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データマイニングで英語教育はこう変わる！［ 1］

Ishii Yutaka石井雄隆 

英語教育はこう変わる！

データに基づいた教育改善を目指して
─エデュケーショナル・データマイニング入門─

データマイニングで

第　 回1

❖はじめに
　学習者が書いた英作文や授業アンケートなど，
教育現場には，たくさんのデータが溢れています。
また ICTを活用した教育が普及するにつれて，
オンライン上に学習者の学習履歴が自動で，そし
て大量に蓄積される時代となりました。しかしな
がら，それらのデータは，教育改善のために，十
分に活用されているでしょうか。
　Romero and Ventura （2013，p. 12） は， 「教育機
関が直面する 1つの大きな課題は，急速な教育デ
ータの増加と教育機関における意思決定の質を改
善するためのデータの使用である」と指摘してい
ます。今回の連載では，近年，注目を集めている
エデュケーショナル・データマイニングと呼ばれ
るデータマイニング手法の教育への応用事例を紹
介していきます。データマイニング手法を使うこ
とで英語教育の何が明らかになるのかということ
を，主に英語ライティング研究の事例を中心に扱
っていきたいと思います。

◇そもそもデータマイニングとは？
　「ビッグデータ」や「データサイエンス」とい
う言葉に象徴されるように，データとその扱いに
対する関心は日増しに高まっています。エデュケ
ーショナル・データマイニングの話を始める前に，
そもそもデータマイニングとは何かについて説明
します。データマイニングとは，大量のデータの
中から隠されたパターンや関連性などを自動的に
抽出する手法のことを指します。元々，データ解
析は多変量解析などの統計的手法が主流でしたが，

1990年代の中頃，コンピュータの性能向上や大規
模データが蓄積可能になった結果，データマイニ
ング手法は発展してきたと言われています。
　
◇エデュケーショナル・データマイニング入門
　そうしたデータマイニングを教育に生かそうと
する国際会議が初めて行われたのが，2008年でし
た。図 1に示すように，エデュケーショナル・デ
ータマイニングは，学際的な領域であり，教育
学・統計学・コンピュータサイエンスと密接に関
係しています。

　エデュケーショナル・データマイニングではな
く，ラーニング・アナリティクスという言葉を耳
にされたことがある方もいるかもしれません。こ
ちらも2011年に最初の国際会議が行われたばかり
の新しい分野です。両者を厳密に区別することは

（早稲田大学　大学総合研究センター助手）

図�1 ．エデュケーショナル・データマイニングと関連
する主な領域（Romero�&�Ventura（2013）に基づく）
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難しいですが，どちらも教育実践や教育研究のた
めに大規模なデータ分析を利活用することを目的
としています（Siemens & Baker，2012）。この連
載では，エデュケーショナル・データマイニング
の事例を中心に紹介します。
　なぜ教育に特化したデータマイニングが必要な
のでしょうか。それには教育データの特性が関係
しています。教育データには大きく分けて 3つの
特徴があります。
　
1.  異なる情報源（システム）から，学習者の活動
の膨大な量のデータが提供される。

2.  全ての学生が活動や演習などを必ずしも完了
していないため，不完全なデータが存在する。

3.  種類の異なる多様なデータが存在する（例えば，
5段階のアンケートや100点満点のテストの得点な
ど）。

　上記のように教育データには，固有の特徴が存
在します。一方で，データマイニングを教育研究
に用いる理由としては，以下の 3つが挙げられま
す。
　
1. 統計解析よりも大量のデータが扱える。
2.  実用性を重視し，データ解析の探索的側面を
強調している。

3.  欠損値などを含む不完全なデータに対しても
分析ができる。

　
　統計解析にも欠損値を扱う方法は存在しますが，
データマイニング手法の方がより頑健である（デ
ータの内容によって大きくぶれない）ことが指摘さ
れています。
　エデュケーショナル・データマイニングにはど
のようなメリットがあるのでしょうか。図 2を基
に，教育者，学習者，管理者それぞれの視点から
考察してみましょう。
　教育者にとっては，学習者の学習プロセスを理
解することが可能となり，学習者にとっては，学
習効果の増大が可能となります。また管理者にと
っては，教育機関の資源配分の最適化（例えば，
全学共通英語教育プログラムの評価や質保証）など

のメリットが考えられます。
　Bousbia and Belamri（2013）は，エデュケー
ショナル・データマイニングにより可能になるこ
ととして，下記のような要素を挙げています。

　・学習者のモデリング
　・学習者の成績や学習成果の予測
　・学習者の行動解析
　・適応的な情報推薦

　適応的な情報推薦とは，例えば，現在の習熟度
に応じた課題や問題を自動で出題することなどを
指します。
　上記のような視点に基づき，筆者がこれまでに
行ってきた英語ライティング研究へのデータマイ
ニング適用事例を中心に，次号以降，この連載を
進めていきたいと思います。

❖まとめ
　今回はエデュケーショナル・データマイニング
の簡単な歴史を紹介しました。次回はアソシエー
ション分析という手法を用いた，英作文における
文法的誤りの共起パターンについての研究を紹介
します。

主要参考文献
石井雄隆（2015）．「データマイニングの手法を用いた英語
ライティングへのアプローチ─日本人英語学習者のエッ
セイ評価に影響を与える文法的誤りパターンの検討」
EIKEN BULLETIN, 27, 28-39.

Romero, C., & Ventura, S. （2013）. Data mining in edu-
cation. Data Mining and Knowledge Discovery, 3 （1）, 
12-27.

図�2 ．エデュケーショナル・データマイニングのユー
ザー別目的
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・状況に応じた学習者支援
・学習者に適したフィード
バックの提供

・学習効果の増大

これまでの研究は，下記にまとめています。（石井）
https://sites.google.com/site/yutakaishiiweb/
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英作文に隠された文法的誤りのパターンを探る
─アソシエーション分析─

データマイニングで

第　 回2

　今回は，データマイニング手法の 1つであるア
ソシエーション分析を用いた日本人英語学習者の
文法的誤りに関する研究を紹介します。

❖おむつとビールの意外な関係性？
　突然ですが，おむつとビール，一見すると関係
のなさそうなこの 2つに実は関係があったという
話をご存じでしょうか。あるスーパーマーケット
における顧客の購買データを見てみると，おむつ
とビールを同時に買っている顧客が多かったので
す。調べてみると，購入する際にかさばるおむつ
を母親が父親に買ってくることを依頼し，その結
果，父親がおむつと一緒にビールを買っていると
いうことが分かったという話です。この際に，用
いられたのがアソシエーション分析という手法で
す。この手法は，百貨店や店舗で集めている購買
履歴から顧客が購入するアイテムの組み合わせの
規則を抽出するためなどに用いられます。表を見
ていただくと分かるとおり， 3つの ID（ここで
はそれぞれの IDが 1つのレジ袋であると考えて下さ
い）でおむつとビールが共起しています。例えば，
上記データを基にアソシエーション分析を行うと，

｛おむつ｝⇒｛ビール｝という結果が上位に来る
でしょう。｛おむつ｝の部分を条件部，｛ビール｝
の部分を結論部と呼びます。
　この手法は，エデュケーショナル・データマイ
ニングでもよく用いられます。例えば，Romero, 
Romero, Luna and Ventura（2010）は，オンラ
イン上に蓄積された学習行動と学習者の最終成績
との間の関係性を調査しています。また Krüger, 
Merceron and Wolf （2010） は， オンライン上の
練習問題への取り組みに対してアソシエーション
分析を行い，学習者が学習のためのリソースをど
のように使用したかを分析しました。

❖英語ライティングへの適用例
　この分析手法を英語ライティング研究に応用し
たら，何が分かるのでしょうか。スーパーのレジ
袋を学習者の作文，袋に入っている商品を文法的
誤りと見立て，ライティングにおける文法的誤り
の共起関係について検討してみます。アソシエー
ション分析には，大きく分けて支持度（support），
確信度（confidence）， リフト（lift）という 3つの
評価指標があり，本研究では支持度を用いました。
これは，条件部と結論部を共に含むデータ数を全
データで割ったものを指し，Aという文法的誤
りが出現するときに Bという文法的誤りが一緒
に出現することを示す最も分かりやすい指標です。
　分析には， Konan-JIEM Learner Corpusと呼ば
れる日本人英語学習者が産出した英作文のエラー
タグ付きコーパスを用いました。このコーパスは，
甲南大学と教育測定研究所が共同で収集し，日本

（早稲田大学　大学総合研究センター助手）

表　買い物バスケットの事例

ID アイテム集合
1 ｛お茶，野菜，魚｝
2 ｛おむつ，ビール，野菜｝
3 ｛クッキー，ビール，おむつ｝
4 ｛おにぎり，ビール，おむつ｝
5 ｛魚，ビール，リンゴジュース｝
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人英語学習者17名が10個のトピックについて書い
た170個のエッセイから構成されます。トピック
は， それぞれUniversity Life， Summer Vacation，
Gardening， My Hobby， My Frightening Expe-
rience， Reading， My Home Town， Traveling，
My Favorite Thing， Cookingです。研究目的で
あれば言語資源協会を通じて，購入が可能です。
また人手により20種類の文法的誤りのタグが付与
されています （Nagata， Whittaker， & Sheinman，
2011）。文法的誤りの種類は，名詞 3種類（単複と
加算／不可算・語彙選択・その他），代名詞，動詞
4種類（人称と数の不一致・時制・語彙選択・その
他），助動詞，形容詞，副詞（句），前置詞，冠詞，
接続詞，関係詞，疑問詞， 2語以上から成る成句
での語彙選択，語順，特定不能・構成上の致命的
な誤り，フラグメント（断片，未完の文等）です。

❖分析結果
　これらの分析結果をトピック別，習熟度別に見
ていきたいと思います。トピック別の結果につい
ては，エッセイトピックにかかわらず，もっとも
共起率が高い誤りは，冠詞と前置詞の誤りである
ということがデータから読み取れました。これは，
先行研究でも日本人英語学習者が犯しやすいと言
われている文法的誤りですが， 1つの文中に共起
する場合も多いということが本研究より分かりま
した。具体的には，“belong to a club”と書くべ
きところを“belong club”と書くような場合が，
実際のデータから観察されました。
　また習熟度別でも分析を試みました。このコー
パスには，エッセイの評価が付与されていないた
め，英語を 1 年以上教えた経験を持つ協力者にエ
ラータグを取り除いたテキストに対して評価を行
ってもらいました。それぞれ10個のトピックの内，
2つを評価してもらい， 1つのエッセイにつき 2
人の評価者に評価してもらいました。評価尺度に
は TOEFL CBTのライティング評価に用いられ
ていたものを基に，10段階の総合的評価尺度を作
成しました。一定の信頼性を示した 6つのトピッ
ク （Summer Vacation， Gardening， My Hobby，
My Frightening Experience，My Favorite Thing，
Cooking）に対して，上位・中位・下位の 3グル

ープに分けて分析を行いました。
　これらの分析結果より，初級学習者は，他の文
法的誤りと一緒に動詞の時制における誤りを共起
しやすいということが明らかとなりました。これ
は，裏を返せば，エッセイの評価者は，動詞の時
制における誤りをしている学習者に対して低い評
価をつけやすいという側面が存在するということ
を指摘できます。
　また，上級学習者は，冠詞の誤りと名詞（単複
と加算／不可算）に関係する誤りが共起しやすい
ということが示されました（例えば，“go to the 
movies”とするべきところを“go to movie”とし
てしまうなど）。しかしながらこれらの共起パター
ンは，エッセイ評価にあまり影響を与えていない
可能性も示唆されました。これは，冠詞を習得す
ることは，英語教師を含む日本人英語学習者にと
って習得が難しい項目であることが原因の 1つと
して考えられます。

❖教育的示唆
　本研究における知見は，教材開発や CAN-DO
リストの精緻化などに活かすことができると考え
ます。教材開発の観点では，日本人英語学習者が
共起しやすい文法的誤りの知見を活かすことで教
室における作文指導に応用が可能です。
　また，ライティングの評価をする際に，ルーブ
リックや能力記述文を用いることがあります。例
えば，CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）の文法
的正確さの B1レベルの能力記述文には「割合正
確に使うことができる」という記述がありますが，
「割合」という言葉は，評価者によって解釈が変
わってしまう可能性があります。学習者の発達段
階に応じたより精緻な能力記述文を開発する際に
も，本研究の知見は応用が可能であると思います。

主要参考文献
Ishii, Y. （in press）. Investigating Co-occurrence Patterns 

of Learners’ Grammatical Errors Across Proficiency 
Levels and Essay Topics Based on Association Anal-
ysis. In S. ElAtia, O. Zaiane & D. Ipperciel （Eds.）, 
Data Mining and Learning Analytics: Applications in 
Educational Research. Wiley & Blackwell.

アソシエーション分析は，他にも様々な研究に応用可能だと
思います。（石井）
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英語学習者のライティング・プロセスの解明
─キー入力記録を用いたプロセスの可視化─

データマイニングで

第　 回3

❖はじめに
　今回は，英語学習者のライティング・プロセス
を解明するために，コンピュータのキー入力記録
（キーボードからの文字入力情報）を活用したライ
ティング・プロセス研究について紹介したいと思
います。

❖これまでのライティング・プロセス研究
　これまでの英語ライティング研究は，学習者の
ライティング・プロダクトを対象としてきたもの
が多く存在しました。ライティング・プロセスを
対象とした研究は，例えば，ライティングを行わ
せた後に，その映像を見ながらインタビューをし
て執筆時の認知活動について確認する「刺激再生
法」や，課題を達成しながら頭に浮かんだことを
全て声に出して語る「思考発話法」など内省的調
査法が主流でした。
　ここでは，内省的調査法ではなく，学習者の行
動履歴であるキー入力記録を活用したライティン
グ研究について紹介します。学習者の作文産出過
程の情報を大量に蓄積することで，学習者のライ
ティングに関する詳細なデータを収集することが
できます。また，収集したライティング・プロセ
スにデータマイニング手法を用いることで，多角
的な分析をすることが可能になり，その結果，こ
れまで光が当てられて来なかった学習者のさまざ
まな認知プロセスを解明できるようになりました。
こうした研究の知見は，明日の教室指導に役立つ
大きな可能性を持っています。

❖ WritingMaetriX
　学習者のキー入力記録を活用したライティング
研究には， 尾関 （1993） や Sugiura and Ozeki （1994） 
などの先駆的な試みが既になされています。現在
では，学習者のライティング・プロセスを記録す
るためのアプリケーションとしてWritingMaetriX
（以下，WMX）が存在し，キー入力記録に基づく
ライティング・プロセス研究を誰でも簡単に行う
ことができるようになりました。WMXとは，
Windows用にHot Soup Processor 3.3で開発さ
れた，ライティングの「記録」「再生」「分析」を
行う 3つのモードを持つプログラムです（草薙・
阿部・福田・川口，2015）。
　記録モードでは入力のためのテキストボックス
が表示され，そこに文字が入力されるたびに，入
力された文字と時間が記録されます。終了時に，
記録された情報はキー入力記録ファイルとして出
力されます。次ページの図 1は，実際に学習者が
産出した作文のプロセス・データです。再生モー
ドでは，記録モードで出力されたキー入力記録フ
ァイルを使い，書き始めから終了時までの文字入
力を動画のように再生することができ，早送り，
一時停止，巻き戻しの操作を行うこともできます。
　分析モードでは記録モードで出力されたキー入
力記録ファイルを元に，以下の計算を行うことが
できます：（a）総語数，（b）初入力時間，（c）
1分あたりのキー入力数，（d） 1分あたりの語数，
（e）削除キーの打鍵数に基づいた 1 分あたりの修
正回数，（f）前半・中盤・後半の修正回数。また，
語数の時系列推移と累積修正回数をそれぞれ棒グ

（早稲田大学　大学総合研究センター助手）



データマイニングで英語教育はこう変わる！［ 3］

The English Teachers´ Magazine June 2016  65

ラフとして図示することができ，表示されたグラ
フを画像ファイルとして保存することもできます。

❖ライティング・プロセスの指標
　外国語教育研究でよく用いられるパフォーマン
スの指標として，複雑さ・正確さ・流暢さが挙げ
られます。それらは，プロダクトを測定する際に
用いられる指標ですが，プロセスにもさまざまな
指標が存在します。例えば，Deane（2014）では，
語と語の間のポーズ，文と文との間のポーズ，バ
ックスペース（修正），カットアンドペーストな
どが挙げられています。もう少し具体的に考えて
みると，語と語の間のポーズは，学習者のコロケ
ーションに関する知識の親密度などに影響を与え
ます。また，文と文の間のポーズは，学習者が段
落の構成を考えていることを表す証左になりえま
すし，修正は，プロダクトにおける正確さと強く
関係があることが予想されます。こういったプロ
セスの指標とこれまで研究されてきたプロダクト
の指標との関係性などは，今後さらに検討される
必要があると思います。

❖ WMX の活用例
　WMXは本来，自律学習，ライティング指導，
そしてライティング研究用のツールですが，その
汎用的機能から学習者コーパスの構築にも広く応
用できると考えられます。その 1つの例として
WritingMaetriX Corpus Project（石井・石井・

川口・阿部・西村・草薙，2015）を紹介しましょう。
　このプロジェクトでは，はじめに，キー入力記
録システムWMXを用いて，学習者のライティ
ング・プロセスデータを収集し，英語学習者のキ
ー入力記録情報を含んだ学習者コーパスを構築し
ます。それに加えて，完成したプロダクトに関す
る指標とライティング執筆中のプロセスの指標を
用いて，プロセスとプロダクトの関係性を調査し，
英語学習者のキー入力記録を用いたライティン
グ・プロセスの解明を目指しています。このプロ
ジェクトは，大きく分けて以下の 4つを目的とし
ています。

1．プロセスとプロダクトの相互作用
2．ライティング・プロセスのモデル化
3．ライティング執筆時の認知プロセスの傾向
4  ．ライティング自動評価のためのプロセス指標
の基礎的検討

　これ以外の活用例としては，技能統合タスクに
おける学習者のライティング・プロセスについて
も応用が可能であると考えられます。近年，テキ
ストを読んだ内容に基づいて文章を書くなど，複
数の能力を同時に測定できるように技能統合型の
タスクが言語テストで用いられていますが，日本
人英語学習者が要約を作成する際のプロセスはま
だ十分に明らかになっていません。今後，キー入
力記録と刺激再生法を同時に用いることで，学習
者の要約作成プロセスを詳細に検討し，学習者の
つまずきに対するフィードバックにも応用できる
可能性があると考えられます。

主要参考文献
石井雄隆・石井卓巳・川口勇作・阿部大輔・西村嘉人・草
薙邦広（2015）．「Writing MaetriXを用いた言語資源
の構築と英語学習者のライティング・プロセスの解明」
『外国語教育メディア学会第55回全国研究大会予稿集』
190-193．
草薙邦広・阿部大輔・福田純也・川口勇作（2015）．「学習
者のライティングプロセスを記録・可視化・分析する多
機能型ソフトウェアの開発：WritingMaetriX」『LET
中部支部研究紀要』26，23-34．

WritingMaetriX は，無料で誰でも利用できます。
https://sites.google.com/site/writingmetrix/home
（石井）

図 1　実際にWMXから出力されたデータ
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英語教育はこう変わる！

人工知能は英語学習者の能力を測定できるか
─自動採点・評価研究の最前線─

データマイニングで

第　 回4

❖はじめに
　97％─この数値はなんの数値でしょうか。これ
は， TOEFLを運営している Educational Testing 
Serviceが開発した e-raterというライティング
自動採点システムの人間の評価者による評価との
スコアの一致率です（Burstein & Wolska，2003）。
4技能をどのように育て，測定するかという議論
が，教育現場でよく話題になります。しかしなが
ら，ライティングやスピーキングなどのパフォー
マンス評価には，評定者間の評価のズレや評定に
かかる時間とコストの問題があります。そういっ
た問題を解決するために，コンピュータを用いた
自動採点の研究が近年注目を集めています。
　今回は，近年私が取り組んできた研究から，自
動採点の可能性や課題について，紹介したいと思
います。

❖人間による評価の問題点
　そもそも人間によるパフォーマンス評価は，ど
のような問題点を含んでいるのでしょうか。代表
的なものとしては，評定の系列的効果（ある作文
の評価が答案の中で何番目に行われたか）などが挙
げられます。それ以外にも人間の介在する評価に
は，様々なバイアスを生み出す要因が含まれてい
ます（石岡・亀田，2003）。
　こういった状況に対して，コンピュータによる
自動採点は，学習者が産出したライティングやス
ピーキングから計算された言語的特徴を基に，一
貫した評価を行うことができます。人間による評

価では何をどれくらい重視して評価しているのか
が，人によってぶれやすいという問題に対して，
機械は一貫した計算を行い，その結果を学習者に
フィードバックすることができます。

❖自動採点の仕組み
　それでは自動採点の仕組みについてみてみまし
ょう。コンピュータは，どのように学習者のパフ
ォーマンスを自動で評価するのでしょうか。自動
採点を考える際に，重要となる要素は大きく分け
てタスク，データ，手法の 3つです。
　 1点目はタスクです。ここでは，コンピュータ
上で行われるスピーキングやライティングのタス
クを想定しています。
　 2点目は予測に使用するデータです。自動採点
に使用される言語的特徴には様々なものが存在し
ますが，e-raterでは，展開，手順，語法，文法，
語彙の複雑さ（単語の長さと頻度のあまり高くない
語の使用），文体などを基に重みづけを行って，
評価しています（Enright & Quinlan，2010）。
　 3つ目が手法です。上述の e-raterは重回帰分
析を使っていますが，今回の記事では，近年盛ん
に用いられている機械学習という手法について紹
介したいと思います。機械学習とはコンピュータ
が大量のデータから，ある観点に基づいてデータ
を分類するような手法のことを指します。
　 2つの特徴量（x，y）を用いた作文の自動採点
を例とします。ここでは，xと yが異なる文法的
な誤りの数で，それらを基にライティングの評価
を予測しようとしていると考えてください。

（早稲田大学　大学総合研究センター助手）
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1 ． 作文データを収集し，人間の評定者が作文を
Goodまたは Poorの 2 段階で評価します。

2． Goodと Poorそれぞれのカテゴリで xおよ
び yの平均値を算出します（図 1では●，▲
で示されています）。

3． Goodと Poorの平均値を線で結び，この線
の垂直二等分線を引きます。

4． 新たな受験者の作文は，その特徴量（x，y）
を算出し，図 1の平面上に配置します。そし
て，この垂直二等分線のどちら側に配置され
るかによって評価を決定します。

　図 1で示されているデータは，それぞれこの垂
直二等分線の右側と左側に配置されているので，
それぞれ Poor，Goodという評価が与えられます。
かなり単純化して表していますが，このような仕
組みが自動採点のアプローチのひとつとして採用
されています。

❖コンピュータによる評価の問題点
　自動採点は，学習者のパフォーマンスを一貫し
て評価できる一方で，大きく分けて， 2つ問題点
があります。
　 1点目は，コンピュータは学習者が産出したラ
イティングの内容を正確には理解できないという
ことです。人間が評価の際に重視していることを
明確に言語化できないのに対して，機械は人間が
評価する際に用いている全ての要素を自動で計算
することもできないでしょう（Xi, Higgins, Zech-
ner, & Williamson，2008）。

　またもう 1 点は，自動採点のモデルを構築する
のには大量のデータが必要となるということです。
そのため，大規模な言語テストでなければ，実際
に運用することは難しいでしょう。

❖今後の展望
　最後に，自動採点研究の今後の展望について，
いくつか言及したいと思います。はじめに，言語
的特徴について整理する必要があると考えます。
これまで第二言語習得研究では，複雑さ・正確
さ・流暢さ・語彙など学習者の習熟度を表してい
るとされる様々な指標が提案され，様々な優れた
研究がなされてきましたが，それらのタスクごと
の習熟度との関係はまだ十分に明らかにされてい
ません。また，前回の記事で書いたプロセスの指
標の中には評価に寄与する変数も存在するかもし
れません。こういった研究が，今後ますます進め
られる必要があるでしょう。
　また外国語教育における自動採点研究は，まだ
研究分野として認知されているとは言い難い状況
だと思います。すなわち，どの点にどのような限
界点があるかなどが知見として共有されていませ
ん。研究の知見が蓄積され，人間の評価者にでき
る／できないこと，コンピュータにできる／でき
ないことについての理解を深め，自動採点という
研究分野を通して，我々英語教師の言語評価リテ
ラシーを養っていくことが肝要であると思います。
　とはいえ，自動採点研究は，我々英語教師が，
評価の際に何を重視しているかを明らかにし，ス
コアリングの意思決定のプロセスを裏付ける可能
性も持っている大変面白い学際的研究分野である
ことは明らかです。

主要参考文献
石井雄隆・近藤悠介（2014）．「英語学習者を対象とした自
動採点システム─課題と展望─」『外国語教育メディア
学会（LET）関西支部メソドロジー研究部会2013年度報
告論集』1-11．

Kondo, Y., & Ishii, Y. （2014）. Bridging the Gap Between 
Second Language Acquisition Research and the De-
velopment of Automated Scoring System for Second 
Language Speech. In R. C-H. Tsai. & R. Guy （Eds.）, 
Language, Culture, and Information Technology （pp. 
149-164）. Taipei, Taiwan: Bookman Books.

夏の外国語教育メディア学会と全国英語教育学会で，
ワークショップを担当させていただきます。（石井）

図 1．自動採点のイメージ
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英語教育はこう変わる！

大規模公開オンライン講座・MOOC の潮流
─学習者のビッグデータに基づく教育改善や新たな教育手法の開発─

データマイニングで

第　 回5

❖はじめに
　今回は，そのあり方が盛んに議論されている
MOOC（Massive Open Online Course）について
紹介します。MOOCとは，原則無料で大学等が
提供するオンラインの講義を受講し，課題をこな
すことで最終的には修了の認定を受けることがで
きるという取り組みです。2012年にアメリカを中
心に，Courseraや edXといったMOOCの取り
組みが広がりました。MOOCは，現在では全世
界へ広まりを見せ，2013年10月には，日本版
MOOCとなる JMOOC（日本オープンオンライン
教育推進協議会）が設立されました。
　早稲田大学も，2015年 9 月にMOOCのプラッ
トフォームの 1つである edXに日本の私立大学
として最初に加盟し，第一弾講座“Tsunamis 
and Storm Surges: Introduction to Coastal Di-
sasters” を開講しました。 今回は， MOOCを用い
た教育改善や新たな教育手法について紹介します。

❖英語教育とMOOC
　MOOCは英語教育とも深い関係を持っています。
具体的には， Language MOOC （Martín-Monje & 
Bárcena，2014） と呼ばれる言語教育にMOOCを
活用する研究分野が存在しています。また
TOEFLを開発している Educational Testing Ser-
viceが edXから “TOEFL® Test Preparation: The 
Insider’s Guide”という TOEFLの対策講義を
6 月より開講しています。
　英語教育に関連するトピックのMOOCも存在

します。例えば，ロンドン大学は，“Teaching 
EFL/ESL Reading: A Task Based Approach”
という講義を Courseraから開講しており，イギ
リスのMOOCプラットフォームである Future-
Learnでは，ランカスター大学が“Corpus Lin-
guistics: Method, Analysis, Interpretation”と
いうコーパス言語学の講義を開講しています。こ
のようにMOOCは，英語教育の諸分野を学ぶこ
とにも有用です。

❖学習ログ解析
　MOOCには学習者の学習履歴（動画の視聴履
歴やクイズの解答結果など）を含んだ教育ビッグデ
ータが蓄積されます。それらのデータを基に，学
習者の行動を分析し，効果的な eラーニングコン
テンツを開発しようとする試みがエデュケーショ
ナル・データマイニングやラーニング・アナリテ
ィクスの分野で盛んになされています。その国内
における事例として，永田・村上・森村・椋木・
美濃（2015）では，MOOCにおける大規模学習
履歴データにクラスター分析を用いて，学習者の
パターンを分析しました。その結果，学習者を 4
つのパターン（コースに登録するだけの学習者，講
義動画のみを閲覧する学習者，テストのみに解答す
る学習者，講義動画・テストの双方に取り組む学習
者）に分類できることが確認されました。

❖新たな教育手法の開発
　MOOCの応用可能性として新たな教育手法の
開発が挙げられます。その中の 1つに，反転授業

（早稲田大学　大学総合研究センター助手）
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があります。即ち，講義部分はなるべくMOOC
等のオンライン動画で事前学習できるようにし，
対面授業においては，事前学習内容を踏まえたグ
ループワークやディスカッションなどのアクティ

ブ・ラーニング形式で行うという授業方式です。
反転授業はMOOCの普及とともに注目されるよ
うになり，徐々に活用が拡がっています。
　またMOOCが学外に学習機会を提供する試み
であるのに対して，SPOC （Small Private Online 
Courses）という学内への学習機会提供の試みも
なされています。これは，作成したオンデマンド
コンテンツを学内向けに提供し，教育に役立てる
ものです。例えば，基盤教育（統計教育やアカデ
ミックライティングなど）や Faculty Development
（FD）のコンテンツをオンライン化することなど
が一例として挙げられます。

❖オンライン相互評価
　MOOCでは，オンライン相互評価という活動
がよく用いられます。教師が学習者のレポートを
全て評価することは，MOOCにおいては難しい
ので，学習者同士が相互にパフォーマンス評価を
行います。MOOCにおける相互評価では，渡
邉・向後（2015）によると，「相互評価への親和
性が高い受講者ほど学習継続意欲や講座評価が高
い」ということが報告されています。一方で，相
互評価への否定的意見として， 「負担の大きさ」 「評
価の難しさ」「評価人数の多さ」に関するコメン
トが多く挙げられています （渡邉・森・向後， 2015）。
　石井・ゴードン・平賀・永間・大浦・森田 （2016） 
では，MOOCにおける学習者同士の相互評価の
信頼性について，級内相関係数を用いて検討しま
した。その結果，信頼性の高い評価を行うために
は，中間課題においては 5 名以上の評価が必要で
あった一方で，期末課題は 3 名以上の評価があれ
ば十分な信頼性がありました。これらの結果から，
一緒に学んでいる学習者同士の相互評価やフィー
ドバックおよびコンテンツの学習を重ねることで，
学習者間の評価の信頼性は向上する可能性がある
ということが示唆されました。すなわち，オンラ
イン上での学習者同士の互恵的な学びにより，期
末課題においては，中間課題より少ない人数で高

い信頼性があるという結果になりました。

❖国内外におけるMOOCの動向
　最後に，国内外におけるMOOCの動向につい
て紹介します。北海道大学では，道内の国立大学
7 校で「国立大学教養教育コンソーシアム北海
道」を結成し，各大学で行われている教養教育を
MOOCプラットフォームを用いて接続し，各大
学の教養教育を充実させる取り組みを行っていま
す（重田，2015）。
　またアリゾナ州立大学は“Global Freshman 
Academy”を発表しました。これは edXの講義
を使って初年次基礎科目の正式な単位を取得でき
るプログラムで，MOOCを用いた大学単位互換
の取組です。一方で，Courseraでもイリノイ大
学がデータサイエンスに関するオンライン修士課
程のコースを開講するということが話題になりま
した。また FutureLearnも正規の単位を取得す
ることができるコースをリーズ大学 （最大10単位） 
とオープン・ユニバーシティ（最大30単位）から
提供することを決定し．その後も正規単位取得可
能コースを提供する予定であることを発表しまし
た。
　上記のように，近年のMOOCにおいては，オ
ンライン学位プログラムの開設や正規科目として
の取り扱いなどが争点となっています。

❖まとめ
　MOOCは，世界の学習者に学習機会を提供す
ることで，自校の学習環境の向上や国内外の学生
獲得だけではなく，その学習履歴を活用した eラ
ーニングコンテンツの開発や新たな教育手法であ
る反転授業やオンライン相互評価への知見の蓄積
など様々な可能性を持っています。

主要参考文献
石井雄隆・ゴードン アダム・平賀純・永間広宣・大浦弘
樹・森田裕介（2016）．「グローバルMOOCにおける相
互評価の信頼性に関する検討─早稲田大学における事例
から─」『日本教育工学会研究報告集』
永田裕太郎・村上正行・森村吉貴・椋木雅之・美濃導彦
（2015）．「MOOCにおける大規模学習履歴データからの
受講者の学習様態獲得」『人工知能学会先進的学習科学
と工学研究会（第73回）』25-30.

早稲田大学の edXに関する情報は，下記リンクよ
りアクセスが可能です。
https://www.edx.org/school/wasedax（石井）
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英語教育はこう変わる！

教育データサイエンスの構築に向けて
─新たな評価・研究のパラダイム─

データマイニングで

第　 回6

❖はじめに
　これまでの連載では，エデュケーショナル・デ
ータマイニングの英語ライティングへの適用事例
を中心に紹介してきました。最終回の今回は，教
育データサイエンスの構築に向けて，これまでの
内容を踏まえ，データマイニングで教育はどう変
わるかについての展望を示し，本連載を終えたい
と思います。

❖連載で扱ってきたこと
　はじめに，これまでの連載を簡単に振り返りた
いと思います。
　 4月号ではエデュケーショナル・データマイニ
ングという学際領域の簡単な歴史と教育データの
利活用の重要性について紹介しました。
　 5月号では英語学習者の文法的誤りという身近
な話題に対して，データマイニング手法の 1つで
あるアソシエーション分析を用いることで，隠さ
れたそのパターンについて検討しました。
　 6月号は，ライティング・プロセスについて焦
点を当てました。キー入力ログという英語学習者
の粒度の細かいデータから分かること，それを用
いたライティング研究の今後の可能性について記
しました。
　 7月号は，ライティング・プロダクトについて
焦点を当てました。英作文に含まれる言語的特徴
から学習者の言語能力を測定する自動採点研究に
ついて近年の動向とその課題について記しました。
　 8月号は，教育ビッグデータの事例としてよく

紹介されるMOOCを題材に，学習者の行動履歴
の解析や新たな教育手法の開発などについて言及
しました。
　ライティング・プロダクトとライティング・プ
ロセスへのデータマイニング適用例と教育ビッグ
データの事例としてMOOCを紹介し，今後の外
国語教育研究への新しいアプローチについて紹介
してきました。

❖データマイニングで教育はどう変わる？
　ICTの普及により，学習者のデータが自動で
大量に蓄積され，それらを用いた教育改善のあり
方が盛んに検討されています。そういった状況を
踏まえ，教育はどう変化していくのでしょうか。
　Cope and Kalantzis（2016）は，これまでの評
価・研究が「教育データサイエンス」の時代に向
かって，どのように変わっていくかについて論じ
ています。その中のいくつかを紹介したいと思い
ます。

❖評価の観点から
　これまでの評価は，学習プロセスの外に位置付
けられてきましたが，学習者のあらゆるデータが
蓄積されることで，評価は学習に埋め込まれるよ
うになるのではないかと Cope and Kalantzis 
（2016）は，主張しています。例えば，学習ポー
トフォリオはその顕著な例となると思います。文
部科学省の定義では，学習ポートフォリオとは，
「学生が，学習過程ならびに各種の学習成果（例
えば，学習目標・学習計画表とチェックシート，課

（早稲田大学　大学総合研究センター助手）
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題達成のために収集した資料や遂行状況，レポート，
成績単位取得表など）を長期にわたって収集した
もの」を指し，特に電子化されたものを eポート
フォリオと呼びます。蓄積された学習者のさまざ
まなデータを分析することで，学習者の能力を評
価・予測するような試みがさまざまな教育機関で
なされています。
　例えば，大阪府立大学では，学生調査と eポー
トフォリオ，そして教務データを組み合わせた分
析を行い，教育の質保証を行っています（高橋・
星野・溝上，2014）。これはいわゆる Institutional 
Research （IR） と関わってくる話です。IRとは
「教育機関における計画策定，政策形成，意志決
定の支援のための研究を行う部門」（Saupe， 
1990）のことを指し，近年，教育機関において，
その役割が強調されています。

❖研究の観点から
　また研究という観点で言えば，これまでは当然
収集したデータの範囲内の議論しかできなかった
ことが，学習者の粒度の異なる多層的なデータが
自動で蓄積されるようになると，研究のスコープ
も広がっていくでしょう。その国内における先進
的な取り組みの例として，今年 2月に設立された
九州大学ラーニングアナリティクスセンターの取
り組みが挙げられます。緒方（2016）によると，
九州大学では，デジタル教科書を大学に導入し，
その履歴データを用いて e-Learningや学務情報
と統合した教育ビッグデータを構築し，教育・学
習ログの分析を通した教育改革を現在進めている
ということです。
　具体的には，教材／教育改善，学生／教員評価，
講義形式，研究方法の 4つの観点から取り組んで
おり，教材／教育改善については，これまで教師
の主観や経験が中心だったものから，データ分析
に基づく意思決定を中心に据え，学生／教員評価
については，試験やアンケートが中心であったも
のから，プロセスのデータ分析を中心に変え，ま
た講義形式は，計画に従って実施していたものか
らデータを基に適応的に実施し，最後に研究方法
は，観察，質問紙，試験が中心であったものから
大量の学習ログの分析を中心としたものに変更を

行っているということです。
　上記で記したように，学習者のさまざまなデー
タを蓄積できるインフラが整っていき，さまざま
なデータ活用手法を用いた分析が進められていま
す。そういったデータに基づく意思決定が，教育
現場をより良くしていくのではないでしょうか。
　最後に今後のエデュケーショナル・データマイ
ニングやラーニング・アナリティクスの大きな動
向として，データ規格の標準化が焦点となるでし
ょう。その 1つの大きな動きとして，IMS Japan 
Society（日本 IMS協会）が発足しました。この
基となっているのは，IMS Global Learning 
Consortiumであり，e-Learning や ICT活用教
育の分野のソフトウェアやコンテンツ，データの
国際標準化を進め相互運用性（Interoperability）
を高めることで，その流通や共有再利用，開発コ
ストの低減を図ろうとしている団体です。学習者
の粒度の異なるデータが自動で大量に蓄積される
一方で，それらを比較するための共通指標につい
ても今後は議論が進められていくことになるでし
ょう。

❖まとめ
　今回の連載では，データマイニングを活用した
英語教育研究について主に紹介してきました。誌
面の都合で紹介することができなかった書誌情報
については，私のブログ〈http://yutakaishii. 
hatenablog.com/〉の“『英語教育』（大修館書店）
における連載「データマイニングで英語教育はこ
う変わる！」の補遺”という記事に全て掲載して
あります。
　誌面の制約でわかりにくかった箇所もあったか
もしれませんが，少しでもデータマイニングを活
用した英語教育研究に興味を持って下さる人がい
らっしゃいましたら幸いです。
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