
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
	 	 *b1011205@fun.ac.jp 
	 	 †函館市亀田中野町 116 番地 2 公立はこだて未来大学 
    ‡函館市亀田中野町 116 番地 2 公立はこだて未来大学大学院 
 

1 はじめに 

	 近年，実践的な ICT(Information and Communication  

Technology)人材の育成を目的にソフトウェア開発をテ

ーマにした PBL(Project Based Learning, 以下で述べる

PBLは，ソフトウェア開発 PBLのことを指す)を実施す

る高等教育機関が増加している[1]．PBL参加者は，チー

ムでのソフトウェア開発の経験が浅く，各工程で行うべ

き項目や，その内容がわからないという現状がある[2]．

このような現状は，ソフトウェア開発の基礎知識・基礎

技術を持っていないことや既に持っている知識・技術で

も利用・応用ができていないこと，PBL開始時点で未学

習の知識・技術が開発に必要になることから生じる．PBL

参加者は不足する知識・技術を，プロジェクトの進行に

あわせて学習する必要がある[3]．PBLにおいて必要な知

識の習得には，教員による講義や講習会など，学生が受

動的に学習するフォーマル学習と，フォーマル学習で不

足する知識を補完するために学生が自ら主体的に学習

するインフォーマル学習がある．インフォーマル学習で

は講義資料やWebの情報サイト，書籍等の教育コンテン

ツを用いて学習を行っている．PBLでは，各 PBLで独

自の問題点や疑問点が生じる場合がある．インフォーマ

ル学習のみでは独自の問題点や疑問点は解決が難しい

ことからチームメンバや TA(Teaching Assistant)，教員か

らアドバイスをもらうことで疑問を解消することも必

要である．インフォーマル学習による知識の補完がうま

くできないと，工程遅延や品質の低下など開発に影響が

出る．以上の背景より，PBLでの活動を効率的に行うた

め，フォーマル学習では足りない知識を補うと共にチー

ムメンバ等からアドバイスを受けることが可能なイン

フォーマル学習の仕掛けが必要である． 

	 本研究では PBLを対象に，PBL参加者のインフォー

マル学習の支援を行うことを目的とする．この目的を達

成するために，PBLの進捗に合わせて必要な知識・技術

を提示し，学ぶことができる学習支援システムを構築す

ることを目標とする． 

 

3 関連研究と研究課題 

3.1 関連研究 
	 本研究の関連研究として，ソフトウェア開発 PBLの各

工程で必要になる成果物を木構造で提示する学習シス

テムの構築がある[2]．この学習システムの目的は，ソフ

トウェア開発の各工程間の関連を理解させるとともに，

工程ごとに作成する成果物について理解させることで

ある．木構造で教育コンテンツを提示しているものをタ

スクツリーと呼ぶ．タスクツリー上に工程ごとに教育コ

ンテンツを提示することで，どの工程でどのような成果

物を作成するべきなのかを可視化することができる．タ

スクツリーを図 1に示す．タスクツリーには各工程で作

成するべき成果物の説明へのリンクが貼られており，各

工程の成果物ごとに知識・技術の学習が可能になってい

る．各工程で作成する成果物が木構造で提示されている

ため，PBL参加者の習得済みの知識に無い成果物も学習

することが可能である．成果物の説明およびプロジェク

ト進行の上で疑問点や懸案事項が生じた場合に，チーム

メンバと TA へ質問を投げかけることができるコメント

機能も備えており，疑問点，懸案事項の解決・共有を促

すことができる．タスクツリーは，公立はこだて未来大

学において過去に行われた PBLの中で，ベストプラクテ

ィスと呼ぶことのできる１プロジェクトを参考に，開発

工程ごとにそのプロジェクトで作成された成果物単位

で知識・技術を提示している． 

3.2 関連研究の問題点  

	 関連研究に対する問題点は以下の２点である． 

	 １点目に，学習資料は成果物単位で提示しているが，

成果物単位で提示することが PBL 参加者にとって PBL

での不足知識を補うために，有効な項目か，また，わか

りやすい提示粒度であるか不明という問題がある． 

	 ２点目に，コメント機能は，成果物ごとに疑問点等を

質問することが可能な機能であるが，PBLにおける疑問

点等は必ずしも成果物に関連した内容とは限らないと

いう問題がある． 
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	 本研究の目標である学習支援システムを構築する際

には，関連研究をふまえた以下の 2つの課題がある． 

(1) PBL進行段階ごとに適切な知識・技術の提示粒度の
検討 

PBL の進行段階ごとに，必要な知識や技術は異なる．

どのような進行段階ごとに知識・技術を提示するかを考

慮する必要がある．学習者に適切な知識・技術を提示す

るためにはどのような粒度で知識・技術を提示するとよ

いかを考慮する必要がある．この際に，PBL参加者の役

割やスキルレベルによっても必要な知識や技術が異な

る．PBL参加者ごとに，知識・技術を提示する際の適切

な粒度が変わってくることにも留意する必要がある． 

また，教育コンテンツの中で講義資料は講義時間ごと

に 1つのファイルとして管理・利用されている．このフ

ァイル単位は，PBL参加者が効率的に学習できる適切な

粒度ではないことにも注意しなければならない． 

(2) 知識・技術の提示のみでは解決が難しい問題点や疑
問点への対応 

	 発表会の準備等，(1)の知識・技術の提示のみでは解決

が難しい問題点や疑問点が生じることがある．生じた問

題を解決するためには，チームメンバや TA，教員から

アドバイスを受けるなどの，情報共有を行う必要がある．

PBLにおける全ての問題点や疑問点に対して質問を行

ったり，解決策やアドバイスなどの情報共有を行ったり

できる場が必要である．  

4 課題に対する解決アプローチ 
	 3.2節での課題に対して，以下の 2点の解決アプロー
チを示す． 

4.1 PBLの進行や役割，スキルレベルに合わせた教育コ
ンテンツの提示 

	 3.2(1)の PBLの進行段階ごとに適切な知識・技術の提

示粒度を検討する必要があるという課題については，教

育コンテンツを PBLの進行に合わせて適切な状態で提

図１．タスクツリー 
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示することで解決する．関連研究をふまえ，提示する適

切な進行段階として基準になる指標を，SWEBOK2004[4]，

共通フレーム 2013[5]，J07-SE[6]の３つの知識体系を参

考に考察する．この 3つの知識体系から基準となる指標

を検討する理由は，ソフトウェア開発における知識体系

を調査することで知識・技術をどのような区切りやプロ

ジェクトの進行段階で分類し，どのような粒度で提示し

ているのかを調査・参考にするためである． 

	 PBLの役割やスキルレベルに合わせて提示すること

については，教育コンテンツの内容を変更可能にするこ

とで PBL参加者ごとに適切な知識・技術を提示する．例

えば，プロジェクトリーダであればマネジメントに関す

る情報を重視して提示する．プログラミング等の技術担

当であればマネジメントに関する情報よりも技術や具

体的な利用方法について重視した内容を講義資料を提

示する際の適切な粒度に関しても考慮する． 

4.2 チームメンバや TA，教員と交流を行う掲示板機能 

	 ３.2(2)の知識・技術の提示のみでは解決が難しい問題

点や疑問点への対応に関する課題についてはチームメ

ンバや TA，教員と交流を行う場を設けることで，話し

合い，アドバイスを円滑にさせるための仕組みづくりを

することで解決する．各教育コンテンツに対応したコメ

ントができる他，掲示板を作成し，教育コンテンツに依

存しない情報についても質問や共有することが可能に

する．この掲示板機能を設けることで，発表会の準備に

ついてなど，教育コンテンツに依存した質問以外にも対

応が可能になる．以上の機能を用いることで疑問点・問

題点の解消や共有を行う． 

 

5 知識体系の調査 

	 4章において述べた 3つの知識体系を調査した結果を

表 1にまとめる．調査の観点としては，各知識体系がプ

ロジェクトの進行に関連した説明が行われているか，知

識・技術を説明する際の粒度という２点である． 

	 共通フレーム 2013は「プロセス」と呼ばれるまとま

りごとに行うべき活動の手順が書かれている．このため，

PBLの進行段階に合わせた資料の提示には共通フレー

ム 2013を参考にすることが適していることがわかる．

関連研究ではソフトウェア開発工程毎に知識・技術を提

示していたが，共通フレーム 2013の「プロセス」はソ

フトウェア開発工程をさらに詳細化してある．上述した

理由より，本研究では「プロセス」毎に知識・技術を提

示することとする． 

	 どのような粒度で知識・技術を見せているかという点

に関して調査した結果，3つの知識体系の全てが詳細ま

で知識・技術を載せていないことが明らかになった．し

かし，J07-SEに関しては，情報専門学科におけるカリキ

ュラム標準であることから，本研究で対象とする講義資

料との親和性が高い．また，J07-SEには「科目名」ごと

にどのような知識・技術を学ぶ必要があるのか記載され

ており，実際の情報専門学科における科目名と類似して

いる．以上から，各プロセスに対応する J07-SEの科目名

をもとに対象となる講義資料を提示する方針とする． 

表 1．知識体系の調査結果 

 SWEBOK 共通フレーム
2013 

J07-SE 

提示

のタ

イミ

ング 

プロジェク

ト進行に関

連して説明

がされてい

ない 

プロジェクトにお

けるソフトウェア

開発工程に関連し

て作業内容が説明

してある 

プロジェク

ト進行に関

連して説明

がされてい

ない 

どの

よう

な粒

度で

知

識・

技術

を見

せる

か 

知識・技術が

詳細まで述

べられてい

ない 

主に工程の各プロ

セスの手順しか述

べられておらず，

知識・技術の詳細

がわからない 

知識・技術

の内容に言

及されてい

ないが，講

義資料と親

和性が高い 

	  

6 提案システム 

	 4章での解決アプローチと 5章での調査に基づいて，

CMS(Content Management System)を用いて支援システム

を構築する．各コンテンツ間のつながりを実装すること
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が容易であること．さらに，役割によって提示する資料

の粒度を変更できる機能の実装に向いていることから

モジュール拡張型 CMSである Drupal[7]を用いたシステ

ム構築を行う．今回は，教育コンテンツのうち，講義資

料に限定してシステムを構築する．図 2に提案システム

の全体像を示す．システムは教育コンテンツの提示機能

とコメント機能からなる．教育コンテンツの提示機能は，

PBLの進行に合わせて必要になる知識や技術の資料を

提示する機能である．コメント機能は，各教育コンテン

ツ内で疑問や共有すべき情報が生じた際にその内容を

コメントとして残し，他のメンバーや TA，教員と交流

や情報共有を行うことができる機能である．学生は各工

程で教育コンテンツの閲覧機能を用い，教育コンテンツ

によって知識・技術の学習を行う．その際に疑問点等が

発生した場合は，コメント機能を用いて質問や，交流を

行うことが可能である．コメントを閲覧した TAや教員

は学生の悩んでいる点について把握することが出来る

とともにアドバイスを行うことが出来る．

 

図 2. システム全体像 

 

7 実験・評価 

	 6章で述べたシステムを構築し，PBL参加者のインフ

ォーマル学習が効率的に行われるか実験を行う．実験の

際には，ある仮想シナリオを提示し，そのシナリオに従

い提案システムを利用して学習を行わせる．シナリオに

は，被験者の，プロジェクトにおける役割と現在の開発

工程が書かれており，その開発工程で必要となる知識・

技術について調べてもらう．調べた後に開発工程ごとに

知識・技術に関する問いに答えてもらい正答数を測る．

提案システムを用いて学習した場合と，提案システムを

用いないで学習をした場合の行動についてアクセスロ

グを用いて比較するとともに，アンケートによる評価や

正答数の違いによって有用性を示す． 

 

8 おわりに 

	 本研究は，PBLにおけるインフォーマル学習の支援を

目的に，PBLの進行に合わせて適切な教育コンテンツを

提示するシステムの検討と有用性を評価する方法を検

討した．適切なコンテンツ提示のためにソフトウェア開

発 PBLを対象とした学習システムの構築を行う研究や

SWEBOK2004，共通フレーム 2013，J07-SE等ソフトウ

ェア開発における知識体系を調査・参考にした． 

	 今後は，教育コンテンツを PBLに適した知識・技術と

して提示する粒度の検討と，チームメンバや TA，教員

と交流を行うための仕組みの検討を行う．講義資料に限

定した知識・技術の提示のみでは，PBLを行う上で必要

な知識・技術の全てを網羅することは出来ない．この問

題を解決するため，講義資料の閲覧だけではわからない

点については関連するWebページを推薦するような他

の教育コンテンツと連携する仕組みづくりも行ってい

く．  
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