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論文概要

　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。

　本研究は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と評価のための

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、日本の教科書における説明図の分析と改善策、ま

た、学習マンガにおけるマンガ表現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。これらの研究の結果、同じ内容を文章とマンガで提示した場合に、マンガによる提示

は内容の記憶保持において優れていることが明らかになり、また、学習内容部分だけでな

く、ストーリー部分を含めて提示することによって転移課題の成績を促進させることが明

らかになった。これらの結果は、PSIにおける独習教材を開発する際に、マンガ表現やス

トーリーを織り込むことによって学習効果を高めることを示唆するものである。

　これに並行して、授業と教材を評価するための枠組みとして、J. KellerによるARCS動

機づけモデルを背景理論として用い、評価シート開発のための研究を行った。授業や教材

を評価するための理論は多くの研究者から提案されているが、ARCS動機づけモデルは多

くの動機づけモデルを統合し、「注意・関連性、自信、満足感」の観点から評価し、さら

に改善のための示唆を与えてくれることから、この枠組みを採用した。日本語による評価

シートを開発し、因子分析によって評価シートとARCSの枠組みの整合性を検討した。完

全ではないが、整合性がある程度取れたことをもって、PSI授業を評価するにあたって

ARCS動機づけモデルによる評価シートを使用することにした。

　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、

ARCS動機づけモデルによる評価データを収集した。これらの授業実践の結果とその評価

から明らかになったことは、まずPSI方式の授業が、一斉授業の形式よりも常に良い評価

を得ていたことである。そして、評価は年度が替わり、受講生やプロクター（指導員）が

替わっても3～5年の長期に渡って安定した評価値を得ていたことである。

　また、PSI授業に特徴的な学習スタイルとして、ノート取り行動と先延ばし行動（学習

課題を先延ばしすること）をとりあげ、アンケート調査と学習のログデータからの分析を

行った。その結果、Web教材を使用したPSI授業では、通常の講義形式でのノートと同じ

程度の量のノートを取ることが明らかになり、Web教材だけでの提示以外の方法の利用

（ワークブックなど）の有効性を示唆した。またeラーニング形式でのPSI授業のログデー

タを分析することによって、通過テストの合格に日数がかかったり、締切までに合格でき

なかったりする場合に脱落する受講生が多いことから、早期に脱落の兆候をログデータか

ら発見し、介入を行うことによって脱落率を低めることができることが示唆された。これ

らの結果は、対面形式かeラーニング形式かを問わず、できるだけ高い合格者を出すため

のサポートを可能にする方法を示唆するものである。

　以上に述べたPSI方式による教材開発、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。プログラミングや統計学のように知識とス

キルのモジュール化がしやすい科目については、PSIが良くあっている。対面型のPSIで

は、学生同士の教え合いや、教員、プロクターとの質疑応答が自然に起こってくるので、

教室全体としては人間的で和やかな雰囲気が作られる。全体のコストを見てみると、独習

用の教材を開発するところに最もコストがかかる。本研究の第２部で示したような認知心

理学からの知見を教材開発の具体的な工夫としてつなげていくことがこれからもますます

必要になってくるだろう。そのために認知心理学と教育工学の研究者たちが協力していく

ことが必要であることを提言したい。

　本研究全体を通じて、次のことが主張できるだろう。問題解決能力や実践的な対処能力

の育成が期待されるこれからの大学教育では、問題解決の基盤としての認知的な訓練の効

率化が必要とされており、PSI方式の授業を広く大学教育で採用することでそのニーズを

満たすことが期待できる。
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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 Develpment）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。

　個別化教授システムがアメリカの大学でどのように実践されていったかということにつ

いて、詳しくは２章で述べる。そこでの大きな背景は、大学がエリート養成の教育から、

より広範な人々のための教育へとユニバーサル化したことによって、教育の形態をシステ

ム化する必要性が生まれたことである。システム化ということは、どんな教員が授業を担

当したとしても、システム化された枠組みに基づいて授業をデザインすることによって、

一定水準以上の成果のある授業を実現できるということを目指している。その一つの枠組

みとして個別化教授システムが考案され、実施されてきた。その土台になっている考え方

は、1960年代に主流であった行動主義心理学による学習理論である。その後、認知主義

による学習理論が主流となったが、それは行動主義心理学の完全な否定ではなく、むし

ろ、認知主義的な観点で人間の学習プロセスを見ることによって、よりわかりやすい説
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明、より速い理解、より深い理解を導くための手法を開発することを促進した。つまり、

行動主義心理学と認知心理学を組み合わせることによってより大きな学習成果をもたらす

ような教授法を開発する道が開けた。

　本研究は、ちょうど1990年代から2000年代にかけて、行動主義心理学と認知心理学が

成熟し、その知見を教授学習過程に応用可能にした時代において、大学における授業のシ

ステム化の方法論の一つとしての個別化教授システムを再デザインし、長期間に渡って実

践することで、その有効性を確認しようとするものである。

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
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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

第１節　大学教育の改善と魅力ある授業の開発

大学のユニバーサル化

　大学に職を得てから、まず当惑したことは私自身が大学での教育方法について何一つ学

んでこなかったことだった。大学院での徒弟的なゼミ形式による教育によって、研究をど

う進め、どのようにまとめていくかについては、明示的にせよ暗示的にせよ、そのスキル

を身につけてきた。しかし、大学での授業のやり方についてはほとんどゼロであったと

いってよい。わずかに助手の時期に授業の手伝いをした体験が例外であるが、それにして

も授業全体の計画とその運営の仕方についてはまったく手をつけることがなかった。

　教員免許を持たなくてもなることができる大学教員は、授業のやり方をいったいどこで

身につけるのだろうか。そもそも身につけるべきだと考えているのだろうか。またどんな

授業が理想的なものとしてイメージされているのだろうか。理想的な授業があるとすれ

ば、その実現のために本人はどのような努力をしているのだろうか。これは調査をしてみ

る価値のあることかもしれない。いずれにしても問題は、大学教員が授業の理想型という

ものから遠く離れたところで悪戦苦闘しているということだ。

　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。

大学授業をデザインする

　教育工学（instructional/educational technology）とは、「学習過程と学習資源のデ

ザイン、開発、利用、運営、評価に関する理論と実践」であるとAECT(Association for 

Educational Communications and Technology)は定義している（Seels & Richey, 
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1994）。テクノロジーの日本語訳として「工学」という言葉が使われているために、コン

ピュータやネットワークを利用した教育に関する研究に限定されたイメージが「教育工

学」にはつきまとう。しかし、この定義に使われている学習資源という言葉には、コン

ピュータやネットワークはもとより、伝統的な印刷教材も含まれる。また、幼稚園から小

学校・中学校・高校・大学での伝統的な教室での授業のやり方についての研究も含まれる

し、学校外の企業やさまざまな組織での教育も含まれる。またテクノロジーという言葉

は、単に科学の応用というだけではなく、知識をある世代から次の世代に伝えていくこと

ができるような道具やシステムを作り上げていくことを含んでいる。

　このような教育工学的な発想は、これまでの大学では真剣に取り上げられてこなかっ

た。それは独創性や創造性を育てるという大学の重要な使命に対して、この方法論がなじ

まないと考えられたことによる。大学教育の神髄はなによりも少人数のゼミ形式による徒

弟的雰囲気の中にあると考えられてもいた。しかし、どんな人も学生として受け入れると

いう大学のユニバーサル化によって、徒弟的制度とは別に、教育工学的な発想と具体的な

システム作りは不可欠のものになってきた。

　大学の授業をデザインするという考え方はこれまでなかったといってよい。それは、研

究を自分の中心的な仕事とみなす大学教員が大勢を占める日本の大学では自然な帰結であ

る。研究中心主義の教員は、授業を担当するということをできれば避けたい仕事と見な

す。一種のノルマとして最小限の労力に抑えたい。こうした状況では、授業のやり方を改

善するという力は働かない。その結果として魅力のない伝統的な講義スタイルは、学生の

私語と死語という行動を最終的な反応として破綻したといえよう。

　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
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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。

第２節　個別化教授システムの歴史

Personalized System of Instruction

　PSI(Personalized System of Instruction)は個別化教授の方法のひとつである。F. 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。そこには黒板を

背にして、とうとうとしゃべり続けるという伝統的な教員の姿はない。

　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）。
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日本ではなぜ取り入れられなかったか

　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

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。

　これからの大学教育を改善していくためには、二つのポイントがあると思う。ひとつ

は、授業のシステム化であり、もうひとつはネットワーク・インフラストラクチャの活用

である。授業のシステム化というのは、テクノロジーの導入のことを言っているのではな

い。そうではなく、主に人的資源の配分と情報の流れを制御することである。大学の授業

はもはや教員一人がやるものではなくなったというのが、私の実践経験による結論であ

る。つまり、教員は授業全体とカリキュラム全体から見たときの授業をデザインする役割

を仕事とする。実際の授業は主にティーチング・アシスタント(TA)というような名前で呼

ばれている指導員が働き手となる。そこでは教員は監督のような役割を担う。TAとしては

大学院生やあるいは学部の上級学年の学生で優れた者が指名される。こうした形で教育の

体験を積ませることによって次の世代の大学教員を育てていることにもなる。

　大学においてネットワークのインフラは不可欠である。それは大学そのものがサービス

産業であり、同時に情報産業という側面を備えてきていることによる。つまり大学に入学

することの意味あいとして最新で詳細な情報を入手することの比重が大きくなってきてい

るのである。同時に、専門的な情報をいかにわかりやすく、一般にアクセスしやすいよう

にするかということが重要な仕事になる。それは大学で行われる教育についても実施され
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なければならない。専門的な知識を限定された人にそのまま教えるのではなく、わかりや

すく整理された形で提供することがポイントとなるのである。

　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ている。PSI方式の授業は学習者

を個別に扱う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節　大学教育のシステム化と個別化教授システムの可能性

　アメリカの大学で広く実践された個別化教授システムを大学授業の改善策として受け入

れ損ねてしまった日本の大学教育は、それだけではなく、教育のシステム化という概念を

受け入れ損ねてしまったように思われる。ここでは、授業のシステム化ということについ

て考えてみたい。

　授業のシステム化ということは、オートメーション化のように、授業において教員など

の人的要因を排除して自動的に授業が進むようにすることではない。そうではなく、これ

まで授業を担当する教員が個別に努力してきた授業運営の方法を定式化することによっ

て、教員の役割を教壇上の演技者から、授業全体のデザイン、教材のデザイン、ティーチ

ングアシスタントのスーパーバイズといった役割に集中するように改善するということで

ある。そうすることによって、教員の資質に左右されるリスクの高い教師中心主義の授業

から、どんな教員がやってもある水準以上の成果が得られるような学習者中心の授業に転

換することができる。もちろん、教員の資質が高ければ、良い授業ができる可能性は高

い。しかし、そのような資質の教員を大量に育成することは非常に難しい。一方、システ

ム化された授業においては、教員の役割を限定した上で、良い教材やアシスタント、また
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完全習得学習を指向するルールといった条件によって授業全体としてうまく進むように設

計されている。こうしたことは、エリート教育ではなく、ユニバーサル教育への責任を

負った大学教育においては非常に重要な要件である。

　授業のシステム化ということを別の観点から見ると、それは各大学の枠を越えた授業内

容の流通ということにつながる。とはいえ、教壇上の講演者という位置づけで見るなら

ば、教員の授業は簡単には流通しにくい。逆に、それだからこそ、「あの先生の話を聞く

ためにはあの大学に行かなくてはならない」という価値付けが行われているとも言えよ

う。インターネットの時代にあっては、そうした講演がパッケージされて流通する可能性

は高くなるけれども、全体としては非常に限られた希少価値のある講義だけが、そうした

形態になって流通するだろう。一方、個別化教授システムというような授業システムはど

のような流通になるかというと、授業システムそのものは方法論であるので、どんな科

目、どんな学問領域においても適用が可能である。そして、個別化教授システムで使える

ように開発された独習用の教材は、そのままパッケージ化されて流通が可能になる。この

教材は、講義録のようなものではなく、あくまでも学習者との１対１でのプロセスを想定

したものであるから、それを使う教員は自分の授業におけるさまざまな条件や制約や目的

に照らし合わせて、取捨選択したり、変更したりできる柔軟なものになる。つまり、授業

のシステム化を進めることにより、良い授業の流通、転移を促進することになる。同時に

良い教材も流通することになり、全体として大学教育の水準を底上げすることになるだろ

う。

大学教育とインストラクショナルデザイン

　大学教育のシステム化ということについて、教育工学、とりわけインストラクショナル

デザインとの関係について述べておきたい。

　教育工学（instructional/educational technology）は、アメリカ教育工学・コミュニ

ケーション学会によって、こう定義されている。「教育工学とは、学習の過程と資源につ

いての設計、開発、運用、管理、ならびに評価に関する理論と実践である」（Seels & 

Richey, 1994）。ここでは、授業にコンピュータなどのようなテクノロジーを導入すると

いったことは第一義的には想定されていない。あくまでも学習の過程と資源、その全体と

しての理論と実践である。コンピュータはその中の学習資源のひとつに過ぎないという位
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置づけになる。つまり、教授学習過程をひとつのコミュニケーションシステムとして考え

たときに、その全体を設計・開発していくことから始めるのが教育工学であり、その過程

で必要に応じて用意されるのが、コンピュータやネットワークといったハードウエアにな

る。その中においては、教員や教材も学習資源のひとつであり、そうした資源をどのよう

に配置し、全体のコミュニケーションシステムを動かしていくかということが、教育工学

における設計の中心課題となる。教材や授業シナリオのデザイン部分をとりわけ、インス

トラクショナルデザインと呼ぶことがある。そうするとインストラクショナルデザイン

は、教育工学の開発過程における中心部分に位置することになる。

　大学教育が、初等・中等教育と大きく違う点は、専門化が進み、学問の細分化が進んで

いるということである。そこでは、必然的に狭い領域を深く突っ込んで学習することが必

要になる。それを教える教員たちは、それぞれの領域の専門化ではあるが、それをどのよ

うに教えれば学習がうまく成立するのかということについての訓練を受けているわけでは

ない。大学がエリート教育の段階にあるときは、学生の学習意欲が高いため、それでも学

習が成立していた。しかし、ユニバーサル段階の大学では、高い学習意欲を全員の学生に

求めることは実質的にできなくなっている。その段階において必要なのは、領域の専門家

である教員が、一定レベルの教授テクニックを身につけているということである。それは

小手先の教え方というわけではなく、教材、テキスト、課題、テスト、フィードバック、

グループワークといった、良い授業を成立させるための学習資源の配置とデザインといっ

たシステム的な見方である。ここで、大学教員がインストラクショナルデザインとしての

スキルを身につける必要性が出てくる。それは教員の教育に対する哲学や教育に対する情

熱とは別の次元で、大学教育の成果の水準を保証するのに必要なスキルとなるだろう。

　本研究で扱う個別化教授システムは、大学の授業をシステム化したときに、具体的には

どのような形になるかというひとつの典型例である。さまざまな個性を持った教員がこれ

を行っても、また、多種多様な学問領域の内容にこれを当てはめても、水準以上の学習成

果を見込むことができるような授業が成立するだろうことを期待して、授業のシステム化

を行う。個別化教授システム以外にも、さまざま形式での授業のシステム化が考えられ

る。いずれにしても、そのときに必要なことは、学習資源のデザインと配置に工夫を凝ら

し、インストラクショナルデザイン・プロセスと呼ばれる、「分析→デザイン→開発→実
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施→評価」のステップを繰り返し行い、改善していくことである。そのことにより、授業

システムがどのようなモデルであっても、洗練され、効率よく、失敗の少ない授業として

デザインされ、いったんそれが良いモデルだということがわかれば、徐々に大学間で広

まっていくことが期待できる。
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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
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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。さらに、第６章で

は、授業あるいは教材を評価する際の枠組みとしてARCS動機づけモデルを取り上げ、評

価シートの開発と妥当性の検討を行った。
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第４章　日本の教科書における説明図の分析

　国のレベルで見れば、教材の中心は学校で使われる教科書である。その中でも、義務教

育である小学校と中学校で使われている教科書は中心的な教材である。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）

1.　問題

　教科書に載せられた図版は、教科書そのものに親しみやすい魅力を備えたり、その内容

についての興味を喚起するといったことだけでなく、内容をわかりやすく伝えたり、深い

理解や記憶を導くために重要な役割を担っている。しかし、図版が重要なわりには、日本

では、教科書の図版について、教授デザインの立場から体系的な接近や改善がなされてい

るとは言えない。

　Evansら(1987)はアメリカの教科書における図版の実態調査をおこなった。彼らは、ま

ず図版の製作過程を調べるために出版社に対するインタビューと、教師へのアンケート調

査をおこなった。図版の製作に影響する要因として次の二つのことがあげられた。

　1.　教科書内の要因：　本の目的、内容、対象

　2.　教科書外の要因：　利益、競争

　しかし、その一方で、教科書の製作過程において、図版はデザイナー、著者の主観を頼

りに選択されており、調査や確実な根拠のもとに決定されたものではないという回答も得

られている。このことから、図版については、必ずしも学習者のために最適な選択がなさ

れているとは限らないという問題が浮かび上がってくる。

　この調査は、日本の小学校・中学校の教科書における説明図の実態を明らかにし、アメ

リカの教科書と比較した上で、特徴と問題点を明らかにする。ここでは、挿絵、表、写
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真、イラスト、マンガなど、視覚的な表現をすべて説明図として取り扱うことにする。

2.　調査

(1)　目的

　本調査の目的は、日本の小学校、中学校で使われている教科書の説明図を、出現頻度、

大きさ、型、複雑さ、配置の各観点から明らかにし、アメリカの教科書の説明図の傾向と

比較することである。

(2)　調査対象

　調査対象とした教科書は次の通りである。科目は、国語、算数・数学、理科の３つ、学

年は小学校１、３、５学年、および中学校１、３学年とした。出版社についてはここに取

り上げたものである特別な理由はない。比較的よく利用されている教科書である。なお、

中学校の科学では学年は特定されていない。

・国語：小学校１年下、３年下、５年下、中学校１年、３年（光村図書出版、1993）

・算数：小学校１年、３年下、５年下（東京書籍、1993）

・数学：中学校１年、３年（東京書籍、1993）

・理科：小学校３年、５年下（東京書籍、1993）

・科学：１分野下、２分野下（東京書籍、1993）

(3)　指標と方法

　各教科書の説明図を出現頻度、大きさ、型、複雑さ、配置の４つの観点から調査する。

　・出現頻度　説明図の頻度は、説明図が載せられたページ数を総ページ数で割ったもの

で測られた。　

　・大きさ　説明図の大きさは、ページにおける説明図の占める面積によって、1/4ま

で、1/2まで、3/4まで、3/4以上、の4つに分類し、数えた。

　・型　ページごとに説明図を表1に示す9つの型に分類し、数えた。1ページに複数の異

なる型の説明図が載せられている場合は、大きさのより大きいものを対象とした。

　・複雑さ　説明図がいくつの要素から作られたものであるか、その要素の数を数え、要

素数が5まで、10まで、11以上、の3分類に分けて数えた。ページごとに数えるため、複
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数の説明図が同一ページに載っているときは、それぞれの要素数を合計した。また、

Evansらの調査では、地図とグラフを調査対象から除外していたが、本調査では参考とし

て次の基準に従って調べた。地図では、国名の明示してある国をひとつとし、それ以外は

地図の構造からはずせないため添付されたとして数えない。また、グラフは、縦横の座標

それぞれと、グラフ中のデータの種類を数えた。

　・配置　各ページの中での説明図の配置を、ページの上、下、横、文章と重ね合わせた

もの、そして以上の組み合わせ、ページ全体、の9通りのパターンに分類し、数えた。

3.　結果

(1)　説明図入りページの割合

　図4.1に説明図の入ったページの割合を学年ごとに示した（理科においては横軸の「中

１、中３」を「1分野、2分野」に読みかえる）。これをみると、理科においては学年にか

かわらず、説明図はすべてのページに載せられている。また、国語と算数・数学を比較す

ると、国語では学年にしたがって説明図入りのページの割合が減る（小1では87.8%が、

中3では27.7%）のに対して、算数・数学では、減少傾向は見られるものの減り方は国語

ほどではない（中3で91.7%）。この結果はEvansらの調査と一致している。

図4.1　説明図いりページの割合の学年による変化
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(2)　説明図の大きさ

　図4.2～4.4に、説明図のページに占める大きさの学年による変化を、科目別に示した。
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これらは、説明図の面積がそのページの1/2以上を占めるページ数、3/4以上を占めるペー

ジ数の割合を学年ごとにとったものである。

　これを見ると、算数・数学と理科においては、学年が上がるにしたがって説明図の占め

る面積が減少していくことがわかる。しかし、国語においては、説明図の占める面積が

1/2以上であるページの割合は、学年にかかわらず常に20%を越えない（最大でも中1で

19.8%）。これはEvansらの調査と大きく異なっている。アメリカの国語の教科書では、

説明図が1/2以上を占めるページは、小1で、90-100%の高い割合であり、その後学年にし

たがって割合は低下する。

図4.2　説明図のページに占める大きさ（国語）
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図4.3　説明図のページに占める大きさ（算数・数学）
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図4.4　説明図のページに占める大きさ（理科・科学）
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(3)　説明図の型

　表4.1に型別による説明図入りのページ数を示した。

　この分類で、ダイアグラムには、数直線や樹形図のようなものがカウントされた。ま

た、理科の教科書で見られた天気図は、ほぼ地図と同じようなものも地図ではなく絵とし

てカウントした。

　これを見ると、算数・数学においてダイアグラム形式の説明図の使用が目立つ。
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(4)　写真と絵におけるカラーの割合

　図4.5に、写真と絵におけるカラーのものの割合の学年による変化を示した。写真や絵

がカラーである割合は、低学年で高く、その後減少する。理科においては、学年を問わ

ず、常に他教科より、カラーの割合が高い。

図4.5　写真と絵に占めるカラー説明図の割合
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(5)　説明図の複雑さ

　説明図に描かれている要素の数を数え、それを説明図の複雑さとして、高（要素数11以

上）、中（要素数6から10）、低（要素数1から5）の3段階に分類した。その結果を図

4.6～4.8に示した。これを見ると、どの教科においても学年による増加あるいは減少と
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いった一定の傾向は見いだせない。教科による比較では、国語よりも算数・数学の方が説

明図の複雑さは高い、また、さらに算数・数学よりも理科の方が複雑さは高くなってい

る。

　この結果は、学年が上がるにしたがって複雑さが低くなるという、Evansらの報告とは

異なるものである。また、同報告では、国語よりも算数・数学の方が複雑さが低くなって

いるが、日本の調査では逆に、国語の方が複雑さが低くなった。

図4.6　説明図の複雑さ（国語）
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図4.7　説明図の複雑さ（算数・数学）
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図4.8　説明図の複雑さ（理科・科学）
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(6)　説明図の配置

　表4.2に説明図の配置別によるページ数とその割合を示した。ここで「重ね」の項目に

は、ページ中にひとつでも本文と重なった説明図があった場合を数えている。

　国語では、上か下の配置が多いのに対して、算数・数学では、横か下と横の配置が多

く、理科では、下と横の配置が多い。また、算数の小学１年生用教科書では全体が説明図

であるページがよく見られた。

　また、分類項目にはあげなかったが、国語の特に低学年おいて、見開きの内側部分や、

外側の余白にもわたって、説明図が2ページで一つになっている例がよく見られた。説明

図が余白にわたっている配置は算数と理科でも見られたが、いずれも低学年の特徴といえ

る。そのほか、理科では、説明図同士が重なっている配置があり、図自体も小さいものが

載せられているため、配置が複雑になっているページが多かった。
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4.　考察

(1)　科目別の説明図の特徴

　説明図の出現頻度を見ると、算数・数学と理科では、全学年を通じてほとんどのページ

で説明図が載せられているのに対して、国語では、学年が上がるにしたがって頻度が低く

なる。これは、算数・数学と理科では教科内容自体に説明図による図解が必要であるのに

対して、国語では説明図が、挿絵として使われている場合が多いことによると考えられ

る。

　説明図の色に注目してみると、科目を問わず、低学年でカラーの説明図が多い。また、

理科では他教科に比較して、説明図の面積が大きく、写真が多くなっている。

(2)　アメリカの教科書との比較

　説明図の出現頻度については、Evansらの調査結果と大きく変わるところは見いだせな

かったが、説明図の大きさについては、日本の教科書の図よりもアメリカのものの方が大

きいといえる。

　説明図の型について比較してみると、算数・数学と理科で、日本の教科書にダイアグラ

ムが少なく、絵が多いという結果であるが、これはアメリカのものと反対である。ただ

し、これは「ダイアグラム」の分類について、Evansらの基準と本調査の基準にずれが

あったという可能性もあることを付記しておきたい。

　説明図の複雑さについては、アメリカの教科書では学年が上がるにしたがって複雑さが

23



減少していく（要素数の少ない図が増える）のに対して、日本の教科書ではあまり変わら

ない。これは学年が上がるにつれて、説明図が小さくなり、また多数になることから考え

ても不自然な結果である。日本の教科書の説明図は、大きさの変化にかかわらず、その複

雑さ（図に含まれる要素数）が変わらないという点が特徴であるといえる。

5.　調査１のまとめ

　日本の小学校・中学校で使われている、国語、算数・数学、理科の教科書における説明

図をとりあげて調査し、アメリカでの先行研究と比較した結果、次のようなことがわかっ

た。ページに占める説明図の面積はアメリカの方が大きい。アメリカでは学年が上がるに

したがって、図が説明しようとする事柄を焦点化し、絞るため、図の複雑さが減少する

が、日本では変化しない。算数・数学、理科では日本の教科書にダイアグラムが少なく、

絵が多い。これはアメリカと反対である。

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）

1.　問題

　教科書には多くの説明図が使用されている。教科書で説明されている内容の理解のため

に、説明図はいくつかの重要な役割を持っている。しかし、説明図は、本文ほど注意が払

われてデザイン・作成されているのだろうか。

　説明図の分類方法には、大きく二つある。ひとつは形態によるもの、もうひとつは機

能・役割によるものである。前者は図、絵、写真、グラフ、チャートなど、見た目の違い

による分類方法である。しかし、説明図の価値を評価するのに有効であると考えられてい

るのは、後者の機能による分類方法である。

　DuchastelとWaller(1979)は、説明図を、(1)注意を引く機能、(2)記憶機能、(3)解説機

能の３つの役割に分類した（表4.3）。また、Levinら(1987)は、さまざまな説明図を、

(1)装飾機能、(2)描写機能、(3)構造化機能、(4)解釈機能、(5)変形機能、の５つの役割に分

類した（表4.4）。
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　説明図には、学習者に対して、教科内容に対して親しみやすさや魅力を与えるととも

に、その内容について、興味・関心を高めたり、内容をよりわかりやすく伝えたり、言葉

だけでは表現しにくいものや、抽象的な概念をわかりやすくしたり、また、理解を深めた

り、記憶を高めたりする機能がある。

　しかし、実際のところ、説明図の作成者は、説明図の役割を明確に認識しているだろう

か。また、きちんと注意を払って図を作成したり、使用しているのだろうか。説明図に対

して、本文の補助としての位置づけしかしていないような場合も見られる。そこで、適切

な説明図が重要であることの認識と、よりよい説明図を作成するための指針が必要になっ

てきている。

　Fleming(1987)はよい説明図には目的によって作成原理があるはずであると考えた。彼

は、知覚、記憶、学習概念、学習の態度に関する研究成果からの多くの知見から、よい説

明図についての26の原則をまとめた（表4.5）。
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　たとえば、Flemingは図4.9に示すような説明図を改善している。図4.9の目的は「内容

を理解し、説明できること」である。図4.9の問題点として、「絵が本文からわかれてい

る」、「文章に絵への参照がない」、「太字の文章を図解化しているのだが、結びつきが

弱い」、「下部の絵の流れがわかりにくい」などがあげられる。彼は原則にあてはめて、

絵、キャプション、文章のレイアウトを図4.10のように変えた。このような手順を踏ん

で、Flemingは、教科書のいくつかの説明図の改善案を提案している。

　本研究では、Flemingの説明図に関する26の原則を、日本で現在使用されている小学校

と中学校の教科書の説明図にあてはめて検討した。また、そのなかで不適切であると考え

られた説明図については、改善案を提案した。
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図4.9　改善する前の説明図（Fleming, 1987）
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図4.10　改善した後の説明図（Fleming, 1987）

2.　調査

(1)　目的

　小学校、中学校で利用されている教科書の説明図をFlemingの原則に照らし合わせて検

討する。不適切な説明図については、原則にしたがって改善案を提案する。

(2)　手続き

　教科を、国語、算数・数学、理科の３種類に選び、小学校1, 3, 5年生、中学校1, 3年生

（理科については1, 2分野）の教科書を調査対象とした。この調査に使った教科書を表

4.6に示す。

　Flemingの26の原則をもとにチェックリスト「よい説明図についての26の原則」を作成

した（表4.5）。そして、それをもとに日本の小・中学校で現在使われている教科書の説

明図について検討した。さらに、表4.5のチェックリストに従って原則に反している説明

図がどのくらいあるかを調べ、原則に反している図については、その代表的なものを選

び、原則に従うように改善案を提案した。

3.　結果

(1)　チェックリストによる評価と結果

　表4.7に検討した説明図の数と原則に反している説明図の割合を示す。国語では、小学

校5年の教科書で反した説明図が多く、その割合は25%であった。算数・数学でも、小学

校5年の教科書で反した説明図が多く、その割合は6%であった。理科では、中学校2分野

の教科書で反した説明図が多く、その割合は10%であった。

28



　原則に反している説明図がどの原則に反しているかについての教科別の個数を見ると、

国語では、原則G（図と本文が結びついていること）に反しているものが多かった。算

数・数学では、原則F（重要な絵が目立っていること）に反しているものが多かった。ま

た、理科では、原則G（図と本文が結びついていること）に反しているものが多かった。

(2)　説明図の改善案

　原則に反する説明図をいくつか取り上げ、改善案を提案した。

　図4.11は原則F「話題の内容を理解するために重要な絵が目立っている」に反している

例である。ケーブルカーの写真よりも、その下の模式図の方が重要であるにもかかわら

ず、模式図が写真に比べて小さすぎる。また、その下に描かれている意味のない挿絵が並

列的に配置してあるのも読み手に混乱を生む可能性がある。
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図4.11　原則F（重要な絵が目立っている）に反する説明図の例

　図4.12は原則G「図と本文が結びついている」に反している例である。本文中で地図を

必要とする箇所の近くに地図を配置すると、地図を見落とす可能性が少なくなるのではな

いだろうか。レイアウトを工夫するだけで内容の理解が容易になる。
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図4.12　原則G（図と本文が結びついている）に反する説明図の例

　図4.13は原則C「学習する内容がわかりやすく構成されている」に反している例であ

る。このページは絵が2ページにわたって配置してあり、絵の部分は左から右へ、それか

ら本文は日田狩りから右へ読み進むように構成されており、これまでの構成（1ページご

とに上から下へ）とは異なっているので読み手がとまどう可能性がある。
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図4.13　原則C（学習する内容がわかりやすく構成されている）に反する説明図の例

　図4.14は原則Gと原則I「重要な図を見落とす可能性がない」に反している例とその改善

案である。オリジナル版では、文中で「図1のように」と指示しているが、実際には文章

と図が空間的に離れていることが問題点である。そこで改善案（図4.15）では文章中に絵

を組み込むことで、読み進みながら絵を見ることができるようにした。
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図4.14　原則Gと原則I（重要な図を見落とす可能性がない）に反する説明図の例

図4.15　図4.14の改善案
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4.　考察

(1)　調査結果について

　学年、教科に共通して原則F、原則Gに反する説明図が多い。つまり、重要な絵が目

立っていなかったり、図と本文が隣り合っていない題材が多かった。低学年ほど図は重要

な役割をしていないせいか原理に反する図は少なかった。

　算数・数学については、原則Fに反する図が多い。必要のない絵や意味のない挿絵が目

立った。これはLevinの装飾機能、つまり題材に興味を持たせたり、親しみを増す効果を

果たしているとも思われるが、このような絵によってかえって重要な絵を見落としてしま

う可能性がないともいえない。

　国語については、原則Gに反する図が多かった。図と文の配置が適切でないことは、内

容を理解することが目的である場合に、理解を妨げる可能性がある。

　科学についても原則Gに反する図が多かった。科学は説明図を他の教科より多く使用す

るためか、説明図をまとめて一カ所に配置する傾向が目立った。

(2)　改善案について

　改善では、指示語をつけたり、図と文章を隣り合わせたり、必要でない図を省いたりす

るだけでずいぶん改善される。しかし、原則に沿うように改善すると、オリジナルのもの

より見た目のレイアウトが悪くなったり、ページ構成にあわなくなる場合も出てくるよう

だ。効果的な説明図を作るためには、学習内容の目的や図に期待する役割を明確にし、さ

らに本文中でのレイアウトのバランスを考えなければならない。

5.　調査２のまとめ

　日本の教科書の説明図を原則に基づいて検討した結果、その問題点は全体として次のよ

うな点に集約できる。

　1.　内容と深い関連のない挿絵が目立つ一方で、重要な説明図が簡略化されすぎていた

り、小さすぎる。

　2.　説明図のキャプションがまったくなかったりするなど、図の読みとりを動機づける

ようなキャプションの工夫が足りない。

　3.　図と本文との内容が自然に結びつくようなレイアウトの工夫が足りない。
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第３節　総合考察：日本の教科書における説明図の検討

　日本の小学校と中学校で使われている教科書における説明図について調べた２つの調査

について見てきた。

　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。

　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。
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第５章　マンガによる表現の効果と役割

　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。そうした

キャラクターが「吹き出し」で教科書の紙上でセリフを話しているのである。これは以前

では考えられなかった変化である。

　しかし、そうしたマンガの教科書における使い方は、相変わらず、効果的にデザインさ

れているとはいえない。つまり、マンガキャラクターを単に読者に親しみを感じさせると

いう効果をねらったものとしてしか利用していないのである。もちろんそれもマンガを使

う効果のひとつではあるけれども、それだけでは浅い。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１節　なぜマンガによる表現を取り上げるのか

　現在、日本では、マンガは子どもだけではなく、大人もまた共有する文化になりつつあ

る。娯楽を目的とするマンガの他に、学習を目的とするマンガ（学習マンガ）もあり、子

どもを対象とするものばかりでなく、大人向けの学習マンガも数多く出版されている。ま

た最近では、マンガを広報活動等に活用している省庁、自治体、企業が増えつつある（読

売新聞95.11.09（朝刊）、同95.11.12（朝刊）、吉弘（1993））。伝えたい内容や学習

する内容をマンガで表現することによって読み手に、わかりやすい、親しみ深い、面白い

などの印象を与え、それらによって内容の理解や記憶を深めようという意図において、マ

ンガという表現手段はますます利用される機会が増えていくだろう。

　教育心理学、認知心理学の分野では、文章理解や物語理解及び挿絵や説明図の効果に関
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する研究は数多くみられる。しかし、マンガは場面の説明を、言語ではなくコマの連続的

提示で行い、セリフがふきだしに入っている（所澤他、1985）ため、同じように絵と文

字を使った挿絵や説明図入りの文章とは異なるメディアと考えられる。そこで学習内容を

マンガで表現することが、学習者の理解にどのような効果を及ぼすのかを調べる必要があ

る。しかし、「マンガ」という独特のメディアの研究、つまりマンガの読み理解に関する

研究はまだ少ないのが現状である。

　これまでのマンガに関する研究には、マンガ雑誌の読み傾向の調査（磯貝・福富

（1977）、関根（1990））、マンガを読む子どもと読まない子どもとの生活態度の比較

（Wallbrown et al.（1982）、中澤（1994a））、マンガから受ける印象（磯貝・福富

（1977）、大城・福原（1990）、宮本（1994）、宮本（1990））、マンガ読みの熟達

度がマンガの読解に及ぼす影響（斉藤・上條（1983）、村田（1995））、マンガを読み

取るための技能（中澤・中澤（1993a）、中澤・中澤（1993b）、中澤（1994b））など

がある。

　その中でも、マンガを教材として使ったときの効果について焦点をあてた研究として次

のようなものが挙げられる。

　Sewell & Moore（1980）は大学生を対象に図書館の利用を説明した内容について、印

刷メディアと視聴覚メディアによるマンガの提示の効果の違いについて調べた。その結

果、理解テストでは効果はみられなかったが、教材への評価では、マンガの提示の効果が

高いことが明らかになった。

　村田（1993）は大学生を対象に不動産屋の選び方を説明した内容について、本質的な

部分（主題に深く関連する各項目）の絵を含むマンガ、非本質的な部分（状況設定を表し

た絵）のみを含むマンガ、文章を比較し、マンガの効果を検討した。その結果、マンガ条

件は本質的な部分と非本質的な部分の両方をともなっているため3条件の中で最も理解が

促進された。

　向後（1993）は大学生を対象に、学習マンガを学習目的に読む場合と学習目的を意識

しないで自由に読む場合とで、理解や記憶に違いが見られるかを検討した。その結果、学

習マンガを学習目的で読む場合も、自由に読む場合でも学習内容の記憶成績に差はなかっ

たが、主観的な理解度の評定はマンガの方が高いことが明らかになった。
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　中澤・望月（1995）は小学校5年生を対象に分数の計算を説明した学習マンガ、マンガ

を小説化したもの、教科書的な説明文の3つの教材の効果を比較し、さらに、それらにマ

ンガ読解力がどのように影響するのかを検討した。その結果、学習効果は説明文が最も高

く、次いでマンガ、小説の順であったが、教材としての興味はマンガがもっとも高かっ

た。また、マンガ読解力の高い者は低い者に比べてマンガ教材の学習効果が高いことが明

らかになった。

　だが、これまでのマンガの読み理解に関する研究には、次のような問題点が挙げられ

る。

（1）マンガと文章の比較から「マンガは理解や記憶を促進する」というマンガの効果が

論じられているが、まだ一定の見解は得られていない。また、もしマンガが理解を促進す

るのであれば、その理解の深さについても明らかにする必要がある。

（2）実験において対照群の材料として設定される文章は、マンガのセリフをそのまま脚

本形式に直したものが使われることが多くみられたが、なじみの点で脚本形式よりむしろ

説明文と比較する必要がある。

（3）マンガの中で、学習者に獲得させたい知識を表現した「学習内容部分」と、それ以

外の「ストーリー部分」を可能であれば分離し、それぞれの部分が理解や記憶に及ぼす効

果を明らかにする必要がある。

（4）同じ内容をマンガあるいは文章で提示した場合、マンガや文章が読み手に与える重

要度（内容を理解する上で重要だと思う程度）は一致するのか否か。つまり、マンガの読

み手はどのような箇所を重要だと思うのかを明らかにする必要がある。

　以上の問題点について明らかにするために、次の二つの実験を行った。

　第1実験では、学習内容部分をマンガで提示する群と文章で提示する群を比較し、さら

に、ストーリー部分を含む全体を提示する群（全体群）とストーリー部分を除く学習内容

部分だけを提示する群（内容群）を比較した。つまり、表現方法（マンガか文章か）×提

示部分（全体か内容のみか）の2要因計画とした。

　ここで各要因が理解の深さにどのように効いているのかを検討するために、解答に必要

とされる理解の度合いが異なるようなテストをいくつか用意した。テストを作成する際

に、Armbruster & Ostertag（1993）の質問の分類を用いた（表5.1）。
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　この中から、次の３つの質問タイプを用いた。

　（タイプ1）推論を必要としない質問

　（タイプ2）いくらかの推論を必要とする質問

　（タイプ3）新しい事態への知識の適用を必要とする質問

　次に、これらの理解の度合いが異なる3種類のテストを用意し、各条件がどれくらい深

い理解まで促進するのかを検討した。さらに、直後と時間経過による記憶保持の変化をみ

るために、遅延テストとして一週間後に再度テストを実施した。

　また、第2実験では、第1実験とは独立に、マンガのコマ、セリフ、文章の重要度（内容

を理解する上で重要だと思われる程度）を評定してもらい、読み手が評価する重要度の認

識関係や重要だと評価する部分を明らかにする。

　これらの実験について立てられた仮説は次のとおりである。

（仮説1）学習マンガの利点のひとつとして、マンガには抽象的な言葉によるイメージ形

成を省略し、視覚的に既成のイメージを提供するため、読み手に精神的な労力を軽減でき

る、と阪本（1964）は述べている。そこで同じ内容をマンガと文章で提示した場合、マ

ンガは理解や記憶を促進し、さらに深い理解まで促進するだろう。

（仮説2）また、ストーリー部分を含むことで、物語の状況設定が明確になるだろう。そ

こで、ストーリー部分を含む全体を提示した方が学習内容部分だけの提示よりも理解や記

憶も促進し、さらに深い理解まで促進するだろう。

（仮説3）マンガは、話者が誰であるのか読んですぐに判別できるため、マンガの読み手

は文章の読み手よりも重要な部分とそうでない部分が判別しやすいだろう。

（仮説4）さらに、おもしろさや親しみを与える役割を果たすギャグや意味のない部分
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は、読み手が理解する上で不要なものと評価するため重要度は低くなるだろう。

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）

1.　目的

　第1実験は、次の仮説1、2を調べることを目的とした。

（仮説1）学習マンガの利点のひとつとして、マンガには抽象的な言葉によるイメージ形

成を省略し、視覚的に既成のイメージを提供するため、読み手に精神的な労力を軽減でき

る、と阪本（1964）は述べている。そこで同じ内容をマンガと文章で提示した場合、マ

ンガは理解や記憶を促進し、さらに深い理解まで促進するだろう。

（仮説2）また、ストーリー部分を含むことで、物語の状況設定が明確になるだろう。そ

こで、ストーリー部分を含む全体を提示した方が学習内容部分だけの提示よりも理解や記

憶も促進し、さらに深い理解まで促進するだろう。

2.　方法

(1)　実験計画

　表現方法条件（マンガ・文章）×提示部分条件（全体・内容）の2要因計画であった。

(2)　被験者

　大学生（教育学部生）1、2年生97名を被験者とした。実験は3つの講義クラスで行わ

れ、各クラスの被験者はランダムに4つの条件に割りあてられた。各条件の割りあて人数

については後述する。

(3)　材料

　学習マンガ　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）を用いた。このマンガは酸性食品やアルカリ性食品

に対して一般的に持たれる認識の誤りを指摘し、酸性食品やアルカリ性食品にこだわるこ

との無意味さをテーマとしている。マンガ『美味しんぼ』は、一般的には学習マンガとは

呼ばれていない。しかし「アルカリ性食品の真実」に関しては、学習者に獲得させたい知

識とストーリーの両方を合わせ持っているため、学習マンガとして扱った。
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　「アルカリ性食品の真実」は阪本（1964）の学習マンガの分類から説明すれば、「展

示方式（または旅行記方式）」である。展示方式とは、別個のストーリーの中に科学知識

を織り込んでいく形式である。個々の素材の間にたがいの関連がないものでも、これを順

次に経験していく人物を登場させて、その人物の行動をストーリー化することにより連続

性を持たせる方法である。さらに『美味しんぼ』は大学生の男女問わず知名度、愛読度と

もに高いという調査結果もあり（関根、1990）、材料文「アルカリ性食品の真実」は被

験者の大学生が読んでも十分に楽しめ、かつ内容的な難易度も適切であると判断して材料

として使用した。

(4)　刺激

　図5.1のように「アルカリ性食品の真実」をストーリー部分（約16ページ）と学習内容

部分（約5ページ）に分けた。ストーリー部分1は学習内容部分までの導入、ストーリー部

分2は物語の終結部分（オチ）である。

FIG.1　材料文「アルカリ性食品の真実」の全体の流れ

ストーリー部分1
（マンガ）

学習内容部分
（マンガまたは説明文）

ストーリー部分2
（マンガ）

は
じ
ま
り

お
わ
り

　学習内容部分を説明文に直したものを作成し、次の4つの条件を設定した（カッコ内は

被験者の人数）。

（1）マンガ全体条件（24名）学習内容部分はマンガで提示。マンガによるストーリー部

分あり。

（2）マンガ内容条件（24名）学習内容部分はマンガで提示。マンガによるストーリー部

分なし。

（3）文章全体条件（26名）学習内容部分は文章で提示。マンガによるストーリー部分あ

り。
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（4）文章内容条件（23名）学習内容部分は文章で提示。マンガによるストーリー部分な

し。

　マンガ全体条件と文章全体条件ではそれぞれ12ページの冊子を、マンガ内容条件では4

ページ、文章内容条件では3ページの冊子（A4版）を作成した。

(5)　理解度テスト　

　質問の３分類に基づいて3種類のテストを作成した。テストは、学習内容部分のみから

出題された。

（1）テストA（タイプ1）推論を必要としない質問26題（穴埋めまたは選択式）。

（2）テストB（タイプ2）推論を必要とする質問4題（記述式）。

（3）テストC（タイプ3）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）。

　アンケート　アンケートとして、既有知識、理解度、関心度を自己評定してもらった。

(6)　手続き

　実験は各クラスごとに集団で行われた。まず、被験者に実験用冊子と教示用紙が配布さ

れ「これから、ある内容について書かれたものを読んでいただきます。読み終わったあと

に、その内容についてのテストをおこないます。読みながらメモをとったり、線をひいた

りしてはいけません」と教示された。各条件の読み時間はマンガ全体条件と文章全体条件

は12分、マンガ内容条件と文章内容条件は6分であった。この時間はあらかじめ、ほぼ全

員がじっくり読める時間として設定されていた。

　読解後、刺激は回収され、直後における理解度テストがテストA、B、Cの順で行われ

た。また各テスト、各設問の解答に対する確信度（自分の解答に対してどの程度自信があ

るか）もあわせて5段階で評定してもらった。その後アンケートとして内容に関する全体

的な理解度、関心度などを自己評定してもらった（5段階）。

　さらに7日後に遅延における理解度テストを実施した。その後再生テストとして、7日前

に読んだ内容でおぼえていることすべてを自由に記述してもらった。理解度テスト及び再

生テストは解答時間に制限はなく、自分のペースで解答してもらった。

3.　結果
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　表4.2に理解度テストにおける得点を、表4.3に理解度テストにおける確信度を示す。以

下に分散分析の結果を順に述べていく。なお分散分析の計算にはSuper ANOVA（Abacus 

Concept Inc.）を用いた。有意水準は特に断らない限り5%とした。

(1)　テストA

　テストAでは「推論を必要としない質問」が出題された。各設問完全正答2点、一部正

答1点、それ以外0点と採点し、その合計をテストAの得点とした。表現方法条件×提示部

分条件の2要因の繰り返しのある分散分析の結果、表現方法および提示部分による主効果

は有意でなかったが、表現方法条件と時間経過との間に交互作用がみられた（F(1,93)

=4.77; p<.05）（図5.2）。
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FIG.2　テストAの平均得点
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マンガ内容

文章全体

文章内容

　また被験者毎の平均確信度をテストAの確信度とした。表現方法条件×提示部分条件の2

要因の繰り返しのある分散分析の結果、表現方法および提示部分による主効果は有意でな

かったが、表現方法条件と時間経過との間に交互作用がみられた（F(1,93)=4.67; p<.

05）。

(3)　テストB

　テストBでは「推論を必要とする質問」が出題された。各設問の正答に必要とされるア

イデアユニットのキーワードの有無をチェックし、必要なキーワードを完全に満たせば2

点、一部満たせば1点、それ以外0点と採点し、その合計をテストBの得点とした。表現方

法条件×提示部分条件の2要因の繰り返しのある分散分析の結果、表現方法および提示部

分による主効果は有意でなかったが、表現方法条件と時間経過との間に交互作用がみられ

る傾向があった（F(1,93)=3.62; p=.06）（図5.3）。
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FIG.3　テストBの平均得点
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　テストBの確信度については、表現方法条件×提示部分条件の2要因の繰り返しのある分

散分析の結果、表現方法および提示部分による主効果は有意でなかったが、1%有意水準

で表現方法条件と時間経過との間に交互作用がみられた（F(1,93)=7.73; p<.01）。

(4)　テストC

　テストCでは「新しい事態への知識の適用を必要とする質問」が出題された。各設問、

内容的に正しいアイデアユニットだけの数を数え、その個数の合計をテストCの得点とし

た。アイデアユニットの判定は公平さを保つため筆者二人で行い、不一致箇所は協議に

よって解決した。表現方法条件×提示部分条件の2要因の繰り返しのある分散分析の結果、

表現方法による主効果及び表現方法条件と時間経過との間に交互作用はみられなかった

が、提示部分による主効果が有意であった（F(1,93)=5.95; p<.05）（図5.4）。
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FIG.4　テストCの平均得点
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　テストCの確信度については、表現方法条件×提示部分条件の2要因の繰り返しのある分

散分析の結果、表現方法および提示部分による主効果は有意でなかったが、表現方法条件

と時間経過との間に交互作用がみられた（F(1,93)=5.95; p<.05）。

(5)　再生テスト

　遅延テストの後、再生テストとしておぼえている内容をすべて自由に記述してもらっ

た。そのうち内容的に正しいアイデアユニットのみを数えた。アイデアユニットの判定は

公平さを保つために筆者二人で行い、不一致箇所は協議によって解決した。

　平均アイデアユニット数は、マンガ全体条件で5.8(SD=2.27)、マンガ内容条件で6.0

(SD=2.69)、文章全体条件で6.4(SD=3.40)、文章内容条件で6.5(SD=2.83)であった。アイ

デアユニット数について、表現方法条件×提示部分条件の2要因分散分析の結果、条件の主

効果及び交互作用ともになかった。そこで、学習内容部分で述べられていたアイデアユ

ニットについて分析したところ、マンガ全体条件で4.1(SD=3.32)、マンガ内容条件で5.5

(SD=2.84)、文章全体条件で4.2(SD=3.46)、文章内容条件で6.5(SD=2.84)であった。表現

方法条件×提示部分条件の2要因分散分析の結果、表現方法による主効果及び交互作用は
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なかったが、1%有意水準で提示部分による主効果（F(1,93)=8.40; p<.01）があった。す

なわち、学習内容部分だけを提示した方が学習内容部分に関するアイデアユニット数が多

くなる。

(6)　既有知識

　内容についてどれくらい知識を持っていたかを調べるために「あなたはアルカリ性食品

や酸性食品というものがあることを知っていましたか？」と質問したところ、マンガ全体

条件で3.0(SD=1.30)、マンガ内容条件で3.6(SD=1.21)、文章全体条件で3.2(SD=1.02)、

文章内容条件で3.0(SD=1.17)であった。2要因分散分析の結果、条件の主効果及び交互作

用ともになかった。すなわち、既有知識の差は条件間ではなかったと言える。

(7)　理解度

　内容についてどれくらい理解できたかを調べるために「あなたは、このテーマ（酸性食

品やアルカリ性食品）について理解できましたか？」と質問したところ、マンガ全体条件

で3.5(SD=.98)、マンガ内容条件で3.4(SD=1.14)、文章全体条件で3.5(SD=.95)、文章内

容条件で3.4(SD=.94)であった。2要因分散分析の結果、条件の主効果及び交互作用ともに

なかった。

(8)　関心度

　内容についてどれくらい関心を持てたと思うかを調べるために「あなたは、このテーマ

についてどれくらい関心を持ちましたか？」と質問したところ、マンガ全体条件で3.2

(SD=.93)、マンガ内容条件で2.7(SD=1.20)、文章全体条件で3.2(SD=1.20)、文章内容条

件で2.8(SD=1.11)であった。2要因分散分析の結果、表現方法条件の主効果及び交互作用

はなかったが、提示部分条件の主効果が有意であった（F(1,93)=3.98; p<.05）。

4.　考察

(1)　理解度テストの得点

　テストA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」の解答に必要と

される学習内容の一週間程度の記憶保持に有効だと言える。「推論を必要としない質問」

は学習した通りに本文中の情報を再生または再認する課題である。こうした課題について
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はマンガによる学習内容部分の提示は、時間の経過に対してよりよい記憶保持を示した。

　テストBの結果から、マンガによる提示は「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。「推論を必要とする質問」は単なる学

習した内容の再生や再認ではなく、本文中の複数のパラグラフやセンテンスをとおして再

体制化したり説明する課題であった。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

況が把握しやすいという利点も挙げられよう。その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。一方、文章による提示は内容状況の組み立てを読み手自身

で行わなければならないという負担がある。

　テストCの結果はテストA、B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。「新しい事態への知識の適用を必要とする質問」は本文で与えられた知識やこれまで

の知識から新しい知識に応用する質問であった。これは本文中の情報を情報通りに再生や

再認するような質問や、本文中の特定の部分を説明する質問とは違い、学習内容部分を通

して説明する質問であった。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。さらに文脈的な

連続性が不自然ではないことも、理解や記憶を促進すると考えられる。また、本研究にお

けるストーリー部分とはマンガによる提示であったが、マンガによる効果も大きく含まれ

ていると推測される。

(2)　確信度について

　テストA、Bの確信度についてはそのままテスト得点と対応する結果を示した。しかし、

テストCの確信度については表現方法条件と時間経過との間に交互作用がみられた。すな

わち、マンガによる提示は「新しい事態への知識の適用を必要とする質問」の解答に対す

る確信度を一週間程度保持すると言える。この結果から、確信度はテストの解答に対する
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主観的評価を忠実に反映しているとは言えない。なぜなら、学習内容部分をマンガで提示

すると確信度は一週間後も高いが、それにもかかわらず理解度テストの成績は落ちるから

である。

　マンガによる提示が解答に対する主観的評価の高い理由として考えられることは、まず

マンガは読み手にわかりやすい、イメージしやすいなどという印象を与え、それが確信度

の評定に影響を及ぼす。さらに時間が経過してもマンガは記憶に残りやすいため、解答に

対する自信が高くなるのではないかと推測される。

(3)　アイデアユニットの数

　再生テストについては、学習内容部分だけを提示する方が学習内容部分に関するアイデ

アユニット数が多く再生された。また、テストCは学習内容部分の全体を通して説明する

質問であったため、テストCと再生テストは出題形式は異なるが解答に求められていた内

容は共通していた。ところが、遅延におけるテストCのアイデアユニット数は、ストー

リーを含めて提示する方がアイデアユニット数が多かった。

　これは、覚えている内容をそのまま記述する再生テストと、テストCのように質問内容

にあわせて覚えている内容を記述するテストの間には違いがあるためと考えられる。再生

テストでは内容を新しい知識に加工せず、そのまま再生しているので、提示される内容が

物理的に少ない学習内容部分のみを提示した方が有利になるが、テストCの解答には学習

内容部分だけを提示しても深い理解まで達することが難しくなると考えられる。

(4)　関心度

　アンケートについては、理解度では有意な差がなかったが、関心度は提示部分条件の主

効果があり、全体を提示することが学習内容部分だけを提示するよりも読み手の関心を高

める効果があると言えた。ストーリー部分を提示しないことは学習内容に至るまでのス

トーリーの流れや面白さが省かれ、また何が問題提起されているのかが分かりにくいため

内容に対する関心度が低くなり、それが関心度の評価の差としてあらわれるのだろう。そ

してストーリー部分をマンガで提示したことで、一段と関心度が高まったと言えよう。

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）

49



1.　目的

　第2実験は、次の仮説3、4を調べることを目的とする。

（仮説3）マンガは、話者が誰であるのか読んですぐに判別できるため、マンガの読み手

は文章の読み手よりも重要な部分とそうでない部分が判別しやすいだろう。

（仮説4）さらに、おもしろさや親しみを与える役割を果たすギャグや意味のない部分

は、読み手が理解する上で不要なものと評価するため重要度は低くなるだろう。

2.　方法

(1)　被験者

　大学生（教育学部生）2、3年生40名を被験者とした。実験は2つの講義クラスで行わ

れ、各クラスの被験者はランダムに3つの条件に割りあてられた。被験者は、第1実験と一

部重複していた。

(2)　材料

　第1実験と同じく、『美味しんぼ』より「アルカリ性食品の真実」。3つの条件（1）コ

マ条件（12名）（2）セリフ条件（15名）（3）文章条件（13名）を設定した（カッコ内

は被験者数）。コマ条件とセリフ条件は第1実験で使われた「マンガ内容条件」、文章条

件は「文章内容条件」の各単位の重要度を評定してもらった。各条件の評定の単位は、コ

マ条件は各コマ、セリフ条件と文章条件は各アイデアユニットとした。各条件、各単位に

番号がついた冊子（A4版）を作成した。

(3)　手続き

　実験は各クラスごとに集団で行われた。重要度を評定する前に評定するものをあらかじ

め読んでもらうために、コマ条件とセリフ条件の被験者には第1実験で用いた「マンガ内

容条件」の実験用冊子を、文章条件の被験者には「文章内容条件」の実験用冊子を教示用

紙とあわせて配布し、次のように教示した。「これから、ある内容について書かれたもの

を読んでいただき、読み終わったあとに、その内容についての重要度を評価していただき

ます」と教示された。

　読解後、各単位に番号がついた実験用冊子と解答用紙が配布され、番号がついている各
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単位の重要度（内容を理解する上で重要だと思われる程度）を5段階で評定してもらっ

た。解答時間に制限はなく、自分のペースでじっくり考えながら答えてもらった。

3.　結果

　セリフ条件と文章条件に共通な49のアイデアユニットの重要度については、セリフ条件

で3.7(SD=.27)、文章条件で3.4(SD=.34)であった。t検定の結果、両群の間に有意な差が

みられた。

　対応するアイデアユニットを個別に調べていくと、49のアイデアユニットのうち14のア

イデアユニットで有意な差が見られ、そのうち1つを除いて、セリフ条件の重要度が高く

評定された。さらに話者別のアイデアユニットの重要度を調べたところ、話者が医師であ

るアイデアユニットの重要度は、セリフ条件で3.6(SD=.33)、文章条件で3.3(SD=.37)で

あった。t検定の結果、医師のアイデアユニットのみで有意な差がみられた（t(26)=2.16; 

p<.05）。

　文章条件で使われた部分と使われていない部分の重要度の評定値に差がみられるかを調

べた。使われていない部分とは、ギャグや意味のないコマ及びセリフを意味する。セリフ

65単位のうち文章条件で使われたセリフは49単位、使われていないセリフは16単位で

あった。また、コマ31単位のうち文章条件で使われたコマは18単位、使われていないコ

マは13単位であった。

　文章条件に使われたセリフは3.7(SD=.74)、使われていないセリフは2.4(SD=.53)であっ

た。t検定の結果、1%有意水準で有意な差がみられた（t(63)=7.41; p<.0001）。また、文

章条件に使われたコマは3.7(SD=.52)、使われていないセリフは2.4(SD=.24)であった。t

検定の結果、1%有意水準で有意な差がみられた（t(26)=7.43; p<.0001）。

　次に、セリフ条件と文章条件に共通な49のアイデアユニットの各単位の平均重要度を重

要度評定値とした。再生テストで再生されたアイデアユニットのうち、そのアイデアユ

ニットが再生されていれば、その重要度評定値を加算した。再生テストの平均得点は、マ

ンガ全体条件で18.0(SD=17.66)、マンガ内容条件で24.5(SD=15.05)、文章全体条件で

19.5(SD=18.16)、文章内容条件で25.2(SD=15.22)であった。平均得点について、表現方

法条件×提示部分条件の2要因分散分析の結果、表現方法条件の主効果及び交互作用はな

かったが、提示部分条件の主効果は有意な傾向がみられた（F(1,93)=3.26; p=.074）。
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4.　考察

　学習内容部分において、話者が医師であるアイデアユニットは多い。しかし、有意な差

がみられたアイデアユニットのうち半数以上が医師であるのは、マンガの読み手は絵画的

情報とマンガ特有のふきだしのセリフ（言語的情報）から、その話者が誰であるのかを判

別できるため、その重要性を認識しやすくなると考えられる。さらに話者別の重要度につ

いて、医師のアイデアユニットのみセリフ条件が文章条件よりも有意に高く評定されてい

る。この点から、マンガの読み手からは誰が話しているセリフなのかが一目でわかり、ま

た、状況把握が容易なため重要な内容を話している話者とそうでない話者を区別しながら

読み進めることができると推測される。この学習内容部分では医師が主人公たちに酸性食

品やアルカリ性食品について詳しく述べている場面が多い。マンガの読み手は、医師が重

要なことを話している人物であるとその状況から認識できるが、文章の読み手は誰が話者

であるのか特定できないし、内容状況の設定も自分で組み立てなければいけないのでわか

りにくい。それが、セリフ条件は文章条件よりも重要度は高く、医師のアイデアユニット

においてもセリフ条件の重要度が高く評定された原因だろう。以上のことから、マンガの

読み手は文章の読み手よりも、重要な部分とそうでない登場人物が認識しやすいため、マ

ンガは内容を理解するうえで重要だと思われる内容の見落としが少なくなり、結果として

内容の理解や記憶の促進につながると考えられる。

　文章条件に使われた部分と文章条件に使われていない部分（たとえば、ギャグや意味の

ないセリフ・コマ）の重要度については、文章条件に使われた部分が有意に高く評定され

ていた。つまり、マンガの読み手は、ギャグや意味のない部分を不要な部分として省きな

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

分の多用は好ましいとは言えないが、マンガの読み手は、ギャグや意味のない部分は内容

を理解する上で重要な部分でないとして読み進めている。マンガは不要な部分によって情

報量が多くなるが、その余分に与えられた情報がかえって重要な部分を目立たせることに

なり、内容の理解や記憶につながるのではないかと考えられる。

　また、重要度評定値を加味した再生テストの平均得点についての結果は、再生テストに

おける学習内容部分に関するアイデアユニット数と同じ傾向になっているが、有意な傾向

ありにとどまり、その差は小さくなっている。つまり全体を提示した方が、重要度が高い
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と思われるアイデアユニットを多く再生するのではないかと推測される。ストーリー部分

を提示することは、内容状況の具体性や現実性が増し課題設定がはっきりするために、学

習内容部分の重要な部分が見つけやすくなると考えられる。

第４節　総合考察と教材開発に示唆するもの

1.　実験１と実験２の総合考察

　浅い理解からやや深い理解を必要とする質問では、マンガによる提示は学習内容の一週

間程度の記憶保持に有効であったが、表現方法および提示部分による主効果はみられな

かった。その理由として、材料文が理解する内容そのものを説明図や挿絵として表現した

ものが少なく、登場人物の会話を中心としたストーリー主体のマンガであったことも影響

していると考えられる。一方、深い理解を必要とする質問では、ストーリー部分を含むこ

とが、理解と記憶を促進することが明らかになった。ストーリー部分がマンガで表現され

ていたという効果と同時に、ストーリー部分によって読み手の注意や興味や関心を高めた

ことや、文脈の連続性が損なわれていなかったことが深い理解や記憶を促進したのではな

いかと考えられる。

　村田（1993）は、効果的な学習マンガとは、本質的な部分を要約的に描き表した絵を

含むことと、学習の構えを作るような状況を設定することを兼ね備えたものである、と述

べている。ストーリー部分を含むことで、学習者に学習の構えを作る役割を果たしたので

はないかと考えられる。

　またマンガによる提示は理解の深さを問わず、解答に対する確信度を一週間程度保持す

ることが明らかになった。自分の理解についての主観的評価では、マンガによる提示は記

憶に残りやすいと感じられたようだ。向後（1993）は、マンガの効果について、マンガに

対する抵抗のなさによって自分の理解度を高く評価するため、主観的な理解度の評定はマ

ンガの方が高い、と述べている。つまり、マンガの読み手に対して、わかりやすい、親し

み深い、面白いという印象が、文章のみ提示とは異なりイメージしやすい印象を与え、そ

れが、自分の理解に対する主観的評価に強く働くのだろう。

　また、ストーリー部分を含む全体を提示した方が関心度が高まることが明らかになっ

た。村田（1993）は、状況設定などの周辺部分をマンガで表すことの効果は、学習の構え
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を作るということに加えて楽しさという要因もあり、マンガの持つ楽しさが深い理解への

契機として利用され、知識内容にアクセスしようという動機づけとなっていると推測され

る、と述べている。また、中澤・望月（1995）は、マンガは教材として新奇で親しみが持

て、勉強をあまり意識させない、と述べている。つまり、ストーリー部分という周辺部分

をマンガで与えることが、読む楽しさにつながり、その楽しさが学習への動機づけとな

り、関心度が高まるのではないか、そして、新奇性による効果によってさらに学習意欲が

高まり、結果的に理解や記憶を深めたと考えられる。

　第2実験から明らかになったことは、マンガは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

だ。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。

　最後に、本研究で明らかになったことを整理したものを図5.5に示した。
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FIG.5

マンガによる情報提示における理解の深さと

その客観的・主観的評価との関係
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2.　マンガによる表現に関する知見が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
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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。

　認知心理学は、人は物語の形式に注意が引きつけられることを指摘してきた。認知処理

のモジュール性を認めるとすれば、物語スキーマと呼べるものもモジュール化されている

ことが考えられる。それにより、物語形式のディスコースが、注意や興味を引き、理解し

やすいものとして優先的に受け入れられる。これは、説明形式の教育的なディスコース

（先生の授業や、教科書の文章）が、そのままでは興味を引きにくく、理解もされにくい

のと対照的である。

　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。

　もちろんマンガ表現を導入することによる短所もある。ひとつは、転移の問題である。

つまり、マンガ表現はそれが注意を引きつける結果として、非常に印象が強く残る。その

ことによって学習内容が、一般的なことを問題にしているにもかかわらず、マンガ表現に

よって限定された状況の中だけにとどまってしまう危険性もある。つまり、学習内容が一

般的な形として転移しない危険性である。このことを避けるためには、学習内容の習得の

後に、転移を促すような、別の状況への学習内容の適用や、一般的な形でのテストなどを

設けることが必要になってくるだろう。

　マンガ表現の短所をもう一つあげるとすれば、それが物理的なスペースを占めるという

ことである。同じ内容を文章とマンガで表現したとすれば、マンガは文章の10倍以上のス
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ペースを占めることになるだろう。教科書をマンガ化するとすれば、10倍以上の厚さにな

ることを覚悟しなくてはならない。しかし、これはあくまでも現行の紙ベースでの問題で

あり、デジタル化された媒体ではそれほどの問題にはならないと考えられる。たとえば、

Webベースでの教材や、CD-ROM化された教材ではスペースの問題はもはや解決ずみのこ

とになる。

　まとめてみると、マンガ表現を教材に導入することは、学習者の注意と興味を引きつ

け、学習内容に導入することができるという点で、効果があると考えられる。ただし、そ

のことによって学習内容の転移が制限される可能性もあるので、別の状況への適応や応用

的な課題を課すなどの処方が必要だろう。
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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。

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）

1.　問題

 　教育現場では、今日広くメディアを用いた学習を行っている。これは、以前とは異なる

学習形態をとるということにより、新たな学びの方向を示すという点で、非常に興味深

い。

　しかし、新しいメディアを用いることにより、学習者がメディアの「新奇性」という外

発的な動機づけによる学習ではなく、主体的な学習が行われているか、また、それをどう

今後育成していくか、現在問題となっている。

　「子供の主体性や自ら学ぶ意欲と能力の育成という観点からは、新奇性のみ焦点をあて
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ることは不十分」（鈴木、1995）であり、新奇性以外の「自ら学ぶ意欲と能力の育成」

に有効な要因が現在必要とされている。

　同時に文部省の指導により、初等・中等教育の現場において「関心・意欲・態度」とい

う評価の難しい指標が、「知識・判断」、「技能」といった評価のしやすい指標に代わ

り、重視されるようになってきている。

　このようにして、「関心・意欲・態度」と言う指標を重視して、授業設計を教師が行う

わけであるが、この指標は「知識・判断」、「技能」といった指標に比べ、どの程度達成

されているか評価することが非常に困難である。後者の場合、例を挙げれば、学力テスト

を行い、点数を出すことでどの程度達成されたかが、比較的容易にわかる。しかし、後者

の場合、数値化が困難であり、評価結果を用いて再度授業設計をたてるという作業が体系

的に整っているとはいえない。

　Kellerは「授業や教材を魅力あるものにするためのアイディアを整理する仕組み」（鈴

木、1994）としてARCS動機づけモデルを提唱した。Kellerは、学習に対する動機づけの

研究・実践報告から得られた成果より、実際の授業や教材開発において学習意欲を高める

ために有効な手段を整理し、どのような意味で学習意欲を高めたのかという点を再度見直

した。

　すなわち、ARCS動機づけモデルとは、「学習者のプロフィールや学習課題、あるいは

学習環境の特質に応じた意欲喚起の方略をシステム的に取捨選択して授業や教材に組み入

れていこうとするもの」（鈴木、1995）であり、「これまでの膨大な動機づけに関する心

理学的研究や実践からの知見を統合した実践者向けモデルであり、メディア開発・評価」

（鈴木、1995）も可能なモデルである。また、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つの側

面でとらえている。

　したがって、ARCS動機づけモデルは教材や授業が学習者に与える意欲・態度を測定す

る指標となりうることが考えられる。ここで、ARCS動機づけモデルは、従来からの研究

成果をケラーが独自にまとめ、カテゴリー化したものであり、そのカテゴリー間はたがい

に独立しているという仮説を立てた。

　　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
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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。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、酒井(1994)を除いてほとんどない（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、その仮説を検証するため、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。

2.　方法

(1)　被験者

　富山大学教育学部情報教育課程１・２年生、のべ１１４名が、授業の一環として、被験

者として参加した。

(2)　材料

　教材の条件は、学習内容がスタック教材を一度行うことで完結し、１時間以内で学習で

きるものであること、また、学習者が完全に一人で学習できるものであること、ただし、

マウスの使い方などのパソコンの基本を知っている人を対象に制作する、とした。

　スタック設計・開発の手順としては、以下のように行った。(1)学習内容の明確化：ス

タックを実際に行う人はどのような人か、何を学んで教材を終えるのかといった学習の入

口と出口を意識する。教材を作る前にテストを作ることにより学習目標を明確にする。(2)

課題分析：教えたい内容を細かく分析し、何をどのように整理して教えればよいかを検討

する。(3)指導方略：課題を分析して、その一つ一つをどのような作戦でクリアさせるかを

考える。(4)教材開発：計画をもとにして、実際に教材を作る。１回で完成を目指すのでは

なく、制作者同士で教材を使い、不足しているものを見つけだしながら、徐々に完成度を

高める。(5)形成的評価と改善：スタックがどの程度学習を支援できているのかを、実際に

使ってもらうことで確かめる。スタックのタイトルは、表6.1のとおりである。
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表6.1　作成されたスタック教材のタイトル

　教材作成者によって教材とともに作られた事前・事後テストは、以下の役割を果たし得

る。

　事前テストは、被験者に対してどのような事柄を教材で学習するのか、また、自分はど

の点について今回学習すべきか、という注意を引きつけることができる。

　事後テストは、被験者に対して学習効果を再現させ、採点したものを学習者に提示する

ことにより、誤りや正解を、またどの程度この学習内容を理解したかということを知ら

せ、学習した事柄に対する学習者の強化を促す。

　この事前・事後テストにより、評価シートから得られるデータの信頼性も上がると予測

する。

　評価シートは、ARCSの４つのカテゴリーそれぞれに当てはまると考えられる、カテゴ

リー毎４から５個の形容詞をその反対の意味を持つ形容詞と対にして、評価シートに配置
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した。「Ａ」のカテゴリーに含まれると考えた質問項目には、それぞれ「Ａ-１」、「Ａ

-２」。。。のように名前をつけ、その他のカテゴリーに関しても、同様な方法で質問項

目に名前をつけた。

　また、今回４つのカテゴリーのどれに当てはめるべきか、解析結果より判断する必要が

あると考えられる形容詞同士の対を６個作り、それも評価シートに配置した。これらに

は、「Ｚ-１」、「Ｚ-２」。。。と名前をつけた。

(3)　手続き

　被験者は、まずスタック教材の内容をもとにした「事前テスト」を行った。事前テスト

はその場で採点を行い、その結果を被験者に知らせた。つぎに、被験者にスタック教材を

実際に行ってもらった。その後、「事前テスト」と同一の内容である「事後テスト」を

行った。その場で採点を行い、その結果を被験者に知らせた。最後に、教材評価シートに

教材の評価を記入してもらい終了した。所要時間は、約３０分から６０分であった。

3.　結果

(1)　解析手法

　因子の抽出法は主因子法を採用した。因子数については、因子に対する各変数の関連の

強さを表す、因子負荷量の平方和（固有値）が１以下の場合に、新しい因子の抽出を打ち

切ることとし、６因子とした（表6.2）。また、仮説より、異なる共通因子は独立する、

と仮定した。共通因子軸はバリマックス法により設定した。

表6.2　因子分析の固有値
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(2)　第１段階の結果

　表6.3を検討すると、因子1は「注意」の項目4つを含んでいる。因子2は「満足感」の項

目3つを含んでいる。因子3は「わかりやすさ」の次元としてまとめられる。因子4は「自

信」の項目2つを含んでいる。因子5は「関連性」の項目2つを含んでいる。因子6は「評

価が公平」の項目が突出している。

表6.3　斜交解構造行列（第１段階）

　ここで、さらに項目を整理するために、特にARCSの項目ではない、Z-1からZ-6までの

項目を削除して、因子分析をおこなったところ、S-2「すなおに喜べる」とS-3「評価が公

平な」の項目において負荷が複数の次元にばらついた。そこでこの2項目をさらに削除し

て因子分析をしたところ次の結果を得た。

(3)　最終段階の結果

　表6.4に最終的な因子分析の構造行列を示した。項目の数は15である。固有値は最大の

5.399から4番目で1.146となり、因子数を4とした。

　因子1は、R-1からR-4の項目とS-4, S-5を含み「関連性」の次元と解釈できる（なおS-4

とS-5を削除した13項目での因子分析の結果でも、ほぼ同じ構造行列が得られた）。因子
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2は、C-3, C-4, S-1を含み、「自信」の次元と解釈できる。因子3は、A-1からA-4の項目

を含み、「注意」の次元と解釈できる。因子4は、C-1, C-2の項目を含み、ここでは「着

実性」の次元と名付けておく。

表6.4　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）

4.　考察

(1)　 第１段階の因子分析の結果から

　今回の実験では、第１段階では６個の因子が抽出され、ARCS動機づけモデルには学習

意欲を高める側面が４個存在するというケラーの説とは異なった結果となった。

　しかし、因子負荷量が２つ、あるいは３つの因子に対して、同程度の大きさを持つもの

が「Ｒ（関連性）」カテゴリーの学習意欲を高める側面に属すると考えた質問項目に多く

見られる。これらは、質問項目として設定した逆の意味を持つ形容詞の対が、正確に

「Ｒ」カテゴリーの学習意欲を高める側面に属するものではなかったと考えられる。

　これは、「Ｒ」カテゴリーの学習意欲を高める側面に属すると考えた質問項目が、同一

の因子によって集合を作らず、それぞれがばらばらに、今回の解析では違った集合に集

まっていることからも導き出される。

　違う側面で考えると、「Ｒ」カテゴリーは、もともと、他のカテゴリーに対して独立し

ておらず、「Ｒ」以外のカテゴリーにその側面が本来属していたという可能性も考えられ
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る。

　ここで、新たに「Ｒ」カテゴリーに属すると考えた形容詞の対を、再度、「Ｒ」カテゴ

リーの持つ学習意欲を高める側面に従い、再検討し、それにしたがった教材評価シートに

より、もう一度実験して検証する必要があると考えられる。

　同様に、本来、それぞれのカテゴリーにあたる因子に対して因子負荷量を多く持つ集合

に属するはずであるが、そこから外れて、他のカテゴリーに当たる因子を持つ集合に属す

る質問項目も数多く見られた。これらも、「Ｒ」カテゴリーに属すると考えた形容詞の対

と同様に、本来属するカテゴリーにあたる学習意欲を高める側面を、その形容詞の対が正

確に表現していなかった結果であると解釈することも可能である。

　これらの質問項目にあたる形容詞の対も、それぞれが属するカテゴリーの持つ学習意欲

を高める側面に従い、再検討し、それにしたがった教材評価シートにより、もう一度実験

して検証する必要があると考えられる。

(2)　抽出された因子の解釈

　６個の因子がこの実験により、抽出されたわけであるが、それぞれの因子は学習意欲を

高めるためのどの側面であるのか、各因子に属する質問項目から因子を解釈してみた。

　因子１はおもに、「Ａ」カテゴリーに属すると考えていた質問項目からなり、その点か

ら考えても「注意」という側面として捕らえても問題はないと思われる。

　同様に、「因子２」は「満足感」という側面であると考えられる。この因子に対しては

「自信がついた・自信がつかない」という質問項目が属し、これは「自信」の側面にあた

る「Ｒ」カテゴリーの代表的な項目である。このことより、満足感と自信とは互いに独立

しているのではなく、ある一定の関係をもつと考えられる。

　「因子３」に対しては、この因子に対して因子負荷量を持つ質問項目から、「着実性」

という側面であると考えられる。「Ｃ」カテゴリーに属すると考えられた質問が２項目属

しており、このカテゴリーは「自信」の側面を表すと予想されていたものだが、これら２

項目は「自信」という側面を表すというより「着実性」という側面を表していると考える

方が適当であると考えられる。

　「Ｒ」カテゴリーに属すると考えていた質問項目が、それぞれ違う因子に対して因子負

荷量を持ち、それぞれの因子に属することになった。よって、「因子４」に関しては、新
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たな学習意欲を高める側面を、この因子に対して因子負荷量を持つ質問項目から、推測す

る必要がある。「ゆとりのある」・「自発的な」・「自分でコントロールできる」という

質問項目から考えて、操作が学習者にゆだねらている、また操作が見え、それに対して

フィードバックがあるということを指していると考えられる。以上から、「自発性」とい

う側面としてとらえることが可能だと考える。

　５個めに抽出された因子に属する「Ｚ-５（具体的な）」「Ｚ-６（わかりやすい）」

という質問項目は、再度検討すると、「Ｒ」カテゴリーに分類される、学習意欲を高める

側面に属する質問項目であるともいえる。しかし、今回の実験では、新たな５個めの因子

として抽出された因子にそれらは属している。これらのことから、この因子は、２つの質

問項目が表している「具体的でわかりやすい」という「具体性」と呼べる新たな学習意欲

を高める側面が存在するとも考えられる。

　最後に抽出された因子は、「Ｓー３（評価が公平な）」のみが因子負荷量を持った。こ

のため、「Ｓー３」の質問項目のみが６個めの因子に分類された。この質問項目よりこの

因子は「評価の公平性」として、とらえることができる。

　以上をまとめると、この因子分析の結果からは、「注意」・「満足感」・「着実性」・

「自発性」・「具体性」・「評価の公平性」と呼ぶ、学習意欲を高める側面が確認された

といえる。

(3)　最終段階の因子分析の結果から

　次に、特にARCSの項目ではない、Z-1からZ-6までの項目を削除して、因子分析をおこ

なったところ、因子構造がかなり単純にまとまった。「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さそうだ。しかし、「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。その中で、C-1「目標がはっきりした」と

C-2「着実な」の2項目が固まったと見られる。しかし、これは「自信」の次元とはいいに

くい。最終的な評価シートを作るためのこのあとのステップとして、「自信」と「満足

感」についての項目を追加し、さらに因子分析によって再検討することになるだろう。

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）

1.　問題

66



　ARCS動機づけモデルは、J.M.Kellerがさまざまな動機づけ理論を統合し、提唱したモ

デルで、学習意欲を、注意(Attention)・関連性(Relevance)・自信(Confidence)・満足感

(Satisfaction)の4つの側面でとらえたものである（鈴木、1994）。鈴木（1995）はARCS

モデルの枠組みを利用して、授業や教材を魅力的にし、学習意欲を高めるためのさまざま

な作戦を具体的な処方として提示している(p.102)。これによって、たとえばARCSモデル

の「注意」の側面が不足していると感じられれば、気分転換になることを途中で入れた

り、「自信」の側面が不足していると感じられれば、中間目標をたくさん作り自分の進度

をチェックする、というように授業や教材を改善するために効果的な対策を取ることがで

きる。これがARCSモデルが実践に対して非常に有用である理由である。

　さて、ある授業、あるいは独習用教材、CAIコースウエアなどに対して、ARCSモデルか

ら見てどの側面が十分満足であり、どの側面が不十分かということを手軽に評価すること

ができれば、その後の処方が完備されているだけに非常に便利である。向後・杉本

（1996）は、ARCSモデルをもとにして評価シートを作成し、さまざまなCAI教材を対象

として評価データを収集し（n=114）、因子分析によって評価項目の妥当性を検討した。

その結果、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。

　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。同時に最終的な評価シートを提案するための手続きについて考

察する。

2.　方法

　ARCSモデルに基づく評価項目は 、表6.5に示すとおりである。これらの15項目のそれ

ぞれについて、「今回の授業を振り返ったとき、全体としてどちらの形容詞にどの程度か

たよった印象が残っているか」について5段階評定で回答を求めた。

　T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
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497件であった。

3.　結果

　因子分析の計算には、StatView J-4.5　(Abacus Concepts, Inc.)を使用した。初期解は

主因子法により求め、因子数はカーブ法により4つと決定し、バリマックス回転をした。

固有値は、大きいものから順に、6.66, 1.48, 0.99, 0.83 であった。

　直交解を表5.5に示した。ここで、A1からS5までつけられた記号は暫定的なものであ

る。因子1では、A1～A4, S5で負荷が高い。因子2では、C4, S1, S4で、因子3では、R4, 

C1, C2で、因子4ではR1～R3, C3で負荷が高い。さらに単純構造が明確になりやすい斜

交解を見ても、これと同じ構造であった。

表6.5　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）

4.　考察

　表6.5に示した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。しかしながら、これらの研究結果からARCS

モデルに基づいた評価シートを最終的に作成するためには次の二つの問題があると考えら

れる。それは、

　-　ワーディングと項目数の問題
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　-　理論とデータの整合性

である。これらについて以下に考察する。

　ワーディングと項目数の問題　因子分析の結果とARCSカテゴリーが大枠では一致した

ものの、一部の項目で入れ替わりがあったことの原因は、最初のワーディング（項目内容

の表現）の不備に求められる可能性がある。最初に項目を多めに用意しておき、現段階の

評価シートに至るまでにいくつかの項目を整理したが、最初の項目に入れるべき項目が足

りなかったということである。

　この問題に対処する方法は簡単で、もう一度最初の段階に戻って、項目の表現を考え、

十分漏れのないようなものを作成し、データ収集～因子分析という手順を踏めばよい。因

子の構造は、本研究を含め、かなり確定していると考えられるので、あとは手続きの問題

である。

　理論とデータの整合性　もう一つの問題は、もう少し深い方法論的な問題である。

ARCSモデルでは、A-R-C-Sの大きなカテゴリーの下に、より具体的なサブカテゴリーを

設けている（これがARCSの有用性を高めている）。一方、因子分析的研究の手続きによ

り、因子構造が確定し、用意した評価項目が分類されたときに、それがARCSのサブカテ

ゴリーレベルまでモデルに完全に一致することは考えにくい。特に、これまでの研究で

「評価が公平な」というような項目は独自の次元を作ることが示唆されている。こうした

ときに、理論（モデル）とデータの整合性をどこまで求めるかという問題である。言い換

えれば、「確認的因子分析」という研究方法の中で、どの詳細レベルまでの整合性を確認

すればよいのかという問題である。

　この問題に対して、今のところ完全な回答を持ってはいない。しかし、多少のくいちが

いはあれ、実証データと理論モデルとのすりあわせを行うことは理論モデルを強固なもの

とするためにも欠くことのできない手続きだと考える。
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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。
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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。

　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要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ている。

　日本の大学教育で革新的な改善がなされてこなかったことは不思議なことではない。大

学進学率が低い段階では、大学生の学力レベルが高く、ある程度そろっているために、一

斉授業の形式でも問題は発生しにくかった。しかし、「分数ができない大学生」（岡部

他, 1999）に象徴されるように、大学生の学力レベルの平均値が低下し、また学力の分散

が拡大し続けていることが問題となっている。学生の学力の分散が拡大する以上、一斉授

業形式では授業についていけない学生がでることは避けようがない。学力の違いにかかわ

らず、最終的に一定の基準を満たしたスキルと知識を身に付けてもらうためには、一斉授

業に代わるなんらかの授業システムを導入することが必要である。

　大人数の一斉授業では、一般的に次のような欠点がある（田中, 1989）。

　(1) 学習の受け身化　　講義が中心の授業では、教員が話し続け、学生がそれを聞き続

けるということになる。この形では、学生は受け身にならざるをえない。たとえ聞いてい
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る途中で疑問がわいたとしても、大人数の中ではなかなか質問をすることができない。

　(2) 処遇の不均衡　　授業を活性化したり、学生に参加意識を持たせるために、教員が

適当な学生をあてて、質問に答えるなどの活動を割り当てる場合がある。しかし、それに

しても、効果は限定的である。また、学生全員にそうすることは実際上不可能なので、処

遇が不均衡になるという欠点がある。

　(3) 他人による妨害　　大人数授業では、すでに問題になっているように、私語が起こ

りやすい。また携帯電話の呼び出し音など、さまざまな妨害がはいってくる確率が高い。

ひどい場合には授業そのものが成立しないこともある。これは、本当に授業を聞きたいと

思っている学生にとっては、大きな不利益である。

　(4) フィードバックの困難　　学生の理解度について一人一人にフィードバックすること

が困難である。小テストなどを毎回行うことで、ある程度のフィードバックは可能にな

る。しかし、この採点の労力は大きなものになる。また小テストでは深い理解を試すよう

な問題はやりにくいため、選択肢形式の問題になりがちである。

　このように、従来の一斉形式で行った授業の欠点はいくつかある。しかもそれは、学生

が多様化した現在では致命的な欠点となるものである。

　もちろん大学の授業は一斉授業形式だけで行われるものではない。ゼミもあり、演習も

あり、実技もある。しかし、依然として一斉形式で行われる授業がその中心部分を占めて

いるのであり、これは、遠隔教育・通信教育という形態を除けば、将来に渡ってもあまり

変化がないと予測できる。それでは、この一斉授業という枠組みを壊さないで、授業を改

善する方法はないのだろうか。もしそれがあれば、大学が提供する大部分の授業を改善で

きることになり、その効果は大きいものになるはずである。

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
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　(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。

　このように、PSI方式の授業は一斉授業とはまったく異なる。その特徴をあげて、以下

に説明していこう。

　(1)　完全習得学習への指向

　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

ている。これをすべて習得すれば、(5)で述べる単元の「通過テスト」の準備ができるよう

になっている。教材は、１人で学習を進められるように、ステップバイステップでデザイ

ンされている。通過テストでの合格基準は100%（場合により90%や80%もある）である

から、単元内容を完全に習得することが期待されている。

　(2)　自己ペースで進める

　キャロル(J. B. Carroll)の時間モデルによれば、「課題達成の度合い（学習率）」は、

「学習に必要な時間」に対して、実際に「学習に費やされた時間」の割合で表現できると

いう（鈴木, 1995）。ここで、学習に必要な時間は、課題への適性、授業の質、授業理解

力といった要因によって規定される。また、学習に費やされる時間は、学習機会（許容さ

れた学習時間）、学習持続力（学習意欲）といった要因によって規定される。キャロルの

時間モデルでは、成績の悪いことの原因をその学生の能力だけに帰属しないで、それ以外

のコントロールできる変数に帰属している。これは学生の能力だけに原因帰属をしないと

いう点で学習観の大きな転換である。PSIは、このようなモデルによく適合する。各自の

自己ペースで学習を進めていけるように配慮し、課題達成の度合いを高めるようにしてい
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る。

　(3)　講義は学生の動機づけを高めるために行うだけ

　PSIでは、教材の内容を自己ペースで進めていくので、基本的に学生を集めて行う講義

は必要ない。しかし、学生の適性によっては、自己ペースで学習を進めることに慣れてい

ない場合や、また、何らかの原因で学習への動機づけを失ってしまう場合もある。このよ

うな場合は、講義形式の授業を行うことが効果的なことがある。しかし、ここでの講義は

あくまでも学生の学習への動機づけを高めること目的としている。したがって、教材の内

容を講義で繰り返すのではなく、学習内容への興味を誘導するような、実験やデモンスト

レーションなどが有効だろう。

　(4)　印刷された学習ガイドを使う

　PSIで使用される教材は印刷され、学生に配布される。この印刷教材は、教師なしで独

習できるようにわかりやすく作られていることが必要である。まず、コースと教科書を決

める。内容を単元に分解し、それを理解しやすい順番に並べ替える。そして、次のような

順番に単元の教材を書いていくとよい（Sherman & Ruskin, 1978）。(a) 単元の通過テス

トとプロクター用のガイド、(b) 学習目標あるいは学習のための学生に与える質問、(c) 単

元の手続き、そして最後に、(d) 導入。

　(5)　プロクター（指導員）が通過テストを行う

　PSIは、(1)で述べたように完全習得学習を指向している。それを保証するために、学生

は１つの単元を終えるごとに通過テストと呼ばれるテストを受けなければならない。通過

テストは、個別に行われる。また100%正解でなければ、合格して次の単元に進むことは

できない。合格できなかった場合は、何度でも通過テストを受けることができる。通過で

きなかった学生は、学習教材に戻って再度勉強し直してから受け直す。通過テストはプロ

クターと呼ばれる指導員が行う。プロクターには大学院生や大学の上級生が当てられる場

合が多い。またプロクターは学生からの質問や要望に対して、適宜アドバイスを与える仕

事も請け負う。

　PSIにおいては、教員の役割は、講義をするということから大きく変わる。PSIコースに

おける教員は、授業全体の方向付けと設計を行い、教材を開発し、通過テストを書き、プ

ロクター用のガイドを作成するという仕事が中心となってくる。

74



　また、授業の様子も一変する。講義を聴いて一斉にノートを取るということはない。各

自が自分の教材を使って、自分のペースで読み、課題を解き、十分練習してから、プロク

ターの出す通過テストにチャレンジする。それは、伝統的な授業から見れば、自由な、悪

くいえば、まとまりのないものにうつるかもしれないが、学生一人一人を見てみれば、確

実に学習内容を習得していく様子が見て取れるだろう。

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。江川(2000)は、Lamal(1984)の調査を紹

介している。アメリカ心理学会と行動分析学会における口頭発表と論文の数を調査したと

ころ、PSIのピークは1972年から1979年にあり、それ以降は下がってきており、1983年

のアメリカ心理学会の大会ではPSIに関する発表はゼロであった。この調査は、「研究対

象としてのPSI」への関心が薄れていったことを示唆している。しかし、それは必ずしも

PSIが教育現場で使われなくなったということを示しているわけではない。しかしなが

ら、Lloyd & Lloyd(1986)がアメリカ国内の大学教員と大学心理学部長を対象にしておこ

なったアンケートは、教育現場でもまたPSIが使われなくなったことを明らかにしてい

る。それによると、PSIの減少の原因は、管理運営の煩雑さにあったとしている。

　日本の大学教育では、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。

それは特に不思議なことではない。faculty developmentという考え方をアメリカから輸

入し、大学の授業の改善ということに大学が力を入れ始めたのが、早くても1990年代か

らのことだからだ。それに対して1980年代半ばには、本家のアメリカで、PSIの研究と実

践がほとんど見られなくなってしまっていたのだ。さまざまなことをアメリカから輸入

し、それに追いついてきた日本ではあるけれども、PSIに関しては輸入する間もなくアメ

リカで下火になってしまった。

　PSIは大学の授業のシステム化という考え方を根底に持っていた。しかし、その哲学を

輸入し損ねた日本の大学はどのように進んだのだろうか。日本の大学では授業のシステム

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ようになった。しかし、これは不思議なことではない。なぜ
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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

しながら、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。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。

　日本ではPSIは輸入されなかったと書いた。しかし、例外的にPSIの紹介がされている。

それは1989年の『教育心理学研究』に資料論文として載せられた「日本の大学の授業に

PSIを適用するためのマニュアル」（田中, 1989）であった。田中は、教育心理学の授業

にPSI方式を導入したことを報告している。この論文が唯一のPSIの研究報告であり、それ

以降、日本ではPSIの実践例や研究例は見られない。

　一方で、1990年代から、パソコンがどんどんと安価で高機能なものになった。また、イ

ンターネットが爆発的に普及した。それとともに、World Wide Web(WWW, Web)が学習

コース供給のための便利で安価な方法として活用され始めた。オンラインで学習すること

によって、単位を認定する大学も増えてきた。このように、対面でおこなわれる伝統的な

授業と、パソコンとインターネットを使っておこなわれるオンライン学習は、並立して実

施されることが当たり前になってきた。それにともなって、オンラインで供給される学習

コースが急激に増加しつつある。そのニーズは増大する一方である。

　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。

　オンライン・コースあるいはWebベースコースは次々と開発されている。しかし、Price

(1999)によれば、開発の一員となる大学教員はWebベースコースの作り方についての訓練
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をほとんど全く受けていない。また、Webベースコースを開発するための時間的・経済的

な支援が適切になされていない場合が多い。訓練があったとしても、それは教授デザイン

ではなく、オーサリングソフトや技術的な事柄を扱っているのがほとんどであり、教授内

容のデザインというところまで踏み込んだものは少ない。

　このような解決すべき問題はあるとはいえ、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

　以下にそれぞれの内容を説明する。

1.　コース全体の目標とスケジュール

　まず１番目に、コース全体の目標とスケジュールを決める。このコースでは、学生にど

のような知識と技能を身につけさせることを目標とするのか、また、その目標を達成する

ためにどれくらいの時間が与えられているのか、を確定する。

　さらに、学生の準備状態（レディネス）をよく観察、あるいは検査してから、学習目標

を検討することが重要である。学生にとって、やさしすぎる目標は動機づけを低める原因

になる。また、むずかしすぎる目標は失敗体験を増やし、やる気を失わせることになる。

学生の準備状態を調べるために、コースの第１回目に「事前テスト」を実施することは、

推奨できる。事前テストの成績によって、コースを受ける必要がなかったり、あるいは
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コースを受けるために必要な前提知識が欠けているケースを、判定することができる。

　PSIコースの第１回目では、PSIコースのやり方を十分説明する必要がある。説明のポイ

ントは、独習教材を使って自分のペースで進めていくこと、講義をしないこと（イベント

としての講義はあり得る）、単元ごとに通過テストを必ず受けること、質問などはプロク

ターにすること、成績は最終テスト（と中間テスト）で決められること、などである。も

し可能であれば、PSIコースのやり方を説明した印刷物（マニュアル）を配布するのがい

い。

2.　独習できる学習教材

　PSI方式の授業がうまくいくかどうかは、そこで使用される独習用の教材のでき具合に

大きく依存している。プロクターが常駐して、わからない学生に対して助けを出すことが

できるといっても、もし独習教材そのものがわかりにくいものであったら、プロクターは

学生からのたくさんの質問をさばききれないだろう。その結果として、学生はやる気を失

い、授業はうまくいかないだろう。

　独習教材に必要な特質の第１は、詳細さである。一般的に、日本で出版されている教科

書は、出版コストを下げるためにページ数が少なく制限されている。日本の教科書が薄く

作られている背景には、教員が授業中にその内容を補うということが期待されているとい

うこともある。授業の中心が教員の話すことであれば、教科書はなるべく簡潔に整理され

ている方が、むしろ使いやすいということもある。しかし、PSI授業で使う独習用教材

は、自分一人で読んで、十分理解できるように詳しく書かれていなければならない。

　独習教材が十分詳細に書かれていなければならないという点で、それがWebベースで作

られることの意味がある。詳細な教科書は、アメリカのそれを見ればわかるように、非常

にページ数が多くなり大部である。また図版を多く収録し、その多くはカラー図版である

こともある。こうした大部な教科書は、当然コストが高くなる。しかし、もし同じことを

Webベースでおこなうならば、印刷する代わりにインターネットで配信できるわけである

から、配信のためのコストは低く抑えられる。インターネットが使えない場合でも、CD-

ROMを焼けば、同じように低いコストで配布が実現できる。ただし、こうしたことはあ

くまでも教材ができたあとの、配布や配信のコストであり、実際には、詳細な教材を作り

込むことそのものに人手や時間がかかるということをよく認識しておく必要がある。
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　独習教材に必要な特質の第２は、教材そのものの魅力である。教材が詳細に書かれてい

るだけでは十分ではない。詳細な教材を苦労なく、むしろ楽しみながら読んでもらえるよ

うな魅力を備えていることだ。それがなければ、ただ学生に百科事典を与えたのと違いが

なくなってしまう。例外的に優秀な学生は、百科事典を与えただけで学ぶかもしれない。

しかし、そうした人はどんな環境でも学んでいくだろう。ここでは、そうした人を対象に

しているのではない。

　教材を魅力あるものにするためには、どうしたらよいかということは、それだけで大き

な研究テーマになる。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、経験的に確

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。以上のように、教材にキャラクターを登場させることは、その教

材を魅力的にし、全体の一貫性を保証するのに効果的であるといえよう。

　下に、そのようにデザインされたWeb教材の１ページを例示する（図6.1）。
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図6.1　キャラクターと説明図を利用したWeb教材の一例（統計学）

3.　訓練されたプロクター

　PSIコースでは、プロクターと呼ばれる学習指導員を配置する。プロクターは、ティー

チング・アシスタント(TA)と呼ばれる教員の補助員とは性格が異なる。教員が直接講義を

しないPSIにあっては、プロクターの役割は重要である。良い独習教材と優れたプロク

ターはPSIの両輪であるといえる。プロクターは、学習者10人に対して１人の割合で配置

するのが、経験的によいことがわかっている。

　プロクターの仕事は、次の４点である。

　(1)　通過テストをおこなう

　(2)　学習者からの質問に答える

　(3)　特に要請がなくても、学習者の様子を見守り、必要に応じて手助けをする

　(4)　学習教材や学習システムの改善点についての情報を提供する

　プロクターは大学院生、あるいは学部4、3年生が担当することが多い。その中から、

リーダー的なプロクターを１人決めておくとよい。プロクター自身が教材の内容を理解し
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ていなくてはならないので、そのための事前勉強会が必要になる。リーダーはそうした勉

強会などを開催し、プロクター全体としてうまく働くようにマネジメントをおこなう。

　PSIコースが終了して、その学習者の中から優秀な成績を修めた人を、翌年度以降のプ

ロクターとして雇っていくという方法は推奨できる。この方法には副産物が期待できる。

それはプロクターとして指名された人が、その科目についてさらに勉強し、それを専門と

して勉強していくかもしれないということだ。科目を優秀な成績で修めても、プロクター

としてやっていくためには、学生からの質問に答えられるように深い理解を必要とする。

そのためにプロクターは事前に勉強会を持つ。そうした経験がプロクターの勉学意欲を高

めるという副産物を生むのである。だからプロクター制度は単にPSI授業を実施するため

に必要というだけでなく、若い専門家の育成という意味でも重要な役割を担っているので

ある。

4.　通過テストと中間・最終テスト

　PSIではひとつの単元の学習が終わるごと通過テストを受ける。これに合格しないと次

に進めないようになっている。単元はだいたい10前後あるので、これだけの回数だけ通過

テストを受けることになる。最後には最終テストがあり、これに合格することによって単

位が認定される。また、必要に応じて、中間テストを設けることもある。このように書く

と、授業というよりもテスト漬けという感じにとらえられるかもしれないが、そうではな

い。PSIにおけるテストは、自分が適切に理解しているかどうかを確認するためにあり、

競争的なテストではなく、むしろ学習の援助になる機会ととらえられている。

　通過テストの実施は、プロクターとの一対一でおこなわれる。実施する場所は、授業の

おこなわれている教室でもいいし、また、別室が用意できるときはそこを使ってもよい。

授業の教室で通過テストをおこなう場合は、まわりで学習を進めている人のじゃまになら

ないように気を配る必要がある。印刷された問題が渡されるか、あるいは電子的に提示さ

れたあと、それに対する解答を学習者が筆記で解答するか、あるいは口頭でプロクターに

伝えていく。プロクターその答えをチェックし、合格か不合格かを判定する。もし理解の

あやふやなところがあれば、それを確かめる。口頭で解答する方法を取ると、プロクター

が、学習者に対して柔軟に質問を進めることができるし、また、学習者も言い直しや考え

直しが可能になるので、負荷の少ないテスト方法であるといえよう。
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　通過テストがその単元の内容の理解をテストするのに対して、中間・最終テストはコー

ス全体の内容を総合的にテストするものである。コースが短い場合は、中間テストはなく

てもいいが、15週程度の内容を盛り込んだコースでは、中間点の時期に中間テストをする

のがいいだろう。

　「個別の学習ペースを尊重する」というPSIの考え方からすると、中間・最終テストも

また個別の時期に合わせて実施されるべきかもしれない。しかし、多くの大学でとられて

いる15週の学習時間を１セットとする方式に合わせるためには、最終テストを15週の最後

に実施し、また、中間テストは学習内容の区切りのいいところを見つけて、７～９週目あ

たりに実施するのがいいだろう。つまり、中間・最終テストは最初から固定した日程で実

施するのがよい。こうすることによって、通信教育なども含む独習方式で大きな問題とな

る「延期問題」、つまり、学習を後回しにしてしまい、コースの最後まで終えることがで

きない問題を、ある程度回避することができる。PSIの「個別の学習ペースを尊重する」

というポリシーは、ミクロな目で見た、個々の学習の中で保証されている。

　中間・最終テストの内容は、そこまでに学習した知識と技能が総合されたものであるべ

きである。単元学習の短所の１つとして、それぞれの単元で学んだ知識と技能が単体のま

ま保持されるために、そうしたものを組み合わせたり、応用することまではできない、と

いうことが指摘されている。こうした短所を十分に補うためにも、中間・最終テストの内

容は、適度に複雑で応用的であるような、問題解決型のテストがよい。こうしたテストに

より、学習者に知識と技能を統合することを促す。

5.　PSIコースをやりとげるためのサポート

　PSIの特徴のひとつは自己ペースで進めるということだが、大学の運営上、半期15週間

で完結するという制約がある。したがってある程度のペースを作ることが必要になる。も

しもまったくの自己ペースで進めた場合、かなりの受講生が全部の単元をマスターするこ

とができずに、したがって最終テストも受けられないという状況になることが予想され

る。それは学習内容を理解する速度の個人差というよりも、単に自分のペースを作ること

ができなかったということが原因なのである。つまり、さぼってしまったということによ

る。もしも個人差の範囲内の理解速度の違いがあれば、それはPSIが日程の調節などに

よって全体的なシステムとして吸収できるものであるが、単にペースがつくれなかったと
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いうものであれば、それに対処することが必要になる。

　自分のペースが全体から見てどのくらいに位置するのかという情報をフィードバックす

るために進度表システムを運用している（山崎・向後, 1998）。これはWebサーバ上に

データベースを作成し、受講生一人一人の進度データを管理する。また通過テストをどの

プロクターが担当したかなどのデータも保存される。このデータベースにWebブラウザか

らアクセスすることによって、自分の進度状況とクラス全体の進度状況とその中の自分の

位置が確認できる。このような電子的な進度表が利用できない場合は、厚紙に印刷した進

度表を作ればよい。基本的には、単元の番号とタイトル、「合格」を書き込む欄、合格を

認定したプロクターがサインする欄、を印刷する。これをPSIコースの第１回目に学習者

に配布する。学習者はこれを毎回持参し、通過テストに合格した時点で、プロクターに記

入してもらう。

　進度表を使うことによって、学習者は自分の進み具合をモニターすることができ、それ

によって先々のスケジュールを立てることができる。同時に、着実に単元を修了していく

ようすが、一目で見ることができるので、学習への動機づけを高く保持するためにも効果

がある。

6.　教員の役割

　PSIコースにおける教員の役割は、伝統的な講義型の一斉授業における教員とはまった

く違う。一見したところ、教員は教壇の表舞台から消え去ったように見えるだろう。しか

し、その一方で、独習教材を作成し、プロクターを組織し、テストや進度表などを用意し

なくてはならない。一度、コースが始まってしまえば、それがスムーズに進行している限

り、教員には大きな負担はかからない。しかし、コースの開始までに準備しておくべきこ

とが大きいのである。特に、初めて独習教材を作る場合はそのコストは大きなものがあ

る。しかし、一度コースが最後まで無事終われば、翌年度の独習教材は細かな改訂だけで

すむというメリットもある。

　全体としてみれば、コース全体を実際に動かすまでのコストは大きいけれども、それ以

降はシステム的に進める限り、大きなコストはかからず、また大きな破綻も起こらない。

つまり、教員の仕事は、教壇の上での行動ではなく、こうした教育システム全体の開発と

マネジメントというところに重心が移ったわけである。その意味で、PSIコースを実施す
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るためには、まず教員の教育システムに対する意識の転換が必要だといえよう。
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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）

1.　問題

　大学におけるプログラミングの授業は、理系の学部学科のみならず、文系の学部学科に

おいても、ますます重要性を増している。というのは、これから必要とされる情報活用能

力の中で、大量の情報や高速大容量化する情報機器に振り回されないようにすることが、

とりわけ重要であり、そのためには、コンピュータがどのようにして動いているか、その

中で情報がどのようにやり取りされ、処理されているのかということを知ることが必要だ

からである。このような情報リテラシーを身につけるためには、アプリケーションの使い

方からさらに一歩進んだ、プログラム作成を体験しておくことが効果的であると考えられ

る。しかし、プログラミングの授業の実施には、通常の授業と比較して次のような点が問

題になりやすい。

　第１に、プログラミングの習得には、ただ講義を聞いたり、例題を理解するというだけ

でなく、自分で試行錯誤しながらプログラムを作ってみるという学習プロセスが欠かせな

いという点である。そのために学生一人一人のペースが大きく異なり、通常の一斉授業の

形態ではうまく進めることができない。

　第２に、実習を重視するため、個別指導の必要性が生じてくる。これに対して、通常は

クラスの中に助手を何人か配置して、学生がプログラム作成をする過程を手伝うという手

法が取られる。しかしながら、助手の使い方はあくまでも補助的なもので、授業の中でど

のような働きをするかということについては明確な方略を持っているわけではない。ま

た、多くの場合は1クラスに対して助手が1～2人程度しか配置されないということも、補

助的ではあっても組織的な活動になりにくい一因である。

　第３に、以上のような要因により、学習者の進度や理解度に大きな個人差が必然的に生

まれるという点である。この学習ペースの個人差をどのように吸収し、実質的な学習を促

進することができるかということが、プログラミングの授業を実施する上での最大のポイ

ントとなる。そのためには、授業をシステム的にとらえて、設計することが重要である。

　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
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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。

2.　PSI授業の設計と準備

(1)　PSI授業全体の流れ

　PSI方式の授業の流れは、シンプルである。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。十分自信がついたところで、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。全体の手順をフローチャートで示す（図8.1参照）。
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PSIコースの進め方の説明

学生は自己ペースで単元を学習

する

質問がある？

通過テストを受ける

合格？

プロクターに質問

する

Yes

最終単元？ 次の単元に進む

最終テストを受ける

最終テストと成績を学生に返す

PSIコース終了

PSIコース開始

No

No

Yes

Yes

No

図8.1　PSIコースの全体の流れ（Price, 1999を改変）

(2) Webベースの独習教材

　PSI方式の授業がうまくいくかどうかは、そこで使用される独習用の教材のでき具合に

大きく依存している。これは、教員が直接講義をしないPSI方式の授業にあっては論理的

な帰結である。プロクターが教室に常駐し、わからない学生に対して助けを出すことがで

きるといっても、もし独習教材そのものがわかりにくいものであったら、プロクターは学
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生からのたくさんの質問でてんてこまいになってしまうだろう。その結果として、学生は

やる気を失い、授業はうまくいかないだろう。したがって、PSIでは、ていねいな講義に

対応するようなわかりやすい独習教材を作ることが肝要である。

　パソコンやインターネットが一般的でなかった頃のPSIでは、独習教材は印刷物によっ

て学生に配布された。もちろん現在でも、印刷教材でPSIコースを実施するのに何の問題

もない。印刷教材は、落ち着いてじっくり読むことができたり、書き込みをしたり、下線

を引いたりすることができるという点で、パソコンのスクリーン上で同じものを読むより

も、良いということもできる。しかし、その一方で、HTML言語によって教材の内容を記

述することによって作られたWebベースの教材には、印刷教材にはない利点がある。

　Webベース教材の利点のひとつは、教材内容の分量の多さに対応でき、その結果として

教材作成のコストを抑えることができるということである。たとえば情報処理や統計学と

いった科目では、画面のスクリーンショットや説明図による解説が多いため、印刷教材を

作ろうとするとページ数が膨大なものになり、費用もかかる。かといって図を少なくすれ

ば分かりにくいものにならざるをえない。こうした内容をデジタルファイルに収めること

によって、ページが膨大なものになってもカバーすることができる。また、ネットワーク

が使えない場合でも、まったく同じファイルをCD-ROMに記録することによって、個別の

パソコンで教材を利用することができる。CD-ROMの価格は十分安くなっているので、現

時点では、印刷する費用よりも、CD-ROMを複製する方が安価に提供することができる。

　教材をHTML文書で作り、それをWebブラウザで読むという形式にするのは、HTMLが

最も一般的に使われており、将来的な拡張も期待することができるからである。教材を

Webサーバ上に置けば、ネットワークを利用してそれを読むことができる。それでも一度

に多人数の学生が同じ内容にアクセスしようとした場合には、待ち時間が長くなるなどの

トラブルが起こることがある。それを避けるためには、同じ内容のものをCD-ROMに書き

込んで配布する。こうすることによって自宅にパソコンがある学生はネットワークにつな

がなくても自分で学習を進めることができる。もちろん、CD-ROMの内容をネットワーク

でアクセスできるようにして、学外にも公開することができる。

　独習教材の学習内容を記述するに留意すべきデザインの原則をあげよう。これは初期の

PSIについてのハンドブック（ Sherman & Ruskin, 1978 ）に述べられている中でも、と
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りわけ重要な原則であるといえる。また、どんな学習内容のコースにも適用される。ま

ず、単元のサイズを適切なものにすることが重要である。PSIコースは授業時間中におこな

うことも、またその枠を離れて自習されることもある。いずれにしても、学習者が学習に

集中できる時間というのはほぼ一定であるので、その時間内に１つの単元を終えることが

できるように、単元の大きさを調節する。もうひとつは、１つの単元内の内容の一貫性を

保つことである。そのためには、１つの単元になんでもかんでも総花的に詰め込むという

ことは避け、焦点を絞って解説していく。発展的、応用的な事項は、コラムとして別枠で

提示したり、あるいは、練習問題に含ませるなどの処理をした方がいいだろう。

　ひとつの単元の構成要素と配列は、典型的には次のようなものになる。これは、本研究

で使用した独習教材にも適用されている。

　(1)　導入：問題を導入するようなエピソード（先行オーガナイザと目標の提示）

　(2)　解説：問題を提示して、それを解説しながら解決していく

　(3)　応用：応用的な問題を提示して、学習者が援助を受けつつ解決する

　(4)　練習：学習者が自分の力で解決する

　(5)　定着：単元の学習内容全体を確認するための復習を兼ねたテスト

　それぞれの構成要素を説明していこう。

　(1)導入では、学習内容に関連のある、身近なエピソードで始めるとよい。これから学ぶ

ことが、自分自身のどういうところに関係があるのかということを把握しやすいからであ

る。そうすることによって、学習意欲を高めることができるだろう。これは、心理学でい

うところの先行オーガナイザの提示にあたる。さらに、この単元ではどのようなことを学

び、どのようなことができるようになるのかという学習目標を明確なことばで述べてお

く。

　(2)解説、(3)応用、(4)練習が学習内容の本体である。まず、(2)解説では、問題の提示と

その解決を順次示していく。つまり、お手本である。ここでは、なるべく構造のシンプル

な問題を提示する方がよい。本質的な内容を、すっきりとわからせるのである。(3)応用で

は、解説よりも少しだけ複雑な問題を提示する。それを学習者が解決していくときに、で

きるだけガイドをつける。つまり、ガイド付きの問題解決をさせる。そのときに、付加的

な事項の解説を追加してもよい。そうすることで、学習内容の記憶が精緻化されることが
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期待できる。(4)練習では、学習者が自分自身の力で解決する。つまり、力試しである。こ

こでは、もし学習者がうまくできないときのヘルプを選択肢として用意しておく。そのヘ

ルプが選択された場合は、そのつまづきに最も適切なガイドが呼び出されるか、あるい

は、前に提示された事項にジャンプする。経験的には、単純に以前の関連ページにジャン

プするのは、学習者に不親切な印象を与えることが多い。できれば、専用のページでガイ

ドする方がよい。このページを作るのは、それほどの手間はかからない。

　最後に、(5)定着をはかる。ここでは学習内容全体を確認するための復習を兼ねた簡単な

テストを用意する。最もよく使われる形式は、多肢選択問題である。これは解答するのも

楽であるし、また、採点してそれをフィードバックするのも自動的にできるからである。

(3) プロクター

　PSIコースでは、プロクターと呼ばれる学習指導者を配置する。プロクターは、ティー

チング・アシスタント(TA)と呼ばれる補助員とは性格が異なる。教員が直接講義をしない

PSIにあっては、プロクターの役割は重要である。よい独習教材と優れたプロクターはPSI

の両輪であるといえる。プロクターは、学習者10人に対して１人の割合で配置するのが適

切であることが経験的にわかっている（田中, 1989）。

プロクターの仕事は、次の３点である。

　(1)　通過テストをおこなう

　(2)　学習者からの質問に答える

　(3)　特に要請がなくても、学習者の様子を見守り、必要に応じて手助けをする

　１番目の仕事は、通過テストをおこなうことである。通過テストは、単元が終わるごと

に個別におこなわれるテストである。これは、１つの単元が十分に理解されたかどうかを

チェックすることが目的であるから、個別にテストするということが重要なのである。そ

こで、プロクターが学習者と一対一でテストをおこなう。プロクターは理解のチェックを

して、もし不足なところがあれば、それをアドバイスすることが求められている。

　２番目の仕事は、学習者からの質問に答えることである。授業時間中のプロクターは、

学習者からの質問があれば、それに対して個別に答えることが求められている。必要があ

れば、さまざま助言をする。

　３番目の仕事は、学習者の様子を見守り、必要に応じて学習の手助けをすることであ
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る。学習者によっては、質問をしたり、そのほかの何らかのリアクションを見せない人も

いる。プロクターは、常に学習者の様子を観察し、もし行き詰まっていたり、明らかに学

習が進んでいない場合は、積極的に介入して、学習者の援助をおこなうことが求められて

いる。

(4) 通過テスト

　PSIではひとつの単元の学習が終わるごと通過テストを受ける。これに合格しないと次

に進めないようになっている。単元はだいたい10前後あるので、これだけの回数だけ通過

テストを受けることになる。最後には最終テストがあり、これに合格することによって単

位が認定される。また、必要に応じて、中間テストを設けることもある。このように書く

と、テストが多すぎるのではと思われるかもしれないが、そうではない。PSIにおけるテ

ストは、自分が適切に理解しているかどうかを確認するためにあり、競争的なテストでは

なく、むしろ学習の援助になる機会ととらえられる。

　通過テストの内容は、対応した単元の内容の理解を確認し、それを適切に応用できるか

どうかについて確認できるものとする。問題は、あらかじめ、学習者数の半分ほどを印刷

しておくか、あるいは電子的にWeb上で配信できるようにしておく。通過テストがおこな

われる時期は、個人によってある程度のばらつきがあるので、問題が学習者同士で流通し

てしまうこともある。もちろん、通過テストの用紙には「この問題をほかの人に伝えない

でください」ということはお願いしている。また、通過テストの用紙は、テストが終わり

次第回収する。それでも問題内容の漏れが起こる。これをある程度防ぐためには、通過テ

ストを２、３種類用意しておき、個人によってランダムにテストを割り当てるという方法

がある。

　通過テストは、満点で合格することが条件である（場合によっては、９割、８割以上と

いう基準を設定することもある）。しかし、それは一度で合格しなければいけないという

ことではない。一度で合格しなければ、何度でもチャレンジすることができる。つまり、

通過テストは完全習得の確認でもあり、同時に、学習者がより完全な理解をするために機

会でもある。通過テストを何度受けても、それは成績には関係がない。

　通過テストの実施は、プロクターとの一対一でおこなわれる。実施する場所は、授業の

おこなわれている教室でもいいし、また、別室が用意できるときはそこを使うことも勧め
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られる。授業の教室で通過テストをおこなう場合は、まわりで学習を進めている人のじゃ

まにならないように気を配る必要がある。印刷された問題が渡されるか、あるいは電子的

に提示されたあと、それに対する解答を学習者が筆記で解答するか、あるいは口頭でプロ

クターに伝えていく。プロクターその答えをチェックし、合格か不合格かを判定する。も

し理解のあやふやなところがあれば、それを確かめる。口頭で解答する方法を取ると、プ

ロクターが、学習者に対して柔軟に質問を進めることができるし、また、学習者も言い直

しや考え直しが可能になるので、負荷の少ないテスト方法であるといえよう。

　このような一対一形式でおこなわれるため、通過テストは一斉におこなわれる筆記テス

トとはまったく様相が違ったものになる。一対一の口頭テストは一斉に行う筆記テストよ

りも雰囲気のいいものである。プロクターそのものが学習者と年齢が近いこともあり、テ

ストを受ける人は緊張することもない。ちょっと回答につまっても、プロクターは待って

くれるなどの融通がきく。ただ評価するだけではなく、ひとつの学習機会を兼ねたテスト

方式といえる。

　一対一でテストをするため、テストを希望する人がたまたま集中するときにはプロク

ターは忙しくなる。受講生10人に対して1人のプロクターが標準的な人数だが、忙しい時

期があることは避けられない。特に、コースが始まってから１、２回目あたりと、中間テ

ストや最終テストの直前の回には、通過テストを受ける人が集中する。したがって、この

時期には、教員がプロクターとなって援助したり、臨時にプロクターを増やすなどの準備

が必要である。

(5)　中間・最終テスト

　通過テストがその単元の内容の理解をテストするのに対して、中間・最終テストはコー

ス全体の内容を総合的にテストするものである。コースが短い場合は、中間テストはなく

てもいいけれども、15週程度の内容を盛り込んだコースでは、中間テストを設定するのが

いいだろう。

　「個別の学習ペースを尊重する」というPSIの考え方からすると、中間・最終テストも

また個別の時期に合わせて実施されるべきかもしれない。しかし、多くの大学でとられて

いる15週を１サイクルとする方式に合わせるためには、最終テストを15週の最後に実施

し、また、中間テストは学習内容の区切りのいいところを見つけて、７～９週目あたりに
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実施するのがいいだろう。つまり、中間・最終テストは最初から固定した日程で実施する

のがよい。こうすることによって、通信教育なども含む独学方式で大きな問題となる「遅

延問題」、つまり、学習を後回しにしてしまい、コースの最後まで終えることができない

人がでてくるという問題を、回避することができる。「個別の学習ペースを尊重する」と

いう原則は、ミクロな目で見た、個々の学習の中で保証されている。中間・最終テストを

一斉におこなうのは、それとは別の便法である。

　中間・最終テストの内容は、そこまでに学習した知識と技能が統合されたものとする。

単元学習の短所の１つとして、それぞれの単元で学んだ知識と技能が単体のまま保持され

るために、これらを組み合わせたり、応用することができにくい、ということが指摘され

ている。こうした短所を補うために、中間・最終テストの内容は、適度に複雑で応用的で

あるような、問題解決型のテストがよい。こうしたテストにより、学習者に知識と技能を

統合することを促す。

　成績は中間・最終テストによって決定される。通過テストは成績には反映されない。も

し中間・最終テストで十分な点数が取れなければ、すべての通過テストを合格していて

も、不合格になる。これは厳格におこなわれる。逆に言えば、通過テストを全部合格して

いるのに、中間・最終テストで不合格になる人が多数いたということであれば、それは、

学習コース本体か、または中間・最終テストかのどちらかが不適切であるということを示

唆している。その場合は、どちらに原因があるのかを分析して、改善することが必要にな

る。

(6)　教員の役割

　PSIにおける教員の役割は、おもに、コース全体の設計、独習用教材の開発、通過テス

トや中間・最終テストの作成である。これらの仕事は実際の授業が始まる前まででほとん

ど完成されている。それでは、授業が始まった後の教員の仕事はどのようなものだろう

か。

　第１に、PSIコース全体の管理をすると同時に、雰囲気を良くするということである。

PSIコースは日本の大学ではまだ一般的になっていないため、コースの始めにやり方を十分

説明する必要がある。コースが始まってしまうと、教員は講義をすることもないため、比

較的余裕がある。このときにコース全体の雰囲気がよくなるように努力を払う。必要があ
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れば、学習に関連したことについて短いレクチャーをして学生の動機づけを高める。

　第２に、プロクターのケアをすることである。プロクターがPSIコースの成否の大部分

を握っている。よいプロクターを揃えると同時に、彼らの動機づけを保つように配慮す

る。また、通過テストが集中する忙しい時期には教員自らがプロクターの仕事をこなすこ

ともある。

　第３に、PSIコースのペースメーカーになることである。進度表や、学生とのコミュニ

ケーションカードの１つである「大福帳」（織田, 1991）を使って、学生の進度状況を把

握しておき、必要なときには励ます。こうした一対一のコミュニケーションが学生の学習

動機を高める。

3.　PSI授業の実践

(1)　授業の内容、期間、受講生

　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C言語プ

ログラミングの入門コースである。その内容は表8.1に示すように、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。

表8.1　C言語プログラミングPSIコースの単元内容

単元内容
1.　プログラミングの流れ
2.　基本的な書き方、出力
3.　変数、演算(1)
4.　キーボードからの入力、演算(2)
5.　条件判断の処理
6.　繰り返し処理
7.　配列処理
8.　並び替え
9.　ユーザ関数

　C言語プログラミングPSIコースは、2000年度から2002年度までの３年間実施された。

その詳細は表8.2に示すように、受講生は22～28人で、プロクターは2～4人配置された。
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表8.2　C言語プログラミングPSIコースの実施時期、場所、受講生数、プロクター

実施時期 場所 受講生数 ᷮḄ᷆ᷖ᳐数

2000年度前期

T大学教育学部端末

室

22人 4人

2001年度前期
T大学教育学部端末

室
22人 3人

2002年度前期

T大学教育学部端末

室

28人 2人

　すべての授業において、CD-ROMによる独習教材を使用した。単元ごとに通過テストが

あり、また、決められた日に中間テストと最終テストを実施した。中間テストは、単元の

１～６を試験範囲とした。また、最終テストは単元の７～９を試験範囲とした。

　プロクターは、すでにこの授業を優秀な成績で履修し、授業内容を熟知した学部の3、4

年生が携わった。

　端末はIBM NetVistaで、OSはWindows 2000（マイクロソフト社）であった。またC

プログラムのコンパイルと実行にはCygwinを使用した。

　この授業を開始して、途中でコースを終了できなかったか、あるいは中間・最終テスト

で合格しなかった受講生は3年間を通じて、1割未満であった。

4.　授業評価

(1)　PSI授業についての評価

　PSI方式の授業についてのアンケートを最終テストのあとに、まだ最終テストの結果が出

ていない時点でおこなった。質問項目は、PSI方式と一斉授業を比較して、やる気、興

味、自信、満足度、雰囲気、学習成果について質問した６項目（７段階評定）と、PSI授

業の特徴である、CD-ROM教材、教材マニュアル、通過テスト、プロクター、自己ペー

ス、完全学習、コンピュータ、進度表、出席をとらないこと、講義をしないこと、につい

て質問した10項目（７段階評定）から構成されていた（表8.3参照）。
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表8.3　PSI授業についての評価項目

一斉授業に比較したときの評価（7段階）
1. この授業のやり方でやる気がでましたか？
2. この授業を受けて興味が持てましたか？
3. この授業を受けて自信がつきましたか？
4. この授業に対する満足度はどうですか？
5. この授業の雰囲気はどうですか？
6. この授業の学習成果はありましたか？

PSI授業の特徴についての評価（7段階）
1. CD-ROM教材を使って勉強したこと
2. 通過テストがあったこと
3. 通過テストが口頭試問であったこと
4. プロクターがいたこと
5. 自分のペースで学習できたこと
6. 単元ごとの完全学習方式であること
7. プログラミングを実習形式で学んだこと
8. 紙の進度表（大福帳）があったこと
9. 出席をとらなかったこと
10. 先生が講義をしなかったこと

　図8.2にPSI授業と一斉授業の比較による評価を示した。これを見ると、PSI方式授業に

ついての評価としては６項目すべてで評価が5から6の間にはいり、高かった。同じ内容の

授業を一斉授業で行った場合との比較では、「やる気、興味、自信、満足度、雰囲気、学

習成果」のすべての観点において、PSI授業の方が良いと評価されている。3年間の各項目

の平均評価点は、5.64 , 5.66 , 5.19 , 5.58 , 5.75 , 5.68であり、4.0（「PSIと一斉授業

のどちらがいいともいえない」）を仮説平均値としたときのずれをt検定すると、すべての

項目で有意にPSIが良い方にずれている（有意水準は1%, 以下同じ）。その中でも、とり

わけ「やる気、興味、満足度、雰囲気、学習成果」の5項目で平均5.5以上の高い評価を得

ている。
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図8.2　PSI授業と一斉授業の比較による評価(2000-2002)

　図8.3にPSI授業の特徴についての評価を示した。特に、「プロクターがいたこと(平均

6.26)、自分のペースで学習できたこと(6.15)、実習形式で学んだこと(6.21)」の3項目で

は平均6.0を上回っており、評価が高かった。それに続いて、「CD-ROM教材を使ったこ

と(5.77)、通過テストがあったこと(5.68)、完全学習方式であること(5.55)」の3項目では

平均5.5を上回っていた。
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図8.3　PSI授業の各特徴についての平均評価点(2000-2002)

　図8.2, 8.3に示したPSIコースに対する評価結果を見ると、3年間を通じて、評価のパ

ターンが安定していることがわかる。つまり、年度が変わっても、PSIコースの評価は安定

しており、大きく変化することはない。特に「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い。こうしたことは、年度を問わず、一貫して見られる。

(2)　プログラミングについての態度の変化

　PSIコースの評価は全般的に高いものだが、コースの内容であるプログラミングに対す

る態度の変化はどのようなものだろうか。これを見るために、コースの開始前と終了後に

表8.4に示すような16個の態度尺度項目からなるアンケートを5段階尺度で行った。

　態度尺度アンケートの3年分のデータを因子分析した。因子分析は、主因子法で初期解

を求め、バリマックス法で回転した後、直交解を採用した。固有値は、大きい順に、

5.53, 3.54, 1.26, 0.86であり、3次元解を採用した。その結果、16項目の質問は次の3つ

の因子に分類された。

　(1) 能力因子：「私はプログラムが分かる」、「私はプログラミングが得意だ」のよう

にプログラミングの能力があると思うこと
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　(2) 効用因子：「プログラミングはこれから必要になると思う」、「プログラミングは

役に立つと思う」などのようにプログラミングに効用があると考えていること

　(3) 好悪因子：「私はプログラミングが嫌いだ」、「私はプログラミングが苦手だ」な

どのようにプログラミングを嫌い、苦手だと思うこと

　以上の３つの因子に基づいて、PSIコース前後での因子得点を比較すると、能力因子で

は有意に上昇した（平均-0.50から+0.50へ, t(71)=-9.19, p<.0001）。つまり、コース後

に自分がプログラミングができるようになったと認識している。一方、効用因子では有意

差はない（平均+0.04から-0.04へ, t(71)=-0.74, p>.1）。また、好悪因子でも、嫌いな方

に変化はしているが有意差はない（平均-0.04から+0.04へ, t(71)=-0.59, p>.1）。

　まとめてみると、プログラミングに対するコース受講前後の態度変化は、「うまくでき

る」という有能感が大きく伸ばされる。一方、「役に立つ」という効用感や、「嫌いだ」

という好悪感はコース前後で有意な変化はないといえる。

表8.4　プログラミングについての態度尺度の項目と因子負荷

項目 第1因子 第2因子 第3因子

13 私はプログラムが分かる 0.895 0.086 -0.162
5 私はプログラミングについての知識がある 0.884 0.061 -0.044

11 私はプログラミングが得意だ 0.744 0.025 -0.380

2 私はプログラミングすることはできない -0.681 0.044 0.267
9 私はプログラムをうまく作ることができる 0.570 -0.018 -0.536

6 プログラミングはこれから必要になると思う -0.038 0.890 0.023
3 プログラミングは役に立つと思う 0.071 0.782 0.099

14 プログラミングは自分には無縁のものだと思う -0.190 -0.756 0.084
12 私はプログラミングについてもっと知りたいと思う -0.171 0.754 -0.378

10 プログラミングをやっても役に立たないと思う 0.015 -0.724 0.152

15 私はプログラムを作ってみたい -0.044 0.668 -0.454
7 私はプログラミングが嫌いだ -0.100 -0.314 0.768

1 私はプログラミングが好きだ 0.254 0.190 -0.690

4 私はプログラミングが苦手だ -0.394 0.041 0.679
8 プログラミングの授業はできれば取りたくない -0.218 -0.389 0.575

16 プログラミングは難しいと思う -0.418 0.154 0.506

好悪
因子
項目

表4　プログラミングについての態度尺度の項目と因子負荷

項目番号

能力
因子
項目

効用
因子
項目

5.　考察

(1)　PSIコースの安定性

　PSIコースの授業評価を3年間に渡って見てみると、同じ内容、同じ形態の授業とはい
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え、非常に安定しており、しかも評価が高い。これは受講生が変わっても、また、年度に

よりプロクターの入れ替えがあったとしても、システム化された授業形態として安定性が

高いということを示唆している。

　講師中心の一斉授業では、講師の準備状況や体調などに出来が大きく影響されるのに対

して、PSIではそうしたものに左右されにくいといえる。一度良い独習教材とコースデザイ

ンが組まれれば、学習者にとっての目標とフィードバックが明確にされるため、あとは自

律的に学習が進んでいく。このことは、コースのドロップアウト率が常に10%を下回って

いることもその傍証となるだろう。

(2) 独習教材の作成コスト

　独習教材の作成コストは、その内容の質と量とに依存する。今回の教材作成には、およ

そ3人月のコストがかかっている。これは、すでにある教科書の内容を精選し、それにわ

かりやすいストーリーと親しみやすいキャラクターを付加して、HTML化するための時間

である。

　一般に、良い教科書ができていれば、それを独習教材にするためのコストは低く抑えら

れる。しかし、教科書がそのまま独習教材になるわけではないことに注意しなければなら

ない。すでに出版されている教科書は、ページ数の制限があるために、読んだだけで理解

できるように丁寧に解説されているものは少ない。特に、講師が授業中に解説を加えるこ

とを前提にして書かれた教科書では、必ずしも記述がわかりやすくなっているとはいえな

い。こうした内容を、独習可能なWebページに展開するためには、教材デザインの資質を

持った人材を用意する必要があるだろう。

(3) プロクターの働き

　プロクターの働きはPSIコースの重要な歯車である。したがって、その指導と育成にも

注意を払う必要がある。大学では、大学院生や学部の上級生の中からプロクターを調達す

るのが実際的である。そうした人選をするときには担当する学習内容に習熟していること

が条件になる。通過テストの採点判断や質問への回答についてはマニュアルが配布される

が、それだけでは不十分なときには、プロクターが集まって勉強会が自発的に開かれる場

合もある。こうしたことにより、プロクターを経験したものがさらに深く学習を進める
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（教えることによって学ぶ）というような副次的な成果を上げることもできる。また、こ

れは意図したものではないが、プロクターが年齢的に受講生に近い場合は、プロクター・

受講生間の交流が、PSIコース全体の雰囲気を生き生きとしたものにするという効果もあ

る。

　小学校や中学校、高等学校でPSIコースを実施する場合は、プロクターの調達がまず問

題になる。現在、ティーム・ティーチングなどの工夫が進められているとはいえ、上級生

がプロクターとしてPSI授業の中に入るということはまだ行われていない。しかし、それ

だけに試みる価値のあることかもしれない。うまくいけば、学年の壁を越えた新しい形の

学びが作られる可能性がある。これがうまくいけば、小学校から高等学校までに授業の新

しいパターンを根付かせることができる。

(4)　PSIコースの適用範囲

　PSIコースは、本研究で示したような、積み上げ型の科目内容にうまく適用できる。ま

た個別の実習が必要な科目にも合っている。その一方で、科目内容が複雑であまり構造化

されていないものには適用しにくいといえる。また、グループ学習やディスカッションを

活動の中心とする学習にも向いていない。こうした学習には独自の方法論がある。しかし

ながら、構造化されていない内容やディスカッション中心の授業であっても、その根底部

分には誰もが習得していなければならない基礎的な部分があるはずであり、そうした基礎

的な部分を習得させるためにはPSIコースは役に立つだろう。つまり、すべてをPSIコース

がカバーするのではなく、独自の方法論を持つ授業パターンの中で、基礎的な部分をカ

バーするためにPSIコースを適用するようにすれば、その組み合わせによってより大きな

成果を上げることが期待できるだろう。

6.　結論

　Webベースで作成された独習用教材を利用して、自己ペースと単元ごとの通過テストに

よる完全習得学習を指向した個別化教授システム(PSI)方式による授業を「C言語入門」で

3年間実践した。HTMLで記述された独習用教材はCD-ROMで学生に配布され、学生は自

己ペースでそれを学習していく。単元ごとに個別に通過テストを受け、合格すると次の単

元に進んだ。授業実践を行い、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
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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。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。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。

第２節　統計学のPSI授業の実践と評価（研究９）

1.　授業の概要

　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

容は表8.5に示すように、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。

表8.5　統計学PSIコースの単元内容

単元内容
1.　平均と分散
2.　信頼区間
3.　χ２乗検定
4.　t検定（対応なし）
5.　t検定（対応あり）
6.　１要因分散分析
7.　２要因分散分析（被験者間）
8.　２要因分散分析（被験者内）
9.　相関

　統計学PSIコースは、1998年度から2002年度までの5年間実施された。その実施形態は

表8.6に示すように、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（IBM NetVista; OS Windows 2000 Professional）が配置された端末室を使用

した。
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表8.6　統計学PSIコースの実施時期、場所、受講生数、プロクター

実施時期 場所 受講生数 ᷮḄ᷆ᷖ᳐数

1998年度後期 T大学教育学部端末室 40人 5人

1999年度前期 T大学情報処理᷒Ḋᷖ᳐ 42人 5人

2000年度前期 T大学教育学部端末室 22人 5人

2001年度前期 T大学情報処理᷒Ḋᷖ᳐ 45人 5人

2002年度前期 T大学教育学部端末室 48人 4人

　すべての授業において、CD-ROM教材「ハンバーガーショップで学ぶ楽しい統計学」を

使用した。単元ごとに通過テストを個別に受け、合格によって次の単元に進んだ。また、

決められた日に中間テストと最終テストを実施した。中間テストは、単元の１～５を試験

範囲とした。また、最終テストは単元の６～９を試験範囲とした。

　CD-ROM教材の内容は、HTML言語で記述されており、Webブラウザで閲覧された。同

じ内容のものはインターネット上でも公開された。インターネット上で公開されている教

材を利用すればCD-ROMは不要だが、ネットワーク障害や、大勢が一斉に教材サイトにア

クセスすることによる通信速度の低下などを考えて、CD-ROM教材を配布した。また、

CD-ROM教材があれば、ネットワークにつながっていない自宅のパソコンでも学習を進め

ることができるのも利点である。

2.　統計学PSIコースの評価

　PSI方式の授業についての評価アンケートを最終テストのあとに、まだ最終テストの結果

が出ていない時点でおこなった。質問項目は、PSI方式と（仮想的に）一斉授業を比較し

て、やる気、興味、自信、満足度、雰囲気、学習成果について尋ねた６項目（７段階評

定、ただし1998年のみ５段階評定）と、PSI授業の特徴である、CD-ROM教材、教材マ

ニュアル、通過テスト、プロクター、自己ペース、完全学習、コンピュータ、進度表につ

いて聞いた８項目（５段階評定、ただし1999年のみ７段階評定）から構成されていた（表

8.7参照）。
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表8.7　PSI授業についての評価項目

一斉授業に比較したときの評価（7段階）
1. この授業のやり方でやる気がでましたか？
2. この授業を受けて興味が持てましたか？
3. この授業を受けて自信がつきましたか？
4. この授業に対する満足度はどうですか？
5. この授業の雰囲気はどうですか？
6. この授業の学習成果はありましたか？

PSI授業の特徴についての評価（7段階）
1. CD-ROM教材を使って勉強したこと
2. 通過テストがあったこと
3. 通過テストが口頭試問であったこと
4. プロクターがいたこと
5. 自分のペースで学習できたこと
6. 単元ごとの完全学習方式であること
7. コンピュータを使って学んだこと
8. 紙の進度表（大福帳）があったこと

　1998年と1999年のアンケートでは他年度と異なった段階数を使用していたので、これ

らを除く2000～2002年の3年間のデータを、これ以降取り上げることにする。

　図8.4に一斉授業に比較したときの評価を示した。ここで評価値4がPSIと一斉授業とど

ちらも変わらないことを示し、4より大きくなるとPSIの方が良いことを示している。これ

を見ると、PSI方式授業についての評価としては特に、やる気(4.71～5.11)、興味(4.76～

5.02)、雰囲気(4.88～5.33)、学習成果(4.87～5.15)の項目で評価が高かった。一方、自信

(4.24～4.65)の項目では比較的評価が低い。しかし、それでも一斉授業と変わらないとす

る4を上回っている。
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図8.4　一斉授業と比較したPSI授業の評価

　図8.5にPSI授業の特徴についての評価データを示した。この中では特に、プロクターの

存在(4.04～4.42)、自己ペース(4.07～4.24)、完全習得学習(4.02～4.28)、コンピュータの

利用(4.08～4.11)といった項目で評価が高かった。

　図8.4, 8.5に示したPSI授業についての評価は、全体として年度による変化はあまり見ら

れない。
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4. 考察
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3.　考察

(1)　PSI授業の全体的な評価

　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。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。

　講義形式の一斉授業という形態は、工業時代においては効率の良い方法であったかもし

れない。実際、受講生がある程度均質であり、授業に対する高い意欲が前提とされている

ならば、それば効率的なのである。しかし、受講生の分散が広がり、ますます多様化され

ている現代にあっては、一斉授業はもはや効率のいいものではない。理解のスピードや理

解の方法が個人個人で異なることが前提とされた上で、教授方法や教授システムを創案し

て行かなくてはならない。PSI方式の授業は、提案こそ1960年代のものであるけれども、

その基本的な有効性は現代においてもいささかも変わっていない。その基本的な考え方を

インターネット時代の今に生かすことが求められているのである。

(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、プロクターと呼ばれる指導員が実施する。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
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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。

(3)　PSI方式の欠点とその克服

　自分で実習してスキルを身につけていくことが必要な科目では、PSI授業が有利であ

る。しかし、PSIといえども完璧ではない。その短所をいくつか挙げておく。

PSIはさぼっては修了できない。しかし、さぼりながらも、最後に駆け込みで受かろうと

する学生もいくにんかいる。こうした学生は学習スタイルが合っていないことが考えられ

る。スタイルを身につけるようなステップが必要である。また、進度表や教員とのコミュ

ニケーション・カードのようなものを利用して動機づけを保つような工夫も有効であろ

う。

　最終テストで応用力のなさが明らかになる場合がある。PSIでは単元による完全習得学

習を指向しているため、単元間をまたぎ、総合的な判断力が求められるような課題には弱

いことがすでに指摘されている。こうした弱点については、教材の改善により、最終テス

トまでに、単元を総合した技能を訓練することが必要である。

4.　展望：遠隔教育への適用

　PSI方式の有効性を考えると、それを遠隔教育に応用できないかということが思い浮か

ぶ。もし独習用の教材をすべて電子化してしまえば、それを遠隔教育で使うことは容易で

ある。ただし既存のテキストなどを「独習可能な」教材に編集し直すことは、理論的な背

景と実践的なコツが必要である。マンパワーとコストの問題はその次のことになる。

　遠隔PSIの最大のネックは、プロクターをどのように実現化するかである。ある程度回

線が速くなれば、受講生とプロクターが一対一の対面で質疑応答をしたり、通過テストを

受けるということが可能になるだろう。その場合、日時を決めてプロクターが対応すると

いうことになるだろう（24時間対応はバーチャル・プロクターが実現できなければ無理だ
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ろう）。それは遠隔教育独自の自由さを失うかもしれないが、逆に学習者のコミュニティ

を顕在化させ、PSI方式に似た良い雰囲気を作ることに貢献する可能性もある。

第３節　PSI授業の実践と評価についての総合考察

1.　PSIコースの評価の安定性

　PSIコースに対する評価アンケートを見ると、特徴的なことに気がつく。それは、３つ

の科目を通じて、また年度を通じて、評価のパターンが安定しているということである。

つまり、科目が変わっても、また年度が変わっても、PSIコースの評価は安定しており、劇

的に変化することはない。PSIコースの授業評価を複数年に渡って見てみると、同じ内

容、同じ形態の授業とはいえ、非常に安定しており、しかも評価が高い（向後, 2002, 

2003）。これは受講生が変わっても、また、年度によりプロクターの入れ替えがあった

としても、システム化された授業形態として安定性が高いということを示唆している。

　講師中心の一斉授業では、講師の準備状況や体調などに出来が大きく影響されるのに対

して、PSIではそうしたものに左右されにくいといえる。一度良い独習教材とコースデザイ

ンが組まれれば、学習者にとっての目標とフィードバックが明確にされるため、あとは自

律的に学習が進んでいく。このことは、コースのドロップアウト率が常に10%を下回って

いることもその傍証となるだろう。

　同じ内容の授業を一斉授業で行ったと想定して、それとの比較では、「やる気、興味、

自信、満足度、雰囲気、学習成果」のすべての観点において、PSI授業の方が良いと評価

されている。その中でも、とりわけ「やる気、興味、雰囲気、学習成果」の４項目で評価

が高い。また、PSIコースの特徴について評価させた項目の中では、特に「CD-ROM教

材、プロクター、自己ペース」の３つの特徴についての評価が高い。こうしたことは、科

目を問わず、年度を問わず、共通して見られる（統計学については向後(2002)を、C言語プ

ログラミングについては向後(2003）を参照）。

2.　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
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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。

3.　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
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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。

4.　PSIに特徴的な学習スタイル

　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、理解するための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。

5.　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
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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。

　すでに教科書として出版されているものはPSIの教材として使えるだろうか。多くの教科

書は、単元化とそれを積み上げるという意識を持って書かれてはいないため、直接教材と

して使うのは無理な場合が多いだろう。既存の教科書をPSIの教材として使うためにはそ

れに合わせた手直しが必要である。しかしゼロから開発するよりは安くつく。こうして開

発された教材を、教員同士、大学同士で流通させるような仕組みやネットワークが必要だ

ろう。こうすることによって、教材開発のコストを少しでも下げることができるからだ。

こうしたことを促進する意味でも、教員同士が共同で教材を開発するプロジェクトも期待

されてよい。

6.　教育学的な考察

　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。

7.　結論と展望

　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
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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。
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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。このこと

から、学生のノート取り行動を促進するような電子的教材のデザインを考えるためのいく

つかの示唆を行った。

1.　問題

　個別化教授システム(Personalized System of Instruction, PSI)を大学の「情報処理」と

「統計学」の科目で実践している。PSIとは、独習教材を使って、受講生一人一人が自己

ペースで学習し、プロクターと呼ばれる助手から単元を終えるたびに通過テストを受け、

完全学習によって進めていく方式である。

　この授業では、独習用教材として、印刷した冊子ではなく、Webブラウザで表示できる

ようにHTML言語で教材を作り、それをCD-ROMに焼いたものを使用している。受講生は

この教材をパソコン画面上に表示させて、学習を進めて行くわけだが、そこではかなりの

人数の学生が、ノートを取っていた。授業では、ノートを取るようにという指導は特にし

ていないにもかかわらずである。単純に考えれば、学習に必要な情報はすべて画面上に表

示させることができる。そうした学習環境でのノート取りはどのような意味を持つのか。

　大学生がコンピュータを使った授業を受けた場合、ノート取りを義務づけた群の方がそ

うでない統制群よりも、事後テストの得点が有意に高くなると同時に、学習時間がより長

くなることが明らかにされている（Armel, 1996）。また、ノートを取る場合に、それを

紙に書くのか、あるいはコンピュータ上にソフト的にノートを取るのかという異なる方法

があるが、Quade（1996）は書かれたアイデアの数は、ノート取りの方法による違いは

ないことを報告している。このように、紙に書くか、あるいはコンピュータ上に書くかに

関わらず、ノートを取ることは教材の学習を促進する。
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　パソコンが授業で利用されることが増えていくにしたがって、画面上に呈示された情報

をどのように整理し、自分のものにしていくかということが、学習のプロセスに影響を与

える要因として見逃せないものになってきた。これはまた電子的教材を使って授業を行う

ときに、ノート取り行動を含めた学習活動をどのように指導すればいいのかということに

も関わってくる。

　本研究では、CD-ROM教材による独習の過程でのノート取り行動に着目した。授業に対

して特に実験条件を設定せずに、15週の授業の最終回にアンケートを実施した。その目的

は、CD-ROM教材を使用した特定の授業で、どれくらいの学生が自発的にノートを取るか

ということを調べることと、その時のノートを取る理由あるいは取らない理由を検討する

ことであった。

2.　方法

　国立T大学の教育学部で開講されている、情報処理と統計学の２科目の授業を調査対象

とした。授業は1999年前期に15週で行われた。教材は独習できるように丁寧に解説され

たものであり、HTML言語で記述され、それを学生がWebブラウザで読むという形式で

あった。教材はCD-ROMで配布され、受講生はPSI方式によって自己ペースで学習を進め

ていった。

　教材をCD-ROMの形で配布したのは、ネットワークで配信した場合に一斉にアクセスし

たときの反応の遅さを避けることと、ネットワークにつないでいないパソコンを自宅に

持っている場合に、そこでも独習できるように配慮した結果である。教材はインターネッ

トからも読むことができる。

　授業の最終回にアンケートを行い、その中にはノート取り行動についての質問が含まれ

ていた。まず、CD-ROM教材の学習中にノートを取ったか、取らなかったかをたずね、そ

れぞれの場合にその理由を選択肢から選んでもらった（複数回答可）。ノートを取った場

合は一回の学習で平均何ページかを聞いた。また参考として、他の講義形式の授業でノー

トを取るかどうか、取る場合は一回の授業で平均何ページかを聞いた。

3.　結果

　アンケートの有効回答数は、情報処理で45（１年生=42, ２年生=3; 男=11, 女=34）、
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統計学で33（１年生=15, ２年生=14, ３年生=4; 男=11, 女=22）であった。

　ノートを取った人は、情報処理で45人中13人(28.9%)、統計学で33人中21人(63.6%)で

あった（図9.1）。また、ノートを取ると答えた人の、単元あたりのノートのページ数

は、情報処理の平均が1.1ページ(SD=1.32)、統計学の平均が2.0ページ(SD=1.55)であっ

た。

情報処理 統計学
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図9.1　ノートを取った人と取らない人の科目別人数

　ノートを取ると答えた人の理由とその度数（複数回答可）を図9.2に示した。また、

ノートを取らないと答えた人の理由とその度数（複数回答可）を図9.3に示した。ノート

を取る理由で多い度数を得たものは、情報処理では「ノートがあとあと役立つ」、「よく

覚えるため」、「調べたいとき探せない」であり、統計学では「調べたいとき探せな

い」、「自分なりに整理しておきたい」、「よく覚えるため」であった。一方、ノートを

取らない理由で多い度数を得たものは、情報処理で「教材が整理されている」、「パソコ

ンで理解できる」、「パソコンで調べられる」であり、統計学で「パソコンで調べられ

る」、「教材が整理されている」であった。

　ノートを取る理由の度数分布は情報処理と統計学とではあまり違いがない（χ2=3.06, 

df=6, p>.10）。違いとしては、統計学では「自分なりに整理しておきたい」と「調べた

いときに探せない」という理由が比較的多い。一方、ノートを取らない理由の度数分布は

情報処理と統計学とでは、違いが見られた（χ2=11.04, df=6, p<.10）。ノートを取らな
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い理由として、統計学に比較して情報処理の方が多かったものは、「教材が整理されてい

る」と「パソコンで理解できる」という項目であった。

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9.2　ノートを取る理由

1612840

1 ノート取りの習慣なし

2 パソコンで調べられる

3 パソコンで理解できる

4 パソコンで覚えられる

5 教材が整理されている

6 教材をプリンターで印刷した

7 その他の理由

情報処理

統計学

度数

図9.3　ノートを取らない理由

4.　考察

　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
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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。

　操作技能中心の情報処理と、概念理解を含む統計学とでは、ノート取りの意味合いも変

わってくるが、表面的に見れば、情報処理の教材のように内容が整理されていればノート

取り行動を促進しない。そうでなければノート取り行動を促進する。ノート取り行動と成

績との間に正の相関があることを明らかにしている先行研究を考えあわせると、教材はた

だきれいに整理されていれば良いというデザインの方針は支持できない。ノート取り行動

ひいては学習を促進するような教材のデザインや提示方法を探る必要があるだろう。他の

講義形式の授業でノートを取らないと答えた学生がごく少数であった（情報処理で44人中

2人、統計学で33人中1人）ことからも、ノート取りを促すような電子的教材をどうデザイ

ンしていくのかは重要な課題といえよう。

　今回の授業環境では、パソコン上のエディタやワープロソフトを利用してノートを電子

的に取ることも可能であったが、それを実行した学生はいなかった。受講生の大部分が

1,2年生であり、まだパソコンの利用に習熟していなかったことが原因と考えられる。す

でにパソコン画面上でノートを取れるようなシステムも開発されていることからも、こう

した電子的なノートを取ることの効果や、その効果的な方法を検討していくことはこれか

らの研究課題になると思われる。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。

5.　結論

　大学の「情報処理」や「統計学」といった基礎的な科目で、CD-ROM教材を使った授業

を実施したところ、かなりの割合の学生が自発的にノートを取った。授業の最終回に行わ

れたアンケートを分析した結果、よく整理された教材ではノート取り行動を促進しないこ

とが明らかになった。深い学習を導くためのノート取り行動を促進するような電子的教材

のデザインを考えていく必要性が示唆された。
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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）

1.　問題

　個別化教授システム(PSI)は、独習用の教材を使った学習を基本とするので、eLearning

には良く適合した学習システムだと言える。しかし、対面型のPSIと同様、eLearningにお

けるPSIもまた、学習者がペースを作れないで学習を延期してしまうという「延期問題」

は克服すべき弱点である。したがって、延期問題が起こる前にそれを予測し、適切な介入

をすることがPSIを成功させる鍵となるだろう。

　本研究では、eLearning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。

そうすることよって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。

2.　方法

(1)　授業の概要

　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。

(2)　ログデータの収集と分析

　プロクターは通過テストを受け取った日付、回数を学習者ごとに記録しておいた。この

記録をログデータとして次のように分析した。通過テスト合格までの「回数」、通過テス

ト合格までの「日数」、前の通過テスト合格日から次の通過テストを送付するまでの「間

隔」。

3.　結果

　授業登録者は166人であった。そのうち、期間内に9章まで完遂した人は50人、途中ま
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での人は72人、一度も通過テストを送付しなかった人は44人であった。

　途中までの人の平均到達章は4.99であった。そこで、途中までの人を、6～8章まで到達

した群（34人）と1～5章まで到達した群（38人）に分類した。

　9章完遂群、6～8章途中群、1～5章途中群のそれぞれの平均回数、日数、間隔を図9.4

に示した。通過テストの回数は、それぞれ2.50, 2.89, 2.62と大きな差はないが、通過テ

スト合格までの日数はそれぞれ3.63, 5.73, 7.53となっており、1～5章途中群は9章完遂群

の約2倍の日数がかかっている。また、次の通過テストに取りかかるまでの間隔日数はそ

れぞれ3.47, 2.98, 2.11と逆に短くなっている。これは、1～5章途中群では通過テストに

合格するまでの日数が多くかかることにより、日程的な余裕がなくなり、次の章に進むた

めの日数を短くせざるを得ないことを示していると読める。

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9.4　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

4.　考察

　通過テスト合格までの平均回数について、1～5章途中群より9章完遂群のほうが少ない

回数で通過テストに合格する傾向が見られたものの、有意な差ではなかった。プロクター

とのやりとりは無制限に行われる設定であったこと、プロクターは１日に１度一定の時間

に規則的に採点を返却していたことから、通過テストに合格する回数には、群別の差は実

質的にはほとんどなかったと言うことができる。PSIでは学習者が個人のペースに合わせ
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て学習するため、進度に個人差が生じる。しかし、この差を加味しても、本授業では採点

回数の上限を3回程度に設定することが可能だと分かった。

　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。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。 

　今回指標として取り上げた、合格までの回数、日数、次章までの間隔の3種類のログ

データのうち、eラーニングにおけるPSIでは、合格までの回数はドロップアウトを予想す

る測度として使いにくいことが分かった。一方、合格までの日数と次章までの間隔のログ

データには、負の相関がある可能性が示唆された。よってこのどちらかのログデータを用

いることにより、ドロップアウトを予測できる可能性が示された。課題にかかかかる日数

が長く、結果的にすぐに次の課題に取りかからなければならない学習傾向がある受講者に

は、学習を中断しないように配慮し、ドロップアウトする前に適当な介入を行う必要があ

ることが示唆された。

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）

1.　問題

　eラーニングによる教育がこれから広まっていくことに疑いはないが、その一方で、学

習のペースをうまく作れずにドロップアウトしてしまうという「延期問題」が未解決と

なっている。延期問題に対して教員や教育システムがどのように介入するかということ、

さらには、その前に、ドロップアウトしそうな学習者をどのように予測するかということ

が課題となっている。

　本研究は、PSI方式のeラーニングで行っている授業のデータを分析して、ドロップアウ

トする学習者のパターンを見いだそうとするものである。

2.　方法
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(1)　授業の概要

　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。

(2)　ログデータの収集と分析

　プロクターは通過テストを受け取った日付、回数を学習者ごとに記録しておいた。この

記録をログデータとして次のように分析した。

　・各章の通過テスト合格までの回数

　・各章の通過テスト合格までの日数

　・何回目で合格したか（3回目で合格しない場合を「パス」と呼ぶ）

　・パスの比率

3.　結果

　授業登録者は125人であった。そのうち、期間内に9章まで合格した人は94人、4章～8

章まで合格した人は13人、一度も通過テストを送付しなかった人、あるいは1章まで合格

した人は18人であった。なお2,3章で終わった人はいなかった。

　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（図9.5）。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9.6）。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。
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　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9.7）。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（図9.8）。
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図9.5　通過までの平均回数（回）
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図9.6　通過までの平均日数（日）
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図9.7　合格した回数の平均（回）
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図9.8　不合格に終わった比率の平均(%)

4.　考察

　通過テストの回数を3回に設定したところ、群別の差は認められず、9章完遂群、4～8章

途中群ともに2回以内で通過していた。前節と同様に、やりとりの回数はドロップアウト

との関連が少ないことが示唆された。また、研究1では両群の回数は3回程度であったが、

今回は両群とも2回程度で通過していた。授業の内容が異なるため比較は難しいが、受講

者の受講態度と、回数に制限を設けたことが受講者の学習態度に変化をおよぼした可能性

が考えられる。この授業は前節授業の成績によって受講資格が与えられたため、受講者は
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授業に対する自己効力感が高く、授業の進め方にも慣れていたことが考えられる。また、

受講者の学習態度の変化については、複数の学習者の内省から推察される。この内省は、

受講中または受講後に、ウェブ教材に併設されているBBSに任意に書き込まれたか、プロ

クターに個人的にあてたメールから得られたものであった。具体的には、より少ない採点

回数で通過したいというもの、また、不合格を悔しがり、次の章は合格したいというもの

であった。これらから、回数の設定には学習意欲を促進させる効果を持つ可能性があると

考えられる。対象者の態度と回数の設定との相互作用が、やりとりの回数に対して影響を

及ぼしたのかもしれない。

　前節で差が見られた日数または間隔については、ここでは差が見られなかった。これに

ついて、受講者は、前節の授業を一定水準以上の成績で終了しているため、等質化された

対象であることが影響している可能性がある。ドロップアウトした人の割合が前節のもの

より少なかったことも、このことが影響をおよぼしていたと考えることができる。つま

り、授業の進度を自己管理できていた人が研究1よりも多かったため、日数または間隔に

差が出なかったことが考えられる。回数に限度を設定したことによる影響が、日数または

間隔に及んだのかどうかに言及するためには、さらに検討を行う必要がある。

　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、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。

回数を制限すると学習者の意欲を向上させる可能性があることを上で述べたが、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。
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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
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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

　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
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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。
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第11章　提言：大学教育の展望

　ここまで、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。

　最終章となる本章では、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。Rabinowitz & Shaw(2005)は、それらの学習理論を、行動主義的見方、認知主

義的見方、アフォーダンス的見方として分類している。行動主義においては、行動を形成

する環境的な要因が重視された。対して、認知主義においては、人が環境をどう捉え、そ

の情報を処理するかが行動を決定すると考えた。さらに、アフォーダンス的見方では、そ

の両者を全体論的に捉え、環境のアフォーダンスと学習者のアフォーダンスがどのように

インタラクトして、学習を決定するのかということにアプローチしている。

　Rabinowitz & Shaw(2005)は、学習を決定づけるものが、外的要因（環境）か、学習者

の内的要因か、それとも両者のインタラクションか、という視点で教授学習の形態を分類

している。しかし、ここでは、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、それらが、教えることのデザインに対してどのように影響を与

えたかということについて概観したい。さらには、それら３つが互いに排反的なものでは

なく、組み合わせることによってよりよい教授システムとなる可能性が高いことを主張し

たい。

　表11.1に、３つの学習理論の特徴をまとめた。
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表11.1　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

　行動分析学においては、行動は変えられるという前提条件のもとでもっぱら行動の変容

をどのように促進するかということに焦点を合わせた。その具体的な成果が最も顕著に表

れるのは、たとえば身体を使った複雑な運動やそのスキルである。教授技法としては、単

純なものから複雑なものへとスモールステップで習得させ、フィードバックを細かく与え

るものである。この考え方は、身体的なスキルのみをターゲットにすることなく、大学教

育のシステムとしても、個別化教授システム(PSI)という名前で、1970年代のアメリカの大

学で広く採用された（向後, 2003）。

　認知心理学は、行動の前提としての認知に焦点を合わせた。その具体的な成果は、たと

えば問題解決能力である。教授技法としては、学習者がすでに持っているプリコンセプ

ションやバグルールといったものを明確にし、それをどのように変容させていくかという

ことに注目している。また、ある領域の知識が、それ以外の領域では活用されにくいとい

う領域固有性に注目し、それをどのようにして転移させるかということに注目した。そう

した転移こそが学習の成果であると考えたからである。教育システムの例としては、アン

カード・インストラクションが挙げられる。これは、学習したことが日常生活にどのよう

に結びつけられるかということを重視している。
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　状況的学習論は、学習が起こっているのは、その学習者が所属している集団（コミュニ

ティ）の中であるということを強調する。そこでは、正統的周辺参加という形での修行が

行われ、足場掛けのような学習システムが成立している。状況的学習においては、行動の

学習も、認知の学習も行われるだろうが、最終的に得られるものは、自分はこのコミュニ

ティでどんな位置を占めているかということ、つまりアイデンティティにほかならない。

教育システムとしては、グループによる協同学習が挙げられるだろう。

　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。３つの学習理論に基づ

いて予測したい。

　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11.2に示した。

表11.2　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

　行動分析学に基づくeラーニング教材はモジュールの形式を取る。単純なものから複雑

なものへ、易しいものから難しいものへと配列される。一方、認知心理学に基づく教材で

は、その内容が学習者にとってどのような関連性があるかということを重視する。そのこ
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とによって、学習に対する動機づけが高まり、また内容の定着や転移が促進されることが

わかっているからである。Schank(2005)は、Goal-Based Scenario（目標をもったシナリ

オ）を足場にして、Story-Centered Curriculum（ストーリー中心のカリキュラム）とい

うアイデアを提示している。また、状況的学習論に基づく教材では、リアリティを中心に

するだろう。それは教材というよりも、実践現場そのものであることが要求されるかもし

れない。

　テストはどのようなものになるだろうか。行動分析学に基づけば、テストは正確さや速

さ、流暢さを測るものになるだろう。一方、認知心理学に基づけば、転移問題や応用課題

を中心に出すだろう。それが最終的な目標だからである。また、状況的学習論に基づけ

ば、それは実践現場での実際の行動を測るものになるだろう。

　学習の日程の長さでいえば、あくまでも相対的なものだが、行動分析学が短期のもの、

状況的学習論が長期のもの、認知心理学がその中間になるだろう。また、学習の形態とし

て、個人別かグループによるものかを選択するなら、行動分析学では個人別が適合し、状

況的学習論ではグループの形態が適合する。認知心理学では、どちらも可能性がある。教

師あるいは教授システムからの介入を考えると、行動分析学では介入の頻度が高く、状況

的学習論では低いだろう。認知心理学はその中間になるだろう。また、学習者同士のイン

タラクションは、行動分析学では小さく、状況的学習論では大きいだろう。これは個別か

グループかということを考えれば当然である。

　以上、３つの学習理論に基づくeラーニングシステムがどのような形態を取りうるかと

いうことを述べた。これらを統合的に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
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大きく変わってくる。

　階層構造でいえば、状況的学習論が上位構造（高級という意味ではない）に位置し、行

動分析学は下位構造（低級という意味ではない）に位置するだろう。認知心理学はその中

間に位置する。したがって、状況的学習論に基づくeラーニングコースを開発し、必要に応

じて、認知心理学あるいは行動分析学に基づく下位コースを呼び出すというデザインの仕

方も考えられる。この方法はコースデザインとしては複雑になるけれども、学習者にとっ

てはその時に学ぶものによって最適な学習方法を選択できるという意味で、効果の高いも

のになるだろう。

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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