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概要
アクティブラーニングの導入により学習評価に変化が現れ，成果物のみの評価軸に，た
とえば学習プロセスを加えるような工夫がある程度進んできた。しかし，新型コロナウイ
ルス禍に伴う教育 DX の急加速により授業のスタイルは激変し，従来の方法をそのまま適
用することが難しくなった。最近のソフトウェアでは，授業内外における学習活動を個別
に記録できるものも多くなってきたものの，まだ操作履歴の域を脱しているとは言い難い。
各学生の学習プロセスを適正に分析するためには，以前から記録されてきた活動（操作）
記録に留まらず，学生間の相互影響度を判別できる情報などが必要となる。
本セッションでは，こうした情報などを積極的に提供しようとする魅力的な取り組みや
種々のツールについて紹介し，これらがどうあるべきかについてディスカッションする。

1 はじめに
新型コロナウイルス禍（以後コロナ禍）により，
授業のオンライン化が急拡大してきたが，主な目
的は感染拡大を防止するための措置であったため，
この授業スタイルの変化は授業関連情報を単にデ
ジタル化する教育の ICT 化に留まっているようで
ある。しかしながら，このコロナ禍は，教育の在り
方を再定義し，変容することを目的とする教育 DX
を急速に推し進めるきっかけにもなり，文部科学
省は「デジタルを活用した大学・高専教育高度化
プラン[1]」により，各大学の先進的な取り組みを
誘発・支援している。
一方，教員からの一方向的な講義形式の教育と
は異なり，学修者の能動的な学修への参加を取り
入れたアクティブラーニングが導入されたことに

より，学習成果を評価対象とするだけでなく，学
習プロセスも評価指標に加える取り組みが増えて
きた。こうした学習プロセスを把握するには，さ
まざまな学習活動を記録する仕組みが重要となる。
最近のソフトウェアでは，授業内外における学習
活動を個別に記録できるものも多くなってきたも
のの，まだ操作履歴の域を脱しているとは言い難
い。各学生の学習プロセスを適正に分析するため
には，以前から記録されてきた活動（操作）記録に
留まらず，学生間の相互影響度を判別できる情報
などが必要となる。
本セッションでは，教育 DX に寄与するため，
学習プロセスに関する情報にはどのような項目が
あるのか，またそのような多種多様な情報をいか
にして記録して活用するのか等，現有ツールの機
能やその拡張性についてディスカッションする。

図 2 絵文字でのリアクション

図 1 米国非営利団体 EDUCAUSE が
定義する 2021 Top IT Issues[2]

2 Microsoft 365 Education の活用
（日本マイクロソフト株式会社）
高等教育の存在意義が，従来の「高度な教育の
提供」から，「学生が学業やキャリアの目標を達
成するための支援＝Student Success」へと再定
義される(図 1)[2]中，どうすればオンライン授業
において Student Success を実現できるのか。
マイクロソフト社は，その一つの解決策が「オン
ラインコミュニケーションの活性化による一体感
の創出」であると考えている。
新型コロナウイルス蔓延による強制的なオンラ
イン授業によって，多くの学生・教職員は，想像し
ていたよりも効率的に遠隔地で学び，働くことが
できることに気づかされた。この世界的な認識に
より，今後，対面授業が主であった元の状態に戻
ることは考え難く，双方の良いところが選択され
たハイブリッド授業が主流になると予想できる。
一方で，コロナ禍において授業が対面からオン
ラインに移行し，孤独を感じる学生が増加してい
る[3]。このような，改善されるべき環境にもなり
得るという問題が存在することも忘れてはならな
い。従来型の LMS は，この課題を解決するための

図 3 Education Insights を用いた
他者へのリアクションログの取得
ーションツールで，オンライン会議だけでなく，
チャットや通話，ファイル共有をはじめとしたあ
らゆるコラボレーションのハブとなり，サードパ
ーティーが提供するものを含めさまざまなアプリ
ケーションを追加して情報を集約できる。そのた
め，マイクロソフト社は Microsoft Teams を，
「コラボレーションプラットフォーム」と位置付
けている。Microsoft Teams は 2017 年のサー
ビス開始後，2021 年 4 月時点では日経 225 企
業の 94%が Microsoft Teams を利用するまで
に拡大した実績がある。
そして，この Microsoft Teams に課題や成績
管 理 機 能 ， デ ジ タ ル ノ ー ト で あ る OneNote
Class Notebook などさまざまな教育向けの機
能 を 追 加 し た も の が Microsoft Teams for
Education（以下 Teams for Education）である。

仕組みを持っていたのだろうか？本セッションで
は，Microsoft 365 Education の活用を通して，
どのようにこれら上述の諸課題を解決できるかに
ついて解説する。

2.2 Education Insights を使った他者への
リアクションログの取得
リアルタイム分析ツール Education Insights
は Microsoft 365 Education アプリケーション

2.1 Microsoft Teams for Education を活用
した学生の相互作用の可視化と促進

から利用データを収集し，Teams for Educa-

Microsoft 365 とは，基盤となる OS として

捗状況など学生の個人のアクティビティを中心と

の Windows，Word / Excel / PowerPoint に

した学習ログを閲覧できる機能を有する。その中

代表される Office アプリケーション，そしてセ

には，他者へのリアクションを可視化する機能が

キュリティソリューションから構成される製品パ

あり，たとえば，Teams for Education のチャ

ッケージである。そしてこの Microsoft 365 に

ットの投稿に対する「いいね」や絵文字でのリア

含まれる Microsoft Teams は総合的なコラボレ

クション（図 2）などの回数を確認できる(図 3)。

tion 上でファイルの閲覧・編集回数や課題の進

2.3 Open Edu Analytics を使った学生の
相互アクティビティログの取得

には，ほとんどの教育機関が休校を余儀なくされ
た。文部科学省では，同年 3 月には小学校・中学

Education Insights が基本的に個人のアクテ

校・高等学校に対して早期に情報提供するため，

ィビティを可視化する機能であるのに対し，学生

各地域や学校から収集した臨時休業の状況やそれ

の相互アクティビティを可視化することができる

ぞれにおける取り組みを整理した資料[5]を公開

サービス Open Edu Analytics も利用できる。

し始めた。一方，高等教育機関に対しても継続的

たとえば，ユーザーへのメンション，絵文字を使

な調査を実施し，その結果を公表してきた。たと

ったリアクション，あるチャネルに投稿されたメ

えば，上述の宣言から 2 ヶ月後の 2020 年 6 月 1

ッセージへのリプライといったアクティビティを

日の報告[6]からは，全国の大学等の 99％以上で

ログとして取得する機能を有している。

授業を実施しているものの，その実施方法につい

Education Insights と Open Edu Analytics

ては，約 60％が「遠隔授業のみ」，約 30％が「面

を組み合わせて活用すると，たとえば，他者との

接・遠隔の併用」として，授業を再開しているこ

コミュニケーションの頻度と学習成績の相関関係

とが読み取れる。新型コロナウイルス感染症の拡

を調べることが実現できる。

大により，従来型の対面授業と併せて，学外から

2.4 Teams for Education とチャット Bot を活
用したコミュニケーションの活性化

授業へ参加するオンライン授業の，いわゆる“ハ

Teams for Education を効果的に活用した，
学生間での相互コミュニケーションの促進事例と

イブリッド型授業”への転換の兆しが現れている
とも言える。
3.2 “ハイブリッド型授業” に必要なものは？

して，オーストラリアの Dr. David Kellermann

では，従来の対面授業に比べて，オンライン授

(The University of New South Wales) は

業について，どのような違いやメリットがある

Q&A ボットを用いた学習コミュニティを育成し

か？学生にとっては，自宅等ネットワーク環境が

ている[4]。この Q&A ボットは，学生に質問さ

整備された場所であれば授業へ参加でき，質問も

れると，Q&A ボットはその学生がどのクラスに

気軽にチャットで行うことができるなど，オンラ

いるのかを調べて担当の TA に自分のクラスの学

イン授業に対するメリットを挙げる声も多い。教

生が質問してきたことを知らせ，TA が学生に直

員や事務職員等，学校側の視点でハイブリッド型

接回答する。次に別の学生から同様の質問を受け

授業を円滑に行うためには，従来の授業への準備

た場合，Q&A ボットは，
「この質問は〇〇君が知

と併せて，遠隔から多くの学生がリモートアクセ

っているよ。聞いてみて」と助言し，最初に質問

ス可能な仕組みを整備し，オンライン授業の配信

してきた学生に聞いてみるように促す。こうした

をスムーズに行う必要があるなど，ハイブリッド

学生間の橋渡しにより，学生同士の学習コミュニ

型授業へ対応するための，学校側の負荷は大きい。

ティが形成・成熟されていく。質問された学生に

さらに，オンライン授業では，ゼミやグループワ

とっても，答えるためには TA に教えてもらった

ークを円滑に行うことが難しいとの声が学校，学

ことを理解していないと他の学生に教えられない

生の双方から挙がることが多い。

ので，さらに理解が深まる。その結果，オンライ
ン授業によって生まれた孤立感は薄れ，学習者の
習熟度が上昇する。

3.3 オンライン授業の実施をサポートする
“Dropbox Business”
Dropbox では，オンライン授業を円滑に行う

3 オンライン環境下における円滑な授業
開催と学生への適正な学習評価のため
の仕組み（Dropbox Japan 株式会社）

来型のオンプレミスファイルサーバでは難しかっ

3.1 教育機関における新型コロナウイルスの影響

た，スマートフォンやタブレットによる学外から

世界全体を取り巻くあらゆる環境を大きく変え
ることになった新型コロナウイルス感染症の拡大
は，教育機関においても，これまで経験したこと
のない未曽有の状況となった。
第 1 回緊急事態宣言が発令された 2020 年 4 月

ための様々な機能やサービスを提供している。
Dropbox のクラウドストレージ活用により，従

のアクセスが容易になり，必要なコンテンツへ見
たい時にセキュアにアクセスが可能となった。ま
た，ファイル共有機能や，共同編集ツール
Dropbox Paper の活用により，教員と学生間に
おけるグループワークを牽引し，共同研究による

成果物についても，ファイルリクエスト機能によ

4.1 学生の積極性を引き出す（Slido 等）

り，海外にいる研究者からも回収することができ

一般企業では DX の推進により会議へのオンラ

る。さらには，Zoom の録画機能を使って撮影

イン参加者の割合は 8％から 98％とこの 2 年間

したオンライン授業を Dropbox のストレージへ

で急激に増えている。そのため，企業はオンライ

保存することにより，学生は自分が見たい時にい

ン参加者をオブザーバーとしてではなくアクティ

つでも授業内容を確認することができる。ここで

ブな出席者として意見を反映する仕組みを定着さ

は，Dropbox Business によるオンライン授業

せることに腐心している。教育機関においても同

への対応事例[7]を紹介する。

様の課題が存在する。セッション当日は，学生の

3.4 オンライン授業における，学生への適正な評価
をサポートする “DocSend”

関与を促すためのグループワークやフィードバッ

オンライン授業を進めて行く中で，新たな課題

に Webex の一員となったレスポンスシステム

も浮き彫りとなってきた。それは教員による，学

Slido は投票やクイズ，ワードクラウドなど教育

生に対する適正な評価が，従来の対面授業と比較

機関でも既に多数の実績を有しており，Webex

して難しい点である。特に学生が積極的に授業に

Educational Offer に含まれて提供されている。

参加しているか，グループワークにおいても積極

4.2 参加者の集中力を引き出す
（Webex スマートオーディオ等）

的に発言し，意見を述べているか等，“成果”だ
けではなく，“姿勢”も考慮してきちんと評価し
ていきたい，との要望が増えてきている。

クの共有を支援する機能を紹介する。なお，新た

学生が授業へ参加する場所が多様化することに
よって，授業を進行する上で新たな障害となるの

Dropbox Paper をグループワークで活用する

がノイズである。自宅やラーニングコモンズなど

ことにより，誰が，どのようなコメントをしたの

のフリースペースからリアルタイムで授業へ参加

かなどをコンテンツ内にすべて集約できる。この

する場合，周囲のノイズをマイクが拾ってしまい，

機能により，共同編集者となる学生を含め，どの

他の参加者の満足度・理解度が下がってしまう。

学生がどの程度グループワークに積極的に関わっ

Ver.41.9（2021 年 9 月）以降の Cisco Webex

たかをお互いが Paper 上で確認できる。

では AI で自分の声のみを認識し，ノイズキャンセ

また，Dropbox 社は，ドキュメント共有ツー
ルを提供する DocSend を買収した。将来的には，
Dropbox と連携し，共有したファイルに対して，
誰が，どれくらいの時間，どのページを参照した
のかを詳細に把握できるように拡張することが予
定されている。この機能が提供されることで，課
題として学生に共有したファイルに対して，学生
毎の学習時間をトラッキング可能となる。
（DocSend の統合については 2021 年 9 月時点
で正式なリリース時期が決定していないが，セッ
ション当日に簡易デモを紹介予定である。）

ル機能を提供する My voice only mode が実装
され，利用シーンの拡大が支援されている。
4.3講義中の臨場感を生み出す（Webex device）
オンライン上でのエンゲージメントを増やす上
ではソフトウェアだけではなく，ハードウェア面
でも工夫が必要である。特に教室から参加してい
る学生の雰囲気を高画質で共有することは，オン
ライン参加者の集中力だけでなく教室から参加し
ている学生との一体感を高める上で有用である。
Cisco Webex Room シリーズでは多様な講義形
態を実現する専用端末を持っており，セッション

4 インクルーシブな授業の実現に向けて
（シスコシステムズ合同会社）

当日は，それぞれで想定する利用シーンや国内外

教育機関におけるデジタル環境の利活用が進展
することにより，オンラインもしくはハイブリッ

4.4 キャンパスの再開とデジタルコンバージェンス
（DNA Spaces）

ド環境で学生のエンゲージメントレベルを高める

最後に Webex とは異なるがシスコが提供する

ための試行錯誤が続いている。シスコシステムズ

Wi-Fi の位置情報クラウドをうまく活用し，学生

社がクラウドで提供するリアルタイムコミュニケ

の行動分析に結びつけている海外の事例について

ーションサービス Cisco Webex ではハードウェ

取り上げる。この取り組みは，対面授業の段階的

アおよびソフトウェアの観点から様々な機能が随

な再開が行われている国内の大学においても，同

時追加されている。

様のメリットが得られるものと考えている。

での実践例を紹介する。

5 Mathematica の活用
（Wolfram Research Asia Limited）

を有するので，その中から選択して目的のドキュ

アクティブラーニングが導入され，学習者が能

ントも Mathematica の構文で構築されていて，

動的に学ぶようになっても，理工系の教育は，理

掲載されている例題はそのまま実行できる。様々

論的な枠組みの中で議論するための道具として

なパラメーターやデータ，あるいは使われている

様々な計算技法を習得する必要がある。しかしな

他の命令も編集可能であり，その場で試行錯誤が

がら，現実の問題においては，厳密に計算できる

できるので作業効率はとても高い。

メントに効率的に到達できる。さらに，ドキュメ

例題はごく限られていて，結果もさほど印象的で

インターネット接続があれば，Wolfram 社の

なく，応用力をつけるのは難しい。そこで，発想

サーバーが提供する自由形式入力というユニーク

を転換して，計算をすべて機械（ソフトウェア）

なインターフェースを利用できる。たとえば、あ

にまかせ，学習者は，所与の問題を解くために，

る関数のグラフを描画したいときに“draw a

どの計算技法（関数）を用い，必要なパラメータ

graph of sinx”という平文を入力すると，自然

ーの値を設定するかを考えることに集中する環境

言語処理サーバーがそれを解釈して適切な命令群

を提案する。さらに，計算結果を高度な可視化機

を生成し，それを手元の Mathematica が実行し

能，音声，ビデオで表現することと組み合わせる

て，グラフを描画する。その際，どのように解釈

と，関数のパラメーターの意味や，データの性質

したのかという情報と，生成された命令も表示さ

を直感的に捉えることが可能となり，学習者の興

れるので，上記のインタラクティブなドキュメン

味を自然に引き立てる効果が得られる。

トで更なる調整も簡単にできる。

そのためのツールとして，Wolfram 社の主力

5.3 高度なインタラクティブ性の簡単に利用

製品 Mathematica の特徴について，以下，代表

実務において解くべき問題は，通常，いくつか

的な機能を紹介する。なお，さらなる詳細は[8]や

のパラメーターを含んでいる。このような場合，

[9]を参照されたい。

パラメーターの変化に応じて処理結果が変化する

5.1 人間の感覚に近い言語仕様

様子が簡単に可視化できると学習者の興味を喚起

Mathematica の命令は Wolfram Language

できる。たとえば，正弦関数 sin(x)は，振幅 A，

として製品から独立しており，他の製品，たとえ

波数 k，位相 p というパラメーターを持つ。これ

ば，SaaS 型の Mathematica | Online などにも

らを変化させることで，グラフの形はどう変わる

実装されている。その最大の特徴は，関数型プロ

のか，さらに複数の正弦関数を重ね合わせること

グラミングの特徴を活かした，人間の感覚に近い

で，どうなるのかという問題を取り上げる。一般

プログラミングが可能という点である。自然科

的には，典型的なパラメーターの値の組み合わせ

学・社会科学の各分野でよく使われる用語がその

でグラフを描き，それ以外は頭の中で補間するし

まま命令になっていて，略語として覚える必要が

かないが，“plot A sin(x) with {A,1,2}”とい

なく，シンタックスも柔軟に設計されていて，問

う平文を前述の自由形式入力として実行させると，

題に合わせて入力できる。また，Mathematica

ユーザーがパラメーターA を自由に変化させるこ

はデータとそれらを計算する関数という思想が徹

とのできる小さなアプリケーションが表示される。

底されており，任意の形式のデータを関数で処理

また Manipulate 命令では，より複雑なケースに

し通常では考えつかないような興味深い結果を提

も対応できる。言語仕様によって，数値計算も厳

示して，ユーザーに知的刺激を与える。すなわち、

密計算と同様に扱えるので，パラメーター付きの

専門分野のサイロ化から，より学際的な思考法へ

数値計算を実行することも可能である。

の脱却の一助となり得る。

5.4 リッチな入出力形式

5.2 ハイレベルなユーザー・インターフェース

テキストや数値データに加え，画像・音声・ビ

分野横断的に最新機能を取り込んで開発されて

デオなどの様々な形式も数値データと同様な関数

いるため命令数も多いが、通常使われる用語名を

で処理できるため幅広い用途に使用できる。たと

キーワードにしてヘルプファイルを検索する機能

えば，Mathematica がインストールされている

に加え，入力された用語（あるいはその一部分）

コンピューターがウェブカメラを装着していれば，

から，類推される命令の一覧が示される支援機能

リアルタイムのビデオ画像を取り込んで，それら

を画像処理した結果を表示することも可能である。

6 おわりに

通常，これを行うためにはビデオ処理や画像処理

各社が提供する現行のツールによりどのような

の関数を組み合わせたプログラムを製作する必要

ことが実現でき，さらに発展できるのか，具体的

があり，誰にでもできることではない。一方，

に提示した。こうしたツールは，学生たちが取り

Mathematica では関連するコマンドを数個組み

組む学習活動を活性化させ，学生間のコミュニケ

合わせるだけで実現できる。さらに，画像処理の

ーションを促すことができる。今後実装される機

関数をパラメーターとして前述の Manipulate 関

能も大いに期待できる。教育 DX が進んでいく中，

数を使って，さまざまに試せば，多様なアプリケ

新たな取り組みのヒントとなれば幸いである。

ーションを簡単にプロトタイピングできる。昨今
のグローバル化に伴うイノベーションのサイクル
の短期化においては，このようなワークフローも
重要であると思われる。
5.5 計算可能データ
単に高機能な関数を多数提供しているだけでな
く，それらが処理する対象であるデータを提供し
ていることも注目に値する。自然科学のデータ以
外にも社会科学のデータや，最近注目されている
地理情報も大量に含まれている。しかも，それら
は Wolfram Language のハイレベルな関数で計
算できるように Entity 形式で統一されていて，
データサイエンスの基本と応用を簡単に学習し，
実践に供することも可能である。
5.6 機械学習
最新の技術を取り込み続けている Wolfram
Language はもちろん，ここ数年注目を浴びてい
る機械学習の機能も早くから実装している。ここ
でも，これまで述べたようなハイレベルな設計思
想が貫かれており，ユーザーが自ら高度なプログ
ラミングやパラメーター探索をすることなく，興
味深い結果を簡単に得られる。数多くの学習デー
タとそれを学習して得られたニューラルネットが
Wolfram 社のウェブサイトで公開されている。
5.7 共有のための仕組み
これまで述べたような面白いアプリケーション
を作成したら，個人で楽しむだけでなく，他人と
共有してフィードバックをもらい，さらに発展さ
せるプロセスが重要である。5.1 で述べたように，
SaaS 型の Mathematica | Online を使えば，
Wolfram 社が提供するクラウド上で，簡単に共
有できる。ファイル全体を共有することはもちろ
ん，アプリケーション単体をパブリックにデプロ
イすることも可能で，用途に応じて使い分けるこ
とができる。アプリケーションとして，アンケー
トのようなフォームを作ることも可能で，ウェブ
サービスのプロトタイピングとしても活用できる。
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