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概要：知識を活用・創造する学習方法として能動的に学ぶアクティブラーニングが注目されているが、アクティブラーニ

ングの普及及び質的改善には人間工学的製品とそれに対する知見が必要とされる。そこで本研究ではアクティブラーニン

グの重要な要素であるチェアに注目し、3種類のチェアを使い、実際にグループディスカッションを行った際の客観評価、

主観評価及び画像解析による姿勢変動を比較検討した。その結果、心拍と脳血流では被験者、条件を問わずピーク値が存

在し、その場面を抽出すると他者とコミュニケーションを取っている場面だと分かった。この結果を基に被験者のグルー

プディスカッション中の姿勢をコミュニケーション姿勢と 1 人思考姿勢に分類したところ、心拍平均値と相関が見られ、

コミュニケーション姿勢が多いほど活性度が上がることが支持された。 
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1. はじめに 

教員が一方的に授業を施す講義型とは異なり学生自ら

課題を解決し、プレゼンテーションを行う能動的なアク

ティブラーニングを筆頭に昨今の学習形態は多様化して

いる。アクティブラーニングにおいては、文部科学省も

補助金を出す[1]など、その普及や質的改善に努めている。

また、近年様々なメーカーから人間工学に基づいたアク

ティブラーニング用製品が開発・販売されている。アク

ティブラーニングの普及と質的改善にはこのような人間

工学的製品とそれに対する知見の必要性が期待される。 

従来の講義型の授業では知識を定着させることしか出

来なかったが、アクティブラーニングでは知識の活用や

創造法を学ぶ事が期待されている。アクティブラーニン

グにも様々な形態があるが、初学者から習熟者まで誰し

もが参加でき、かつ知識の活用や創造法を学ぶことが出

来るグループディスカッションをアクティブラーニング

の代表例とする。本研究ではアクティブラーニング環境

の重要な要素であるチェアに着目し、3 種類の異なるチ

ェアでのアクティブラーニングをそれぞれ客観評価・主

観評価を用いて評価し、主に活性度においてチェアがど

のように議論に影響するかを検討した。 

 

2.  評価実験 

本研究では 3 種類のチェアを使い、実際にグループデ

ィスカッションを行った際の心拍変動や脳血流計測とい

った客観評価、また POMSや VASアンケート、フリーア

ンケートといった主観評価、また画像解析の 3 つの観点

から評価する。実験は日頃から親交のある 4 人の被験者

を 1グループとし、8人の被験者計 2グループで行った。

アクティブラーニングは授業を想定したもので、ディス

カッションテーマに対するグループの関心度は高いと推

測されるが、本実験ではグループ内のテーマへの関心度

を調整するために、あらかじめ考えたディスカッション

テーマに対して Self-Assessment manikin（SAM）で事前に

関心度の重み付けを行った。17のテーマのうちから平均

して関心度が高かった 3 つテーマをグループごとに実験

で採用する。 

 机や白紙やペン、それにホワイトボードといったアク

ティブラーニングでの基本的な備品に加え、タイマーや

65インチのモニターに接続したパソコンなどを基本的ア

クティブラーニング環境とし、チェアだけを変えた 3 条

件をグループごとに計 3 回ずつ、日を変えて行う。チェ

ア Aと他のチェアを同時に使った際の効果を見るために、

チェア C条件ではチェア Cとチェア Aをそれぞれ 2脚用

いる。チェア C条件時のチェア Aをチェア A´と表記す

る。同グループ 3 回の実験で役割が変化すると、評価結

果に影響するため、初回実験で議長と書記を決定し、同

人物が 3 回の実験を通して議長と書記を務める。また議

長には簡易 NIRS を、書記には心拍計をそれぞれ装着す

る。残りの 2 人で NIRS のフィット率が高かった被験者

に簡易 NIRSを装着してもらい実験を行う。 

各実験条件チェアはそれぞれ違う機能を有しており、

その機能を十分に活用するために実験前に各チェアの教

示を十分に行う。最後に、45分のディスカッションの中

でグループの意見をまとめ、発表用のパワーポイントフ

ァイルを作ることを実験タスクとする。 

 

表 1 被験者の役割と客観評価 

グループ 被験者 役割 客観評価 
チェア C

条件時 

A 

被験者 A 議長 NIRS チェア C 

被験者 B なし NIRS チェア C 

被験者 C なし なし チェアA´ 

被験者 D 書記 心拍計 チェアA´ 

B 

被験者 E なし NIRS チェア C 

被験者 F 議長 NIRS チェア C 

被験者 G なし なし チェアA´ 

被験者 H 書記 心拍計 チェアA´ 
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3. 結果 

3.1 心拍変動の平均値 

図 1. 被験者 Dと Hの心拍変動の平均値 

 

一元配置分散分析より、被験者 D,H共にすべての条件

で 1%水準の有意差が認められた。被験者 D に関しては

チェア B、被験者 H に関してはチェア A´において一番

活性度が高いという結果が見られた。 

 

3.2 心拍ピーク値 

心拍にはどの条件においても急激に値が跳ね上がるピ

ーク値が存在した。被験者が動いた際の心拍上昇を除く

と、ほとんどのピーク値は被験者が他者とコミュニケー

ションを行う場面にて訪れている事が分かった。これは

被験者 D,Hにて全ての条件で共通していた。 

 

3.3 脳血流ピーク値 

脳血流についても、心拍ピーク値と同じくコミュニケ

ーションを行う場面にてほとんどのピーク値が訪れてい

ることが分かった。これは 4 人の被験者全ての条件に共

通していることである。 

 

3.4 画像解析 

 

図 2. コミュニケーション姿勢と 1人思考姿勢分布 

 

グループディスカッション 45 分の間に取った姿勢を

コクヨファニチャー株式会社が提唱する 12 の姿勢に分

類した。しかし、姿勢の目的はコミュニケーションと思

考の 2 つに大別出来ることが分かった。そこで心拍と脳

血流のピーク値の結果を踏まえ、活性度に着目し、12の

姿勢を更にコミュニケーション姿勢と 1 人思考姿勢に再

定義した。その 2 種類の姿勢において全被験者で分布を

取ったところ、カイ二乗検定にて 1%水準でチェア A が

チェア C、チェア B に比有意にコミュニケーション姿勢

が多いことが分かった。 

 

4. 考察 

4.1  心拍・脳血流ピーク値場面 

 久保田らの研究(2010)により、アイデアを創出する際に

は脳が活性化されること[2]が分かっている。また動物の

脳が情報処理を行うと局所的に血流が増加することも分

かっている[3]。今回は心拍・脳血流共に条件に関わらず

ピーク値が存在し、それはコミュニケーションを行う場

面が多いことが分かった。これらより、コミュニケーシ

ョン姿勢は脳の活性化を促進していることが示唆される。 

 

4.2 心拍平均値とコミュニケーション姿勢 

 被験者 Dの心拍平均値ではチェア Bが一番高い値を記

録した。また画像解析の結果においても、被験者 Dはチ

ェア B 条件時に 1％水準でコミュニケーション姿勢が有

意に多く、心拍平均値とコミュニケーション姿勢は相関

関係にあると推測される。被験者 Hも同様に心拍平均値

とコミュニケーション姿勢に相関が見られる。このこと

より姿勢分布と心拍数には相関があり、コミュニケーシ

ョン姿勢が活性度を促進することが支持される。 

 

5. まとめ 

本研究ではアクティブラーニング環境を設定し、4 人

の被験者から構成されるグループにアクティブラーニン

グを行い 3 種類のイスを比較検討した。グループディス

カッションでは心拍や脳血流のピーク値が存在し、主に

コミュニケーションを取っている場面で現れた。また、

心拍平均値とコミュニケーション姿勢で整合性が取れて

おり、コミュニケーションが活性化に繋がることを支持

している。この結果よりチェア Aの特徴である前傾機構

の様なコミュニケーションを促進する機能がアクティブ

ラーニングに必要だと考えられる。今後はチェア以外の

アクティブラーニング要素も検討することが望まれる。 
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