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ハイパーメディア教材の有用性見積もり手法
Roughly Estimating Usefulness of Educational Hypermedia
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Abstract: This paper describes a framework for roughly and simply estimating the usefulness of
educational hypermedia before using them. The key point in this framework is to estimate the
usefulness with the extent of the gap between the learning context in which the designers of the
hypermedia expect them to be used and the learning context in which learners use the hypermedia.
The smaller the gap is, the higher the usefulness is estimated. This paper also describes the
preliminary experiment in the framework. The results of this experiment implies that the way of
the usefulness estimate is valid on the whole.

1. 序論
CD-ROM や WWW を媒体に様々なハイパーメディ
ア（あるいは Hyperdocuments）が急増し，同時にそれ
を学習リソースとして利用するための支援の必要性が
高まってきている[Brusilovsky 1996; Nielsen 1990]．こ
の中で，学習者にとって役立つハイパーメディア教材
の選択を支援することは，一つの重要な研究課題であ
るといえる [Kashihara&Toyoda 1998]．
通常，あるハイパーメディア教材が，学習者にとっ
て役立つかどうかは，利用してみないと分からない．
しかしながら，WWWを媒体として利用するような場
合，利用できる数が膨大であるため，ユーザが一つ一
つ使ってみて有用性を判断することは不可能である．
ハイパーメディア教材の効果的な利用を促進するため
には，大雑把でも，前もってその有用性を見積もる方
法が必要不可欠となろう [長谷川 1998a]．
本研究では，以上のような観点から，大雑把にしか
も手軽にハイパーメディア教材の有用性を見積もる方
法を提案している [長谷川 1998a; 長谷川 1998b]．具
体的には，WWW上で公開された学習リソースを対象
に，リソースのユーザあるいは設計者に対して，
(1) 利用時の学習文脈でリソースが役立つかどうか？
連絡先：〒 567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1
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(2) どのように使えば（どの学習文脈で）役立つか？
(3) 何を足せば（ある学習文脈で）役立つか？
を見積もる．
教材の有用性見積もりにおいて重要な点は，教材作
成時に想定される学習の文脈が教材利用時の文脈と一
致しているかどうかという点である．一般に，教材
は，ある文脈のもとで学習が効果的に進むように設計
される．しかしながら，その想定文脈以外で利用され
る場合には，必ずしも期待通りの学習効果が得られる
とは限らない．W W W 上の学習リソース
（Hyperdocuments）を利用する場合には，このような
教材作成時の想定文脈と利用時の学習文脈の不一致が
しばしば起こることが予想される．一致しなければ，
期待通り学習効果が得られず，利用時の文脈における
教材の有用性は低いということなり，一致すれば逆に
有用性は高いということになる．本研究では，このよ
うな学習文脈のズレの程度に着目して，
教材の有用性
を見積もる方法について議論を進めている．
本稿では，まずハイパーメディア教材のユーザ・設
計者が教材の有用性を見積もるための方法と枠組みに
ついて述べる．次に，本枠組みの妥当性を調べるため
に行った予備実験について述べる．この実験では，枠
組みにそって見積もった教材の有用性と，
被験者の主
観による教材の有用性を比較することで，
見積もり方
法の妥当性を調べた．その結果，見積もりと主観によ
る有用性はおおむね一致し，見積もり方法が妥当であ
ることが示唆された．
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2. 有用性見積もり
ここでは，
ハイパーメディア教材の有用性を見積も
る方法および枠組みについて述べる．

2.1 有用さの文脈依存性

が用いるべきか）がない場合が多いため，教材利用の
文脈とのズレを直接的に推定することはできない．そ
こで，本研究では，ハイパーメディア教材が学習者の

学習を促すに当たり，どのような心的作業（認知負
教材は，通常，ある文脈（ここでは，どの程度の知 荷）を課すかを予測し，その負荷を課すのに相応しい
識を持った学習者がどのような目的で学習するのかを 学習文脈を，教材が想定している文脈として推定する
学習文脈と考える）のもとで，学習が効果的に進むよ 方法を検討している．
一般に，教材は，想定文脈のもとで，学習が期待通
うに作成される．したがって，教材を利用する時の文
脈が，想定されたものと同じであれば，その教材は有 りに遂行されるように，学習者に対して何らかの認知
用であると見積もることができる．しかしながら，想 負荷を課すように設計される [柏原 1995]．ハイパー
図１に示すような４種類の認知負
定された文脈以外で利用される場合には，
期待通りに メディア教材では，
荷
が
学
習
に
貢
献
するものとして考えられる
学習が進まず，必ずしも有用な教材とはならない．
このような教材作成時に想定される学習文脈と利用 [Kashihara, Hirashima, and Toyoda 1995; Chan et al.
時の学習文脈の不一致は，普通の教科教育用の教材で 1993]．選択負荷は，Hyperdocuments を構成するある
は起こりにくい．これは，教材を利用する際の学習文 ページ（ノード）の記述から重要なキーワードを抜き
脈が明記されていたり，教師によって明示される場合 出したり，他のページへ学習を進めるにあたりリンク
が多いからである．しかしながら，WWW 上の学習リ を選択したりすることに相当する．教材の構造化負荷
ソースでは，学習文脈が明記されていない場合が多 は，あるページ内に記述された個々の情報を関係づけ
く，また教師なしで利用することが多いため，教材作 たりすることに相当し，知識の構造化負荷は既に学習
成時における想定文脈と利用時の文脈の不一致がしば した内容を想起したり，現在見ているページ内の内容
と関係づけることに相当する．また，評価負荷は，学
しば起こることが予想される．
本研究では，このような文脈の一致度（ズレ）で， 習してきた程度を調べることに相当する．
これらの負荷のすべてが教材によって平等に与えら
ハイパーメディア教材の有用性を見積もる方法につい
れることはまれで，
ハイパーメディア教材の構造や機
て検討している．この方法では，一致度が低いほど，
利用時の学習文脈では教材の有用性は低いということ 能によって，学習者に対して中心的に与えられる負荷
なり，逆に一致度が高ければ，利用時の教材の有用性 は違ったものになる．例えば，ハイパーメディア教材
を構成するノード内の重要なキーワードを強調して表
は高いということになる．
現することで，選択に注意を向けさせることができ，
2.2 教材が与える認知負荷
また図表を用いればノード内の個々の情報の関係付け
ハイパーメディア教材の有用性を見積もるにあた を促進することができる．このことは，ハイパーメ
り，教材が想定している学習文脈についての記述（ど ディア教材の構造・機能を見れば，学習者に与えよう
のような学習目的で，
どの程度の知識を持った学習者 としている主な認知負荷の種類を知ることができるこ

(a) 教材の構造・機能のチェックリスト

(b) 教材利用文脈のチェックリスト
図３ チェックリスト
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図４ 教材構造・機能と認知負荷の対応関係

とを示唆している．
また，どの負荷を主に学習者に対して課すべきか
は，学習の文脈に依存する．例えば，ある程度のドメ
イン知識を有している学習者が知識の習熟を目的とし
て学習するような文脈では，知識の構造化負荷や評価
負荷を与えるべきである．また，全くドメイン知識を
有していない学習者が知識の獲得を目的として学習す
る文脈では，
主に選択負荷や教材の構造化負荷を与え
ることが望ましいといえる．このことは，学習者に与
えられる認知負荷の種類を見れば，
教材が想定してい
る学習文脈を知ることできることを意味している．
以上の議論を総括すると，ハイパーメディア教材の
構造・機能から学習者に与えられる主な認知負荷を予
測することができ，
また予測した負荷の種類をもとに
教材が想定している文脈を推定することができる．

2.3 有用性見積もりの枠組み
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図５ 認知負荷と学習文脈の対応関係

ハイパーメディア教材の構造・機能と教材によって与
えられる主な認知負荷の対応関係，および認知負荷と
想定される学習文脈の対応関係を整理した．以下で
は，これらについて述べる．なお，教材利用者あるい
は作成者は，教材の構造・機能および教材利用文脈に
ついてのみ入力すればよく，何ら認知負荷についての
知識を持っている必要はない．また，見積もりをでき
るだけ簡単に行えるようにするために，
図３に示すよ
うなチェックリスト形式で教材の構造・機能および教
材利用文脈の入力を行えるようにしている．
2.3.1 構造・機能と認知負荷との対応関係
図４に，ハイパーメディア教材の構造・機能と，教
材によって課せられる主な認知負荷の対応関係の一部
を示す．例えば，
「教材の構造上適切に情報分割がな
されていれば，教材の構造化負荷を学習者に与えるこ
とが意図されている」ということが，この図を用いて
予測される．また，この図を用いれば，特定の認知負
荷を課すための教材構造・機能のあり方を推定するこ
とができる．例えば，
「知識の構造化負荷を課すため
には，学習履歴の利用機能があればよい」といったこ
とを推定することができる．
2.3.2 認知負荷と学習文脈との対応関係

本研究では，2.2 の議論をもとに，図２に示すよう
なハイパーメディア教材の有用性を見積もる枠組みを
提供している．本枠組みでは，教材利用者あるいは作
成者からハイパーメディア教材の構造・機能および教
図５に，学習者に課せられる認知負荷と学習文脈と
材利用の文脈を入力してもらい，それに応じて教材の
の対応関係を示す．この図を用いて，例えば「主に選
有用性の見積もり結果を出力する．その処理過程は，
択負荷と教材の構造化負荷を課すのは，
知識の習得を
以下の通りである．
目的とした文脈において」ということが推定される．
(1) 教材の構造・機能から学習者に与えようとしてい また，この図を用いれば，特定の学習文脈で学習者に
る主な認知負荷の種類を予測する
与えられるべき負荷を推定することができる．例え
(2) 予測した認知負荷の種類をもとに教材によって想 ば，
「知識の習熟を目的とする文脈では，主に知識の
定されている文脈を推定する
構造化負荷か評価負荷を与えるべき」といったことを
(3) 利用文脈との一致度により教材の有用性を判断す 推定できる．なお，現在のところ，学習文脈として，
る．
主に学習の目的（知識の習得と知識の習熟）および学
このような見積もりを実現するために，
本研究では 習者の知識状態を数え上げているが，図５ではこのう
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(c)

図６ 見積もりパターン
ち学習目的に限定した対応関係を示している．

た結果の一部を図７に示す．この図の「評価」の部分
が，ユーザによって入力されたチェックリストの値で
2.4 見積もりパターン
ある．本枠組みでは，高い値が入力されている部分
本枠組みでは，図６に示すパターンでハイパーメ
は，教材の構造・機能として十分に考慮されていると
ディア教材の有用性を見積もることが可能である．
考え，図４の対応関係にしたがって，この教材では主
(a)，(b)は，教材利用者に対する見積もりである．ま
に選択負荷と教材の構造化負荷を学習者に課すことが
ず，(a)では，教材の構造・機能および教材の利用文
想定されていると推定する．さらに図５の対応関係に
脈を入力として，教材の想定文脈を見積もるととも
したがい，知識の習得の文脈が想定されていると見積
に，利用文脈との一致度を調べ，有用な教材となるか
もる．実際には，入力値の平均をとって，知識の習得
を見積もる（利用時の学習文脈で役立つかどうか？）．
において見積もり値は４，知識の習熟において見積も
(b)では，教材の構造・機能を入力として，教材が想
り値は２となり，
おおむね知識習得の文脈が想定され
定している文脈を見積もる（どのような学習文脈で役
ていると見積もられる．このことから，この教材は知
立つか？）．
識の習得の文脈で利用すれば，有用な教材となり得
(c)，(d)は，教材設計者に対する見積もりである．
る．
(c)は，教材利用時の学習文脈を入力として，その文
脈で有用となる教材の構造・機能のあり方を推定す 3. 予備実験
る．(d)は，教材利用時の学習文脈と教材の構造・機
本枠組みでの教材の有用性見積もり方法の妥当性を
能を入力として，
教材が想定している文脈と利用時の
調べるために，予備実験を行った．この実験では，図
文脈の一致度を調べるとともに，一致しない場合には
６(b)のパターンに限定し，推定結果（教材が想定し
利用時の文脈で有用となるために教材の構造・機能と
ている学習文脈）と，学習者が教材の内容まで熟読
して何が足りないかを見積もる（何を足せば役立つ
し，教材を利用するのに適していると主観的に考えた
か？）．
学習文脈を比較することで，見積もりの妥当性を調べ
2.5 見積もり例
た．対象教材には，自作した「ネットワークの信頼性
ここでは，見積もりの一例として，WWW 上のある と安全性」を用い，WWW 利用の経験のある理工系大
Hyperdocument形式の学習リソースを対象に，図６(b) 学生・大学院生・職員 28 名を被験者とした．
のパターンで図３のチェックリストを用いて見積もっ
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表１ 実験結果
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図７ 見積もりの例

3.1 実験手順
実験は，各被験者に対して，初心者が教材を利用す
る場合を想定させて，以下の手順で行った．
( 1 ) 教材を学習させる前に，教材の構造・機能を
チェックリストを用いてチェックさせる．
(2) 教材を学習させた後，「知識の習得」
，「知識の習
熟」目的で，どの程度役立つ教材であるかを５段
階で評価させた（主観的評点）．
(3) チェックリストでの入力値を用いて，教材が想定
している文脈を見積もる（「知識の習得」，
「知識の
習熟」での見積もり値を５段階で求める．）（見積
もり評点）

ア教材の有用性を見積もる方法について述べた．本方
法の特徴は，教材が想定している学習文脈と教材利用
時の学習文脈の一致度に応じて教材の有用性を見積も
る点にある．また，本方法の妥当性を調べる予備実験
を行い，おおむね妥当である見込みが得られた．
今後は，さらに実験的に手法の妥当性を検討し，問
題点を抽出しながら，
有用性見積もり方法を洗練する
予定である．
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