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＜あらまし＞ 受講者が所持している携帯電話（i-mode, ez-web, Softbank）や PDAに対応

したコメントカードシステムを開発した。大学での多人数講義において，教員が課題テー

マの提示や発問をし，受講者が各自の携帯電話からコメントカードシステムの携帯電話サ

イトに接続し，課題に対する自分の意見や質問を送信できるシステムである。受講者から

の回答や質問をテーマやキーワードを元に整理し，リアルタイムで大講義室の液晶プロジ

ェクタに映し出すデータベース機能を有している。受講者から携帯電話を通して書き込ま

れた意見や質問等のコメントを講義者が本システムを活用し，検索・抽出して講義中に取

り上げながら，講義を展開していくアプローチを行った。その結果，多人数講義において

も、テーマに対する各受講者の活発な意見や質問等の書き込みがあり，ディスカッション

が活性化するとともに，授業コミュニケーションの改善が図れた。また，携帯電話対応の

本システムのユーザーインタフェースや有用性に関しても利用者から高い評価を得た。

＜キーワード＞ 大学授業改善（FD），携帯電話対応 Web ベースシステム，学生参加型双

方向学習環境，学習環境改善，授業コミュニケーション，多人数講義

１．はじめに

現在，大学での授業改善の必要性が急務とされている。1983年米国カリフォルニア大学

バークレイ校が大学授業改善の方法や事例集を発表した。日本では赤堀侃司（1997），伊

藤秀子ら（1999）がそれぞれ大学授業改善の技法集やガイドブックを刊行している。その

中で，様々な技法や事例が取り上げられているが，大学での多人数講義における授業コミ

ュニケーションの改善は工夫しないと難しいと報告されている。

受講者100名以上の多人数講義では，教員の発問に対する個々の受講者の回答や発表を

させることが困難であり，教員は一方的に説明を行い，受講者は話を聞くだけの一方通行

の講義になりがちである。筆者は豪州ディーキン大学や米国バンダービルド大学で短期間

講義をした経験をもつが，日本人の大学生の場合，指名しても多人数講義では，自分の意

見を発表することを恥ずかしがる傾向がある。松下（2002）は，大学から提供される教育

サービスを受動的に受け取り消費するだけで，しかも消費者としての権利意識すら持ち合

わせていない 近の学生の風潮を「日本型の学生消費者主義」と名づけている。地方の国

立大学では，つまらない講義には出席しないという 低限の選択もできないまま，講義に

とにかく出席するだけはして，しかし，何も学ばないまま帰っていくという究極の「受動

的消費者」が増えてきている1)。そうした中，とりわけ講義型の授業では，その運営が困

難になっている。講義室にひしめく大量の受動的消費者に対してどう臨めばよいのか，ま

してや彼らをどのようにして「能動的学習者」へと育成していけばよいか，授業改善の必

要性がますます重要となっている。

筆者は以前より，B6版サイズの紙のコメントカードに受講者の意見を書かせ回収し，次

回の講義時に，受講者からのコメントに対する回答をして，授業コミュニケーションの改

善を図ってきた。毎回の講義でコメントカードに記入する機会を設けることによって，受

講者自らが考えることを要請する型の講義を組み立てた。しかし，受講者同士が他の受講

者の意見を聴いたり読んで，他者との視点の交換を行ったり，他の受講者に向かって自ら

の意見を表明する機会を設けるために，多人数の受講者一人一人に意見を板書させ，その

意見を取り上げながら，あるいはそれをもとにディスカッションをさせながら講義を進め

ることはできないかと従来より考えていた。
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ところで，内閣府がまとめた単身世帯の耐久消費財等の普及に関する調査（2002年3月

末）によると，29歳以下の年齢層では、携帯電話の普及率は94.9％、パソコンは50.2％と

報告されている。若年層の携帯電話の普及率は冷蔵庫（91.7％）を上回り、テレビ（97.7

％）に迫る。また，小田（2001）は女子大学生を対象として携帯電話の普及状況や使用形

態の調査をし，被調査者の携帯電話所持率は100％であったこと，彼女らは家庭の理解と

援助を受けながら高校生の頃より携帯電話を日常的に利用していたこと，携帯電話の音声

通話機能よりも，メール機能をより頻繁に使用していることを報告し，大人社会が作り上

げたパソコンによるインターネット主体のネットワークとは異なる携帯電話主体のネット

ワーク文化が存在していると指摘している。

以上の報告より， 近の大学生は，ほぼ全員が携帯電話を持っていると推測できるので，

携帯電話を意見発表のための学習者端末として活用することを今回考案し，携帯電話対応

コメントカードシステムを開発した。これにより，受講者全員の意見を大講義室のプロジ

ェクタに，各受講者が板書したかのようにリアルタイムで映し出すことが可能となった。

また，携帯電話からのコメントカードをサーバに蓄積してデータベース化し，受講者が共

有することにより，多人数講義においても知識創造型の講義展開や学習環境が提供できる

のではないかと考えた。

携帯電話のもつブラウザ機能やメール機能を活用した大学講義の改善や遠隔講義への利

用の先行研究は代表的なものとして次のような報告がある。黒川，林（2001）は，現職教

員を対象としたプレゼンテーション技術向上のための遠隔学習 Web 教材を開発し，大学

での講義の事前指導や事後指導で携帯電話で閲覧可能なサイトも運営した。その結果，有

用性，受講者の意欲の高まりが認められたと報告している。また，八尋ら（2002）は携帯

電話を利用したリアルタイム授業評価システムを開発し，授業評価のシートに携帯電話か

らアクセスさせ，アンケートの集計を実施しているが，大学生の携帯電話からの入力操作

や入力時間は十分実用的なレベルであったと報告している。中山ら（2001）は携帯電話に

よる遠隔講義支援システムを開発し，その遠隔講義の授業評価の意見・感想を携帯電話か

ら送信させ，授業改善に活用し，受講者からの積極的な書き込みがあったと報告している。

以上の先行研究では携帯電話のブラウザ機能やメール機能を活用し，講義内容の情報提

供や授業評価の送信を行っているが，受講者からのコメントを受講者間で共有させ知識創

造を意図したアプローチではない。そこで，本研究では，携帯電話対応コメントカードシ

ステムを開発し，大学での多人数講義で活用し，受講者の書き込みや発言を共有すること

によって，知識創造型の講義アプローチへの支援が可能かどうか，また，授業コミュニケ

ーションが活性化するかを明らかにすることとした。

近では情報通信技術や衛星通信を利用した遠隔教育が様々な形態で行われている。例

えば，地上系回線を用いた大学講義や，テレビ会議システムを用いた小中学校での遠隔協

同学習など，多様な教育分野で利用されている（文部科学省2001）。中山ら（2001）の遠

隔講義の授業評価システムの先行研究より，テレビ会議等を利用した同期型の遠隔講義で

は次のような問題点が抽出できた。

・講義を受講する遠隔会場での受講者の反応情報を即時に収集することが容易ではない。

・遠隔講義における学習者情報を収集するシステムの設置が容易ではない2)。

・情報を収集できた場合においても，講義を進めながら対応することが容易ではない。

よって，以下のような支援が求められている。

①講師が講義中にリアルタイムで遠隔会場や対面する受講者から反応を収集できること。

②遠隔会場の学習者が講師に対して，気軽に自分の意見や質問をできるようにすること。

③講義用の特別なシステムを必要とせず，受講者が容易に利用できるシステムであること。

ビデオカメラで受講者の様子を撮影する遠隔講義では，教員の発問に対する個々の受講

者の回答や発表をさせることが困難であり，教員は一方的に説明を行い，受講者は話を聞

くだけの一方通行の講義になりがちであった。

そこで，多人数での遠隔講義の授業改善の一方策として，携帯電話を遠隔講義の受講者

用の学習者端末ととらえ，携帯電話対応コメントカードシステムを開発し，遠隔講義支援

システムを構築して遠隔講義での授業コミュニケーションの活性化をはかる取り組みをす
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ることとなった。

２．研究の目的

本研究の目的は，次の２点である。第１は本研究で開発した携帯電話対応コメントカー

ドシステムのユーザーインタフェースの評価や受講者にとっての有用性等を，多人数の遠

隔講義の受講者からの評価シートにより分析する。第２は本システムを大学での多人数遠

隔講義で実際に活用し，受講者の書き込みや発言を分析し，授業コミュニケーションが活

性化するかを明らかにすることとした。その際，携帯電話から送信された受講者からのコ

メントが本システムでデータベース化されることにより，多人数講義において，どのよう

な学習環境改善につながったかも分析する。

３．研究の方法

(1)調査対象者：全学共通教養科目・遠隔講義「情報化と学校教育」受講者121名（彦根キ

ャンパス41名，大津キャンパス80名）。「情報化と社会」受講者138名（彦根キャンパ

ス68名，大津キャンパス70名）3)。いずれも滋賀大学1～3回生。

(2)調査実施時期：2002年4月～7月(情報化と学校教育)

2003年4月～7月(情報化と社会)

(3)調査手続き：上記の２科目の多人数講義で，同じテーマを提示し，受講者のコメント

を求めた。「情報化と学校教育」では受講者にコメントを口頭で発表させ，教員が

板書し，意見を採り上げながら講義を進めた（口頭発表群）。「情報化と社会」では

携帯電話対応コメントカードシステムでコメントを書き込むよう求め，受講者の書き

込んだコメントをリアルタイムで液晶プロジェクタに投影し，教員がその意見をとり

あげながら講義を進めた（携帯電話対応ＣＣＳ群）。

(4)講義を実施した教室の環境・設備

彦根キャンパス：遠隔講義室（120 名収容），固定式 3 人がけ机椅子，黒板，120inch
スクリーン（２式），液晶プロジェクタ（２台），提示用ノートパソコン１台，ワ

イヤレスマイク３本，情報コンセント。双方向テレビ会議システム。

大津キャンパス：第35講義室（140 名収容），固定式 3 人がけ机椅子，黒板，120inch
スクリーン（２式），液晶プロジェクタ（２台），提示用ノートパソコン１台，ワ

イヤレスマイク３本，情報コンセント。双方向テレビ会議システム。

４．携帯電話対応コメントカードシステム（ＣＣＳ）の構成要素と機能

(1)システムの構成

本研究で開発した携帯電話対応コメントカードシステムは，①コメントを送信するため

の受講者が所持している携帯電話，②講義担当教員用クライアント PC，③コメントデー

タベースへの携帯電話からのコメントデータの登録や，講義室での提示用 Web への登録

された情報の発信を行うサーバからなるクライアント－サーバ型のシステムである。

講義担当教員用クライアントのインタフェースは，Java Scriptと Dynamic HTMLを用い

て開発し，Windows 95/ 98/ NT4.0/ Me/ 2000/ XP で動作する。受講者の携帯電話からのコメ

ントは，ASP(Active Server Page)を用いてサーバ上のデータベースの情報を動的に加工し，

HTML ファイルや CSV ファイルとして出力するものなので，特に動作機種を選ばない。

サーバには，Windows NT4.0と IIS(Internet Information Server)4.0を用いた。図１にシステム

の全体構成を示した。

(2)システムの機能

２会場に分かれての多人数遠隔講義における本システムの実際の活用にあたっては，次

の機器構成で運用した。各機器の機能は，次の通りである。
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図１ 遠隔講義を支援するための携帯電話対応コメントカードシステム（CCS）

①受講者が所持している携帯電話：学習者用クライアントとしてコメ

ントを送信する機能を担当させた。受講者は図２に示した携帯電話対

応の本システムの携帯電話サイトに接続する。i-mode，Vodafone

live, EZ-Webで Web 閲覧が可能な機種に対応している。また，PDA や

PC からの接続，コメント送信も可能である。図２に示したように書き

込みがしやすいよう入力フォームやリストボックスを備えている。

②講義担当教員用クライアントPC：図３に示したように，受講者から

のコメントをデータベース化した管理用Webに接続して，講義名の登録

・管理，受講者の学籍番号，氏名，コメントの登録日時，コメント内

容の登録・削除等，データベースの管理・運用端末として機能する。

また，図４に示したように，本システムが自動生成する Web データ

ベースを操作することにより，教員が，受講生からのコメントをキー

ワード検索したり，並べ替えたりしながら，講義の中でコメントを整

理しながらとりあげる機能を備える。図４では受講者の全コメントの

中から「有害情報」という語が含まれるコメントを検索して絞り込ん

で表示している画面である。送信日時順のコメントを学籍番号順に並

べ替え，出席簿として出力する機能も有している。

③サーバ：受講者の携帯電話からのコメントデータの登録・蓄積等の

図２．携帯電話対応CCS

図３．携帯電話対応コメントカードシステムの管理画面 図４．コメントカードのWebデータベース画面
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データベース化を行う機能を備える。

④液晶プロジェクタ：受講者からのコメントをデータベース化した Web を大講義室で，

大画面に提示する機能を備える。

以上のように，本研究で開発した携帯電話対応コメントカードシステムは，大学での多

人数講義において，教員が課題テーマの提示や発問をし，受講者が携帯電話からコメント

カードシステムの携帯サイトに接続し，課題に対する自分の意見や質問を送信できるシス

テムである。受講者からの意見や質問をテーマやキーワードを元に整理し，リアルタイム

で大講義室の液晶プロジェクタに映し出すデータベース機能を有している。受講者から携

帯電話を通して書き込まれた意見や質問等のコメントを講義者が本システムを活用し，検

索・抽出して講義中に取り上げながら，講義を展開していくアプローチに活用できる。

５．結果と考察

（１）携帯電話対応コメントカードシステムのシステム評価

携帯電話でコメントカードに入力する場合，紙のコメントカードに比べて時間を要した。

紙では平均185秒であったが，初めての使用で計測した場合，回線速度の影響もあるが，

携帯電話CCSでは平均290秒であった。１回のコメント送信に要するデータ通信料は，約

1,200byteで，通信料は約3円であった。少額ながら受講者の負担となるので，講義室の前

列の席にPDA（通信機能付き電子手帳）を8台設置し，希望者に貸し出した。通信キャリア

レベルの輻輳が心配されたが，今回，2 会場で 138 名規模の講義で実施したところ，輻輳

による影響は認められなかった。これは html ソースサイズを小さくしていることと，受

講者が利用するキャリアがある程度分散していたことが影響していると思われる。今回の

受講者の場合は，i-mode:Vodafone live:EZWeb=5:3:1であった。

（２）携帯電話対応コメントカードシステムに対する受講生からの評価

今回の大学での携帯電話対応コメントカードシステムを活用した多人数講義の受講者

138 名を対象として，本システムの評価に関して質問紙を作成し，４段階の主観評価と自

由記述によるその理由の回答を求めた。図５に本システムの評価や携帯電話利用に関する

項目について４段階評価の平均値を示した。各質問項目に対して，「全く同意できない」

を１，「非常に同意できる」を４として平均値を算出した。ほとんどの項目で中央値より

も高くなった。特に「携帯電話からのコメント欄への文字入力はめんどうではなかった」

という項目に対しては，高いポイントを示しており，回答の割合を分析すると，受講者の 90
％以上がめんどうではないに同意しており，携帯電話の数字キーを使用しての文字入力が，

すでに大学生にとっては，日常使用する慣れた文字入力方法になっていることがうかがわ

れる。「携帯電話でコメントを教員に送ることは有用である」の項目に同意するポイント

数が高い一方で，「講義中に携帯電話を操作することは気にならない」の項目に同意する

ポイント数は中央値を示しており，同意する学生と同意しない学生に分かれた。このこと

に関しては，自由記述の回答を分析した結果，「講義中に携帯電話から教員に課題テーマ

に対する受講者のコメントを送信して，教員がそのコメントを取り上げながら講義を進め

図５　携帯電話対応コメントカードシステムに対する受講者の評価

3.4

2.5

3.8

3.1

3.6

3.7

1 2 3 4

総合的に見て本シ
ステムは有用である

講義中に携帯電話を操作
することは気にならない

携帯電話からのコメント欄への文
字入力はめんどうではなかった

学習者からの反応装置としての本
システムの画面構成は適当である

携帯電話による本システ
ムの操作は簡単であった

携帯電話でコメントを教
官に送ることは有用である

表１　本システムの評価（自由記述）

本システムの有用な点に関して（受講者の自由記述を掲載）

・みんなの意見を一覧でみることができるので，講義内容
　に興味が出てきた
・受講者が送った情報がデータベースに入るので、情報が
　整理されて見やすいかたちになるので良い。また、"○○
　の使われた文章"とかが瞬時に検索できて便利だ
・キーワードなどを入力して絞り込んだりできてとても便
　利だし、ディスカッションをするのにとても役立つ
・受講者のコメントを例に出して授業を進めてもらえるの
　で分かりやすい
・コメントをわざわざ学校にあるPCからメールで送らなく
　ても携帯ですぐに提出できるので便利

・出席が間違いなく取れ，不正が防止できて良い

本システムの改善を要する点（受講者の自由記述を掲載）

・少し携帯電話送信のお金がかかるのが嫌です

・本当に送信できているのか不安です
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てくれたので，講義内容に対して興味関心が高まった」「講義中に気軽に質問を送信でき，

質問しやすい雰囲気になったので良かった」という記述があることと，「他の講義では講

義中に携帯電話を操作すると，教員から叱られるので，その癖がついていて講義中の携帯

電話の使用は気になる」という理由を回答している。よって，本研究の携帯電話対応コメ

ントカードシステムを活用し，携帯電話を学習者端末として受講者に定着させていくには，

受講者の意識改革とともに指導する教員側の意識改革も必要であることが明確となった。

受講者の自由記述による本システムの有用な点と改善を要する点を表１に示した。本シ

ステムの有用な点として，携帯電話を学習者端末としてとらえ，受講者からのコメントを

サーバに蓄積し，Web データベースとして，一覧したり，コメント内容を検索・抽出す

る機能が，回答結果から有用な点として評価されていることがわかる。

改善点としてあげられた１点目の携帯電話送信の費用のことであるが，400 文字のコメ

ント送信に約 3 円費用が発生する。携帯電話を持っていない受講者や忘れたり，バッテリ

ー切れの受講者に対しては，講義室の前列の席にPDAを8台設置し，希望者に貸し出して対

処したが，自分の携帯電話を使用したくない受講者が今回は2名いることが分かり，PDAを

貸し出すことにした。改善点の２点目は，コメント送信完了時に，コメントを受け付けた

旨のメッセージが表示されるが，それでも送信できているか不安であると回答した受講生

が3名いたので，今後は受講生のコメント受付状況や出席状況を確認できる携帯電話用サ

イトを開設することで対処した。現状では，受講者のパソコンや携帯電話を利用すれば，

各自が大学や自宅からコメント内容の確認，出席状況の確認

はインターネット経由で可能である。

（３）授業コミュニケーションに関して

携帯電話対応コメントカードシステムを使用した CCS 群

138名をY軸に，時間軸をX軸にして書き込みの状態をプロッ

トしたのが図６である。講義開始20分で教員が書き込みを求

め，また2回目の書き込みを講義開始後80分で求めているが，

コメント数の合計は 279 件であり，全受講者が 90 分で２回

以上書き込んでいた。コメントを求めていない時間帯にも追

加や修正意見の書き込みを行っている受講者が30名いること

がわかる。それに対して口頭発表群では教員がコメントの発

表を求めたが，図７に示したように発言した受講者は 121 名

の中で8名であった。

携帯電話対応コメントカードシステムへ講義中の90分間で

279件の書き込みがあったことに関して，Nishinosono（2002）
も指摘するように， 近の大学生は携帯電話を自分の身体の

一部分ととらえ，親指1本でコメントを 400 文字入力するこ

とを苦にしていないことがあげられる。また，講義後，自由

記述させた携帯電話対応コメントカードシステムに対する受

講者の評価を分析した結果，「たくさんの他の人たちの意見

やアイデアが，液晶プロジェクタで次々と映し出されるので

非常に知的な刺激を受けた。また，教員が僕の書き込んだ意

見を取り上げて講義を進めてくれたので，やはり，自分の意

見が採用された時はうれしくて，講義に積極的に参加しよう

とやる気が出た」，「このシステムを使えば，講義中にわか

らない箇所が出てきた時に，『もう一度説明してほしい』と

遠慮なく匿名で書き込めるのでありがたい」など，携帯電話

対応コメントカードシステムの導入に対して，肯定的に受け

入れる姿勢を示しており，これが積極的なコメントの書き込

みにつながったと解釈できる。

次に，多人数講義における受講者の発言の相互作用を分析

するために，受講者からの発言や書き込まれたコメントの内 図６ 携帯電話対応CCSへの書き込み
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容を，Glaser & Strauss(1967)のグラウン

デッドセオリーアプローチの手法にも

とづく質的分析により，コーディング

した後，カテゴリーに分けデータ対話

型理論を適用して分析を行った。要因

別に意見をプロットしたものが図７と 図７ 口頭発表群での受講者発言の相互作用

図８である。今回コメントを求めたテ

ーマは「小中高等学校へのフィルタリ

ングソフトの導入に関して」である。

図中の右向き矢印は賛成意見とその数，

左向き矢印は反対意見と数をプロット

している。口頭発表群では受講者から

のコメントは２要因に集約でき，要因

内での意見のぶつかり合いや相互作用 図８ 携帯電話対応CCS群での受講者発言の相互作用

は4件，4点になっている。それに対し

て携帯電話対応 CCS 群ではコメントは，５要因に集約でき，要因内の意見のぶつかり合

いや相互作用は98件，24点になっている。ここでいう相互作用に分類したコメントとは，

液晶プロジェクタで示された他の受講者の意見を引用しながらの反論や反証，精緻化を行

っているコメントをさす。携帯電話対応CCS群で他者の意見を引用しながらの反論や反証，

精緻化のコメントが多かったことに関しては，次のように解釈できる。開発したコメント

カードシステムが従来からあるWeb上の電子掲示板システムとは異なり，受講者が書き込

んだコメントが時系列で表示されるのではなく，書き込まれたコメントをデータベース形

式に一旦出力し，講義のファシリテーターである担当教員が，今回の実践例で言えば，小

中高等学校へのフィルタリングソフトの導入に関して，賛成意見と反対意見とどちらでも

ない意見に分けて表示したり，賛成理由や反対理由の要因別にスレッドを立てて表示した

りできたので，受講者が他者の意見に対して反論，反証したり，他の要因を指摘したりす

ることが容易であったことが，講義後の受講者の本システムに対する評価の自由記述から

明らかとなった。すなわち，受講者にとってディスカッションが促進される学習環境を提

供できたと解釈できる。

ところで，受講者に感想や意見，質問を書かせ，それにコメントをつける手法は過去に

も多く実践されている。織田（1991,1998）の「大福帳」実践が十数年の蓄積を有しており，

田中の「何でも帳」実践も行われている（田中：1997）。織田は大福帳の効果として，①

授業の出席促進や欠席防止効果，②積極的な受講態度の形成効果，③教員と受講生との信

頼関係の形成効果，④講義内容の理解と学習の定着促進効果，⑤自己努力・自己変容の過

程の確認効果，⑥講義内容の充実促進効果の６点をあげている。本研究での携帯電話対応

コメントカードシステムでも上述のように，受講者のコメントの書き込みやディスカッシ

ョンが促進されており，大福帳や何でも帳と同じ効果が期待できるが，異なる点もあげら

れる。それは，書き込まれたコメントがデータベース化されており，コメントをキーワー

ドをもとに横断的に検索すれば，他者の意見を参照することによる視点交換が期待でき，

また，縦断的に検索すると毎回の講義での自分のコメントを振り返ることができる点であ

る。すなわち，自分のコメントと他者のコメントとの比較で視点交換したり，受講期間中

の過去の自分のコメントと今の自分のコメントを比較しリフレクションできる点である。

携帯電話対応CCS群での受講者からの発言内容を横断的にプロットしたものが図９であ

る4)5)。今回のフィルタリングソフトの導入というテーマに対して書き込まれた賛否の理由

の要因を，時系列的にあげると，講義開始後20分の１回目の書き込みでは，賛成派の理由

は，「有害情報から子どもを守る」「学校という教育機関の社会的責任，使命」であり，

反対派の理由は「学校でのフィルタリングだけでは有害情報の閲覧は防げない。家庭では

有害サイトを閲覧できる環境である」であった。携帯電話対応コメントカードシステムで

書き込まれた１回目のコメントを液晶プロジェクタで賛成派，反対派のそれぞれの要因ご

とに整理して紹介した後，講義開始後80分で２回目の書き込みを求めた。２回目の書き込

フィルタリングの導入
に賛成する

学校という教育機関の
社会的責任、使命 有害情報から子どもを守る

フィルタリングソフト
の導入に反対する

［１人単位］

フィルタリングの導入
に賛成する

学校という教育機関の
社会的責任、使命 有害情報から子どもを守る

他者への影響の大きさ メディアの影響力の大きさ

フィルタリングソフト
の導入に反対する

知る権利、
言論抑圧

［５人単位］
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図９．多人数講義での携帯電話対応CCS群での受講者からの発言内容のプロット

みを求めるまでに，追加意見や修正意見の書き込みもあり，「学校や教師はフィルタリン

グソフトに頼らず，閲覧できる環境でも見ない子どもを育てていくべきだ」，「子どもに

も知る権利がある。現状の不完全なフィルタリング技術では，有用な情報も遮断されてし

まう。健康教育でエイズを調べようとしたら，

エイズという単語がフィルタリングに引っかか

ってしまう」という賛成派への反論が書き込ま

れたり，「小学校低学年の子どもたちが予期せ

ず，有害サイトやポルノ，死体の写真等にアク

セスした場合の子どもの心に与える傷をどのよ

うに考えるのか」という反対派への反論も書き

込まれた。２回目に書き込まれたコメントの一

つを図10に示した。このコメントのように条件

付き賛成や，条件付き反対の意見が増え，多人

数講義の中で授業コミュニケーションが活発に

行われた様子がうかがえる。 図10 携帯電話からのコメントの表示例

以上のように，受講者の書き込み数の量的分

析や受講者が書き込んだコメント内容の質的分析から，携帯電話対応コメントカードシス

テムの多人数講義における授業コミュニケーション活性化に対する有効性が示されたとい

える。

後に，携帯電話対応コメントカードシステムを活用した遠隔講義の改善成果と比較し

た場合のコスト・労力を述べる。成果としては，携帯電話対応コメントカードシステムを

導入したことにより，受講者の持つ携帯電話が学習者端末となり，前述したように，多人

数での遠隔講義で、講義テーマに対する受講者の活発な意見や質問等の書き込みがあり，

ディスカッションが活性化するとともに，授業コミュニケーションの改善が図れた点があ

げられる。また，携帯電話で自分の意見や質問を受講者が積極的におこなうことが端緒と

なり，講義中での挙手による口頭発表も盛んになったことが成果としてあげられる。

コスト面では，携帯電話コメントカードシステムの運用に必要な環境は，受講者側は携

帯サイト閲覧機能を有する携帯電話，大学側は IIS（Internet Information Server）サービスを

インストールした Windows 系の Web サーバである。今回の研究開発では 50 万円程度で

Windows2000 サーバを設置したが，もし，大学側が既存の Windows 系 Web サーバを保有し

ている場合は，携帯電話対応コメントカードシステムの ASP（Active Server Page）プログ

ラムをサーバ側に導入すれば，特別な機器の追加なしに，本システムを活用することが可

能である。

また，運用する教員側の労力の面では，講義前に携帯電話対応コメントカードシステム

の管理者画面から，「講義中に携帯電話サイトに提示する書き込みテーマ」と「アンケー

トの質問文と５つの選択枝」をワープロ感覚で入力しておく。そして，講義中や講義後に

フィルタリングの導入
に賛成する

学校という教育機関の
社会的責任、使命 有害情報から子どもを守る

他者への影響の大きさ メディアの影響力の大きさ

予期せず有害サイトに
接続する場合がある

暴力や犯罪を
誘発

ポルノや死体の写真
子どもの精神的ショック

図書館でも有害図書
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＝いけないことに気づく

家で一人で見るのと
学校で友達と見るのと

では影響力が違う

パソコンを長時間占
領する子が出てくる

フィルタリングソフト
の導入に反対する

影響力には個人差があ
り、一概に規制できない メディアリテラシーや情報

の取捨選択能力を育成
する教育で対応すべき

学校や教師はフィルタリ
ングに頼らず、「見ない

子ども」を育てていくべき

学校でのフィルタリングだけでは
有害サイトの閲覧は防げない

規制されればされるほど
逆に子どもは見たくなる

有害サイトを見せて
情報化の影の部分
にも気づかせるべき

知る権利、
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各受講者からの回答を，管理者画面で自動的にデータベース化し，集計したり，検索・抽

出する。エクセル等の表計算ソフトで使用できる形式に出力して活用することも可能であ

る。また，受講者の登録も，教務係からエクセル形式の名簿を入手すれば，そのまま登録

することが可能である。

以上のように，成果と比較した場合，コスト面では安く，労力面でもワープロが操作で

きるスキルがあれば運用可能という点で，携帯電話対応コメントカードシステムは有用で

あった。

６．まとめと今後の課題

受講者が所持している携帯電話（i-mode, Vodafone live, EZWeb）やPDAに対応したコ

メントカードシステムを開発した。大学での多人数講義において，教員が課題テーマの提

示や発問をし，受講者が各自の携帯電話からコメントカードシステムの携帯電話サイトに

接続し，課題に対する自分の意見や質問を送信できるシステムである。受講者からの意見

や質問をテーマやキーワードを元に整理し，リアルタイムで大講義室の液晶プロジェクタ

に映し出すデータベース機能を有している。受講者から携帯電話を通して書き込まれた意

見や質問等のコメントを講義者が本システムを活用し，検索・抽出して講義中に取り上げ

ながら，講義を展開していくアプローチを行った。その結果，多人数講義においても、テ

ーマに対する各受講者の活発な意見や質問等の書き込みがあり，ディスカッションが活性

化するとともに，授業コミュニケーションの改善が図れた。

携帯電話対応コメントカードを活用して意見や質問を書き込むより，多人数講義で皆の

前で意見を口頭で述べることができるよう学生をトレーニングすべきであるとの指摘があ

るが，筆者もそう考えている。携帯電話対応コメントカードシステムは，多人数講義で受

講者が皆の前で口頭で意見を発表できるようになるための一つのきっかけになればと考え

て今回の授業実践を行ってきた。携帯電話からコメントを書き込み，それを教員が講義で

採り上げて，講義を進めるので，織田（1998）も指摘するように，教員と受講者との間の

信頼関係が強くなり，12 回の遠隔講義の中で，8 回目以降は挙手をし，多人数の前で口頭

で自分の意見を発表する学生が出現してきた。

今後の課題としては次のような点があげられる。受講者が携帯電話から書き込みやすい

ようなフォームを利用したテンプレートの工夫（ラジオボタン，チェックボックス，リス

トボックス，テキスト領域）をすでに行っている。しかし，よりいっそう書き込みやすい

画面とするために，受講者からの意見を収集し，ユーザーインタフェース部分の改善を行

っていきたい。また，受講者個々の書き込みだけではなく，小グループごとのディスカッ

ションの書き込みをスレッドを立てて行えるよう改善を図っていく予定である。携帯電話

対応コメントカードシステムは多人数の受講者からの意見や質問の収集，話題ごとのコメ

ントの整理は可能であるが，受講者から書き込まれた意見を，講義展開の中でどのように

相互作用的に取り上げ，受講者自身が新たな知見を創造していけるよう支援するかは，教

員の講義を展開する力量に依存する。この点に対する支援策を今後考えていきたい。

注

1) 例えば，平成 15 年に滋賀大学教育学部で学生140名を対象として実施した講義受講に

関するアンケート調査において，「つまらない講義には出席しない」という項目に否定

的に答えた学生は，77.5％であった。「講義には出席する」という理由の自由記述には，

「大学周辺にはパチンコや映画館等の娯楽施設がないので，他にすることがないから講

義にはとりあえず出ておく」「講義室は冷房が効いていて居心地が良く，講義に出てい

る方が屋外にいるより快適である」「教員の講義を聴いていれば何となく勉強したよう

な気になるから」等の回答があった。

2) 従来，遠隔講義において遠隔会場での受講者の反応情報等の学習者情報を収集するた

めに，インターネットに接続されたパソコン等が用いられてきた。遠隔会場の受講者が
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10名くらいの少人数の場合は，各自にノートパソコンを持参させ，無線LANでインター

ネットに接続させて，学習者情報を遠隔地の講師が収集することが可能である。

しかし，本論文で取り上げた実践のように多人数での遠隔講義では，138 名の受講者に

パソコンを持参させ，無線LANでインターネットに同時接続できるような環境を整える

には，システム構築は技術的に可能であっても，多人数が同時にアクセス可能な無線

LAN 設備設置の金銭的問題と，多人数の同時アクセスを管理するセキュリティ構築へ

の労力の面で，どの大学でもすぐに実施できるというものではない。

3） 「情報化と学校教育」「情報化と社会」は，ともに半期2単位の全学共通教養科目で

あり，選択必修科目である。2002年度に「情報化と学校教育」を開講したが，共通教養

科目の整理が行われ，2003年度に「情報化と学校教育」を改名し，「情報化と社会」を

開講した。「情報化と学校教育」の目的は，社会の情報化の進展とともに学校教育に導

入された情報メディアの変遷や学習環境を概説し，情報化が学校教育に及ぼした影響を

考えることである。次のようなテーマを毎回提示し，受講者がそれに対してコメントを

発表するというアプローチを行った。①情報社会とは，②学校教育での情報教育のねら

い，③情報活用能力とは，④マルチメディアとは，⑤マルチメディア教材の体験，⑥情

報機器を活用した授業の改善例，⑦電子図書館の光と影，⑧マルチメディアと著作権，

⑨情報モラルの育成，⑩学校Webページと個人情報の保護，⑪ネット社会の落とし穴，

⑫情報化の光と影，⑬総合討論「情報化と学校教育」。「情報化と社会」の目的は，情

報化の進展は社会生活に光と影をもたらしたことを概説し，毎回のテーマにそって，情

報化が社会に及ぼした影響を受講者自身が主体的に考えることである。次のようなテー

マを毎回提示し，受講者がそれに対して携帯電話からコメントを送信し，教員がそれを

取り上げながら講義を進めるというアプローチを行った。①情報社会とは，②宅急便や

コンビニでの情報管理，③情報活用能力とは，④マルチメディア図鑑の体験，⑥双方向

テレビ会議の体験，⑦電子図書館の光と影，⑧ネット社会と著作権，⑨情報モラルの必

要性，⑩Webページと個人情報の保護，⑪ネット社会の落とし穴，⑫情報化の光と影（グ

ループディスカッション），⑬総合討論「情報化の光と影」。

「情報化と学校教育」「情報化と社会」を遠隔講義で行う必要性は，次のような経緯

による。滋賀大学では2001年より全学共通教養科目を教育学部・経済学部の全教員が担

当することになり，複合領域の「情報」をテーマに４科目開設することとなった。情報

をテーマに開講できる教員数が少なく，教育学部キャンパスが大津市にあり，経済学部

キャンパスが彦根市にあるので，両学部の学生が同一時間帯に受講できるよう遠隔講義

で実施することとなった。

4） 携帯電話から送信された各受講者のコメント内容を，Glaser & Strauss(1967)のグ

ラウンデッドセオリーアプローチの手法にもとづく質的分析により，コーディングした

後，カテゴリーに分け，データ対話型理論を適用して分析を行った。図９に示した四角

で囲まれてないものが，コーディング後のコメントであり，四角で囲んだものがカテゴ

リーである。全てのコメントは携帯電話対応コメントカードシステムにより自動的にデ

ータベース化されているので，全文検索によりカテゴリー分けの作業を行った。

5） 図 9の表示方法は，R.ハリス（1996）が”Information Graphics: A Comprehensive Illustrated
Reference”で紹介したフィッシュボーン・チャートと呼ばれるもので，特定の問題に影

響を及ぼす要因を図示するために，使用される。問題解決時の要因のチャート表示やデ

ィベートでの賛成・反対の意見表示に使われる。
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ケータイ対応コメントカードシステムとテキストマイニング
を活用した学生参加型双方向学習環境の構築とその効果(2)

滋賀大学教育学部

宮 田 仁

miyata@edu.shiga-u.ac.jp

＜あらまし＞ 滋賀大学では筆者がプロジェクト責任者となり，文部科学省現代 GP で採

択された『知識創造型ユビキタスな学びプロジェクト』に取り組んできた。ブレンディッ

ド型 e-Learning で，Web ベースのコンテンツ学習と対面講義とを組み合わせた講義を実施

してきた。受講者の携帯電話から送信された小レポートや自由記述コメントを，サーバ上

で自動的にデータベース化し，テキストマイニングシステムで分析し，リアルタイムで学

習者の自由記述を，クラスター分析し，デンドログラムとして可視化したり，評価分析を

行い，受講者間の意見をコレスポンデンス分析図として可視化することを可能にするシス

テムである。これにより学習者へのフィードバックをリアルタイムで行い，受講者への学

習方略支援ができるかどうかを試行し，本システムの評価を行った結果，受講者間での意

見交換や視点の交換が促進され，知識創造をめざした Web ベース講義を支援できる可能

性が示唆された。

＜キーワード＞ 学習データの利用，自由記述分析・可視化，大学授業改善，

ブレンディッド型 e-Learning

１．はじめに

滋賀大学では筆者がプロジェクト責任者となり，文部科学省現代 GP で採択された『知

識創造型ユビキタスな学びプロジェクト』を 2006 年より取り組んできた。このプロジェ

クトでは Web ベースの e-Learning と対面型の講義を組み合わせたブレンディッド型の

e-Learning を 13 科目の大学講義で実施している。受講者から送信された小レポートやコメ

ントはサーバ上で自動的にデータベース化され，パソコンからだけでなく，受講者の持つ

携帯電話からもコメント提出，コメント閲覧・検索が行えるようになっている。オリエン

テーションの後，例えば１ヶ月の中で３週間，e-Learning で Web ベースでチーム学習を行

い，４週目に対面型の講義でディスカッションや発表を行いながらユビキタスな学習環境

での知識共有や知識創造をめざしている。図１に教室外や教室内での学習活動の継続・発

展と携帯電話の活用場面を示した。

本システムでは SQLデータベース化された受講者の小レポートや自由記述コメントを，

縦断的に検索すれば，学習の振り返りや内省に活用でき，横断的に検索すれば他者の意見

やコメントを携帯電話から閲覧できるようになっている。しかし，受講者や担当教員が 150
名以上の受講者の自由記述コメントを読み，カ

テゴリーに分けて分析したり，講義内容の理解

・定着や質問の集約を従来は手作業で行ってお

り，e-Learning 学習期間中は比較的対応できて

も，対面型の講義時に，リアルタイムでの自由

記述分析は困難であった。

そこで，本研究の目的は，受講者の携帯電話

から送信された小レポートや自由記述コメント

を，サーバ上で自動的にデータベース化し，そ

のファイルをテキストマイニングシステムで分

析し，リアルタイムで学習者の自由記述を，ク

ラスター分析し，デンドログラムとして可視化

したり，評価分析を行い，受講者間の意見をコ

レスポンデンス分析図として可視化することに

よって，学習者へ学習評価のためのフィード 図１．学習活動の継続・発展

講義 小グループ演習活動

ディベート

教
室
外

教
室
内

Face to face, 携帯活用１

講義内容の復習

書籍･Webから自己学習

携帯ｺﾒﾝﾄｶｰﾄﾞによる意見の振り返り

携帯ｺﾒﾝﾄｶｰﾄﾞによる継続した議論

小レポートの作成・公開

期末レポートの作成・提出

教
師
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

携帯活用２

Web教材での予復習

教
師
へ
の
質
問
・
講
義
の
感
想
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バックをリアルタイムで行い，受講者への学習支援ができるかどうかを試行し，本システ

ムの評価を行うこととした。

２．研究の方法

（１）調査対象者 ：教養科目「情報化と学校教育」Ｓ大学教育学部 2～ 4回生，150名。

（２）調査実施期間：2007年 4月～ 7月。

（３）調査手続き ：

上記の多人数講義で，課題テーマを提示し，受講者の携帯電話から小レポートを提出さ

せ，それをサーバ側で自動的にデータベース化し，テキストマイニングにより自由記述を

分析した結果を e-Learning 期間中や対面講義中に閲覧できるようにし，意見交換を行える

学習環境を提供し，本システムへの評価を Webベースで質問し調査した。

３．授業の概要

今回調査対象とした「情報化と学校教育」では，情報化の進展が学校教育に及ぼした影

響に関して，講義・演習・ディスカッションやディベートを含んだ授業をブレンディッド

型 e-Learning で実施した。対面講義は４月に１回，５月に１回，６月に１回，７月に１回

実施した。

６名が１チームのチーム学習を実施し，毎回，Web コンテンツに掲載されたテーマを

もとに，チームによる問題解決演習やディベート活動を導入した。テーマの一例は「現在

の学校の課題を抽出し，チームでディスカッションしなさい」，「チームで構想した理想

の学校の取り組みを具体的に記述し，ディスカッションをしなさい」であった。e-Learning
の期間中に各自が Web コンテンツで学習しながら自分の意見を携帯電話対応コメントカ

ードデータベースに登録させた。５月末の対面講義の際にポスターセッションを実施し，

各チームで構想した理想の学校に関して保護者を想定した説明会で発表をさせた。チーム

数は 25であった。

４．携帯電話対応コメントカードDBと連動したテキストマイニングシステム

本研究で開発した携帯電話対応コメントカード DB システムは，①コメントを送信する

ための受講者が所持している携帯電話，②講義担当教員用クライアント PC，③ SQL デー

タベースへの携帯電話からのコメントの登録や提示用 Web への登録された情報の発信を

行うサーバからなるクライアント－サーバ型のシステムである。講義担当教員用クライア

ントのインタフェースは， Java Script と
Dynamic HTMLを用いて開発し，Windows 95/
98/ NT4.0/ Me/ 2000/ XP で動作する。受講者

の携帯電話からのコメントは，ASP(Active
Server Page)を用いてサーバ上のデータベー

スの情報を動的に加工し，HTML ファイル

や CSV ファイルとして出力するものなの

で，特に動作機種を選ばない。サーバには，

Windows 2000と IIS 4.0を用いた。図２に講

義中に活用する場面でのシステムの全体構

成を示した。データベースのデータは CSV
ファイルとしてテキストマイニングシステ

ムへ送られ，テキストマイニング分析が実

施される。今回は（株）ジャストシステム

の テ キ ス ト マ イ ニ ン グ ソ フ ト で あ る

TRUSTIAを使用した。

図２．携帯電話対応コメントカードDBシステム

と連動したテキストマイニング
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５．結果と考察

（１）講義での本システム活用実践の結果

受講者の携帯電話から送信された「現在の学校の課題」に関する自由記述コメントをサ

ーバ上でデータベース化し，テキストマイニングにかけ，記述内容をカテゴリー分析し，

デンドログラムとして可視化したものが図３である。デンドログラムより，受講者は現在

の学校の課題を大きく２つのカテゴリーでとらえており，子どもの側の課題として，学力

低下，コミュニケーション能力の低下，学校や教師側の課題として，指導力不足，いじめ

問題，ゆとり教育をあげていることがわかる。学校の課題に対して受講者の判断した好評

・不評のアフェクト度を分析した結果を図４に示した。今回の受講者は学力問題よりも，

コミュニケーション能力の低下と学校の指導力不足，いじめ問題をより大きな学校の課題

としてとらえていることがわかる。

図３．自由記述のデンドログラム表示画面（「現在の学校の課題」）

図４．好評・不評のアフェクト度(n=123) 図５．評価の均一性と分散(n=123)

その受講者が判断した評価の均一性と分散を分析したものが図５である。コミュニケー

ション能力の低下や学力差に関する記述は分散が少なく，多くの受講者の記述に見られる

が，教師や学校についての評価の記述に関しては分散が大きく，意見が分かれていること

がうかがえる。

次に，コレスポンデンス分析による自由記述中の語句ごとの関連性を分析した結果を図

６に示した。上段の図は語句ごとの関連性を示し，下段の図はチームを属性として分析し
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たものである。コレスポンデンス分析の結果，受講者は学力格差を学習意欲との関連でと

らえており，いじめは学校と保護者，生徒との関連で記述しているものが多いことが明確

となった。

また，チームごとの意見分布をコレスポンデンス分析でもとめた結果，現在の学校の課

題を 1,18,24 班はコミュニケーション能力の低下でとらえており，11 班はゆとり教育，

5,16,19 班は学習意欲の低下と学力格差，20,27,25 班はいじめ問題としてとらえていること

がわかった。

図6.コレスポンデンス分析による語句ごとの関連性(n=123)

受講生の自由記述を，西之園（2004）の行為動詞，塚本（2006）の学習者レスポンス分

析に活用可能な動詞や形容詞句を辞書登録し，テキストマイニングシステムで語彙分析を

実施した。その結果，図７に示したように４月の「現在の学校

のイメージや課題」への回答時は，好き・嫌いなどの［興味・

感情］カテゴリーに分類される記述が多かったが，５月に実施

した「チームで構想した理想の学校での取り組み」への回答時

には課題解決に向けた取り組みが具体的に記述されており，そ

の取り組みを行う根拠の考察も記述されており，Web 講義の内

容のオウム返しではないことが明確となった。

また，チーム学習の中間成果発表であるポスターセッション

の後，６月に実施した「チームで構想した理想の学校での取り

組み」への回答時には，他のチームとの意見交換により，「もっ

と○○に関して調べたい」等の［意欲］に分類される記述が増

えてきた。そして，［考察］カテゴリーに分類される動詞が頻出

し，語彙の係り受け分析の結果，受講生に他者との視点の交換

や意見の共有，知識やアイデアの共有が促進され，気づきや洞

察が生じたことがうかがえる。このことより，講義における受

講者と教員，受講者間での授業コミュニケーションが活性化し

たと解釈することができる。

（２）本システムに対する受講者の評価

受講生 123 名を対象として，テキストマイニングによる分析

結果が，チーム学習でのディスカッション時に役に立ったかを

Web ベースの質問紙で調査を行った。その結果，110 名（89%）

が有用であったと回答し，13 名（11%）が有用でなかった又は

どちらとも言えないと回答した。人数差を直接確率計算法によ

り検定にかけた結果，有意であった（p=.000, 両側検定）。有用で

あったと回答した受講者の 45%が「自由記述コメントがクラスタ 図７．語彙分析の変化
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ー分析され，デンドログラムで可視化された点が有用であった」と回答し，25%が「好評

・不評のアフェクト度や評価の分散が可視化された点」と回答し，23%が「コレスポンデ

ンス分析によりチーム毎の意見分布が図示された点」と回答した。

また，テキストマイニングの結果を活用し，受講者同士で他の受講者の意見やアイデア

を可視化し閲覧可能であったため，受講者相互で視点の交換が容易で，知識共有による協

調学習を支援することができたことが，以下のような自由記述回答からも読み取れた。

・チーム内だけで議論すると考えが偏りますが、マイニング分析してもらうと、教室全体

の傾向がわかるだけでなくこんなテーマもあったのかということもわかりました。

・デンドログラムの表がとてもわかりやすく、見ていて考えが深まった。文書数にあわせ

て、信頼度（％）も変わるので、納得できた。（２回生女）


