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1.

Introduction


学生はテストにパスする程度の知識で充分なので、深く学ばない
― 少しなじみがなく複雑な問題になると問題を解くことが難しくなる
― また、自身の解答についての正当性の説明が出来ない
⇒ Shallow learning1



Shallow learning はさまざまな問題を引き起こす
― 物理では、例えば
質量と重さの混同、速度と加速度の向きなどの誤認識がよく起こる
― 幾何学では、例えば
論理的な理由付けが出来なくても、図から同じような大きさの角度として捉
えて問題を解こうとしてしまうことがある
→ ∠DBS と∠CBA が同じと考えて問題を解こうとする(Fig.1)

Fig.1: Example of a student’s shallow reasoning


学習者の理解を深めるにはどうしたらよいか?
― self-explanation(自己説明)は理解を伴った学習をするには効果的である
(Chi, et al, 1989)
―

1

学習者に自身の解答についての説明をさせることは、自己説明と同じような

口耳の学…聞いたことをそのまま人に伝えるだけの身につかない学問
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学習効果がある(Chi, et al., 1989; 1994)
→ 単に学習者に自己説明をすることを促すだけでも効果がある



Cognitive tutor の効果について
― すでに実験室と実際の授業で効果を実証済み(Koedinger, et al., 1997)
― しかし、shallow learning を防いではいない



The PACT Geometry Tutor について
― cognitive tutor の一つ
― 学習効果は確認済み
― しかし、shallow learning が見られた


Post-test で、学習者は答えは求めることが出来たが、その解答の正当性
についての説明をあまりすることが出来なかった



本論文では、学習者に自身の解答についての説明を促す機能を付属した the PACT
Geometry tutor を使った実験を行い、その学習効果を示す

2.

the PACT Geometry Tutor


cognitive tutor(Anderson, et al., 1995)
― 学習者の習熟状況を表す認知モデルを保持(プロダクションルールで記述)
→ 学習者へのフィードバック、hint の作成、次に行うべき問題の提供など
を行うため



高校生を対象とした幾何学の学習支援システム
― ピタゴラスの定理、角度、相似三角形、円、四角形の学習



学習者に、問題の「Answer」と「Reason」を行わせる(Fig.2 の左のウィンドウ)
― Answer：答えを導き出すこと
― Reason：どの法則や定義から答えが導き出せるのかを説明すること
⇒ Answer と Reason が入力されると、システムは正しいかどうか判定する



機能について
― glossary


法則や定義などの解説集(Fig.2 の右のウィンドウ)



「Reason」の際に使用可能



解説集から一つ選択し、
「Select」ボタンを押すと、reason のフォームに
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入力できる
― hint(Fig.3、Table1)


「hint」ボタンが押された時にヒントを出す



多段階存在(レベルが高くなるほどヒントレベルが高い)



問題を解くにはどうしたらよいのかのヒント提示する

Fig.2: The PACT Geometry Reason Tutor

3.

Experiment

3.1 Experiment 1
3.1.1 Methods


目的
― reason の機能を加えた the PACT Geometry Tutor での学習の効果を見るため



実験参加者
― 高校生 41 名(分析対象は課題がすべて終了した 23 名)



課題
― the PACT Geometry Tutor を使って角度についての学習



手続き
― 以下の 2 つのシステムを使うグループに分ける


Reason version
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上述した the PACT Geometry Tutor


Answer Only version
the PACT Geometry Tutor から reason をなくしたもの

― プレテスト


角度についての問題 6 問



Glossary の書かれたシートが渡されている(自由に使用可)



解答とそれについての正当性を法則、定義を使って答える



extra-challenging problems を含む(Fig.4)


システムにはない問題



特定の値を求めるのに前提条件が充分かどうか問われる

― システムを使っての学習


特定の skill が習得されるまで(Fig.2 の左下のウィンドウ)

― ポストテスト(プレテストと同等のもの)

Fig.4: Problems designed to test students’ understanding
3.1.2 Results


2(time: pre-test, post-test)×2(condition: Reason version, Answer Only version)
の 2 要因の分散分析(Fig.5)
― time の主効果あり(F(1, 21) = 27.2, p < .0001)
― time と condition の交互作用あり(F(1, 21) = 9.19, p < .01)


Answer only version よりも Reason version の方が post-test のスコアが
有意に高かった(F(1, 21) = 6.25, p < .05)



2(condition: Reason version, Answer Only version)×3(post-test type: Answer,
Reason, Not Enough Information)の 2 要因の分散分析(Fig.6)
― post-test type の主効果あり(F(2, 21) = 8.4, p < .001)
― condition の主効果あり(F(1, 21) = 7.3, p < .01)
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― condition と post-test type の交互作用はみられなかった
(F(1, 21) = 0.97, p < .35)


システムを使った学習時間について
― Answer Only version よりも Reason version の方が 14%多く時間を必要とし
た(Reason version: 436±169 min, Answer Only version: 383±158 min)
→ Reason version では、解答の説明をしなければならなかったから
― Reason version での学習は Answer Only version での学習よりも問題数が少
なく済む(102 問 vs. 135 問)



学習者に自身の解答の正当性の説明をさせることで、パフォーマンスが高まるこ
とがわかった
― post-test の Reason と Not Enough Info のスコアが、Reason version の方が
Answer Only version より高かった
→ Reason version の方が学習時間が長かったからではないか?

Fig.5: Test Scores in Experiment 1

Fig.6: Post-Test Scores in Experiment 1

3.2 Experiment 2
3.2.1 Methods


実験参加者
― 高校生 53 名(分析対象は 41 名)



手続き
― グループ分け
実験 1 と同じ
― pre-test、post-test ともに実験 1 と同じ
― システムを使っての学習


時間制限(420 分)
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3.2.2 Results


2(time: pre-test, post-test)×2(condition: Reason version, Answer Only version)
の 2 要因の分散分析(Fig.7)
― time の主効果あり(F(1, 39) = 19.56, p < .0001)



Post-test スコアについて(Fig.7)
― Reason version の方が Answer Only version よりも post-test のスコアが高か
った(56% vs. 48%)
― Reason version の方が Answer Only version よりも gain score2が高かった
(49% vs. 37%)



post-test type のスコアについて(Fig.8)
― Reason version の方が Answer Only version よりも Reason のスコアが高か
った(51% vs. 36%)
― Reason version の方が Answer Only version よりも Not Enough Info のスコ
アが高かった(57% vs. 42%)
― condition と post-test type の交互作用あり(F(1, 39) = 5.4, p < .05)



post-test を「Same As Prem」と「Different From Prem」に分けたときのスコア
について(Fig.9)
― post-test を以下のように 2 つに分ける


Same As Prem
求める角度の大きさが前提となる角度の大きさのいずれかと同じ問題
→ Fig.1 のように、” ∠DBS と∠CBA が同じに見えるので、同じ大き
さ”というような方略が使える状況



Different From Prem
求める角度の大きさが前提となる角度の大きさのいずれとも異なる問題

― Different From Prem では Reason version の方がスコアは高く、Same As
Prem では Answer Only version の方がスコアは高い(F(1, 39) = 6.10, p
< .001)


エラーについて
― Same As Prem について
Reason version の方が Answer Only version よりもエラー数が少なかった

2

Gain score: (post-test score - pre-test score) / (1 - pre-test score)
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(54% vs. 78%)
― Different From Prem について
Reason version の方が Answer Only version よりもエラー数が少なかった
(69% vs. 85%)
―

Answer Only version では値の間違いによるエラーが多かったが、Reason
version では空欄によるエラーが多かった
→ Reason version での学習者は、Fig.1 のような間違った方略を使わなかっ
た

Fig.7: Test scores in Experiment 2

Fig.8: Post-Test scores in Experiment 2

Fig.8: Post-Test scores in Experiment 2, for items where the unknown quantity was the
same as a premise and for items where the unknown was different from all premises

4.

Discussion and Conclusion


我々は、the PACT Geometry Tutor の 2 タイプ(Reason version & Answer Only
version)を使い 2 つの実験を行った
― 実験 1(skill が習得されるまで学習を行う)


学習者に自身の解答の正当性について説明をさせることで(Reason
version での学習)、post-test のスコアがより高くなることが確認できた
→ しかし、Reason version のグループの方が学習時間が長かったため
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ではないか?
― 実験 2(制限時間内で学習を行う)


1 つ目の実験同様、Reason version での学習を行った方が post-test のス
コアがより高くなることが確認できた



Reason version での学習は、より深く学習内容を理解し、Fig.1 のよう
な方略を使うことをしなくなる



2 つの実験から、学習者に自身の解答の正当性について説明させることは、問題解
決能力を改善することがわかった
― Reason version での学習の方が Answer Only version での学習よりも解いた
問題数が少ないにもかかわらず、post-test のスコアは Answer Only version
と同等以上であった
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Fig.3: Problem window
1. In this problem, you have Triangle OUT. What do you know about triangles that enables
you to find the measure of Angle OUT?
2. Some rules dealing with triangles are highlighted in the Glossary. Which of these reasons is
appropriate?
You can click on each reason in the Glossary to find out more.
3. The sum of the measures of the three interior angles of a triangle is 180 degrees.
Angle OUT is an interior angle in a triangle. You know the measures of the other two
interior angles: Angles UOT and OTU.
4. Can you write an equation that helps you find the measure of Angle OUT?
5. The sum of the measures of Angles OUT, UOT, and OTU equals 180°. So you have:
mDOUT + mDUOT + mDOTU = 180
6. In the previous hint, you saw that: mDOUT + mDUOT + mDOTU = 180
You can replace mDUOT by 79 and mDOTU by 79. Also, you can use a variable (say, x)
instead of mDOUT. This gives:
x + 79 + 79 = 180
7. Find the measure of Angle OUT by solving for x:
x + 79 + 79 = 180
You can use the Equation Solver.

Table 1: A hint sequence generated by the PACT Geometry Tutor
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