
1 研究背景 

1.1 Active Learning(AL) 

近年，大学教育の質的変換が求められている．これ
は，社会の変化が目まぐるしく，専門知識のみならず
社会に出て役に立つスキルである汎用的技能を提供す
る必要性が高まってきたからである1)．これに伴い，
従来の講義型授業の様な，指導教員が中心である受動
的な学習形態ではなく，受講者が中心である能動的な
学習形態を取り入れる流れが起きてきている．その流
れの中で，実施されている方法の1つとして注目されて
いるのが，Active Learning(AL)がある． 

ALとは，”学生自らの思考を促す能動的な学習”の
事を指し，グループ学習の形で行われる事が多い2)．
例えば，Project Based Learning(PBL)が該当し，数人で
1つのグループを作り，与えられたテーマに対し受講者
がメンバーや指導教員への質問･議論等の対話的活動
を通して学んでいく学習方法である．また昨今は，
Service Learning(SL)といわれる周辺地域における課題
の解決や取り組みに貢献するといった経験から，知識
や技能だけでなく，社会と接する態度も学んでいく学
習方法も導入されてきている． 
なお，本論文では，グループ学習の形で行われるAL

を”グループ学習型AL”と呼称する． 

1.2 Teaching Assistant(TA) 

Teaching Assistant(TA)とは学士教育の支援の一環と
して制度化されているものである．元々は，大学院生
が担い，学部生に教える事を通じて，その内容に関す
る大学院生自身の理解の向上に繋げる事や，賃金を設
ける事による経済的支援を目的に運営されたものであ
る3)．当初は，実験や演習授業の補助で多く活用され
ていたが，現在では，ALにおいても活用されてきてい
る．これは，文部科学省がALの授業の質向上の支援
策の1つにTAを挙げている事もあり，活用の度合いが
進んだと考えられる．そして，文部科学省はALにおけ
るTAの位置づけを，”学習意欲や目的意識の希薄な学
生に主体的に学ぶ姿勢・態度を持たせる”4)立場にある
と明記している．つまり，ALにおいてTAは受講者の
主体性を引き出す様な授業環境を作りつつ，指導教員
と共に受講者の学習支援を行う役割を求められている
と考えられる．更には，指導教員との連携といったTA

の活用方法に関しての事例の共有を含めた検証が必要
であるとされている3)． 

また，近年では，大学院が設置されていない事や大
学院生の人数が足りていないという状況から，学部生
にも担わせる場合が出てきている．この様な，学部生
が担うTAの事を，Student Assistant(SA)と呼ぶ． 

1.3 オンライン形式への対応 

昨今，新型コロナウイルス感染症の影響で大学の講
義の多くがオンライン形式での実施となっている．し
かし，ALは受講者間や指導教員間での対話的な授業で
構成されており，対面形式で多く行われてきた．従っ
て，オンライン形式で行う場合の知見が少ない．その
為，2020年度の講義開始とともに各大学での取組みを
共有する流れが起きている．例えば，京都大学5)では
役割分担の明確化や授業運営に必要な情報の共有を中
心にチェックリストを作成し公開している．こうした
点から，オンライン形式で実施されたALの知見を共有
する事は，今後のALの実践においても，意義のある事
であると考えられる． 

2 先行研究 

山内6)は，2018年時点で過去10年における教育工学
の分野におけるALの研究領域を4つに大別した． 

Table 1はその項目と内容に関して纏めたものであ
る．以下，本研究に関係する支援領域と評価領域に関
して先行研究に触れつつ述べていく． 

Table 1: AL の研究領域 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援研究では，大半がTA/SA制度に関する研究であ
り，必要な資質能力に関する研究は少ない6)．その中
で代表的なものとして，時任7)はプロジェクト学習に
おいて， Student Assistant(SA)に求める能力や振舞いに
関して，受講者にアンケート調査やインタビューを行
った．その結果，抽出された具体的な内容や行動を”

活動状況の変動”，”SAに必要な知識･技術”，”SAの特
性”といった3つのカテゴリーに分類した．  

評価研究では，その多くが，質問紙調査の結果を統
計手法を使って分析する流れになっている8)．例えば，
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小山9)は，短期大学生を対象に実際のグループ学習型
ALの授業を対象に，受講者の”講義型授業での経験”

と”グループ学習型ALの学習成果”の関係性をパス解
析で分析した．具体的には，”学習への意欲”と”グルー
プ学習型ALへの取り組み方”も含めた4つの要素の関
係性を分析した．なお，4つの要素は，先行研究で提案
された評価尺度や対象授業の性質を参考に構成項目を
列挙した上で，各項目の達成度合いを5件法で受講者に
調査し，因子分析を行って抽出された共通因子を用い
た．この結果，ALでの学習成果はALの授業単体で成
り立つものではなく，講義型授業での経験も影響して
いる事を確認した．その後，小山･溝上10)は，対象を4

年制大学に通っている大学生に拡大して，同様の方法
で分析を行った所，同様な結果を確認した． 

こうした点から，TAをグループ学習型ALでどのよ
うに活用していくかの要因を分析していく上で，パス
解析の様な要素の関係性を分析する手法は効果的であ
ると考えられる．しかし，パス解析では，ALの分析･
評価のポイント6)である，”学習過程の評価”･”評価結果
を学習支援に繋げる”の内，前者に関して，受講者の学
習過程である授業中の学習パターンといった，振舞い
方は分析できていない．仮に，授業中の受講者の学習
パターンを分析する事が出来れば，それに応じた，現
場における，TAの活用も含めた学習支援方法の実践に
繋がる可能性があると考えられる． 

なお，評価研究で挙げた先行研究における”学習成
果”の意味は，ALに求められる”資質･能力(=汎用的技
能)の獲得感”を指す．本研究もこれに倣う事とする． 

3 研究課題 

以上から，グループ学習型 AL において，TA の行動
と受講者との関係性に基づく指導教員との連携を含め
た，TA の活用方法に関する研究を行っていく必要が
ある．また，パス解析だけでは学習過程である”授業中
の受講者の振舞い方”までは分析できておらず，振舞い
方の可視化が出来れば，効果的な指導方法に結びつく
可能性がある．そして，昨今の新型コロナウイルス感
染症の影響による授業形式のオンライン化に際し，オ
ンライン形式で行われた AL の知見の共有に大きな意
義が生まれている． 

4. 研究目的 

パス解析を用いて，グループ学習型 AL における TA

の活動と受講者との関係性の分析を対面形式・オンラ
イン形式の双方で行う．これにより，TA と受講者の
学習成果との関係性や TA に必要な要素の違いを検証
して，グループ学習型 AL における TA の活用方法に
関して考察していく．また，受講者の学習過程である
授業中の振舞い方を分析する為の手法として，形式概
念分析による受講者の取り組み方の可視化手法を提案
し，その有効性を検証する． 

5. 研究方法 

5.1 研究対象授業 

本研究では”システム分析”という授業を対象にする．
これは，早稲田大学創造理工学部経営システム工学科
で，秋学期に全 15 回で行われる学部 3 年生以上が受講

可能な，グループ学習で行われる専門選択授業である． 

この授業では架空の企業における業務プロセス改革
を，情報システムの導入を手段とした課題解決案を作
成し発表まで行う．具体的には，前半の 8 回目までで
1 つ，後半の 6 回目までで 1 つ，合計 2 つの課題を自
分たちで設定し取り組んだ上で，最終回にその内容を
発表するという流れである．また，事前･事後課題とし
て，課題内容に関する自身の考察や，グループ学習を
実践した感想や意見を書いてもらう事を行っている．
こうした事前･事後課題を伴い，成果発表まで行うグル
ープ学習である事から，大山･田口の分類 1)から AL の
中でも，理解進化型のグループ学習と位置付けられる． 

本授業における受講者の到達目標は，ビジネスシス
テムや情報システムに関する知識の習得だけでなく，
課題設定力やグループワークを行う上で必要な能力の
習得など，汎用的技能の獲得も設定されている．また，
授業外での知識の積極利用も推奨されており，様々な
要素を関連付けて考える事が望まれている．  

そして，本授業では TA が 5 名動員されている．本
授業での TA の役割は，授業内での受講者からの質疑
応答に対応し，演習作業や授業理解の支援を行う事で
ある．また，各授業前 5 分ほど指導教員と授業内容に
関する説明や連絡事項を含むミーティングがある．そ
して，TA を担当する学生は基本的に自身も”システム
分析”の受講経験がある方が担当するので，指導教員か
らの説明と自身の受講経験から，ある程度質の高い学
習支援が行える事が想定されている． 

また，本年度は新型コロナウイルス感染症の影響で，
前半 8 回を対面形式，後半 7 回をオンライン形式で実
施した．オンライン形式での授業構造の概要を Fig. 1

に示した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: オンライン形式での授業構造(ZOOM 利用) 

全体ルームで進捗確認や全体説明を行う．各グルー
プの演習作業は別に用意したルームで行う．受講者か
らの TA の呼び出しや，指導教員と TA 間のやり取り
は別ツールで行う．TA は受講者の作業ルームに定期
的に出入りし質疑応答を行う．全員が対応中の場合や，
質問内容がより高度で TA のみでは対処できない時に
限り，指導教員が対応する．この様に対象授業はグル
ープ学習型 AL である上に，TA の活動を重視した授業
設計になっている． 

5.2 学習成果の分析モデル 

最初に，パス解析に必要なパスモデルを作成する．
本研究では，授業内での TA の活動が，大学生の学習
プロセスのどこに影響を及ぼすかを考える事でパスモ
デルを仮定する． 

 文部科学省は，TA に求められる役割として，”学習
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意欲や目的意識の希薄な学生に主体的に学ぶ姿勢・態
度を持たせる事 4)”と定めている．したがって，受講者
の意欲や取り組み方に対して TA の活動が影響を与え
ていると仮定する事ができる． 

また，金子 12)は大学生の学習プロセスを大学教育と
学生の成長という観点から表現したモデルを提案した．
この時，学生の成長の意味する所は専門的知識の獲得
だけでなく汎用的技能の獲得も含めた学習成果を想定
している．このモデルを元に，各関係性の強さを，ア
ンケートを通して検証した．結果，学習意欲が学習動
機(Fig. 2 の赤丸)そして学習成果(Fig. 2 の右側)に結び
ついている事が分かった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: 大学生の学習プロセス(赤丸のみ加筆) 

以上の関係性を考慮し，本研究におけるパスモデル
を Fig. 3 の様に仮定した． 以降，本論文ではパスモデ
ルの各要素を”評価尺度”と呼称する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: 学習成果への影響のパスモデル 

仮定したパスモデルでは，システム分析への意欲が
システム分析への取り組み方と学習成果を規定し，そ
の意欲や取り組み方に TA の活動が影響を与えている
と仮定している．この時，緑枠になっているものは，
本研究で作成する評価尺度であり，因子分析によって
抽出した共通因子を用いる．  

5.3 評価尺度の作成 

 パス解析に必要な評価尺度の作成手順に関して説明
していく． 

5.3.1 評価尺度の項目の候補の作成 

評価尺度を作成する為，最初に，評価尺度を構成する
項目の候補を，先行研究とシステム分析の指導教員の
方の意見を参考に作成した．Fig. 4 は参考にした先行
研究と評価尺度との対応関係を示したものである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: 評価尺度の参考一覧(小山 8)など) 

例えば，”システム分析への取り組み方”尺度に関し
ては，AL に求められている外化を尺度として具体化
した溝上ら 13)の研究や，グループ学習における有効な
議論の方法を纏めた田村 14)の研究を参考に，システム
分析で該当する具体的な行動項目を列挙した．以上の
様な流れで，Fig. 3 における他の緑枠の分析対象特有
の評価尺度の構成項目の候補も作成していった． 

その結果，”システム分析の TA の活動”尺度の項目
の候補は，A｢授業内容以外(就活や研究室など)の質問
に丁寧に答えてくれた｣，B｢指導教員に聞きにくい授
業内容に関する簡単な質問に丁寧に答えてくれた｣,C

｢気軽に質問ができる雰囲気が作れていた｣，D｢演習の
途中で話しかけてくるタイミングが適切だった｣など
の 10 項目を候補に設定した． 

”システム分析への意欲”尺度の項目の候補は，A｢授
業内容に高い関心･興味を持とうと意識した｣，B｢演習
に積極的に参加しようと意識した｣，C｢授業を休まず
に受けようと意識した｣，D｢難度の高い知識を身につ
けようと意識した｣の 4 項目を候補に設定した． 

”システム分析への取り組み方尺度”の項目の候補は，
A｢他のメンバーに自分の考えを上手く伝えられる様
に発言した｣，B｢相手の立場になって発言の意図を理
解しようと聞いた｣，C｢疑問点を解消すべく周りや TA

などに積極的に質問をした｣，D｢本授業以外で得た知
識や手法を活用しながら取り組んだ｣などの 10 項目を
候補に設定した． 

“システム分析による学習成果の評価尺度”は，大学
生が獲得すべき汎用的技能を表現する為に，山田･森
15)が提案した指標の内，AL を通して獲得が望まれてい
る能力に関連する 4 つの評価尺度を利用する．1 つ目
は，①”批判的問題解決力”である．これは｢自分で発見
した問題点や課題を発見する力｣，｢新たな問題に直面
したときに創造的に問題を解決する力｣,｢現状を分析
し問題点や課題点を明らかにする力｣など 6 項目から
なる．2 つ目は②”社会的関係形成力”である．これは
｢他人との関係を作り，維持する力｣，｢他人と強調･共
同して行動すること｣，｢相手の意見を丁寧に聞く力｣
などの 6 項目からなる．3 つ目は③”持続的学習・社会
参画力”である．これは｢常に新しい知識･能力を身につ
けようとする態度｣，｢卒業後も自律･自立して学習する
こと｣，｢様々な物事に積極的に取り組む力｣など 6 項目
からなる．4 つ目は④”自己主張力”である．これは｢自
分の意見を筋道立てて主張できる力｣，｢自分の意見を
相手にわかりやすく伝える力｣，｢集団の中でリーダー
シップを発揮する力｣，｢自分に自信や肯定感を持つこ
と｣の 4 項目からなる． また，学習成果の尺度を先行
研究のものを利用した理由は 2 つある．1 つは，小山
8)や小山･溝上 9)らも含め多くの研究で AL の学習成果
の評価に用いられていたからである．2 つ目は，AL の
学習成果を評価する上でより網羅的で客観的な評価尺
度を用いる事が適切であると考えたからである． 

5.3.2 評価尺度の項目の選定方法 

“システム分析による学習成果”尺度を除く，3 つの
尺度に関しては，項目の候補に関して，評価実験で受
講者に 5 件法のアンケート行い，回答結果に対して探
索的因子分析を行う．その結果，抽出された共通因子
をパス解析に用いる評価尺度として扱う．因子分析は，
最尤法・プロマックス回転を用いる．なお，因子分析
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を始める際に，収集したアンケートデータに対して，
天井効果の有無，データ全体と，各項目での KMO 値
(0.6 以上)，Bartlett の球面性検定(0.05 以下)といった基
準を設けて，因子分析の妥当性を確認してから行う．
その後，固有値の減衰から共通因子の数を設定して分
析し，因子負荷量(0.4 以上)，共通性(0.3 以上)といった
基準を基に，項目を絞って再度因子分析を行う．最後
に，残った項目から抽出された共通因子の妥当性をα
係数(0.7 以上)で評価する． 

“システム分析による学習成果”尺度に関しても，評
価実験で各項目の 5 件法のアンケートを行い，回答結
果を確認的因子分析を行う．これにより，先行研究の
評価尺度を用いる事が出来るか確認する．基準に関し
ては先の探索的因子分析と同様のものである．評価実
験に関しては，”6 評価実験”で触れる． 

5.4 形式概念分析を用いた可視化手法 

5.4.1 形式概念分析 

形式概念分析 16)は分析対象と，その対象が持ってい
る性質(形式概念分析では属性と呼ぶ)をコンテクスト
表(Table 2)で表現し，属性間の含意関係を分析する手
法である． Table 2 の場合，行が対象(Obj)，列が属性
(Attr)になる．対象が持つ属性の所に×印をつける． 

Table 2: コンテクスト表の例 

 

 

 

 

 

この分析手法の利点は，分析対象の持つ複雑性や多
様性を損なわずに分析が出来る上，数学的手法である
ため，客観的な分析結果を得られる事である．これは
対象が持っている属性を表す時に，血液型や出身地と
いった単に分類するだけの括りである名義尺度や，大
小関係を表現する順序尺度の両方を扱う事ができるた
めである．また，この形式概念分析の結果を構造化し
て図の形で表されたものを Hasse 図(Fig. 5)と言う．こ
れは分析結果と同時に生成される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Table 2 から作成した Hasse 図 

また，Hasse 図内の円形をノードといい，対象と属
性がノードに含まれる．Hasse 図の上位にあるノード
の属性は，より多くの対象が持つ属性であるので，上
位概念，下位の方は一部の対象しか持たない属性にな
るので，下位概念と称される． 

そして，そのノード間の関係性を，属性間の関係性

で評価したものをアソシエーションルールと呼ぶ．具
体的には，ある属性 A を持つ対象が別の属性 B を持つ
という関係性の事を指す．この時，属性 A を条件部，
属性 B を結論部とし，{A⇒B}という形で表現する．
相関関係とは異なり方向性がある為，一種の因果関係
を示しているといえる．そして，{A⇒B}の関係性の強
さを表す数値を確信度と言い， “A と B の両方の属性
をもつ対象の数”を”属性 A を持つ対象の数”で除した
ものである．例えば，属性 ”Attr2”を持つ対象の
内，”Attr3”も持つというアソシエーションルールの確
信度は 2/3=66%である．そして，特に確信度が 100%

のルールを含意論理と呼ぶ． 

5.4.2 形式概念分析による可視化手法の詳細 

本研究で可視化したい対象は受講者の授業中の取り
組み方になるので，対象は”システム分析受講者”，属
性は”システム分析への取り組み方尺度の構成項目”と
なる．以下，具体的に説明する． 

最初に，属性にあたる”システム分析への取り組み
方”尺度は 5 件法を利用した数値回答である．よって，”
システム分析への取り組み方”尺度の回答平均値に一
番近い整数を基準として，”高”･”中”･”低”の 3 段階に
分けた形の属性に変換する．例えば平均回答値が 3.8

であった場合は，一番近い整数は 4 なので Fig. 6 の形
で変換する 17)． 

 

 

 

 

 

Fig. 6: 数値回答から属性への変換の例 

仮に，行動 A・行動 B・行動 C の 3 項目 1 因子の形
で取り組み方尺度が抽出された場合のコンテクスト表
は Fig. 7 のようになる．複数因子の場合は，因子毎に
コンテクスト表を作成する事になるので，其々で分析･
可視化の検証を行う事になる． 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: 作成する属性表のイメージ 

その後，分析結果の内，含意論理を対象にパターン
の意味合いを検証していく． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Hasse 図と含意論理 

この時，属性は因子分析によって説明力のある行動
を採用しているので，結果の意味合いが強い上，属性
の選択の恣意性を減らす事にも繋がっている．そして，
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分析結果の含意論理に関しては指導教員の方の意見を
もらい，抽出したルール自体が意味あるものかどうか，
指導する上での実感と一致しているかどうかを確認す
る事で分析手法の有効性を検証する． 

また，本研究では，受講者の取り組み方の可視化を
する上で，”システム分析による学習成果”尺度の点数
を基に，学習成果の高いグループと学習成果の低いグ
ループに分けて分析する．これにより，学習成果の度
合い別の学習パターンの比較検証を行うことができる
上に，両者のパターンの違いから新たな知見を得られ
る可能性がある． 

以上の様に，因子分析で必要な評価尺度，パス解析
で TA の活動と受講者の学習成果との関係性，形式概
念分析で受講者の学習パターンの可視化を行っていく．
なお，パスモデル上に TA の活動との関係性が存在す
る為，最終的な分析対象者は TA に質問をしたりアド
バイスを受けたりした人に限定する．よって，受講者
には，アンケートの質問として TA に質問したりアド
バイスを受けたりした経験の有無を聞き，分析対象者
を選別する． 

6. 評価実験 

8 回目の講義時に対面形式，12 回目の講義時にオン
ライン形式と 2 回分析を行った．内容は，5.3.1 で述べ
た各行動項目について 5 件法でアンケートを行った．
予め，アンケート実施前に，個人の特定や研究関係以
外で，収集したデータの利用はない事を受講者に伝え
た．その上で，アンケートの最初に，TA に質問した
りアドバイスを受けたりした経験の有無を聞き，分析
対象者を絞った．なお，オンライン形式の方は，より
深い考察を行う為に記述式の質問紙調査も同時に実施
し，TA の活用の頻度の変化や TA の行動，求める能力
に関して質問した． また，TA に対しても対面･オン
ライン両形式で自身の指導方法を振り返ってもらう記
述式の質問紙調査を実施した． 

6.1 分析結果(対面) 

受講者 42 名に対して有効回答数は 41 名であり，そ
の内，分析対象者である TA に質問したりアドバイス
を受けたりした経験のある人は 40 名であった．  

6.6.1 因子分析の結果 

最初に，”システム分析の TA の活動”尺度について
である．回答データの内，A｢授業内容以外(就活や研
究室など)の質問に丁寧に答えてくれた｣に関しては
KMO 値が低く(0.45)除外した上で分析した結果，
KMO=0.65，Bartlett=0.040 になった．よって 9 項目で
分析した結果，固有値の減衰の仕方から 1 因子構造の
尺度であると考えられた．その後，因子負荷量と共通
性を確認して選定した所，C｢気軽に質問できるような
雰囲気が作れていた｣･D｢演習の途中で話しかけてく
るタイミングが適切だった｣･H｢話し合いが上手くい
っていない時にうまく議論を整理してくれた｣･I｢成果
物(授業内･授業外課題や発表スライド)の作成が上手
くいっていない時に一緒に取り組んでくれることが多
かった｣の 4 項目が選定された．再度 1 因子による因子
分析を行った結果を Table 3 に示す．評価尺度自体の
累積寄与率は 46.7%であった．評価尺度の平均値は
3.69，標準偏差=1.04，α係数は 0.78 であり，ある程度

の信頼性がある事が確認された． 

Table 3: “システム分析の TA の活動”尺度 

 

 

 

 

 

 

次に，”システム分析への意欲”尺度についてである．
回答データから，C｢授業を休まず受けようと意識し
た｣に関して天井効果が見られたため除外して分析し
た結果，KMO=0.74，Bartlett=0.18 となり KMO は基準
を満たした．しかし，これ以上項目を減らす事は難し
い為，残った A｢授業内容に高い関心･興味を持とうと
意識した｣，B｢演習に積極的に参加しようと意識した｣，
D｢難度の高い知識を身につけようと意識した｣の 3 項
目で分析をした．固有値の減衰から 1 因子構造であり，
いずれも因子負荷量と共通性の基準を満たしていた．
その結果を Table 4 に示す．評価尺度自体の累積寄与
率は 73.1%であった．評価尺度の平均値は 4.00，標準
偏差=0.81，α係数は 0.89 であった．因子分析の妥当
性が不十分な尺度であるが，パス解析を行う為，本研
究ではそのまま利用した． 

Table 4: “システム分析への意欲”尺度 

 

 

 

 

 

3 つ目に，”システム分析への取り組み方”尺度につ
いてである．回答データから，C｢疑問点を解消すべく
周りや TA などに積極的に質問した｣，D｢本授業以外
で得た知識や手法を活用しながら取り組んだ｣に関し
て天井効果が見られた為除外して分析した結果，
KMO=0.73，Bartlett=0.042 になった．よって 8 項目で
分析した結果，固有値の減衰の仕方から 1 因子構造の
尺度であると考えられた．その後，因子負荷量と共通
性を確認して選定した所，A｢班のメンバーに自分の考
えを上手く伝えられる様に発言した｣，B｢相手の立場
になって発言の意図を理解しようと聞いた｣，G｢本授
業内で習った手法(実体関連図など)を復習しながら取
り組んだ｣，H｢成果物(授業内･授業外課題や発表スラ
イド)は納得や満足がいくように取り組んだ｣の 4 項目
に選定された．再度 1 因子による因子分析を行った結
果を Table 5 に示す．評価尺度自体の累積寄与率は
45.4%であった．評価尺度の平均値は 4.07，標準偏差
=0.83，α係数は 0.77 であり，ある程度の信頼性があ
る事が確認された． 

Table 5: “システム分析への取り組み方”尺度 

 

 

 

 

 

 

作成した評価尺度は何れも 1 因子構造であった為
Fig. 3 で設定した尺度の名前をそのまま利用する． 

最後に，”システム分析による学習成果”尺度につい
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てである．①”批判的問題解決力”，②”社会的関係形成
力”，③”持続的学習・社会参画力”，④”自己主張力”，
其々で分析した結果を Table 6 に纏めた．特に問題は
ないと判断しパス解析に利用した． 

Table 6: 学習成果尺度一覧 

 

 

 

 

 

 

6.6.2 パス解析の結果 

Fig. 3 に示したパスモデルの形を基に Fig. 9 のよう
に仮定した分析を行った．結果に対してχ2が 0.05 以
上か否か，CFI が 1.00 に近いか，RMSEA が 0.1 未満
かどうかといった基準を設けて，データとモデルの適
合度を評価した．しかし，それらの基準を満たさなか
った (χ2(14)=1.70×10-7，CFI=0.61，RMSEA=0.28)． 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: 分析に用いたパスモデル 

その後，つなぎ方を変えるなど調整したが，同様に，
基準を満たすものはなかった． 

6.6.3 各評価尺度間の相関関係 

Table 7 は本研究で使用した各評価尺度間の相関関
係とα係数を示した．表の内，着色した部分が有意な
関係性の部分である(何れも 1%有意)．この結果，パス
モデルで関係性を仮定した”システム分析の TA の活
動”は”システム分析への意欲”や”システム分析への取
り組み方”への影響に有意性がないという結果であっ
た．また，学習成果に対する影響にも有意性がないと
いう結果になった． 

Table 7: 各共通因子の互いの相関関係 

 

 

 

 

 

 

 

 この時，TA に対する質問紙調査の結果から，対面
形式では，”定期的に教室を巡回し声掛けもしつつ対
応”したり，”資料や指導教員からの情報を駆使して足
らない部分を伝える”などして学習支援を行っていた
と回答があった．ここから活動自体を積極的に行って
いなかった為の現象であるとは考えにくい．また，今
回参加した TA の内 1 人を除きシステム分析の受講経
験があったため TA 全体に背景知識のばらつきはそこ
までなかったと考えられる．これらを踏まえて”システ
ム分析の TA の活動”が”システム分析への意欲”や”シ
ステム分析への取り組み方”に対しての影響に有意性
が見られなかった理由を以下の様に考察した． 

“システム分析への意欲”に関しては，システム分析

が選択授業である為，受講者の意欲が元々高く，TA

による意欲の向上の上澄みが少なかったと考えられる． 

“システム分析への取り組み方”に関しては，“システ
ム分析への取り組み方”尺度はグループ学習型 AL で
受講者個人に求められる行動項目を基に作成したもの
であった．したがって，受講者の意欲が高い授業環境
下では，受講者の個人単位の行動以外の部分，つまり
は本研究で使用した項目とは異なった性質の行動に影
響を及ぼしている可能性がある．故に，対面形式での
TA の活動は受講者の個人単位の行動ではなく，グル
ープ作業やグループでの議論の整理など，グループ全
体での行動に対して影響を与えている可能性があると
考えられる．  

6.6.4 形式概念分析による可視化の結果 

”システム分析への取り組み方”尺度の平均回答値は
4.07 であったことから，4→中，5→高，1･2･3→低とし
て名義尺度に変換した．その上で分析対象者 40 名を，”
システム分析による学習成果”尺度に当たる 4 つの尺
度其々で，構成項目の平均値をとる．その上で，その
平均値が複数の尺度で上位 1/3 に入る者を高成果グル
ープ，複数で下位 1/3 に入る者を低成果グループとし
て分けて分析した． この時，各グループの人数を出来
る限り 1/3である 13人にする為，以下の処置を行った． 

① 算出した値で受講者を降順(低成果では昇順)に並
べる． 

② 13 番目の値から 14 番目以降の値が同値であった
場合 12 番目までのデータを対象にする 

③ 12 番目以前のデータで同値のものが生じ 13 番目
以降もそれが続いた場合それらすべてを含めたデ
ータを対象にする 

その後，名義尺度に変換した”システム分析の取り組
み方”尺度を属性として各グループで形式概念分析を
行った．分析の結果出てきた含意論理の内，”システム
分析の取り組み方”尺度を構成する 4 つの項目を全て
含み，両群で見られた同じ項目の組み合わせでの含意
論理について着目する．各ルールの左にあるのが対象
数である．色が同じものは同じ組み合わせである事を
示している． 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: 着目した含意論理の一部 

Fig. 10中のA･B･G･HはTable 5の項目に対応してい
る．この時，違いが最も際立ったのは赤色の含意論理
であった．これに関して述べていく． 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: 含意論理の意味合いの読み取り 

この時，条件部の取り組み方の度合いの違いが結論
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部の取り組み方の度合いに差に出てきている事が分か
る．つまり，条件部の項目の内容から，議論中に相手
の意見への理解に努める度合いや，事例内容の把握の
違いにより，発言の質や授業内容の復習の度合いに影
響が出ている事が読み取れた．この含意論理に関して
は，指導教員の方の実感とも一致していた．つまり，
本分析手法により受講者の取り組み方の可視化に関し
て意味あるパターンを読み取る事が出来たと考えられ
るので，本手法の一定の有効性を確かめられた．Fig. 10

に示した他の含意論理に関しても，何れも，高成果グ
ループの方が条件部の取り組み方が軒並み高く，それ
がそのまま結論部の取り組み方の度合いにも表れてい
る事が読み取れる． 

次に Hasse 図を用いて両グループの取り組み方に関
して比較した．その結果を Fig. 12 と Fig. 13 に示した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: 高成果グループの Hasse 図 

 

Fig. 13: 低成果グループの Hasse 図 

高成果グループは全員が同じような取り組み方をし
ている為に，取り組み方の度合いにバラつきが少ない．
したがって Hasse 図は横に狭い．しかし，低成果グル
ープは度合いがバラバラである為に Hasse 図が横に広
がっている事が読み取れる．この様に，特定の学習パ
ターンの可視化だけではなく，受講者の学習パターン
の全体像も可視化する事できた． 

6.2 分析結果(オンライン) 

受講者 42 名に対し，回収率が低く 22 名のみ回答が
あり，その内，分析対象者は 21 名であった．結果，因
子分析の実行基準であるKMO値とBartlettの球面性検
定が何れも基準を満たさず共通因子の導出や形式概念
分析を行えなかった．よって，同時に実施した記述式
の質問紙調査の結果を元に TA と受講者の関係性や対
面形式での TA の活動との違いに関して言及していく． 

 最初に，対面形式と比べて TA とのやり取りの頻度

の変化とその理由に関して質問した．ここから，対面
形式の時よりオンライン形式の時の方が，全体的に活
用頻度が減少している事が分かった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: オンライン形式での TA 活用の頻度の変化 

理由の方では，授業内容的にグループ内で考察する
事が多く，自分の方から聞く頻度が減ったという意見
がある一方で，対面の時の様に近くにいるわけではな
いので気軽に呼ぶことが出来ないといった，心理的に
呼びづらいという理由が一番多かった． 

 次に，オンライン形式における TA の活動の内，グ
ループ演習や自身の内容理解に役だった事に関して質
問した．その結果，議論の整理や行き詰まりの解消の
アドバイスなど作業内容の方向性を提示する事に関す
る意見が最も挙がっていた． 

 最後に，本授業も含めて，オンライン形式における
グループ学習で TA に求める能力やサポートに関して
質問した．その結果，役立った活動と同様に，議論の
整理や停滞の理由の指摘をする事による行き詰まり解
消といった作業内容の方向性を提示する事に関する意
見が多く挙がっていた．また，質問の有無を聞く声掛
けや聞き易い雰囲気を作るといった，コミュニケーシ
ョン能力の重要性に関する意見も多く挙がっていた． 

 以上の回答結果から，オンライン形式におけるグル
ープ学習型 AL では個人のサポートよりも，グループ
全体での作業や行動に対するサポートが強く求められ
ており，且つ受講者に対して好影響がある事が分かっ
た．これは対面形式での分析結果からの考察と同様の
結果が表れていることになる． 

 また，TA に対して行ったオンライン形式での自身
の指導方法や指導した実感に関する記述式の質問紙調
査の結果から，対面形式の時と異なり，質問の有無を
聞く声掛けがなくなっている事が分かった．その上
で”TA 間での連携がとりにくくなり，指導しにくくな
った”という意見も出ていた．つまり，対応の質の程度
が異なったまま学習支援を行っていた可能性が高いこ
とが分かった．そして，こうした点から，対面時の気
軽さが受講者だけでなく TA 間にも存在しており，指
導者間での連絡ツールを設けていたものの，活かしき
れていない状態にあったと考えられる．  

7. まとめと考察 

本研究では，学習支援の一環として位置付けられて
いる TA の活動と AL の学習成果の関係性の分析を対
面形式とオンライン形式，双方で行った．その上で，
受講者の授業中の取り組み方を可視化し学習過程を評
価する為の形式概念分析を使った手法を提案し，分析
結果の解釈とその有効性を検証した． 

分析の結果，TA の活動は受講者の意欲の高い環境
下では，対面形式･オンライン形式の双方で，作業内容
の方向性を示すといったグループ全体での行動に対し
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て好影響を与えている可能性がある事が分かった．そ
の上でTAは，双方の形式で”コミュニケーション能力”

と”ファシリテーター的な振舞い”が求められている事
が分かった． 

コミュニケーション能力とは，受講生が気軽に話し
かけやすい雰囲気を出す事である．この雰囲気を作る
上で，対面形式では近くを巡回するだけ解決するが，
オンライン形式の場合は TA からの積極的な声掛けや
顔見せといったアクションが必要になる． 

ファシリテーター的な振舞いとは，グループ内の議
論や演習作業を整理し方向性を提示するといったグル
ープ全体を対象にした支援の事である．但し，各班に
長い時間，滞在する事は配置できる人数的に現実的で
はない．従って，短時間で対応するためにも授業内容
の理解が，活動する上での背景的知識として，より重
要になってくると考えられる．その為，TA に対して
事前指導を行う事や指導者側間での情報共有の仕組み
作りが重要になってくる．例えば，授業で扱う内容に
関する指導者側の資料の共有や，授業内外に関わらず
確認にしたい内容をコメントで残せる場所を設ける事
などが挙げられる．そして，この様な工夫が TA 制度
の目的の 1 つである”指導する中での理解”の機会の増
加に繋がっていくと考えられる．本研究の分析対象の”

システム分析”の場合，授業直前に簡単な確認程度に留
まっている為，事前に資料を共有し，その内容の確認
や質疑応答を直前のミーティングで行うという事が考
えられる． 

また，形式概念分析を利用した学習パターンの可視
化によって，指導者の実感に一致した学習パターンの
抽出と，受講者の学習形態の全体像を把握する事に対
して，一定の有効性がある事が分かった．そして，こ
の分析手法の結果から，高成果グループの学習パター
ンを学習指導のモデルケースに定めるといった指導者
側の支援策の 1 つになり得ると考える．これは，指導
経験の少ない TA にとって，サポート内容の示唆にも
なり得る．また，オンラインの様な指導者側が受講者
の取り組み方を把握しづらい状況下で，取り組み度合
いを把握の為に実行する有効な手法の１つであるとも
考えられる．  

8. 今後の課題 

本研究では，選択授業といった受講者の意欲が比較
的高い環境下での分析となっている．今後は，グルー
プ全体での行動に対応する項目を使う事や，意欲に差
が出る可能性がある必修授業での更なる分析が望まれ
る．更には，TA の活用方法だけでなく，TA 自身の指
導意欲の維持に関しても検証をしていき，よりグルー
プ学習型 AL の授業の質を高める方法を検討していく
必要がある． 
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