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1.　問題

1.1　大学における統計学科目の特異性
　大学において統計学という科目は独特の位置を占め
ている。それは文系、理系の専攻を問わず、どんな学
問領域においても統計学的なものの考え方が必要とさ
れていることである。つまり、どんな学問を専攻する
にしても、レポートや卒業論文で必ずといっていいほ
ど必要になる技能が、統計学という科目に含まれてい
る。これは、統計学以外の科目が、それ自体で完結す
る（あるいは、いくつかの関連した科目群全体として
完結する）傾向があるのに対して、統計学で学習した
概念や技能が、大学での学習や研究活動に直接的に応
用される場面が少なからずあり、あるいは専攻によっ
ては、決定的に重要となる場面があるということであ
る。
　このように、大学の学習活動の中で直接に利用され
る内容を含む統計学であるが、多くの学生にとって
は、苦手とされる科目であり、特に、数式を使うこと
によって理数系科目嫌いの学生にはハードルが高いも
のとなっている。
　しかし、近年では、パソコンによる高度な統計処理
ソフトが一般化したことによって、学習の焦点は、適
切な統計処理方法の選択と得られた解析結果の読みと
りの技能というところにシフトしている。そのため、
概念や数式の理解というよりも、実際のデータを手に
したところからいかにその意味を統計（ソフト）とい
う道具を使って読み解くかという技能に重心が移って
いる。
　ここに統計学授業を実施するときの難しさが現れて
くる。まず学生の側は、統計学に関して数式が多く抽
象的だというかなり強い先入観を持っている。しか
し、統計学は数式と概念を中心とした理論だけでもな
く、また、統計ソフトを利用した実習だけでもない。
そこでは、これらの両者をバランスさせることが重要
である。さらに重要なことは、その技能をレポートや
卒業論文の作成過程において利用できるようにうまく
転移させなくてはならないということである。

1.2　これまでの統計授業の問題点
　ここ数年間、統計学の授業を担当してきた経験か
ら、その問題点を考察し、次のようにまとめてみた。

(1)　実習中心の授業の欠点
　数式や理論に対する学生のアレルギーを考慮して、
なるべく理論に触れずに、実習中心とし、具体的な
データを次々と統計ソフトにかけ、その処理や解釈の
仕方に重点をおいた授業をおこなうことがある。この
方法では、授業が統計ソフトの使い方を中心としたも
のになり、学生はソフトの使い方の手順には慣れるも
のの、なぜこのデータにこの統計手法を使っているの
かがわかりにくい。また、ソフトから吐き出されてき
た結果については、その意味が十分わかることはな
く、数値の翻訳的な置き換えにとどまることが多い。
たとえば5%有意水準で、p=.02と出てきたときに
「有意である。したがって差はない」というような逆
の解釈をしてしまうなどのことが起こる。

(2)　学習内容が多く、ペースが速い
　統計学の授業にはそれほど長い時間が割り当てられ
ているわけではない。しかし、扱おうとする内容は、
記述統計からはいって、推測統計のt検定、カイ二乗
検定、分散分析、相関分析、因子分析に至ることがあ
る。というのは卒業論文レベルでこれらの統計手法を
利用することが十分考えられるからである。このよう
に扱う内容は盛りだくさんであるのに、授業時間数は
限定されていることから、授業のペースを速くせざる
をえず、とにかくひととおりの統計手法をさらってい
こうということになりがちである。たいていの学生は
この速いペースに追いついていけず、統計嫌いを増や
すことになる。

(3)　取り上げるデータに必然性がない
　授業で取り上げられるデータは、たいていは授業者
の任意のものであり、学生にとっての必然性はない。
つまり、教えようとする統計手法に、よくマッチした
データが使われることがほとんどであり、また教科書
で扱われるデータもたいていはそうなっている。こう
した事情のため、登場してくるデータは、さまざまな
タイプのものであり、生物学的なデータから教育心理
学的データ、社会調査的データまでいろいろな種類の
ものになる。このことは学生にとってはデータの一貫
性がなく、そのためにかえって統計手法の応用力を
奪ってしまっていることになる。むしろひとつのタイ
プのデータを何回も繰り返し登場させ、じっくりと統



計手法を学んでいくというやり方の方が効果的なこと
がある。

2.　授業と教材の設計
　以上述べたような統計学授業の特殊性と、これまで
の統計学授業の問題点を考慮して、統計授業を改善す
べく設計することにする。そのポイントは、個人ベー
スで学習のペースを決めていくPSI方式の採用
と、Webベース教材の作成である。次にその方針を
述べていく。

2.1　PSIの採用
　1968年にKellerによって提唱された
PSI(Personalized System of Instruction)は、印刷さ
れた教材を自己ペースで学習してゆき、プロクターと
呼ばれる個人指導員によってテストやアドバイスを受
けるという形で学習を進めていくものである。アメリ
カではすでにたくさんの実践報告が公表され、おもに
高等教育の大人数レクチャー型の授業を置き換えるも
のとして、その成果が認められている。
　Fletcher(1992)によるとPSIの特徴は次のようにま
とめられる。
• 単元を完全習得することによって進めていく。
• 学生が自分のペースで学習を進める。
• 単元が終わるごとにプロクター（指導員）によっ
てテスト、フィードバック、助言を受ける。
• 自己ペースの学習にはおもに印刷された教材を使
う。
• レクチャーは一定単元数をクリアした学生に対し
て、おもに興味を増大させる目的で開かれる。

　今回の授業設計において、PSI方式を採用しようと
する理由は次の二点である。
　まず、これまでの統計学授業の問題点のひとつであ
る、完全習得学習ができないということを改善できる
ということである。学習内容が多く、ペースが速いた
め、学生の理解が完全でないままに授業が進み、結局
全体をマスターすることができないというのがこれま
での統計学授業の問題であった。特に統計学は内容が
体系化されており、最初のつまづきがあとあとまで尾
を引く。また、統計概念の理解の速度には個人差が大
きい。これらのことから、自己ペースで学習を進め、
また単元の完全理解によって次の単元に進むという
PSI方式が効果的であると判断した。
　もうひとつは、統計学という科目の性格として、単
元化が進めやすいということである。特に今回は、次
の節で説明するように、教材を提供する形として
Webを利用した。

2.2　Webベースの教材
　PSIの欠点は、PSIコースをたちあげるまでにかけら
れる授業者の労力と時間が莫大なものになることであ
る。このためにアメリカではPSI方式の授業は徐々に

少なくなり、しかもそうした授業でも形式は本来の
PSIとは違う形になっているという(Fletcher,  
1992)。今回の教材設計では、教材作成についてでき
るだけ柔軟な形を取るために、印刷されたものではな
くホームページ教材を作成することにした。ホーム
ページの形を取ることにより、印刷・製本関連の仕事
を省くことができ、また教材の修正や追加などが比較
的簡単にできる。
　ホームページ教材を設計するにあたって、特に気を
つけた点としては、次の二点である。

(1)　独学でできるように
　学生が完全に独学で学習を進めていけるように、教
材においては、細かいフィードバックが必要である。
しかし、そうであるからといって、小テストをたくさ
ん埋め込み、その正誤を○×によってフィードバック
するのはかえって煩雑であり、独学による効果的な学
習を妨げると考えた。機械的なテストよりもむしろ、
文章を書いてもらうことによって考えさせ、それが正
しいかどうかは学習者自身が解答のページを見て確認
できるようにした。

(2)　応用のきく知識と技能
　統計学が敬遠されるひとつの理由として、そこで扱
うデータが身近のものではないということがあげられ
る。そこでこの教材では、できるだけ身近な話題を使
い、ストーリーをある程度組み立てた。後に詳述する
が、具体的にはハンバーガーショップのフライドポテ
トなどを題材にして、教材を構成するようにした。単
元が変わってもこのハンバーガーショップという設定
は連続させ、全体として一貫性のあるように配慮し
た。このように身近な話題で統計学を学習することに
より、現実場面においても、学習された知識や技能が
応用できることが期待できる。

2.3　Webベース教材の構造
　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。
• (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。

2.4　いくつかの工夫
　今回の教材作成にあたっては、次のような工夫をこ
らした。

(1)　一貫した身近な話題で説明
　この教材は、平均・分散の話から始まって、分散分
析、相関分析までをカバーする（表1, 2参照）。これ
までの教科書や教材では、これらの各単元ごとにさま
ざまな種類のデータを取り上げて解説することがほと
んどであった。本来、学習者には、データのタイプに
よって利用する統計手法が決まってくるということを
つかませなければならないのだが、登場するデータの
種類が多く（生物学的データ、心理学的データ、政府
統計的データなど）、一貫性がないため、結局学習者
はいろいろなデータにいろいろな手法があるんだ、と
いう印象しか残らず、データのタイプと統計手法の関
係をつかむまでには至らない。
　そこで、この教材では、ハンバーガーショップとア
イスクリームショップを舞台に設定し、そこで売って
いるフライドポテトやハンバーガー、アイスクリーム
などを一貫して題材に取り上げた（図1, 2参照）。

　このような教材を作ることによって以下の効果が期
待できる。ひとつめは、題材が日常的になじんでいる
ものなので、統計学は抽象的で難しいという先入観を
壊すことができることである。ふたつめは、全部の単
元を通じて、一貫した題材を使っていることによっ
て、データをこのように比較するときには、この統計
手法を使う、といった具合に、データの切り口と統計
手法の対応づけがしやすくなるということである。統
計手法について迷った場合は、いつでも、ポテトの話
に立ち戻って考えれば、適切な方法を選ぶことができ
るということである。みっつめは、ふたつめの項目に
関連するが、何度も共通の題材で考えることによっ
て、定着効果が期待できるということである。

(2)　応用力のテスト
　ポテトの例題によって身についた知識を他の場面で
も応用できるように別の身近な話題で学習することが
必要である。これは転移ということであるが、転移を
促進するための応用問題として、近い転移の問題と遠
い転移の問題を用意した。近い転移の応用問題では、
ポテトに近い題材としてたとえばフライドチキンを持
ち出して作成した。一方、遠い転移の応用問題として
は、実験をして得たデータを題材とした。これは、こ
の授業が、最終的にはレポートや卒業論文で統計が適
切に利用できることを目的においているので、実験
データの統計処理をターゲットにしたわけである。表
2に、応用問題の例を示した。
　このように応用問題を設定することによって以下の
効果が期待できる。ひとつめは、いろいろな場面で応
用できることを促進するということである。この場合
も、遠い転移のターゲット領域を一貫して取り上げる
ことによって、学習者を混乱させることなく、応用力
を増すことをもくろんでいる。ふたつめは、単元の内
容を整理し、定着させる効果があるということであ
る。

表1　「ハンバーガーショップで学ぶ楽しい統計学」

章 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 分散分析（1要因）

7 分散分析（2要因）



表2　「アイスクリーム屋さんで学ぶ楽しい統計学」

章 内容

1 散布図と相関

2 相関係数

3 無相関検定

4 単回帰

5 偏相関

6 重回帰

7 相関行列

8 因子分析(1)

9 因子分析(2)

3.　eラーニングへの適用
　以上で述べた、Webベースの教材を使ったPSI授業
は、通常の対面による教室授業において良い成果をあ
げている（向後、2003a, 2003b）。この教材を活用
して、2003年度からフルオンラインのeラーニング
コースを実施している。

3.1　eラーニングコースの概要
　eラーニングコースでは、対面授業と同じ内容を同
様の15週間で学ぶ。クラスは30人前後を目安に編成
され、各クラスに修士卒の資格を持ったメンターを配
置した。
　Webベースの教材は、コースのLMS(Learning 
Management System)からリンクを張ることによって
そのまま参照することができる（図3左参照）。この
教材は独習できるように作ってあるので、当初はビデ
オストリーミングによるレクチャーの配信をすること
は考えていなかったが、受講生からレクチャーもあっ
た方が良いという要望があったので、要所でまとめの
レクチャーを収録し、配信した（図3右参照）。
　通過テストについては、受講生が各自解答を作成
し、メールによってメンターに送信した。メンターは
48時間以内に採点し、受講生に返信した。通過テス
トは、完全に正解するまでやりとりを行うものである
が、メールのやりとりは3回までを上限とし、3回目
でもなお不正解の部分に対しては、正解と解説を加え
て返信した。なお、通過テストのやりとりを3回まで
としたのは、やりとりの回数を無制限にした場合で
も、ほとんどのケースで3回までに合格しているとい
う経験に基づいている（向後・野嶋, 2004a）。

3.2　eラーニング実践からの知見
　このeラーニングコースを最後までやりとげ、単位
取得をした受講生は、登録者全体の70～80%であっ

た（向後・野嶋, 2004b）。単位取得できなかった受
講生の行動パターンを分析してみると、通過テストを
送るのが少しずつ遅れていき、それが次の単元の学習
時間を圧迫していくことによって、成績を決める実力
テストに間に合わなくなるというものであった。もと
もとPSIの狙いは、学習者個別の理解のスピードが異
なっており、それを自己ペースによる独習という方式
で吸収しようという点にあった。しかしながら、対面
にしても、eラーニングにしても、コース全体の期間
はたとえば15週間というように決められており、こ
の期間内にどのようにしてドロップアウトを少なくし
て修得者を増やすかという点が焦点となる。
　そのためには、教材のさらなる改善ときめの細かい
指導が必要になってくるだろう。受講生が学習内容に
関して得る情報は、Web教材、通過テストにおける
採点、フィードバックとアドバイス、そして、BBSに
おける他の受講生による質問とその回答を読むことで
ある。Web教材はいかにわかりやすく書いたとして
も、なお舌足らずな点が残ったり、学習スタイルに
よって、文章での説明を好む人と図解による説明を好
む人がわかれたり、また数式にアレルギーがある人と
ない人が混在したりする。際限のない仕事ではある
が、こうした細かい点を教材に継続的に反映させてい
くことが必要になる。
　通過テストを個別に行うことは、受講生の動機づけ
を高め、継続する意欲を持続させるのに一役買ってい
るように思われる。それはコース終了後の受講生の感
想の多くが、通過テストをていねいに採点してくれた
メンターへの感謝の気持ちであることに表れている。
　BBSもまた学習する際の有益な情報源になってい
る。他の受講生が発した質問とそれに対する教員から
の回答を読むことで、多くの疑問が解消される。コー
ス終了後にBBSでの質疑をまとめて、FAQにしておく
と次回のコース受講生の大きな助けとなるだろう。

4.　結論
　Webベース教材を利用したPSI方式の授業を実践し
てきたが、これをeラーニングのコースに載せ替える
ことは比較的容易であった。これはPSI方式の教材が
もともと単元指向であったことによるものだろう。一
度このような教材を開発すれば、対面授業でもeラー
ニングでも利用することができる。ただ、eラーニン
グのコースでは、ドロップアウトをできるだけ出さな
いために、よりきめの細かい支援が必要である。PSI
の通過テストのやりとりにはそうした支援が埋め込ま
れているが、さらに、独習教材の継続的な改善、BBS
での対応などの工夫が必要である。

注
本稿の1,2は向後他(1997)と向後(2003b)に基づいてい
る。
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