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第1章 Workshop

人間の知的な動作 (教育機関における学習者の動作，企業におけるコミュニケー
ション (会議や E-mail)) の分析に関する topics に対して，意見交換を行う 1．

プログラム [8/9 (火)] (敬称略)

13:00-13:10 「はじめに」渡邊 栄治 (甲南大学)

13:10-13:50 「わいわいメーターのその後」新西 誠人 ((株) リコー)

13:50-14:30 「情報通信技術を活用した授業での学生のノート記録活動と
学習活動との関連」 中山 実 (東京工業大学)

— 休憩 —

14:40-15:00 「電子ノートを用いた学習者のノーティングタイプの分類」
尾関 孝史 (福山大学)

15:00-15:20 「視線と視覚認知　視線を向けることの意義とは？」
小濱 剛 (近畿大学)

15:20-15:40 「中学高校の授業において分析すべきこと」
坂上 貴彦 (甲南中学校・高等学校)

15:40-16:00 「いいコミュニケーションづくりは，組織も会社も業績も向上
している」 MK 会, 武藤 靖矩 ((株) メディアクト)

16:00-16:20 「メールコミュニケーションの課題と解決」
和田 哲也 ((株) インゲージ)

— 休憩 —

16:30-18:00 「討論」
近畿大学 小濱研究室，上智大学 田村研究室, 甲南大学 渡邊研究室

1本 Workshop は，JSPS 科研費 (課題番号：16K00499 (電子ツールを利用したリアルタイム
な授業の評価・改善に関する研究)，代表者：尾関孝史 (福山大学)) による支援を受けました．
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プログラム [8/10 (水)] (敬称略)

10:00-11:30 「Learning Analytics の研究動向」田村 恭久 (上智大)

Learning Analytics とは，学習履歴をデータマイニングの手法を使って可視化，
分析することにより，学習者の達成度の評価，将来的な能力の予測，隠された
問題の発見などを行う分野であり，2011 年から関連する国際会議やシンポジウ
ムが開催されています [1]．ここでは，田村 恭久先生に「Learning Analytics の
研究動向 [2]」について，ご講演頂き，その後，関連する話題について自由に討
論を行う予定です．

— – — – — – — – — – —

[1] 山川 修, Learning Analytics とは, 情報処理 Vol.55 No.5 May 2014.

[2] 田村 恭久, Learning Analytics の研究動向, 電子情報通信学会 教育工学研究会,

2016.
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講演概要 (敬称略)

「はじめに」渡邊 栄治 (甲南大学)

本 Workshop では， (i) 教育機関における学習者の動作「読む/書く/話す/聞
く」の分析，(ii) 企業における face to face なコミュニケーション, (iii) 電子 mail

におけるコミュニケーションに関わる topics について意見交換を行う．
(i) においては，「学習者の動作 (ノーティング動作や視線) の分析」,「教育現
場において定量的に分析すべきこと」などを扱う．(ii) においては，「会議の定
量的な評価」，「社内コミュニケーションを活発化させるための方策」などを扱
う．(iii) 「電子メールによるコミュニケーションの問題点と対処」などを扱う．

「わいわいメーターのその後」新西 誠人 ((株) リコー)

わいわいメーターは，ブレインストーミングなどの非定型的な討論の「映像/

音声/アンケート」を分析し，カラオケ採点マシーンのように点数化を行うソフ
トウェアである．学習者の討論を点数によって可視化し，フィードバックを行
うことで，討論を行っている学習者，あるいは，ファシリテーションを学習し
ようとしている者に対して，よりよい討論に向けた振り返りのきっかけを与え
ることを目的としている．
今回，わいわいメーターを用いて分析した結果から，より効果的な会議を行
うために会議の途中で行うことの方向性について報告する．また，音声処理を
高度化し，詳細な分析の可能性を模索したわいわいメーター 2.0について報告
する．更に，わいわいメーター 2.0の認識結果を用いて，リアルタイムにフィー
ドバックを行う ReaCueという表現手法について紹介する．
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「情報通信技術を活用した授業での学生のノート記録活動と学習活動と
の関連」中山 実 (東京工業大学)

情報通信技術を活用することで，遠隔地でも対面学習を受講できるブレンディッ
ド学習や，対面授業がない非同期型のフルオンライン学習が可能になっている．
これらの学習環境で受講者の学習過程を，受講者が作成したノート記録の分析
によって検討した．
ブレンディッド学習では，ノート記録活動が学生の努力や満足度など情意的
な自己評価に及ぼす影響を，ノート記録分析に基づいて検討した．ノートの記
録内容については，教員の提示情報との比較から，単語数割合，記録割合，不
足距離，加筆距離などを評価した．その結果，ノート記録の指標から学生の自
己評価への因果関係の分析で，ノート記録活動が情意的な要因にも効果を持つ
ことを確認した．
一方，対面学習のないフルオンライン学習では，スライドによる文字情報だ
けでなく，音声での指導が大きく影響していると考えられる．そこで，フルオ
ンライン学習における音声情報の効果を検討するために，ノート記録，スライ
ド情報，音声情報の関係を言語分析によって検討した．その結果，テスト得点
とノート記録の特徴との関係から，音声情報の記録に関する指標がテスト得点
と関連することを示した．

「電子ノートを用いた学習者のノーティングタイプの分類」
尾関 孝史 (福山大学)

本発表では，講義における学習者のノーティング状態を時系列に分析し，ノー
ティングタイプを分類するための手法を提案する．提案手法では，電子ノートを
用いて，学習者が講義中にノーティングをしているタイミングを記録する．そ
の後，学習者のノーティング状態をグラフにより視覚化するとともに，講師の
板書と学習者のノーティングデータの類似度をDPマッチングで定義する．8名
の学生に対して実験を行った結果，学生の筆記区間と未筆記区間を電子ノート
で，正確に計測できることが示せた．また，類似度の値で学生たちが２つのタ
イプに分かれることがわかった．最初のタイプは，講義の内容を理解すること
を板書の内容を写すことよりも優先するタイプである．2番目のタイプは，逆
に板書を写すことを重視するタイプである．
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「視線と視覚認知　視線を向けることの意義とは？」小濱 剛 (近畿大学)

一般に，視線は関心の対象に対して向けられると考えられているが，視線を
向けた対象が常に認知の対象となっているわけではない．例えば，マジシャン
は，聴衆の注意を巧みに誘導することでトリックに気づかせないよう工夫して
いる．このような見落としを誘導するテクニックをミスディレクションと呼ぶ
が，トリックに騙された場合と気付いた場合とで，聴衆の視線には明確な差異
はない．
本研究では，視線と視覚認知との関係を明らかにすることを目的に，注視を
維持した状態で，ミスディレクションを利用したマジックを鑑賞している際の
固視微動を計測し，視覚注意の統制下にあることが知られるマイクロサッカー
ドの発生頻度の解析を行った．その結果，トリックに気づくか否かは視線の位
置と無関係であり，トリックに気付いた瞬間にマイクロサッカードが一時的に
抑制され，その後，頻発することが示された．このことから，視覚認知の成立
には，対象に注意が向けられる必要があることが示唆された．聴衆の視線が講
演者に向けられていても，必ずしも講演者が認知の対象となっているわけでは
なく，講演者と聴衆の関係を理解するためには，視線の分析だけでは不十分で
あると思われる．

「中学高校の授業において分析すべきこと」
坂上 貴彦 (甲南中学校・高等学校)

2020年度より大学入試制度が大きく変わってくる．それに伴い，小学校・中
学校・高等学校と学校指導要領が年度ごとに改定を行なわれてきた．その中で
も「アクティブラーニング」に関しては，各学校において色々な取り組みを行
なっているところである．この「アクティブラーニング」は，今後の教育にお
いて多角的に分析する必要がある項目ではないかと考えられる．
本校の教育において，数年前より新しいコースを設定し，以前まで行なって
いた「アクティブラーニング」について少しずつ発展させながら実践している
ところである．本講義においてその実践例をお伝えし，以前までの授業と現在
の授業との違い，そこから考えていかなくてはならない，これからの教育につ
いて報告する．
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「いいコミュニケーションづくりは，組織も会社も業績も向上している」
武藤 靖矩 ((株) メディアクト)

本発表では，企業における Face to Face なコミュニケーションの役割や重要
性について述べる．ビジネスの世界において，「喜怒哀楽」の表情を出そうが出
すまいが，「損か得か」が全ての評価基準である．しかしながら，ビジネス上，長
く良い付き合いをするためには，「損得」以上に，「売り手」と「買い手」が相互
の「幸福感」や「価値観」を共有する必要がある．さらに，「幸福感」や「価値
観」を共有することは，社内の組織においても重要である．
我々はその起点である「社内会議」をより良くするためのツール (いいね君)

の開発や，いい会社はどのような会議をやっているのか，取材，研究している
具体例を挙げて述べる．

「メールコミュニケーションの課題と解決」和田 哲也 ((株) インゲージ)

本発表では，メールコミュニケーションにおける課題とともに課題を解決す
るための方法について述べる．「メール」の特長として，(i) メール毎にタスクの
管理ができる，(ii) いつ・誰に送られたものなのか明確である，(iii) 言った・言
わないの誤解が起きないことが挙げられる．一方，問題点として，(i) 要件が伝
わらない・伝えていない，(ii) お願い・報告・確認が明確ではない，(iii) 返信が
欲しいことが相手に伝わらないことが挙げられる．
ここでは，上述のようなメールコミュニケーション問題点を解決するために
開発した Re:lation に込められた想いや問題点の解決方法などについて述べる．
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第2章 合同の中間発表

プログラム (敬称略)

[発表 5分, 質疑 2分, 交代 1分]

• 甲南大学 渡邊研究室：

16:30-16:37 「講義における学習者の動作の分析」浮田 浩明
16:38-16:45 「ページ移動履歴と理解度の関係」大福 知弥
16:46-16:53 「ダウトにおける対戦者の動作の分析」杉山 一貴
16:54-17:01 「会話における聞き手の動作の分析」沼田 悠希

• 上智大学 田村研究室：

17:02-17:09 「教材ページ閲覧履歴の特徴と科目難易度および
到達度の関連分析」堀越 泉

• 近畿大学 小濱研究室：

17:10-18:04 7 件 (resume は，別途配布)
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講演概要 (敬称略)

「講義における学習者の動作の分析」浮田 浩明 (甲南大学 渡邊研究室)

本研究では，学習者および講師の動作を検出し，検出した動作から学習者の
理解度を推定する．まず，講師が講義（板書と説明）を行う．その際，画像処理
により，講師の動作 (板書，説明) と学習者の動作（ノーティング，説明を聞く，
うなずき）を検出する．つぎに，講師に対するアンケート（理解度の推定とそ
の理由）および学習者に対するアンケート（自身の理解度）を実施する．最後
に，検出された学習者および講師の動作から学習者の理解度を推定する．

「ページ移動履歴と理解度の関係」大福 知弥 (甲南大学 渡邊研究室)

本研究では，「コンテンツの読み方」および「解答者の動作」と「理解度」の
関係を明らかにする．具体的には，複数のページから構成される問題文を読み
問題を解くような環境を対象とする．
まず，ページの移動履歴から変化量を検出する．つぎに，画像処理によって，
解答者の顔画像から，「問題文/手元を見る」動作を検出する．また，手元の画像
から，「解答する/しない」動作を検出する．さらに，抽出された動作を，「問題文
を読んでいるが解答していない (問題文を読むことに集中している)」，「手元を
見て解答している (解答することに集中している)」および「手元を見ているが，
解答していない (考えている)」に分類する．最後に，「ページ番号の変化量」や
「解答者の上述の 3 種類の動作」と理解度 (問題に対する正解率) の関係を明ら
かにする．

「ダウトにおける対戦者の動作の分析」杉山 一貴 (甲南大学 渡邊研究室)

本研究では，ダウトと呼ばれるカードゲームを対象として，対戦者の動作を
分析する．具体的には，嘘と顔の動きの関係を明確にする．まず，固定カメラ
により録画された動画を対象として，画像処理により顔の動きを検出するため
の手法を述べる．つぎに，検出した顔の動きとダウト（嘘）の関係を明らかに
する．具体的には，（a） Callされない「嘘を見破れない」，(b) Callされた「嘘
を見破られた」を対象とする．なお，「嘘」と判断した理由を明確にするために，
アンケートを実施する．
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「会話における聞き手の動作の分析」沼田 悠希 (甲南大学 渡邊研究室)

本研究では，会話において，「聞き手の動作」と「話の内容に対する興味の有
無」の関係を明らかにする．ここで，「聞き手の動作」とは，うなずき，視線の
動き，話し手との視線の一致であるとする．
まず，話し手に対してアンケート (聞き手の動作および興味の有無の推定) を
実施する．つぎに，このアンケート結果に基づいて，画像処理によって両者の
うなずき動作，両者の視線方向を検出する．さらに，両者の視線方向から両者
の視線の一致の度合いを検出する．加えて，聞き手に対してアンケート (興味
の有無の確認) を実施する．最後に，「検出された聞き手の動作」と「聞き手に
対するアンケート結果」を比較し，会話における「聞き手の動作」と「話の内
容に対する興味の有無」の関係を明らかにする．

「教材ページ閲覧履歴の特徴と科目難易度および到達度の関連分析」 　
堀越 泉 (上智大学 田村研究室)

本研究では，パワーポイント教材を用いた授業における，学習者の教材ペー
ジ閲覧履歴ログを収集し，分析を行った．ページ閲覧履歴を取得するため，パ
ワーポイントファイルを HTMLに変換し，JavaScriptによるログ取得機能を追
加して，サーバ（LRS）に蓄積した．
科目ごとのログ一覧を比較すると，当該科目の難易度によって学生の閲覧挙
動に差が見られた．また，学生一人一人のログに着目すると，教員の閲覧ペー
ジに追随する，授業の初期に教材全体を一覧する，課題の答えになるページに
時間をかける，などいくつかの特徴的な傾向や挙動が見られた．これらの閲覧
履歴の特徴と学習者の到達度等との関連を分析する．

「7 件」 (近畿大学 小濱研究室)

(resume は，別途配布)
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第3章 Local Information

会場へのアクセス
• 会場：平生記念セミナーハウス (TEL:078-854-1605) 1F セミナー室 102

– JR住吉駅下車，北西へ徒歩約 10分
– 阪急御影駅下車，南東へ徒歩約 10分

路線図 周辺地図 広域地図 キャンパスマップ

六甲アイランド総合
体育施設

平生記念セミナーハ
ウス

広野施設周辺

平生記念セミナーハウス〒658-0051
兵庫県神戸市東灘区住吉本町2-29-15
TEL：078-854-1605

平生記念館（同窓会館）〒658-0051
兵庫県神戸市東灘区住吉本町2-29-15
TEL：078-842-0357

交通アクセス

JR神戸線住吉駅下車、北西へ徒歩約10分
阪急神戸線御影駅下車、南東へ徒歩約10分
甲南学園・甲南大学より西へ徒歩約20分

お問い合わせ

交通アクセス

サイトマップ

イベントカレンダー

検索

甲南大学同窓会

甲南大学自治会中央委員会

ホーム > 交通アクセス

クリックして選択

平生記念セミナーハウス | 交通アクセス | 甲南大学 http://www.konan-u.ac.jp/access/seminar.html

1 / 1 2016/07/07 11:01

(	 )
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セミナーハウス内

	
102

[門限：22:00, ラウンジの使用：22:00, 宿泊者：8/10 (水) 8:50, 1F ロビーに集合.]


