輪講

2010/06/28

担当：宇野

Ecolab: Exploring the Construction of a Learning Assistant
Rosemary Luckin
Lecture Notes in Computer Science, 1998, Vol. 1452, pp. 304-313

1. 導入


どのようにコンピュータが学習者のパートナーになれるか調査する一つの方法は、
face to face の支援がどのように学習者に与えられるのかを考えることである



Wood は、個別指導における支援を表す”scaffolding”という言葉を作った(1976)
― 効果的な段階的な足場かけ(サポート)は、単にヒントを与えることよりも効果
がある
― scaffolding の概念は、指導者が学習者に与える支援の本質を捉える一つの方
法であるが、それは単純なプロセスではない
→

足場をくむ前に、学習領域の分析や直感的な知識などが不可欠である
(Bliss, Askew & Macrae, 1996)

― Scaffolding の概念を使った学習支援システムは様々な方法で実現されている
(Guzdial, et al., 1996: Jackson, et al., 1994:Wood, et al., 1992)


Vigotsky の The Zone of Proximal Development(ZPD)
― 発達の最近接領域(Fig. 1)
― Wood らによって提案された scaffolding の概念の基となるもの
― ZPD の解釈をより明確にする試みとして、
Zone of Available Assistance(ZAA)
と Zone of Proximal Adjustment(ZPA)という概念が Ecolab には使われてい
る


ZAA
より熟達したパートナーが学習者に適切な支援を提供するのを可能にす
る支援の質と量の種類



ZPA
学習状況に応じて、ZAA から支援の方法を調整(選択)すること

Fig. 1 発達の最近接領域
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本論文の目的は、学習支援システムを使い、"パートナー"と"学習者"の関係を構築
すること
― 効果的な学習の理論(scaffolding や ZPD)をシステムに組み込み、学習者を支
援する方法を示す

2. The Ecolab Software
2.1 Interacting with the Ecolab


Ecolab について
― ”生態学の研究室”を与える


学習者は、その環境内に動植物を配置し、それらの間(食物連鎖、食物網
など)の関係を調べる



Activity


学習者は、関係の複雑性を調査する必要がある(例えば、学習者は、
食物網の中にどれくらい動植物どうしの繋がりがあるか探すことが
求められる)



Ecolab には、2 つのモードがある


build モード
学習者が選んだ動植物から小さな世界を構築する



run モード
これらの生物を活性化させる


活動可能ならば、”世界”に変化が起こり、それを観察できる



活動不可能ならば、システムは、選択された活動の効果が観察
できるように修正を学習者に促す

2.2 The Zone of Available Assistance(ZAA)


6 つに分類される ZAA からなる
― 複雑性のフェーズのバリエーション


4 つのフェーズから成る


第 1 フェーズ
動植物間の食べる／食べられるの関係のみ形成できる



第 2 フェーズ
2 種類以上の動植物間の食物連鎖の関係を形成できる



第 3、4 フェーズ
すべての動植物の食物網の関係を形成できる



フェーズは進んだり、戻ったりと変更可能

― 使われる用語のバリエーション
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動物間の関係の複雑性のように、生物を表す用語も変化


抽象度が低い
例) ”ツグミ(鳥)はカタツムリを食べる”



抽象度が高い
例)

”雑食動物は草食動物を食べる”や”第一消費者は第二消費者を
食べる”

― ビューのバリエーション


学習者が構築した世界内の動物間の関係などを、様々な方法で見ること
が出来る


エネルギービュー
動植物のエネルギーレベルを表したもの(Fig. 2)



ヒストリービュー
構築した世界で起こったことの履歴を文章で表したもの



ログビュー
構築した世界で起こったことの概要と今の状態を表したもの

Fig. 2 Ecolab Energy View
― Help レベルのバリエーション


特定の状況に沿った 5 段階の help



レベルが高いほど自動化レベルが高くなり、レベル 5 では、システムが
学習活動をすべて行う

― Activity differentiation


Activity 自体の難易度



レベル 0～2 の 3 段階
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レベル 0 が最も難易度が高く、レベル 2 が最も難易度が低い

― 学習活動の内容のバリエーション


学習のフェーズごとに複数の Activity が存在する

2.3 The Zone of Proximal
Proximal Adjustment (ZPA)


Ecolab の種類について
― 3 種類のバージョンが存在
― 学習する際の違ったタイプのパートナーとして働くことを目的としている
― それぞれ異なった動作をし、違った学習者モデルを持っている(Table 1)
① the Vygotskian Instructional System(VIS)


学習者の ZPD をベイジアンビリーフネットワーク(BBN)を使って見
積もっている
→ 学習者がこれまで使用した支援の量から計算

② the Woodsian Inspired System(WIS)


学習者が使用した help を記録する
次に必要な help のレベルを計算し、提案するため



これまで行った Activity を記録する
次に学習者がチャレンジすべき Activity を提案するため

③ No Instructional-intervention System(NIS)


学習者が今まで行ってきた Activity を記録する
学習者自身が次に行う Activity を選択するため
Table 1. Collaboration in the Ecolab
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3. 実験


目的
― システムを使ったそれぞれのサポート(VIS、WIS、NIS)による学習効果の違
いを確かめる



実験参加者
― 10～11 歳の 30 人の生徒
→ VIS、WIS、NIS を使う 3 つのグループに分けられた



手続き
― プレテスト(ペーパーテストと口答テスト)
→ 分析の時に High Ability、Average Ability、Low Ability の 3 つのグルー
プに分けられる
― システムを使った 60 分間の学習
― ポストテスト(プレテストと同等のもの)

4. 実験結果
4.1 Learning Gain


2(Time:T1=pre-test, T2=post-test) × 3(System variation: VIS, WIS, NIS) ×
3(Ability group: High, Average, Low)の 3 要因の分散分析(Table 2)
― Time、System variation、Ability group の 2 次の交互作用あり
(F(2, 17) = 5.63, p < .01)
― Time と System variation の間の交互作用あり(F(2, 17) = 3.79, p < .05)


多重比較の結果、VIS と WIS、VIS と NIS の間にともに有意差あり
(p < .05)


VIS を使って学習を行うと最も効果がある
→ しかし、High Ability グループでは、WIS を使っての学習が最
も効果がある
同じように、Low Ability グループでは、NIS を使っての学習が
最も効果がある
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Table 2. Summary of Mean Learning Gain

4.2 Profiles


Interaction Profiles
― 学習者を以下の特徴でグループ分けする
操作数の多さ





Busy：参加者の平均以上の学習者



Quiet：参加者の平均未満の学習者

経験したフェーズ数





Exploring：2 フェーズ以上の学習者



Consolidating：1 フェーズの学習者

― χ2 検定の結果


System variation と Interaction Profiles の関連あり
(χ2= 25.79, df = 10, p < .01)



Collaboration Profiles
― 学習者を以下の特徴でグループ分けする
学習活動自体の難易度(Activity differentiation)と help の量





Lots：参加者全体の平均より多い学習者



Little：参加者全体の平均以下の学習者

help の平均レベルと、Activity 自体の難易度(Activity differentiation)の



平均レベル


Deep：参加者の平均よりも高い学習者



Shallow：参加者の平均よりも低い学習者

2

― χ 検定の結果


System variation と Collaboration Profiles の関連あり
(χ2= 28.52, df = 6, p < .0001)
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Table 3. Individual user summary. 26 children completed all stages of the evaluation.

5. 考察


high ability グループと average ability グループでは、学習効果と”Exploring”は
関連しているが、low ability グループではその関連がない



System variation と Collaborative Profiles には関連性があった
― VIS と WIS のみ頻繁に、高いレベルの help を使用していた


help のレベルと Activity 自体の難易度を学習者に割り当てるのは VIS
のみであり、VIS を使用したすべての学習者が高い質と量の help を使用
したことは驚くべきことではない



WIS での学習者も VIS での学習者と同じような傾向になることもありえ
た
→ しかし、WIS の学習者は、高いレベルの help を使用していたが、
回数は少なかった

― WIS と NIS の違い


WIS での学習者はすべて Collaboration Profiles の”Deep”(システムから
の支援のレベルが高い)に属する



一方、NIS での学習者はすべて”Shallow”(システムからの支援のレベル
が低い)に属する

⇒ どちらの学習者も自身で支援のレベルや量を調整できるにもかかわらず、
違う傾向であった(NIS での学習者は、調整できる help のレベル 2 つに
限られているが、より高いレベルの help を求める学習者はいなかった)
→ 次に行うことの”提案”を行うだけでも効果がある
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