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第１部　序論

第１章　研究の背景

　本研究は、個別化教授システム（Personalized System of Instruction, PSI）による大学生を対象
とした授業を設計し、実践および評価することによって、良い授業システムを構築するための要因を
明らかにしたものである。
　日本における大学の教育システムの研究や教授法の研究については、近年ではFD（Faculty 
Development）としてさまざま活動が繰り広げられているが、それ以前にアメリカの大学における
FD活動や教育のシステム化という動きを受け入れ損ねてしまった。その大きなもののひとつが行動主
義心理学による理論を背景にした個別化教授システムだろう。現在の心理学や教育工学の趨勢は、認
知主義から社会構成主義に移りつつあるが、行動主義が捨て去られたわけではない。逆に、認知理論
や社会構成主義の理論と結びつくことによって、現代に最も適合した教育方法となる可能性が高い。
最近では、情報技術が学校の中に入り込み、eラーニングと呼ばれるインターネットを介した教育が
広まろうとしている。しかし、テクノロジーに目を奪われるのではなく、その土台を支える学習理論
をいかに実現化していくかということが重要なポイントになっている。本研究はこのような背景のも
とに実施された。

本研究の構成
　本研究は大きく分けて、２つの柱からなっている。ひとつは、PSIで使われる教材開発のための基
礎的な研究（第２部）であり、もうひとつは、PSIの実践とその評価（第３部）である。
　授業の設計をし、実践を行うためには、最も重要な材料である教材を開発しなければならない。個
別化教授システムでは、教材は独習に耐えうるものとして使用されるため、その設計とデザインに
は、とりわけ注意を払わなければならない。そのため、第２部では、PSI教材開発のための基礎研究
として、説明図の分析、マンガとストーリーの効果についての研究を行った。もちろんこれらのテー
マは、教材のデザインを考える際の要因を網羅したものではないが、少なくとも、認知心理学や教育
工学の研究者からの指摘で重要な要因とされているものである（たとえば、説明図と言語情報の相互
作用では、Mayer(2001)、ストーリーの効果については、Schank(2002)など）。こうした基礎的な実
験研究からPSIに合った教材を開発しようとした。さらに、授業と教材を評価するための枠組みとし
て、KellerによるARCS動機づけモデル（Keller and Suzuki, 1988）を用い、評価シート開発のため
の研究を行った。
　第３部では、第２部の研究で得られた知見を援用して独習用の教材を作り、それを利用したPSI授
業の実践と評価についての研究を行い、実証的なデータを収集、分析した。ここでは、実際に行われ
る大学授業をフィールドとして、特に統制群を設けることをせずに、授業や教材、運用のデザインを
した上で、それを実施しながら改善を積み重ねていくデザイン実験の手法に沿って研究を進めた。行
われた授業は、プログラミングと統計学を内容としたものであり、３年から５年の期間に渡り、デザ
イン、実践、改善を重ね、評価データを収集した。
　最後に第４部では、第３部の授業実践とその評価を受けて、PSI方式の授業についての課題について
考察し、提言を行った。とりわけ、認知的な訓練の効率化と、そのことが広く高等教育における学習
活動に与える影響について論じた。
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第２章　大学教育における個別化教育システム

　PSI（Personalized System of Instruction）は個別化教授の方法のひとつである。Fred S. Kellerに
よって1960年代に提唱され、アメリカの大学でさまざまに変形されながら実施されてきた。また、日
本の大学に適用するためのマニュアルとして田中（1989）がある。PSIの特徴は次のような点にある
（Anderson, 1996）。
　(1)　完全学習を指向している
　(2)　自己ペースで進める
　(3)　講義は学生の動機づけを高めるために行うだけである
　(4)　印刷された学習ガイドを使う
　(5)　プロクター（指導者）が通過テストの成績を評価する
　学習内容は単元化されており、それぞれに導入、明確な目標、学習資源、課題が含まれており、単
元の通過テストの準備ができるようになっている。通過テストはプロクターと呼ばれる指導員が行
い、プロクターには大学院生や大学の上級生が当てられる。PSIにおいては教員は、授業全体の方向
付けと設計を行い、通過テストをデザインし、また学生の学習を助けるような学習資源を準備すると
いう仕事を請け負うのである。
　PSI方式による大学の授業実践は、その発表以降、広まり、増加した。それはアメリカ合衆国だけ
ではなく、ブラジルなどの方の国々にも広まっていった。しかし、1990年代にはその実践はほとんど
見ることはできなくなった。その一因として、システムによって規定された学習という見方に対抗し
て現れてきた学習者指向の学習観への転換が考えられる。しかし、個別化学習というシステムは捨て
去られたわけではなく、新たに「インタラクティブ・マルチメディア」といような装いを得た技術革
新によって進められつつある（Romiszowski, 1996）。
　日本の大学教育でPSIのような個別化教授システムが取り入れられてこなかったことは不思議ではな
い。もともと大学の授業の改善ということに人々が力を入れ始めたのがここ十数年のことだからだ。
そのため、大学では科学技術の導入以前の授業のシステム化ということに注意が払われないまま、マ
ルチメディアや衛星による遠隔教育のような技術主導による進め方が目立つ。それもまた不思議なこ
とではない。なぜなら、人的資源の配置や教材開発といった複雑で費用がかかる割に効果の測りにく
いものにアプローチするよりは、高額で目にはっきり見えるハードウエアを導入した方が楽だからで
ある。それはとりあえず効果が上がりそうだという錯覚を人々に与えてくれる。しかし、すでに多く
のメディア比較研究で明らかになっているように、内容が同じ場合はそれを運ぶメディアの違いに
よって、学習効果には大きな差は見られない（Clark, 1983）。しかし、マルチメディアによる派手な
デモンストレーションはこの検証済みの結論をひとときでも忘れさせてくれるのである。それですべ
ての問題が解決できるような錯覚を持つのである。
　大学の授業を改善していくためにはどうしたらいいだろうか。大学の授業を改善するためのノウハ
ウは少しずつではあるが提示されつつある（たとえば、浅野, 1994; 赤堀, 1997）。これらの本で
は、メディアの利用やテキストの改善、効果的な学習活動の導入、課題の出し方、コミュニケーショ
ンの改善など、さまざまな工夫を提案している。しかし、それらは授業を成り立たせる細かい用件や
その周辺部分での改善であり、授業をひとつのシステムとして眺めて、その全体を改善するという考
え方はあまり取られていない。 そこで、授業全体を改善していくような方略が求められた。ここでい
うシステム化とは、どんな教科を扱っても、またどんな教員が担当したとしても、一定の授業方式に
従えば水準以上の成果が得られるような現象である。PSI方式の授業は学習者を個別に扱い、それぞ
れに最適の教授内容とフィードバックを可能にすることで授業全体をシステム化することに成功し
た。 また、現代ではコンピュータとネットワークという技術を利用することによって、PSIを遠隔化
する可能性も開けてきた。さらには、認知心理学や状況的学習論の発展によって、行動分析学の理論
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に加えて、魅力的で動機づけを高めるような教材を作成するための土台ができてきた。

第３章　本研究の目的とその意義

　以上述べてきたように、大学教育のユニバーサル化によって授業のシステム化の必要性が高まって
きたことを背景として、本研究は、個別化教授システムの設計をし、それを実践および評価すること
によって、良い授業システムを構築するための要因をいくつかの側面から明らかにすることを目的と
した。
　個別化教授システムそのものは心理学における行動主義が全盛であった時期に広まったものである
ため、行動主義的な特徴、たとえば教材のデザインにおけるスモールステップと即時フィードバッ
ク、などが強調されている。しかし、その後の認知心理学的な研究の進展によって、教材デザインに
おいては、学習者の動機づけの側面や、ストーリーによる理解の促進、また転移を促進するような深
い理解が重要であることが明らかになってきた。したがって個別化教授システムにおいてはただその
運用的な側面だけではなく、教材がどのようにデザインされているかという点が重要になっている。
その意味で、教材開発をする段階で認知心理学的な基礎研究を積み上げ、それを実際の教材開発に活
かすというアプローチを本研究では採った。認知心理学的な研究と授業の実践ということを直接に連
結させたという点で意義あるものと主張したい。
　また、通常であれば、統制群・実験群を設けて比較的短時間による対比実験によってさまざまな知
見を見いだすところであるが、実際の大学授業をフィールドとして、何年にも渡る実践を重ね、その
間、デザイン実験の枠組み、つまり、実践の中でさまざまなデータを取り、それに基づいて改善をし
ていくというアプローチを採った。これは、授業システムを研究対象としている限り、あくまでも実
際に行われている授業の流れの中で、データを取り、改善策を試し、バランスを取り、最適なチュー
ニングをしていくという仕事を避けられないことによる論理的な帰結によって、デザイン実験という
研究的枠組みをとった。このアプローチの理論的な短所は、さまざま要因が絡み合っているために、
何が原因かということが特定しにくいという点にあるが、一方で、実際の授業は、それ自体がある程
度の自由度を持った全体的なシステムとして働いているために、デザイン実験によって得られた知見
の妥当性が一般的に高いということがいえる。長期にわたる、個別化教授システムによる授業を実践
し、評価し、改善していくというサイクルを繰り返すことで、この授業システムが非常に安定した頑
健なシステムであること、また、教材やプロクター、学習者個人の進度管理などシステムのポイント
となるようなところで改善を図っていくことによってより良い授業が実現できることを示したことも
意義あるものとして主張したい。
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第２部　PSI教材開発のための認知的研究
　第２部では、PSI授業で使うための独習用教材を開発するにあたって、その根拠となる認知的な研
究を取り上げる。それらの研究によって、教材における説明図、マンガ表現、動画像を利用すること
による認知的な効果を検討した。行動分析学を背景として誕生したPSIにおいては当初からスモールス
テップによる教材設計がなされてきたが、それだけでは深い理解を迅速に生み出すことができないこ
とが明らかになってきたため、説明図の工夫やマンガによるストーリーの導入、動画やアニメーショ
ンの利用などによる教材開発上の工夫が考案された。
　PSI方式の授業では、学習者は自分のペースで独習によって進めていく。したがって、そこでは、一
人で読み進めていっても理解を保証するような独習用の教材を開発することが非常に重要になる。そ
うした独習用教材では、どのような特性が必須のものとして求められるのだろうか。このことを明ら
かにするためは、現状の教材がどのようになっているかということの検討、そして、それを改善する
ためにはどのようにすればよいかという研究が必要になる。本研究では良い独習教材の鍵となるもの
として、説明図とストーリーに焦点を合わせた。そこで、第４章では、まず日本の教科書における説
明図の分析を行い、第５章では、マンガ表現を教材に導入したときの効果について検討した。

第４章　日本の教科書における説明図の分析

　日本の教科書においては、教科書検定という制度によってその内容について細かく吟味されてい
る。しかし、その一方で、学習者が実際に手に取る教材としてみたときのデザインについてはどうで
あろうか。その内容ほどの吟味が行われているのだろうか。この章では、日本の小学校・中学校の教
科書におけるデザイン、その中でも特に説明図がどのように扱われ、提示されているかについて調べ
た２つの調査について述べる。 

第１節　教科書における説明図の日米比較（研究1）
　アメリカの教科書における説明図との比較では、ページに占める面積はアメリカのもののほうが大
きく、また、アメリカでは、図が説明しようとする事柄を焦点化し、絞るため、 学年に従って図の複
雑さが減少するが、日本では変化しない、また、算数・数学と理科では日本のものにダイアグラムが
少なく、絵が多い一方、アメリカではその反対の傾向になっている、といったことが明らかになっ
た。説明図の面積については、アメリカと日本での教科書制度の違いにより、概して日本の教科書で
は総ページ数が制限され、また同時にカラー印刷のページも制限されていることから、図版の面積が
少なくなっているものと思われる。しかしながら、図の複雑さや、ダイアグラムの使用頻度について
は、日米で正反対の傾向を示しており、これらは単に教科書制度の違いに帰することができない。つ
まり、説明図が単なる本文の補助以上の役割を担い、効果を発揮するためにはどのようにデザインさ
れていなければならないかについての配慮の深さに違いがあることが示唆されるのである。

第２節　教科書の説明図のデザイン原則による検討（研究2）
　その証拠を探すために、調査２において、日本の教科書における説明図をFleming(1987)のデザイ
ン原則によるチェックリストによって検討した。その結果、このデザイン原則に反した説明図は、学
年・科目により、6～25%程度の割合で存在することがわかった。とりわけ、重要な図が目立ってい
なかったり、逆に装飾的で不必要な挿絵が目立っていた。こうしたことは、日本の教科書のデザイン
において、説明図は学習内容の理解を促進するというよりはむしろ、装飾的な扱いによって楽しい雰
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囲気を出そうとしている比重が大きいといえるだろう。もちろん、説明図の一種である挿絵によって
親しみやすい雰囲気を作ることは必要である。しかし、そこからさらに踏み込んで、説明図そのもの
が学習内容の理解を深めることを促進するためにはどのようにデザインされていなくてはならないか
という点を考慮しなくてはならないだろう。少なくとも、日本の教科書を見る限りにおいては、それ
が統一的に考慮されているとは思えない。

第５章　マンガによる表現の効果と役割

第１節　なぜマンガによる表現を取り上げるのか
　この章では、これからの学習教材のデザインのひとつの方向性としてマンガによる表現を取り入れ
ることの効果を検討する。 マンガは、キャラクターやストーリーを無理なく効果的に表現するものと
して、社会的にも広く支持されている。実際、最近の学校向けの教科書では、マンガ的タッチのキャ
ラクターが何の違和感もなく登場している。 親しみやすさをねらうだけではなく、キャラクターに感
情移入したり、ストーリーに引き込まれるような強い効果を教材の中で生かすことがもしできるとす
れば、それはより深い理解と学習を導くものとなる可能性がある。この章では、周辺ストーリーと学
習内容の両者を含んだ「学習マンガ」を取り上げ、それを材料として、マンガ表現が記憶と理解にど
のように影響しているのかを、実験的に検討していく。

第２節　実験１：マンガ表現が記憶と理解に及ぼす効果（研究３）
　この実験では、同じ内容をマンガと文章で提示した場合、および、学習マンガの全体かあるいは学
習内容部分のみを提示した場合の、記憶と理解に及ぼす効果を検討した。実験計画は、 表現方法条件
（マンガ・文章）×提示部分条件（全体・内容）の被験者間2要因計画であった。被験者は大学生97
人であり、材料としてのマンガには、雁屋哲作・花咲アキラ画のマンガ『美味しんぼ』より第37巻7
話「アルカリ性食品の真実」（小学館、1993）が用いられた。理解度テストとして、解答に必要な理
解度の深さを違えた次の3種類のテストを作成した。(A)推論を必要としない質問26題（穴埋めまたは
選択式）、(B)推論を必要とする質問4題（記述式）、(C)新しい事態への知識の適用を必要とする質問
2題（記述式）。テストは、直後と7日後の２回行われた。
　テスト(A), (B)の結果から、マンガによる提示は「推論を必要としない質問」および「推論を必要と
する質問」の解答に必要な学習内容の一週間程度の記憶保持に有効だと言える。絵を含むマンガは記
憶に残りやすいという利点に加えて、ストーリーの中で登場人物の会話や動き、心情が生き生きと感
じられるため内容状況が把握しやすいため複数のパラグラフやセンテンスの情報を持つマンガのシー
ンがはっきりと記憶システムに残りやすくなり、内容の記憶保持に有効であったと考えられる。
　テスト(C)の結果は、以上とは異なり、提示部分による主効果がみられ、ストーリー部分を含めた全
体を提示することが効果的であることを示した。つまり、学習内容部分をマンガで提示するよりむし
ろ、ストーリー部分を含めて提示することが「新しい事態への知識の適用を必要とする質問」の解答
に必要な学習内容の理解や記憶を促進すると言える。ストーリー部分が読み手に対して注意を促し、
興味や関心を持たせ、さらに内容状況の具体性や現実性を感じさせ、何が問題となっているのかとい
う課題意識を学習者に対してはっきり持たせることができると推測される。

第３節　実験２：マンガのストーリー部分と内容部分の役割（研究４）
　この実験では、 マンガで示されるアイデアユニットの重要度を読者がどのように評定しているかを
明らかにすることを目的とした。マンガのコマ（コマ条件）あるいはセリフ（セリフ条件）、また文
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章で書き換えられたもの（文章条件）について、重要度を40人の被験者に評定してもらった。
　この実験から明らかになったことは、マンガは、具体的な状況の描写により、内容状況が把握しや
すく、誰が話者であるかが認識しやすいため、その話者が話している部分の重要度を高く評定すると
いうことである。また、ギャグや意味のない部分は重要度を低く評定されていた。マンガの読み手
は、そのような部分を重要でないと認識しながら読んでいると思われる。学習を目的にマンガを利用
する場合、ギャグや意味のない部分の多用は理解や記憶を妨げる可能性も含まれるが、読み手はその
ような部分は学習には不要なものとして読んでおり、多少含んでいても理解や記憶にはほとんど影響
がなく、むしろそのような情報を含むことで、重要な部分が強調され理解や記憶を促進すると考えら
れる。

第４節　総合考察と教材開発に示唆するもの
　学習マンガを材料とした実験１と実験２の結果から、マンガを学習に効果的に利用するには次のよ
うな点に留意すべきことが示唆された。
　1. 学習を目的でマンガを利用する場合、学習内容部分だけをマンガで提示するだけでなく、ストー
リー部分も併せて提示し文脈に連続性をもたせることが、深い理解や記憶を促進し、さらに自らの解
答に対する主観的評価や学習に対する関心を高めることにつながる。
　2. ストーリー部分のような周辺的な情報をマンガで与えるだけでも、マンガのもつ面白さや新奇性
の効果から学習者に注意をひき、さらに内容状況から何が問題となっているのかという課題設定が明
確になる。それが学習の動機づけとなり、内容の理解や記憶の促進につながる。
　以上の２点で共通している点は、マンガ表現をストーリー部分に適用する方が、むしろ学習内容部
分に適用するよりも効果的であるということである。これはマンガのそもそもの成り立ちからしても
納得できる。ストーリーのないマンガはほとんどないからだ。
　このようなことを考え合わせると、マンガ表現を教育的なディスコースに組み入れることの意味が
明らかになってくる。つまり、マンガ表現をすることによって必然的に、登場キャラクターと物語の
構造を持ったストーリーを立ち上げることになる。このストーリーが学習者の注意と興味を引きつ
け、学習内容の中核部分に導入する役割を担うことになるということである。

第６章　授業と教材を評価するための枠組み

　この章では、授業と教材を評価するための枠組みについて検討し、具体的な評価シートの開発につ
いて述べる。この後の第３部では、PSI方式によって実践した授業について記述していくが、その全体
像を把握するためには、一貫した評価方法が必要だと考えられたからである。
　現在までに、授業や教材を評価する質問紙には様々なものが提案されている。それらには、どのよ
うな内容や対象学習者であっても適用が可能であるような一般的な評価枠組みを指向したものもある
が、多くの場合は、特定の授業内容や対象学習者、また学習目標を参照しながら、その条件に合うよ
うな評価枠をそのつど作ったものである。ここで開発しようとする評価シートは、これまでのさまざ
まな動機づけに関する理論を統合整理する形で提案されたARCS動機づけモデルを理論的な背景とし
て、具体的な教材と授業を対象として取られたデータに基づいて項目を検討したものである。
　一般的にいえば、授業の評価と教材の評価は、分けて考えられるべきだろう。しかし、本研究で
は、個別化教授システムに関する評価に限定した適用を考えているため、あえて、教材の評価と授業
の評価を同列に考えている。両者の評価には高い相関が想定され、また個別化教授システムにおいて
は、独習用の教材がその授業の中心部分を構成するためである。
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第１節　ARCS動機づけモデルによる教材評価シートの開発（研究５）
　J. M. Kellerの提唱するARCS動機づけモデルは、学習意欲を、注意(Attention)、関連性
(Relevance)、自信(Confidence)、満足感(Satisfaction)の4側面でとらえた包括的なモデルである。歴
史的に動機づけについての多くの理論やモデルが提唱されてきた。その中で、授業や教材の魅力とい
う観点で、多くの動機づけ理論をまとめ、包括的なものとして提案されたARCS動機づけモデルに注
目した。いまのところ日本ではこのモデルを基礎として質問紙を作り、それを使用した実証研究は、
ほとんどない（鈴木、1995）。そのため、教材や授業の魅力について一般的に評価測定できるような
質問項目の整備が必要である。本研究では、ARCS動機づけモデルに基づいてカテゴリー化された教
材評価シートを製作した。それを用いて教材を評価、その結果を統計手法を用いて解析し、ARCS動
機づけモデルの各カテゴリーに属する要素間の関係を明らかにした。
　大学生114人（のべ人数）が28種類の教材（ハイパーカードによるスタック）について評価した
データを、因子分析したところ、因子構造がかなり単純にまとまった（表1）。「注意」と「関連
性」の項目については、試作版の評価項目でほぼ問題はないが、「自信」と「満足感」の項目につい
ては、一部で渾然としたところがある。全体として、関連性の次元に満足感の項目が一部含まれたり
したが、評価項目はおおむねARCSモデルから予想された4つの次元に分離されることが明らかにな
り、これによりこの評価シートの有効性が示唆された。

表1　斜交解構造行列（最終段階）
（因子名：1=関連性、2=自信、3=注意、4=明確性）

第２節　ARCS動機づけモデルによる授業評価シートの開発（研究６）
本研究では、向後・杉本（1996）によって改善されたARCS評価シートを、今度は大学の授業評価の
一環として使用し、得られたデータを因子分析し、その妥当性を確認し、検討することを目的とし
た。大学の人文学部、教育学部、経済学部、理学部、工学部で1996年度と1997年度に開講された一
年生向けの言語・表現系の授業29クラスに対して、授業評価の一環として授業の最終回に、無記名で
授業についての全体的な評価を受講生に求めた。有効データ数は497件であった。
　表2に示した因子分析の構造は最初に想定したARCSの分類とR4, C3, C4の項目において入れ替わ
りはあるものの、それぞれがARCSの4つの次元に相当していると考えられる。またこの結果はCAI教
材を評価対象とした先行研究（向後・杉本、1996）とも基本的に合致し、さらに満足感の次元をよ
りよく分離している。
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表2　評価項目と因子負荷量（直交解）
（因子名：1=注意、2=満足、3=自信、4=関連性）

　以上の２つの因子分析による研究から、ARCS動機づけモデルに基づく教材・授業の評価シートを
利用できる形として開発した。PSI授業の評価の基本的な枠組みとしてこの評価シートを利用していく
ことにした。
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第３部　PSI授業の実践と評価
　ここまで、PSI教材開発の基礎として、教科書における説明図の検討、マンガ表現が理解に及ぼす効
果のそれぞれについて見てきた。さらに授業と教材を評価するための枠組みとしてARCS動機づけモ
デルに基づく評価シートを開発した。以上を受けて、第３部では、大学で行っている個別化教授シス
テム(Personalized System of Instruction)の設計と実践について記述していく。まずPSIコースのデザ
インについて述べ、次に、プログラミングと統計学の授業においてPSIコースを実践した評価について
述べる。最後に、PSI授業において見られる特徴的な学習行動と、eラーニングに適用した時の先延ば
し行動について述べる。

第７章　PSI授業のデザイン（研究７）

第１節　大学の授業における問題
　大学への進学率は高くなる一方であり、少子化という事実により、大学進学を望む人が、もしまん
べんなく振り分けられれば全員入学できるという時代が間もなく来る。すでに大学は選ばれたものだ
けのためのエリート教育ではなくなっている。そこで問題になっているのは、いかにして質の高い教
育を大学生に対して提供するかということだ。とはいえ、実際の教室では「私語と死語」の世界が支
配しているケースもあるという。授業を聞かずにおしゃべりにふける学生、黙りこくったまま無反応
な学生、こうした現象はこれまでの大学授業のやり方がもはや破綻していることを示している。

第２節　個別化教授システムの概要
　個別化教授システム（PSI: Personalized System of Instruction）は、大人数の一斉授業を改善す
るための個別化教授法のひとつである。 F. S. Keller(1968)によって1960年代に提唱され、アメリカ
の大学でさまざまに変形されながら実施されてきた。 PSIの特徴は次のような点にある（Anderson, 
1996）。
　　(1) 完全習得学習を指向している
　　(2) 自己ペースで進める
　　(3) 講義は学生の動機づけを高めるために行うだけ
　　(4) 印刷された学習ガイドを使う
　　(5) プロクター（指導員）が通過テストを行う
　PSI方式の授業の流れは、次のようである。学生は自己ペースで独習用教材を読み、理解し、例題
や練習問題でその内容に習熟する。十分習熟できたと自分が意識できたところで、その単元の通過テ
ストを個別に受ける。通過テストで合格しない場合はもう一度復習する。分かりにくい点については
プロクターに質問することが推奨される。通過テストは何回でも受けることができる。その点数は最
終成績には反映されない。このようにして全部の単元を終了したところで、最終テストを受ける。こ
の点数が最終的な評価になる。場合によっては中間テストを設けるのもよい。

第３節　個別化教授システムの歴史と現在
　PSI方式による大学の授業実践は、その発表以降、広まり、増加した。それはアメリカ合衆国だけ
でなく、ブラジルなどの方の国々にも広まっていった。しかし、1990年代にはその実践はほとんど見
ることはできなくなった。
　オンライン・コースのニーズが増加するにつれて、PSIが再び注目されることになった。PSIが初め
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て実施された頃は、インターネットはなかったので、独習用の教材は印刷されていた。今では、その
内容をWebベースに載せかえて、非常に安価に配信できるようになった。しかし、こうしたコスト面
だけではなく、何よりも、オンライン・コースのデザインのために基礎となるモデルとしてPSIがよく
適合していたということが重要な点である。PSIの考え方はインターネット時代となった現在にもま
た十分適合するということは確かである。Romiszowski(1996)は、個別化学習というシステムは捨て
去られたわけではなく、新たに「インタラクティブ・マルチメディア」というような装いを得た技術
革新によって進められつつある、といっている。

第４節　個別化教授システムの設計と開発
　PSIコースを実施するためには、コース全体の設計をおこない、コースで使用する教材やテストなど
を開発する必要がある。具体的には、次のようなものと人を準備する必要がある。
　(1)　コース全体の目標とスケジュール
　(2)　独習できる学習教材
　(3)　訓練されたプロクター
　(4)　通過テストと中間・最終テスト
　(5)　PSIコースをやりとげるためのサポート
　この中でもとりわけ重要なのは独習できる教材を魅力あるものにするということである。教材にス
トーリーを持たせたり、何らかのキャラクターが登場してストーリー全体の案内をするような設定に
することが、効果的であることが、確かめられてきている。キャラクターを登場させるのは、学習者
がそれに感情移入をして、学習内容をパーソナライズするということを狙っている。また、感情移入
できるキャラクターが登場するということは、学習内容が学習者の日常とはかけ離れたことではな
く、身近なことなのだということを暗示する。さらに、キャラクターは何らかの目的をもって学習内
容を扱っていくので、「この内容は何のためにやっているのか」という学習の目的を明確にする効果
もある（例として図1参照）。

図1　キャラクターと説明図を利用したWeb教材の一例（統計学）
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第８章　PSI授業の実践と評価

第１節　C言語プログラミングのPSI授業の実践と評価（研究８）
　本研究では、PSI方式によるC言語プログラミングの入門授業を設計し、3年間に渡って大学で実践
した事例を取り上げ、PSI授業の設計と実践の詳細について報告する。また授業の終了時にとったPSI
授業に対する評価データを分析して報告する。C言語プログラミングPSIコースは、T大学教育学部の
大学２年生を対象とした。その内容は、基本的なプログラムの書き方から入り、変数、演算、条件判
断、繰り返し、配列、ユーザ関数までをカバーする。2000年度から2002年度までの３年間実施され
た。受講生は22～28人で、プロクターは2～4人配置された。
　その最後にとった授業評価を分析した結果、一斉授業方式と比較してPSI方式の方が評価が高かっ
た。その中でとりわけ、「やる気、興味、満足度、雰囲気、学習成果」で評価が高かった（図2）。
また、PSI授業の特徴についての評価では、「プロクター、自己ペース、実習形式」の3つの特徴につ
いての評価が高かった。また、こうした評価は3年間を通じて、非常に安定していた。このことは、受
講生、プロクター（また教員）が替わっても、この授業システムを採用している限り、安定して授業
に対する高い評価が得られる可能性を示唆している。また、プログラミングについての態度尺度で
は、コースの前後で、能力因子が有意に高まる一方、プログラミングに対する好悪が悪化するという
ような副作用は見られなかった。

1

2

3

4

5

6

7

やる気 興味 自信 満足度 雰囲気 学習成果

2000年

2001年

2002年

PSIが良い

一斉授業が良い

図2　PSI授業と一斉授業の比較による評価(2000-2002)

第２節　統計学のPSI授業の実践と評価（研究９）

　統計学PSIコースは、教育学部1, 2年生を対象とした統計学の入門コースである。その内容は、平均
と分散から入り、信頼区間、χ2検定、t検定、分散分析、相関までを扱う。これは、大学生の卒業論
文で使われことが予想される基本的な検定手法を15週で学習することを目的とした科目である。この
コースは、1998年度から2002年度までの5年間実施された。その受講生は22～48人であり、プロク
ターは4～5人配置された。教室はパソコンが配置された端末室を使用した。
　講義形式の一斉授業との比較では、PSI授業は「やる気、興味、自信、満足度、雰囲気、学習成
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果」のすべての観点において、より良い評価を得ている。しかも、こうした評価は年度による差異も
小さい。つまり、統計学のコースでは、PSI授業は明らかに従来の一斉授業よりも良い評価を得てい
る。また、PSI授業の特徴についての評価を見てみると、とりわけプロクター、自己ペース、完全習得
学習という特徴において、受講生の高い評価を得ている（図3）。以上のことから、PSI授業の基本的
な特徴である、自己ペースによる独習と必要に応じてプロクターが援助する学習方法、そして通過テ
ストによる完全習得学習の保証ということが、PSI授業への高い評価を引き出していることが示唆さ
れる。
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図3　PSI授業の特徴についての評価

第３節　PSI授業の実践と評価についての総合考察

　コンピュータ・リテラシーや統計学のように、知識やスキルのモジュール化が比較的しやすい科目
については、PSI方式がよく合っている。こうした科目では初期段階でのちょっとしたつまづきや理
解の不足が、後々まで尾を引き、結局あまりよく理解できないままに終わってしまったという受講生
が出てくることが多い。その点で、PSI方式は初期段階でのつまづきをほぼ皆無にしている。これ
は、何回でも通過テストを受け、完全習得学習が成立した時点で次に進んで行くというシステムを採
用しているおかげである。初期段階での完全習得学習が、その後の理解に決定的な役割を果たすとす
れば、はじめは進み方が遅くても何度でも通過テストを受けて、理解を完全にしておくことによっ
て、あとで挽回することができる。これが自己ペースと完全習得学習を基本としたPSIコースの最大の
長所である。
　PSIでは講義を行わないが、設定された時間内に学生が教室に集まってくる。独習用の教材は好き
な時間に、また自宅のパソコンでもできるようになっている。それにもかかわらず、授業時間に集ま
るのは、単元を進めるための通過テストを受けるためである。通過テストは個別に、プロクターが実
施する。プロクターはそれ以外にも質問があればそれに答えるし、あるときは雑談の相手にもなって
いる。また、学生同士が教えたり教えられたりということはごく自然に起こっている。
　PSI方式授業にかかるコストはどうだろうか。まずPSIを実施するためには、印刷するにせよ、CD-
ROMにせよ、受講生が独習できる教材を作成しなくてはならない。実際これが一番手間のかかるこ
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とである。たとえば、統計学のWeb教材の作成には、草案ができた段階でそれをWebページ化する人
がフルタイムで働いて１ヶ月ほどかかっている。これは実質的な作業時間だけであり、ここに至るま
でに教材全体の設計、デザイン、ストーリーなどに多くの時間を費やすことになる。ある程度まと
まった内容の教材を、理解しやすく、しかも興味を持たせるように作るためには、教材が扱っている
専門知識を持っているというだけでは不十分であり、そこには教育工学の１領域であるインストラク
ショナル・デザインで培われた教材作成のテクニックが必要である。
　PSI方式の特徴について、教育学的な観点から考察する。まず、PSI授業ではプロクターの役割は非
常に重要であり、それだけにその訓練が必要なのであるが、大学院生がプロクターの訓練を受けるこ
とは、教育活動の実践的な経験になり、将来の研究者、ひいては大学運営に関わる人材を育成すると
いう意味でもよい機会となるだろう。また、受講生を観察してみると、友だち同士の教え合いは、自
然に起こっている。PSIそのものは特にこうした行為を奨励しているわけではないが、この現象が自然
に起こるということは、教育が教員から一方的に与えられるものという大学教育の多くのスタイルに
ついての固定観念を崩し、実質的な学習活動の重要性に学習者自身が気づく機会になっていると考え
られるだろう。
　PSI方式に向く科目とそうでない科目について考察する。コンピュータ・リテラシーや統計学のよ
うに、知識やスキルのモジュール化が比較的しやすい科目については、PSI方式がよく合っている。こ
うした科目では初期段階でのちょっとしたつまづきや理解の不足が、後々まで尾を引き、結局あまり
よく理解できないままに終わってしまったという受講生が出てくることが多い。その点で、PSI方式
は初期段階でのつまづきをほぼ皆無にしている。これは、何回でも通過テストを受け、完全習得学習
が成立した時点で次に進んで行くというシステムを採用しているおかげである。初期段階での完全習
得学習が、その後の理解に決定的な役割を果たすとすれば、はじめは進み方が遅くても何度でも通過
テストを受けて、理解を完全にしておくことによって、あとで挽回することができる。これが自己
ペースと完全習得学習を基本としたPSIコースの最大の長所である。コンピュータ・リテラシーの授業
のように実習と作業を伴う科目では、一斉に進めると効率が悪い。少しでもパソコンに慣れている人
は、すいすいと進み、一方、あまり慣れていない人はアシスタントの助けを借りてもなお時間がかか
る。進み方の速い人は遅い人が追いつくの待っていなくてはならないので、待ち時間がもったいない
し、また遅い人はそのためにプレッシャーがかかり、さらに遅くなるという悪循環が生ずるのであ
る。このように必然的に個人差が生ずるような授業では、PSI方式にするメリットが大きい。それは
進度が速い人にも遅い人にも最も効率よく学習する環境を与えることになる。一方で、モジュール化
がしにくい科目や理論的な体系が確立していない領域では、PSI教材も作りにくい。このような科目
ではPSIはあまり向いていないだろう。

第９章　PSI授業における学習の特徴

第１節　PSI授業におけるノート取り行動（研究１０）
　大学の「情報処理」や「統計学」といった基礎的な科目で、自己ペースによるCD-ROM教材を使っ
た授業を実施し、そこでのノート取り行動について検討した。授業の最終回に行われたアンケートを
分析した結果、特別にノート取りを求められていなかったにもかかわらず、統計学で63.6%、情報処
理で28.9%の学生が自発的にノートを取った（その理由については図4参照）。
　統計学に比較して情報処理ではノート取りをする学生の割合が少なかった。ノートを取らない理由
として情報処理で「教材が整理されている」と「パソコンで調べられる」が多かったことを考える
と、教材がよく整理されており、何かを調べるための検索方法が容易であれば、ノートを取ることが
少なくなると言える。逆に言えば、統計学の教材では、情報処理に比べて教材内容の整理があまりさ
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れていないことが示唆された。しかし、統計学でノートを取った人の平均ページ数は2.0であり、こ
れは他の講義形式の授業でノートを取る人の平均ページ数2.15(SD=0.97)と差がない。つまり、統計
学では通常の講義形式の授業と同じ程度の分量のノートを取ったと言える。とすれば、むしろ情報処
理でのノートの量が少ないと見るべきだろう。 Quade（1996）は、手書きか電子的かにかかわらず
ノート取りは学習を促進するとしているが、そのスタイルを含めて細かい検討が必要であろう。また
自由な形式でのノートではなく、ある程度の形式を指示したワークブックも手書きのものと電子的な
ものともに考えられる。こうしたもののデザインもまた研究課題になるだろう。

1612840

7 その他の理由

1 ノート取りの習慣がある

2 調べたいときに探せない

3 よりよく理解するため

4 よく覚えるため

5 自分なりに整理しておきたい

6 ノートがあとあと役立つ
情報処理

統計学

度数

図4　ノートを取る理由

第２節　eラーニングPSIコースにおける先延ばし行動(1)（研究１１）

　本研究では、PSIを採用したeラーニングにおける自己制御学習のプロセスを時系列的に明らかにす
る。eラーニングでは、コースの途中で学習を放棄してしまうドロップアウト率が高く、改善すべき点
となっている。とりわけ、「先延ばし行動」と呼ばれる、課題や学習を先送りにしてしまう行動とそ
の傾向が研究の焦点となっている。本研究ではPSI方式の遠隔学習におけるドロップアウトを予測
し、適切な介入の時点を予測することを目的とする。授業は遠隔教育による統計学入門であった。平
均・分散から入り、χ２乗検定、t検定、分散分析までを15週で学ぶものであった。2003年度の4～7
月に行われた。受講者は自宅などのパソコンを使い、Webベースの教材を自己ペースで学習し、各単
元（章）が終わったところで、通過テストを解き、その解答を電子メールでプロクターに送付した。
プロクターは解答を採点し、48時間以内に返送した。通常のPSIと同様、通過テストは満点を取るま
でやりとりが行われ、やりとりの回数には制限がなかった。決められた日程により、5章終了時点
で、中間テストが、9章終了時点で最終テストが一斉に行われた。
　早期にドロップアウトした1～5章途中群は、どの群よりも通過テストの合格に時間がかかってお
り、結果として、通過テストの次の章をプロクターに送付する日数の間隔がより短くなっていた（図
5）。これらのことから、1～5章途中群は時間的に切迫し、自己のペースを守れないままに課題に取
り組んでいた状態であったことが推察される。以上を総合すると、課題に取り組む時間的余裕の多寡
がドロップアウトの予測に有効であることが示唆された。 
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図1　学習状況の群わけによる、通過テストの平均回数、日数、間隔
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図5　学習状況の群わけによる通過テストの平均回数、日数、間隔

第３節　eラーニングPSIコースにおける先延ばし行動(2)（研究１２）

　授業は遠隔教育による統計学であった。散布図・相関係数から入り、偏相関、単回帰、重回帰、因
子分析までを15週で学ぶものであった。授業は2003年10月から2004年1月にかけて行われた。学習
者は自宅などのパソコンを使い、Webベースの教材を自己ペースで学習し、各単元（章）が終わった
ところで、通過テストを解き、その解答を電子メールでプロクターに送付した。プロクターは解答を
採点し、48時間以内に返送した。通常のPSIと同様、通過テストは満点を取るまでやりとりが行われ
たが、3回目に合格に至らない場合は正解が返信されてその章は終了とした。これは、通過テストの
回数を無制限としたときの通過までの平均回数が約2.5回であったことから決めたものである。決め
られた日程により、3, 6, 9章終了時点で、実力テストが行われた。
　ここでは、9章まで合格した人（完遂群）と、4章～8章まで合格した人（途中群）の二群の比較を
行う。通過までの平均回数は、完遂群で1.70、途中群で1.69となり、差がない。また、通過までの平
均日数も、完遂群で2.26、途中群で2.03となり、差がないかむしろ途中群のほうが短い（図8.6）。
これは、途中群では、ドロップアウトするまではむしろ短時間で通過テストをこなしていることにな
る。一方、合格した回数（最大9）の平均は、完遂群で7.03、途中群で4.62と、完遂群が明らかに多
い（図6）。また、不合格に終わった（パス）比率の平均は、完遂群で21.87、途中群で48.72と、完
遂群が明らかに少なくなっている。
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図6　合格した回数の平均（回）

　9章完遂群と4～8章途中群の間に差が見られたのは、不合格率と合格した章の数であった。途中群
は完遂群よりもパス率が高く、合格した章がより少なかった。このことから、回数を制限した場合、
（完全な習得にいたらず、次の章に進むという）パスの多さがドロップアウトのサインである可能性
が示唆された。不合格が続く場合は逆に自己効力感や学習動機が低下することが考えられるので、適
切な回数の設定が重要となるだろう。しかし、2回の実力テストの平均点に差がなかったことから、4
～8章途中群は9章完遂群と同程度に学習内容を理解していたことが推察された。また、9章完遂群の
ほとんどは、3回の実力テストの平均点が要求された水準に達していた。これらのことから、4～8章
途中群は、学習を継続していれば、一定以上の水準でコースを修了できた可能性があることが示唆さ
れた。ドロップアウトしそうな人を早期に発見し、介入を行うことの重要性がここで改めて示唆され
た。
　ドロップアウトを予防するために、授業の設定によってログデータの日数や間隔、合格した章の数
やパス率に注目すればよいことが本研究で示された。PSIの特徴は自己のペースで課題を進められる
ことである。しかし、遠隔学習の問題点であるドロップアウトする人の多さに対処するためには、必
要な人には教授者側から学習のペースを呈示する必要性があると考えられる。そのために、学習設定
に応じて現れる、ドロップアウトに至る行動パターンをさらに詳細に検討し、eラーニングに適した
介入方法を選定して効果測定を行う必要性が示唆された。
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第４部　総括
　第４部では、PSI授業の実践と評価に基づいて、認知的訓練の学習環境としてPSIを再検討する。最
後に、これからの大学教育について、生涯学習化やeラーニング化を視野に入れた上での提言を行い
たい。

第１０章　まとめ：認知的訓練の学習環境としてのPSI

1.　PSI方式に合っている科目

　コンピュータ・リテラシーや統計学のように、知識やスキルのモジュール化が比較的しやすい科目
については、PSI方式がよく合っている。こうした科目では初期段階でのちょっとしたつまづきや理
解の不足が、後々まで尾を引き、結局あまりよく理解できないままに終わってしまったという受講生
が出てくることが多い。その点で、PSI方式は初期段階でのつまづきをほぼ皆無にしている。これ
は、何回でも通過テストを受け、完全習得学習が成立した時点で次に進んで行くというシステムを採
用しているおかげである。初期段階での完全習得学習が、その後の理解に決定的な役割を果たすとす
れば、はじめは進み方が遅くても何度でも通過テストを受けて、理解を完全にしておくことによっ
て、あとで挽回することができる。これが自己ペースと完全習得学習を基本としたPSIコースの最大の
長所である。
　コンピュータ・リテラシーの授業のように実習と作業を伴う科目では、一斉に進めると効率が悪
い。少しでもパソコンに慣れている人は、すいすいと進み、一方、あまり慣れていない人はアシスタ
ントの助けを借りてもなお時間がかかる。進み方の速い人は遅い人が追いつくの待っていなくてはな
らないので、待ち時間がもったいないし、また遅い人はそのためにプレッシャーがかかり、さらに遅
くなるという悪循環が生ずるのである。このように必然的に個人差が生ずるような授業では、PSI方
式にするメリットが大きい。それは進度が速い人にも遅い人にも最も効率よく学習する環境を与える
ことになる。

2　コミュニケーションシステムとしてのPSI

　PSIでは講義を行わないが、設定された時間内に学生が教室に集まってくる。独習用の教材は好き
な時間に、また自宅のパソコンでもできるようになっている。それにもかかわらず、授業時間に集ま
るのは、単元を進めるための通過テストを受けるためである。通過テストは個別に、プロクターが実
施する。プロクターはそれ以外にも質問があればそれに答えるし、あるときは雑談の相手にもなって
いる。また、学生同士が教えたり教えられたりということはごく自然に起こっている。
　パソコンを使った個別学習というと機械的なイメージを思い浮かべがちであるが、それとは逆に、
PSIの授業は、人間的でなごやかな雰囲気である（もちろん、最終テストが近づくと焦る学生もいる
けれども）。つまり、PSIでは、今学習している内容を中心としたコミュニケーション活動が見かけ
以上に行われている。通過テストは筆記ではなく、プロクターと対面しての口頭試問になるために、
プロクターは学生が本当に理解しているかどうかを口頭で問いかけることによって確認している。理
解の怪しいところがあれば、そこを突っ込んで尋ねる。こうしたことが、学生とプロクターとのコ
ミュニケーション活動を促進し、それが次の単元への動機づけとなる。
　PSIでは、学生同士の話し合いや教え合いなどをことさらに奨励しているわけではない。しかし、
そうした行動は自発的に起こっている。それがPSI授業の雰囲気の良さに貢献している。

3.　PSIに特徴的な学習スタイル
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　学習者のCD-ROM教材に対する反応はどうだろうか。すべての学習内容をコンピュータ画面上で読
むことになるわけだが、このように内容に集中して読むという経験はあまりないと思われる。内容へ
の集中という意味では印刷教材の方に分があるように見える。そういうときに学習者はどういう反応
を示すかというと、画面を見ながらノートを取るのである（向後, 1999）。ノートを取りながら学習
を進める者は過半数を超える。おそらく、そうすることが内容に集中し、理解するためももっとも確
実な方法だということを学習者自身が知っているということなのだろう。
　学生のノート取り行動は、しかし、逆に言えば、パソコン画面だけで学習を進めることの「手がか
りのなさ」に起因しているともいえる。つまり、パソコン画面に提示されていることを読んでいくだ
けでは、それを理解したような気にはなりにくいのではないか。その不安を低減するために、ノート
を取るという行動をするのではないかという仮説が立てられる。
　この「手かがりのなさ」を解消する工夫としては、Web教材の中に細かい質問や確認のための小テ
ストを埋め込んでおくことが考えられる。Webの中で質問に答えたり、選択肢問題に解答して、即座
にフィードバックを自動的に受けられれば、自分の理解度がよくわかり、不安を解消することができ
るだろう。もちろん、その後にはプロクターによる通過テストがあるわけだが、ここでの小テストは
あくまでも「学習機会としてのテスト」というものを狙っている。つまり、自分で確認テストをする
ことによって学習への動機づけとするのである。

4.　実施コスト

　PSI方式授業にかかるコストはどうだろうか。まずPSIを実施するためには、印刷するにせよ、CD-
ROMにせよ、受講生が独習できる教材を作成しなくてはならない。実際これが一番手間のかかるこ
とである。たとえば、統計学のWeb教材の作成には、草案ができた段階でそれをWebページ化する人
がフルタイムで働いて１ヶ月ほどかかっている。これは実質的な作業時間だけであり、ここに至るま
でに教材全体の設計、デザイン、ストーリーなどに多くの時間を費やすことになる。ある程度まと
まった内容の教材を、理解しやすく、しかも興味を持たせるように作るためには、教材が扱っている
専門知識を持っているというだけでは不十分であり、そこには教育工学の１領域であるインストラク
ショナル・デザインで培われた教材作成のテクニックが必要である。

第１１章　提言：大学教育の展望

　大学の授業におけるPSI方式の適用について見てきた。もしPSI方式がその授業内容にうまくあって
いれば、従来の授業よりも良い評価を得られる方法である。大学のユニバーサル化が進行しつつある
今、その授業方式は広く採用を検討されて良いだろう。また、その適用範囲についてはさらに実践と
検討を加えなければならないが、PSI方式に対してバリエーションと工夫を加えていくことによって改
善していくことが重要な点だろう。
　ここでは、eラーニング化という現象を含めて、これからの大学教育の方向性について論じたい。
そこでは、本研究で取り上げたPSIを含めて、いくつかの学習理論に基づいた授業形態のバリエー
ションの採用が考えられる。

第1節　行動分析学、認知心理学、状況的学習論
　教えることのデザインは、心理学における学習理論によって影響を受け、またガイドされてきた。
表3に行動分析学、認知心理学、状況的学習論という３つの特徴的な学習理論を取り上げ、まとめ
た。
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表3　行動分析学、認知心理学、状況的学習論の教育的側面から見た特徴

行動分析学 認知心理学 状況的学習論

前提 行動は変えられる 認知は変えられる コミュニティが自分を作
る

ターゲット 行動 認知 自我

具体的成果 スキル 問題解決能力 居場所

ブルームの分類 からだ あたま こころ

教授技法の例 スモールステップ、 即時
フィードバック

バグルール、 領域固有
性・転移 足場掛け、 周辺参加

教育システムの例 個別化教授システム(PSI)
アンカード・インストラ

クション 協同学習

研究手法 ベースライン、介入、
ABAデザイン

実験計画法、反応時間、
プロトコル

参与観察、フィールド
ワーク、聞き取り

入門文献 杉山他『行動分析学入門』
産業図書

ブルーアー『授業が変わる』
北大路書房

ウェンガー他『コミュニ
ティ・オブ・プラクティ

ス』翔泳社

　これら３つの学習理論は、お互いに排反的ということではなく、人間の学習のどの部分に注目して
いるかということの違いとして捉えられるべきであろう。それは折衷というよりも、むしろ組み合わ
せることによってより効果の高い学習システムを構成することができると考えた方がいい。

第２節　学習理論に基づいたeラーニング
　これから将来にわたって、多くの大学がeラーニング形態による授業を開いていくだろう。その場合
のeラーニングはどのようなものになるのだろうか。行動分析学、認知心理学、状況的学習論の３つ
の学習理論に基づいたeラーニングの特徴を表4に示した。

表4　行動分析学、認知心理学、状況的学習論に基づいたeラーニングの特徴

行動分析学 認知心理学 状況的学習論

教材 モジュール ストーリー リアリティ

テスト 正確さ、流暢さ 転移 実践

日程 短期 中期 長期

個別／グループ 個別 個別、グループ グループ

介入 大 中 小

インタラクション 小 中 大

　これらの学習理論を統合的にeラーニングに取り入れるためにはどうすればよいだろうか。まず、３
つの学習理論は、それぞれがターゲットとする成果が異なるため（からだ、あたま、こころ）、目標
とする成果によって学習形態を決めていけばいいということである。たとえば、レストランの社員教
育であれば、オーダーの取り方などスキル的なものは行動分析学が良くあっているし、メニューの展
開などの仕事は認知心理学が適合するだろう。また、マネージャーとしてのアイデンティティは状況
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的学習論によって身につけられるだろう。したがって、eラーニングのデザイナーはこうした学習理論
の特徴をよく把握しておいて、その上で学習システムのデザインに取りかかる必要がある。教材の作
成、テストの種類、シナリオの作成など、そのよりどころとなる学習理論によって様相が大きく変
わってくる。

第３節　これからの大学教育の方向とPSI
　行動分析学、認知心理学、状況的学習論の３つの学習理論に基づいたeラーニングコースのデザイン
について考察した。そして、それらの学習形態を統合するコースを作ったときの意味を考えた。ひと
つは、学習の目的によって学習形態を選択するということであり、もうひとつはコースの中で必要に
応じて複数の学習形態を用意するということである。
　本研究で取り上げた個別化教授システムは、その原理として行動分析学に基づく学習理論を採用し
ている。その上で、頻繁なフィードバックとアドバイスによる完全習得学習を指向するという良さを
保ちつつ、認知心理学の成果であるストーリーとキャラクターによって学習内容を学習者本人に関連
づける（アンカー化）ための工夫を、独習用教材の中に埋め込んである。その意味で、行動分析学と
認知心理学の学習理論の融合を実践したということができるだろう。
　一般的にいって、これからの大学の授業における学習スタイルは、教師主導のものではなく、学生
の自律分散型になっていくだろう。つまり学生は自分で学習ペースを制御し、教室などの場所に制約
されることなくネットワークで学習リソースにアクセスすることによって学習を進めていく。そこで
は授業はひとつのイベントとしての意味合いが強くなり、教師の役割は、授業にとどまらない学生の
学習活動全体のデザインと環境作りをいかにするかという点に絞られるだろう。その時に重要なの
は、複数の学習理論の特徴ととそれに基づいた授業形態の長所短所を把握し、教育目標と学習内容、
および学習者の特性に合わせて、授業をデザインすることになるだろう。
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