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要旨 
 

 

情報システム開発においてモデリングはその後の設計・実装を左右する重要な位置

を占めるものであり、モデリング教育は情報系の高等教育機関に求められる教育とし

て期待の大きな科目の 1つである。とはいえ、モデリングの目的、実施方法や良いモ

デルへの判断基準などは単純に言い表しにくいものであり、初学者にとっては学習に

困難を感じやすい科目ということができる。 

静岡大学におけるモデリング演習においても同様の問題を抱えており、その問題を

解決するために 2010年度よりモデリング演習を支援する Webコンテンツが提供され、

演習時に学生に利用されている。報告者はティーチングアシスタントとしてモデリン

グ演習に参加したが、2010年度の受講生のアンケートから有用であるという評価を得

た Webコンテンツを提供しても学生の利用が十分でなく、モチベーションの高まらな

い学生が少なくないことに気づいた。また利用している学生においても、コンテンツ

を演習のグループで共通して参照して、コミュニケーションを活発にするには至って

いないなど、幾つかの問題点あることに気づいた。 

本研究では、静岡大学情報学部のモデリング演習における「モチベーション不足」

「コミュニケーション不足」といった問題点を、現状のコンテンツを拡張した新しい

システム体系を構築して解決していく事を目的とする。またモデリング演習へのシス

テム導入を通じて、モデリング演習一般に適用可能なシステム機能を明らかにする事

を目的とする。 

開発したシステムは、マーケティングにおける AISASモデルに基づく「相互評価機

能」を用いた新たなシステムとして開発した。新システムは 2010年度より利用されて

いる Webコンテンツをそのまま踏襲し、さらに新しいコンテンツとして、演習を受け

ている学生と同時に受けている学生の成果物を掲載する。相互評価機能とは、それら

コンテンツを学生が相互に評価しあい、学生が他の学生の成果物を参照し、教員、TA

が褒めることができる機能と、参考になったコンテンツを評価し、システム内で共有

することで学生同士が演習を支援し合う機能を総称した機能である。 

開発したシステムは、実際に静岡大学におけるモデリング演習にて公開し、演習を

受ける全ての学生から利用された。演習終了後の 73名中 67名の学生から得た感想で

は 52名、約 77%の学生からシステムが有用である、または参考となったという感想を

得ることができた。 

さらに、本研究で開発したシステムが、モデリング以外の、グループで行われ、グ

ループ単位で成果物の独自性や一貫性を競うような演習への適用性に関して考察した。 
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第1章 本研究の目的 
 
1.1. 研究の背景 
 情報システム開発においてモデリングはその後の設計・実装を左右する重要な位置を占

めるものであり、モデリング教育は情報系の高等教育機関に求められる教育として期待の

大きな科目の 1 つである。とはいえ、モデリングの目的、実施方法や良いモデルへの判断

基準などは単純に言い表しにくいものであり、初学者にとっては学習に困難を感じやすい

科目ということができる。 
静岡大学情報学部情報システムプログラムを専攻する 2 年生は、「情報システムデザイン

演習」という科目の中で、情報システムの立案からユースケース図、クラス図、シーケン

ス図などを作成するモデリング演習が必修となっている。静岡大学におけるモデリング演

習も一般的なモデリングと同様に具体的なシステムとしての成果を出すことができないた

め、学生にとっては学習の意欲が低くなりがちな演習であると言える。その問題を解決す

るために静岡大学におけるモデリング演習のクラスでは 2010 年度より演習を支援する

Web コンテンツが提供され、演習時に学生に利用されている。報告者の一人はティーチン

グアシスタントとしてモデリング演習に参加したが、わかりやすい Web コンテンツを提供

しても学生の利用が十分でなく、未だモチベーションの高まらない学生が少なくないこと

に気づいた。また利用している学生においても、コンテンツを演習のグループで共通して

参照して、コミュニケーションを活発にするには至っていないなど、幾つかの問題点ある

ことに気づいた。 
 
1.2. 研究の目的 
 本研究では、静岡大学情報学部のモデリング演習における「モチベーション不足」「コミ

ュニケーション不足」といった問題点を、現状のコンテンツを拡張した新しいシステム体

系を構築して解決していく事を目的とする。またモデリング演習へのシステム導入を通じ

て、モデリング演習一般に適用可能なシステム機能を明らかにする事を目的とする。 
 
1.3. 論文の構成 
本論文は全６章から構成される。 
第１章では、本論文の背景及び目的を示し、論文の構成について述べた。 
第２章では、先行研究として、現在「情報システムデザイン演習」で用いられている「モ

デリング演習支援システム」の概要とシステムの問題点について分析する 
第３章では、第２章で分析したシステムの問題点についての対策案の策定や、どのように

システム化するのかという方針について述べる 
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第４章では、具体的な機能についての概要を示し、それぞれの機能を Google App Engine
を用いて実装するための実現方法について述べる 
第５章では、利用した学生に対するアンケート結果と、Google Analytics を用いたシステム

のアクセス解析ついて述べる。 
第６章では、結論と今後の展望を述べる。 
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第2章 静岡大学におけるモデリング

演習の分析 
 
2.1. モデリング演習の概要 
 静岡大学における情報システムデザイン演習は、静岡大学情報学部情報システムプログ

ラム2年生約80名を対象とした必修の講義である。学生はまず4人一組のグループに別れ、

さらにそのグループを前半、後半の２つに分け別々の教員が講義を行なっていく。(図 2-1） 
 

 
図 2-1 演習の流れ 

 
実施される２つのテーマは、 
 
 「業務機能分析設計（モデリング）演習」 

自分たちに身近なシステム（情報システムに限らない）を対象に、そのシステムがよ

り良くなるような機能を追加した、または全く新しいシステムを立案する。その新し

いシステムに対し、システム開発の手順に基づき、要求仕様の確認、ユースケース図、

クラス図、シーケンス図といったUML（Unified Modeling Language）１で定義される
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図を作成していくシステム開発の上流工程を疑似体験する演習である。 
 

 「データベース設計構築演習」 
上のテーマと同じように、まずは身近なシステムをより良くするような新しいシステ

ムを立案する。その立案したシステムを対象に、そのシステムを実現するためのデー

タベースを設計、MySQL２を用いて実装し、SQLを用いて実際に操作する演習である。 
 
この２つのテーマはすべて４人一組のグループで行われ、それぞれのテーマの最後には

他のグループに対しての成果発表の時間が設けられる。この講義の目的はモデリング手法、

データベース構築手法を身につけるのはもちろんのこと、グループでの演習を通して、実

社会にでると避けることのできない、グループでの作業を体験することも大きな目的の一

つとしている。この体験を通して、学生はグループ内での意思疎通や意思統一の難しさを

学ぶことができる。 
モデリング演習はオブジェクト指向に基づき、設計プロセスの中でも特にビジネスモデ

リングを対象にした演習である。ビジネスモデリングは設計者が対象業務の問題点を分析

し問題を定義するところから始まり、定義した問題点に対して対策案を練り、システムを

立案、他の関係者（演習では他のグループ）に対してわかりやすく伝達するためにモデル

化するところまでを指す。ビジネスモデリングには唯一の解がなく、学生にとってはシス

テム開発の経験がないことも加え、非常につかみにくい演習であるといえる。そのため先

行研究の報告者 ３は、モデリング演習のティーチングアシスタントを実施中、演習について

いけない学生が少なからずいることに気づき、その学生を支援するWebコンテンツを作成す

るに至った。 
 
2.2. モデリング演習支援コンテンツ 
この節では静岡大学におけるモデリング演習にて2010度より利用されているモデリング演

習支援コンテンツについての概要と、コンテンツが抱える問題点について述べる。 
 
2.2.1. モデリング支援コンテンツ 
 モデリング演習支援コンテンツは、大きく分けてモデリング演習支援ページ、モデリン

グ設計ノウハウページ、UML 技法支援ページの３つのコンテンツから成り立っている。そ

れらについて概要を説明していく。 
 
 モデリング演習支援ページ 

このページはモデリング演習の目的や、モデル設計アプローチに関する説明不足、

理解不足を解消するために、業務分析演習の流れに沿って、演習の意図や図の作成ア

プローチを記述したものである ４。それに加え、学生が対象とする業務を選択しやすく
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しシステム設計の難易度を下げるために、業務ひな形を提供している。それらの業務

ひな形は以下のとおりである。 
 

 「メッセージの処理」（レストランの受付/PC の修理窓口/旅行計画） 
 「モノの管理」（図書管理/体育館設備管理/プリンタ用紙管理） 
 「お金の管理」（合宿費用/アパート賃貸料/家計簿） 
 「人の管理」（アルバイト勤務/サークルメンバ/研究室配属） 

 
モデリング演習支援ページでは以上の４分類 12 種類のひな形を、それぞれに解説を加

えたコンテンツとして用意している。 
 
 モデリング設計ノウハウページ 

 このページはモデルの設計ノウハウが分からないという問題を解消するために、過

去、情報システムデザイン演習を受講した学生の成果物を事例として、それぞれに対

し解説を加えコンテンツとして提供している。このページでは出来の良い成果物だけ

ではなく、あえて間違っている成果物を用いることで学生が陥りやすいミスをわかり

やすく解説している。 
 
 UML 技法支援ページ 

 このページは上記２つのコンテンツに出てくるUMLに関する用語などの説明の記述

と、演習で用いるソフトウェアである astah* professional ５の仕様方法を説明するペ

ージである。astah*はチェンジビジョンが開発しているUMLモデリングツールであり、

静岡大学のみならず世界中で利用されているソフトウェアの一つである。 
 
2.2.2. システムの評価 
 システムの評価は 2010 年度モデリング演習を後半に受講した 40 名に対するアンケート

調査で行った。調査項目は演習で作成する４つの成果物、問題説明図、ユースケース図、

クラス図、シーケンス図を作成する際にこのコンテンツが役立ったのか。また、コンテン

ツ全体の有用性、モデリング演習支援システム全体の有用性に対して調査を行った。６ 
 コンテンツの有用性、モデリング演習支援システムの有用性は図 2-2、図 2-3 の通りで

ある。それぞれ母数は 20 名である。 
コンテンツの有用性についてはモデル設計ノウハウ支援ページが 40％の学生が有用であ

ると回答し、モデリング演習支援システムの有用性では 85%の学生が有用であると回答し

たとしている。 
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図 2-2 コンテンツの有用性に関するアンケート調査（n=20）７ 

 
図 2-3 モデリング演習支援システムの有用性に関するアンケート調査（n=20）８ 

 
2.3. モデリング演習支援コンテンツの問題点の分析 
 前節のように「モデリング演習支援システム」は情報システムデザイン演習で利用され

学生たちからも概ね良い評価を得られたとしているが、報告者はモデリング演習支援シス

テムが利用されている演習でのティーチングアシスタントの経験や、実際にシステムを利

用してみて、未だこのシステムは様々な問題を抱えているのではないかと考えた。本節で

は先行研究における既知の問題点で対策がなされていないものと、報告者が分析した既存

システムの問題点について述べていく。 
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2.3.1. 先行研究における既知の問題 
 先行研究はシステムを開発する前に、講義における問題点とその原因を洗い出し、その

解決策として３つのコンテンツを提供するに至った。以下が先行研究で挙げられたモデリ

ング演習における原因とそれに対する対策案の一覧である。 
 

 
図 2-4 原因分析と対策案 ９ 

 
図 2-4 において原因分類から出ている矢印が指す対策案がその問題に対する解決策であ

ることを示している。矢印が太線であれば解決の期待値が高く、破線であれば期待値が低

いことを表している。 
図 2-4 あるように①～④には明確な対策案としてそれぞれのコンテンツに対応付けられ

ているが、 
 

 ⑤受講生のモチベーションが高くない 
 ⑥グループワークで協力できない 
 
 の上記２つについては矢印が破線で示され明確な対策案でないことがわかる。 
 モチベーションと、グループワークで協力できない、つまりコミュニケーションに起因

する問題は、モデリングの理解と比べより根本的な問題であるといえる。その問題に対し

て明確な対策を取らなければ、その上にあるモデリングや UML に対する学習意欲や理解と

いう様々な問題に派生する可能性がある。 
 またグループワークで協力できないという問題については、情報システムデザイン演習

のそもそもの目的である演習を通じてグループでの作業を経験するということが達成でき
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ていないことを示している。この理由からも上記２つの問題点については、より力を入れ

対策をとらなくてはいけないと考えた。 
 
2.3.2. Web コンテンツの評価の問題 

2010 年度の授業後には学生へのアンケート調査を行った．これは学生による主観的な意

見であり定性的な評価は可能であるが，システムのより詳細な評価を行うためには，アン

ケートとは別の定量的な評価をとる必要があると考える． 
 
2.3.3. システム管理の問題 
 2010 年度の演習では、先行研究システム内のコンテンツの一つである「モデリング設計

ノウハウページ」には過去の学生が提出した成果物に解説を加えて、他の学生が参考にで

きるように一つのコンテンツとして提供していた。 
提供している成果物はシステムが開発された 2010 年度の前年に当たる 2009 年度のもの

のみである。コンテンツを追加するためには別途、学生から成果物を集め、分類、解説の

記述、編集をして、再度アップロードするという手順を踏まなくてはならない。2010 年度

までは、このようなコンテンツの追加はシステム開発者でないと難しく、他の教員やティ

ーチングアシスタントはコンテンツの追加だけではなく、編集も行うことができないとい

う問題点がある。 
 
2.3.4. 既存 Web コンテンツにおける提供方法の問題 
 学生の利用形態との整合性 
 先行研究システムは演習についていけない個人を対象としたシステムである。しかしな

がら情報システムデザイン演習は７週行う演習中最初のオリエンテーション以外、すべて

の演習をグループ単位で行うため、現状ではシステムの対象と実際の利用形態が異なって

しまっている。そのことが原因の一つとなりシステムの利用機会の減少や現状に基づいた

システム評価が得られないといった問題につながるのではないかと考えた。 
 
 演習の流れとの整合性 
 情報システムデザイン演習の流れは図 2-5 のように大きく分け３つのステップに分けら

れる。一つはグループないでどのような図を作成するのかを決める「話し合い」、２つ目は

実際にグループの成果物として図を描く「作成」、グループ間で作成された成果物を他のグ

ループへ発表し意見をもらう「講評」である。既存システムはこの３つのステップの中の

「話し合い」から「作成」まで対象としたシステムであり、もう一つの「講評」は対象外

としている。しかし、情報システムデザイン演習ではグループ間の「講評」を重視してお

り、２つのステップと比べより多くの時間を割いている。実際に報告者はティーチングア

シスタント中、講評の際既存システムが使用されてないことに気づき、「話し合い」「作成」
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「講評」の流れの中でシステムの利用ができないことが、学生のシステムの利用率の低下

に繋がっているのではないかと考えた。 

 
図 2-5 静岡大学におけるモデリング演習のサイクル 

 
2.4. グループ演習支援に関する先行事例 
東京学芸大学のGPSS１０は、グループ演習において、計画書や議事録の作成や管理を支援

するツールでる。本研究で対象とするモデリング演習より下流工程を適用対象として、コ

ーディングやテストにおいて用いられ、受講生に作業計画やコミュニケーションの重要性

を理解させる上で効果があったとしている。 
静岡大学の協調学習支援システム（１１、１２、１３）は、グループ内で成果物の管理や教員

との議論を行うことのできるシステムである。開発されたシステムは本研究の対象演習を

含む静岡大学のいくつかのグループ演習に適用され、システム設計においてコミュニティ

機能が有用であったとしている。 
moodle１４は学習管理システムを開発するためのプラットフォームである。moodleを用い

たシステムは、eラーニングのためのコンテンツの追加や管理、ユーザーの成果物の共有や

教師からのコメント機能を盛り込んだシステムを容易に開発できるという点から広く普及

している。 
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第3章 システム化方針と各問題への 
対策案 

 
3.1. AISAS モデルに基づく相互評価機能の構築 
本節では、学生利用者の行動および支援システム提供者の行動をマーケティングにおけ

る AISAS モデルで捉えて、開発システムの新機能である「相互評価機能」の構成と、相互

評価機能を用いた問題点への対策を述べる。 
 
3.1.1. 学生のシステム利用に対する AISAS モデルの適応 
本研究で開発するシステムは、利用者の行動に関し、図 3-1 にあるAISASモデル １５を利

用した新しいシステム体系を構築した。 AISASモデルとは、元々はマーケティングにおい

てネット上での購買行動をモデル化したものである。消費者の購買にまつわるプロセスを、

商品に対する注意が喚起され（Attention）、その商品に興味を持ち（Interest）、ネットで

検索し（Search）、購買に至る（Action）。更にその商品の情報をネット上で共有（Share）
するという流れを意味しており、共有された情報を他の消費者が情報を検索するといった

ループが形成されるという特徴がある。 
本研究ではこのAISASモデルに従って学生がコンテンツの利用を促進するようにシステ

ムの機能を設計する。すなわち、あるコンテンツに注目し（Attention）、コンテンツに興味

を持つ（Interest）、更にそのコンテンツに関連する情報をシステムから探し（Search）、実

際に演習の参考にする（Action）。そして参考にしたという情報はシステムを通じて他の学

生と共有（Share）され、更に学生がその情報を参考にするループが形成されるという流れ

である。 

 
図 3-1 AISAS モデル 
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AISAS モデルモデルを利用する目的は大きく分けて２つある。 
ひとつ目は AISAS モデルが、マーケティングにおいて商品の供給者がモデルサイクルに

介入しておらず、消費者による自主的な情報発信による消費者内での情報の流れをモデル

化したものという点である。それを学生に当てはめると、教員が介入しなくとも、学生内

の情報の流れでサイクルが形成され、学生の自主性に基づき活発な演習が行われる可能性

がある。 
ふたつ目の目的は AISAS モデルのサイクルにおいては、消費者による情報発信が継続的

に行われることになるので、ある商品の評価情報が蓄積することができる点である。AISAS
モデルを学生に当てはめた場合、このサイクルがうまく回すことができるとあるコンテン

ツに対する評価の情報を継続的に取得することが可能となる。その取得した情報を他の学

生のモチベーション向上のために用い、またアンケート以外の新しい評価軸として利用す

ることができることとなる。 
図 3-2 は本研究で開発するシステムの全体像を表現したものである。新システムには既

存の Web コンテンツを含めた UML や過去の学生の成果物に加え、前節で述べたような

AISAS モデルに基づくコンテンツの利用機能を実装する。本研究で開発するシステムは、

既存システムにあった「オブジェクト概念・UML の解説」部分（モデリング演習支援ペー

ジ・UML 技法支援ページ）と、過去学生の事例と解説からなる「モデリングの知識や事例

を知る」部分（モデリング設計ノウハウページ）はそのまま踏襲する。本研究で開発する

システムは新たに、今現在演習を受けている学生の成果物をコンテンツとして追加する。

学生の成果物は完成版だけではなく、制作途中の成果物も掲載することにした。これは図 
3-2 でいう「他の学生・グループと自分の成果物を比較する」「演習の結果をシステムに残

す」という箇所に該当する。そして掲載された最新の成果物の情報は、次年度は「過去の

学生の事例・解説」としてモデリング設計ノウハウページに組み込まれることになる。（図 
3-2 右下） 
 またコンテンツの利用支援として、学生の成果物を掲載しやすくするための成果物アッ

プロード機能（図 3-2 下部の学生の絵の部分）、学生自身がコンテンツを評価することで他

の学生が評価の高いコンテンツを参照することができるコンテンツ評価機能（図 3-2 左図

のコンテンツの利用の部分）がある。 
また学生がシステム上でコンテンツを探し、どのコンテンツが役にたったかという情報

は、ランキングの他に、グループごとに用意されているグループページからも参照するこ

とが可能である。グループページにおいては、グループメンバーが共有したコンテンツに

対してグループ内でのみ閲覧可能なコメントを残すことができ、議論に利用することがで

きる。 
本研究では上記を含む新たな利用機能を総じて、学生がシステム上の成果物とコンテン

ツを相互に評価し合うことでモチベーションの向上やモデリングの理解度向上は図るとい

う理由から「相互評価機能」と呼称することとする。 
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図 3-2 新システムの利用イメージ 

 
3.1.2. モチベーション向上手段の選定 
新システムの相互評価機能にはモチベーション向上の手段として７つの手段を組み込み、

それら７つの手段と新システムの利用イメージとの対応を図 3-3 に示す。これよりそれら

７つの手段について解説していく。また、ここではコミュニケーション促進もモチベーシ

ョン向上のための一つの手段として考え、対策案を述べていく。 
 

 
図 3-3 モチベーションの向上手段の利用イメーへの対応図 
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なおモチベーション向上の手段の選定のために、動機づけの理論としてデイビッド・C。 
マクレランド著、モチベーション １６から以下の４つの理論を参考とした。  
 
 達成動機……より高レベルの目標を達成したいという動機づけ 
 パワー動機……人よりも優れていたという動機づけ 
 親和動機……人に喜ばれたい、よりよい関係を作りたいという動機づけ 
 回避動機……失敗を回避しようとう動機づけ 
 
これよりそれぞれの手段について概要を述べていく。 
 
① システムのコンテンツ閲覧を支援する 
 システムからコンテンツを閲覧するには大きく３つのアプローチがある。 
 ひとつは通常の利用方法である。システムトップページ左メニューバーにはそれぞれの

コンテンツがカテゴリ別に分けられてリンクが貼られており、そこから目的のコンテンツ

を探す方法である。 
 次はランキングからの閲覧である。前節で述べたように本システムでは学生が閲覧し、

役に立ったという情報は演習を行なっている学生全体で共有することが可能である。役に

立ったと言う評価はシステムで集計され、システムトップページのランキングから参照す

ることが可能となる。 
 ３つめは同じグループのメンバーが評価したコンテンツから探す方法である。グループ

メンバーが評価したコンテンツはランキングの他に、そのメンバーが所属するグループペ

ージに表示される。グループのメンバーはそこからコンテンツを探すことが可能となる。 
 
② 他の学生・グループと自分の所属するグループの成果物を比較する 
 これは「パワー動機」「回避動機」に当てはまる。他のグループの成果物を実際に見るこ

とで、自分たちのグループのほうがよりよい成果物を作成したいという動機付けと、逆に

品質の低いものを提出すると恥ずかしいという動機づけを狙いとする。 
 成果物の比較は、システムトップページから参照できるランキングに加え、成果物ごと

のカテゴリで分類されている提出成果物一覧画面から行うことができる。 
 
③ 学生同士・教員・TA が成果物を褒める 
 これは「親和動機」に基づく手段である。他の学生・教員・ＴＡが褒める、つまり喜ば

せたいという動機づけを目指した手段である。 
 他の学生が成果物を褒めるためには各成果物に対するコメントの他に、成果物ごとに追

加される「評価する」というボタンをクリックすることで簡単に行うことができる。 
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④ 演習の結果をシステムに残す 
 提出された成果物はシステムコンテンツ内の「モデリングノウハウ設計ページ」に記載

され、翌年度以降の演習で後輩から参照されることとなる。これは成果物の比較と同じよ

うに「パワー動機」と「回避動機」を狙いとした手段である。成果物が残ることで他のグ

ループより良いものを残したいという動機と、質の低い成果物を後輩に見られたくないと

いう動機が働くことを狙いとしている。 
 
⑤ 情報発信の敷居を低くする 
 情報発信の敷居を低くすることで、些細なことでもなるべく情報を発信させ、グループ

内、学生間でのコミュニケーションのきっかけとなる事を目的としている。 
本研究では情報発信の敷居を低くするために、成果物を褒める際、各成果物に付与され

た「評価する」ボタンをワンクリックで意思を発信できるようにし、情報発信の煩わしさ

をなるべく軽減することとした。 
 
⑥ グループでモデリングが理解出来ない学生を支援する 
 システム内にグループページを設けることで、本システムはグループでのシステム利用

を前提としている。個人ではなくグループで演習を行なっている事を強調することで、モ

デリングの理解出来ない学生にとってはグループのメンバーに認められたいという親和動

機と、グループのメンバーに失望されたくないという回避動機に基づく動機づけが生まれ

る事を目的としている。 
 
⑦ コミュニケーションの範囲をグループ内に限定する 
 本システム内のグループページでは、グループのメンバーが評価したコンテンツに対し

てグループページのみで閲覧可能なコメントを残すことが可能である。グループ内限定の

ように情報発信の範囲を限定することで、学生が気後れをせずグループ内でコミュニケー

ションを行えるようになることを目指す。 
 
3.2. PDCA サイクルに基づく評価方法の改善 
本節では、既存のWebコンテンツと本研究で新しく開発する新システム内のコンテンツの

管理方法について、図 3-4 にあるようなPDCAサイクル １７に則り述べていく。 
 PDCAサイクルとは品質管理を円滑に進める手法の一つであり、計画（Plan）→実行（Do）

→評価（Check）→改善（Act）の４段階を繰り返すことで継続的にシステム又は製品の管

理を行なっていくという考え方である。先行研究もこの手法に則り、学生からのアンケー

ト評価（Check）、アンケートを用いたシステムの改善（Act）を行ったが、本研究ではさら

にそれを強化する。 
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図 3-4 PDCA サイクル 

 
先行研究では PDCA サイクルにおける評価のフェーズでは学生からのアンケートを行う

のみであった。しかし、第 2 章で述べたように、アンケートのような定性的な評価では、

Web コンテンツが役立ったのかそうでないのかの情報しか得ることができないため、コン

テンツの内容の改善を効果的に行うことが難しいという問題点が存在した。 
本研究ではこれまでのような実際にシステムを利用した学生に対してのアンケート調査

による定性的な評価の他に、定量的な評価として以下の２つの新たな評価基準を設けるこ

とにする。 
 

 相互評価機能による評価基準 
相互評価機能は AISAS モデルに基づき、学生がシステムのコンテンツを探し、参考にな

ったかの情報を他の学生と共有することのできる機能である。これを用いて、どのコンテ

ンツが学生から評価されているのかを分析・調査するが可能になる。（図 3-5） 

 
図 3-5 相互評価機能のサイクルにおける評価データの取得 
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 Google Analytics による評価の追加 

新しい評価方法のふたつ目はGoogle Analytics１８を用いたシステムのアクセス解析であ

る。Google AnalyticsとはGoogle社の提供する無料のWebページアクセス解析サービスであ

り、このサービスを導入することでWebページ訪問者の動向を把握し、サイト内でアクセス

の多いページや、訪問者の多くがサイトから離脱しているページなどの調査が行うことの

できるサービスである。このサービスは主に商用サイトを対象としたサービスであるが、

アクセス解析用いることでアンケートでは測りかねない詳細な学生の要求の分析が可能に

なると考え導入するに至った。 
Google Analytics を利用することにより、これまでのシステム評価における学生によるア

ンケート→アンケート結果の分析→分析に基づくコンテンツの改善という PDCA サイクル

を学生によるアンケート調査に Google Analytics から得られた定量的なデータを用いて強

化する事を目指す。 
 
3.3. PDCA サイクルに基づくシステム管理の効率化 
 前節では PDCA サイクルにおける「評価」のフェーズについて本研究がどのように強化

するのかを述べた。本節では PDCA サイクルにおける「改善」のフェーズを新システムが

どのように効率化するのかを述べる。 
既存コンテンツ、特に「モデリング設計ノウハウページ」は過去の学生の成果物を記載

している。このページは学生が陥りやすいミスなどを丁寧に解説しているなどの理由から

学生から多く閲覧され実際に役に立ったという意見が多く聞かれたコンテンツである。こ

のページは掲載されている成果物が多ければ多いほどより多くの学生の状況に対応するこ

とができるため、コンテンツの量が重要な要素となる。しかし既存システムでは新たにコ

ンテンツを追加するのが難しく、2009 年度の事例しか記載していないという問題点があっ

た。新システムではこの問題を解決するためにシステム上で成果物をアップロードできる

機能を実装することにする。この機能によりこれまでと比較し、より手軽に「モデリング

設計ノウハウページ」に新しいコンテンツを追加することができるようにし、継続的に学

生の事例を蓄積できるシステムを目指す。 
図 3-6 は既存システムと新システムにおける、新たに学生の成果物とその成果物に対す

る解説をコンテンツとしてモデリング設計ノウハウページに記載するまでの流れを比較し

たものである。既存システムにはシステム自体にコンテンツを更新する仕組みがないため、

一度外部で成果物を提出させ、それを既存システムのコンテンツに合わせた形式に修正し

追加したのち、システム全体をアップロードしなおす必要があった。 
新システムでは、システム自体に成果物を提出させる機能があるため、既存システムと比

較すると新たにコンテンツを追加するまでの流れがシンプルであることがわかる。 
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図 3-6 コンテンツ追加までの流れの比較 

 
3.4. システム提供方法の改善 
 静岡大学におけるモデリング演習では表 3-1 のように７週間に渡る演習のほとんどがグ

ループでの活動となる。そのため、本システムで開発するシステムはグループでの利用を

前提としたものとし、新システムは図 3-2 で表したように、成果物の提出やコンテンツの

利用、評価をグループで行う。そのために必要なシステムのログイン機能や、ユーザー管

理機能を追加する。 
表 3-1 演習の流れと受講形態 
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第4章 「学生の相互評価を用いたモデ

リング演習支援システム」の開発 
 
4.1. システムの構成 
本節では第 3 章で挙げた既存システムの問題点とその対策を踏まえ、実際に「相互評価

機能」として実現し「学生の相互評価を用いたモデリング演習支援システム」を構築し、

それらが稼働するプラットフォームである Google App Engine についての詳細と、実際に

開発した新システムの全体像を掲載する。 
 

4.1.1. システムのアプリケーション機能 
相互評価機能は以下の３つの機能群からなる。 

 
 成果物評価機能 

本機能は学生が演習中にグループで作成した成果物をシステム上にアップロード可

能にする。アップロードされた成果物は、グループごと、成果物の種類ごとに参照す

ることが可能となり、学生が他のグループがアップロードした成果物を評価し、演習

の参考とすることを可能とする。学生や教員・ティーチングアシスタントから評価さ

れた回数はシステムに保存され、評価の高い成果物はランキング形式で学生に提供さ

れる。成果物評価機能はこの一連の流れを提供する機能である。 
 

 コンテンツ評価機能 
新システムは 2010 年度からモデリング演習で利用されている UML や過去の学生が

作成した成果物と成果物に対する教員の解説といったコンテンツをそのまま踏襲し閲

覧することができる。コンテンツ評価機能とは、それらのコンテンツを学生が評価し、

評価されたコンテンツを他の学生が参考とすることができる機能である。評価された

回数は成果物評価機能と同じように、システムに保存され、評価の高いコンテンツは

ランキング形式で学生に提供される。 
 

 グループページ機能 
成果物評価機能、コンテンツ評価機能にて学生が評価した各種のコンテンツは、グ

ループページにて他のグループのメンバーで共有され、グループ内の議論に役立てる

ことができる。また提出した成果物の管理機能についても本機能に含まれる。 
 
それぞれの機能について、第３章で上げた対策案との関連は以下の図 4-1 の通りである。 
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図 4-1 各対策案と追加機能との対応 

 
各追加機能については 4.2 で概要を解説することにし、これより新しい機能を追加したモ

デリング支援システムの全体像を述べる。 
 
4.1.2. システムの技術基盤 
図 4-2 はシステムの全体構成を図に表したものである。本システムはGoogle App 

Engine１９を基盤に開発される。Google App EngineはGoogleが提供するPaaS（Platform as 
a Service）型のクラウドサービスであり、PaaSとはインターネットを通じて、ソフトウェ

アを構築、可動させるためのプラットフォームをサービスとして提供することをいう。

Google App Engine のようなPaaS型のサービスを用いることで、開発者はサーバーなどの

インフラを気にする事無くアプリケーションの開発を行うことができるという利点がある。 
本研究でも基本となるサーバーやデータベースはGoogle App Engineのインフラを利用

し、その上に既存コンテンツを配置、さらにそのコンテンツを利用する形で相互評価機能

を統合開発環境のひとつであるEclipse２０にてJava言語を用いて実装していく。 
学生は Web ブラウザを用いて、本システムにアクセスし、相互評価機能を構成する、成

果物評価機能、コンテンツ評価機能、グループページ機能を利用することになる。 
また本システムのWebページ部分の作成に関して、学生にとって親しみやすいインターフ

ェースの構築のためDesign room kanna２１の提供するCSSテンプレートを利用した。 
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図 4-2 新システムの構造 

 
表 4-1 は本システムで用いた HTML（JSP）ファイル、Servlet ファイル、Class 定義フ

ァイル、JavaScript ファイルの数をそれぞれの機能毎に表にしたものである。 
HTML（JSP）ファイルは、システムでファイル数は相互評価機能が 82 ファイル、既存

コンテンツ部分が 64 ファイルである。JSP、Servlet などの Java コードは約 4000～5000
行である。 

図 4-3 は表 4-1 で取り上げた各ファイルの役割を図式したものである。HTML（JSP）
ファイルはユーザーがWebブラウザで閲覧する画面と、画面で入力されたデータをServlet
に送るためのフォームなどを担当し、ServletはHtml（JSP）から送信されてきたデータを

用いて処理をおこない、Class定義ファイルを用いて、データベースに登録する作業を担当

する。JavaScriptはWebブラウザに表示される画面をよりユーザーが使いやすいインターフ

ェースに改善するために用いた。またシステム開発の際、より容易に柔軟なインターフェ

ースを構築するため、フリーのJavaScriptライブラリであるjQuery２２とjQueryに様々な機

能を追加するためのプラグイン(２３、２４、２５、２６)を追加した。 
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表 4-1 システムを構成するファイル数 

 HTML 

（JSP） 
Servlet 

Class 定義 

ファイル 
JavaScript 

相

互

評

価 

機

能 

全般 １４ ７ ４ ９ 

成果物評価 

機能 
７ １１ ３ ４ 

コンテンツ 

評価機能 
１ ５ ２ ３ 

グループ 

ページ機能 
４ ３ １ ４ 

コンテンツ ６４ ０ ０ ０ 

 
 

 

図 4-3 各ファイルの役割 
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4.1.3. 相互評価機能の画面構成 

 

図 4-4 新機能を追加したシステムの画面構成 
 
上図 4-4 は相互評価機能を追加した時のシステムの流れを具体的な画面構成として表し

たものである。トップページに表示されるものは赤い背景で示される画面である。評価さ

れた成果物のランキング、評価されたコンテンツのランキングはトップページの最も目立

つ部分に表示され、システムにアクセスした学生の必ず目に入るようになっている。また

図には明記してないが、ランキングから各成果物の詳細、各コンテンツの記載されている

ページに遷移することが可能である。トップページのランキング以外はトップページ左の

メニューとしてリンクのみが表示されることになる。 
黒線は各画面間のリンクを表しており、橙線はアップロードされた成果物のデータや、

コンテンツ、成果物への評価、コメントのデータの移動を示している。また先行研究でも

ある既存システムのコンテンツは青い背景で示した。 
 各画面を図 4-1 にある３つの新機能に当てはめると次のようになる。 
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成果物評価機能 
 成果物のアップロード 
 グループ別成果物一覧・成果物種別一覧 
 評価成果物ランキング 
 （成果物を評価する） 
 
コンテンツ評価機能 
 既存コンテンツ 
 評価コンテンツランキング 
 （コンテンツを評価する） 
 
グループページ機能 
 評価した成果物 
 評価したコンテンツ 
 グループのアクティビティ 
 
以上のように対応している。 
 
4.2. 相互評価機能の実現 
 本節では前節で挙げた新機能について実際のシステムのスクリーンショットを交えなが

ら詳細に解説していく。本節で取り上げた画面以外は付録に掲載したのでそちらも参照し

てほしい。 
 
4.2.1. 成果物評価機能 
 成果物評価機能は、学生が成果物をアップロードしてシステムに登録し、他グループが

アップロードされた成果物を評価し、トップページのランキングに反映されるまでの一連

の流れを指した機能である。 
 成果物の評価機能は大きく分けて以下の３つの小機能から成り立っている。 
 

 成果物のアップロード機能 
 アップロードされた成果物を評価する機能 
 アップロードされた成果物にコメントする機能 

 
成果物評価機能にある３つの小機能を絵にしたものを図 4-5 に示す。この図と対応付けな

がら、各少機能について解説していく。 
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図 4-5 成果物評価機能 
 
 成果物のアップロード機能 

演習では毎週、各グループの学生ひとりが代表として、この機能を用いて成果物を

アップロードことになる。（図 4-5 左上の学生） 
学生が作成する成果物は問題説明図がパワーポイント、ユースケース図、クラス図、

シーケンス図が astah*という UML 作図ツールを使用し作成するため、アウトプット

されるデータの形式が異なっている。そのため本システムのアップロード機能はそれ

ぞれを画像形式に統一しアップロードさせることとする。 
成果物のアップロードは、週に２コマ連続で行われる演習の最後に毎回提出させる。

毎回提出とするとグループによっては図を作成途中の場合があるが、各グループにと

っては他グループの進行状況を知ることに繋がるため、進行状況の比較という面から

もモチベーションの向上を望んでいる。これは第３章で概要を解説した。 
実際の成果物アップロード機能画面は図 4-6 の通りである。 
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図 4-6 成果物アップロード画面 

 
成果物をアップロードする際は図 4-6 の画面にアクセスし、アップロードする画像

の説明、種類（問題説明図、ユースケース図、クラス図、シーケンス図）を選択する

必要がある。アップロードされた画像は、同じアップロード画面の下部に一覧として

表示される。アップロードされた成果物が誰からも評価もコメントもされていない場

合は、この一覧から削除することができる。これは提出された成果物を評価した学生

が、その成果物を用いてグループ内の議論に使っている可能性があるからである。 
 
 アップロードされた成果物を評価する機能 

提出された成果物を評価するためには、システムの左メニューから「成果物を評価

する」を選択する必要がある。成果物を評価する方法として、グループごとに提出さ

れた問題説明図、ユースケース図、クラス図、シーケンス図を閲覧し、成果物を評価

する方法と、成果物の種別をまず選択し、各グループの問題説明図の一覧を表示して

成果物を評価する方法を用意した。（図 4-7） 
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図 4-7 システム左メニュー（成果物の評価） 
  
左メニューから成果物の評価にアクセスすると図 4-8 のような提出された画像の一覧画

面に遷移する。 
 成果物の評価は図 4-8 右上部の「この成果物を評価する」をクリックすることで完了す

る。この機能はFacebook２７の「いいね」機能を参考とした（図 4-9）。Facebookの「いい

ね」機能は自分のマイページ（ウォール）や友人のウォールに投稿された日記や写真に「い

いね」というボタンをクリックすることで手軽にポジティブな意見を発信できる機能であ

る。この機能を利用することにより友人・知人とワンクリックでコミュニケーションをと

れるため、Facebook上で広く利用されている機能である。 
成果物の評価は、Facebook の「いいね」機能のように手軽に他学生の成果物に対して肯

定的な意思があるということを発信する機能である。本機能は学生がなるべく行動への負

担を少なくし、手軽に情報発信してもらうため、このようななるべく単純な仕様とした。

この機能は次節で説明するコンテンツ評価機能に共通した機能である。 
「この成果物を評価する」クリックされると、ユーザー、グループ、学生全体で何回、

この成果物が良いと思われたかの情報がシステムに保存される。 
また成果物の評価は１ユーザーごとに１回に制限する。これは一票の重さを重視するこ

とで、複数回評価可能な仕様と比較して、より強い喜びを感じさせることを狙いとしてい

る。 
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図 4-8 成果物評価画面 

 

 
図 4-9  Facebook の「いいね」機能 
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 アップロードされた成果物にコメントする機能 
 成果物にコメントするためには、図 4-8 下部にある「コメントを書く」をクリックす

ることでコメントのフォームが表示されコメントすることが可能となる。図 4-8 のコメン

トのように教員からの評価コメントなども投稿される。教員などシステム管理者として設

定されている利用者からのコメントの場合、コメントしたユーザー名が赤い文字で表示さ

れ目立つようになっている。 
コメントの削除は、各コメントにそのコメントを投稿したユーザーのみに表示される「削

除ボタン」をクリックすることで行うことができる。 
学生や教員などから多く評価ボタンをクリックされ、特に評価の高い成果物はシステム

のトップページに成果物の種類別に上位３グループが表示され、システムにアクセスする

と必ず目に付く事になる。（図 4-10） 
これ画面からそれぞれの成果物をクリックすることで、成果物の評価ページに遷移する

ことができる。 
 

 
図 4-10 システムトップの成果物ランキング 
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4.2.2. コンテンツ評価機能 
 コンテンツ評価機能とは、既存システムからある３つのコンテンツ、「モデリング演習支

援メニュー」「モデリング設計ノウハウ支援メニュー」「UML 技法支援メニュー」をシステ

ム上で学生に評価してもらう機能である。コンテンツの評価は各コンテンツのページごと

ではなく、そのページにある段落ごとに行うことができるため、よりピンポイントでコン

テンツの評価を行うことができる。コンテンツ評価機能を実装するにあたり、各コンテン

ツページの段落間において「この」「その」といったその段落を見ただけでは何を指してい

るのか不明な記述などを、具体的な名詞と置き換え、画像へのハイパーリンクを貼るなど、

効率よいコンテンツ評価が可能なように既存コンテンツの再構成を行った。 
 コンテンツ評価機能の概念図は図 4-11 の通りである。 
 

 
図 4-11 コンテンツ評価機能 

 
 図 4-11 左端の学生はシステムのコンテンツを閲覧し、これは閲覧して役立ったと思った

コンテンツを評価する。評価された回数はシステムに蓄積され、トップページにあるコン

テンツの評価回数ランキングに反映される。そのランキングを参考に他の学生がそれらの

コンテンツを演習の際に閲覧することや、教員やティーチングアシスタントなどのシステ

ム管理者が講義や質問の際教える内容などの参考にすることができる。 
 また評価されたコンテンツは後述するグループページ内で同じグループのメンバーと共

有され、グループでの議論にも利用することができる。 
 図 4-12 のように段落ごとの右上に「コンテンツを評価する」ボタンが表示される。学生

はこのボタンをクリックすることで簡単に評価を行うことができる。これも成果物の評価

と同じように、なるべく学生の情報発信の負担を軽減し、情報の内容よりも、とにかくモ
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チベーションの向上、コミュニケーション促進という目標を達成するために、発信するこ

とに重点を置いたからである。 
 

 

図 4-12 コンテンツの評価 
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4.2.3. グループページ機能 
 グループページ機能とはこれまで挙げた「成果物評価機能」「コンテンツ評価機能」と、

成果物評価機能のひとつの機能である、「成果物提出機能」の情報をグループで共有するた

めのページである。（図 4-13） 
 

 

図 4-13 グループページ機能 
 
 成果物、コンテンツと共に、用意されたボタンをクリックし「評価」を行うことで、自

分の所属するグループが評価された成果物、コンテンツとしてグループページで一覧とし

て表示される。グループページを閲覧することで例えばコンテンツの場合は、今このコン

テンツを閲覧するとよいという知識の共有や、グループで議論する際に根拠としてコンテ

ンツを提示するなどの使い方が考えられる。 
 また評価した成果物、コンテンツにそれぞれグループないだけで閲覧可能なコメントを

残すことが可能であり、そのコンテンツを擬似的な掲示板として利用することが可能であ

る。 
 評価した成果物、評価したコンテンツのページの実際の画面を図 4-14、図 4-15 に示す。

評価された成果物は図 4-14 の右上部にあるように、グループメンバーが「さらに評価する」

ことが可能であり、評価コンテンツの場合は、グループページからそれぞれのコンテンツ

のあるページへと遷移することが可能である。 
 また図 4-14 の右上の「順序の保存」のボタンがあるように、共有されたコンテンツをド

ラッグアンドドロップすることで順番を自由に入れ替え、「順序の保存」をクリックするこ

とで順番を保持することが可能である。 
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図 4-14 評価成果物画面 
 

 

図 4-15 評価コンテンツ画面 
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4.3. システム開発スケジュール 
 表 4-2 は本研究のスケジュールを表に表したものである。 

4 月～5 月では既存 Web コンテンツを含めた先行研究の調査と、報告者が 2010 年度のモ

デリング演習に参加した際に得られた学生の状況や演習の問題点などの分析を行った。演

習の分析と平行して本研究で利用する Google App Engine とそれで利用する Java の学習

を進めた。6 月中旬で分析と学習をひと通り終えると、システムの実装を 10 月中旬までの

およそ 4 ヶ月間取り組んだ。 
 9 月には静岡大学内の集中講義内で本研究をテーマのひとつとして取り上げ、学生のモチ

ベーション向上のための機能について報告者を含めた 5 人でブレーンストーミングや開発

する機能についての外部設計を行った。 
そして 10月には実際に静岡大学のモデリング演習にて本システムを実際に学生に利用さ

せての評価を行った。モデリング演習は学生を 2 つにわけ 2 度行うため、システムの評価

も前半、後半の２度行うことができた。システムの評価中、学生から報告を受けたインタ

ーフェースの問題点や、システムのバグについての修正を並行して行った。 
 

表 4-2 システムの開発スケジュール 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

 演習の分析                  

システムの構想 

                    

        ワークショップ          

                      

                       

システムの開発 

 GAE*・Java学習                 

 *GoogleAppEngine                 

     相互評価機能実装          

           機能・インターフェースの修正   

                      

                       

システムの評価             演習での利用評価  
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第5章 システムの評価 
 
5.1. システム稼動の評価 
 本研究で開発した「学生の相互評価を用いたモデリング演習支援システム」は実際に情

報システムデザイン演習を受講している静岡大学情報学部 2 年生に利用され評価を行った。

下の図 5-1 は実際に演習で利用されているシステムの写真である。手前の学生が本システ

ムを PC の画面に表示していることがわかる。 
 

 
図 5-1 実際に利用されているシステム 

 
5.1.1. Google App Engine の制限 
 本システムは Google App Engine を利用し開発された。Google App Engine は有償版と

利用制限のある無償利用があり、本システムは無償版を用いて開発を行った。無償版の制

限については表 5-1 の通りである。Datastore Write Operations や Datastore Read 
Operations は一日ごとに初期化され、Datastore Stored Data や Blobstore Stored Data と

いった Google App Engine のストレージを利用するものに関しては永続的な制限となる。 
 今回システムの評価を行った学生約 40 名が同時にアクセスする状況化に置いては、学生

が他の学生の成果物を一斉に閲覧する全体発表の日において Datastore Read Operations
が制限に達することがあった。この問題は成果物が表示される画面の仕様を改善すること

で、次の発表会においては制限の約 70％に抑えることができた。 
 また一年度の演習にて作成される成果物全てをアップロードした状況化において、デー

タベースの利用率は制限の 5％ほどであり、無償版の制限下においても、次年度から継続的

に成果物をアップロードすることが可能であることが分かった。 
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表 5-1 無償版 Google App Engine の利用制限 

リソース 制限 

Frontend Instance Hours 28.00 Instance Hours 
Backend Instance Hours 9.00 Instance Hours 
Datastore Stored Data 1.00 GBytes 

Task Queue Stored Task Bytes 0.49 GBytes 
Blobstore Stored Data 5.00 GBytes 

Datastore Write Operations 0.05 Million Ops 
Datastore Read Operations 0.05 Million Ops 
Datastore Small Operations 0.05 Million Ops 

Outgoing Bandwidth 1.00 GBytes 
Recipients Emailed 100 

Stanzas Sent 10,000 
Channels Created 100 

 
5.2. 相互評価機能の評価 
本節では、モチベーション向上のために導入した相互評価機能について、コンテンツを

AISAS モデルの「探す→読む→共有する」という流れが適切に機能していたかについての

評価を行う。 
 
 コンテンツを探す 
 ランキングを見て、学生が評価した成果物、コンテンツを閲覧することが演習の助けに

なったかという質問に対して、回答した 18 人すべての学生が参考になる、またはすこし参

考になると答えた。（図 5-2、図 5-3） 

 
図 5-2 評価された成果物の有用性の評価 

 
図 5-3 評価されたコンテンツの有用性の評価 

 
 コンテンツを見る 
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コンテンツの閲覧数は全体で 7605 回、既存コンテンツに絞ると 986 回のアクセスがあっ

た。学生一人あたり 1 回 3 時間の演習で 35 ページのコンテンツを閲覧し、そのうち 5 ペー

ジが既存コンテンツであったことになる。追加した相互評価機能から既存コンテンツに画

面遷移した回数が 422 回あり、相互評価機能が既存コンテンツの閲覧を、数字全てと言え

ずとも、支援できたというデータが得られた。 
 図 5-4 は評価を行った 2011 年 10 月から 12 月までの閲覧者数の推移をグラフかしたも

のである。ひとクラス 36 名以上のアクセスがある日は、一人のユーザが複数の端末からシ

ステムにアクセスしたことを示している。 
 

 
図 5-4 システムの閲覧者数の推移 

 
また、コンテンツをグループで共有できるグループページについても、アンケートに回答

した 90%の学生が演習に役に立つと答えた。（図 5-5） 
 

 
図 5-5 グループページの有用性の評価 
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 コンテンツの評価を共有する 
コンテンツの評価回数は全体で 34 回と一回の演習あたり約 5 回と少なく、活発に行われ

ているとは言えなかった。しかし、成果物やコンテンツが他の学生から評価されることに

ついて演習後のアンケートでは、回答を得ることのできた 18 人全てから有用であるとの回

答を得ることができた。 
今回の評価実験では成果物やコンテンツの評価は学生に強制せずに行ったが、中には能

動的に評価するのは気が引けるという感想を持った学生もいた。演習において相互評価を

行う意義について、学生に十分に理解させる必要があることがわかった。 
 

 相互評価機能全体 
 相互評価機能全体では回答した学生の 90%から有用であるとの回答を得ることができた

（図 5-6）、学生からの感想では、評価回数の振るわなかった今回の演習においても、自分

たちのグループの成果物が評価されると嬉しいという意見が多く聞かれ、本システムの稼

働がモチベーションのアップにつながる事を実感することができた。 
 

 
図 5-6 システム全体の有用性の評価 

 
5.2.1. 研究室の学生による相互評価機能の評価 
今回の情報学部２年生のシステム利用状況は成果物評価機能利用の比率が大きく、コン

テンツ評価機能はあまり利用されないという結果となった。そこでコンテンツ評価機能を

意識的に利用してもらうため、報告者と同じ研究室に所属する静岡大学情報学部３年生５

人に機能の評価を依頼した。今回依頼した５人は前年度情報システムデザイン演習を受講

した経験があり、本システムの評価に適切であると判断した５人である。 
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 システムの評価をする場合、本来なら情報システムデザイン演習を受講中に生じた問題

点を解決するためにシステムを利用してもらい、その後評価することが好ましいが、今回

は時間の時間の関係上、こちらで演習中発生する問題のサンプルを提供し、その問題をシ

ステム上で解決してもらうという方法を取った。アンケートは選択式の項目と自由記述で

行い、選択式の結果をグラフ化したものは、図 5-7、図 5-8、図 5-9 の通りである。研究

室の学生による評価では５人全ての学生が本システムは情報システムデザイン演習の助け

となるとの回答を得られた。 
 

 
図 5-7 コンテンツ評価機能の有用性１ 

 

 

図 5-8 コンテンツ評価機能の有用性２ 



 
42 

 

 
図 5-9 コンテンツ評価機能のインターフェースについて 

 
 また自由記述欄から以下のような課題点を得られた。 
 

 評価したコンテンツが多くなると画面が見づらくなる 
 コンテンツ間のリンクがわかりづらい 
 評価したコンテンツを削除したい 

 
それぞれ評価したコンテンツが多くなると画面が見づらくなる問題については、コンテ

ンツを縮小し、コンテンツの閲覧はそれぞれリンクを辿り元のページを参照してもらうよ

うすることで、可読性が失われてしまうが対策とした。 
またコンテンツ間のリンクが分かりにくいと言う点については、各ページにパンくずリ

ストを実装し自分が今どのページにいるのか人目でわかるようにした。 
評価したコンテンツを削除したという要求は、実際に評価コンテンツ一覧ページから自分

の評価したコンテンツを削除できる機能を実装した。 
 
5.3. 相互評価機能における一般適用性の考察 
本節では静岡大学におけるモデリング演習に適用した支援システムの機能が、他のモデ

リング演習一般と、モデリング以外の演習に適用できるかの評価を行う。静岡大学で行う

モデリング演習と一般的なモデリング演習で異なる点は、演習がグループ単位で行われ、

演習中に必ずグループ間で学生同士の講評が行われる点とする。 
相互評価機能のひとつである成果物評価機能は講評の際利用できるため、学生から高い

評価を得ることができた。学生同士の講評を行わない一般的なモデリング演習においても、

必ず褒めるべき成果物は作成されるため、教師と学生間でのコミュニケーションには有効

であると考える。モデリング以外の演習においては、モデリング演習と同様に独自性の高
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い成果物を作成する演習に高い効果があり、特に学生同士の講評を行う場合に大きな効果

が期待できる。静岡大学情報学部においては、プロジェクトマネジメント演習や、e コマー

ス演習などがそれに当てはまる。 
コンテンツ評価機能は、一般的なモデリング演習においては、コンテンツをほぼそのま

ま利用できるため同様の効果が望まれる。それ以外の演習では演習手順、基本概念や設計

ノウハウの解説コンテンツを別途開発する必要がある。 
グループページ機能は、成果物評価機能およびコンテンツ評価機能との連携を前提として

実装されている。そこで、他の演習でこれを有効に用いるためには、学生間での講評を実

施することや対象分野の解説コンテンツを整備することにより、成果物評価機能やコンテ

ンツ評価機能を活用することが必要である。 
 特に静岡大学におけるプロジェクトマネジメント演習では、グループで独自性の高い一

貫した成果物が作成されることに加え、2012 年度より演習を支援するためのコンテンツ ２８

が提供される予定であるため、本システムの連携が期待される。プロジェクトマネジメン

トの学習は情報処理系の職業に就く学生が多い静岡大学情報学部に置いては重要な演習で

あるが、モデリング同様、システム開発の経験が乏しい学生には理解しづらい分野のひと

つである。この演習支援コンテンツは、プロジェクトマネジメントについての知識を

「PMBOK（Project Body of Knowledge）入門編」、「システム開発入門編」、「PMBOK編」

の３つを用いて演習を支援する。このコンテンツを本研究で開発した相互評価機能を用い

て学生の閲覧を促進させることで、コンテンツをただ読むことと比較し、より効率的な学

習を行うことができるのではないかと感じている。 
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第6章 結論 
 
6.1. 結論 
本研究では、静岡大学情報学部における情報システムデザイン演習において、グループ

演習のモチベーション向上支援を主な目的として、「学生の相互評価を用いたモデリング演

習支援システム」を構築した。 
本システムでは情報システムデザイン演習ですでに提供されている Web コンテンツをベ

ースに、新たに AISAS モデルに基づいた３つの新機能、成果物評価機能、コンテンツ評価

機能、グループページ機能からなる相互評価機能を開発した。成果物評価機能は、学生が

演習中に作成した成果物をシステム上にアップロードし、他の学生がアップロードした成

果物に対して評価やコメントを行う機能である。コンテンツ評価機能は、システム内の

UML 解説や過去の学生の成果物とそれに対する解説などのコンテンツに対して評価を行

うことのできる機能である。成果物評価機能、コンテンツ評価機能共に、評価ポイントの

ランキング表示機能など含んでいる。これらによって学生の成果物を比較する、褒めるな

どモチベーション向上につながる行動と、評価されたコンテンツを参照することで、モデ

リングへの理解度の向上を目指した。グループページ機能は前述の 2 つの機能を用いて評

価された成果物、コンテンツをグループ内で共有するための機能である。この機能を用い

ることでグループ内でのコミュニケーションを容易にした。 
また、Web マーケティングに用いられる AISAS モデルに従って、学生が自分たちの成果

物や解説コンテンツを評価しそれを共有するというサイクルを構築することでシステムの

閲覧頻度を高め、集まった評価情報を分析することで、学生が演習内でどこに躓き、どん

なコンテンツを有用であると判断しているのかの分析を可能とする方式を実現した。  
システムを試作後、実際に 2011 年度情報システムデザイン演習を受講している学生に利

用してもらいシステムの評価を行った。システムの評価は Google 社の提供する Google 
Analytics を用いてのアクセス解析と、実際に受講した学生に対するアンケート調査により

行った。 
Google Analytics を用いたアクセス解析では、システムが日常的に学生に利用されている

ことが分かった。またアンケート調査では今回実装した相互評価機能についてすべての学

生が評価された成果物やコンテンツを見ることは演習の参考になるという結果を得ること

ができ、受講生が相互に評価し合い演習を円滑に進めていくという演習の形式とそれを支

援するシステムは有効であることが分かった。しかし、今回の評価実験では有用であると

いう回答とは逆に成果物とコンテンツの評価回数は想定より少なく、どのように学生に成

果物とコンテンツの評価を促していくのかが今後の課題といえる。 
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6.2. 今後の展望 
今回開発した「学生の相互評価を用いたモデリング演習支援システム」はあくまで演習

の補助として提供していった。そしての利用状況を観察すると、提出された成果物とコン

テンツの評価の利用率が低いという結果となった。現状よりさらに学生のシステムへの参

加を促進するために、今後はシステムの機能やコンテンツの整備だけではなく、システム

の成果物評価機能やコンテンツ評価機能を前提とした新しいモデリング演習の流れを構築

していくことが重要であると感じた。例を挙げると、学生たちに他のグループの発表や提

出物に対してコメントさせることを課して、コンテンツの充実と議論の活性化を図る、あ

るいは既存成果のコンテンツや感想のコンテンツなどを授業のなかで参照するようにガイ

ドしていくなどが考えられる。 
また今後の展望として Facebook との連携が考えられる。今回実装した相互評価機能は

Facebook の「いいね」機能を参考し、なるべく評価を行う学生に煩わしさを感じさせない

作りにした。現状ではコンテンツ評価機能を実現するためのモデリングに関する膨大なコ

ンテンツを Facebook 上には盛り込むことは不可能であるが、今後 Facebook 上で実現可能

な範囲は移行し、その他をモデリング演習支援システムとして実現することも視野に入れ

たい。それによってシステム管理者の負担を減らし、学生にとっても Facebook を通じて学

外の人間ともコミュニケーションが取れるようになるなど、本研究の本質である相互評価

の「相互」の範囲を広げていくことが可能ではないかと感じている。 
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