低い）であり、呼吸がD1（非常に高い）とき、生徒は心的状態と

してB5（Anxiety）を報告している。 
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ルール6～12は右辺部に「内省報告＝B6（Shame）」を含む相関ルールを抽出した結果

である。教師がC3（指示確認）またはC1（説明）を行っており、脳血流がA4（やや低い）

とき、学習者は心的状態としてB6（shame）を報告している。また、教師がC3（説明）を

行っているとき、学習者の呼吸がD1（高い）状態になっていることが多い。 

相関ルールの実現象との対応付け 

ルール1からは、教師の注意行動がそれほど厳しいものではなかった（半分冗談を含めた

もの等）ため、生徒の笑いを誘発させて、その結果脳血流および呼吸が上昇し、enjoyとい

う感情が喚起されたものと推測される。実際、授業記録映像からも、教師が冗談を交えて

雑談や注意などを行っている様子が確認された。 

ルール2～4からは、教師の指示確認が生徒の脳血流の上昇を誘発させた、つまり生徒の

脳活動に負荷を与える内容であったということが推測される。しかし、呼吸や皮膚コンダ

クタンスからは生徒が「慌てる・焦る」といった状態は確認されなかったため、教師が課

したタスクを生徒がクリアすることができた状態であり、その結果Prideという感情が喚起

されたものと推測される。 

ルール5からは、内省報告B5（Anxiety）ではNIRSの数値が下降していることを読み取

ることができる。これは、Anxietyの感情が喚起される際に賦活する脳部位が本実験で使用

したNIRSで測定される脳部位とは異なるため、前者における血流量が増加し後者における

血流量が減少したものと推測される。今回の実験で得られたルールの中で「NIRSがA5（低

い）」が含まれているルールはルール5だけであるということと、呼吸数に大きな変化が伴

っているということから、B5（Anxiety）の感情に関しては生理データからある程度推測可

能なものであると期待される。 

ルール6～12からは、教師が発言した内容が生徒の応答を要するものであり、それに対

して生徒は満足に応答することが出来なかったため、呼吸数の乱れ（D1（高い））が表れ、

その結果、内省報告がB6(shame)という感情が喚起されたものと推測される。また、教師が

C1（説明）を行っているときの相関ルールでは呼吸数は逆にD4（やや低い）状態であった。

これは教師が生徒に応答を要さない発言を行っていたため、生徒は呼吸数を乱すことなく

聞くことができたものと推測される。NIRSに関しては全体的に低い値をとっていたが、こ

れは内省報告B5(Anxiety)と同様に、別の脳部位で脳が賦活していたため、本実験における

NIRSでの測定部位の血流量が減少したものと考えられる。 

(3) まとめと今後の課題 

今回の実験から、NIRSや呼吸数など1種類のデータからでは困難な学習者の心理状態の

推測も、複数のデータを統合的に観測することによって共通した傾向の導出の可能性が示

唆された。教師の行動に関するカテゴリデータなどデータの種類をさらに増やし相関ルー

ルの精度を向上させ、学習者の心的状態の推定の精度をより向上させることが今後の課題

である。また、今回は教師と学習者のインタラクションの”一瞬”（時間的な変化を考慮

していない）に着目して分析を行った。しかし、学習者の心的状態は教師とのインタラク

ションにおいて時系列的に変化するものであるため、この点も考慮した分析を行う予定で

ある。さらに、分析結果の一般化に向けては、今回は教師1名、学習者1名の個別学習環境

でのデータを分析対象としたが、複数名の教師や学習者で構成される学習環境等、異なる
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学習環境での分析も必要である。この場合は、例えば、脳波計測機器の高機能化と低廉化

が進んでいるため、十分に実施可能であると考えている。この点も今後の課題としたい。 

 

(iii) 学習行動の可視化（担当：学習過程グループ） 

満足度の高い学習状態遷移経路を可視化する手法の提案を行った。これにより、教師に

対して、学習者の満足度が高い状態遷移経路を提示するだけでなく、目標とする学習成果

に到達するまでの学習過程と、現時点における学習状態に対する学習者の理解を助け、教

師と学習者間での合意形成を支援することが期待される。 

本プロジェクトでは、学習者にとって満足度の高い学習状態遷移を実現する学習行動と

教育内容を統合的に表現するモデルを提案した。そのため、詳細は「(a-2) 学習状態マトリ

クスのプロトタイプ作成」における「(i) 教育内容の対応付け、および、(ii) 教育内容の可

視化」において述べる。 

 

(a-2) 学習状態マトリクスのプロトタイプ作成 

(i) 教育内容の対応付け、および、(ii) 教育内容の可視化（担当：教育内容グループ） 

「３-２-１. 目標とする教育サービス」で述べた教育サービスを実現するためには、各時

点における学習状態について教師と学習者が合意形成を行い、その上で、次に目標とすべ

き学習状態と、その状態変化を実現するための学習行動や教育内容を特定する必要がある。

本プロジェクトでは、以上の目的を達成するために、学習状態の総合的な状態表現モデル

（学習状態モデル）を定義した。これにより、その経時的な遷移過程と教授・学習イベン

トの関係からなる学習状態モデルを教師と学習者の双方が共有し、それに基づく合意形成

によってそれぞれの指導／学習の効果を高め、教育サービスの改善を達成する基本的枠組

みを構築した。 

(1) 学習状態モデル 

学
習
到
達
�
ベ
�

time

S1

E10

S2

S3 S4

S

P

S

E15

E08

状態遷移（一例）
・上昇（Positive）
・下降（Negative）
・不変（Stable）

教授・学習イベント

ASIS TOBE

教師

学習者

学習コンテンツ
・チャネル

 

図11 学習状態モデルの概略図 
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図11に提案する学習状態モデルの概略を示す。本モデルの基本要素は、「学習状態」と

「教授・学習イベント」により構成される。学習状態に関しては、前述のサービス価値共

創モデルにおける3つの視点に基づき記述する。具体的には、提供者である教師と、受給者

である学習者、学習コンテンツ／チャネルの3つの視点において、ある時点における状態

（ASIS）と、目指すべき理想の状態（TOBE）を記述する。一方、教授・学習イベントに

関しては、学習と教授理論に関するオントロジーであるOMNIBUS[林 2009]を参考にした

記法により、教授イベントと学習イベントの両方あるいはどちらかを記述する。例えば、

教授イベントには学習教材の推薦などの教育内容に関する方略が記述され、学習イベント

には学習内容の振り返りなどの学習者の行動が記述される。この基本要素を縦軸に学習到

達度、横軸に時間軸をとるマップに配置する。この学習到達度とは、知識の獲得量のみな

らず、獲得した知識を用いて行動を起こす際の態度や実践力なども記述される。以上によ

り、教授・学習イベントによる学習状態の変化と学習到達度との関係を整理し、学習成果

に基づく教育コンテンツの提供と学習行動の選択を実現する合意形成の戦略を教師が獲得

することを支援する。 

(2) 合意形成の分析手法 

本手法ではまず、授業データから教師と学習者間で合意された状態を特定する。この授

業データとしては、教師と学習者との発話データやアンケートなどが挙げられる。そして、

教師、学習者、学習コンテンツ／チャネルの3つの視点から、教師と学習者間で合意された

現在の状態（ASIS）と理想の状態（TOBE）を抽出する。次に、合意された状態を時系列

に配置し、各状態の遷移を実現した教授イベントまたは学習イベントを記述する。最後に、

目標とする学習成果を実現するための合意形成に関する戦略を特定する。具体的には、目

標とする学習成果を実現した学習者の状態遷移を分析することで、当該授業において合意

すべき状態と、その合意する順序、および、合意を形成するための教授・学習イベントを

整理する。これをもとに、学習成果を実現するための合意形成に関する戦略を特定する。 

 

(b) 作成したプロトタイプの教育現場への適用 

(i) 学習状態マトリクスの検証、および、(ii) 学習状態マップの検証 

(1) 教育現場への適用 

本検証では、目標とする学習成果を実現可能な合意形成の戦略を明らかにすることを目

的として、提案手法を東京大学・英語授業に適用した。本検証ではまず、授業データから

教師と学習者間で合意された状態を抽出した。本授業では、教師と学生間における合意形

成の場として、個々の学生に対して約1時間のカウンセリングを2回行った。このカウンセ

リングでは、当該学生がこれまでに実施してきた英語学習の内容や学習目標などに関する

ヒアリングを行っている。そのため、このヒアリングにおける発話データを分析すること

で、教師と学習者間で合意された状態を抽出した。抽出された状態の一部を図12に示す。

例えば、学習者の視点における現状の状態として、研究室の留学生との会話などの実践的

な英語の経験値に関する状態が抽出された。また、同視点における理想的な状態として、

就職先の企業での留学を希望しているなどの卒業後に英語を使用する機会に関する状態が

抽出された。 



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２６年度 「高等教育を対象とした提供者のコンピテンシーと 
受給者のリテラシーの向上による共創的価値の実現方法の開発」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

25 

教授イベント：OPIc試験結果の提示 
学習イベント：OPIc 試験の受験 

 AISI TOBE 

学習者 

OPIc の結果 
 現在形と過去形が混在している 
 ある程度まとまりのある文章で話す

ことができる 
 突発的な状況に対処するためのスピ

ーキング能力が不足 
 ロールプレイ形式の試験に苦戦 

 

学習コンテンツ 
/学習チャネル 

  

 
教授イベント：実践的な英語の経験値に関するヒアリング 

 AISI TOBE 

学習者 

OPIc の結果 
実践的な英語の経験値 
 研究室の留学生との会話 
 韓国への留学経験あり 

 

学習コンテンツ 
/学習チャネル 

  

 
教授イベント： 卒業後に英語を使用する機会に関す

るヒアリング 
  目標とする英語能力の提示 

 AISI TOBE 

学習者 

OPIc の結果 
実践的な英語の経験値 

卒業後に英語を使用する機会 
 就職先の企業での留学を希望 
目標とする英語能力 
 発話量を増やす 
 プレゼンスを高めることを意識する 
 文法を過度に意識しない 

学習コンテンツ 
/学習チャネル 

  

 
教授イベント： 次回 OPIc における目標の設定 
  e ラーニングコンテンツの学習目

的と学習すべきコンテンツの提示 
 AISI TOBE 

学習者 

OPIc の結果 
実践的な英語の経験値 

卒業後に英語を使用する機会 
目標とする英語能力 
次回 OPIc の目標 
 ボキャブラリを増やす 
 話す際の適切な緩急を身に着ける 

学習コンテンツ 
/学習チャネル 

 学習すべき e ラーニングコンテンツ 
 発話機会を増やすためのセッショ

ン 
 会話の緩急を聴くコンテンツ 

図12 英語授業における合意形成の過程 
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次に、合意された状態を時系列に配置し、各状態の遷移を実現した教授イベントまたは

学習イベントを記述した。記述した教授・学習イベントの一部を図12に示す。例えば、教

師が教授イベント「卒業後に英語を使用する機会に関するヒアリング」を行うことで、就

職先の企業での留学を希望していることなどの学習者の理想的な状態について合意を形成

している。さらに、これに基づき教授イベント「目標とする英語能力の提示」を行うこと

で、発話量を増やすなどの目標とする英語能力に関する合意を形成している。 

最後に、目標とする学習成果を実現するための合意形成に関する戦略を特定した。本授

業では、海外の学生との議論などを通じてコミュニケーションツールとしての英語を学習

することを目的としている。そのため、学習成果の測定方法として、英語コミュニケーシ

ョン能力を評価することを目的としたテストであるOPIc[ACTFL]を採用した。本テストを、

第1回のカウンセリング前と、第2回のカウンセリング後に実施した。そして、教師と学生

間で合意された目標とする水準をクリアした学生を目標とする学習成果を実現した学生と

して選定した。これらの学習者の状態遷移を分析することで、合意形成に関する戦略を特

定した。具体的には、当該授業において合意すべき状態とその順序、および、合意形成を

実現するための教授・学習イベントを特定した。これをもとに、特定した合意形成に関す

る戦略を図13に示す。本戦略では、将来的に英語を使用する機会を把握した上で、この機

会において要求される英語能力について合意形成を行っている。この英語能力に基づき、

次回のOPIc試験における目標と、この目標を達成するために学習すべきeラーニングコンテ

ンツを提示している。 

学習者

TOBE • 卒業後に英語を使用する機会
• 目標とする英語能力

ASIS • OPICの結果 • 実践的な英語
の経験値

• 次回OPICの目標

学習コンテンツ
／学習チャネル

TOBE • 学習すべきeラー
ニングコンテンツ

ASIS

S1 S2 S3 S4

TE: OPIC試験結果の提示
IE: OPIC試験の受験

TE: 実践的な英語の経験値
に関するヒアリング

TE: 卒業後に英語を使用する
機会に関するヒアリング
目標とする英語能力の提示

TE: 次回OPICにおける目標の設定
eラーニングコンテンツの学習目
的と学習すべきコンテンツの提示

TE: TeacOing event（教授イベント）
IE: Ieaning event（学習イベント）

 

図13 英語授業における合意形成の戦略 

(2) まとめと今後の課題 

本検証では、教師と学習者とのカウンセリングにおける発話データを分析することによ

り、目標とする学習成果を実現した合意形成の戦略を特定した。本戦略を実施した学生に

対する追跡調査を行ったところ、教師がカウンセリング時に提示したeラーニングコンテン

ツ13種中11種が実施されていることがわかった。このeラーニングコンテンツに関する実施

状況は、本授業の成績を評価する際に考慮されるものではない。そのため、当該学生は、

学習成果の実現に対するeラーニングコンテンツの有効性を認識した上で、提示されたコン

テンツを実施するという学習行動を選択したと考えられる。また、これらのコンテンツを

実施した結果、教師と学生間で合意された目標とする水準をクリアしていることから、教
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師が提示したeラーニングコンテンツは一定の有効性があったと考えられる。 

以上のことから、特定した合意形成の戦略により、学習成果に基づく教育コンテンツの

提供と学習行動の選択が実現可能であることが期待される。そのため、今後は、特定した

合意形成の戦略を授業において実践することで、提案手法の有用性を検証する。 
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３-４. 会議等の活動 

・実施体制内での主なミーティング等の開催状況 

年月日 名称 場所 概要 

平成26年4月
16日(水) 

第5回定例会議 東京理科大学

神楽坂校舎 
予備実験の方法の検討，学習状態

マップの構成要素に関する議論，

学習者ペルソナの作成方法に関す

る議論，本PJにおけるコンピテン

シー・リテラシーの定義に関する

議論 
平成26年5月
27日(火) 

第6回定例会議 首都大学東京

秋葉原サテラ

イトキャンパ

ス 

予備実験で得たデータの分析方法

の検討，作成した学習者ペルソナ

の使用方法に関する検討，学習状

態マップの構成要素及び使用方法

に関する検討，実証実験方法に関

する議論 
平成26年7月
16日(水) 

第7回定例会議 首都大学東京

秋葉原サテラ

イトキャンパ

ス 

本PJにおけるコンテキストと場

の定義に関する議論，本PJにおけ

るコンピテンシーと内省力の定義

に関する議論，本PJにおける使用

価値の定義に関する議論，予備実

験方法に関する議論，LRSシステ

ムの運用方法に関する検討，教育

分野におけるオントロジー研究の

紹介 
平成26年8月
13日(水) 

第8回定例会議 首都大学東京

秋葉原サテラ

イトキャンパ

ス 

本PJにおけるコンテキストと場

の定義に関する議論，教育分野に

おけるオントロジー研究の紹介，

実証実験に関する進捗報告 
平成26年9月
25日(木) 

第9回定例会議 首都大学東京

秋葉原サテラ

イトキャンパ

ス 

予備実験で得たカウンセリングデ

ータの分析結果の紹介，本PJにお

けるコンピテンシー・リテラシー

の定義に関する議論，教育分野に

おけるオントロジー研究の紹介 
平成26年11
月6日(木) 

第10回定例会議 首都大学東京

秋葉原サテラ

イトキャンパ

ス 

学習状態マップと学習状態マトリ

クスの構成要素に関する検討，予

備実験の詳細な情報の紹介，本PJ
におけるコンピテンシー・リテラ
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シー及びコンテキストの定義に関

する議論，予備実験で得たデータ

の使用方法に関する検討 
平成26年12
月8日(月) 

VELCOLE の た

めの打ち合わせ 
首都大学東京

日野キャンパ

ス 

学習状態マップの構成要素及び使

用方法に関する検討 

平成27年1月
13日(火) 

第11回定例会議 首都大学東京

秋葉原サテラ

イトキャンパ

ス 

学習状態マップ及び価値共創モデ

ルの構成要素に関する検討，本PJ
におけるコンピテンシー・リテラ

シーの定義に関する議論，予備実

験で得たデータの分析結果の報

告，実証実験の進捗報告 
平成27年2月
27日(金) 

第12回定例会議 首都大学東京

秋葉原サテラ

イトキャンパ

ス 

学習状態マップの構成要素に関す

る検討，予備実験で得たデータの

分析結果の報告，実証実験の結果

の報告，LRSの紹介及びLRSのシ

ステムに関する検討 
 
 

４. 研究開発成果の活用・展開に向けた状況 

平成27年度は、提案した学習状態モデルを用いて首都大学東京、東京理科大学、早稲田

大学における実際の講義を分析することで、実際の高等教育現場での活用・展開に向けた

準備を行う。 
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５. 研究開発実施体制 

実施者： 首都大学東京 木見田康治（リーダー）
東京理科大学 赤倉貴子
大阪大学 三宮真智子
首都大学東京 石井隆稔

協力者： 大阪大学 大谷和大

予備実験
学習者にとって満足度の高い学習過程の特定
学習状態遷移の可視化
実データに基づく学習状態マップの改善
開発ツールを用いた教育サービスの手順化

学習過程グループ

実施者： 早稲田大学 松居辰則（リーダー）
十文字学園女子大学 星野敦子
旭川医科大学 千葉龍介

協力者： 埼玉大学 村松慶一

教育内容と学習行動の対応付け
教育内容と学習行動の可視化
実データに基づく学習状態マトリクスの改善
開発ツールを用いた教育サービスの手順化

教育内容グループ

実施者： NECマネージメントパートナー
八木智裕（リーダー）、森本太郎、
佐藤純子
東京大学 森村久美子

協力者： 櫻井良樹
予備実験環境の構築

開発したツールの改善や有用性検証のための
現場適用

開発ツールを用いた教育サービスの手順化

現場適用グループ

プロジェクト総括 （代表者：下井芳樹・首都大学京京）
 プロジェクトの全体統括
研究成果の一般化・展開可能性の検討
定例会の実施（2O, 年6回）
報告書の作成（年次、最終）

H25-27
 学習状態の遷移と教育内

容の関連性を特定するた
めの会議（2O, 1回/月）

H28
 教育サービスの手順化に

関する会議（2O, 1回/月）

H25
 予備実験に関する会議（2O, 1回/月）
H26-27
 現場適用（模擬実験）に関する会議

（2O, 1回/月）
H28
 現場適用（大学講義）に関する会議

（2O, 1回/月）

H26-27
 現場適用（模擬実験）に関する会議

（2O, 1回/月）
H28
 現場適用（大学講義）に関する会議

（2O, 1回/月）

 
図7 本研究開発プロジェクトの実施体制（研究チーム） 

 
（１）研究代表者グループ 
① 下村芳樹（首都大学東京大学院システムデザイン研究科、教授） 
② 実施項目 
 プロジェクトの全体統括 
 研究成果の一般化・展開可能性の検討 
 定例会の実施 
 報告書の作成（年次、最終） 

 
（２）学習過程グループ 
① 木見田康治（首都大学東京大学院システムデザイン研究科、助教） 
② 実施項目 
 予備実験 
 学習者にとって満足度の高い学習過程の特定 
 学習状態遷移の可視化 
 実データに基づく学習状態マップの改善 
 開発ツールを用いた教育サービスの手順化 

 
（３）教育内容グループ 
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① 松居辰則（早稲田大学人間科学学術院、教授） 
② 実施項目 
 教育内容と学習行動の対応付け 
 教育内容と学習行動の可視化 
 実データに基づく学習状態マトリクスの改善 
 開発ツールを用いた教育サービスの手順化 

 
（４）現場適用グループ 

① 八木智裕 
（NECマネジメントパートナー株式会社、執行役員） 

② 実施項目 
 予備実験環境の構築 
 開発したツールの改善や有用性検証のための現場適用 
 開発ツールを用いた教育サービスの手順化 
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６. 研究開発実施者 

 研究代表者グループ：首都大学東京 

  氏名 フリガ

ナ 所属 役職 
（身分） 

担当する 
研究開発 
実施項目 

○ 下村 芳樹 
シモム

ラ ヨ
シキ 

首都大学東京

大学院システ

ムデザイン研

究科 

教授 
プロジェクトの全体統括、定

例会の実施、研究成果の一般

化の検討 

 
 学習過程グループ：首都大学東京，東京理科大学，大阪大学 

  氏名 フリガ

ナ 所属 役職 
（身分） 

担当する 
研究開発 
実施項目 

○ 木見田 康

治 
キミタ 

コウジ 

首都大学東京

大学大学院シ

ステムデザイ

ン研究科 

助教 
予備実験、学習行動の可視化、

実データに基づく学習状態マ

ップの改善 

○ 赤倉 貴子 
アカク

ラ タ

カコ 

東京理科大学

工学部 教授 予備実験、学習行動の可視化 

 
三宮 真智

子 

サンノ

ミヤ 

マチコ 

大阪大学人間

科学研究科 教授 

学習者にとって満足度の高い

学習行動の特定、開発したツ

ールを用いた教育サービスの

手順化 

 石井 隆稔 
イシイ 

タカト

シ 

首都大学東京

大学院システ

ムデザイン研

究科 

研究員 
学習行動の可視化、実データ

に基づく学習状態マップの改

善 
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 教育内容グループ：早稲田大学，十文字学園女子大学，首都大学東京，早稲田大学 

  氏名 フリガ

ナ 所属 役職 
（身分） 

担当する 
研究開発 
実施項目 

○ 松居 辰則 
マツイ 

タツノ

リ 

早稲田大学人

間科学学術院 教授 

教育内容の対応付け、教育内

容の可視化、実データに基づ

く学習状態マトリクスの改

善、開発したツールを用いた

教育サービスの改善 

 星野 敦子 ホシノ 

アツコ 

十文字学園女

子大学人間生

活学部 
教授 

教育内容の対応付け、実デー

タに基づく学習状態マトリク

スの改善 

 千葉 龍介 
チバ 

リョウ

スケ 

旭川医科大学

脳機能医工学

研究センター 
准教授 教育内容の可視化 

 
 現場適用グループ：NECマネジメントパートナー株式，東京大学 

  氏名 
フリガ

ナ 
所属 

役職 
（身分） 

担当する 
研究開発 
実施項目 

○ 八木 智裕 
ヤギ 

トモヒ

ロ 

NEC マネジメ

ントパートナ

ー株式会社 

執行役

員 

開発ツールの改善や有用性検

証のための現場適用、開発し

たツールを用いた教育サービ

スの手順化 

 
森本 太郎 

モリモ

ト タ

ロウ 

NECマネジメ

ントパートナ

ー株式会社マ

ネジメント研

修事業部 

エキス

パート 

開発ツールの改善や有用性検

証のための現場適用、開発し

たツールを用いた教育サービ

スの手順化 

 
佐藤 純子 

サトウ 

ジュン

コ 

NECマネジメ

ントパートナ

ー株式会社マ

ネジメント研

修事業部 

主任 
開発ツールの改善や有用性検

証のための現場適用 

 
森村 久美

子 

モリム

ラ ク

ミコ 

東京大学大学

院工学系研究

科 
准教授 

開発ツールの改善や有用性検

証のための現場適用 
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７. 研究開発成果の発表・発信状況、アウトリーチ活動など 

７-１. ワークショップ等 

年月日 名称 場所 参加人数 概要 

2014年
6月27日 

国際会議「the 16th 
International 
Conference on 
Human-Computer 
Interaction」における

Organized session
「Learning Services」 

Crete, 
Greece 

約20名 国際会議・HCI International 
2014において、本プロジェク

トの研究発表3件と、関連分野

の研究発表2件による

Organized session「Learning 
Services」を開催した。 

 
７-２. 社会に向けた情報発信状況、アウトリーチ活動など 

（１）書籍、DVD 
なし 

（２）ウェブサイト構築 
なし 

（３）学会（7-4.参照）以外のシンポジウム等への招聘講演実施等 
・ S3FIRE第5回フォーラム「サービス科学はサービスの科学なのか？－価値創造への

取り組み－」,  
http://www.ristex.jp/servicescience/topics/event/20141104_info.html, 2014年11月 

 

７-３. 論文発表 

なし 

 

７-４. 口頭発表（国際学会発表及び主要な国内学会発表） 

（１）招待講演（国内会議0件、国際会議0件） 
なし 
 

（２）口頭発表（国内会議22件、国際会議5件） 
・K. Kimita, Y. Nemoto and Y. Shimomura: Application of a Requirement Analysis 

Template to Lectures in a Higher Education Institution. In Proceedings of HCI 
International 2014, pp. 594-601, Crete, Greece, 2014. 

・T. Matsui, Y. Horiguchi K. Kojima, T. Akakura: A Study on Exploration of 
Relationships between Behaviors and Mental States of Learners for Value 
Co-creative Education and Learning Environment, In Proceedings of HCI 
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International  2014, pp.69-79 , Crete, Greece, 2014. 
・Y. Sakurai: The value improvement in education service by grasping the value 

acceptance state with ICT utilized education environment , In Proceedings of HCI 
International  2014, pp.90-98, Crete, Greece, 2014. 

・Y. Nemoto, K. Uei, K. Kimita, T. Ishii and Y. Shimomura: A Conceptual Model of 
Co-Growth of Provider and Receiver towards Value Co-Creative Service. In 
Proceedings of the 2nd International Conference on Serviceology - ICServe2014 -, 
pp. 124-126, CD-ROM, The Society for Serviceology, Kanagawa, Japan, 2014. 

・K. Kimita, Y. Nemoto and Y. Shimomura: Value Analysis Method for Learner 
Centered Instructional Design. In Proceedings of the 2nd International Conference 
on Serviceology - ICServe2014 -, pp. 143-144, CD-ROM, The Society for 
Serviceology, Kanagawa, Japan, 2014. 

・木見田康治，植井健太朗，下村芳樹: 要求分析手法を用いた学習者視点に基づく授業分

析，2014年度サービス学会第2回国内大会講演論文集，CD-ROM，pp． 331-334，2014． 
・溝口哲史，石井隆稔，根本裕太郎，木見田康治，下村芳樹: PSS設計のためのトピック

モデルを用いたペルソナ構成支援手法，2014年度精密工学会秋季大会学術講演会講演

論文集，CD-ROM，pp. 643-644，2014． 
・石井隆稔，溝口哲史，根本裕太郎，木見田康治，下村芳樹: ペルソナ構成支援手法の高

等教育サービスへの適用，2014年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集，

CD-ROM，pp. 645-646，2014． 
・根本裕太郎，植井健太朗，石井隆稔，木見田康治，下村芳樹: コンピテンシー・リテラ

シー概念に基づくサービスの価値共創モデル，2014年度精密工学会秋季大会学術講演

会講演論文集，CD-ROM，pp. 639-640，2014． 
・石井隆稔，溝口哲史，根本裕太郎，木見田康治，下村芳樹: トピックモデルを用いた学

習者特性の分析. 第30回日本教育工学会全国大会講演論文集，pp. 71-72，2014． 
・竹花和真，田和辻可昌，松居辰則：学習に関わる多面的情報の統合的分析手法の検討，

第73回先進的学習科学と工学研究会，B403-13，pp．67-70，2015． 
・木見田康冶，武藤恵太，溝口哲史，根本裕太郎，石井隆稔，下村芳樹: 教育サービスに

おける共創価値の向上のための学習状態モデル，2015年度精密工学会春季大会学術講

演会講演論文集，CD-ROM，2015． 
・石井隆稔，溝口哲史，根本裕太郎，金田麻衣子，中村俊之，下村芳樹: PSS設計のため

のトピックモデルによる受給者分類，2015年度精密工学会春季大会学術講演会講演論

文集，CD-ROM，2015． 
・杉野涼太，木見田康治，武藤恵太，溝口哲史．石井隆稔，下村芳樹: 教師と学習者の合

意形成過程を表現する学習状態表現手法，2015年度精密工学会春季大会学術講演会講

第22回「精密工学会学生会員卒業研究発表講演会」論文集演論文集，CD-ROM， 2015． 
・中村修也，東本崇仁，赤倉貴子: 授業における学生の学習意欲に対する大学教員の意識

に関する検討，電子情報通信学会2015年総合大会講演論文集，p. 210． 
・新井達也，東本崇仁，赤倉貴子: 観点に基づく階層構造の構築における適切な属性の抽

出を促す学習支援方法の検討，日本教育工学会第30回全国大会講演論文集，pp. 689-690． 
・米谷雄介，東本崇仁，赤倉貴子，永岡慶三: 教員による教授行動と学生によるリアルタ

イム授業評価との相関関係，日本教育工学会第30回全国大会講演論文集，pp. 817-818． 
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・新井達也，東本崇仁，赤倉貴子: 観点に基づく階層構造の構築を目的とした属性の選択

のための学習支援システムの開発，信学技報，Vol.114，No.441，pp.1-4，2015. 1． 
・新井達也，東本崇仁，赤倉貴子: 観点に基づく階層構造の構築における適切な分類を促

す学習支援方法の検討，信学技 報，Vol.114，No.260，pp.17-22，2014. 10． 
・東本崇仁，赤倉貴子: GPS 情報を伴う利用者履歴を用いた日常的なエコ学習のための

モバイル型支援システム，信学技報，Vol. 114，No.285，pp. 1-6，2014.10． 
・赤倉貴子，東本崇仁: 工学部学生の学習意欲推移モデル，信学技報，Vol.114，No.260，

pp. 23-26，2014.10 
・東本崇仁，赤倉貴子: プログラムを読むことによる学習の提案とその支援システムの設

計，信学技報，Vol. 114，No.121，pp. 23-26，2014.7． 
・赤倉貴子，東本崇仁: 工学部の知的財産法教育における学習意欲の推移，信学技報，

Vol. 114，No.121，pp. 27-32，2014.7． 
 

（３）ポスター発表（国内会議1件、国際会議0件） 
・渡辺圭祐，東本崇仁，赤倉貴子，“段階的抽象化によるプログラミング学習支援シス

テムの開発，”情報・システムソサイエティ特別企画 学生ポスターセッション予稿集，

p.212，(2015.3). 
 

７-５. 新聞報道・投稿、受賞等 

なし 

 

７-６. 特許出願 

なし 


	１. 研究開発プロジェクト名
	２. 研究開発実施の要約
	２-１. 研究開発目標
	２-２. 実施項目・内容
	２-３. 主な結果

	３.  研究開発実施の具体的内容
	３-１. 研究開発目標
	３-２.  実施方法・実施内容
	３-３.  研究開発結果・成果
	３-４. 会議等の活動

	４. 研究開発成果の活用・展開に向けた状況
	５.  研究開発実施体制
	６.  研究開発実施者
	７. 研究開発成果の発表・発信状況、アウトリーチ活動など
	７-１. ワークショップ等
	７-２. 社会に向けた情報発信状況、アウトリーチ活動など
	７-３. 論文発表
	７-４. 口頭発表（国際学会発表及び主要な国内学会発表）
	７-５. 新聞報道・投稿、受賞等
	７-６. 特許出願


