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［要約］㻌 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
のためわれわれ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．シス
テムを用いて実際に教育現場で実践を行ったところ，学習者はタンジブルなインタフェースの意
味を考えずにシステムを使用してしまうという問題点が観察された．本研究ではこの問題を解決
するため学習者の動きと同期して動くアバタを開発し， デザインベースドリサーチに基づき，教育
現場にて実験を行った．その結果，適切な教示法をすることで学習効果が得られることが観察さ
れた．㻌
㻌
［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㻌
㻌
 はじめに
て，「地球の自転・公転運動と太陽の日周・年周
㻵㻱㻭㻔国際教育到達度評価学会㻕が 㻠 年ごとに

運動を理解するためには，地上から太陽を観測

行っている算数・数学及び理科の到達度に関す

する視点（以降，地上視点）や宇宙空間から太陽

る国際的な調査において，日本の中学生の理科

と地球を俯瞰する視点（以降，宇宙視点），またこ

の得点は世界 㻡㻜 か国中第 㻠 位に位置し，授業が

れらの時間的な変化など複数の視点を関連付け

楽しいと思う児童も調査ごとに増加傾向にあるが，

て理解する能力が必要とされる」ことが挙げられ

理科に自信があるかという質問に対し日本は国

る．西川らは，これらの問題を解決するため，卓

際平均の 㻟㻝㻑の 㻞 倍以上となる 㻢㻥㻑の児童が「自

上型の学習支援システムである「タンジブル地球

信がない」と回答した．また，「先生の授業が分か

儀システム」（図 㻝）を開発した㼇㻟㼉．タンジブルとは，

りやすいか」「理科が将来役立つと感じるか」とい
った項目でも平均を下回る結果である㼇㻝㼉．そして，

タンジブル地球儀

特に天文学習の分野においては，地球が自転

タンジブルアバタ

太陽模型

地上視点映像 宇宙視点映像

や公転していることは知っているが，星の日周運
動にどう関わっているかは約 㻢 割の生徒がわかっ
ておらず，知識はあるが，しくみについては理解
していないといった報告もある㼇㻞］．㻌
このように，天文分野の学習が困難な原因とし
 

サブディスプレイ




図 タンジブル地球儀システム
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実際に触れることができるという意味である．この
再 デザイン

システムでは，地球儀と観測者の代理（アバタ）
のタンジブルな操作によって，アバタが見ている
天体シミュレータ内の時刻・視点を変更し，自由

汎用的な
学習理論

に天体の動きを観測することができる天文学習支
分析

援システムである．また，葛岡らはデザインベース

実践

ドリサーチ（㻰㼑㼟㼕㼓㼚㻙㻮㼍㼟㼑㼐㻌 㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔，以下 㻰㻮㻾）
に基づいた実験を実施し，天文学習を支援する

図 葛岡らの作成した '%5 における繰り返しサイクル

タンジブル教材の問題点を指摘するとともに，デ

公転運動を示すことができる回転台，そして地球

ザイン原則を提案した㻌 㼇㻠㼉．本研究ではその問題

儀上の複数地点に取り付けられた 㻰㻵㻺 プラグに

の一部を解決する新しいアバタを作成し，㻰㻮㻾 に

着脱可能な人形（タンジブルアバタ）で構成され

基づいた実験を実施した．そして新たなシステム

ている．また，ディスプレイには地上視点と宇宙

が学習者に対してどのような効果を与えているの

視点の 㼂㻾 コンテンツが表示されている．地球儀

かを観察的に分析した．㻌
㻌
 関連研究

や回転台を回転させることで 㼂㻾 コンテンツ内の
時間を変更でき，アバタの頭部や体の向きを変

天体分野に関する教育支援の研究は多く行
われており，小松らが開発した「月の満ち欠け」の
学習を支援する 㻭㼡㼓㼙㼑㼚㼠㼑㼐㻌 㻾㼑㼍㼘㼕㼠㼥㻌 㻔㻭㻾㻕教材は，
月や地球が描かれた平面図をタブレット端末越
しに観察すると，その平面図上に 㻟㻰 の地球や月
が表示され，地球上の任意の地点から観測でき

えることで，㼂㻾 コンテンツ内の視点を自由に変更
できる．また，地上視点映像にはアバタの仰角が
表示されている．これにより，学習者はタンジブル
地球儀システムを用いることによって，日の出，
日の入りの時刻，南中高度の変化などを直観的
に学習することができる．㻌

材を用いて協調学習における発話分析を行った

㻌
 研究の方法
 '%5
㻰㻮㻾 は従来の実験の問題点を補うことを目的

㼇㻢㼉．その結果，タンジブルユーザインタフェース

として開発された研究手法である．㻯㼛㼘㼘㼕㼚㼟 ら㼇㻣㼉に

と 㻭㻾 を実装することで，仮想環境内と現実環境

よれば，実験室実験は特定の変数が学習に与え

のオブジェクトを関連づけることができ，学習者間

る効果を確認するのには効果的であるが，教育

の知識共有に有用であることを明らかにした．㻌

的介入が成功するための要員を詳細に理解する

るというものである㼇㻡㼉．㻌 㻌
また，瀬戸崎らはタンジブル天体学習用 㻭㻾 教

このように，タンジブルな学習教材が学習に効

のには適 していない．この問題 を補 うために，

果があることが示されつつあるが，汎用的なデザ

㻰㻮㻾 は実際の教育実践を研究対象とし，現場で

イン原則は示されていない．従って，類似の研究

何がどのように行われているのかということを理解

による知見を積み重ねることによって，デザイン

するためにエスノグラフィーによる分析が行なわ

原則を確立することが重要である．そこで本研究

れる．㻰㻮㻾 の目的は，効果的な学習環境を構築

では筆者等が開発しているタンジブル地球儀シ

することと，汎用的な学習理論を導出することで

ステムを利用した授業を実践し，その結果につい

ある㼇㻤㼉．この目的を効果的に達成するために，デ

て考察する．㻌

ザイン，実践，分析，そして再デザインを継続的

㻌
 タンジブル地球儀システム
タンジブル地球儀システムは太陽の日周・年

に繰り返す．㻔図 㻞㻕㻌
 システムの問題点

周運動の学習支援を目的としており，ロータリエ

ステムが学習活動にどのように影響するのかにつ

ンコーダにより自転角を計測することができる地

いて実験を行った㼇㻠㼉．その結果，次の 㻟 つの問

球儀と，地球儀自体の回転角を計測することで

題点を発見した．㻌

葛岡らは 㻰㻮㻾 に基づいてタンジブル地球儀シ
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エンコーダ

'& モータ

ワークシートに解答
する情報（時刻，方
位など）をアバタや
地 球儀 から離れた
位置に置かれたデ
ィスプレイに表示し

スリップリング

ていたため，学習
図 学習者同期型
タンジブルアバタ

者は地上視点にの

図 㻠 アバタ内部構造㻌

み注目し，アバタや

地球儀が構成する俯瞰的な視点へ注意が向か

らうため，人型のデザインとした（図 㻟㻕．目を立体

ない．㻌

的に作ることによって，視線の方向をわかりやす

㻞）現実との対応の問題：卓上型の都合上，地

くし，鼻を長くすることによって，目線や顔の向き

球儀と太陽模型の位置が現実よりもはるかに近

をわかりやすくした．足元には 㻤 方位を記した台

いため，学習者は太陽光が地球へ放射状に降り

座を用意した．これによって，地球儀にアバタを

注いでいると誤解してしまう．㻌

接続してアバタを回転させたときに，アバタがどち

㻟㻕㻌 動作の問題：学習者はアバタの意義を考え
ず，アバタを適当に操作していた．そのため太陽
と地球と自分を俯瞰し，その意味を考察すること
ができるというシステムの効果を活かせずに学習
を続けてしまった．㻌
葛岡らは 㻟㻕の「動作の問題」に対し，「タンジブ
ルユーザインタフェース（以下，㼀㼁㻵）の安易な利
用は学習者の思考をむしろ阻害する可能性があ
るため 㼀㼁㻵 に対する操作の意味を学習者に意識
させるインタフェース設計や教示をしなければな
らない」というデザイン原則を提案した㼇㻠㼉．また，
この考え方に基づいて，地上視点を表示するデ

らの方位を向いているかをわかりやすくした．㻌
 内部構造
図 㻠 にアバタの内部構造を示す．アバタの首と，
腰と台座との接続部分にそれぞれモータとエンコ
ーダを組み込んだ．アバタは水平方向無制限，
鉛直方向は水平面から 㻥㻜°の範囲で動作する．
学習者がタブレット 㻼㻯 を持って水平方向・鉛直
方向に回転させると，その動作を 㻼㻯 内蔵の加速
度センサで検出し，その動作にアバタの動作が
連動するように制御した．㻌
㻌
 評価実験 
 内容

バイスをタブレット 㻼㻯 にし，学習者が持つタブレ

つくば市内の中学生 㻠 人を 㻞 人一組に分けて

ット 㻼㻯 の向きに応じて地上視点の映像を変更す

実験を行った．㻌 実験はプレテスト，インストラクシ

ることを提案した．タブレット 㻼㻯 の向きとタンジブ

ョン，システムを使ったワーク，ポストテスト，アン

ルアバタの姿勢を連動させれば，学習者は自分

ケートの順で行った．図 㻡 に実験環境を示す．床

自身の姿勢と，地球儀を俯瞰する視点における

には 㻤 方位が書かれた正方形のマットを実際に

タンジブルアバタの姿勢を関連付けて考えられる

方角に合わせて地面に設置した．スタンドは太陽

ようになると考えたのである．㻌

の代わりに設置したものである．実験の様子は 㻞

本研究ではこの提案を実現し，中学生を対象
とした実践を行なうことによって，その効果を検討
することとした．㻌
 学習者同期型タンジブルアバタ
 デザイン
まず，学習者が持つタブレット 㻼㻯 に連動して
動作するタンジブルアバタ（以下，アバタ㻕を開発
した．学習者にアバタは自身の分身だと感じても

台のビデオカメラを用いて記録した．㻌
 プレテスト
学習者がタンジブル地球儀システムを用いた
実験を行う前の段階で，どれほどの知識や能力
を備えているか確認するためのプレテストを行っ
た．また，このテストの結果から同程度のスコアを
持った者をペアに設定した．テストの内容は日本

㻌
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方角マット

表  復習内容
地上視点，俯瞰視点
天球に関する知識㻌
の知識㻌
・㻝㻢 方位㻌
・自転方向㻌
・地球儀上での方角㻌
・地軸の傾き㻌
・夏至での地球と太陽 ・正中及び正中高度㻌
の関係㻌
・日の出，日の入り㻌
・太陽光は地球に平
行に差してくる㻌

タブレット
太陽模型

タンジブル
地球儀

長机

実験者

カメラ

学習者
図  実験環境

㻌

の太陽の日周運動，自転の向き，日本の日の出

地上視点画像

と日の入り，地球上の方角，自転の向き，視点移
動についての問題，の 㻢 題である．テストは解答
後回収して採点を行った．㻌
 インストラクション
学習者たちの知識レベルをある程度そろえる

アバタ

ため，学習活動の最初に天文学の基礎的な知
識に関する復習を行った．復習内容は表 㻝 の通

図  インストラクション時の構成

りである．㻌

㻌

また，アバタの視界がディスプレイに映ってい
ると認識させるため，円筒形にした画用紙に，シ
ミュレータ上に表示される全周画像を印刷したも
のの中央にアバタを配置し（図 㻢），手動で操作し
たり，同期機能を用いたりしながらアバタの視界

㻌

がシミュレータと連動している認識を促した．この

図  ディスプレイに注目する学習者

際にタンジブル地球儀システムの操作方法につ
いても教示した．㻌
 タンジブル地球儀を用いたワーク
タンジブル地球儀を用いて考えさせ，ワークシ
ートに記入させる以下の課題を出題した．㻌
① 日本の夏至（㻢 月 㻞㻝 日）における日の出，正
中，日の入りの方位とアバタの仰角と時刻を
回答させる．㻌
② 同日におけるオーストラリアの日の出，正中，
日の入りの方位とアバタの仰角と時刻を回
答させる．㻌
③ 日本，オーストラリアそれぞれの天球図にお
ける太陽の軌道を図示させる．㻌

実験中は適宜実験者が介入し，それぞれの解
答内容について考えたことを発言させた．㻌 㻌
 ポストテスト
プレテストの内容に加えて，空間認知能力，視
点移動能力を確認する問題を出題した．また，シ
ステムを用いずに，ある時刻，ある地点での太陽
の見え方を問う問題を出題し，システムの効果を
確認することとした．㻌
 アンケートとインタビュー
学習者にシステムの使いやすさや，インタフェ
ースとしてのアバタの意味を理解できたかを問う
アンケートおよびインタビューを行った．㻌
 結果

まず手動でアバタを操作させ（以降，「手動操

ワークシートに解答するための情報の大半は

作」），これらの課題に解答させたのち，自身とア

ディスプレイに表示されていたため，学習者はほ

バタの同期機能を用いて①～③と同様の課題に

とんどディスプレイに注目してしまっていた㻔図 㻣㻕．㻌

取り組ませた．同期機能を用いる操作 （以降，

連動操作時は地球儀操作者がアバタへ注目

「連動操作」）は日本とオーストラリアで操作者を

し，連動操作者に太陽を見ていないと指摘する

変更し，全員に体験させた．㻌

場面も見られた．しかし基本的にはアバタへ注目

㻌
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するのではなく，連動操作者が太陽を探す際，シ

行った．具体的には，評価実験 㻝 において地球

ステムが構成する俯瞰的な環境を意識していな

の自転の方向をインストラクション時に教示してい

かった．また，一つのペアはタブレットを持つ連動

たがその知識は与えず，ワーク中に自身で考え

操作者がもう一名の学習者に地球儀を操作し，

させるワークを追加した．以下に再検討後のワー

時間を変更するように促す場面が見られた．その

クの内容を列挙する．㻌

際に地球儀操作者はディスプレイを見ずに地球

① 地上視点映像を用いずに，日本における日

儀を回し，適切な方向に時間を前後させていた

の出，正中，日の入りの地点だと思われる場

が，もう片方のペアはディスプレイを見ない状態

所になるよう，順に地球儀を回し，アバタが

では日の出の位置が理解できていない場面が見

太陽を向いていると思う体勢を取らせ，方位

られた．㻌

をアバタの台座で確認する．㻌

ポストテストでは多くの学習者が地上，地球上

② ①のアバタの位置，体勢が正しく太陽を観

の方角を正しく解答することができていなかった．

測できているかを確認したのち，手動操作を

太陽光が地球に平行に届いていることを忘れ，

用いて日本の夏至（㻢 月 㻞㻝 日）における日の

放射状に地球に届いていると誤認識していた．㻌

出，正中，日の入りの太陽の方位とアバタの

アンケート・インタビューでは「アバタの視界が

仰角と時刻を順に回答させる．太陽を観測

モニターに表示されていると理解できたか」という

する際には初めから地上視点映像を表示す

問いについては同期機能のインストラクションが

るのではなく，正しい時刻でアバタが太陽を

あったため理解できたという意見が多かった．「ア

観測していると思った時に地上視点映像を

バタを自身の分身であると認識できたか」という問

確認し，微調整のみを行わせる．㻌

いについては自身の動きと同時に動いたため強

④ オーストラリアでも①，②と同様の観察を行
わせる．㻌

く認識することができたという意見を得た．「システ
ムの使いやすさ」については，使いやすかったが

⑤ 日本，オーストラリアそれぞれの天球図にお
ける太陽の軌道を図示させる．㻌

地上視点映像と自身の動きに少しずれや遅延を
感じたという意見を得た．「アバタの手動操作や

⑥ 学習者に何も表示されていないタブレットを

同期機能」については応答性が良く，使いやす

持たせ，日本，オーストラリアそれぞれの太

かったという意見を得た．㻌
 考察

陽の一日の動きを自身の体で再現させる．㻌
⑦ 連動操作を用いて，②と同様の観察を行わ

これらの結果より，動作の問題を解決するため

せる．日本とオーストラリアで同期機能の操

同期機能を有するアバタを開発したがそれだけ

作者を入れ替え，全員に同期機能を体験さ

ではアバタへの注目が足りず，ディスプレイに注

せる．㻌

目しすぎてしまう「表示位置の問題」が強く現れた

⑧ ⑤を再度行わせる．㻌

ことが分かった．㻌

被験者は評価実験 㻝 とは異なる中学生 㻠 名（㻞

また，日の出の時の地球儀の位置がわかって
ィスプレイに注目し続けたため自身で考えず，地

人 㻝 組，計 㻞 組）であった．㻌
 結果
手動操作の際，学習者は，地上視点映像が映

球の自転と時間の関係を考えなかったためと考

っていないためアバタに注目し（図 㻝㻜），アバタを

えられる．方角について正しく解答できなかった

適切に太陽に向けていた．連動操作の際も同様

こともアバタ下部の台座を見る機会が少なく，デ

に，学習者は評価実験 㻝 に比べ，地球儀操作者

ィスプレイに注目した結果だと考えられる．㻌

がアバタに注目し（図 㻝㻝），アバタを太陽に向ける

㻌
 評価実験 
 内容
評価実験 㻝 の結果より，実験内容の再検討を

ように方角を指示する場面が見られた．㻌

いるペアとわかっていないペアがいた．これはデ

ポストテストは評価実験 㻝 に比べ，地上，地球
儀上の方角は正しく解答していた，また自転の方
向の理解度・自信度共に上昇した．㻌

㻌
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を理解させるため学習者と同期して動くアバタを
開発した㻚しかし一度目の教示法では意味を理解
している様子は観察できなかった．そのため教示
法を再デザインし，実践することで学習者はアバ
タの意味を理解し，アバタと地球儀と太陽模型が
構成する俯瞰的な模型空間と連動操作者の体


図  アバタに注目する学習者（手動操作時）


勢を意識できていることを観察することできた．今
後はより詳しい分析し，実験を再デザインする．
そして 㻰㻮㻾 を繰り返すことでより適切な学習支援
システムを開発していく．㻌
㻌
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