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　学校などのような教育の場において、コンピュータを利用することが重要視されている。特

に、パーソナルコンピュータよりも安価、持ち運びが可能、十分な性能を兼ね備えている等々

の利点により、ハンドヘルドデバイスを利用するシステムに注目が集まっている。また、来春

の学習指導要領の改訂により始まる「総合学習」に対応した教育システムの構築が求められて

いる。本研究では、以上の要素を組みあわせ、「総合学習」の場として今後注目される博物館

において、PDAを用いた学習支援システムの構築を行った。さらに構築したシステムを実際

に博物館にて運用し、本システムがどの程度子ども達に受け入れられるか、また、本システム

の教育的効果について検討した。
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　Using handheld devices in educational environments is thought valuable because handheld

devices have the advantage of their cheapness, mobility, enough capability and so on. And

changing national curriculum standards for kindergartens in Japan, teachers have to give

children oppotunities where they integrate their knowledge and apply to some problems. So

a new system which provides new learning style to children is required. We built Musex, a

novel learning support system in which children use PDAs in a museum, and evaluated the

attractiveness and the educational effectiveness of this system for children.
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1 背景

情報化社会が進行する中で、学校などのような教

育・学習の場においても、コンピュータを利用する

ことが重要視されている。特に最近、ハンドヘルド

デバイスを利用したシステムの有用性が唱えられて

いる。[1]これは、ハンドヘルドデバイスがパーソナ

ルコンピュータと比べて安価、持ち運びが非常に簡

単、子ども達が操作する分には十分な性能を兼ね備

えている、IrDA等を利用することでハンドヘルド

デバイス間で通信が可能等の理由がある。また、子

ども達の間ではハンドヘルドデバイスに近いゲーム

機 [2, 3]が流行しており、子ども達にとってハンド

ヘルドデバイスを扱うことは抵抗感が少ない、と考

えられることも大きな理由である。

これらの利点により、ハンドヘルドデバイスを利

用した様々な学習支援システムが作られている。手

で持つことのできる程度の大きさの単純な構成のデ

バイスや PalmTMを使って、病気の伝染の仕組みや

遺伝の現象など教科書を通してだけでは理解しにく

いものをテーマとし、試行錯誤しながらシミュレー

ションを行うことで理解を深めることのできるシス

テムがいくつか提案されている。[4—6] このような

システムは、より実体験に近い形でシミュレーショ

ンを行ってテーマについて学習することができる場

を提供しており、また、お互いのデバイスを通信さ

せる仕組みをうまく利用することで、子ども達同士

でのインタラクションを生み出しており、その結果、

子ども達の学習効果をより高めるのに役立っている。

また、文部科学省の学習指導要領が改訂されるこ

とにより、来春から「総合的な学習の時間 (総合学

習)」[7]が導入される。この時間では、子ども達が

各教科等の学習で得た個々の知識を結び付け、総合

的に働かせることができるようにすることを目指し

ており、今までとは違う学習のスタイルが必要とな

ることが考えられる。このことから、「総合学習」を

行う場として、博物館に注目が集まっている。博物

館は、学校教育の枠にとらわれることなく教育的な

活動を行っていること、展示物や設備を実際に見た

り触ることによって学習できるような施設であるこ

と、等がその主な理由となっている。

一方、博物館の展示物に関しても、人気のある展

示物と人気のない展示物とに分かれてしまっている

場合がある。人気のない展示物はパネルや VTRな

どによる解説のみのような、インタラクション性の

低いものである場合が多いが、これらの展示物を全

て、子ども達の目を引くようなインタラクション性

の高いものにするには、非常に多くのコストがかか

る。しかしながら、そのような生かしきれていない

展示物も、学習の素材としては十分価値のある展示

物であり、教科書を通して学ぶ学習方法とは違った

形の学習方法を提供できる素材であると考えられる。

以上のような事実から、十分に価値があるにもか

かわらず生かしきれていない展示物を生かすことの

できる、ハンドヘルドデバイスを利用した学習支援

システムの構築することができれば、非常に有用で

あり、かつ子ども達に受け入れられやすいシステム

になると考えた。博物館等でハンドヘルドデバイス

を利用したシステムとしては、展示物の解説が表示

されたり、自分の現在位置がすぐに分かるように地

図上に表示されるなどの機能を提供する、館内で利

用できるパーソナルガイドシステムの研究は比較的

行われている [8—10]が、ハンドヘルドデバイスを教

育支援システムの要素として取り入れ、博物館にて

利用するようなシステムは殆どない。

本研究では、この点に着目し、小学校などで教育活

動の一つとして取り入れられていることの多いオリ

エンテーリングをベースとし、ハンドヘルドデバイ

スとして一般的な PDA(Personal Digital Assistant)

を利用して、博物館にある各展示物に関するクイズ

を PDA上に出題することで、展示物に目を向ける

機会を提供し、子ども達の学習を支援することを目

指した。さらに、実際に博物館にて本システムを運

用し、本システムが子ども達に受け入れられやすい

ものであるか、及び教育的な効果があるかどうかを

検討した。

2 システムの構築

2.1 クイズ設計

本システムを構築するにあたり、まず PDA上に

表示されるクイズをどのように制作するべきかを考

えた。その結果、以下のような要素を持つようにク
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イズを制作するべきであると考えた。

• 展示物に関連した問題であること：博物館の展
示物は著名な学者等が監修を務めており、学

習の素材として価値の高いものである。しか

し、単純なパネル解説などはインタラクショ

ン性が低く、子ども達にとってそのままでは

少し親しみにくいものになってしまっている。

このような展示物に対して、展示物に関連し

たクイズを子ども達に出題することができれ

ば、子ども達は自然とその展示物に目を向け

ることとなる。このような効果により、既存

の展示物を生かした、効果的な学習ができる

と考えられる。

• 展示物を観察しないと解けない問題であるこ
と：展示物に関連した問題であっても、常識

によって解けてしまうような問題等では、展

示物から得られる学習効果が減ることとなる。

故に、展示物をよく観察したり、解説を読ま

ないと解くことのできないような問題を制作

する必要がある。

• 選択問題にすること：PDAを扱うことは、PDA
に形態の近いゲーム機を使っていることが多

い子ども達にとってそれ程親しみの薄いもの

ではないといえるが、PDAに付属しているス

タイラスを使用して文字を入力すること等は、

殆どの子ども達にとって不慣れな作業である

と考えられる。故に、スタイラスを使用して入

力する必要のある問題を制作すると、問題の

解答に戸惑ってしまうことが考えられる。そ

こで、問題の解答を選択肢にすることで文字

入力を行う必要をなくし、より解答しやすい

問題にするべきと考えた。

2.2 システム構成

本システムの構成を図 1に示す。本システムはサー

バ・クライアント構成をとっており、クライアント

として PDAを用いている。サーバではデータベー

スを構築しており、以下のようなテーブルによって

データの管理を行っている。

図 1: システム構成

• ユーザテーブル：PDAを使用しているユーザ
のユーザ ID・名前・年齢・性別・PDAの端末

番号・使用開始時間・使用終了時間が格納され

ている。

• 問題テーブル：クイズの ID番号・クイズの問

題文・4つの選択肢が格納されている。

• 正解テーブル：クイズの ID番号・正解の選択

肢の番号・解説が格納されている。

• 解答ログテーブル：ユーザ ID・クイズの ID番
号・解答した選択肢の番号・正解か不正解かの

区分・解答時刻が格納されている。

図 2: PDA端末 図 3: RFIDタグ

PDAは東芝製の GENIO e550 を使用した。[11]

図 2のとおり、この PDAには本体の他、PCカー

ド拡張ユニットを装着している。本体の CFカード

スロットには無線 LAN カードを、PC カード拡張

ユニット側のスロットには RFID(Radio Frequency
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Identification)タグリーダーを差し込んでいる。無

線 LANカードはサーバとの通信を行うために装着

されている。また RFIDタグリーダーはクイズを出

題する際に利用される。

PDA 上では JavaTM で制作したソフトウェアを

JeodeTM [12]という Java実行環境を利用して実行

している。また、RFIDタグリーダーの制御はシリ

アル通信により行うことができるため、RFIDタグ

リーダーの制御プログラムをDLLとして記述し、そ

のDLLを Java側のプログラムから JNIによって呼

び出すことにより、RFIDタグリーダーの制御を行っ

ている。

子ども達に PDAを貸し出す際に、まず名前・年

齢・性別・PDAの端末番号をサーバに登録する。これ

らの情報は、データ管理用ノートパソコン上のWeb

ブラウザ上で情報を入力できるようになっており、

入力された情報はユーザテーブルに格納される。こ

の作業により、システムは入力された PDAの端末

番号を持つ PDAが「使われている状態」であると

認識する。この操作をチェックインと呼ぶ。チェック

インが完了すると、各ユーザに一意なユーザ IDが

割り振られる。

登録完了後、PDA上のプログラムを実行すると、

まず最初にユーザ IDを入力する画面が表示される。

ユーザ IDを入力すると、プログラム内でそのユー

ザ IDが保持される。

この状態でユーザに PDAを貸し出す。ユーザは

PDAを持ち歩いたまま館内を展示物を見ながら探

索する。展示物の中に、図のような RFIDタグがつ

いた展示物を見つけると、PDAに差し込まれてい

る RFIDタグリーダーに RFIDタグを接触させる。

RFIDタグには展示物毎に一意になるように ID番

号が割り振られている。RFIDタグリーダーがタグ

に書き込まれている ID番号を読み取ると、その ID

番号をキーにして、問題テーブルから問題文と選択

肢のデータを取得する。データの取得が完了すれば、

その問題文と選択肢を表示する問題画面 (図 4)に画

面が遷移する。

この問題画面において、画面右上に表示されてい

るのは、現在までの解答の履歴を表している。明る

い星が表示されている場合はその問題に正解であっ

たことを、暗い星が表示されている場合はその問題

図 4: 問題画面 図 5: 正解画面 図 6: 不正解画面

に不正解であったことを意味している。また、星で

はなく数字が表示されている場合は、その問題に現

在の時点で未解答であることを意味している。問題

文は画面中央の左側に、選択肢は画面下側に 2段に

なって並んでいるボタンに書かれている。ユーザは

問題文を読み、目の前にある展示物をよく観察した

上で、与えられた 4つの選択肢の中から正解と思わ

れる選択肢のボタンを押す。このボタンを押すと、

答えた問題の ID番号をキーにして、正解テーブル

から正解である選択肢の番号と解説を取得する。そ

の後、正解である選択肢の番号とユーザが選んだ選

択肢とを比較して、同じであれば正解画面 (図 5)を、

違っていれば不正解画面 (図 6)に画面が遷移する。

正解画面・不正解画面には上半分に各画面に応じ

た画像が、下半分に解説が表示される。この解説と

あわせて展示物を見直すことにより、学習効果を高

めることが可能となる。見直しが終われば、ユーザ

は次のタグを探して展示物を探索し、同じようにク

イズに答える。

全ての問題に対して解答が終わると、結果発表の

画面を表示するボタンが表示される。このボタンを

押すと、結果画面が表示される。この結果画面は今

までの正答数に応じて違う画面が表示されるように

なっている。

結果を見たユーザは PDAを返却する。返却後は、

データ管理用ノートパソコンのWebブラウザより

「チェックアウト」を行う。チェックアウトを行うこ

とで、返却されてきた PDAが「使われていない状

態」に戻る。

もし、クイズの途中で不具合が生じてしまった場

合でも、PDAに搭載しているソフトウェアを再起動
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すると、再びユーザ IDを入力する画面が表示され

るので、ユーザの持っている PDAの端末番号から

ユーザ IDを調べ、入力する。ユーザの解答履歴は

サーバに残っているため、ユーザ IDをキーにして

解答ログテーブルよりユーザの解答履歴を取得し、

PDAのソフトウェア側に持ってくることで、データ

の復旧が簡単に行えるようになっている。

2.3 データ管理システム

サーバ内には本システムに必要なデータベースが

構築されているが、このデータベースの管理をより

簡単に行うために、データ管理システムを構築した。

具体的には、以下の 4つの管理画面である。

• チェックイン画面：名前・年齢・性別・PDAの
端末番号を入力し、PDAを「使われている状

態」にする。ここで入力されたデータはユー

ザテーブルに挿入される。また、チェックイン

を行った時間もテーブルに挿入される。登録

が完了すると、ユーザ IDを発行する。

• チェックアウト画面：PDAの端末番号を入力
し、PDAを「使われていない状態」に戻す。

ユーザテーブルにチェックアウトを行った時間

を挿入する。

• 使用状況確認画面：ユーザ ID・ユーザ名・PDA
の端末番号・チェックイン時刻・チェックアウ

ト時刻・各問題の解答の正誤・各問題の解答

時刻を一覧表にして表示する画面である。「使

われている状態」の PDAに関するデータの行

は、背景色をつけて表示されるようになって

いるため、どの PDAが使われているかが瞬時

に把握できるようになっている。(図 7)

• クイズ登録画面：問題番号・クイズの問題文・
選択肢・正答となる選択肢・解説が入力できる

ようになっており、ここで入力されたデータ

は、問題テーブル、及び正解テーブルに挿入

される。

図 7: 使用状況確認画面

3 実験

本システムの実験を東京の台場にある日本科学未

来館 [13]の日本科学未来館の生命と科学のフロアに

て 6日間 (1日当たり約 2時間)行った。今回は小学

校高学年～中学生を主なユーザと想定して、6問の

クイズを設定した。問題の解答する順番は決められ

ていない為、RFIDタグを見つけ次第クイズに挑戦

することができる。PDAの使い方に関してはユーザ

が第 1問目に解答する際にスタッフが付き添って操

作方法を教えることとした。この時ユーザに伝える

のは、RFIDタグに PDAを当ててクイズを出す操

作、クイズに答える際の操作だけであり、問題に関

するヒント等は一切伝えていない。ユーザが PDA

を使用している様子はDVカメラを用いて記録した。

また、PDA返却時にアンケートに協力していただ

いた。

4 結果

システムの稼動状況としては、以下のようであっ

た。6日間システム運用をしたが、多少のクライア

ント (PDA)のトラブルはあったものの、大きなシス

テムダウンは起きず、安定して動作した。なお、今

回は PDAの台数が 10台と限られていた為、兄弟や

友達と一緒に実験に参加してもらう場合には、代表

者 (メインユーザ)を 1人決めてもらい、1組で 1台

貸し出すこととした。

• のべ PDA貸出回数：152回
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• 男女別メインユーザ数：男性 93名　女性 59名

• メインユーザ平均年齢：11.5歳

• 平均使用時間：18分 52秒

子ども達が実際に PDAを使用している様子は図

8のような感じであった。図 8の左側の写真は兄弟

で 1つの PDAを共有し、お互いに相談しながらク

イズを解いている様子である。また、図 8の右側の

写真は、タグの目の前に置かれている展示物をPDA

上に表示されている問題を見ながら、答えを調べて

いる様子である。

図 8: PDAを使用している様子

5 考察

5.1 本システムの利点

今回の実験を通して、本システムには以下のよう

な利点があると考えられる。

図 9: システムに対する感想

• 子ども達に受け入れられやすいシステムであ
ること：今回 PDA を貸し出したユーザの中

で、6問のクイズを全て解かずに途中でやめて

しまったユーザは 1人もいなかった。むしろ、

積極的にクイズに取り組もうとしているユー

図 10: PDAの使いやすさ (無回答を除く)

図 11: 本システムはあったほうがよいか (無回答を

除く)

ザが殆どであり、もう一度やってみたいという

声も聞かれた。表、及び表のアンケートの回

答を見てもポジティブな印象を抱いたユーザ

が殆どであり、本システムが子ども達に受け

入れられやすいシステムであるといえる。ま

た、子ども達だけではなく、大人の方でも参

加してみたいという方がおり、実際に参加を

していただいたところ、子ども達と同様積極

的にクイズに参加する姿が見受けられた。

• 操作に戸惑うことがないシステムであること：
子ども達が PDAを使用することに関しては、

殆どのユーザが、RFIDタグに PDAを押し当

てる操作、問題に答える操作について最初の

1 問に答える際に教えてあげれば、それ以降

は操作に悩むことは見受けられなかった。ま

た、回収したアンケートにおいても表に示し

たとおり、75％近くのユーザが使いやすいと

いう感想を抱いていた。本システムにおいて

は、スタイラスを使わないようにユーザイン

タフェースを設計する等、できうる限り簡単

に操作できるように配慮して設計した上、多

くの子ども達がPDAに近いようなゲーム機を

よく使用しているという背景がある為に、す

ぐに PDA上のソフトウェアの操作を習得でき
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たものと思われる。

• 展示物に目を向けさせる機会を提供できるこ
と：図 8の右側の写真のように、どの問題に

おいても目の前に置かれている展示物に注目

しながら問題を解いている姿が目立っていた。

また、PDA上に表示されるクイズに答えた後

でも、解説を読みながら展示物を見直してい

たり、解答する際には見ていなかった部分を

見ていたりすることも多く、そのままではあ

まり注目されることのない展示物に対しても、

本システムによって目を向ける機会を提供で

きていた。

• 協同作業を生み出す機会を提供できる可能性
があること：今回参加していただいたユーザは

その多くが親子・兄弟や友達と一緒に博物館

に遊びに来たという方であり、実際に参加し

ていただく際には図 8の左側の写真のように

2人 1組となって参加をしてもらったケースが

多かった。このような場合において、2人でお

互いに相談しながらクイズを解いている光景

が大変目立った。例えば、小学校低学年など、

クイズや展示物の内容が難しく感じられる年

齢の子ども達であっても、親や年上の兄弟に

読み方を聞いてみたり、展示物の内容を解説

してもらった上でクイズを解こうとしていた。

また、友達同士では自分が展示物を調べて導

き出した答えをお互いに議論し、再度展示物

と照らし合わせて自分達の解答を決定してい

た。このように PDAを 1人に持たせるのでは

なく、1組に持たせることによって 1人の場合

では起こることのない、協同して答えを導き

出そうとする行動を生み出していた。

5.2 改良すべき点

PDA上に表示される画面に関しては概ね問題は

なかったが、問題画面 (図 4)において選択肢が表示

されているボタンをもう少し大きくする方がよいと

思われた。これは、出題された問題に答える際には

選択肢のボタンを指で押してもらうが、指の大きさ

によっては誤って選んでいない選択肢のボタンを押

してしまうことが何度か見受けられたためである。

また、PDAの処理能力の関係上、画面の遷移が比

較的遅く感じていたユーザが多かった。このために

選択肢のボタンを何度も押してみたり、展示物につ

いている RFIDタグに何度も PDAを押し当てたり

している光景がしばしば見られた。このようなユー

ザの不快感を減少させるには、PDAをタグに押し

当ててデータが取得できた時点、或いはボタンを押

した時点で、処理中であることを表すようなダイア

ログを表示させることなどが考えられる。

クイズに関しては、小学校低学年などのように今

回の実験において想定していたユーザ層よりも年齢

が低いユーザにとっては、問題文、及び選択肢が漢

字表記のものが多かった為に自分で問題を読むには

難しさを感じていた。問題文、及び選択肢の表記に

関してはクイズとして出題する対象となる展示物に

準じて制作したが、今回実験を行ったフロアが生物

の生命に関するフロアであり、あまり親しみのない

言葉なども多かった為に戸惑いを感じていたユーザ

もいた。今回の実験を通じて、小学校低学年といった

漢字がまだ読むことのできないユーザが想定してい

たよりも多くいることが明らかとなったので、チェッ

クイン時に記録される年齢のデータを利用し、その

年齢に応じて子ども達が理解できる程度の漢字表記

にした問題文、及び選択肢を出題するようにするこ

となどの工夫が必要であると考えられた。

また、PDAを使用していない状態の時には常に

充電を行っていたが、予想以上にバッテリーの消耗

が激しく、PDAのバッテリーが足りない事態になる

ことがあった。これは PDAが通常使用されるよう

な状態と違い、常に電源がオンになっていること、

RFIDタグリーダーを制御するために本体だけの使

用時に比べてよりバッテリーの消費が多いことが原

因となっている。バッテリーが少なくなると、CFタ

イプの無線 LANカードに電源が供給されなくなっ

たり、RFID タグリーダーの制御がうまくいかず、

RFIDタグに PDAを押し当てても反応しなくなっ

てしまう等、不具合を生む原因になっていた。バッ

テリーの消費を下げるような工夫をするとともに、

PDAのバッテリー状態を一括で管理できるようなシ

ステムを作り、バッテリーの少なくなった PDAを

貸し出さないようにするなどのオペレーションがよ
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り簡便にできるようにするべきと考えられる。

6 今後の課題

今回の実験を通して、PDAを使うことによって展

示物に目を向けさせて学習させる効果とともに、協

同して問題に取り組むという効果も生み出していた。

このような協同作業は学習において非常に有用なも

のとされており、先行する研究においても、PDAな

どのハンドヘルドデバイスを用いて協同作業を生み

出すことによって学習効果を高めることを目指した

システムが存在し、成果を挙げている。[4—6] しか

しながら、博物館を舞台として協同作業を通して学

習効果を高めることは、現在でも行われていない研

究であり、今回の実験結果を考慮すれば、ユーザに

とって非常に魅力的なシステムであり、学習支援シ

ステムとしても十分効果があるものになることが期

待される。
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