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背景︓⾼度融合型計算環境

• スーパーコンピューティングの進歩
• Society 5.0

– サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空
間）を⾼度に融合させたシステムにより、経済発展と社
会的課題の解決を両⽴する、⼈間中⼼の社会（Society）

• 計算・データ・学習の融合

2020年12⽉10⽇
https://www.u-
tokyo.ac.jp/focus/ja/pre
ss/z0310_00025.html

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0310_00025.html
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⾼度融合型計算環境によりデータアナリティ
クスのプロセス全体が加速

• ⼤規模情報基盤の
活⽤例
– 財務ビッグデータ
の探索的解析＋可
視化＋モデリング
（地道他, 2019）

– ⼈⼝合成によるリ
アルスケール社会
シミュレーション
(村⽥, 2019)

課題の理解 データの理解

データの準備

モデルの作成

評価

展開・共有
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教育⽀援

• ビッグデータの探索的解析＋可視化＋モデリングが
可能な⾼度融合型計算環境への期待

• ⾼等教育(Higher Ed)の学⽣数は2.5億⼈(2020)から6億
⼈(2040)に急増

ログ2億件/年 x 128 byte x 4年÷ 3万⼈ x 6億⼈=      2 PB
学習コンテンツ 2TB/年 x 4年÷3万⼈ x 6億⼈ = 160 PB

Worldwide higher education 
enrolment by global region, 
actual from 2000 to 2015 
and projected to 2040. 
Source: Calderon, UNESCO
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九州⼤学における教育ビッグデータ

ログ件数 4億件 （2020年3月）
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九州大学の現状

• 全学規模で教育データを利活用できる環境の構築
• 学習分析をエンジンとする教育改革を全学で推進

時期 実施内容
2013年 4月 BYOD（PC必携化）開始
2014年 4月 基幹教育開始
2014年10月 情報系科目 (基幹教育科目)
2015年 4月 全学基幹教育科目
2015年10月 全学部・大学院
2016年 2月 LAセンター設立
2017年11月 教育改革推進本部LA部門設置
2019年 3月 利用の拡大に伴うシステムの更新

全学規模のデータ
を蓄積する段階

全学規模のデータ
を利活用する段階
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M2B(みつば)学習⽀援システムとは
Moodle（ムードル）︓e-Learningシステム
出席管理・レポート管理・掲⽰板、アンケートなど

Mahara（マハラ）︓eポートフォリオシステム
講義⽇誌の記録による振り返りと情報共有

BookQ（ブックロール）︓デジタル教科書配信システム
講義スライドの共有と配信
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• 教員︓ティーチングポートフォリオ（授業⽇誌）
– 振り返りによる教材改善・授業設計改善
– 教員間の情報共有

• 学⽣︓ラーニングポートフォリオ（授業⽇誌）
– 学⽣にとっては振り返り、プランニング
– 教員にとっては学⽣からのフィードバック
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授業前準備

内省・改善授業改善

LAを⽤いた教育・学習の改善のモデル

授業設計

授業改善

シラバス作成、教材作成、演習問題、
レポート課題、試験問題等の作成 シラバス確認、参考資料等の事前確認

教員 学⽣

授業期間後の
ワークショップ

教育ビッグデータ
・eポートフォリオ
・eラーニングのログ
・e-Bookの閲覧ログ
など

ティーチングアドバイザー ラーニングアドバイザー

LALA
・学習ログ分析
・成績予測

・学習ログ分析
・教材改善提案

ログの蓄積

主観や経験に依存しない
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研究開発の例
• リアルタイム閲覧ログ分析
• 予習・復習のパタンと成績の
関係

• 予習パタンの分析
• 成績予測
• 教材の⾃動要約
• 学習⽇誌の要約
• 教員向け分析レポート
• 教材のオントロジー構築
• 教材内の重要箇所の推薦
• 授業前理解度分析・資料推薦

• ⽣体情報を⽤いた教材のつま
ずき箇所の分析

• 教材ジャンプパタンの分析
• プログラミング学習時のエ
ラー解決法の⾃動提⽰

• 授業の推薦
• 調べ学習パタンの分析
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今後の可能性と課題

• 探索的分析の⽀援︓バッチ処理→インタラクティブ
• データとシミュレーションの統合による⼤規模・複
雑な現象の分析・予測
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探索的分析の⽀援︓
バッチ処理→インタラクティブ
バッチ処理

インタラクティブ
Visual Informaion Seeking （HomeFInder 
(Williamson &Shneiderman, 1992)
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データとシミュレーションの統合による
⼤規模・複雑な現象の分析・予測
• 学習者のモデル
• 実世界データ

• 様々なシナリオを想定した異なるスケールでのシミュレ
ーション・分析

– 個人、グループ、クラス、部局、大学、地域、…
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Mobility Simulation (Random Waypoint)
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Mobility Simulation (Social Force Model)
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課題︓⾼度融合型計算環境における⼈とマシンの役割

[Carver and Turoff, Communication of the ACM, March 2007]
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むすび

• 計算機・データを⽤いた教育⽀援の例
• ビッグデータの探索的解析＋可視化＋モデリングが
可能な⾼度融合型計算環境への期待


