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あらまし： 現在「eラーニング」という名前のもとに実現されている教材や学習活動、コミュ
ニケーションのデザインは多種多様である。このことはeラーニングをデザインする人が下敷き
とする教授学習過程のイメージやモデルが、デザイナーによって多様であることを示してい
る。ここでは、eラーニングのデザインの土台になっていると考えられる、心理学における学習
理論の変遷を概観する。さらに、その多様性のためにアナーキーになる危険性を回避しつつ、e
ラーニング設計のために役立つような統合的な見方を提案したい。
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Abstract: This paper proposes the integrated understanding of behavioral, cognitive, and 
situated learning theories for the purpose of designing better e-learning systems. E-
learning systems, specifically design of learning materials, learning activities and learners 
commnunication, may be done in various styles and forms depending on the designer’s 
conception of how human learns. Understanding the strength and weakness of the 
learning theories helps e-learning designers to make integrated learning systems.  
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1. 問題
　現在「eラーニング」という名前のもとに実現さ
れている教材や学習活動、コミュニケーションのデ
ザインは多種多様である。このことはeラーニング
をデザインする人が下敷きとする教授学習過程のイ
メージやモデルが、デザイナーによって多様である
ことを示している。ここでは、eラーニングのデザ
インの土台になっていると考えられる、心理学にお
ける学習理論の変遷を概観する。さらに、その多様
性のためにアナーキーになる危険性を回避しつつ、

eラーニング設計のために役立つような統合的な見
方を提案したい。

2. 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



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。
　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

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1に、３つの学習理論の特徴をまとめたので、
それを参照してほしい。
　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

表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



表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

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。

3. 学習理論に基づいたeラーニング
　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2に
示した。
　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。

4. 学習システムの統合と「学習２」
　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。
　このように、何種類かの学習形態が混合された
コースによって学習するときに学習者は何を学ぶだ
ろうか。
　そのとき学ばれる可能性のあるものは、「どん
なときにどんな学び方をすればよいのかというこ
とを学ぶこと」というメタレベルの学習である。
つまり「学び方を学ぶ」ということである。
Batesonは、これを「学習２」と名づけた（向後, 
2005）。決まった学び方で学ぶことは訓練さえ受
ければたやすい。しかし、現実の社会で必要とさ
れるのは、最適な学び方がわからない事態におい
て、どのように学んでいくかということを学ぶこ
と、つまり学習２である。そして、これは学び方の
決まったeラーニングコースでは決して学ぶことが
できないものである。
　ここで、複数の学習理論を取り込んだeラーニン
グコースの重要性が見えてくる。そこで最も重要な
ことは、複数の学習形態を提供することによる学
習の効率化ではなく、どのように学べばよいのか
ということを学ぶための機会を提供することなの

である。

5. おわりに
　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。しかし、これらの統合は、
学習を効率化するというよりも、むしろBatesonの
いう学習２「学び方を学ぶ」という学習を起こす
という点で重要である。
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