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［要約］ 小中学生にとって天体の分野は特に学習が難しい領域である．これらの天体現象を理解するた
めには地上から観測する視点と，太陽系を俯瞰する視点を関連付けて理解する必要がある．そ
のため筆者らは地上からの視点を映すシミュレータ，太陽系を俯瞰して見るための地球儀やアバ
タと呼ばれる人形，太陽模型で構成されたタンジブル地球儀システムを開発してきた．本研究で
は，身体化デザインの考え方に基づいてシステムの機能を追加するために，以前の実験の再分
析を行った．その結果，教師と教材による足場かけの重要性が確認され，その知見から，新たな
機能の追加を行った．
［キーワード］天文学，タンジブル，学習支援，デザインベースドリサーチ，身体化デザイン
1. はじめに
科学の学習の中でも，天文分野は特に難しい
領域の一つである[1]．これは，地上で観察できる
天文現象と宇宙を俯瞰した天文現象など，複数
の視点から観察される現象を統合して理解する必
要があるためである[2][3][4]．こうした背景に基づ
き，筆者らは，タンジブルユーザインタフェース
(TUI) を利用した天文学習教材を開発し，天文学
習を支援することを試みている[5]．TUI を利用し
た学習環境（以後，タンジブル学習環境）は様々
な科学学習に応用されており[6][7]，その効果が
期待されている．しかし，効果的なタンジブル学
習環境をデザインするための有効な方法論につ
いてはいまだに課題となっている[8]．これに対し
て筆者らは，デザインベースドリサーチ[9]に基づ
いた実験を実施することによって，天文学習教材
であるタンジブル地球儀システムが学習に対して
どのような効果や問題を与えているのかという事を
観察的に分析し，その結果に基づいて天文学習
を支援するタンジブル学習環境のデザイン原則を
検討してきた[10]．こうした研究を通して，システム

の機能だけではなく，それを効果的に利用するた
めの学習手順が重要であることも認識するように
なった．前研究において，筆者らは中学生を対象
として天文学習実験を行った[11]．
本研究では，その結果を再分析して得られた
知見をもとに，より適切な学習手順において必要
となる機能を抽出し，タンジブル地球儀システムを
発展させることを目的とする．
2. 研究の方法
2.1. デザインベースドリサーチ (DBR)
DBR は従来の実験の問題点を補うことを目的と
して開発された研究手法である．Collins ら[9]によ
れば，実験室実験は特定の変数が学習に与える
効果を確認するのには効果的であるが，教育的
介入が成功するための要因を詳細に理解するの
には適していない．この問題を補うために，DBR
は実際の教育実践を研究対象とし，現場で何が
どのように行われているのかということを理解する
ためにエスノグラフィーによる分析が行なわれる．
DBR の目的は，効果的な学習環境を構築するこ
とと，汎用的な学習理論を導出することである[11]．
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この目的を効果的に達成するために，図 1 に示す
ようにデザイン，実践，分析，そして再デザインを
継続的に繰り返す．
(再)デザイン

汎用的な
学習理論
分析

実践

図 1 葛岡らの作成した DBR における繰り返しサイクル

2.2. 身体化デザイン
Abrahamson らは，科学，技術，光学，数学の学
習を支援する方法として身体化デザインを提案し
ている[13]．彼らによれば，我々が物理的な道具
を使ってある目的を達成しようとしたにもかかわら
ず望んだ効果が得られないとき，その理由を考え
たり再調整したりしながら，その道具に対する動作
を変更して望む効果を得ようとするが，これがまさ
に学習なのである．
学習のための道具において重要なことは，学習
者にその道具を直感的・無意識的に使わせるの
ではなく，自分が道具とどのようにインタラクション
をしているのかという事を分析し，具体的かつ定
量的に理解させることである．これによって，道具
に対する動作は学習者の中で徐々に内化し，実
際に道具がなくてもそれに対する動作を模擬した
り，頭の中だけで動作をシミュレートしたりすること
ができるようになる．つまり，人工物に対する動作
を試行錯誤させつつその意味を理解させ，徐々
に内化させることができる学習教材をデザインす
ることが必要である．
このためには，学習教材そのものの設計と同時
に，教師が適切に介在して足場かけをすることの
重要性も指摘されている[13]．筆者らはこうした考
え方に基づき，筆者らが開発したタンジブル天文
学習システムを使って学習者が行う動作が学習
内容の理解に与える効果，そして授業の手順の
違 いが その 効果に 与 える影 響 を明 らかに し た
[11]．
2.3. タンジブル地球儀システム
筆者らは TUI の考え方に基づき，学習者の太
陽と地球の時間的・空間的な関係の理解を支援
するために，タンジブル地球儀システムを開発し
た[13]．タンジブル地球儀システムは，タンジブル
アバタ（以後，アバタ），タンジブル地球儀（以後，
地球儀），電球，そしてタブレット端末から構成さ

れる．ここで，電球は太陽として利用し，地球儀と
電球は，地球と太陽の関係を俯瞰した視点を提
供する．
タブレット端末には地上から天空を見た視点
（以後，地上視点）を表示し，天空上の太陽の日
周運動を確認するために用いられる．この地上視
点のための天体シミュレータは，国立天文台が開
発した Mitaka[15]を利用している．シミュレータ内
の時刻は，地球儀の自転に同期して変化するよう
に制御される．
アバタ自身は身体を水平方向に，頭を鉛直方
向に回転させることが可能である．地球儀上には
あらかじめいくつかの装着点が用意されており，
アバタを任意の地点の装着点に差し込むと，天体
シミュレータはアバタの緯度・経度に対応した場
所から見た天空の映像をタブレットに表示し（地上
視点），その視線の方向はアバタの頭と身体の向
きに対応するように制御される．このときタブレット
端末上にはアバタの視線の方位と見上げ角が表
示される．
タブレット端末上に太陽を表示するためには，
アバタの顔の向きを太陽の方向に向ければよいこ
とになる．太陽が画面の中央に表示されるように
調整したときに画面に表示されている方位と見上
げ角を読むことによって，太陽の方位と高度を計
測することができる．
このアバタは，このように，手で直接操作する手
動モードのほか，学習者の動作と同期してアバタ
がモータ駆動する身体連動モードを備えている．
身体連動モードの場合は，学習者がタブレット
端末を持って上下に動かしたり，左右に身体を回
転させたりすると，加速度センサから得られた値に
応じ，内蔵されたモータによってアバタの首が鉛
直方向（可動範囲 0～90 度），体全体が水平方向
に回転する（無限回転）．また，地上視点映像も同
期する．
手動モードと身体連動モード間の切り替えは，
学習者自身がタブレット端末上のボタンにタッチ
することによって行う．

図 2 タンジブル地球儀システム
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3. 実験
本研究では文献[11]において行った実験を再
分析し，その知見をもとにシステムの改良を行う．
本章ではその実験の概要及び得られた結果につ
いて述べる．
実験はつくば市内の中学校の理科教室におい
て実施した．実験期間は 1 日のみで，午前と午後
の 2 回実施した．午前に実施した実験を実験 1 と
呼び，午後に実施した実験を実験 2 と呼称する．
これらの実験では，午前の実験 1 の様子を観察し
た結果，問題点が明らかになったため，午後の実
験 2 では授業の手順を変更した．
なお，これらの実験は筑波大学システム情報系
の研究倫理審査において承認を得たうえで実施
した．
3.1. 実験参加者
実験参加者は，実験を実施した中学校の理科
部に所属する 2 年生の男子 8 名で，そのうちの 4
名が実験 1 に参加し，残りの 4 名は実験 2 に参加
した．実験は 2 人 1 組のグループ学習とした．
3.2. 実験手順
参加者にはまずプレテストを受けさせ，すぐに
採点をした．そして，できるだけ点数の近い 2 人で
グループを構成するようにした．学習活動中は，3
名のインストラクターが常に巡回し，装置の操作の
仕方，ワークシートの手順について助言を与えた
り，参加者の思考過程について質問をしたりした．
活動の終了後，ポストテストを受けさせた．
これらの実験の様子は 2 台のビデオカメラで撮
影し，後の分析に利用した．
3.3. 実験 1 の結果と考察
プレテストとポストテストそれぞれの平均正解率
は 54％と 46％（標準偏差はそれぞれ 6.9％と
5.1％）であり，実験 1 の参加者においては，ポスト
テストの正解率の方が低い結果となった．不正解
だった問題は参加者によって異なるが，東西南北
の位置関係，日周運動の方位，太陽と地球を俯
瞰したときの日の出と日の入りの位置について，
正しく回答できない傾向が見られた．実験参加者
が少ないため統計的な議論はできないが，本学
習活動の効果が高くなかったことがうかがえる．
実験 1 のビデオデータを分析すると，学習中に
参加者たちがアバタに注目していない様子が多く
観察された．図 3 は，グループ 1 の参加者が，タ
ブレット端末の画面を見ながら地球儀を操作して，
日の出を観察しようとしている場面である．このと
き P1 が地球儀を操作し，P2 はディスプレイを観察
している．P1 は最初，地球儀を回転させて日の出
の 3 時間後付近にアバタを適当に移動させるが，
すぐにタブレット端末に注目してしまい，アバタと
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図 3 タブレット端末にのみ注目してしまう場面

太陽（電球）の位置関係についてよく考えないま
ま，地球儀をゆっくり逆回転させており，望む結果
を得るのに手間取っていた．このような傾向は，2
つのグループに共通して見られた．
図 4 は身体連動モードにおいて，オーストラリア
の日の出の観察をしようとしている場面である．イ
ンストラクターの I1 が，朝の位置にアバタを移動す
るように要求したのに対して P3 は地球儀を自転方
向とは反対に回転させて，日の入りの位置にアバ
タを動かし，P4 にこの位置であっているかを聞い
ていた．この場面においても，P3 は地球の自転方
向について考えずに，タブレット端末を持っている
P4 に頼っている様子であった．

図 4 タブレット端末の情報に頼る場面

このように，実験 1 において参加者はタブレット
端末に注目することが多く，アバタにあまり注目し
ないという「情報の提示位置の問題」が多く観察さ
れた．またこれに伴って，アバタをどの方位に向け
るべきかという事や，地球儀をどの方向にどの程
度回転させるべきかという事を深く思考しないとい
う「操作の問題」も生じていた．すなわち実験 1 に
おける参加者には，身体化デザインで主張されて
いるような，理由を考えたり再調整をしたりしなが
ら，道具に対する動作を変更して望む効果を得よ
うとするという様子がほとんど観察されなかった．
以上の考察から，ポストテストにおいて方位に
関する問題の正解率が低かった理由は，タブレッ
ト端末に表示されている情報を安易に利用してし
まったために，アバタの方位盤や，アバタ，地球
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儀，そして太陽の相対的な位置について思考す
る必要がなくなったため，方位，自転の方向，日
の出と日の入りの位置に関する操作を行うという
動作が内化しなかった可能性がある．
3.4. 実験 2 の結果と考察
実験 1 の結果から，学習手順の変更を行い，実
験 2 の参加者 4 名（2 グループ）を対象として，実
(b)
(a)
験を行った．プレテストの正答率は平均 50％で，
図 6 オーストラリアの正中について試行錯誤する場面
ポストテストの正答率は平均 82％（標準偏差はそ
図 7 は P6 がポストテストに回答している最中に，
れぞれ 6.9％，9.3％）となり，実験前と比較して基
日の出や日の入りの時の太陽の動きを思い出す
礎的な知識が定着した可能性がうかがえた．
ために，身体連動モードの時にタブレット端末を
実験 2 では，実験 1 とは異なり，参加者がアバタ，
持って行った身体の動きを再現している場面であ
地球儀，そして太陽の関係を考えながら予想を立
る．実験 2 では，参加者は何も表示されていない
てている様子が観察された．図 5 は，オーストラリ
タブレット端末を持って，太陽の日周運動を予想
アにおける正中の時の，地球儀とアバタの姿勢を
しながら動作をするという経験をしている．こうした，
予想している場面である．P5 と P6 は 2 人同時に
操作の試行錯誤によって，ある程度身体的な動
アバタに触れて操作をした後，P6 がアバタの顔の
作が内化した可能性がある．
位置から太陽を見ることによって，アバタの視線方
向が太陽に向かっていることを確認していた．

図 7 タブレット端末を動かす動作を模擬する場面
図 5 アバタと太陽の関係に注目している場面

4.

図 6 は，別のグループがオーストラリアにおける
正中を観察しようとしている場面である．まず P7 は，
アバタは南を向くはずであると考えて，「南」と言い
ながらアバタを操作して太陽が見える姿勢にした．
このとき，P8 も一緒にアバタに注目していたが，図
6(a)のようにアバタの足元の方位盤を指さしながら，
「北なの？」と改めて P7 に問いかけた．その後，
図 6(b)のように P8 はアバタが南に向くように回転
させ，首を持ち上げて太陽が見られるような姿勢
にしようとしたが，アバタの首が 90 度で止まってし
まったためアバタの視線を太陽の方向に向けるこ
とができなかった．このことにより，オーストラリアに
おいてはアバタが南に向いたのでは太陽を見るこ
とができず，太陽は北に正中することを理解した
のである．
これらの例から，タブレット端末を見ずに，参加
者がアバタと地球儀のみから予想をする段階を設
けたことによって，グループの 2 人ともアバタや地
球儀に対して注目し，地球儀，アバタ，そして太
陽との相対的な位置関係を意識し，これらに対し
て様々な動作を行うことによって，理解が促進され
ている様子がうかがえた．

考察
本章では，実験１と 2 の結果を総合的に考察す
ることによって，タンジブル学習環境を利用した学
習手順に関する知見をまとめる．
実験 1 と実験 2 の結果で異なっていたのは，ア
バタや地球儀を操作している最中に，それらの位
置や姿勢に基づいて思考をしているか否かであ
った．実験 1 では，タブレット端末の画面を常に参
照できるようにしたことによって，単に画面内で答
えを探すことが目的となり，アバタと地球儀は画面
を操作するコントローラの役割しか果たさなくなっ
ていたようである．少なくとも，地球儀の操作は時
間を変化させ，アバタの操作は視線方向を変化さ
せることは理解し，直感的に操作できていたと考
えられるが，地球儀とアバタの操作の意味につい
て理解しながら操作をするという事ができていな
かった．これは，タンジブルユーザインタフェース
という直感的なユーザインタフェースが，かえって
参加者の思考を阻害したとも考えられる．このこと
から本研究では「タンジブルユーザインタフェース
の直感的な操作性が，かえって学習者の思考を
阻害する可能性がある」という知見が得られた．
これに対して実験 2 では，まずタブレット端末を
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見せずに地球儀とアバタの操作のみで予想させ
た．これによって，地球儀とアバタが太陽との位置
関係において，どのような位置・姿勢をとるべきか
という事について思考しながらアバタと地球儀を
操作することができていたようである．
例えば，図 6 にもみられるように「太陽は南に正
中する」という自分の予想とは異なる結果が生じた
際に，アバタを南方向に向けて首を垂直まで回転
させるという試行錯誤をすることによって，オースト
ラリアでは太陽は北に正中するという正しい理解
へと結びつけることができていた．さらに，図 7 の
例では，思考しながら動作をさせたことによって，
その動作がある程度内化した可能性を示している．
したがって，実験 2 においては，動作をしながら思
考させることによって理解が促進され，動作が内
化されるという身体化デザインの要件が支援でき
ていたという可能性が見られた．
これらの考察から，タンジブル学習環境を利用
した学習手順においては，「教師はまず，学習者
に提供する情報を制限し，注目させたい人工物を
操作させながら試行錯誤させ，結果を予測させる
ことが効果的である」という知見が得られた．
5. 機能の追加
実験結果の再考察で得られた知見から，身体
化デザインの考え方における，教師あるいは教材
による足場かけが重要であることが分かった．
このことから筆者らは，教材側の足場かけとして，
タンジブル地球儀システムに新たな機能を追加し
た．本機能を用いると，図 8 のように，学習者が地
球儀を回転させた際に，設定された季節に応じて
太陽が視界の中心に見える方位と見上げ角にな
るよう，アバタが動く．これにより，学習者は地球儀
とアバタが太陽との位置関係において，どのような
位置・姿勢をとるべきかを知ることができる．

Vol. 31

No. 4（2016）

像は常に太陽を中心にとらえ続けているため、学
習者はあまりタブレット端末に注目せず，地球儀
を操作することができる．
(2) 探索モード：タブレット端末に表示されている
地上視点映像が，タブレット端末の方位と見上げ
角と同期する．しかし，地上視点映像の時刻は地
球儀の回転と同期している．このモードでは，2 人
以上 1 組のグループワークを想定しており，タブレ
ット端末を持った学習者は，地球儀とアバタ，太
陽の位置関係を参考にしながら，端末を移動させ
て，太陽の位置を探索する．
6. 終わりに
本研究では，タンジブル地球儀システムを利用
した天文学習の実験を再分析することにより，タン
ジブル学習環境を効果的に利用する学習手順に
関する知見の獲得，およびその知見に基づいた
新たな機能の追加を目的とした．
身体化デザインの考え方に基づいて，観察的
な分析を行った結果，タンジブルユーザインタフ
ェースの直感的な操作性が，かえって学習者の
思考を阻害する可能性があることが分かった．ま
た，学習においてはまず，学習者に提供する情報
を制限し，注目させたい人工物を操作させながら
試行錯誤させ，結果を予測させることが効果的で
ある可能性が示された．
これらの知見から学習者に対する教材側からの
足場かけとして，新たな機能を追加した．
今後は新たな機能を追加したタンジブル地球
儀システムを用いて実験を行い，より適切な学習
手順およびそれに必要な機能を明らかにする．
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