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あらまし 電子メールを利用した出席情報を援用す

ることと授業評価の認証用の情報をハッシュ関数によ

り暗号化することで，匿名性を保ち有効な授業評価の

回答者であることが確認可能なWeb ベースの授業評

価収集システムを提案する．

キーワード 匿名授業評価，ハッシュ関数

1. ま え が き

教育現場での重要な課題に，Faculty Development

(FD)がある．その FD活動の一つとして，学生の授業

評価による授業改善がある．授業評価を授業改善に利

用するためには，回答資格のない学生の回答や同一学

生の複数回回答を防止し，匿名化し成績評価にかかわ

るバイアスを排除する必要がある．しかし有効な回答

のチェックと回答の匿名化は相反する要求であり，実

現には工夫が必要である．例えば一般的な e-learning

システムや LMSでは利用に先立ちユーザ認証を行う

ため，匿名性の確保が困難である [1]～[5]．これに対

し，北川らは電子投票の考え方を授業評価に利用し，

匿名の授業評価の手法を提案している [6]．ところで授

業評価で毎回の講義の理解度を把握し次回の講義に生

かすためには，講義期間中に 1回程度実施するのでは

なく，毎時間実施することが重要である．北川らは提

案手法を講義期間中に 1回回答させる形式で適用し有

効性を検証しているが，毎時間実施する形態での適用

については言及していない．

本論文の目的は毎時間実施する授業評価を匿名で収

集するためのシステムを構築することにある．2.で授

業評価の匿名回答の必要性をアンケート調査により明

らかにする．3.で電子メールとWebにより収集した

出欠情報を利用することで，授業評価回答の際の個人

認証を陽に行わずに有回答資格者から授業評価を収集

するシステムの処理手順を提案し，実装例を示す．

2. 授業評価の匿名性に関するアンケート調査

まずシステムの構築に先立ち，以下に示すアンケー

トにより授業評価の記名回答に関する学生の意識と記

表 1 授業評価への回答態度と記名化による変化（単位：名）
Table 1 Students’ attitude of student evaluation and

influence of signed answer on their attitude.

項目 1：授業 本音回答 教員・授業依存 本音回答せず
評価回答態度 109 34 6

項目 2：記名 記名希望 どちらでもよい 無記名希望
化の賛否 1 58 90

項目 3：記名 本音回答 無記名で回答 本音回答せず
時の回答態度 60 25 64

名化の影響を調査した．表 1 に示す 3項目について回

答を求めた．

アンケートは質問紙とWebブラウザから回答する

形式で実施した．両方式での結果に顕著な差はなかっ

たので，以降の解析では区別していない．被験者は神

戸市内の女子大学生であった．被験者の所属する大学

では，LMS や e-learning などを利用した授業評価は

実施されておらず，半期ごとに無記名の質問紙方式の

授業評価が実施されていた．記入漏れや無効回答を除

いた有効回答数は 149 であった．

表 1 に項目 1から 3 の集計結果を示す．表 1 の項

目 1 の結果から，無記名の授業評価では有効回答の

73%の 109名が本音で回答を行っていることが分かる．

次に項目 2の記名化の賛否を見ると，記名化に積極的

に賛同した者は 1名であったのに対し，無記名を支持

した者は有効回答の 60%にあたる 90名であった．ま

た項目 3の記名化された場合の回答態度からは，記名

化された場合も本音を回答するという者は 60 名に留

まり，逆に記名で本音を回答しないという回答は 64

名となり，項目 1の結果から変化した．また記名化さ

れた場合も無記名で回答するという者も 25名いた．

これらの結果は，LMS や e-learning などの個人認

証をした状態で行われている授業評価では，受講者の

授業に対する本音が回答されない可能性があることを

示唆する．また常に個人認証されているため，項目 3

で無記名回答と回答した者も本音を回答しない可能性

もある．そのため約 6割が本音ではない授業評価を行

う可能性もある．今回の結果は調査対象とした学生の

意見ではあるが，学生の授業に対する本音を収集した

ければ，無記名化が重要であることを示唆する．

3. 提案する出欠・授業評価収集システム

3. 1 システムの基本構成と特徴

2. の結果より，学生の真の意見を収集するために

は，授業評価は無記名回答が望ましいことが明らかに

なった．その一方，データの信頼性を確保するために
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レ タ ー

図 1 システムの実装例
Fig. 1 An example of implementation of the proposed system.

は，講義の受講登録者で出席した学生に一度だけ評価

させる必要がある．非受講者や欠席者の排除について

は，出席確定後に授業評価入力ページの URLを周知

することで回避可能ではあるが，重複回答の防止には

回答者の認証が必要である．したがって，出席データ

を利用して回答者が有資格者であることを認証するが，

回答は匿名になるシステムにすればよい．

そこで上記のような要求を満たすために，次のよう

な認証方法を採用した．第 1点は，授業評価の回答者

の認証に一方向性関数であるハッシュ関数で暗号化し

たハッシュ値を利用する．出欠確認時に，例えば電子

メールアドレスなどからなる文字列のハッシュ値を計

算してシステムに保存するとともに，電子メールで学

生にハッシュ値を通知する．そしてそのハッシュ値を

授業評価の回答時に認証用のキーとして入力させるこ

とで有資格者であることを確認する．一般に一方向性

関数により求めたハッシュ値からもとの文字列は復元

が困難なため，匿名性も保証される．

しかしハッシュ値を計算するための文字列の構成が

既知であれば，例えば悪意をもった教員が全受講者の

ハッシュ値を計算して突合することで個人特定できる

可能性が残る．そこで第 2 点として，出欠確認時に

学生に任意の文字列を入力させて，その文字列もハッ

シュ値の計算に用いる．更に出席確定操作の際にシス

テムから個々の学生に乱数を送付し，それもハッシュ

値の計算に含めれば，学生が毎回同じ任意文字列を

使っても，ハッシュ値からの個人特定を難しくできる．

加えて 3. 2で示すように，出席，授業評価，認証用ダ
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イジェストなどの各データをそれぞれ別個のファイル

として保存することで，匿名性を高められる．

3. 2 システムの実装例

図 1 は実装したシステムの処理の流れを表したも

のである．学生はブラウザとメールクライアントを操

作に利用する．またシステムは処理部とデータ格納の

ファイル部から構成される．他方，処理の流れは出席

確認と授業評価入力から構成される．出席確認は基本

情報入力とその同じデータを再入力させる突合確認に

細分される．

学生はブラウザを用いて出席情報入力ページにアク

セスし，図 1 に示すような基本情報を入力する．3. 1

で説明した授業評価での個人特定を困難にさせるため

の任意数字も入力させる．システムはこれらの情報を

受け取ると個人特定を困難にさせるための乱数を発生

させる．次に出席，授業評価有資格の確認のキーとし

て用いるハッシュ値を「電子メールアドレス + 年月

日 + 任意数字 +システム乱数」からなる文字列から

計算し，ハッシュ値格納用ファイルに保存する．処理

部は電子メールにて，上記のシステム乱数と確認用の

URLを学生に通知する．

突合確認では，基本情報，任意数字とシステム乱数

を入力させる．処理部は先と同様ハッシュ値を計算し，

ファイルに保存されているハッシュ値と一致すること

を確認する．その後，出席確定メールの送信の有無を

確認した上で，送信済リストにメールアドレスを登録

する．これらの処理の後，ハッシュ値以外で必要な情

報を出席簿ファイルに保存し，学生へ電子メールで科

目コード，授業評価入力ページのURL，キーとして用

いるハッシュ値を通知する．

授業評価は出席確定通知メールに記載された URL

にアクセスして入力する．科目コードとキーとして用

いるハッシュ値は URLの引数として渡すことにより，

学生が入力ページにアクセスしたときに自動的にそれ

らの文字列がブラウザ上の入力欄に表示される．処理

部は学生からの授業評価，科目コード，ハッシュ値を

受け取ると，まずファイルに保存されているハッシュ

値と受け取ったハッシュ値が一致することを確認する．

そして回答済ハッシュ値ファイルに未登録であること

を確認の上，ハッシュ値を登録し，授業評価をファイ

ルに保存する．その後，学生のブラウザに授業評価を

受理した旨のページを表示する．なお，図 1 では煩雑

になるのを避けるため，正常処理以外の処理の記載を

省略している．

本システムでは学生のブラウザから処理部へのデー

タの受け渡しは，HTMLの form要素を用いた．処理

部での計算処理，メール送信などには JSP を使用し

が，CGI としてWebサーバ上で動作するものであれ

ば，他のプログラミング言語でも利用可能である．ま

た本論文ではハッシュ値の算出に SHA-1を用いたが，

解読技術に留意して随時安全な方式を利用する必要が

ある．学生の任意文字列とシステムの乱数は本システ

ムではそれぞれ数字 4 文字としたが，文字種や文字

列長に特に制約はない．本システムは，Web ブラウ

ザとメールクライアントがあれば操作が可能であるの

で，PCから携帯電話まで利用可能である．なお本シ

ステムの回答有資格者を確認するための出席情報は出

席データとして利用可能ではあるが，メールの転送，

ダミーアドレスの使用などの危険性があるため，利用

には注意が必要である．

4. む す び

本論文では，出席情報を利用し有効な授業評価を匿

名で収集可能なシステムを提案した．まず授業評価に

関するアンケート調査を行い，匿名での授業評価が好

ましいことを示した．そしてこれらの結果をもとに，

メールクライアントを出席確認に利用し，出席確認時

に計算したハッシュ値をキーとして授業評価の回答資

格を確認するWebベースのシステムを提案した．
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