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昨今の情報化社会（ユビキタス情報社会）における教育学の基礎的理論の提案を目標とし，とりわけ本論文

では，学級内授業における新しい情報技術の位置づけについて，共同性と「コミュニケーション」概念，問題志向

的教え･学びの概念，さらに Web2.0 概念の教室内学習での具体化という点に焦点を当てながら，BBS を中心に

した実践研究も踏まえて提案を行う。 

 

 はじめに 

 

情報化社会はその環境の目覚しい発展により，教育の広範な分野でもe-Learningなどを中心とし

てさまざまな新しい教育環境を創出してきている。しかし，同時に，その急激な発展によって，従

来の教育学では十分対応できない状況にあり，新しい視点からの教育学の構築が要請されている。 

本論では，このような昨今の情報化社会（ユビキタスネット社会）における教育学の基礎的理論

の提案をめざした検討を行う。その際，学級内授業における新しい情報技術の位置づけについて，

Web2.0 ベースによる BBS の活用を中心に行った実践を踏まえて提案することとする。 
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第１章 「学級内授業のための On line teaching の方法」と 

「学習者中心の教育ストラテジー」について 

 

１ 共同性と「コミュニケーション」概念について 

 従来から情報学の観点から，情報の受発信という点でのコミュニケーションやその際の冗長性な

どの概念については，重要な概念のひとつとして扱われてきたのはいうまでもない。しかし，学び

におけるコミュニケーション，あるいは共同性の概念を情報学におけるそれと一体の問題として扱

うというようなアプローチはあまりなく，その点で優れて今日的な問題として指摘できる。 

 つまり，コミュニケーションの概念をこのような理論的文脈に位置づけることは，第１に共同性

の概念が授業を中心とする教え･学びの関係性にどのような方向性を与えるのか，また，教え中心の

画一的伝達から教えと学びの共同的関係へと発展してきた教え･学びの関係性はコミュニケーショ

ンの概念を位置付けることで今後の見通しとして何を考慮すべきなのか，第２に，インターネット

等によるニューテクノロジーの出現がコミュニケーション・共同の重要性を問題にし始めたのか，

あるいはその逆なのか，これらの点を明らかにすることが重要であると思われる。 

  
２ 授業における社会的構成主義の動き 

欧米，特にカナダやドイツなどでは90年代の大きな学校改革のひとつとしてカリキュラムの統合

＝総合化が問題となったのはよく知られているところである。それは，従来の伝統的教科主義の伝

達的教育観の克服，複雑化した現代社会の諸問題への関心とそこでの生きていく力の形成，子ども

たちの活発な学習活動の組織化という問題意識に基づいたものであったといわれており，その意味

では我が国の総合的な学習のねらいと重なるところが多いといえる。 

 しかし，その志向性において大きく異なるのは，そのテーマ設定という点である。たとえばドイ

ツでは総合的な学習にあたるものは「教科横断的授業（Fächerübergreifender Unterricht）」と呼

ばれ，教科の枠内では扱えないさまざまなテーマの学習が展開されてきている。 

このような問題志向は，単に子ども個人内の認知過程をいかに構成するかといった純粋思考過程

の問題ではなく，インターパーソナル（間個人）な学びの形態を要求することを意味する。つまり，

コミュニケーションとその能力を重視した学びということである。構成主義も「社会的」構成主義

と言われるゆえんである。 

 
３ 問題志向的教え･学びについて 

H.マンデルらは（Mandl,H.1998）授業における「伝統的」教え－学び関係，つまり，アプリオリ

な存在としての教科内容を一方的に教え，受動的に教えられるという関係に，ただ「構成」主義的

な教え－学び関係を対置すればよいとはいえないと批判する。 

そして，伝統的，構成主義的両授業観とも問題があるとして批判するのである。 

 では，伝統的でも構成主義的でもない授業観とは何であろうか。マンデルらはそれを「問題志向

的（Problemorientiertes）」な教え･学びと表現してその重要性を指摘している。 

 このような授業観は，次のような諸点に示唆を得ることができる。 

 ・伝達の授業に単純に「構成」主義的授業観を対置すればよいのではない。 
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 ・つまり「構成」の内容を厳しく吟味することが必要である。 
・とりわけ，学びを個人ではなく社会的関係において把握することが必要である。 
・同時に，学びの志向性を「問題志向的」に構成することが必要である。 
・その時，人と人のコミュニケーションの重要性が明らかにある。 
 

４ 「学級内授業のための Online teaching の方法」と「学習者中心の教育ストラテジー」 

 教師の教える内容を受動的に聞いている授業，教室内という極限られたフィールドの中で勉強を

するというスタイル，これが従来あるような伝統的な学級内授業である。そして，情報化社会（ユ

ビキタス社会）における新しい教育学では，この学級内授業を新しい教育環境に組み替えるという

発想がなされてきた。しかし，この方法では新しいシステムについての知識を習得したり，今まで

行われてきた伝統的学級内授業とは全く違う環境が待っていたり，ということで（これらはあくま

で一例であるが）あらゆる面でのハードルが高すぎて，必ずしも生産的なものにならないことが明

らかとなってきたのである。そこで我々は，今まで考えられてきた新しい教育学のベクトルの向き

を逆にするという発想の転換を行うことにした。つまりは，今までも存在していたような遠隔教育

向けと思われてきたOnline teachingの方法を，従来の学級内授業に取り込むという考え方へ移行

することにしたのである。 

 この方法においては，Learning GLIDという考え方が重要になってくる。Learning GLIDとは「高

度情報知識社会における教育サービスと，それを実現させるための情報基盤との総称」岡本（2006）

である。これは，ウィキペディアで代表されるようなシステムである。つまりは，一人が全ての学

習等を行うのではなく，項目ごとに割り振りをして仕事を分担するということである。このことに

よって，多くの人で知識を共有することができ，また，調査する分野の範囲が狭まるために，自ら

が担当する分野を深く掘り下げることができるのである。 終的に，個々人が掘り下げていった内

容を皆が知識として享受することができるのである。 

 また，従来の学級内授業では難しいとされてきた「学習者を中心とした学習」というものにも重

点を置かなくてはならない。従来の授業では，教卓の向こう側に「教師」という存在があるという

ことが普通の形であった。教師の板書を，学習者である生徒は書き写す。教師が投げ掛ける問いに

生徒は答える。いわゆる一方通行型の純受身型学習がそこには存在しているのである。それに加え

て，従来の授業には「教科書」という絶対的な存在が君臨する。教科書に書いてあることは間違い

ないという意識のもとに，生徒はそれらを暗記していく。教師，教科書という絶対的な存在に囲わ

れ，その二大巨頭が与える情報を受け取るだけの行為，それが従来のスタイルである。 

 しかし，新しい教育学という点で考えると，従来のスタイルを貫くということではなくなってく

る。Learning GLID について触れたときにも記したが，自らが行動しないと情報が知り得ないわけ

である。しかし，行動を起こせば様々な情報を自ら得ることができるし，他の人が調べた内容も知

ることができる。従来のシステムでは，情報を送る対象の多くは教師と教科書であったが，この新

しい教育学ではその可能性は無限大となるわけである。 

 そこで，従来の学級内授業に取り組んでいこうと考えるものがOnline teachingという手法にな

ってくる。現代は「インターネットなどの情報ネットワークに，いつでも，どこからでもアクセス

できる環境」（富士通総研 2007）が整っているユビキタスネット社会である。その状況を利用しな
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い手はない。情報機器を教育に活かしていくものをOnline teachingという。 

 これを行う際の利点として挙げられるのは時間と空間の制約を受けないという点である。従来の

学級内授業では，その授業が行われている時間に，行われている教室に行くということをしなけれ

ばならない。しかも，その場にいる学習者が同じ授業を受けるため，一人ひとりの理解度に応じた

学習というものは難しくなってくる。これを解消してくれるのがOnline teachingなのである。自

らの理解度に応じた学習課題を選択し，疑問に感じる点は何度でも納得がいくまで学習ができるの

である。また，ただ自らが授業を選択し，時間を決め学習を行うだけではなく，ここにBBSという

システムを取り込むことによって，学習者が質問をしたり，同じ疑問を持つもの同士での議論が行

えたりと双方向なスタイルになるのである。従来の学級内教育では補えなかったものが，そこに新

しい教育学を取り込むことによって可能になる。これが情報化社会（ユビキタス情報社会）におけ

る新しい教育学であるe-Pedagogyなのである。 

 後にBBSを使った学習についての話題が挙げられるのであるが，これがまさにそのことを指摘し

ている。修学旅行に行った際，見に行くものは班によって変わってくるであろうし，そこで何を感

じたか，発見したかは個人によって変わってくる。一人で全てを見に行くことも，各個人が感じた

ことを全て同じように感じることも，それは無理な話である。だから，それらを共有するためにBBS

という手法を使ったOnline teachingを行うのである。 

 各班，各個人がそれぞれ役割を分散するというLearning GLIDという考え方のもとに，学習者が

興味を持っている事柄について自ら調べてくる。そうして，それらをBBSというフィールド上に展

開することによって情報を発信する。また，そこで発信されている他の情報を得る。自らが発信し

た情報に寄せられた意見によって，考えを再構築するということもできる。 

 従来の学級内授業の中に「組み込む」という形でe-Pedagogyの構築に迫るので，従来の学級内授

業から全く新しいものへと移行するということより，ハードルは低くなる上に，実践しやすくなる。

ここが「組み込む」というスタイルを取る一番の利点である。 

 しかし，利点ばかりではないことも現実なのだ。そこには品質保証の問題が付いてまわる。従来

のようなスタイルの授業だと，教科書という真実があったが，e-Pedagogyにおいては絶対的な答え

というものがない場合が多々ある。だからこそ自由な討論ができるのだが，沢山発信された情報の

中で何を信じるか，どの意見を選び取るかによって解釈に大きな違いが生じる可能性があるのだ。

目の前にある膨大な数の情報の中から，いかに自らが必要としている情報を探し出すか。e-Pedagogy

においては，メディアリテラシーも重要なものとなってくるのである。 

 

５ Web2.0 とは 

 「学習者中心の教育ストラテジー」と「学習組織とLeading GRID」との相乗というマトリクス上

でいかに「学級内授業のための Online teaching の方法」を明らかにするか，そのためにはWeb2.0 

で強調されている諸点を教育学的に組み替えることが一つの手がかりになる。 

 まず，Web2.0について定義する必要がある。Web2.0とは，ティム･オライリー氏が2004年に提唱

したインターネットの新しい使われ方の概念のことである。ウェブを閲覧するだけという従来の使

い方を「1.0」とし，そこから進化したという意味で「2.0」と名付けられた。下記にその違いにつ

いての例を掲載する。 
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Figure 1  Web1.0
 
 このとき，ウェブをプラットフォーム

的なものとして Blog，RSS，

いう性格を有する。従来のWeb1.0

そして，教育学的にWeb2.0

１） 双方向性 

２） 社会性 

３） 集合性 

である。つまり，情報の受信と

の概念で学びの獲得に至る，という

恵を出し合い，考え，わかって

実際に学校内授業のためのOnline teaching 

 

６ 教育的場面におけるツールとしての

 Web2.0は，様々な局面において

について探っていきたい。 

まず，Web2.0 のツールを利用

にSNS，BBS，RSS，Wiki，Ajax，DHTML

などが挙げられる。それらは，

る応用が可能だと考えられる。

 例えば，Wikiはネットワーク

ことができる。また，文書の書

学級内授業における新しい情報技術の位置づけについて

 - 5 - 

Web1.0とWeb2.0 （CNET Networks, Inc. 2005）

ウェブをプラットフォーム（基盤）としてとらえる。Web2.0のツールとしては

，SNS，BBS，Wiki が挙げられる。これらは双方向，

Web1.0にはなかった要素である。 

Web2.0のコンセプトを語るときに重要とするのは， 

と発信を相互に保ちつつ，それをいわゆるフォークソノミーや

という筋道である。「教え」から「学び」へシフトする

わかって（できて）いく授業」を構築することが可能なのである

Online teaching の可能性を指摘していきたい。 

におけるツールとしての可能性 

において大きな可能性を秘めている。ここでは，教育観点

利用した授業の構想を考える。代表的な Web2.0 のツールとして

DHTMLなどが挙げられる。固有名ではmixi，gmail，podcast

，前述した双方向性，社会性，集合性を有しており

。 

はネットワーク上のどこからでも，いつでも，誰でも，文書を書

書き換えに 低限必要なツールといえばウェブブラウザのみである

づけについて 

 
） 

のツールとしては，代表

，集合知，主体的と

それをいわゆるフォークソノミーや集合知

へシフトする。「みんなで知

なのである。次項では

教育観点からその可能性

のツールとして一般的

podcast，wikipedia

しており，学校教育におけ

書き換えて保存する

なツールといえばウェブブラウザのみである。
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Wiki 特有の文書マークアップは HTML などと比べて簡潔なので覚えやすい。このことを意識せずに

作成することも可能だ。同じWiki内の文書間リンクがしやすく，連携した文書群を作成しやすい。

そして，Wiki のあるサーバに接続できる人なら誰にでも開かれているという特徴がある。これは，

BBSに近いシステムである。では，その違いはどういった点にあるのか。 

 BBSは時系列順に「発言」を組み重ねるコミュニケーションツールである。そしてWikiは内容の

編集・削除が自由なこと，基本的に時系列の整理を行わない。誰もが自由に「記事」を書き加えて

いくコラボレーションツール，もしくはグループウェアである。柔軟性が強く操作が容易でメモ帳

代わりに使い，簡易なコンテンツ管理システムに利用もできる。これらの違いから，この2つのみ

でなくWikiやRSS，Blogなどと併用することでより多元的，多層的な使い方が可能になってくる。

上記のほかにも，早稲田大学におけるメディアを複合的に利用したネットワーク型授業の例なども

ある。（松岡 2001） 

 このように，もう実際にWeb2.0のツールが大きな役割を持って，授業に実践的に活用されている。

今後の授業においてももっと多様な方法で使用されていくだろう。様々な利点があると同時に様々

な問題も発生してくるだろうが，今後の教育形態は大きな変革の時代を迎えることになるだろう。 

 

 

第2 章 一例として BBS の教育利用について 

 

１ 研究における社会的背景 

情報化社会といわれる今日，インターネット・携帯電話は，私たちに利便さを与え，様々な恩恵

をもたらしている。平成16年8月には，総務省よりICT政策大綱（ユビキタスネット社会の実現へ

向けて）が出された。日本が目指しているユビキタスネット社会では，ネットワークを利用した多

様なコミュニケーションが実現するとされている。総務省（2005,2006）によれば，平成17年度末

インターネット利用人口8,529万人，普及率66.8％にのぼった。平成9年度末9.2％に比べ７倍以

上に増えている計算になる。さらに携帯電話・PHSの普及率は78％を超えている。特に注目すべき

点は，PCインターネットの13～19歳の利用率93.9％，携帯インターネット利用状況76.3％という

高い数値を示していることである。また，Benesse 教育研究開発センター（2004）が，2004 年 11

月～12月に小学４年生から高校２年生までを対象に，毎日の生活の様子，親や友だちとの関係，学

習行動などについてアンケート調査を実施し，子どもたちの生活全般の意識や実態を分析したとこ

ろ，「パソコンについて，あてはまること，感じていること」という質問項目では，どの学校段階に

おいても，「パソコンをもっと使いこなせるようになりたい」「パソコンを使うのが楽しい」の回

答が70％を超える結果となっていた。パソコンに触れることに好意的であり，さらにうまく利用し

たいと考えている。 

こうした状況を踏まえ，学校教育においても，BBS・メール等を活用した授業展開を図るためのコ

ンテンツ，ツールの作成の研究は急務となっている。 
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２ 従来の学習観と新しい学習観

これまでの学習形態といえば

った。学習指導要領に沿って伝達

ていく。これらを効果的に伝達

方法としての一つの形態として

業」は有効である。しかし，「

「一斉授業」ではない。さらに

うな従来の学習観における評価

習者がパッケージ化された知識

り）の正確さ，信頼性，妥当性

ことである。佐伯（1995）によれば

シンボル（表象）体系であり，「

脈を離れて一般化された知識の

生徒間における相互作用が乏しいのである

化し，認知発達を個人に還元する

築でき，他者との関係性が薄い

新しい学習観においては，「

が主流となっている。文脈の中

考の発達につながるのである。

を必要とする。自分と他者との

ための学習環境として，コミュニティの

ニティの規模と比例する。コミュニティ

ールを活用した脱一斉授業的な

 

３ 集合知の概念からの BBS 活用

インターネットの普及の高まりから

＝分類学の合成語）や「集合知

方に注目が集まっている。James Surowiecki

（2006）は，『みんなの意見は

の著書の中で，集合知が正しく

以下の条件が必要とされると述

 1.多様性：各人が独自の情報

 2.独立性：他人の考えに左右

 3.分散性：各人の意見にばらつきがある

 4.集約性：個々人の判断を集計

  判断に集約するメカニズムが

Web 上で不特定多数の人の情報

意見や議論を交わすことにより
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学習観 

といえば，Figure 2のように「教師から学ぶ」いわゆる一斉授業

伝達すべき知識を効率よくパッケージ化し，それを

伝達していく

として「一斉授

，「授業」＝

さらに，このよ

評価とは，学

知識（まとま

妥当性を調べる

によれば，このような「知識や技能」は，頭の中で構造化

，「表象主義的知識観」と呼んでいる。つまり，従来

の習得を目指すものであり，複数の生徒が存在する教室内

しいのである。このような学習観においては，知識

する。合理的に知識習得ができる利点はあるが，知識

い。 

，「社会的構成主義」(social constructivism)理論を

中での知識の習得，つまり転用可能な知識を習得できるかが

。この文脈の中の知識は，従来の一斉授業からは得

との関わりの中で習得した知識がいわゆる転用可能な

コミュニティの形成が必要となる。コミュニケーションの

コミュニティ形成のためのツールとして，Web2.0ベースの

な新たな学習形態の在り方を探っていくことにする

活用 

まりから，「フォークソノミー」（folksonomy：folks

集合知」という考え

James Surowiecki

は意外に正しい』

しく働くためには

述べている。 

情報を持っている。 

左右されない。 

にばらつきがある。 

集計して１つの 

するメカニズムが存在する。 

情報を集約し，

わすことにより，ブラッシュアッ

授業者 教材

集合知(Collective Intelligence)
＝学びの獲得

知識

知識
知識

Figure 2 従来の学習形態 

Figure 3 集合知の

づけについて 

一斉授業が主流であ

それを児童生徒に伝達し

構造化された記号や

従来の学習観は，文

教室内においても，

知識を表象化・脱文脈

知識を自己の中で構

を基本とした考え方

できるかが応用的思

得られにくく，他者

な知識である。その

コミュニケーションの絶対量はコミュ

ベースのBBSというツ

っていくことにする。 

folks＝民衆とtaxonomy

生徒

Collective Intelligence)
獲得

知識

知識

の概念図 
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プされて新たな付加価値を持つ情報や言説が生まれることであり，インターネット百科事典

「Wikipedia」やソーシャルブックマーク，Linuxなどのオープンソースソフトウェアの開発過程な

どがその代表的な例とされ，2005 年以降の Web2.0 ブームの中で注目を集めるようになった理論で

ある。つまり，優秀な一人の考えよりも，大勢の知識の集合体「集合知」の方が正確であり，新し

い独創的な思考が生まれてくるというものである。 

このような「集合知」の概念を取り入れた授業展開は，近年さまざまな教育現場で取り入れられ

ている。「集合知」の概念を知識の集積と捉えると，前述より知識量と集合知によって得られて知

識の正確性は，比例すると考えられる。すなわち，通常授業の話し合い場面では，その発言率によ

る影響が大きくなってくる。しかし，児童生徒の発達段階が上がってくるほど話し合い場面での発

言率は低下している。この発言率の低下による「集合知」の正確性を高めるための方法の一つとし

て，BBSツールに着目した。 

 

４ 研究の目的 

本研究では，Web2.0のもつコンセプトやツールを用いて学級内授業の活性化を図るにはどのよう

な環境が必要となるであろうかを模索した。このコンテンツや知識は「集合知（Collective 

Intelligence）」と呼ばれている。その典型的ツールとしてBBS（Bulletin Board System電子掲示

板システム）を取り上げ，その可能性について追究してみることとした。まず，BBS の教育活用の

有効性を実証するために，授業における話し合い場面でのBBS利用を考えた。なぜ話し合い場面で

BBS を利用するのか。下記の①～③が研究目的に付随していると捉えるため，予想される有効性と

して以下の3点を仮説として検証を進めていくことにした。 

 

① BBS活用では，発言率が高い。 

学級会等の話し合い場面で一度も発言ができない生徒は，学級の約 50％(普通学級 4 クラス 145

名対象の調査)にのぼる。これらの生徒は，他の授業でもほとんど発言できていない。未発言生徒の

大半は，決して質問内容が理解できなかったり，発言内容を自分なりに構成できないわけではない。

内向的な性格や他生徒の反応に高い関心をもっているため，発言できないことが多い。BBS 上での

やりとりならば，対面式の話し合いではないため，性格的要因による低発言率も解消できると考え

る。 

②  同時に複数のスレッドに参加できる。 

通常の話し合い活動では，複数の話題を提示し，同時進行で話し合いを成立させることは不可能

に近い。しかし，BBS ならば，複数のスレッド(Thread)を立ち上げ，その各スレッドに個々が参加

し，レス(Response)を書き込むことが可能となってくる。このため，一定の時間内で発言数の多い

話し合いができる。 

③  活動内容が詳細に記録として残る。 

学級会における発言記録として，時間軸で考えると発言＝記録とはならない。BBS ならば各スレ

ッドの全発言，レスの記録まで詳細に残り，振り返りも可能になり，評価がしやすい。また，ログ

を分析することにより，対人認知においてもその発言率の高さにより生徒の思考や行動面について

深く認知することができる。 
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BBS は特に目新しいツールというわけではないが，今までの文脈で考えた場合，多くの点で我々

のコンセプトを実現するのにふさわしいツールとなる。通例，BBS はその時間的，空間的非同期性

が便利なツールとして多用されてきた。しかし，学級内学習の場のように同期的な学習環境でも，

違った点での長所がいくつかあるのも事実である。換言すれば，従来からのツールを e-Pedagogy

の視点から意味付け直すことで新しい意味を引き出すことも可能なのである。BBSだけでなく，SNS

やBlogなどの一般的ツールもe-Pedagogyの観点からは，また新鮮なものとして蘇ること，しかも，

学級内学習においてその学習組織そのものを組み替える力まで発揮する可能性をもったものである

ことを実践レベルでも実証していきたいと考える。 

 

第３章 授業実践 

 

１ 研究方法及び分析 

(1) BBS スレッドの定量分析 

大学生を対象にBBSの書き込みにおける各スレッド，レスの定量分析や対象としたBBSにおける

一定時間内の総発言数，スレッドの深さ等の調査分析を通して検証していく。「情報科教育法Ⅰ」，

「情報教育」を受講した２つの国立大学生100名を対象に，2006年度に実施した。学生たちがいく

つかのグループに分かれ協議テーマを設定し，BBS 上で討論を行った。各スレッドテーマにおける

書き込み数，所要時間，１レスの平均所要時間を調べ，スレッドの深さについて数値化し，各スレ

ッド間の比較分析をした。Table 1 は，「ゼロ・トレランス」をテーマに BBS 上で討論をした分析

表である。総書き込み数24，所要時間59分，１レスの平均所要時間 2.5分である。スレッドの深

さがどれくらいであるかを測定するために次のような計算式で算出した。 

Dt*=(0×8+1×10+2×4+3×1+4×1)÷24=1.04  Table 1の例 (*Depth of Thread)  

 横軸は書き込み時刻，縦軸がレスの深さを示している。3 桁の数字は発言項目であり，任意の数

字である。深さ 0の発言数は 8（全てスレッド）である。このスレッドに様々なレスが書き込まれ

ている。このレスの書き込み数に深さの階層をかけたものを総書き込み数で割った数値をDt値と定

義した。様々なテーマのBBSのDt値を単純比較することで，そのBBSによる話し合いがどのくらい

盛り上がって行われていたかが推測される。Thread A,Bを比較すると，総書き込み数はほぼ同数だ

が，1レス平均時間では，Thread Bの方が短い。しかし，Dt値比較では同数であった。このように，

Dt値を使うことによって，スレッド間を客観的に比較することが可能になる。 

Table 1「ゼロ・トレランス」(Thread A)をテーマにしたスレッド分析表 
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Table 3 各スレッドの比較と分析 

Thread Ａ: 「ゼロ・トレランス」 

書き込み数が多い スレッドが浅い 

    自分の意見を多く書き込んでいる 

Thread Ｂ: 「おいしいお店を教えてください」 

     情報のやりとりが目的 

 既存の書き込みへの補足，深いスレッド 

 

(2) 中学生の実態 

中学校第 3 学年「総合的な学習」で，BBS を活用した授業を展開していく上において生徒の実態

調査を行った。携帯電話によるBBSへのアクセスからの閲覧や書き込みについてである。調査時期

は2006年1月，調査対象は県内中学校3学年生徒125名を対象に実施した。なお，無回答について

は，携帯電話の不所持やネットに接続されたPC環境がない生徒数である。 

 

Table 4  携帯電話での掲示板等の書き込み           Table 5 携帯電話での掲示板等の閲覧 

 

Table 4.5より，生徒の約半数がBBS閲覧を経験しており，書き込みについても約37％が行った

ことがあるという結果である。また，キーボード操作においては，ほとんどの生徒が授業の中でそ

のスキルを習得しており本授業を行う上で支障はない。しかし，BBS等の書き込みについてのルー

ル面の指導については授業の中でまだ行ってはおらず，授業の導入部分での指導が必要であると考

えた。 

 

 Thread Ａ Thread Ｂ 

総書き込み数 ２４ ２３ 

所要時間 ５９分 １８分 

1レス平均時間 ２．５分 ０．７８分 

Dt値 １．０４ １．０４ 

  Ｎ ％ 

ある 46 36.8% 

ない 63 50.4% 

無回答 16 12.8% 

 計 125 100.0% 

  Ｎ ％ 

ある 58 46.4% 

ない 50 40.0% 

無回答 17 13.6% 

 計 125 100.0% 

Table 2 「おいしいお店を教えてください」(Thread B)をテーマにしたスレッド分析表 
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(3) BBS 各スレッド内容の量的分析 

2007 年５月に中学3年生30名を対象に，総合的な学習で修学旅行の事前調査をテーマに，生徒

が見学地ごとのスレッドを立ち上げ，討論していく授業を行った。授業の導入場面で情報モラルに

ついてのスレッドを立ち上げ，グループの代表ら10名が参加してBBSを活用する上でのルール作成

を行った。通常のモラル教育というと教師側が一方的に「～してはいけない」といった対処的な知

識の伝達になることが多い。Table 6からも分かるようにBBS上で生徒自身がルールについて考え，

意見を集約することによって，モラル的な高まりが確立された。さらに，外部から遮断されたネッ

トワーク空間でBBSを疑似体験する事により，生徒が主体的にモラルや新たな学習環境を自ら構築

し行動できた。 

 

Table 6 情報モラルをテーマにしたスレッド 

 

同年７月の授業では，修学旅行の見学地についてTable8のようなBBSを立ち上げ討論を行った。

Table7より，話し合い場面でBBSを活用する有効性（前述①～②）について確認できた。 

 

 

 

Thread：掲示板マナーについて      14:04 生徒A 

Res：ルールを決めよう               14:08 生徒C 

Res：あらしをしない 14:09 生徒D 

res：あらしってなに？ 14:12 生徒E 

res：他人のスレッドに関係のない事をたくさん書き込んだりすること 14:16 生徒D 

Res：質問の返事は早めにする 14:09 生徒Ｉ 

res：賛成 遅いと無視されたみたいなので 14:12 生徒B 

Res：ていねいな言葉遣いをする 14:15 生徒E 

Thread：相手への気持ちを考えた発言 14:05 生徒B 

Res：悪口を書かない 14:07 生徒F 

Res：名前をきちんと書く 14:08 生徒D 

res：名前は書いた方がいいの 14:10 生徒G 

res：書きたくないんですけど 14:11 生徒H 

res：ＨＮじゃだめかなぁ 14:13 生徒C 

res：とりあえずＨＮは，だれだか分からないので，名前か出席番号でも入れておく？ 14:15 生徒D 

res：賛成 14:16 生徒F 

Thread：他に質問は 14:15 先生 

Res 絵文字は使えますか 14:17 生徒J 

res：残念ながら使えません。m(_ _)m顔文字はOK(^_^) 14:18 先生 
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Table 7 ログ記録の分析結果 
Table7 の分析結果からも分かるよう

に，特に注目すべき点は，未発言者がい

なかったことである。また，33 分で 178

の書き込みというのは，通常の話し合い

活動では困難である。複数のスレッドに

各自が同時進行で参加できたためであろ

う。このことからも非常に活発な話し合いが行われていたといえる。比較のために同学級での通常

の授業や学級会等の話し合い場面での未発言率を調査したところ，授業参加生徒数 31 名，30 分間

で約50％前後である。発言数も 大で38であった。 

話し合いを円滑に進めるために，スレッドごとに生徒の中から管理人を選出し，司会的役割を依

頼した。管理人は活発な議論になるように発言を促したり，対立意見の調整や見通しをもった進行

に心がけていた。 

授業後の感想から，「自分の名前を書き込むので，発言に責任をもたなければならなく，よく考

えて慎重に書き込みを行った。」「授業が終わった後も，みんなから自分の書き込みに対する質問

が多く，嬉しかった。」などの感想が書かれていた。 

 課題として，生徒の多くは普段携帯電話でのメールのやり取りに慣れているため，「ゎ」，「ぢ」，

「（笑）」等の文字表記を好んで使用している。感情表現については，絵文字や顔文字を多用し，感

情を文章で伝えることをしない。そのため，このような表記になれていない生徒には真意が伝わり

にくかったようである。また，BBS での書き込みをベースに，学級会での発言による話し合いを行

うことができればより深まりのある議論が展開されるのではないかと感じた。 

 

Table 8 BBSログ記録の抜粋（スレッド毎ソート） 
 Thread Name Time  

1 龍安寺 Ａさん 14:53:55 龍安寺について語ろう  
2 龍安寺 Ａさん 14:56:09 お寺の庭の15個の石見た人？ 

3 龍安寺 Ｂさん 14:57:10 何で，岩の数が１５個なの?  
4 龍安寺 Ｃさん 14:58:06 は～い！見たよ！！ 

5 龍安寺 Ａさん 14:59:02 分かんないケド，15個いっきに見えないんだよ～  
6 龍安寺 Ｄさん 15:00:57 何のための岩ですか 

7 龍安寺 Ａさん 15:02:31 石を見ながら，考えるみたい。いろいろ。修行？  
8 龍安寺 Ｅさん 15:03:21 岩ってどんな形ですか・・・？  
9 龍安寺 Ａさん 15:05:52 えっ？ふつーの岩みたいな・・  

10 龍安寺  先生 15:05:53 15個の石は，庭をどちらから眺めても，必ず1個は他の石に隠れて見えない

11 龍安寺 Ｆさん 15:08:49 なんで石を１５個にしたんだろ？  
12 龍安寺 Ｃさん 15:11:32 奇数が，よかったみたいよ！ 

13 龍安寺 Ａさん 15:11:52 私達のグループは，15個いっきに見ました！ちょっとカンド～ 

14 龍安寺 Ｇさん 15:13:43 龍安寺ってどこにあるの？  
15 龍安寺 Ｈさん 15:15:07 １５個見れたんだ！ 何処から見たの！？  
16 龍安寺 Ａさん 15:16:07 金閣寺の近く 

17 龍安寺  Ａさん 15:18:57 15個見えるベストポジションは，タクシーの運転手さんに教えてもらったよ

総書き込み数                    178 

所要時間              33分38秒 

１レスあたりの平均所要時間      11秒 

１人あたりの平均発言数        6.85回 

未発言者数               0人（発言率100％） 
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２ BBS ログからの対人認知 

前述③の内容分析では，担任の生徒に対する対人認知を，BBSログ記録提示前後の差異を比較し，

BBSログより対人認知の変化があるかどうかを調査した。分析には，特性形容詞尺度（林 1982）を

用いた。本尺度は対人認知(Person Perception)研究で広く利用され，成果を上げている点で，利用

価値は非常に高い。ある特定の生徒を抽出し，Table 9 の質問用紙を担任提示して回答を求めた。

20項目の質問を7段階評定の尺度で回答者に評定させた。 

 

Table 9 特性形容詞尺度 質問用紙 

  非常に かなり やや どちらとも やや かなり 非常に  

1 積極的な ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 積極的な 

2 心の広い ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 心の狭い 

3 社交的な ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 非社交的な 

 

後日，抽出生徒のBBSログ情報を提示し，対人認知の変化があるかどうかを見るために同様の質

問を行った。２つの回答をPositive(積極的)，Intermediate value(中間)，Negative（消極的）の

３因子に分類し，BBSログ提示前後の対人認知得点を比較した。 

 

Table 10特性形容詞尺度分析結果 
Table 10よりPositive因子の伸びが

見られ，BBSログ分析を行うことで，

担任の生徒に対する対人認知におい

て，良い面を見取る事ができることが

分かった。理由として，話し合い場面

でBBSを活用することにより，その高い発言率のため，通常の話し合い場面より生徒の思考や行動

等を深く認知することができたと考えられる 

 

3 考察 

学級内授業において，Web2.0のもつコンセプトを 大限発揮するために，集合知の概念よりBBS

を活用した授業実践に取り組んできた。前述までの分析結果からも分かるように，話し合い場面で

の低発言率の解消について一定の成果があがった。また，BBS ログ解析によりより深い対人認知が

でき，その後の授業設計や学級経営に生かすことができた。 

学級内授業において集合知の概念による協働学習を実現するためには，まず，一人ひとりが発言

し，議論を交わす事から始めなければならない。そこで，通常授業の話し合い場面での低発言率問

題を解消するために，Web2.0ベースによるBBSというツールを活用する意義があると考える。 

 しかし，BBS ログ分析より，書き込みに短文，会話調，顔文字，絵文字，造語等が多く，必ずし

も全ての参加者が会話内容を深いレベルで認知できているとは限らない。今後は，net 上の書き込

み方についてスキル面での研究の必要性を感じた。 

 前 後 差異 

Positive 93 110 +17 

intermediate value 8 8 ± 0 

Negative 3 2 － 1 
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4 今後の展望 

 これまでの実践を踏まえ，e-Pedagogy，Web2.0等の概念をもとにして，新たな授業構築を進めて

いきたい。一例として，「カメラ付き携帯電話を利用したBBSの新構築」である。 近の修学旅行 

では，防犯のために

グループに１台携帯

電話をもたせている

学校が多い。自由行

動で観光地を周りな

がら写真を撮り，BBS

にコメント付きで投

稿する。他のグルー

プは，BBS の書き込

みを見ながら，見学

コースを再構成した

り，参考にしたりで

きる。BBS を閲覧す

ることで，修学旅行の様子が保護者にも分かる。さらに，「修学旅行日記」などの事後の活動の資

料としても活用できる。 

 また，通常の授業においても，グループワークでの調べ学習やオリエンテーリングなどでの利用

も考えられる。今後は，SNS(Social Networking Service)の活用も視野に入れながら，効果的な協

働学習のあり方を探っていきたい。 

 

 

 

 なお，本論文は第1章を坂本みなみ，岡崎直子の協力で本田敏明が執筆し，第2,3章を駒村千尋，

岡野定聡美，新井智恵美，仲田春香の協力で田崎諭が執筆し，全体の 終調整を本田，田崎が共同

で行った。 

 

付記 

 

本研究は，科学研究費補助金（基盤研究（C））（課題番号 17500622）の助成を受けたものであ

る。 

 

 

 

 

 

Figure 4 カメラ付携帯電話によるBBSの一例 
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