
GBS に基づいた”コンピュータウイルス対処法を学ぶ教材”の改善 

Improvement of “courseware on computer virus handling” based on the Goal-based Scenarios 

 

社会情報システム学講座 0312001158 松村美雪 
指導教員：鈴木克明 藤原康宏 市川尚 

 
1. はじめに 
知識を学んだ時点でどういった場面にそれが有用なのか

を知ることは，後でその知識を取り戻すために必要なこと

である1)．学んだ時点でどういった場面に有用なのかを同時

に知ることが出来る環境を作り出す手法として，Roger C. 

Schank が提唱したGoal-based Scenarios（以下GBS）が

ある 2)．GBS ではシナリオを設定し架空の学習環境を用い

るため，たとえ失敗しても重大なリスクは生じない．また，

役を割り当てて行動させることによって，実際に経験した

ような感覚を学習者にもたらすことが可能になる．GBS は

目標，任務，カバーストーリー， 役，シナリオ操作，情報

源，フィードバックという7つの構成要素から成っている． 
 Schank の GBS を用いた先行研究として Andersen 

Consulting社の社内教育にGBSを取り入れた事例がある．

その成功につながった６つの原則（真正性原則, 織り込み原

則, 明確化原則, 内省原則, 学習サイクル原則, マルチメデ

ィア原則）が，Allan Collins によって整理されている 3)． 
本研究室では過去にシナリオを導入した教材として，「ス

トーリーを導入したコンピュータウイルス対処法を学ぶ教

材」（以下 千葉教材）がある 4)．この教材は実際にワクチン

ソフトをインストールしているような状況を架空に作り出

すなどの工夫がされており，ストーリーで構成されている

ので学習者が進めやすい．だが，1 つの章が長くまとめがな

いため，何度も繰り返して復習するには難点がある．そこ

でGBS に基づいて千葉教材を構成し直せば，さらに良い教

材になると考えた．本研究では千葉教材をGBS に基づいて

改訂した． 

 

2. 教材設計・開発 
2.1. GBS での検証 
 千葉教材のストーリーをGBS で検証した．学習者が何を

学びたいか，つまり学習者が最終的に到達する目標を明確

なアイディアにすることからGBS デザインは始まる２)．ま

ず，千葉教材を Schank の7 つの要素で検証し，改訂版（以

下松村教材）ではどのように改善するかを考えた（表１）． 
その後，Collins の６つの原則で検証した．結果，松村教材

の開発にあたっては，ストーリー部分にFLASH を使い，

各人のデータ管理にPerl を用いたCGIを使って実装した． 

2.2. ストーリー設計・開発 
GBSの検証結果をもとにストーリーの数とそれぞれのス

トーリーの課題数を決めた．その後学ばせる順番を考え，

どれから学習しても問題ない課題は分岐させることにした．

分岐表示は画面を見れば一目瞭然になるようにした．スト

ーリー１の課題表示例（図１）は，課題を３つ終了した学

習者の画面である．課題④と課題⑤のどちらを先にやって

も構わないことを表している．まとめに関しては，理解し

てほしい部分を最初は伏せておき，カーソルをあてること 
表１ 7 つの要素で検証 

千葉教材 松村教材

目標

プロセス知識目標：常に変化
し続けるコンピュータウイル
スの感染を予防するため，
最新のウイルスに関する動
向を取り入れた対処ができ
るようになること．
内容知識目標：コンピュータ
ウイルスとその対処法につ
いて学ぶこと．

千葉教材に不足しているもの
を追加．
(OSのセキュリティアップデー
トに関するものなど)

任務

顧客先事務所の秘書にコン
ピュータウイルスの知識・技
術を教えながら対処を試み
る．

顧客先の秘書や友達にウイ
ルスの知識・技術を教えなが
ら(わからない時は先輩に聞
きながら)対処しつつ自己の
スキルアップをしていく．

カバー
ストーリー

１章…ウイルスと思われる添
付ファイルがメールで送られ
てくる．
２章…未知の画像が画面に
現れ，対処を試みるがウイ
ルスは発見されず．
３章…定義ファイルを最新に
し再度検索するが，ウイルス
は発見されず．
４章…オンラインスキャン，
他の検索方式での検索を行
うが発見されず．
５章…新種ウイルスの可能
性があるので情報収集して
みるが，トラブルと一致する
症状はないためIPAやワクチ
ンソフト会社へ報告を行う．

ストーリー１･･･顧客先事務所
の秘書が怪しい添付メールを
開いたことでウイルスに感染
するのでその対処を試みる．
ストーリー２･･･前回，秘書の
パソコンから発見されたウイ
ルスを見事駆除したが，IPA
への報告をし忘れていたこと
を先輩から指摘され再び事
務所へ向かう．
ストーリー３･･･友達に大学で
出された課題である「コン
ピュータウイルスに感染する
のを防ぐために日ごろからや
らなければならないこと」を教
えてあげる

役
入社１年目の新米運用保守
エンジニア

就職のためにスキルを身に
付けようとアルバイトを始め
た大学生

シナリオ
操作

①問題は２択で出題．間違っ
た場合は解説を提示．正解
するまで先に進めない．正解
だった場合でも自分で内容
を確認したい時は解説を見
ることができる．
②インストールやウイルス検
索等を，実際に自分が操作
しているような感覚で行える

①問題は４択で出題．そのう
ち１つはヒントを提示する．
②千葉教材と同じ
③ストーリー毎に最終場面に
まとめをつける．
④課題によっては，進める順
番を学習者が決めることがで
きる
⑤話を進めるには課題をクリ
アしていく必要がある

情報源

用語/事例集
(例：コンピュータウイルス，
ワクチンソフトの機能につい
て)

・用語集(例：広義のウイルス)
・事例集(例：怪しい添付メー
ルが送られてきた時の対処
法)
・ウイルスに関するリンク集

フィード
バック

・問題に答えた後
・ワクチンソフトインストール
等の操作中

・問題の選択肢が増えた分，
解説が増えた
・解説不足部分は適宜追加



で答えが表示されるようにした（図２）．ストーリー１に関

する部分をプロトタイプとして開発した． 

図１ ストーリー１の課題表示例 

図２ まとめ表示例 

 
3.評価 
3.1. １対１評価 
松村教材が独り立ちしているかを確かめるために，本学

部に所属する人を対象とした１対１評価を３名に，動作確

認を１名に実施してもらった．31 点満点（25 点合格）の事

前テストを実施し，それに不合格だった場合に松村教材を

使用して学習してもらった．学習後は事後テストを行い，

教材に関するアンケートを取った．アンケートでは，導入

部分を長くした方が良い，今までの課題経過一覧が見れる

ようなものが最初にあると良い，用語/事例集は情報の見せ

方に工夫が欲しいなどの改善案が出された．出された案に

関しては，修正してから次の１対１評価を行った． 

3.2. 小集団評価 
 松村教材が独り立ちしていることを確認できたので，本

学部に所属する人を対象として小集団評価を行った．３名

には松村教材のストーリー１部分をA 教材として，他３名

には千葉教材のWeb教材部分をB 教材として使用してもら

った（表２）． 
事後テスト終了後，比較アンケートを書いてもらった．

A 教材とB 教材の類似点，相違点，良い点，悪い点をそれ

ぞれ挙げてもらい，続きをやるならどちらをやりたいかと

いう項目を設けた．その結果，A 教材をやりたいという人

が５名，B 教材をやりたいという人が１名という結果にな

った．A 教材で続きをやりたい理由として，問題があって

そのストーリーを読み終えた時にはその問題に答えること

ができるという達成感がある，おもしろく重要な点も理解

しやすかった，今自分がどこを学んできたかわかりやすい，

などの点が挙げられた．また，間違った答え用のストーリ

ーがあることにも好感を持っていた．これらはGBSで改善

した効果だと言える．逆にB 教材で続きをやりたい理由と

して，A 教材を使って勉強したのでB 教材を使ってみたい

ということだった． 

A 教材の改善点としてはストーリー中の一画面に表示す

る解説文が長すぎるという点と，重要部分の文字色を変え

た方が良いという点である．この結果をもとにストーリー

１を修正した． 
表２ 小集団評価の実施結果 

※注：事前事後テストはいずれも31点満点で25点以上が合格 

 

4. おわりに 
 本研究では GBS に基づいてコンピュータウイルス対処

法を学ぶ教材を改善した．その結果，多くのユーザに選ば

れる教材となった．評価で出された改善案をもとに，スト

ーリー１と同様の作り方でストーリー２と３を開発し，卒

論を完成させた． 
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課題① 

課題② 

課題④ 課題⑤ 

課題③ 

No 事前 事後 学習時間 続編
1 10点 29点 17分 B
2 16点 21点 21分 A
3  3点 25点 14分 A
1 10点 21点 12分 A
2 18点 23点 10分 A
3  8点 21点 17分 A

B
教
材

A
教
材


