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Introduction
 Educational Value of Modeling
 コンピュータを用いた dynamic modelling（動的モデル）の教育価値につい
ての様々な主張が存在する
 複雑な関係性を視覚的に表現できる人工物としてモデルの重要性を強調
 意味のある学習経験としてモデル構築に重点をおく(Milrad, Spector, &
Davidsen 2002; Penner 2001; Spector 2000; Stratford 1997)
 生徒に複雑な現象について科学的に考えさせたり、自身の理解を熟考した
り、メンタルモデルをテストさせたりする機会を与える
 モデルを用いた教育において重要なプロセスは、モデルツールによって学
習者が自身の考えを客観的に見直すこと
 The level of task perception
 学習者は、モデリングタスクを科学的問題としてではなく操作問題として
とらえている
 出力されたモデルを実験データに適合させようと単にパラメータ
の調整しか行わない
 モデルの要素やモデル構造についての深い推論が行われていない(Hogan
& Thomas 2001;Ogborn 1999; Stratford, Krajcik, & Soloway 1998)
 モデル出力されたものと、予想していた現象との不一致に気づくことがで
きない(Doerr 1996; Steed 1994; Whitfield 1988)
 The content level
 学習者は複雑な現象を概念化することが困難
 フィードバックがある時でも、変数間の相互作用を推論することができな
い(Kurtz dos Santos &Ogborn 1994; Löhner, Van Joolingen 2003; Riley
1990;Zohar 1995)
 1 つの原因を 1 つの結果に結びつけてしまう
 The level of the tool
 学習者はコンピュータモデル上で自身の考えを表記することが難しい
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(Ainsworth 1999; Kurtz dos Santos & Ogborn 1994)
 モデルで実装すべき変数の決定が困難、変数間の関係についての説明が困
難(Cox & Webb 1994; Ossimitz 2002; Sweeney & Sterman 2000; Tinker,
1993)
 モデリング過程において学習者が直面した様々なモデル構造の難しさにつ
いて分かっている
 本研究では、問題点の組み立てや適切なサポートを提供するため、モデル使
用時における学習者の推論過程を研究する
 推論過程を研究することで、推論プロセスレベルの影響や成功モデ
ルや成功できないモデルを調べる



Reasoning Processes During Modeling Activities
ノービスの推論過程を研究したいくつかの先行研究から推論プロセスカテ
ゴリーを抽出(Löhner et al. 2005 )

 Analyse
 モデル上で実行すべき変数や関係を特定する
 モデル出力された表やグラフを分析する
 Inductive Reasonig
 どのようにモデル要素が相互に作用し、どのようにモデルが実行されるか
という仮説を推測する
 モデルの全体構造、モデルの出力、数量間の関係などのモデル内容につい
て説明する
 Quantify
 モデル上に出力された数量は方程式で解かれたもので表示される
 公式やパラメータを用いて方程式を解く
 Explain
 ある要因が他の要因の変化をもたらす理由について立証する
 Evaluate
 自分の考え、実験から得られたデータ、モデル上で実行された現象記述
と設計したモデルが一致しているかどうかを評価する
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 モデルを評価することで、モデルの改変を促すことができる
 モデル改変とは、モデル出力されたものと予想パターンとの適合程
度を評価し調整を行うこと
 Research question
 本論文の目的は、コンピュータモデル使用時にはたらくノービスの推論
プロセスを解明すること
① コンピュータを用いたモデリングにおけるノービスの推論プロセスに
はどのような特徴があるのか
② モデル改変が成功したノービスモデラーと成功しなかったノービスモ
デラーの違いはなにか
③ ノービスモデラーにとってどの推論プロセスが難しいか

Method
 Participants
 科学専攻の大学入学前の 11th-grade の学生 38 名
 Age ：16-18 歳
 実験参加者は、動的モデルシステムを使用したことがない
 ２人１組のペアを作り、課題を行う


Material
 参加者は、アイススケーターが走行した距離を表したモデルを探索、改
変 する課題を出 題さ れた （from”Computerondersteund modelleren
natuurkunde: Een sportieve beweging”）
 実験開始時は、不完全なモデルが参加者に提供された
 改変課題では、初期状態からではなくノービスモデラーはモデルを改善
させたり完成させたりできるようになっている
 モデルツールは動的システムに基づき、PowerSim 上で課題を実装する
 PowerSim (from “Computerondersteund
modelleren :
Basishandleiding Powersim”)は、ドイツの学校で普及しているコ
ンピュータサポートモデリング
 モデル操作については別紙参照（p.14）
 モデルを実行した時、PowerSim は自動的に微分方程式を行う
 シミュレーションの結果、グラフと表として結果が出力される
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 科学者によって得られた実験測定結果を参加者に提示される
 参加者がモデルをテストするときに測定結果が表示される
 スケーターが進んだ距離を表したグラフ【Fig.2 右上】
 スケーターの速度を表したグラフ【Fig.2 右下】
 参加者に出題された課題
測定結果データと一致するようにモデルの改変を行う



Procedure
 PowerSim における動的モデルシステムを知るため、取扱いマニュアル
を用いて参加者個人で練習をさせる
 Example model
 1 時間、水タンクの例題を動的モデルシステムで練習させる
 ストック変数を用いた水タンク内に溜まった水量と、蛇口から流入
した水量と排水された水量のフローとの関係をモデル化したもの
 本課題
 2 人 1 組のペアでモデルの探索、改変を行う
 約 1.5 時間、ペアでモデルの改変を行う



Data Collection
 モデリング活動は Lotus Screen Cam program で記録
 発話プロトコルは MEPA program で記録
 記録したプロトコルは推論プロセスカテゴリーによってエピソー
ド単位に分類する
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 主なデータソースは文字おこしされた口頭プロトコル
 13 ペアの口頭プロトコルを分析対象とした
 モデル改変の質も評価（10 点満点）
 モデルの適合程度とモデルの概念構造に点数をつける
 モデル構造では、数量間の関係や数量の使用が正しいか正しくない
かで点数をつける
Results
 Exploratory Case Studies
 データ分析の目的は、コンピュータを用いたモデル活動中の学習者の推
論プロセスを特徴づけること
 ペアのパフォーマンスの質的分析調査を行った
 モデルスコアによる 3 つのレベル分け(high,middle,low)
 話し合いの焦点や議論のタイプも考察


Case1: high performing dyad
 Dave and Roel ペア
 モデルスコア：10
 秩序立てたアプローチをして、推論を詳細に述べ、モデルについての議
論を批判的に行っていた
 モデル改変中では、変数や関連の意味、モデルの動作に注意を払って考
えていた
 できる限りモデルの単純化を図っていた
 論文で紹介されていたプロトコルの内容
 2 つの変数（「氷摩擦」と「減速」）の関係について議論を行ってい
る
 氷摩擦が大きくなれば加速は小さくなるという予想に反してモデ
ルが表示された
 次に使用可能な上記 2 つの変数を含む物理法則や公式を発見した
が、コンピュータモデルに公式を実装させることが困難であった
 モデルがどのように実行されているのかを理解するために、モデル
内の異なる関係性がモデル出力にどのような影響を与えているかと
いうことに重点を置いている
 空気抵抗をモデルから削除し、氷摩擦力がアイススケーターの速度
に与える影響を分けて考えた
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 速さが速くなると空気抵抗が大きくなるという日常の経験から、空
気抵抗と速度の関係を推論した
 Dave and Roel ペアの特徴、まとめ
 モデルタスクに対して詳細なアプローチ
→それは、高い質の推論プロセスを反映している
 モデル内の数量と批判的に評価したモデルの実行方法との関係性
についての推論を行っていた
 変数やモデル構造の関係性について主に焦点を当てていた
 モデル改正を行う際は経験的知識を使用し、授業で習った物理公式
に注目していた


Case2:Medium performing dyad
 Laurette and Hide ペア
 モデルスコア：7
 どのようにモデルを改変するかについては詳細に述べず、個々の要素に
ついて主に分析を行っていた
 モデル改正の議論においては、モデルの適合程度に注目していた
 論文で紹介されていたプロトコルの内容
 モデル表示されたグラフとデータポイントの適合度の改正を行った
 作成したモデルがなぜそのような出力になったのかということはそ
れほど考察されずに改変を行った
 関係変数（空気抵抗）をモデルに取り入れて考察しようとしたが経
験的知識により反論した
 物理知識に注意を向けることはなかった
 Laurette and Hide ペアの特徴、まとめ
 モデル要素を主に分析し、モデル改正についての説明を行っていな
かった
 Dave and Roel ペアの着目点と似ていた
 しかし、High performing dyad に比べ議論が欠けていたため推論プ
ロセスの質は低かった
 モデルを考察するとき、好んで経験的知識を適用していた



Case3:Low performing dyad
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 Marije and Lola ペア
 モデルスコア：3
 グラフを実験データにぴったり合わせるようにモデルのパラメータを
調節することに時間を費やしていた
 モデル改変をほとんどなされていなかった
 実験者から頻繁にアドバイスを要求していた
 論文で紹介されていたプロトコルの内容
 特定の値を操作する理由を考えず、モデルの定量化を行っていた
 モデル出力と実験で得られるデータと適合させるために、どの要素
を変化させるべきかがわかっていなかった
 モデルとの適合度を評価していたが、適合させる改正方法は知らな
かった（数字をただ適当に変化させるだけ）
 空気摩擦力変数をモデルに加えたが、その理由を明確には述べてい
ない
 Marije and Lola ペアの特徴、まとめ
 個々の定量に焦点を当て、変数間の関係について考慮していない
 経験的知識について言及しておらず、主張する際に証拠を用いてい
ない
 推論プロセスにかかった時間の割合（%）とモデルスコア【Table.1】

 Table.1 の分析からわかった課題
 エピソード数が多かったため、各推論プロセスに明確に判別するこ
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とができていない
→新しい推論プロセスカテゴリーを加える必要がある
 推論プロセスの質の違いを明確化
→学習者の着目点（例：どのモデル要素に着目していたか）、事前
知識の使用に関しても区別し記録する必要がある
 モデル作成を行った学習者の推論プロセスを明確化
→推論の着目点とモデルで実装された下層の議論をコード化する


Code the Data
 記録のエピソード分割の基準(cf. Chi, 1997)
モデルを実行した時、15 秒以上何も話さなかった時、実験者がモデル
プロセスに干渉した時に記録を分割
 5 つの推論プロセスカテゴリー
(Analyse,Reason,Quantify,Explain,Evaluate)にさらに 4 つ加える
① Guiding by experimenter：実験者による指導、アドバイスを受けた
時
② Read and paraphrase：課題やモデル動作についての発話した時
③ Off taks：課題にそれほど関係のないテーマについて話す時
④ Other：分析を行っていない他プロセス（聞き取り不可能なつぶや
きなど）
 推論の焦点のコード化
① Quantity：数量についての議論
② Relation：数量との相互作用や関係についての議論
③ Model output：モデルで実行された出力についての議論（モデル出
力と実験データとの適合度合についての議論も含む）
④ Data points：グラフの実験データについての議論
⑤ Model structure：モデル構造についての議論（例：定数がどのよう
にモデルと関連付けられているのか）
⑥ Modelling actions/the tool：動作のモデリング、数量や関係性の加
算、削除についての言及
⑦ The assignment：モデリング課題についての会話(本研究では、ア
イススケータ課題について)
 議論タイプの分類
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None：推論中に特定した知識を言及しない
Physics knowledge：物理の公式、概念、専門用語を使用
Mathematics knowledge：数学の公式、概念、専門用語を使用
Experimental knowledge：経験的知識を使用
Correspondence between model graph and data：モデル出力と実
験データの適合、不適合について言及
⑥ Experimental data：モデルの適合については述べず、データポイ
ントについて言及
①
②
③
④
⑤

 コードの割り当ての基準とコードスキーマの表記【Appendix】
 コードの分類は 2 人の評定者で行い、評定者間信頼性は以下の通り
 推論過程カテゴリーコード：Cohen’s kappa = 0.742
 推論の焦点コード：Cohen’s kappa = 0.742
 推論タイプコード：Cohen’s kappa = 0.533



Quantitative Results
 ペアにより、プロトコルの合計時間やエピソード間の長さが異なるた
めプロトコルの合計時間を 100％とし、各タイプ別にかかった時間の
割合を計算【Table.2 と Table.3】
 Table.2 と Table.3 の数字は、各タイプにおける全ペアのプロトコ
ル時間の平均を表したもの
 推論プロセスタイプと推論中の焦点タイプでかかった平均時間割合
【Table.2】
 全ペアにおいて、Guiding by experimenter と Read and
paraphrase が時間をかけていた（赤/○）
 Quantity が最も高く（青/○）、数量間の関係に比べ個々の数量に
焦点を当てていた（青/□）
 推論プロセスタイプと推論中の議論タイプでかかった平均時間割合
【Table.3】
 Quantity において、モデルグラフとデータの適合度について頻繁
に議論されていて（赤/○）、一方 2,3 ペアのみ経験的知識を使用し
議論していた（赤/□）
 Explain では、割合が小さいため的が外れたカテゴリーであった（オ
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レンジ/○）
 エピソード間の推移を分析
 2 つの推論プロセス間の推移の調査はコード別に基づいて予想された
分析より重要性が高い
 推論プロセス間で重要な遷移を表したもの【Figure.3】
 それぞれの推論プロセス(Analyse/Evaluate /Read/Inductive
reasoning)を実行した後、実験者から指導を受けている
 3 つの推論プロセス(Inductive reasoning/Read/Quantify)では、エ
ピソードが多様にわたると持続する傾向がある

 推論プロセスのタイプが、学習者が作ったモデルの質と関連しているか
どうかを調べる
→スピアマンの順位相関を計算
 モデルスコアと数量の定量化に費やした時間との間で強い負の相
関関係がみられた (r=‐51,p=0.036)
 モデルスコアと経験的知識に関した数量間の関係についての
inductive reasoning 間で正の相関がみられた (r=0.46,p=0.049)
 モデルスコアと物理知識に関連した inductive reasoning 間で正の
相関がみられた(r=0.45,p=0.082)
Conclusion and Discussion
 First Research Question:
 推論プロセスタイプ、焦点が当てられたトピック、議論タイプの枠組み
より推論プロセスの特徴を述べることができた
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Second Research Question:
 成功したノービスモデラー
経験的知識や物理知識に関する推論で説明する傾向がある。また、モデ
ル構造を考慮しモデル全体に着目。
 成功しなかったノービスモデラー
狭い範囲の焦点を当てていた。また、モデルをデータと適合させるため
にパラメータを操作する時間が長い。
 議論せず、単にモデルとデータを適合するのに時間を費やしたノービス
モデルは質が低い
 予備知識を用いた推論に時間を費やしたノービスモデルは質が高い



Third Research Question
 遷移分析により、どの推論プロセスの後に実験者の指導を必要としてい
たのかがわかった



成功しなかったノービスモデラーの問題点
 モデルの適合程度を操作がしばしば見られ、その時間が費やされるほど
モデルの質を低くする
 複雑な現象を理解する手段としてモデルを使用することができなか
ったため
 平均的に、予備知識を用いた議論があまり行われていなかった
 コンピュータモデルを自らモデル化した現象概念に関連付けること
が困難であったため(de Jong & vanJoolingen,1998)
 1 つの変数のみに注目する傾向
 変数間の相互作用について考えることが困難であったため
 学習者は PowerSim の動的モデルで指導を受けたにもかかわらず、
PowerSim の形式を理解することが難しかった
 動的モデルはノービスモデラーにとって複雑であり、もっとモデル
使用の経験を積むべきである



ノービスモデラーがモデル操作上で困難であった事柄に対応できるように、
さらに調査を行う必要がある
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参照：PowerSim 操作“Computerondersteund modelleren: Basishandleiding
Powersim”
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