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背景

• 教育の情報化の進展

• 学習ログを記録して、エビデンスを蓄積し、エビデ
ンスに基づく教育を実現することが重要

• 学校内フォーマルな教育現場では、どのようにし
て学習ログを蓄積するか？

• 例えば、2018年5月の改正学校教育法によりデジ

タル教科書が正式に使えるようになったが、学習
ログの蓄積は、あまり考慮されていない。

• また、学校以外の、家庭内学習、学習塾、図書館
などでのインフォーマルな学習のログはどのよう
にして蓄積するか？
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Outline

• インフォーマル学習のログの蓄積と学習支
援システム：SCROLL(System for Ruse 
of Learning Logs) 

• フォーマル学習のログの蓄積と学習支援
システム：LEAF(Learning Evidence and 
Analytics Framework)、BookRoll, ダッシ
ュボード

• 学習データと健康データの利活用による
自己主導能力の育成：GOAL
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• 学校、家、図書館、海外旅行中など

• 日常生活の至るところで起こる

学びの体験や経験を

• ラーニングログとして記録・共有し，

• 教育・学習に利用

[学生のメリット]
• 自分や他者の学びの体験を共有し、教材として利用できる

• 自分の現在の状況に応じ学びが支援される

[教員のメリット]
• 学生達の学びの体験を教材として利用できる

• 学生の学習ログを分析して、学び方を把握できる

本研究の目的
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LOREモデル

Log
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Reuse

Evaluate SCROLL

これまで、いつ、どこで、どのようなことを
学習してきたか、を可視化して評価して
、今後、どのようなことを学んでいけばよ
いかを分析する。
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２．デジタル教材の閲覧ログを中心とした
学習ログの蓄積・分析支援システムの開発
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学習ログの収集・分析情報基盤
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デジタル教材の閲覧と論文推薦

ページ移動、下線、コメント等の操作ログがリアルタイムに蓄積できる。
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データ分析ツールの例

メモグラフ マーカーグラフ

閲覧達成グラフ閲覧転移グラフ

検索条件

デジタル教材の閲覧ログが可視化できる
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３．教育データと健康データを用いた
自己主導能力の育成支援システムの開発
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学生の大学生活におけるデータを分析・可視化す

ることによって、学生の自学自習や健康増進など

の学生生活のサポートを目指す。

（大学生以外も対象）

データに基づいた
Self-Direction Skill(自己主導能力)の育成
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人生100年時代においては、自己主導能力
(Self-Direction)を習得することが重要
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学習データと健康データとの共通点

• 学習データ：

成績、履修履歴などの静的データに加えて、出席、テスト、レポ

ートの提出、教材の利用状況などの日々のデータ

• 健康データ：

健康診断の結果などの静的データに加えて、歩数、睡眠時間、

脈拍、運動量、消費カロリー、食事（塩分、カロリー、野菜量、タ

ンパク質、赤緑黄）などの日々のデータ

• これらのデータを元に、学生が日常的に自己モニタリングをして

チェックすることが必要

• つまり，Self-Direction Skillを育成することが重要
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Self-Direction Skillの各要素の可視化例
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DAPER model：Self-Direction Skillの評価に利用
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GOALシステムのスマートフォン・インタフェースの例

プランを設定
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GOALシステムのスマートフォン・インタフェースの例

モニタリングの支援 DAPER指標の可視化



17

従来技術とその問題点

既にデジタル教科書の閲覧ログの記録と分析
を行うために実用化されてものいるには、マグ
ローヒル社のALEKS(https://www.aleks.com)
等があるが、

デジタル教材の閲覧ログやその他の
学習ログ・行動ログが統合されてない

等の問題があり、広く利用されるまでには至っ
ていない。
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術の問題点であった、いつでもどこで
も学習ログを記録していくことに成功した。

• 従来はデジタル教材閲覧ログの使用に限られ
ていたが、他の学習ログとも統合できる環境
を開発したため、データ分析することが可能と
なった。



19

実用化に向けた課題

• 現在、デジタル教材の閲覧や学習ログについ
て収集が可能なところまで開発済み。しかし、
システムの安定化やUIの操作性、分析手法
の開発の点が未解決である。

• 今後、サービスとして展開して、大量のデータ
を集めて分析方法を研究を加速する必要あり。
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企業への期待

• システムの利用による効果は未解決であるが、
大量データを入手することにより克服できると
考えている。

• データ分析の技術を持つ、企業との共同研究
を希望。

• また、EdTech関連アプリを開発中の企業、教

育分野への展開を考えている企業には、
フォーマル・インフォーマルな学習環境でのロ
グの蓄積・分析技術の導入が有効。
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