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1. 要約
アクティブ・ラーニング型授業のアセスメントの課題を解決するために、定量的に議論を分析
できる議論評価サービスを開発し、その市場開拓のために導入実証を 8 件（目標 2 件）行い、ア
ンケート(205 件)やヒアリング(4 件)でフィードバックを収集した。その結果、過半数が既にアク
ティブ・ラーニングを取り入れており、全体のうち 84%が評価方法に課題を感じていることがわ
かった。これに基づき、レポート機能や UI 向上などのサービス強化を行った。また、教育向けと
企業向けの 2 本柱でのビジネスモデルを構築し、顧客アプローチを 20 件(目標 8 件)行い、2 件の
契約合意に至った(目標 1 件)。

2. 背景および目的
2.1. 教育におけるアクティブ・ラーニングの重要性とその広がり
近年、社会が高度化・複雑化し知識基盤社会となっていく中で、社会から求められる能力が、
従来の知識の量から、社会や文化を相互作用的に活用したり人間関係をうまく形成したりといっ
た社会と深く関わる能力へと変化してきている。これに対応し、従来の知識を伝えることを主眼
とした教育から、この能力を養成する教育への変化が求められている。
国内では、このような能力を身につけるための教育を「主体的、対話的で深い学び」という概
念で整理し、中央教育審議会の答申や、学習指導要領策定の中で議論が進められてきた(図 1)。
新たに策定された学習指導要領では、児童・生徒・学生（以下、子供たち）が能動的に学ぶアクテ
ィブ・ラーニングの視点が重要であり、この視点からの授業改善が求められている。なぜなら、
この学びは従来の一斉授業で身につけるのは難しく、話し合い学習やプロジェクト学習といった
能動的な活動によって身につくと考えられているからである。この学習指導要領は、2020 年に小
学校で全面実施され、順次中学校・高等学校に全面実施されていくことが計画されている。大学
教育においても教育法の研究が進められており、たとえば東京大学 大学発教育支援コンソーシア
ム(CoREF, Consortium for Renovating Education of the Future)において研究が行われており、
協調的な学習を行う授業デザインの枠組みとして知識構成型ジグソー法[2]が開発されている。ま
た、京都大学 高等教育研究開発推進センターでは教育制度や Faculty Development、ICT の活用
法、教育アセスメント等について研究が行われている。

図 1 主体的・対話的で深い学び[1]
この変化は世界的な潮流でもある。たとえば経済協力開発機構(OECD, Organization for
Economic Co-operation and Development)はこの能力を定義するための様々な取り組みを行って
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おり、DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) プロジェクトを通してこの能力を
定義する『キー・コンピテンシー』の策定や、キー・コンピテンシーを養成する教育のあり方を
検 討 す る プ ロ ジ ェ ク ト Education 2030 の 開 始 、 学 習 到 達 度 調 査 (PISA, Programme for
International Student Assessment)へのキー・コンピテンシーの取り込みを行ってきた。また、
国際団体 ACT21s(The Assessment and Teaching of 21st-Century Skills)は「21 世紀型スキル」
という概念で能力を整理している。他にも、米国の取り組みは盛んで、大学教育においては既に
1200 校以上が学生同士の議論を中心に授業を進める議論型授業を取り入れており(図 2)、議論型
授業の教員を育成する Leaning Assistant Program も実施している。最近では、オンラインの学
生同士の対話だけでカリキュラムを構成するミネルバ大学[3]が設立されているなど、さまざまな
取組がなされている。

図 2

議論型授業の様子

http://scaleup.ncsu.edu/FAQs.html

[1] 平成 29 年度小・中学校新教育課程説明会（中央説明会）における文科省説明資料
[2] 三宅なほみ 他 『学習者中心型授業へのアプローチ―知識構成型ジグソー法を軸に―』東京大学大学院
教育学研究科紀要, vol.51，p.441-458, 2011.
[3] Minerva Schools at KGI (https://www.minerva.kgi.edu/)

2.2. アクティブ・ラーニングが抱える課題
本プロジェクトでは、子供たち同士の議論（話し合い活動、グループディスカッション、グル
ープ討議などを含む）を対象とする。議論に焦点を当てる理由は、アクティブ・ラーニング型授
業の実施形式は様々で、議論以外にもプロジェクト学習、調査学習、反転学習などがあるが、議
論が最も普及している典型的な方法であるためである。
アクティブ・ラーニングにおける重要な課題のひとつは評価方法の確立である。我々は、評価
に重要な要素は 3 つあると考えている。第 1 に、評価者によって評価結果に大きな差がでれば比
較ができなくなるため客観性が必要である。第 2 に、全ての子供たちを同時に評価するため網羅
性が必要である。第 3 に、評価の手間がかかりすぎれば評価が現実的にならないため効率性が必
要である。従来は知識を伝えることが目的だったので、知識の量を測定するテストが客観性・網
羅性・効率性の観点からも適した方法であった。しかし、アクティブ・ラーニングでは一般的に
は 30-40 名のクラスが数名ずつのグループに分かれて同時並行で議論が行われるので、1 人から
数名の教員や学生 TA でその議論のプロセスを評価するのは困難である。
評価するための取り組みは既に様々な観点から取り組まれている。評価方法を分類する軸とし
ては次の 3 点が挙げられる。まず、評価する対象としては以下のような方法がある。

5

1. パフォーマンス評価

生み出された成果を評価

2. ポートフォリオ評価

長期にわたる成果を子供ごとに蓄積し、その集合を評価

3. 観察による評価

直接観察し、それに基づいて評価

4. テキストによる評価

録音して書き起こされたテキストに基づいて評価

次に、評価の観点としては以下のような方法がある。
A. 主観評価

対象の観察から受ける印象に基づく評価

B. ルーブリック評価

学習到達度を評価する観点と尺度をまとめた表（ルーブリッ
ク表）に基づく評価

C. 定量評価

数値として表現できる料に基づく評価

最後に、これらの評価の運用方法には以下の方法がある。
α. 教員による評価

教員が子供たちを評価する方法

β. 自己評価

子供たちが自分自身を評価する方法

γ. 相互評価

子供たちのグループが互いを評価する方法

多くの評価方法は、これらを組み合わせて理解することができる。たとえば、現在の子供たちの
話し合い活動の評価方法で最も広く使われている教員が議論を観察する方法は 3+A+αである。学
習成果を筆記テストで評価する方法は 1+C+αである。教員が話し合いの成果をルーブリック評価
によって評価する場合は 1+B+α、子供が自己評価する場合は 1+B+β、お互いに評価する場合（ピ
ア評価）は 1+B+γである。
本プロジェクトで取り組むアクティブ・ラーニングの定量評価は、議論のプロセスをシステムが
観察して定量的な分析を行うため、3+C である。この結果を教員による評価に使用すれば 3+C+α,
子供たちが自分を振り返る評価に使えば 3+C+βと解釈できる。従来の観察による定量評価は発言
回数などが挙げられるが、アクティブ・ラーニングの場のような、多くの子供が同時並列で議論
する場ではこのような評価方法は人手では困難であり、自動化されている例はいままでなかった。
議論を定量的に評価するという課題は学校教育のアクティブ・ラーニングに限らず、社会人を
含むより広い教育の場や企業活動の場でも重要な一般的な課題でもある。したがって、この課題
が解決できれば教育分野にかぎらず広く世の中にインパクトを与える可能性がある。実際、文部
科学省の大学入学者選抜改革推進委託事業において思考力等や主体性等を評価する方法の研究開
発が推進されていたり、お茶の水女子大学が入学試験にデータ分析や課題研究の発表を入試課題
とする方式（新フンボルト入試）を採用したり、創価大学がグループディスカッションを取り入
れた入試方式（パスカル入試）を採用したりするなど、アクティブ・ラーニングの評価の取り組
みは既に始まっている。

2.3. 本プロジェクトの目的
委託先であるハイラブル株式会社（以下当社）は、本課題を解決するクラウドサービスである
議論評価サービスを開発している。本サービスは、弊社の保有するマイクロホンアレイを用いた
音環境分析技術と、言語に依存せずに定量的に議論を評価する議論分析技術を用いて開発された
プロダクトで、議論を量の観点から分析できる。従来の議論分析は書き起こされたテキストを分
析する方法が主流であり、本サービスのような量の観点で分析する方法はアクティブ・ラーニン
グの評価の手法としては一般的ではなかった。
本プロジェクトの目的は、本サービスの教育機関への導入を通して、その経験や現場教員の声
を元にした技術・サービスの改善や、市場開拓、ビジネスモデルを構築することである。本プロ
ジェクト開始時点では、プロトタイプの開発は終了し、1 ヶ所での実証実験を終えていたが、様々
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な学校での実際の運用や、現場の声を元にした改善、市場の開拓はできていなかった。本プロジ
ェクトを通して研究開発や導入実証、事業計画の策定と検証を行い、事業化のための準備を行う。

3. プロジェクト概要
3.1. 製品・サービス概要
(1) 仕様と提供価値
対象とする製品・サービス
本モデル事業で提供する議論評価サービスは、次の 3 つの要素から構成される。
① ネットワーク接続機能つきマイクロホンアレイ
② 音環境分析プラットフォーム Cloud Audition
③ 議論評価 UI (ユーザインタフェース)
3 要素の関係とデータの流れを図 3 に示す。まず、ネットワーク接続機能つきマイクロホンア
レイを議論の場に設置し、その場の議論を収録し、多チャンネル音響信号データを得る。次に、
このデータを議論評価 UI へ送信すると、議論評価 UI は自動的に Cloud Audition へ受信したデー
タを送信する。Cloud Audition は発話検出と議論分析を行い、議論評価 UI へ分析結果を返す。
そして、本サービスのユーザは、議論評価 UI を通して分析結果の可視化を閲覧できる。
図 4 に本サービスの概念図を示す。議論の場の中心にマイクロホンアレイを設置して議論を収
録すると、音環境分析によって図中の横線のように発話の方向と開始・終了時刻を検出できる。
話者の位置を事前に記録することで、各発話が誰の発話かを分類しておけば、発言に関する様々
な情報、たとえば誰が何回話したか、何秒話したか、誰の後に誰が話したか（ターンテイク）
、誰
の発話中に誰が話し始めたか（割り込み）という情報を得ることができる。

図 3 サービス構成要素の関係図

7

図 4 議論分析の概念図

現在の構成要素ごとの仕様
まず、ネットワーク接続機能つきマイクロホンアレイは、株式会社システムインフロンティア
の 8 チャンネルマイクロホンアレイ TAMAGO (以下 TAMAGO) と、ラズベリーパイ財団の Raspberry
Pi3 B (以下 RPI)、そしてそれらを接続するケーブル類から構成される。RPI 上でウェブサーバ
を実行しているので、ネットワークを介した操作が可能である、たとえば、録音の開始・停止、
録音ファイルのダウンロードができる。ユーザは、一つずつマイクへアクセスし、議論の開始直
前に録音を開始する。録音した音響データは、8 チャンネルの音響信号ファイルとして保存され
る。
次に、音環境分析プラットフォーム Cloud Audition は、2 つの分析を行うクラウドサービス
である。第 1 の音環境分析では、音源定位と音源分離によって音響信号ファイルに含まれる音イ
ベントを検出し、音イベントごとに音の到来方向・開始時刻・終了時刻、そして当該方向の音を
取り出した分離音を抽出する。その後、事前に入力された話者の方向情報を元に話者ごとに音イ
ベントを分類し、話者の発言として定義する。第 2 の議論分析では、話者ごとの発言を元に議論
における振る舞いに関する定量的なデータを計算する。具体的には、発言量（発言時間の長さ）、
発言量の時間変化、話者の組み合わせごとの割り込み回数、話者の組み合わせごとのターンテイ
ク回数、盛り上がりへの貢献度を求める。
最後に、議論評価 UI は、ユーザとの接点としてデータのアップロードや分析結果の可視化機
能などを提供するクラウドサービスである。本サービスには、学校ごとに学生リスト、クラスリ
ストを登録でき、授業ごとに学生の名前や座席位置を登録し、Cloud Audition で分析した結果を
集計して可視化する。具体的には、以下の 3 つのスケールでの可視化機能を提供している。
①クラスに登録された学生の発言量の時間変化一覧を表示する Overview Scale
②学生ごとの発言量を時系列で表示する Individual Scale
③録音データごとの個々の議論分析結果をグラフ表示する Discussion Scale
提供価値
議論の場に設置したマイクロホンアレイを使うことで、学生一人ずつにマイクを持たせたり、
後で書き起こしをしたりするような手間がなく、授業を運営しながら定量的な評価ができ、発言
量や発言の順番など、指導に必要な情報を提供できる点に価値がある。
また、本サービスが提供するデータによって、従来は議論のアウトプットを介して間接的にし
か評価できなかったアクティブ・ラーニングの過程を直接的に定量評価できる。この定量評価は、
教育現場だけでなく、社内会議や営業活動など、企業活動の場への価値の提供も期待できる。
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(2) 本プロジェクトの開発範囲
本プロジェクトでは、議論評価サービスについて、主に音環境・議論分析技術の強化と、ユー
ザ体験の強化を実施することで、教育効果向上へのさらなる貢献を実現する。

3.2. ビジネスモデル概要
(1) ビジネスモデル
サービスの提供先・協業の枠組み
ビジネスモデルの全体像を図 5 に示す。
・ソフトウェア（研究、開発、インフラ）
音環境や議論の分析技術については、本田技研工業株式会社からライセンスを受けている。
これを元にした技術や独自技術の研究開発、サービスの運用は当社で行い、収集したデータ
の書き起こしやサービス運用のためのインフラなどは、外部のサービスを利用する。
・ハードウェア（設計、生産、組立）
ハードウェアは自社で生産はせず、メーカーから部品を調達し、自社内で組み立て、または
組み立てを含めて外部へ委託する。その後、ハードウェアは自社内で保管する。
・販売（在庫、販売、輸送、サポート）
販売については、直販と代理店経由の販売を想定している。前者の場合は、教育機関や企業
などへハードウェアおよびクラウドサービスを直接販売・提供する。後者の場合は、代理店
にハードウェアの販売、輸送およびサポートを委託し、クラウドサービスについては直接提
供する。こうして議論評価サービスを提供しながら、利用データを活用して、さらなる研究
開発によってサービスを拡充していく。

図 5

ビジネスモデルの全体像

サービスの提供方法
ハードウェアとクラウドサービスの組み合わせでサービスを提供する。顧客はマイクロホンア
レイで議論を収録する。次に、収録した音響信号データを議論評価サービスへアップロードする
と、ウェブ経由で可視化した議論評価結果を閲覧できる。
対価とその受領方法
現時点では、議論評価サービスは、マイクロホンアレイを販売単位とすることを想定している。
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つまり、図 6 のように一つのテーブルにマイクロホンアレイを設置し、その周囲で行われる議論
を評価するサービスを販売単位とする。
対価の受領方法は、当社からの直接販売の場合は直接振り込み、代理店を通した販売の場合は
代理店を通した受領を想定している。

図 6

議論評価サービスのイメージ図

(2) 検証範囲
本モデル事業では、上記のビジネスモデルのうち、国内教育機関への販売の部分をメインター
ゲットとして検証する。具体的には、国内でアクティブ・ラーニングを行う教育機関や教育プロ
グラムを実施する企業を対象として実証を行う。
また、本サービスは教育機関だけでなく、一般企業への導入の可能性もあるため、企業向け事
業(BtoB ビジネス)のビジネスモデルについても、顧客候補の企業へのアプローチやヒアリングに
よる事業可能性の検討を行う。

4. 実施内容
4.1. 議論評価サービスによる価値提供検証の実施方法
4.1.1. 議論評価サービスの強化
(1) 音環境分析技術の強化
議論分析の基礎となる発言検出能力向上のため、音響データに基づく技術の強化を行う。具
体的には、収集したデータによって音環境を分析し、以下の開発を行う。
・音量や音の種類などの音響特徴の抽出
・雑音情報を活用した音源定位・分離の精度向上
・議論の場の特性を推定することによる性能向上
(2) 議論分析技術の強化
教育に使いやすい情報を提供するため、収集した議論データに基づく分析技術の強化を行う。
具体的には、以下の開発を行う。
・議論が盛り上がった区間の推定手法
・過去の議論分析結果から議論が最も盛り上がるメンバの組み合わせ推薦手法

4.1.2. 議論評価サービスの利用者獲得
(1) 導入実証先候補への説明会実施
導入実証候補となる 2 校以上の学校の管理職や現場教員、教育事業者等に対して、
・説明資料の作成
・説明会やデモの実施
を行い、本サービスの利用者を募る。導入候補として、アクティブ・ラーニングを実施してい
る首都圏の公立小中学校や国立・私立の中学校・高等学校を予定している。
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4.1.3. 価値提供実績の収集
(1) 導入実証先への導入
国内の教育機関において導入実証を行う。具体的には、導入事前準備、利用条件の確認、実
証フローの確認を行い、実証を通して本サービスの運用方法を洗練させる。実証の実施形態と
しては、導入実証先 1 校あたり 1～2 回程度、ワークショップのような単発の授業を開催して
もらい、そこへ参加した数十人規模の生徒に対して実証を行うことを想定している。ただし、
具体的な方法は導入実証先と協議し、決定する。
(2) 導入実証先からのフィードバック収集
導入実証先からの問い合わせ対応や定期的なヒアリングやアンケートの実施によってフィ
ードバックを収集する。このとき、導入実証先の教員などのアクティブ・ラーニングの推進者
からの推薦コメントを収集する。
(3) 導入実証先のサービス利用状況の計測
本サービスのログ収集システムを通して、ユーザが実際にどの程度本サービスを利用したの
かを定量的に計測する。具体的には、アップロードした音響データの量、分析した音響データ
の量、アクセス数とその頻度を計測する。
(4) 小中学生向け教育プログラムへの導入
上記実証先以外にも、企業が主催する小中学生向け教育プログラムのアクティブ・ラーニン
グの部分へ本サービスを導入する。具体的には、導入事前準備、利用条件の確認、実証フロー
の確認を行い、実際の活動での継続的な利用を通して本サービスの運用方法を洗練させる。

4.1.4. 価値提供の評価および議論評価サービスの改善
(1) 価値提供の評価
4.1.3 で収集した導入実証先からのフィードバックをもとに、本サービスの価値提供の評価
を行う。ヒアリングによって得られた定性的なフィードバックについては、それらを整理・分
析する。アンケートによって得られた定量的なフィードバックについては、整理し統計的な分
析を行う。
これらの分析結果から、本サービスがアクティブ・ラーニングを行う先生と生徒にどのよう
な教育効果向上があったかという定性的な成果目標の評価と、70％の先生が教育効果の向上が
期待できると回答したかという定量的な成果目標の評価を行う。同時に、本サービスの改善点
も発見し、本項に挙げる改善作業の指針とする。
(2) マイクロホンアレイの改良
マイクロホンアレイをより使い易くするための機能改良により、教育効果の向上を図る。具
体的には、録音操作を容易にするための方式の実装や、リモート操作機能の開発、ハードウェ
アの一体化などを行い、評価する。これに加えて、他のマイクロホンアレイやカメラを組み合
わせた改良型マイクロホンアレイについても音響計測による分析・評価を行い、使い易さ向上
の可能性について検討を実施する。
(3) 音環境分析プラットフォームの改良
本サービスの基礎となる分析プラットフォームの機能の改良を行うことで、提供できる定量
データの質を向上させ、教育効果の向上を図る。
(4) 議論評価 UI の改良
収集したフィードバックなどを元に UI を改良し、使いやすくすることで教育効果の向上を
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図る。具体的には、
・分析結果の印刷機能やダウンロード機能
・マイクロホンアレイ操作用のタブレットなどを活用した入力操作の簡単化
・提供する情報の種類や可視化画面の改善
などの要望が出てくると想定しており、フィードバックからこれらの改善要素に優先順位をつ
けていき、改良を行う。
(5) 定量データ分析ノウハウの蓄積
導入実証で蓄積した定量データと議論の書き起こしを比較分析することで、定量データを
読み取るノウハウを蓄積する。また、導入実証先へのヒアリングを通して、従来の教育学の知
見や現場教員のノウハウと組み合わせた活用法を明らかにする。これによって、「定量データ
をどう解釈し、どう指導を行えば良いか」まで踏み込んだ本サービスの活用法の提案を図る。
(6) 特許出願
本プロジェクトで強化、改善した議論評価サービスの発明内容について、その新規性や進歩
性を見極めた上で、国内特許出願及び国際特許出願（PCT 出願）を実施し、知的財産権の保護
を図る。

4.2. ビジネスモデルの構築・運用と有効性検証方法
4.2.1. ビジネスモデル構築
(1) ビジネスモデルの具体化
教育ビジネスモデルの具体化と、BtoB ビジネスモデルの検討を行う。顧客（教育機関、企業な
ど）
、代理店等との協業体制、マイクロホンアレイなどの部品調達体制を含めたバリューチェ
ーンの具体化と、顧客ごとの販売形態や価格戦略の具体化を行う。
(2) プロモーション・営業体制整備と商材制作
具体化したビジネスモデルに基づき、
・プロモーション・営業体制整備
・プロモーション商材制作
などを行う。
(3) 導入・保守体制整備
議論評価サービスの導入サポート体制やアフターサービスなどの保守体制、研究開発体制を整
備する。

4.2.2. ビジネスモデル運用
(1) プロモーション・営業活動
顧客へのアプローチを行う。具体的には、教育機関や教育事業者、BtoB ビジネスの潜在顧客に
対して、
・市場調査アンケート（ソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)上で実施）
・展示会への出展
・教育関係者が集まる研究会等での導入事例の発表
といったプロモーション活動と、打ち合わせやヒアリングといった営業活動を行う。これらを
通して 6 件以上の商談を実施し、販売に向けた基本合意 1 件以上を目標とする。
(2) 導入・保守活動
導入実証先や販売先への本サービスの導入やその後の保守に関する活動を行う。具体的には、
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・価格や条件設定に関する交渉
・導入実証・販売に向けた契約書作成と契約締結
・部品の調達や実際の導入作業
・導入実証先や販売先でのサポート、質問対応
などを行う。
(3) 顧客・財務データ管理
導入実証先や潜在顧客との関係構築・維持によって改善点の聞き取りや今後の販売のための
準備を行う。試験導入の意思がある潜在顧客への導入サポートも行う。売上やコストなどの財
務データの分析を行い、ビジネスモデルの運用を監視する。
(4) 課題管理
ビジネスモデル運用上の作業工程で明らかになった課題を整理し、分析する。

4.2.3. ビジネスモデル有効性検証
(1)

導入実証による検証、改善

導入実証を通した検証活動を行い、本ビジネスモデルの有効性を検証する。定性的な検証と
しては、ヒアリングにより本サービスのビジネス面（販売形態、価格、導入・保守体制など）
の評価を聞き取ることで検証する。定量的な検証としては、実際の利用状況（利用量、データ
アップロード量、アクセス回数など）を分析することで検証する。
これらに加えて、検証を通して得られたフィードバックにもとづいてビジネスモデル改善案
の策定を行う。
(2)

顧客アプローチによる検証、改善

4.2.2 (2) のプロモーション・営業活動に基づいて、本ビジネスモデルの有効性を検証する。
具体的には、教育機関や教育事業者・BtoB ビジネスの潜在顧客、代理店などのパートナー候補
へのプロモーション・営業活動によって得られたフィードバックを用いる。これらに加えて、
検証を通して得られたフィードバックにもとづいてビジネスモデル改善案の策定を行う。

5. プロジェクトの成果
5.1. 議論評価サービスによる価値提供検証の成果
5.1.1. 成果目標
本サービスの客観的な定量評価データによって、従来は指導者の能力に頼っていたアクティブ・
ラーニングの教育効果の向上への貢献を目指す。そのために、次の 2 つの目標を定めた。
•

定性的な目標
導入実証先へのヒアリングによって、本サービスの教育効果があったという実際のユーザの
声を集めることを目標する。

•

定量的な目標
導入実証先等へのアンケートで「教育効果の向上が期待できる」と回答した人の割合が 70%
以上となることを目標とする。

5.1.2. 成果実績
価値提供検証の実績についてまとめる。いずれも詳細は 5.1.2.4 節を参照。これらの結果より、
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本サービスの提供するアクティブ・ラーニングへの提供価値を実証できた。


定性的な評価
導入実証先から 4 件のヒアリングを実施し、本サービスによって授業研究会でより子供た
ちの声を聞くことができる、効果的だが熟練しないと実践が困難だったハークネス法を計算
機によってサポートできるといった教育効果への可能性を集めることができた。



定量的な評価
教員専用 SNS のユーザに対してアンケートを実施し、本サービスの価値評価を 105 件収
集した。その結果、既にアクティブ・ラーニングを取り入れている、またはその予定である
と回答した教員のうち 72%が本サービスを教育効果の向上に役に立つと回答した。

5.1.2.1.

議論評価サービスの強化

概要
議論評価サービスの基礎となる音環境分析技術と議論分析技術のそれぞれについて強化を行っ
た。音環境分析技術については、導入実証によって収集したデータを元に、分析パラメータの自
動チューニング、話者位置の自動補正、逐次処理機能を開発した。議論分析技術については、ユ
ーザが定量評価データを用意に解釈できるようにするため、議論区間の自動分割技術と、分析デ
ータの自動解釈・可視化技術を開発した。
音環境分析技術の強化
第 1 に、音響データに基づいて分析パラメータを自動的にチューニングする手法を開発した。
従来のパラメータ調整は音響データごとに手動で行っていたが、自動化によって、極端な環境（高
残響環境や高雑音環境）でない限りは、手軽に安定した分析性能が達成できるようになった。
第 2 に、話者位置の自動補正について説明する。従来は事前に議論参加者の発話方向の範囲を
指定し、検出された発話の方向が指定範囲内に有るか否かのみで発言量を分析していた。自動補
正によって、実際の運用でよく生じる座席位置のズレへの対応が可能になった。
第 3 に、逐次処理機能について述べる。当社のサービスはクラウド上に実装したため、公衆無
線回線などを使うとネットワーク遅延や混雑によって通信速度が遅くなった場合に逐次処理では
データが失われてしまう。この問題を解決するため、音響データを圧縮し、逐次送信することで、
不安定なネットワークでも頑健アップロードが可能になった。
議論分析技術の強化
第 1 に、議論区間の自動分割技術を開発した。これは、議論の状況変化を自動的に分析するた
めの第 1 歩で、
各議論参加者の発言量が類似した区間に 3 分割する。区間分割の例を図 7 に示す。
この例では、話者が 3 名(A, B, C)で、それぞれの色を青、赤、緑とする。これによって、量の観
点からの議論ダイナミクスの時間発展を記述するセグメンテーションが可能になった
この図に基づくと、議論の様子は次のように解釈できる。最初の区間で A, C が議論をリード
し、中盤でリーダーが B に移り変わり、最後の区間はリーダーが最初と同じ A, C に変化した。こ
れ以上の解釈は内容を知る必要があるが、例えば、前半で出されたアイデアを B は発展させる貢
献をしたという可能性がある。
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図 7

区間分割の概要図

破線は前半・中盤・後半の分割時刻を示す。
第 2 に、分析データの自動解釈・可視化技術を開発した。これによって、従来のグラフによる
可視化に加えて、グラフの読み解きに慣れていないユーザでも解釈が容易な文章の形で分析結果
を確認できるレポートを生成するアルゴリズムを開発し、本サービスにレポートを自動生成する
機能を追加した。図 8 と図 9 に生成された分析レポートの例を示す。全体で 2 ページのレポート
が生成され、図 8 が 1 枚目、図 9 が 2 枚目である。1 枚目は「サマリー」部分と「議論の様子」
部分に分かれる。前者には各議論参加者のリストと座席位置が図示され、分析された議論のリー
ダー（最も多く発言した参加者）がどのように変化していったか、全員が議論に参加していたか
が記述され、議論の全体像を把握することができる。後者は、議論を前半・中盤・後半の 3 区間
に分割し、それぞれの区間ごとの議論の様子を記述している。また、発言量の時間変化を表す図
も表示されるので、文章だけでなく図からも議論の様子を知ることができる。2 枚目は、参加者ご
との評価をルーブリック評価のように観点ごとに評価する。ここでは、3 つの観点で評価した結
果をそれぞれ表形式でまとめている。
1. 議論中に少なくとも発言していたか？
2. 議論中で他者より十分多く発言していたか？
3. 最も発言していた区間はどこか？
具体的には、3 区間ごとに評価し、
「中盤と後半では発言していました」というような評価文章が
自動的に生成され、表に記載される。これによって、全体ではなく参加者ごとの議論の様子を確
認することが出来る。さらに、静止画で提供していた可視化に時間の情報を追加し、動画を生成
するアルゴリズムも開発した。
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図 8

議論分析レポート例 1

16

(１ページ目)

図 9

議論分析レポート例 1
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(２ページ目)

5.1.2.2.

議論評価サービスの利用者獲得

本サービスの導入実証への参加を依頼するべく、8 件の導入実証先候補に対して説明会とデモ
ンストレーションを行った。

5.1.2.3.

価値提供実績の収集

前項の利用者獲得活動の結果、合計 8 件の教育機関・小中学生向け教育プログラムで導入実証
を実施した。したがって、目標の 2 件は達成できた。基本的にはアクティブ・ラーニングを実践
する学校で導入されたが、以下に特筆すべき導入実証先について述べる。
まず、3 件の小学校での導入実証は、官公庁 A が推進している研究授業の一環として使用して
いただいた。同研究会では、市内の小中学校で研究員に指名された教員が、主体的・対話的で深
い学びを実現するための授業を研究し、他の教員の前で実践する活動を行っている。授業後は、
授業の振り返りを見学した全教員で行う協議会を行っている。この授業後の振り返りは、子供た
ちの議論の分析データを本サービスの録音データ再生機能を用いて行われた。次に、グループ討
議イベントは、教育活動を行う企業を表彰するイベントの中で、有識者と参加者が円卓で議論す
る企画であった。当社は同イベント主催者の依頼を受け、この円卓議論を分析した。他が子供を
対象にしているのに対して、大人を対象とした導入実証である点で特徴がある。5.2.2.2 節で述べ
る顧客アプローチ中にもデモンストレーションとして議論分析も行ったが、動作を見せるだけな
ので 1 回あたり 5 分程度と短い議論しか収録していない。この例では、8〜10 人規模の議論が 3 回
行われたので、大人を対象にした導入実証としては最も大きい例であった。
具体的な導入実証の例を示す。図 10 は小学校 A での導入実証の様子である。ここでは、児童
たちは賛成・反対の意見をまず表明し、その意見に合わせて色の異なる帽子を被る。そして、異
なる色の児童同士で班を構成する。すなわち、異なる意見で相手を説得する状況になるように授
業が設計されている。各写真にあるように当社のマイクロホンアレイを設置し、議論を分析した。
この授業では多くの教員が参加したものの、児童が非常に活発に議論し、その場で話し合いを聞
き取るのが困難なほどであった。協議会では 2 つの教員グループに分かれて振り返りを担当する
班を割り当て、それぞれの教員グループが議論分析結果を用いて子供たちの学びを振り返った。
その中で、
「相手を説得するために説明の方法を変えた発言」や「賛成・反対の折衷案を提案する
ことで、全員で合意に至ろうとする発言」などが発見された。他にも、多数派に押されて発言で
きなくなってしまう様子も見られ、その場に参加していても聞き取れないような生の児童の話し
合いのデータを使いながら議論を行うことができた。
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図 10

小学校 A での導入実証の様子

次に、図 11 に小中学校教育プログラムでの導入実証の様子を示す。ここでは、小学校低学年の
児童から中学生が各自の興味に合わせて混成チームを結成し、研究テーマについて話し合ってい
る。小学校 A での例と同様に各チームの中心にマイクロホンアレイを設置して話し合いを収録し
た。小学校の例と異なる点は、年齢層が幅広い点と、ファシリテーター役の研究者（図中の白衣
着用者）が議論を先導している点である。そのため、年長の子供がリーダーシップをとっている
様子や、ファシリテーターごとの議論の先導の方法の違いが明らかになった。この導入実証先か
らは、ファシリテーター側の評価と訓練へ活用できるだろうという意見をもらっている。

図 11 小中学校教育プログラムでの導入実証の様子
導入実証の実績を録音時間をベースに集計すると、子供が対象の実証は合計 27 時間（7 回）、大
人が対象の実証は合計 4 時間(22 回)、合計 31 時間であった。子供が少ない回数であるのに対し
て収録時間が長い理由は、複数グループを同時に収録したためのべ時間が長いことと、話し合い
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の授業なので 10 分〜1 時間と比較的時間議論が行われたことが原因である。一方、大人が短い理
由は、顧客アプローチにおけるデモのため、長い時間議論するよりは数分程度録音し、実際に動
作することを示すことが目的で使用したからである。

5.1.2.4.

価値提供の評価および議論評価サービスの改善

価値提供については、2 回のアンケートと、導入実証先へのヒアリングを実施して評価した。サ
ービスの改善については、これらの価値評価で得たフィードバックに基づいて、音環境分析プラ
ットフォームやマイクロホンアレイ、議論評価 UI をそれぞれ改善した。
(1) 価値提供の評価
アンケート
アンケート実施の目的は、アクティブ・ラーニングの理解や実施状況、問題意識に関する実態
を把握することとした。そのため、質問項目にはアクティブ・ラーニングの定義に関する質問、
採用状況に関する質問、抱えている課題に関する質問を含めた。ただし、2 回のアンケートではそ
れぞれ実施状況が異なるため、それに合わせて質問項目は修正している。各アンケートについて
以下で述べる。
1 回目のアンケート（以下、アンケート 1）は、展示会出展時に実施した。回答者の特徴は 2 点
ある。まず、当社の展示ブースに訪れた訪問者に対して本サービスを説明し、質疑応答が終わっ
た後にアンケートの回答を依頼したため、本サービスに関する基本的な理解があることである。
次に、展示会来場者なので回答者は教員に限らず一般企業の従業員など幅広い属性を持っている
ことである。したがって、質問項目には勤め先に関する質問と、価格に関する質問を含めている。
2 回目のアンケート 2 は、国内最大規模（ユーザ数 3 万人以上）の学校教員専用ソーシャル・
ネットワーキング・サービスの利用者に対して行った。アンケートには本サービスの概要説明資
料を添付し、それを読んでから回答するよう依頼した。アンケート 2 の回答者の特徴は 2 点ある。
ウェブアンケートなので回答時間が長くとれることと、回答者はすべて教員であることである。
そのため、自由記述回答を増やし、教員であることを前提に詳細な所属や年次に関する質問項目
を追加した。
まず、アンケート 1 についての分析結果を示す。回答者の属性については、一般企業と教育機
関がほぼ全てを占め、それぞれほぼ同じ数であった。他にも、塾や予備校・官公庁に勤務する回
答者も 1 割程度存在していた。なお、回答者の企業は、学習教材販売会社や学校設備の施工業者
など、当初の予定通り教育関係事業を実施している企業がほとんどであった。
アクティブ・ラーニングの実施状況については、アクティブ・ラーニングに興味がある（既に
取り入れている、取り入れる予定である、取り入れていないが興味がある）と答えた参加者は全
体で 90%に上った。属性では、一般企業に属する参加者はこの 10%、教育機関関係者は 100%で
あり、その中でも 60 から 70%がすでに導入していると回答した。このことは、特に教育機関に
おいて、アクティブ・ラーニングが高い関心を持たれていることを示唆している。一方で、塾・
予備校については、
「既に導入している」が 33%しかなく、同じ教育を行う組織でも受け止め方が
違うことが分かる。展示会中に塾・予備校関係者にアプローチした際も、入試が知識を問うテス
トである限りは従来通り知識を伝えるような授業をしていくという反応を得ている。
アクティブ・ラーニングの定義に関する質問では、基本的にはグループディスカッション、グ
ループワークといった話し合いに関する活動の回答が 80-90%に達するほど多かった。一方で、他
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の形態、たとえば体験学習や調査学習も含まれると回答した参加者は 30％以上あり、その他の項
目にも反転学習など様々な方式が書かれていた。したがって、アクティブ・ラーニングの実施形
態としては，想定通り話し合い活動は中心であるものの、様々な実施形態も知られていることが
わかった。
アクティブ・ラーニングの課題については、やはり評価方法と答えた回答者が 80%を超え、本
プロジェクトで想定する問題意識を潜在顧客ももっていることがわかる。一方で、授業の運用方
法（消極的な子供への対応、学習障害・コミュニケーション障害のある子供への対応）、教員側の
課題（動機づけや意識改革）
、設備（空間・場所・施設の準備、機材の準備）など幅広い課題が認
識されていることも明らかになった。
アクティブ・ラーニングの評価方法については、自己評価とルーブリック評価が最も多く回答
され、それらが主流であることがわかる。一方で、目標によって異なる、多角的な測定が必要と
回答するといった多面性を指摘する回答もあり、評価の難しさを物語っていた。
本サービスのユースケースを検討するための質問として、定量評価が実現したら何に使いたい
かも回答を求めたところ、成長過程の可視化や改善点の発見など、子どもの評価や授業の運用に
関する回答が多かった。その一方で、学校間・クラス間の比較といったマクロ分析に関するユー
スケースに関する希望は少なかった。
アンケート 2 に関する分析結果について、質問ごとに議論する。
まず、回答者の属性については、小学校・中学校・高等学校の教員が多く、90％以上を占めて
いた。また、年次については 10 年未満が 40%、20 年未満と 30 年未満がそれぞれ 25%と、年次
が少ない回答者の方が多い傾向にあった。つまり、回答者は初等・中等教育の比較的若手の教員
が主であることがわかる。
アクティブ・ラーニングの実施状況については、アンケート 1 とほぼ同じで、既に取り入れて
いるか興味があるがほぼ 100%を占めていた。このことから、形態は学校によって変わるにせよ、
アクティブ・ラーニング自体を取り入れていない学校はほぼ無いということが推測できる。
アクティブ・ラーニングの定義については、アンケート 1 と同様にグループワークが 90%、グ
ループディスカッションが 89%と、話し合い活動が主であった一方、課題解決学習やプレゼンテ
ーションなど、様々な形態でアクティブ・ラーニング型授業を捉えて取り組まれていることが分
かった。
アクティブ・ラーニングを取り入れる上での課題としては、アンケート 1 と同様に評価方法が
多く、授業の運営に関する項目（消極的な子どもへの対応、自由度や教室のコントロールの方法）
や教員の意識に関する回答が多かった。アンケート 2 で新たに分かったことは、回答「評価がそ
の場の印象に依存する可能性」が示すように評価の客観性を心配している教員がいることである。
また、大学入試との関係性を指摘する声もあり、大学入試が知識型である以上、カリキュラムに
も知識型の授業を入れざるを得ないという主張がされていた。
アクティブ・ラーニングの評価方法や定量的な評価ができた場合のユースケースもアンケート
1 と似ていた。一方で、生徒の募集に使用したいという回答があり、定量的な評価法を導入してい
るという事実が生徒募集に役立つと考えていることもわかった。
アンケート 2 では、回答に時間をかけられるため、アクティブ・ラーニングの教育効果向上に
効果があるかという質問と、その理由を聞く質問を追加した。その結果、
「とても役立つと思う・
役立つと思う」と答えた回答者は、68%であった。その中でも、既にアクティブ・ラーニングを取
り入れている、またはその予定であると回答した中で集計したところ 72%となり、アクティブ・
ラーニングを実施しているとより定量評価の重要性を実感していると予測できる。理由の記述に
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は、客観的な評価の重要性を指摘している回答が多く、研究データとしての利用や、授業・指導
力の改善にデータを活用できるという回答も多かった。また、教員の観察や直感による評価の限
界を指摘する回答もあり、本サービスの価値が高いと評価された。一方で、
「役に立たない」と回
答した理由では、定量的に評価すること自体への疑いや、そもそもアクティブ・ラーニングを授
業に取り入れる事自体に否定的な回答などもあった。興味深い点は、
「どちらとも言えない・わか
らない」と答えた回答者が 27%にのぼっている点であった。その理由は、効果がまだ分からない、
想像がつかない、客観的な評価がそもそも不要といった回答など、全体的に否定的な回答が多か
った。
最後に、当社への連絡を希望するかどうかに関する質問については、希望するという回答者が
47%であった。一般的なウェブアンケートとしては相当高かった。
以上から明らかになった点は、本サービスはすぐに全ての教員に受け入れられるようなもので
はなく、価値を高く評価する教員がいる一方で、価値をまったく評価しない教員もいるという点
である。したがって、ただ販売を広げていくよりも、定量評価という観点の重要性に共感する教
員・研究者に提供し、実績を蓄積していくことが必要だと考えられる。
ヒアリング
導入実証先へのヒアリングを 4 件実施した。ヒアリングの際は、議論分析レポートと、議論評
価 UI の可視化画面を表示した。ヒアリングの結果、本サービスが良いと評価された点は、次の 2
点であった


アクティブ・ラーニングの振り返り

子供たちが複数グループで話し合う場合、多数の声が混ざるので、そこで子供たちが
どのような話し合いをし、どのような学びがあったのかを振り返ることは非常に困難で
あった。従来は、研究授業で教員が特定のグループに常駐して話し合いを聞くといった、
記憶に頼る方法しかなかった。ビデオや IC レコーダによる収録も試みられていたが、
振り返りに時間がかかりすぎるため、現実的ではなかった。
その点、本サービスは子供たちの話し合いの様子がひと目で分かるので、盛り上がっ
た点に着目して聞き返すことによって、実際の話し合いのデータに基づいた効率的な振
り返りが可能になった。


ハークネス法のサポート

米国の中等教育機関で採用されている教育方法のひとつにハークネス法がある。そこ
では、一斉授業ではなく話し合いが重視されているが、教員はその議論をファシリテー
トしながら「誰の後に誰が話したか」という情報を図示し、授業後の指導に活用してい
る。ただし、授業中にこの図を作るのは熟練した教員でなければ困難であったため、そ
の実践は困難であった。本サービスの情報を使うと、ハークネス法でつかわれている図
の作成の自動化の可能性があり、そこに可能性があると感じている。
図 12 にヒアリングで指摘されたハークネス法における議論の可視化例を示す。子供
は円状に並び議論を行う。ある子供から別の子供へ発言が遷移した際はその遷移を表す
ように円内に曲線を引く。これを続けることで、グループ全体の議論の移り変わりなど
がわかる表示法である。
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図 12

ハークネス法の図[5]

[5] G. J. Williams “Harkness Learning: Principles of a Radical American Pedagogy”,
Journal of Pedagogic Development, vol. 4, issue 3, pp.58-67, 2014.



子供自身の振り返り

生徒に分析レポートを見せたところ、主観的に感じていたグループの状況と違うこと
に驚きがあった。具体的には、全員が平等に発言していると思っていたが、実は偏りが
あることがわかっていた。また、グループごとに議論の進め方が異なることも比較でき
ていた。このようなデータの振り返りを通して、生徒自身が議論の進め方を学ぶことが
できるだろう。
上記の回答は高等学校での導入実証先の教員からの回答であった。例えば小学校では
まだデータを元に自分自身を振り返るには早い可能性があるため、どの参加者に提示し
ても教育上効果かどうかは検証の余地がある。
一方で、本サービスの改善点は以下の 2 点であった。


臨場感

可視化データと再生だけでは、その場にいない人が会話の状況を知るには情報が不足
しているように思う。教員は、声だけでなく表情や仕草なども重要な情報として観察し
ている。そのため、より臨場感を持って振り返られるような表示、例えばビデオなども
あればよいだろう。


データの読み方

データの可視化やレポートの読み方にはまだノウハウが必要である。事前知識や経験
のないユーザが単独でデータを読めるようになるにはまだ提示に改善が必要だろう。
メディア露出
プロジェクトで計画していたアンケートとヒアリング以外にも、雑誌や新聞への掲載、ソーシ
ャル・メディアでの言及などを通しても本サービスの価値評価が行われたので報告する。これら
メディア露出の営業・プロモーション的な観点での議論は 5.2.2.2 節を参照。
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教育系雑誌の対談記事
記事から、本サービスの評価部分を要約する。いずれも教室で子供たちが 8 グループ程度
に分かれて並行して話し合い活動をする授業で使用した評価である。引用にあるとおり、慣
れている教員・ファシリテーターですら見落とす可能性があるほどに子供たちは活発に話
し合いを行っているので、それを分析する手段を提供する本サービスの価値を認められた。

教員の気づかないような子供たちの話し合いを見つけることができた。
（導入実証に参加した教員）

ファシリテータ側のトレーニングに利用できると考えている。
（導入実証に参加した企業）


教育系新聞の掲載記事
掲載記事では、以下に要約するとおり、アクティブ・ラーニング研究授業の現状と本サー
ビスの貢献が解説された。
本サービスの導入以前から既に同じ問題意識でビデオによる分析を行っていたが、アク
ティブ・ラーニングの広がりにともなって手作業の限界に直面していた。本サービスは授業
研究を重視し取り組んでいた状況でよく効果を発揮する。



ソーシャル・メディアでの言及
顧客アプローチや導入実証を行った際、先方がソーシャル・メディア・サービス(SNS)へ
の投稿をすることがあった。ここからも本サービスの価値評価を得られる。SNS は雑誌・新
聞記事と違い校正や紙面の制限がないため、より生の声を聞くことができる。第 1 の引用
は、本サービスが従来の潜在顧客の問題を解決できる可能性を感じられていることを示唆
している。第 2 の引用は、展示会出展後にコンタクトをとった潜在顧客であり、本サービス
の技術的なアピールポイントを指摘している。なお、後者で指摘されている解析技術は当社
が特許の権利を保有する技術である。第 3 の引用は、導入実証に関するユースケースを具体
的に説明する投稿であった。

従来の属人的な指導技術を定量化し、効率的な研修が実現する可能性がある
教育行政関係者

グループでの学習を分析して見える化できる。簡単に見えるが精度良くやるに
は実は高度な技術が必要。
教育事業関係者

児童の話し合いが深まった点を明らかにできました。
教育行政関係者
(2) 議論評価サービスの改善
議論評価サービス改善について述べる。ここでは、分析プラットフォームの改善、ユーザイン
タフェースの改善、そして定量データ分析ノウハウについてそれぞれ説明する。
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まずプラットフォームについては、次の 3 点を改善した。


ログ収集機能
本サービスの使用状況を収集する目的と、エラー発生時に原因究明を容易にする目
的で、ログ収集機能を実装した。



大量リクエストの処理
プロジェクト開始時点では、小規模な利用しか経験がなく、数百以上の長時間音声
データの処理を同時にリクエストした場合に、分析サーバが停止することがあった。
そこで、アップロードできる時間の制限や、メモリを多く消費している分析アルゴリ
ズムについて、処理手順や実装自体の修正を行い、安定して処理できるようになった。



自動テストと継続的インテグレーション
プロジェクト開始時点ではテスト環境が整備されておらず、ある変更を実施したと
きに他の部分が問題なく動作しているかは、手作業によるテストにのみ依存していた。
そこで、自動的にシステムを機能単位でテストするテストコードを作成し、テストを
自動化した。さらに、ソフトウェアのコミットごとに自動的にテストを実行する継続
的インテグレーションの仕組みを実装した。これによって、開発者が開発に集中でき
るため、開発効率が向上した。

これらの改善によって、本サービスを本番稼働させて保守していくための基本的な仕組みを実
装することができた。
次に、ユーザインタフェースについては以下の 4 点を改善した。


制御ソフトウェア
プロジェクト開始時点では、マイクロホンアレイの録音はそれぞれ独立に操作しな
ければならず、使い勝手が悪かった。そこで、複数マイクロホンアレイを同時に制御
するためのソフトウェアを実装した。
図 13 に概要図を示す。本ソフトウェアは、無線のローカルネットワークで接続さ
れたマイクロホンアレイを自動的に発見し、一斉に録音開始や停止などの操作を行う
ことができる。録音後は、制御ソフトウェアへ録音データを吸い出し、まとめてクラ
ウドサービスへインターネット経由でアップロードを行う。このような構成にするこ
とで、(1) 複数のマイクロホンアレイを使用する教室環境での利便性を確保し、さら
に (2) インターネット接続が不安定な状況でも、マイクロホンアレイと制御用タブレ
ットをつなぐ閉じたネットワークさえあれば録音までは確実にできるという安定性
を確保できる。クラウドサービスへのアップロードは、録音後にインターネット接続
環境が安定している場で改めて送信することも可能である。第 2 の点については特に
導入実証で有効である。というのも、導入実証は当社メンバがその日に実証先に出向
いて行うことが多いため、実証先でのネットワーク環境が不明な場合が多く、部外者
へのアクセスを許可していないことも多いからである。したがって、ネットワークの
状況によらず少なくとも録音できることが求められる。
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図 13

図 14

制御ソフトウェアの概要図

制御ソフトウェアの画面キャプチャ

図 14 に制御ソフトウェアの画面キャプチャを示す。図のように、自動的に発見した
マイクロホンアレイはリスト表示され、それぞれのマイクロホンアレイごとに議論参加
者の座席位置を遠隔で設定することができる。この設定は録音中でも行うことができる。


録音データ再生機能
プロジェクト開始時点では、発言量の可視化機能はあり、録音データも保持してい
たが、それを再生する機能は無かった。図 15 に示すように、発言量の可視化機能と
連動する形で再生機能を実装することで、議論の振り返りが容易になった。たとえば
同図の場合では、現在は 120 秒付近の緑色(student04)が活発に発言している部分を
聞き返している。他にも、ピンク色(student03)が発言している区間を聞き返すには、
75 秒付近と 220 秒付近、275 秒付近をクリックして再生するだけでその部分を聞き
返すことができる。
技術的に新しい機能ではないが、2 つのデータを連動できる形で提示したのは効果
的であり、導入実証先でも最も使われたのがこの機能であった。したがって、これは
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ユーザ体験の向上に大きく寄与したサービス改善であったといえる。

図 15


音声再生機能 （図下部のシークバー）

レポートの生成機能
5.1.2.1 節で述べたレポート生成アルゴリズムをサービスに組み込み、分析結果の
可視化と共にユーザ自身がレポートをダウンロードできる機能を実装し、議論評価
UI に統合した。図 18 左上部に Report というメニューがあるが、その Open /
Download をクリックすると、ダウンロードすることができる。



読み込み速度改善
図 18 に示す議論分析結果を表す UI は、従来の実装では関連するデータをすべて
ダウンロードし、その後描画する方式であった。これは、読み込み後の画面遷移や描
画を高速化するためである。データが少ない間は問題なかったが、導入実証が進んで
データが蓄積するにつれてページアクセス時の初回の読み込み時間の遅延が無視で
きないほどに大きくなっていった。
そこで、全てをダウンロードする方式をやめ、データ量が多い部分を必要に応じて
ダウンロードする方式に変更した。こうすることで、初回の読み込み時間を短縮した。

定量データ分析ノウハウについては、導入実証で収録した音声データとその書き起こし、そし
て分析結果の可視化データを比べることで、可視化データから議論の様子を予測するノウハウを
蓄積することができた。可視化だけでなく、書き起こしを合わせて状況を確認することで、ある
パターンの形状に加えて、それがどういう議論の状況だったのかという内容までが判別できる。
これらの分析をデータに対して実施していきながら、典型的なパターンと、そのパターンが生じ
るのはどのような議論かに関する知見を蓄積できた。
これまでに発見した典型的な発言量パターンを図 16 に示す。すべて 3 名の議論参加者が参加
している例としたが、４人以上でも類似のパターンが見られることがある。全て縦軸は発言量を
表し、上ほど発言量が多いことを表す。横軸は時間を表し、左から右に時間が経過していること
を表す。すべて積み上げグラフとする。
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パターン 1

パターン 2

パターン 3

パターン 4

図 16

典型的な発言量パターンの例

パターン 1 は、3 名の発言量が順番に増加している。これは、発言権が順番に遷移している
ことを表しているため、それぞれの参加者が順番に意見を表明しているときにこのパターンが
よく見られる。特に秩序だった大人の議論でよく見られるパターンなので、これがある区間で
は落ち着いた議論がなされていたと予測できる。
パターン 2 は、3 名の発言量が同時に増加している。これは、3 名が同時に発言したことを
表している。これは、各人が口々にアイデアを言う状況などによく見られる。導入実証先の経
験では小学生同士の議論では特に自分の意見をそれぞれ言い合う場面でよく見られた。これが
ある区間では、活発であるが秩序だってはいない議論が行われていると予測される。
パターン 3 は、パターン 2 と類似しているが緑の参加者が山の前にある。これは、残り 2 名
の発言を緑の参加者が誘発したときによく見られる。具体的には、緑の参加者の問いかけに回
答した場合、緑の参加者のアイデアにどんどん追加していった場合、あるいは反論を口々にい
った場合などに見られる。これがある区間では、ポジティブにせよネガティブにせよ、緑の参
加者が議論の中心になっていると予測される。
パターン 4 は、パターン 2 のあとに緑の山がある。これは、全員の議論のあとに緑の参加者
が長く発言している。このパターンは、緑の参加者が議論をうけて、まとまった意見を表明し
ている場合や、その議論をまとめる発言をしている場合に見られる。これがある区間では緑は
まとめ役を担っていると予測される。
特許出願
本プロジェクトで強化、改善した議論評価サービスの発明内容について、4 件の知的財産権
の保護が必要なアイデアを着想した。それら特許を作成し、国際特許出願（PCT 出願）を実施
した。
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5.1.3. 作成物
改善済の議論評価サービスの全体像を図 17 に示す。個々の要素は前節までで述べているので、
ここでは改善済サービスを使用するシーンについて説明する。
ユーザは、まず複数台のマイクロホンアレイを議論の場に設置する。次に、各マイクロホンア
レイと制御用ソフトウェアがインストールされたタブレットを同一の無線 LAN ルータに接続する。
なお、マイクロホンアレイは事前に登録された SSID を自動的に検索して接続する。すると、制御
ソフトウェアがマイクロホンアレイを発見するので、座席が決まっていれば事前に議論参加者の
座席位置を登録しておく。議論が始まったら、制御ソフトウェアから一斉に録音時間を設定し、
録音命令を実行する。録音が開始されれば、制御ソフトウェアが自動的に時間を計測し、録音終
了時に各マイクロホンアレイから音声データを吸い出す。そして、自動的に議論評価サービスに
データをアップロードする。処理が終われば、議論評価 UI にログインし、分析結果を閲覧する。
議論評価 UI のうち可視化のサンプルを図 18 に示す。上から、座席位置を表す円グラフ、発言
量の時間変化を表す積み上げグラフ、発言の順番（ターンテイク）を表すグラフ構造、総発言量
を表す棒グラフが可視化されている。

図 17

改善後議論評価サービスの全体像
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図 18

議論評価 UI
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5.2. ビジネスモデルの構築・運用と有効性検証の成果
5.2.1. 成果目標
① 導入事例獲得
国内 2 件の導入事例の獲得を目標とする。
② 顧客アプローチ
プロモーション商材の作成と、それを用いた国内外の展示会への出展によって顧客へアプロ
ーチし、市場開拓を目指す。具体的には、国内の教育機関、販売代理店、企業などを合わせて 6
件の商談を行うことを目標とする。さらに、そのうち 1 件と販売に向けた基本合意を行うこと
を目標とする。
③ 有効性検証済みの事業計画（ビジネス推進体制含む）の作成
獲得した導入事例を元に、有効性を検証した事業計画を立案する。計画には、ビジネス推進
体制（営業、アフターサービス、研究開発など）や、協業の枠組みを含める。

5.2.2. 成果実績
ビジネスモデルに関する成果目標ついては、以下の通りすべて達成した。
① 導入事例獲得
目標は国内 2 件の導入事例の獲得だったが、8 件の導入事例を獲得した（5.1.2.3 節参照）
② 顧客アプローチ
目標は 6 件の商談を行い、そのうち 1 件と基本合意することだったが、20 件の商談を行い、
そのうち 2 件と契約が成立した（5.2.2.2 節参照）
。
③ 有効性検証済みの事業計画（ビジネス推進体制含む）の作成
目標どおり、有効性を検証した事業計画を立案できた（5.2.2.3 節参照）。

5.2.2.1.

ビジネスモデル構築

(1) ビジネスモデルの具体化
[背景]
本プロジェクトの背景に述べた通り、新学習指導要領の全面実施に伴い、主体的・対話的で深
い学びを実現するため、アクティブ・ラーニングの普及が国内教育機関で進んでいくと予想され
る。既に授業に「話し合い活動」を入れる実践は普及しつつあり、これからもその傾向は続いて
いくと予想される。その際に直面するのがアクティブ・ラーニングにおける学びをどのように評
価するかという問題である。その学びを直接評価するためには、客観性・網羅性・効率性を持つ
方法によって得られる議論のプロセスを定量評価データが必要である。本プロジェクト開始前に
米国の大学にヒアリングを実施したところ、このトレンドと課題意識は米国をはじめとする海外
でも類似したものであった。
[教育向け事業]
上記の背景に基づいて、主な顧客は教育機関を想定した。顧客としての利点は 3 点ある。第 1
は、高い頻度でのデータが蓄積できる点、第 2 は研究成果が蓄積されている点、第 3 はリピート
率が高い傾向にある点である。
第 1 の利点の主な理由は、導入されて日常授業に使われた場合、子供たちが毎日の授業で多数
の議論を行っている点にある。近年販売されているスマートスピーカー等よりも、授業の形で毎
日収録されるため、収録されるデータ量がはるかに多い。さらに、本サービスが導入されて継続
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的に利用されれば、教員の評価やテストの成績などと組み合わせたビッグデータの収集が可能と
なる。このデータを活用すれば、子供たちの得意・不得意や特徴のアセスメントが可能になる。
これは、Learning Analytics と呼ばれる研究分野における、学習履歴や課題の提出状況などから
学習者の達成度や問題を発見する方法と類似したアプローチを、実際の議論に適用できるという
ことである。Learning Analytics が対象とするのは学校教育だけでなく社会人の学習の場も研究
対象なので、分析方法が確立すれば議論評価に限らずビジネスがより広がると期待できる。
第 2 の利点の主な理由は、教育機関では研究が盛んに行われていることである。例えば、初等・
中等教育の教育機関では教員同士がより良い授業を模索するため授業を検討する授業研究会が、
大学では付属の小学校・中学校等で授業研究が行われている。したがって、教育機関に蓄積され
ている大量の事例研究や実践研究の知見と、本サービスが提供する定量データとの組み合わせに
よって本サービスの教育学的な意味付けや解釈の研究が期待できる。当社は音響信号処理の技術・
知見は保有しているが、教育現場の理解は欠けているため、その補完ができると期待できる。
第 3 の利点は、一般的に文教市場を始めとする B2B (Business to Business, 法人向け) 市場を
B2C (Business to Consumer, 消費者向け) 市場と比較した特徴である。B2C 商品と異なり購入
までの時間はかかるものの、印象よりも性能や使いやすさを重視する傾向にある。したがって、
一度導入が始まれば経営が安定することが期待できる。
[企業向け事業の可能性探索]
主な顧客は教育機関を想定するものの、本サービスは教育に限定されたものではなく、一般企
業向けでも使われる可能性がある。たとえば、働き方改革を実現するための会議の効率化や、企
業向け研修などが想定される。企業向け事業を確立できれば、教育向け事業の課題であるビジネ
ス規模やキャッシュフローの改善ができる可能性がある。
そこで、企業向け事業についてはビジネスモデルを運用する中で顧客アプローチを行い、その
可能性を探索していく。
(2) プロモーション・営業体制整備と商材制作
本モデルで想定する事業はいずれも B2B であるので、プロモーション・営業活動はマスメデ
ィア向け CM や広告の方法よりも、展示会や口コミ・紹介の方法が効果的であると考えられる。
したがって、主に紹介などによる対面の顧客アプローチと、展示会をプロモーション・営業の方
法とする。また、業界紙等のターゲットを絞ったメディアへの露出は有効である可能性はあるの
で、ビジネスモデルの運用中に機会があれば積極的に活用する。
以上から、商材としては、顧客アプローチに用いる営業資料と営業フローの確立、展示会に活
用できるフライヤー・パネル・説明動画・バナー等を作成する。

5.2.2.2.

ビジネスモデル運用

前節で構築したビジネスモデルをプロジェクト期間中に運用した。それぞれの活動について成
果を報告する。
(1) プロモーション・営業活動
以下のプロモーション・営業活動を行った。それぞれの活動実績について説明する。


顧客アプローチ



展示会出展



メディア露出（新聞・雑誌・SNS 等）
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顧客アプローチ
顧客アプローチは、教育向け事業・企業向け事業それぞれについて、潜在顧客に対してサービ
スの説明やデモンストレーションなどを実施した。具体的には、教育向け事業へは 7 社、企業向
け事業へは 13 社、合計 20 社にアプローチした。その結果、一般企業 1 社と基本契約を締結し、
大学 1 校の教育学の研究室へは本サービスの販売を行った。本プロジェクトの成果目標と比較す
ると、商談数の目標は 6 社に対して実績は 20 社であり、そのうち 1 社と基本合意に至ることが
目標だったのに対して 2 社と契約が成立した。したがって、いずれの目標も達成できた。なお、
企業向け事業についても 2 件が合意に向けて商談を継続中である。
顧客ごとのアプローチルートについては、メンターやアプローチした企業からの紹介が 10 社、
本節で述べる展示会での出展経由のコンタクトが 4 社、
マッチングイベント経由が 6 社であった。
展示会出展
次の展示会に出展した。
名称

：第 1 回関西教育 IT ソリューション EXPO

主催者 ：リードエグジビションジャパン株式会社
開催時期：2017 年 11 月 15 日〜17 日
本展示会を選択した理由は、毎年関東地区で開催されている国内最大の教育系展示会「教育 IT ソ
リューション EXPO」の関西版であり、多くの潜在顧客へのアプローチが期待できるためである。
展示会の来場者は 9842 名（複数日の来場者はカウントせず）であった。当社のブースは 3m
x 3m のいわゆる半小間サイズで、当社から 4 名がブース運営を実施した。当社のブースは盛況
で、多数のリードを獲得することができた。展示会の実施風景写真を図 19 に示す。

図 19

展示会風景

当社ブースへの来場者に対しては、本サービスの説明に加えて、価値評価を行うためアンケー
トも実施し、100 件の回答を得た（詳細は 5.1.2.4 節参照）。Cost Per Lead 自体は平均的であっ
たが、本展示会の費用として作成した商材の多くは他のプロモーションで活用できるものである
（商品説明ウェブサイト、パネル、ノベルティ等）ため、実質的な費用対効果はさらに高い。ま
た、多数の来場者への説明によって顧客が疑問に感じる点や、理解しにくい点、理解が進む説明
方法を実験できた点も効果が高かった。このデータは、今後のマーケティングへも活かすことが
できるであろう。
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メディア露出
メディア露出については、5.1.2.4 節に述べたとおり、雑誌掲載と新聞掲載による露出がそれぞ
れ起こった。具体的な言及内用については本サービスの価値評価であるので同節に記載し、本節
ではその効果検証の基礎となるデータについて記す。
名称

：教育系雑誌

特徴

：中学校・高校へ配布し、登録した教員個人へも配布。

発行部数：約 2 万部
名称

：教育系新聞

対象

：教育専門の全国紙

発行部数：約 24 万部
後者の新聞については掲載がプロジェクト終了間際のため反響は不明だが、前者の雑誌につい
ては、既に 1 件の問い合わせが来ているなど反響があった。したがって、発行部数の比較から推
測すると、新聞掲載による問い合わせは 12 件程度あることが予想される。
以上のメディア露出の成果をまとめる。雑誌、新聞はいずれも教育関係者にのみ露出する業界
紙である。また、SNS への投稿は、いわゆる口コミであり、テレビ CM のような大量露出はない。
しかし、価値検証から明らかになったことは、本サービスはマスメディアへの広告が効果をもつ
種類の製品ではなく、むしろターゲットが絞られた今回のようなプロモーション（業界紙、口コ
ミ）が効果的だと考えられる。実際、上記露出を通した問い合わせも数件来ており、費用対効果
が高かったと言える。

5.2.2.3.

ビジネスモデルの有効性検証

本節では、前節で述べたビジネスモデルの運用結果を元に、ビジネスの有効性を検証する。以
下では、ビジネスモデル構築で想定した教育向け事業と企業向け事業のそれぞれについて、導入
実証の結果に基づく検証、顧客アプローチに基づく検証を行う。最後に、有効性を検証したビジ
ネスモデルを提示する。
(1) 教育向け事業の有効性検証
本節では、導入実証や顧客アプローチ等を通して本ビジネスモデルを検証する。具体的には、
本サービスのユースケース、想定顧客と販売方法について検討し、最後に事業の有効性を検証す
る。
ユースケース
導入実証や顧客アプローチの結果、以下の 4 つのユースケースにまとめられた。
1. アクティブ・ラーニング型授業の振り返り
研究授業という形で教員が授業を行い、その様子を他の教員が見学し、最後の授業について
検討を行う協議会を実施する活動、いわゆる授業研究会が盛んに行われている。従来は見学者
の記憶やメモを頼りに授業の様子を話し合っていたが、アクティブ・ラーニング型の授業では
子供たちの話し合いが同時多発的に発生するため、その振り返りは困難であった。
そこで、研究授業における子供たちの話し合いを分析し、協議会で本サービスの可視化結果
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と音声データを活用し、子供たちの話し合いを振り返り、深い学びができたのかの検討に利用
する。
従来もビデオの収録や IC レコーダによる録音データなどを使って授業の振り返りに使わ
れていたが、生のデータなので全てを見る必要があり、多くの時間がかかっていた。それに対
して本サービスは議論の全体像を可視化するので、
「盛り上がって部分だけを聞く」ことや「あ
る子供が話したところだけを聞く」といった効率的な聞き方が可能になる点で優れている。
2. アクティブ・ラーニング型授業の授業改善
アクティブ・ラーニングの授業方法は確立されておらず、学校現場や研究の場で様々な方法
が取り組まれている。論文発表も多く行われているが、その多くは実践方法の記述に留まって
おり、他の授業との比較が可能なデータがないため、方法論の一般化や特定の工夫の効果は明
らかではなかった。
そこで、本サービスを使ってアクティブ・ラーニングを同じフォーマットで比較出来るよう
にすることで、特定の工夫の効果の有無を検証したり、アクティブ・ラーニングの”うまい”教
員とそうでない教員の授業を同じ形で比較したりできるようになる。これを活用すれば、授業
をエビデンスに基づく授業の改善や、アクティブ・ラーニング型授業に不慣れな教員への効果
的なアドバイスに活用できる。
3. アクティブ・ラーニング型授業参加者の振り返り
テストと違って、議論を振り返るのは授業参加者には困難である。そこで、本サービスの分
析結果を参加者に検討させることで、自らの授業への参加を振り返ることができる。これを繰
り返すことで、漫然と議論に参加するのではなく、今誰がリーダーか、発言は平等に行われて
いるか、といった観点を注意するように変容すると期待できる。
4. アクティブ・ラーニングのマクロ分析
子供たちの話し合いの様子は、従来は個々の授業の中で閉じられており、クラス間・学校間・
地域間といったよりマクロな形での分析は行われてこなかった。そのため、それぞれの授業は
独立しており、統計的な傾向を調べるすべが無かった。
本サービスが蓄積するデータを元にマクロ分析が可能になれば、子供同士や、子供と教員、
子供と学校、子供と教科などと言った様々な組み合わせで、議論の様子を調べることが可能に
なる。こうすることで、効果的な指導方法や学校の評価などが可能になる。
当初想定したユースケースは、議論参加者（＝子供）の評価であった。しかし、実際はこの点
に関する反応は良くなかった。それよりも、振り返りや授業改善など教員側のユースケースの方
が良い反応だった。これは、現時点ではまだ子供の評価に使うほどの知見が教育学・教育実践の
いずれでも蓄積されていないことが理由だと考えられる。ユースケース 4 については、アイデア
としては出るものの実際の導入に関しては消極的であった。それも同様の理由だと考えられる。
特にユースケース 4 については、既に全国規模や都道府県レベルの学力・学習状況調査が行われ
ているため、それと比較した場合に蓄積されている知見やノウハウに開きがあることも原因だと
推測できる。したがって、まずは個々の授業の改善や研究に使っていただくミクロな利用からは
じめ、知見を蓄積した上で再度マクロなユースケース開発に取り組むことが必要であろう。
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想定顧客と販売方法
想定顧客については、当初は営業活動によって多くの学校に導入することを想定していたが、
実際はアーリーアダプタかつ予算決裁権を持つ顧客でなければ受け入れられないことがわかった。
理由は次のとおりである。前者については、タブレット・校務支援システム・教材といった既に
使用用途が蓄積され使い方が見えやすいものと異なり、エビデンスに基づく客観的な評価や授業
改善はまだ広まっていないからである。顧客アプローチの結果、本サービスに興味をもつのは、
手作業などで既に似た取り組みをしている教員や研究者がほとんどであった。したがって、この
ような既に問題意識をもっているアーリーアダプタでなければ導入がされない。後者については、
教育機関や研究機関が自由に使える予算は限られているからである。ほとんどの予算は既に用途
が決まっており、本サービスを販売するには既に類似した目的で獲得した予算を使うか、新たに
獲得するしかない。実際、アンケートや展示会でも教員の反応の中に「興味はあるがお金がない
ので購入はできない」というものが一定数あった。
販売方法についても、当初は直接販売を想定していたが、このような限られた顧客を発見する
ことは困難であることがわかった。特に、当社は文教市場でのノウハウやネットワークがないた
め、単独で発見するのは現実的ではない。そのため、既に文教市場で営業を行い、教育機関と日
常的にコミュニケーションを行っている企業をパートナーとし、共同で販売していくことが重要
である。本プロジェクト中で既にこのようなパートナー候補を発見し、そこからアーリーアダプ
タかつ予算決裁権を持つ顧客候補も紹介されているので、このような初期顧客の開拓方法は有効
であると考えられる。
本プロジェクトでは、このような初期顧客は次のフローで営業すると有効であった。
1. 議論評価サービスのデモンストレーション
2. 実際の教育現場などで議論評価サービスの実証（1 回）
3. 財源の確保や契約
4. 販売
最初にデモンストレーションや教育現場での実証を行うことがポイントである。なぜなら、実物
を見ることで初期顧客自身の問題意識と具体的に関連して用途を考えられるからである。顧客ア
プローチ中も、現在は導入実績が少ないため、パンフレット等の商材では「単に時間を集計して
いるだけ」と考えられがちであった。しかし、実際に説明や現場で実証を行うと、このような初
期顧客候補が持つ問題意識と合致していると判断されることが多く、初期顧客候補のアイデアと
組み合わせる議論が盛り上がることが多かった。
顧客を拡大していくためには、 (1) 定量評価に興味をもつ顧客候補を増やすこと (2) 興味を持
つ顧客候補が予算を取りやすくすることが必要である。(1) の興味については、教育関係者が普段
使用しているチャネルでのマーケティングが必要である。本プロジェクトでは展示会や業界紙へ
の露出での反応が良かったので、このようなチャネルで具体的な事例などを紹介することで、顧
客候補を増やしていく。(2) の予算については、決裁権者への直接営業と、非決裁権者が予算申請
に使える客観的なデータの提供が必要である。前者については、事情をよく理解するパートナー
候補からの紹介が最も有効であろう。後者については、予算審査や経営判断に使える客観的な証
拠が有効である。そのためには、初期顧客と共に論文や実践例を発表し、定量評価が有効である
という客観的なデータを示していく必要がある。
教育向け事業のソリューション設計
これらの有効性検証を元に、教育向け事業のソリューションを設計した。ソリューションの概
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要と販売体制を次に示す。


サービス内容
➢





子供たちの話し合い活動を収録し、定量的な分析結果を提供する。


話し合い録音機能



発言量、発言順の可視化機能



話し合い分析結果のレポート生成機能



議論振り返りのための動画生成機能

構成要素
➢

録音装置（マイクロホンアレイ、方向シート、バッテリー）

➢

マイクロホンアレイ操作ソフトウェア

➢

操作用小型 Wi-Fi ルータ

➢

議論評価サービスへのアクセス権

販売体制
➢

基本的には教育事業を行っているパートナー企業を通した販売とし、共同研究を行う教
育機関・大学等へは直接販売する。具体的な直販先は、研究指定校や研究予算をもつ学
校、科研費等の予算をもつ大学を想定する。

価格設定については、公立学校には価格が高いと感じる一方で、独自に予算をもつ学校であれ
ば購入が可能であることも分かった。特に、本サービスの直接販売よりも、パートナー企業の提
供する学校サポート業務と組み合わせることで販売が可能になると期待できる。
事業の有効性
本サービスのユースケースについて、4 つが明らかになり、有効なケースが 3 つ（教員の授業
振り返り、授業改善、子供の授業振り返り）あることがわかった。これは、現場教員は子供たち
一人ひとりの学びをよく観察したいという思いがあることが理由であった。一方、マクロ分析が
有効でなかった理由は、まだ有効な授業運営の方法を模索している段階だからであると考えられ
る。したがって、本サービスが普及し、知見が蓄積された後に再度検討する。
教育向け事業の初期顧客は、自身がもつ教育に関する知見や経験と本サービスのデータを結び
つけられる必要があるため、アーリーアダプタには研究者、研究者的マインドをもつ教育委員会
や学校が必要である。事業の進め方を図 20 に示す。まずは購入予算のあるアーリーアダプタに
販売する。研究機関であれば成果は学会に発表されるので、実践例、教育効果、具体的な使い方
のモデルケースが蓄積されていく。これをもってより保守的な層に顧客を拡大していく。
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図 20

教育向け事業の初期顧客と拡大

マーケティングについては、前節で述べた通り、マス広告などの大量の露出があるチャネルよ
りも業界紙・展示会・口コミ・紹介といった特定されたチャネルの方が有効であることが明らか
になった。一般的な展示におけるリード獲得数よりも当社は多くのリードを獲得できたため、本
サービスのマーケティング・チャネルには展示会が有効であることがわかった。教育系の展示会
は国内でも多く開催されているので、それらを活用することで多くのリードを獲得できると考え
られる。特に、今回のデータは今後のリード獲得数の基礎データとなる有効なものであった。
教育向け事業の有利な点は、当初想定したとおり、教育の研究や実践を通した知見やノウハウ
が蓄積していることである。本サービスとこれらを組み合わせることによって、議論分析結果の
教育学的な解釈や、教育効果の評価に活用する可能性が広がっていく。また、子供の学びの場で
継続的に本サービスが利用されれば、子供たちが議論を定量的に分析されるということ自体に慣
れていくと考えられる。したがって、本サービスが世の中に受け入れられる素地の形成も期待で
きるため、将来的な成長には教育向け事業は重要である。一方、不利な点は顧客の予算規模が限
られていることである。特に公的な教育機関は国や地方自治体の予算で運営しているため、支払
い能力に限界がある。また、独自で研究予算をもつ研究者もいるが、その数は限られている。し
たがって、事業を持続的に成長するためには教育向け事業だけでは不足しており、別にキャッシ
ュフローを改善する別の事業が必要になる。
(2) 企業向け事業の有効性検証
ビジネスモデル運用の中では、本サービスを企業に販売する可能性についても探索した。これ
は、近年の業務の自動化が進んで創造性が不要な知的労働が機械に置き換えられたり、働き方改
革によって生産性の向上が求められたりする中で、時間の多くを占める会議・話し合いの評価は
重要になっていくと考えられるからである。ここでは、議論を客観的に評価することが求められ
るため、教育向け事業と同じ技術の活用が期待できる。
ユースケース
顧客アプローチやビジネスモデルの運用を通して、次の 2 つのユースケースにまとめた。
1. 企業研修
企業向け研修は、新たなスキルを身につける研修や、新人研修・二年目研修・管理職研
修といった年次ごとの研修など、幅広く行われており、その市場規模は 5,080 億円と推定
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されている (矢野経済研究所, 2017 年) 。
近年は e ラーニングの利用も拡大しているため、
研修対象者を実際に集めるタイプの研修においては、一斉講義型の研修は e ラーニングに
置き換わり、より議論を中心としたアクティブ・ラーニング的な研修が主流になっている。
このような研修で重要となるのは教育向け事業と同じく評価である。企業研修は投資の
ため、学校教育よりもシビアな効果検証が求められる。従来は講師による主観評価で評価
を行っていたが、本サービスを組み合わせることでエビデンスに基づく研修が可能になる。
2. 会議評価
企業では日常的に社内・社外で会議が行われている。しかし、一般的には各会議の評価
はされておらず、アウトプットの評価や生産性の評価を行っている企業も一部存在するも
のの、会議のプロセスは評価していない。
そこで、本サービスを導入し、継続的に議論分析を行うことによって、会議のプロセス
を定量的に評価し、比較可能なデータとして蓄積することができる。このデータを使えば、
各会議の効率性の評価や人事評価、会議メンバの選定などに活用できる可能性がある。
想定顧客と販売方法
それぞれのユースケースに対して購買意欲のある潜在顧客がいることが分かった。それぞれの
販売方法について検証した結果を述べる。
まず企業研修については、想定顧客はアクティブ・ラーニング型の研修を行う研修事業者であ
る。つまり、当社が直接研修を実施するのではなく、研修事業者に本サービスを提供し、パート
ナーとして研修を一般企業に実施する形態をとる。顧客アプローチの結果、パートナー候補とな
る企業を発見した。次に会議評価については、想定顧客は会議の評価を定量的に行いたい企業で
ある。このユースケースについては直接販売を想定しているが、その活用方法は様々であると予
想される。たとえば、本サービスが提供したデータを社内で分析・人事評価までを行う場合や、
それを元に別の研修事業者に研修を委託する場合などがある。したがって、顧客の要望に応じた
対応が必要になる。
マーケティング戦略については、本プロジェクト期間では紹介による顧客アプローチなどを取
ったため、様々なチャネルを試験したわけではない。ただし、教育向け事業の類推から、人事系
の展示会や、人事系の業界紙等への露出が有効であると考えられる。一方で企業活動であるため
比較的オープンな教育向け事業と比べて SNS での言及による露出は減ると考えられる。
企業向けソリューション
企業研修を対象として設計したソリューションの概要を以下に示す。


サービス内容
➢



研修中のグループディスカッションを収録し、その分析結果を提供する


グループディスカッションの録音機能



各参加者の発言量や発言順の可視化機能



グループディスカッション分析結果のレポート生成機能



研修対象者やグループ同士の比較機能

構成要素


録音装置（マイクロホンアレイ、方向シート、バッテリー）



マイクロホンアレイ操作ソフトウェア
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議論評価サービスへのアクセス権

販売体制


本ソリューションは研修サービスとの組み合わせで効果を発揮するため、研修サ
ービス提供会社へ販売し、エンドユーザ企業へ直販はしない。したがって、パート
ナーとなる企業と定量評価を組み込んだ研修サービスの共同開発が必要である

会議評価については、基本的には上記と同様とし、販売体制としては直販を含める。現時点で
はニーズが多様で、具体的な案件の利用頻度や難易度によってソリューションは変化すると考え
られる。
事業の有効性
顧客アプローチの結果、本サービスのユースケースを 2 つにまとめることができた。教育向け
に比べると企業は定量評価への心理的な拒否感が少なく、受け入れられやすいことがわかった。
したがって、本サービスを用いた企業向け事業は有効であると言える。教育向け事業のソリュー
ションと同じ基礎技術を使えるため、研究開発のリソースが分散しない組み合わせである。
一方、教育向け事業と異なる点は 2 点ある。1 点目は、教育向け事業での最終目的は「子供た
ちの主体的・対話的で深い学びを実現すること」なので、反応が良かったユースケースは子供の
アセスメントよりも授業自体の改善や子供の活動自体であった。一方、企業向け事業は企業の業
績を上げることが目的なので、より客観的な人事評価や定量的な分析によるアセスメントが求め
られていた。そのため、基礎技術は同様であってもソリューションの目指すところは異なってい
る。2 点目は、教育向け事業では導入する教育機関に在籍する児童・生徒・学生に対して教育を
行う一方で、企業では教育を外部の研修事業者に委託するのが一般的であるという点である。そ
のため、企業研修を行うパートナー候補との協業が必須となる。
企業向け事業の有利な点は、対象が大人である点と、売上規模が大きい点である。前者につい
ては、音響分析の観点では、対象が大人であるために発声器官が発達しているため、子供よりも
明瞭に発言できる。また、議論分析の観点では、子供同士の議論よりも形式のある議論になりや
すいため、より明確な傾向が見えることが期待される。後者については、企業は投資対効果が高
ければ自らの裁量で投資が出来るため、教育向け事業よりも売上規模は大きくなる。一方、不利
な点は、教育の研究をミッションとしていない点である。企業向け研修の目的は受講者にスキル
を身に着けさせることであり、そのために受講者は料金を支払っているので、純粋に実験をする
ことは困難である。そのため、企業向け事業だけでは、分析ノウハウや経験は蓄積できても、基
礎的な研究、たとえば過去の教育学的な知見と組み合わせた解釈アルゴリズムの研究などは困難
だと考えられる。
(3) ビジネスモデルの有効性検証
これまでの検証によって、教育向け事業と企業向け事業を組み合わせることで持続的に成長す
るビジネスが可能になるといえる。いずれも同じ基礎技術に基づくサービスを提供しながら、教
育向け事業では利益の大きさよりも研究によって得られる知見を重視し、企業向け事業では知見
よりも利益の大きさを重視する。そうすることで、教育向け事業から得た知見によって強化した
本サービスを活用して企業向け事業で競争力を高めて利益をあげるサイクルを作ることができる。
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5.2.3. 作成物


改善後議論評価サービス



議論評価サービス検証結果報告書



ビジネスモデル構築・運用報告書



ビジネスモデル有効性検証報告書

6. 事業化に向けた課題と展望
6.1. 議論評価サービスについての課題と展望
今後のサービスを改善する上での課題は次の 3 点であると考えている。


利便性
導入実証では、基本的には当社のメンバが全ての操作を行っていた。しかし、事業化す
るためには、操作に慣れていないユーザ自身が全ての操作を行える必要がある。そのため
には、本サービスの使いやすさを改善していく必要がある。例えば座席入力の自動化や、
操作画面のシンプル化、マイクロホンアレイ自体のシンプル化などがある。また、こうい
った開発項目以外にも、詳しいドキュメントやチュートリアルなど、周辺のデータも整備
する必要がある。



分析機能
顧客アプローチの中で分析機能に関する要望を多く得た。現在は発言時間と発言タイミ
ングという時間情報のみを用いて分析しているが、他にも、ある音が人の音声であるか物
音であるかの判断、発話者の同定、笑い声の判定、そして音声認識などの要望があった。
既に音源分離は行っているが、雑音環境から抽出した分離音声のため歪みが残っている。
このような歪みがある状態で音の分析を行うことが次の課題である。特に、このような判
定の正解率は 100%には決してならないため、誤りが多少あっても問題のないような結果
の活用方法を合わせて検討するひつようがある。
議論分析の結果表示についても、現在提供している議論ごとのレポートだけでなく、人
単位のレポートや全体像がひと目でわかるレポートなども企業向けにおいて要望が多か
った。内容についても、現在のレポートは議論の様子を記述することに特化し、どのよう
な議論だったかを結論付けてはいない。これは、データを読み取って結論を下すプロセス
をユーザ側が実施することに等しい。したがって、より広いユーザに使われるためには、
それが「どんな議論だったか」まで表示できる機能の開発が必要である。



教育研究との統合
本モデル事業をアーリーアダプタより広い顧客層に販売するためには、安心して使える
実績や、教育効果との関連性を示すことが重要である。したがって、今回の導入実証先で
の実証や販売を続け、アクティブ・ラーニングの定量化が教育の改善に効果があるという
研究成果を生み出すことが課題である。

今後の展望は以下のとおりである。まずはユーザ体験を改善するために導入先や販売先からの
フィードバックを元に利便性を改善していくことを最優先課題とする。それと並行して、社内や
共同研究先と分析機能の研究開発を進め、随時サービスに投入していく。さらに、教育研究を行
っている教育向けソリューションの直販先と協力し、教育研究の観点から価値を示していく。
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6.2. ビジネスモデルについての課題と展望
ビジネスモデルについて課題を述べる


営業力
当社は研究者とエンジニアが多く、営業・マーケティングの人員が不足している。した
がって、多数の顧客に営業を行うためには人員の確保が必要である。ただし、有効性検証
で明らかになったとおり、現在の状態は営業活動によって販売先を広く開拓していくとい
うより、少数のアーリーアダプタと深くコミュニケーションをとることで、本サービスの
実績や教育効果が出た事例を蓄積していく段階である。したがって、まずは教育事業を行
うパートナー候補との協力で不足した営業力を補い、拡販が見える段階になってから営業
チームを拡大していく。



2 つの事業
教育事業は特に教育機関向けでは売上規模が小さく、しかも予算執行までの期間が長い。
したがって、教育向け事業だけではキャッシュフローが悪化するおそれがある。有効性検
証で検討したとおり、企業向け事業と両立させることでキャッシュフローの改善と研究開
発を並行して進める計画の立案まではできている。しかし、この計画を実際に稼働させ、
事業を進めるところはできていないので、これを成立させることが課題である。

ビジネスの今後の展望は以下のとおりである。
教育向け事業については、本プロジェクトでコンタクトした教育学の研究者や学校への販売を
進める。そして、本サービスを利用した成果の実践例・研究結果が発表されるようサポートし、
その成果をもってさらに販売先を開拓していく。開拓するチャネルには、展示会・口コミ・紹介
が有効であることがわかったので、それらを活用する。蓄積された事例や成果を集積する場とし
て、当社のウェブサイトを充実させていく。こうして得られた知見や研究成果、データは本サー
ビスの改善に活用し、特許を獲得していく。その後は、海外へも販売先を拡大していくことでさ
らに売上は増加していく。
企業向け事業については、本プロジェクトでコンタクトしたパートナー候補企業と企業研修ソ
リューションを開発し、販売する。パートナー候補の商品ラインナップに本サービスを組み合わ
せた研修プログラムを組み込むことで、当社が独自で営業するよりも効率的な販売が期待できる。
実績を積みながら様々な研修に組み込んで行くことで、企業研修で標準的に使われる計測ツール
としての地位を確立する。研修以外でも、直接問い合わせのあった会議評価についても対応する
ことで、研修以外の議論が行われる場でのソリューションも提供していく。
図 21 に示すとおり、これらを組み合わせて知見と売上を蓄積しながら、技術開発と投資を並
行して行い、教育向け事業と企業向け事業の両輪を回していく。
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図 21

事業展望の全体像

7. 付録
7.1. 用語説明
用語

説明

ビジネスモデル

企業が製品・サービスを提供し、その対価を顧客が支払い、企業が
利益を得るまでの一連の流れを構造化したものであり、本事業では、
以下のような要素をビジネスモデルに組み込むものとする。
(1)誰に対して、どのような価値を提供するのか
(2)どのような資源を使ってどのように提供するのか
(3)どのような協業の仕組みをとるのか
(4)どのような流通経路と価格体系をとるのか

アクティブ・ラ
ーニング

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的
な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に
学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、
経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体
験学習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグループディスカッシ
ョン、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニ
ングの方法である。
（文部科学省 中央教育審議会 答申 平成 24 年 8 月
28 日）
本プロジェクトでは特に、学修者同士が教室内でグループディスカ
ッションを行う形式のアクティブ・ラーニングを対象とする。

議論評価サービ
ス
マイクロホンア
レイ

ハイラブル株式会社が開発・提供する、議論を分析して定量評価す
るサービスの名称
複数のマイクロホンから構成される音響計測機器で、各マイクロホ
ンは時間的に同期して収録される。マイクロホンアレイで音を収録す
ると、空間中の異なる位置のマイクロホンから音の情報が得られるの
で、それを活用することで到来方向などの音の空間的情報が得られ
る。
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7.2. 関連 Web サイト
展示会で使用した開発成果・導入実証成果を公開している Web サイト
https://www.hylable.com/event/edixk2017/

44

