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向後 千春
Chiharu Kogo

早稲田大学人間科学学術院
Faculty of Human Sciences, Waseda University

〈あらまし〉　行動経済学という新しい学際領域の中で，カーネマンとトヴェルスキーは，人
間が（経済学的な）意思決定や判断をするときに，必ずしも経済合理的にふるまうわけではな
く，多様なバイアスと認知的制約のもとで意思決定をしていることを明らかにした．同様のこ
とは，経済学的な意思決定だけではなく，人間が，学習活動という，時間と能力的なリソース
を支払う活動について意思決定をする場合にも働いていると考えられる．本稿では，これを
「学習行動経済学」と名づけ，こうしたフレームワークの中でどのような研究トピックが課題
として出てくるかについて考察した．そして，こうした研究トピックを教育工学研究者が取り
組んでいくことを提案した．

〈キーワード〉　行動経済学　バイアス　認知的制約　学習活動　意思決定　システム１

1. 手作りの修了証のエピソード
　ある年度に入学前の導入教育をオンライン
コースとして実施した．内容は，大学のネット
ワークの使い方，図書館の使い方，文献検索の
やり方，レジュメの作り方，授業でのノートの
取り方，レポートの書き方などが網羅された．
それは大学の授業が始まってから十分に役に立
つ内容として設計されていた．しかし，受講は
任意であった．したがって単位も与えられてい
なかった．
　受講のお知らせは入学前の学生に十分伝わっ
たと思われたが，実際にそのオンラインコース
を受講する学生はごく一部であった．最後まで
受講して課題を提出した学生は，さらに少な
かった．結局，最後まで課題をやり遂げたの
は，一桁の人数であった．割合としては全体の
数パーセントであった．
　翌年は，少しでも受講者の数を増やそうとし
た．コースの内容は前年度と同様であった．受
講生の数を増やすために，今回は「最後の課題
までやった受講生には，修了証を出す」という
お知らせを出した．もちろん，受講は任意であ
り，単位も与えられていないという状況は変
わっていない．その中で，担当教員手作りの修
了証には大した価値はないと思われた．しか
し，少しでも受講者が増えてくれればという願

いを込めた試みであった．
　はたして結果はどうであったか．受講する学
生数は大幅に増大した．そして，最後の課題ま
でやり遂げた受講生は，前年度の数倍にもなっ
た．いったいこれはどう解釈すればよいのか．
単位が与えられないという条件は前年度と変
わっていない．変わったのは，手作りの修了証
をもらえるということだけだ．それはあまり価
値のある修了証とは言えなかった．しかし，受
講生にとっては最後の課題までやり遂げるため
の強力な動機づけになったのである．そうでな
ければ説明ができない．
　このように，学習行動を規定する要因は実は
よくわかっていない．そのために，学習行動を
予測することも，制御することも簡単なことで
はないのである．

2. 行動経済学のアイデア
　これまでの経済学は，「完全に合理的な経済
人モデル」を組み立てて，そこから人間の経済
的な行動を予測するという方法論を採用してき
た．しかし，心理学研究者から見れば「完全に
合理的な経済人モデル」はモデルとしては成立
するとしても，現実の人間にあてはまらないこ
とは自明であった．人間の思考や判断には，さ
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まざまな認知的制約があり，またさまざまなバ
イアスがかかっていることを心理学は明らかに
してきた．その結果として，人間の判断には錯
誤が多く含まれている．しかし，それは不合理
であるとはいえ，必ずしも生き延びのために不
利なことではない．時間のかかる熟慮的判断の
代わりに，短時間で直観的な判断をすることに
よって，そこに錯誤は含まれるにしても，全体
的な戦略としてはうまく動くことが多いからで
ある．
　カーネマン(Kahneman 2011)は「判断は知覚
に似ている」という．それは短時間で行われる
処理であり，変化に敏感なシステムである．行
動経済学の研究者は，人間の判断のプロセスと
して二重プロセスモデルというものを提案して
いる．これは，迅速で無意識的で直観的な判断
プロセス（システム１）と，熟慮と努力を要す
るゆっくりとした判断プロセス（システム２）
があり，人間はこの２つのシステムを並行して
使っているというモデルである．人間が日常的
に行う判断は，心的リソースをあまり必要とし
ないシステム１によって行われている．
　日常の大部分の判断がシステム１によるもの
であるから，人間の経済活動は，合理的なもの
ではなく，ちょっとした安売りに気をひかれた
り，錯覚を起こさせるような数字のマジックに
簡単にだまされたりするのである．しかし本人
はだまされたとは思っていない．それは思考に
おける錯視なのである．錯視とは，本人におい
ては「正しい知覚」にほかならない．なぜなら
ば，「現にそう見える」のだから．

3. 「学習行動経済学」の提案
　行動経済学は必ずしも，人間の「経済行動」
に関してのみ言及する研究領域ではない．それ
よりも広く，一般的に人間がどのように思考し
（あるいはあまり思考せずに）判断しているの
か，またそこにどのようなバイアスと錯誤が入
り込んでいるのかというしくみを明らかにしよ
うとしている．とすれば，行動経済学の細分化
された下位領域として，「学習行動経済学」と
も呼ぶべき領域を考えることができる．それを
定義すれば，学習行動経済学とは以下のような
研究領域である．
• 人間が学習にかかわる判断をするときのプ
ロセスを明らかにする．それは必ずしも合
理的なものではないかもしれない．そのし

くみを明らかにする．
• そのことによって，学習支援の方法，教授
デザイン，評価デザインの改善につなげ
る．そのデザインは一見合理的なものでも
ないし，論理的なものでもないかもしれな
い．しかし，うまく働くデザインを指向す
る．

• 以上の研究による知見は，インストラク
ショナルデザインの一部であり，基礎であ
る．

　通常，人が学習活動を開始するときには，そ
れを始めようという判断ないしは意思決定が先
行する．また，学習活動をするにも，どのよう
な学習方法や方略をとるのかということもまた
意思決定される．
　しかし，こうした意思決定や判断はタダでは
ない．何らかの学習活動を始めようとする意思
決定や，あるいはそれをどのようにしようかと
いう意思決定には，心的リソースが注ぎ込まれ
る．どれくらいの心的リソースが使われるか
は，学習者によって違いがある．熟慮的な学習
者と即断的な学習者では意思決定に使う時間と
注意の量に違いがあるだろう．しかし，多くの
場合，その意思決定は即時になされる．つま
り，「システム１」によって判断される．
　グラッドウェルはこのような実験をしている
(Gladwell 2005)．大学教員の授業の力量を学生
に評価させた．授業をたった２秒見ただけで評
価した値は，授業を一学期分受けたのちに評価
した値とほぼ同じであった．つまり，数ヶ月に
わたって実施される授業の評価は，初回の２秒
でほぼわかってしまうということである．つま
り，学生にとって，すべての授業の印象は第一
印象で決まり，しかもそれは持続するというこ
とである．ここでもシステム１が働いている．
これは，逆に言えば，初回の授業の最初の２秒
で，魅力的なものであることを見せなければ，
学習者はこのあとの学習に取り組まないであろ
うということを予測するのである．

4. いくつかの研究トピック
　以上，学習行動経済学の概略と枠組みを提案
した．以下にこの枠組みの中で，どのような研
究トピックが想定されるかを列挙してみたい．



直観的判断（ヒューリスティックス）
　直観的判断（ヒューリスティックス）は，熟
慮的判断ではなく，システム１による素早い判
断である．直観的判断は，学習行動の随所で使
われていると思われるが，その重要性にもかか
わらず，あまり研究されていない．このトピッ
ク関連では以下のような研究課題が考えられ
る．
• 授業や学習活動がおもしろそうだという判
断はどの時点でどれくらいでなされるの
か．また，その判断は，学習プロセスが進
むにしたがってどのように変わるのか，あ
るいは変わらないのか．

• 学習の大変さ，つまりかかる時間・労力は
どのように短時間で見積もられるか．その
見積もりはどの程度正確か．その見積もり
によって，その後にとられる学習方略はど
のような影響を受けるか．

プロスペクト理論（変化への敏感性と満足）
　アトキンソンの期待×価値理論は，動機づけ
の大きさを予測するモデル式としてよく引用さ
れる．つまり，「その活動で自分がうまくでき
る期待値」と「その活動がもたらす価値や満
足」の掛け算によって動機づけの大きさが決ま
るというものである．しかし，これは，自分が
以前に比較してどれくらいうまくできるように
なったかという変化の要因が入っていない静的
なモデルである．行動経済学は，効用・利益と
満足の関係は線形ではなくて，その変化の度合
いが満足を決めるということを明らかにしてい
る．こうしたことに関連して，以下のような研
究課題が考えられる．
• 自分が以前に比較してどれくらいうまくで
きるようになったかという効力感の変化や
熟達の度合いの変化は，動機づけの大きさ
をどの程度予測するか．

• 効力感や熟達の度合いの変化が動機づけの
大きさを予測するとすれば，教授デザイン
や教材設計の難易度やフィードバックの方
法はどのように最適化されるか．

• ある程度熟達したときに起こるプラトー状
態においては，自分に上達が感じられない
ために，ドロップアウトのリスクを生ず
る．このリスクを低減し，次の熟達段階に
持ち上げるためにはどのような教授デザイ
ンが可能か．

学習の効用と幸福
　経済学とその理論は，究極的には人間の幸福
と人生の満足になんらかの示唆を与えるもので
あるべきだとカーネマンは考えている．教育工
学もまたそうあるように研究の視野を広げるべ
きである．学習の成果はその人にさまざまな技
能をもたらすものであると同時に，時間をかけ
るに値する満足と幸福の感覚を与えるものでな
くてはならないだろう．
• 学習の評価が満足をもたらすのか．学習の
プロセスが満足をもたらすのか．あるい
は，学習のプロセスにおける他者とのコ
ミュニケーションを含む相互作用が満足を
もたらすのか．

• 学習において，成績をつけられることや卒
業単位に認定されること以外の効用とは何
か．またそうした効用は，その後の人生に
おいてどのような変容をもたらすのか．

• 学習そのものはその人の幸福にどのように
関係するか．特に生涯学習における学習活
動と幸福感の関連性はあるのか．

時間的選好
　行動経済学では，人の意思決定において，現
在を過度に重視し，逆に未来を軽視するバイア
スがかかっていることを明らかにしている．こ
れは学習行動においてもまた成立すると考えら
れる．学習活動に対して時間をどのように配分
すればいいのかと言うことは，教授デザインに
おいて重要な研究トピックである．
• 授業の配分について，週一回90分を15週間
行うのがいいのか．あるいは，丸１日を４
日間連続行うのがいいのか．あるいはまた
別の配分方法がいいのか．どの方法が学習
効率や動機づけを高めるのか．

• 授業の毎回に渡って小テストをするのがい
いのか．あるいは，最後に一回だけ最終テ
ストあるいは最終レポートをするのがいい
のか．どの方法が学習効率や動機づけを高
めるのか．

• 最終的な学習成果が未来に期待されている
とき（たとえば２年後の卒業研究），それ
をどのように分割し成果として学習者に求
めていけば，無理のない最適なワーク配分
となるのか．



社会的選好
　人の行動は，必ずしも自分自身の利益や功利
だけに基づいて意思決定されているわけではな
く，利他的な行動を採用することもまた行動経
済学が示唆している．教育場面においても，こ
れまで協同学習や協調学習，あるいはグループ
学習という学習形態を取ることによる効果や影
響についての研究が積み重ねられてきた．しか
し，そこにおいては，人間の利他的行動という
側面からのアプローチはなかった．複数の人が
チームワークを組んで学習活動を進めるとき
に，それぞれの中でどのような意思決定がなさ
れているか，また実際にどのような共同的な作
業が進められるのかということについての研究
が必要とされている．
• 協同学習を構成する際に，メンバーやルー
ルにどのような制約を与えれば，最適な学
習ができるか．

• 協同学習の成果をどのように評価すれば，
メンバーに満足を与え，学習を促進するこ
とができるか．

学習者アイデンティティ
　人は自分がこれであると考えた（必ずしも根
拠もなく正しくもない）自分のアイデンティ
ティにしたがって行動する．学習の場である，
教室やゼミにおいても同様のことが起こるだろ
う．
• 人はどのようにして学習の場におけるアイ
デンティティを獲得するか．それは，違う
場においては違うアイデンティティを獲得
するのだろうか．

• アイデンティティにしたがって学習の場で
ふるまうときに，どのような学習が起こる
か．それはアイデンティティを変えること
によって，影響を受けるのか．

5. 既存の研究成果との違い
　最後に，ここで提案した学習行動経済学が，
これまでの既存の研究成果とどのように違うの
かということを述べておく．
　まず第一に，動機づけではない．学習行動経
済学では，動機づけという媒介変数の役割を極
力少なくしようとする．学習環境や制約が学習
者にとってどのように「知覚」されるかという
ことを明らかにした上で，システム１による速
い意思決定を予測しようとする．したがって，

たくさんの変数と条件を勘案した上で何らかの
動機づけやインセンティブが確定するというよ
うなモデルを取らない．
　また，学習スタイルでもない．学習者によっ
て，さまざまな学習スタイルを持っているとい
うことはおそらく正しいだろう．それは意思決
定に何らかの影響を及ぼすかもしれないが，決
定的な要因ではない．むしろ逆に学習スタイル
の違いがそれほど影響を及ぼさないほど，意思
決定のプロセスが頑健であることを示すものに
なるだろう．
　このように考えると，これまでインストラク
ショナルデザインの領域で提案されてきたさま
ざまな教授設計モデルとは，学習者にとってそ
の教材やコースがどう「知覚」されるかをコン
トロールしようとしてきた歴史であると見るこ
ともできる．個別化教授システム(PSI)は，小刻
みなゴールを目の前に提示することによって，
先を考えずにタスクをこなしていけば知らない
うちに大きなゴールにたどり着くということで
あった．また，ゴールベースシナリオ(GBS)は，
リアルな場面を提示することによって「おもし
ろそうだ」というヒューリスティックスを発動
するということとして捉えられるのである．

6. まとめ
　以上，行動経済学の枠組みを学習活動に適用
したときに，どのように研究の枠組みが変わる
か，またどのような研究トピックが考えられる
かの概略を提案した．学習者の意思決定に関し
て新しいモデルを導入することにより，教授デ
ザインの領域において，新たな展開が現れるこ
とが期待できるだろう．
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