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 人は，何を知っていて，どんな問題を解くことができ，知らないことをどう分かり，ま

だだれも気づいたことのないアイディアをどうやって作り出していくのか。人の「知」に

ついてこれらの問いに答えることは認知研究の究極の目標の一つである。学習科学は，認

知科学をベースにこれらの問いに答えようとする。 
 人が学習するプロセスの中には，理解，判断，問題解決，意思決定，推論，創造など高

次認知活動と言われるものがすべて含まれている。学習科学は，これらのプロセスを学習

場面で研究する。つまり，それまでできなかった何かができるようになる，あるいは，分

からなかったことが分かるようになる，さらにはそれまで無かったアイディアが生まれ出

て来る現場で，それらのプロセスを解明する。 
 高次認知過程の研究に学習の場が使われるのには二つの理由がある。一つには，学習の

場であれば，何かができない，あるいは分からない状態から，できる，あるいは分かるよ

うになるプロセスをじっくり追うことができる。できるようになってしまったこと，分か

っていることを研究対象にするのは難しい。できる，あるいは分かるようになるまでの中

途の過程では，下位過程があらわになり，しかもそれらが比較的ゆっくり進行するので，

研究するには有利である。もう一つの理由として，学習のプロセスが分かってくればそこ

から学習を支援するためのヒントが得られる可能性がある。学習が頻繁に起きていて支援

を必要としている場所というと典型的には学校の教室場面であろう。学習科学の多くの優

れた研究が学校の教室で行われている。学校での教育の質をこれまでより良くしたいとい

う社会的な要請に答える形で学習科学が研究されている例も多い。 
 学習科学による実践研究の多くは，認知科学や学習の対象となる科学の研究に基づいて，

従来の教え方とは少し異なる学習方法を試してその効果を確かめるという形で行われる。

多くの実践で，一人で学ぶのではなく仲間や先輩と教え合い確かめ合いながら学ぶ協調的

な学習方法が取り入れられている。それらの実践では，テクノロジが，話し合いや相互吟

味の記録を取り，アイディアの共有や成果の公開がしやすくなるよう欠かせない役割を果

たしている。学習過程をこれまで以上に詳しく解明するためにはテクノロジによる支援が

不可欠であり，同時に新しい学習方法を実施するためにもテクノロジの利用が欠かせなく

なってきている。 
 本書とこれに対応するテレビ番組では，このような学習科学の理念と実態を具体的な実

践研究例に即して検討する。取り上げたのは主には北米の実践研究である。第 1，2 章で認

知科学的な基礎を導入し，第 3，4 章で一つずつ具体例を紹介した後，第 5 章では学習科学

の研究方法について学ぶ。ここまでを基礎としてその後第６章から第 11 章までは三つの実

践プロジェクトについて順次，偶数章でカリキュラムを紹介し，奇数章でその内容を検討

する。第 12 章以降はこれらのプロジェクトについての知識を元に，学習コミュニティ，テ
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クノロジ利用，学習評価という三つの項目についてそれぞれ一章をあてて検討する。第 15
章はまとめである。本書で扱うことができたのは，発展中の学習科学のほんの一部に過ぎ

ない。巻末にあげた参考文献リストなども活用して理解を深めていただければ幸いである。 
 テレビ番組には，インタビューや実験例など印刷教材には含まれていないビデオ素材を

多く取り入れた。印刷教材にはない話題も取り上げている。番組と印刷教材の両方をそれ

ぞれ活用していただきたい。 
 本書と本番組の作成にあたっては，Timothy Koschmann, 飯吉透，Sherry Hsi, Marcia Linn, 
James Slotta, Doug Kirpatrick, Brian Reiser, Ravit Golan, Daniel Edelson, Virginia Pitts, Louis 
Gomez, Lou-Ellen Finn, Carol Scaffidi, Jennifer Mienbir, Kenneth Forbus, Donald Norman, Joe 
Krajcik, Barbara Hug, Elliot Soloway, Janet Kolodner, Michael Ryan, Barbara Fasse, Jackie Glay, 
Carl Bereiter, Sean Brophy, 波多野誼余夫（取材順，敬称略）諸氏から貴重な情報を提供して

いただいた。記して感謝する。またお名前は挙げないが番組と教材の作成に関わってくだ

さったたくさんの方々に感謝する。 
 学習は，人が日常的に繰り返し行っているごく普通の認知過程である。その割に，思っ

たように学べることは少ない。この教科を通して受講生一人一人が自分やまわりの人の学

習過程を見直し，よりうまく学ぶための工夫を見つけてもらうことができれば嬉しい。 
 
平成 15 年 2 月 

 三宅なほみ 
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第１章 学びを見直す 

１. 学びを見直す 
この科目では，学習科学（learning science）の実際と，それを支える認知科学的な

学習観を 15 回にわたって紹介する。まず学習科学と呼ばれる研究分野がどんなものな

のかを直感的につかむところから始めよう。 
 

「あなたは何が得意ですか？それをどうやって学びましたか？」 
 
そう聞かれたら，あなたはなんと答えるだろう？英語が得意だという人も，水泳が得意

だという人もいるだろう。あるいはバイクの修理なら任せて欲しいという人もいるかも知

れない。得意なことが何であれ，人は，何かしら自分で「得意」にしていることがあるも

のだし，あることについて「得意だ」と言えるようになるまでにさまざまな学びの過程を

経験している。「得意だ」と言える事柄については，おそらく他の人よりいろいろなことを

知っていて，他の人よりうまくできるのだろうが，それでもその事柄についてはもっと奥

があって，もっと学びたいと思っているのではないか。これは，学習の成果としては理想

的な姿でもある。人があることについて「得意だ」と思えるとしたら，それは「学習が成

功した」とも言えるだろう。 
こういう成功した学びにはどんな特徴があるのだろう？自分が得意になるまでを振

り返って考えてみて欲しい。まず，得意になるまでにはずいぶんと時間がかかっている

はずである。いつかの時点で「得意になりたい」と意識的に思ったことがある，言い換

えれば自分から自覚的に学びたいと思った出発点があることも多い。自覚的に学び始め

たころには本を読んだり，ビデオを見たり，さまざまな情報収集をしただろうとも考え

られる。身近に一緒に学んでくれる仲間がいたり，親切に教えてくれる先輩がいたり，

あるいは是非あの人のようになりたいという目標やモデルになる人がいたことが本当

に得意になれた理由かもしれない。そして，何より，あなた自身が何度も自分で考え，

自分で試し，時には他人の批判に耳を傾けて自分の考えややり方を変えるなど，さまざ

まな経験を積んだ挙句に得意になったのではないか？時間とエネルギーがかかるだけ

に，一人の人が本当に得意だといえる事柄は，そう多くはない。 
こういった直感をまとめると，人が得意だと言えるほどまでにうまく学んだ時の学び

の過程には， 
・ 一定以上の時間をかける 
・ 自分から学びたいという強い動機付けを持つ 
・ 自分から積極的に関連情報を収集し，必要なことを覚える 
・ 教え合ったり，議論したりする仲間がいる 
・ 自分より少しできる人，相当できる人，プロ，などさまざまなレベルの先輩がいる 
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・ 自分で試行錯誤し，失敗や成功の経験を繰り返して，自分なりの知識を作り上げる 
・ 学ぶ対象は人によって限定されている 
・ 学んできた結果がさらに学びたいという意欲を引き起こし，次の学びに結びつく 

など，いくつかの特徴があるらしい。本科目のタイトルでもある「学習科学」は，広く人

の学びを対象にこういった特徴を洗い出し，その一つ一つについて，それらがどのような

形で満たされた時どんな学びに結びつくのか，それはなぜなのかを問題にする。さらに，

ある厳選されたことがらに対して積極的に外から働きかけてこういった過程を引き起こす

ことはそもそも可能か，どうやったらそんなことができるかを明らかにし，実際人に働き

かけて「得意だ」と思えるようになるまでの学習を引き起こそうとする研究分野である。 
このような研究が盛んになってきた背景には，社会構造にせよ技術革新にせよ一般に

ものごとの変化のスピードが速まり，人が学ぶべきことが多くなってきたという時代の

要請もある。が，他にも，二つの大きな要因を考えることができる。一つには，認知科

学(cognitive  
science)をはじめとする人の認知的な過程についての諸研究が少しずつ進んで学習を

支援する方法についてさまざまな提案ができるようになってきたという事実がある。も

う一つとしてはネットワーク技術をはじめとする情報処理テクノロジが発達し，それな

しでは実現しにくかった学習環境を具体的に作って効果を検証できるようになってき

たことが挙げられる。学習科学はこのように，人の学習過程についての認知的な基礎研

究であると同時に，人の学習過程を引き起こす実践的な応用研究であり，また時代の先

端を行く情報技術と分かちがたく結びついている。 
前ページの学習がうまく行った時の特徴リストには，学習科学でも大切だと思われて

いる観点が二つ現れている。一つは，「自分から学びたいという動機付けがある」「自分

から情報を収集する」「自分で知識を作り上げる」など，知識は自分で作り上げてゆく

ものだとする知識構成観，もう一つは「教え合う」「先輩がいる」など，知識は他人と

のやり取りの中で獲得され，磨き上げられてゆくものだとする協調的な学習観である。

後者は学習科学に特徴的な見方なので，その説明は第２章でまとめてすることとし，ま

ずこの章では，知識は人が自分で作り上げてゆくものだという知識構成観について，そ

の過程を少し詳しく考えてみよう。 
 

２. 知識構成の過程 
(１) 経験から知識を作る 
 人は，なんども同じことをやっていると，段々うまくなる。本人は「同じ」だと思って

いても実際には少しずつ違った経験を積み重ねている。そういう時，人は，少しずつ違っ

たたくさんの経験の一つ一つを覚えているのではなく，それらに共通して利用可能な部分

を抽象化して，他の似たような課題にも使える知識を作り上げる。そのようにして作り上

げられた知識を認知科学の用語で「スキーマ(schema)」と言う。スキーマを作ることは，
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学習の一つの形である。 
 人が問題を解くときにどんな知識を使っているのか，また問題を解きながらどんなスキ

ーマを作るものなのかを紹介するために，以下の問題を考えてみよう（Lindsay＆Norman, 
1977）。 
 
曜日計算：火曜日＋水曜日＝金曜日 という式が成り立つ時， 

月曜日＋木曜日 の答えは何か？ 
 
こんな問題は見たことがない，という方にとってこれを解こうとすることは「新規な問題

解決経験」である。初めはなんのことだか分からないかもしれないが，しばらく考えてい

る内に，月曜を１として曜日に順番に番号を振り，その番号を数値として扱って普通の計

算をし，出てきた答えの数値をまた番号に見立ててその番号にあたる曜日を答えとしてい

ることに気付くだろう。月曜を１とすれば火曜は２，水曜は３だから，火曜日＋水曜日は

２＋３で答えは５である。そうすると答えは５番目の曜日ということで，確かに金曜日に

なっている。同じ理屈を使うと，月曜日＋木曜日は１＋４＝５で，答えは同じく金曜日に

なる。こんな風に人は，初めての問題を解く時には，それまでに知っている知識をあれこ

れ使って，その場の辻褄が合う説明を見つけて問題を解く。 
 
 さて，同じような問題を何十題も解くことになったら，あなたならどうするだろう？表

１－１に問題を 72 題挙げておいたので，実際解いてみていただきたい。 
 解いている最中にあなたはどんな工夫をしただろうか？実験してみると，初めは一題ず

つ順番に解いていくが，そのうち「日曜日を足すときには足される曜日そのものが答えに

なる」「月曜を足すなら足される曜日の次の曜日が答えになる」などの規則を見つけ，それ

を適応するようになる。こういう知識は一旦できるとあとの処理が格段に速くなる。さら

に，「＋月曜が次の曜日なら，＋火曜は次の次の曜日」であることに気付くなど，規則があ

るとそこからまた別の規則が生まれやすくなる。 
こういう「規則」はどこから生まれてくるのだろう？表１－１の 72 問を見てみると

分かるように，「同じ」曜日計算をやっているといっても，すべてが同じ問題ではない。

少しずつ異なった問題を繰り返し解くうちに，人は，それらの中から共通するもの（例

えば「＋日曜日」）を抜き出し，その答えに共通するパタン（例えば「A＋日曜日＝A」）

を取り出して，規則として抽象化している。 
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表 １-1 曜日計算 

計算してみよう 

 
月曜＋水曜＝   水曜＋木曜＝   土曜＋月曜＝ 

 火曜＋火曜＝   金曜＋月曜＝   水曜＋日曜＝ 

 月曜＋火曜＝   水曜＋日曜＝   火曜＋木曜＝ 

 金曜＋水曜＝   水曜＋月曜＝   水曜＋日曜＝ 

 日曜＋水曜＝   月曜＋火曜＝   木曜＋土曜＝ 

 金曜＋水曜＝   土曜＋月曜＝   木曜＋月曜＝ 

 金曜＋日曜＝   火曜＋水曜＝   木曜＋火曜＝ 

 月曜＋土曜＝   金曜＋金曜＝   日曜＋金曜＝ 

 金曜＋月曜＝   月曜＋火曜＝   土曜＋日曜＝ 

 水曜＋火曜＝   水曜＋火曜＝   水曜＋土曜＝ 

 火曜＋木曜＝   木曜＋木曜＝   月曜＋木曜＝ 

 金曜＋水曜＝   水曜＋金曜＝   火曜＋木曜＝ 

 日曜＋火曜＝   水曜＋火曜＝   土曜＋土曜＝ 

 金曜＋水曜＝   月曜＋月曜＝   木曜＋土曜＝ 

 月曜＋土曜＝   金曜＋火曜＝   土曜＋日曜＝ 

 水曜＋木曜＝   日曜＋月曜＝   日曜＋木曜＝ 

 木曜＋月曜＝   火曜＋水曜＝   火曜＋日曜＝ 

 金曜＋木曜＝   水曜＋金曜＝   土曜＋木曜＝ 

 土曜＋水曜＝   金曜＋月曜＝   土曜＋金曜＝ 

 日曜＋日曜＝   木曜＋日曜＝   土曜＋月曜＝ 

 土曜＋月曜＝   月曜＋日曜＝   金曜＋火曜＝ 

 火曜＋日曜＝   月曜＋水曜＝   火曜＋火曜＝ 

 水曜＋土曜＝   木曜＋水曜＝   木曜＋金曜＝ 

 日曜＋日曜＝   金曜＋月曜＝   木曜＋火曜＝ 

 
 さて，曜日計算に強くなったら，次にもう一題，問題をやってみていただきたい。 
 
   ｍ＋ｂ＝ 
 
の答えはなんだろう？是非読むのを止めて，答えを出してみて欲しい。あなたはどうやっ

てこの問題に答えるだろう？ 
 答えは英文字の“o”である。先の曜日計算をたくさん解いた経験のある大学生を相手に
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実験してみると，大体３人に１人が，問題を解く前にｍが英文字で何文字目にあたるかを a
から数え直したりせず，直接「＋ｂならｍの次の次の文字」という方略を使ってこの問題

を解く。「＋ｂならｍの次の次の文字」という解き方は，曜日計算を繰り返し経験して作っ

た「火曜日を足すなら次の次の曜日」という解き方によく似ている。曜日計算経験から作

られた「規則」が m+b という曜日以外の項目を使った新しい問題にも適応されている。つ

まり，ここで起きていることの説明として，計算問題をやっただけなのだが，それを何度

も解いているうちに，今まで全く見たたことはなくても似た問題に適用できるような一般

的な形の知識が作り上げられていた可能性があると言えるだろう。この「より適用範囲の

広い」知識がスキーマと呼ばれるものである。曜日計算を繰り返し解く経験しかしていな

くても，そこからできるスキーマは曜日計算の世界だけに閉じ込められてはいない。人は，

似たような問題を繰り返し解く経験を自分で整理しながら，こういう「他のことにも使え

る」知識を，なかば無意識的に蓄積し，少しずつ新しい問題が解けるようになっていく。 
曜日計算をたくさん解くための方略は規則を作ることだけではない。途中ですべての

曜日を組み合わせた答えの表を作り，後はそれを見て解く人もいる。これはこれで，作

るのは多少手間がかかるが一度作ってしまえばあとは二度と計算しなくてよいという

大きなメリットを持った方法である。知識の一部を頭の外に引き出していつでも参照可

能にしているのだとも言える。認知科学の専門用語ではこういうやり方を「外化

(externalization)」と言う。このような「表」作りや先ほどの「公式」化は，私たちが

どこか他の問題解決場面で経験した「うまい知識のまとめ方」の応用であるかもしれな

い。このように，人の知識は，やり方あるいは技能と呼べるようなものの抽象化された

スキーマも含んでいる。曜日計算を繰り返すことによって，人は一つ一つの問題への答

えを記憶するというよりは，問題の解や解法に共通するパタンややり方そのものをスキ

ーマとして獲得するのだとも言えよう。 
 人は一人一人自分の経験することをこうやって整理しながら学習している。その意味で

人の知識は「自分で作る」ものである。何か新しいことを覚えようとする時にはそれまで

に蓄積した知識やスキーマが大きく影響するだろう。他人が整理した結果を「話し（講義）」

の形で聞くのと，自分で経験して抽象化するのとでは使い勝手など結果が異なってくるこ

ともあるだろう。学習科学で取り上げられる実践はほとんどの場合，学習者自身が自分で

体験することを大切にし，経験したことを人と話し合ったり，ことばでまとめたりといっ

た活動を通して知識を構成する活動を重視している。どんな活動の組み合わせが学習者に

とってどのように自力での知識構成を支援するのかを明らかにすることは，学習科学の究

極的な研究課題の一つである。 
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(２) 学習にかかる時間 
学習を上で解説したような知識構成だと考えると，一般に学習には時間がかかる。私

たちも日常的にそういう直感を持っている。 ノーマン（Noman,D.,1980, 私信）によ

れば，職業として一つの技能を修得するまでにかかる時間は約 5000 時間だという。専

門的な知識についても，博士課程修了を基準に取ると，一日 3，4 時間を一年間 300 日

程度使うとして（これは週 2 日完全には休めないスケジュールである），修士課程 2 年

＋博士課程 3 年をかけると 4,500 から 6,000 時間程度になる。学習途中では，一つの作

業をするのにも，できるようになった人が普通推定するよりかなり多くの時間がかかる。

大学生を対象に筆者らが調べたところ，新書程度の専門書一章分の内容を自分で納得し

たと思えるレベルまで読み込むには，短くて 7,8 時間，長い場合だと 20 時間以上かか

っていた（野田，1999）。 
こういった基礎データ自体案外まだそろっていない。しかし，本来このようなデータ

に基づいて初めて有効なカリキュラムが組めるだろう。現在普通の大学でのプログラミ

ング教育や小学校高学年での算数の授業時間を考えてみると，1 年間で授業に費やせる

時間は高々100 時間である（学校にはさまざまな行事があるので実際にはこれより低

い）。授業外に学生が自発的にこの４倍の時間を予習復習などに費やすとしても 1 年間

に 500 時間，前記の推定量のほぼ 10 分の 1 で，かなり少ない。これだけの時間で行う

としたら，目標をどこに置き，どんな環境でどのような活動をさせたらもっとも効果が

上がるのか，これからの学習研究はこのレベルできちんとした答えが出せなければなら

ない。学習目標の設定とその達成のための学習時間を保証することは相互に深く関係し

合っており，学習科学における実践研究を成功させるためにはどちらも十分な配慮を必

要とする重要事項である。 
 
３. 科目の構成 

(１) 学習科学の成功例 
本章の初めでは普段の生活で経験する学びについて，それが成功する要件を検討した。

そこで挙げたような要件をできるだけたくさん満たす学習環境を作るとどれほど学習

効果が上がるものかを検討する研究がすでに始まっている。それらがどんな成果を生ん

でいるのか，いくつか具体例を挙げてみよう。 
トロントの高等学校の「現代国語」の時間では，3 カ月の間に学生たちがそれぞれ４，

５冊の小説を読み，内容についてだけでなく作品論や著者の歴史的背景も含めて密度の

濃い議論をするようになってきた。カリフォルニア州バークレイ郊外の中学校，高等学

校では，生徒たちが遺伝子組み換え食品についてその生化学的な基礎から社会的なイン

パクトまでをていねいに学んでいる。遺伝子組み換えによって農業生産者はより質の高

い商品を効率よく生産することができるようになるが，同時に一つの商品に含まれるア

レルギー源を見えにくくする。このクラスでは，一部の科学に熱心な学生だけではなく
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だれもが，遺伝子組み換え食品の是非についてこのような相反する観点を組み込んでバ

ランスよく論じることができるようになることが期待されている。シカゴやデトロイト

の小学生，中学生も，プロの科学者が使うようなコンピュータ上のツールを使いこなし

て学んでいる。地域の動植物や世界の気候変動を観察し，そこからモデルを立てて推論

する経験を積み重ねることによって，教室での普通の会話にも科学的な用語を使う生徒

たちがめずらしくなくなってきた。ジョージア州アトランタのジョージア工科大学が開

発したカリキュラムで学ぶ中学生は，「風船と輪ゴムだけを動力に，段差を越えてでき

るだけ遠くまで走れる車を作る」授業を通して力学を学ぶ。この一連の授業では，生徒

たちが力学の実践的な知識に加えて，協調的な客観科学の方法論――科学は，一人の天

才がめずらしい問題を解いて終わりというようなものではなく，自分が見つけた原理を

他の人にも試してもらって客観的に相互吟味しながら徐々に深めて行くものだという

こと――を理解するようになったと報告されている。日本でも，まだ数は少ないが，学

習がどういう認知過程かを踏まえて授業を作り直し成果を上げていこうとする実践的

な学習科学研究が少しずつ始まっている。 
これからの章ではこれらの例について，その一つ一つを詳しく取り上げ，そのどこが

うまくいっているところなのか，うまくいっている理由としてどういうことが考えられ

るかを検討していく。学習科学の研究対象は学校での学習に限られるものではないが，

本科目では学校現場を対象に行われている実践的な研究に焦点を絞って考えていく。 
(２) 本書の構成 

第２章では，まず学習科学が人の学びをどのようなものだと考えているのか，学習科

学の基本的な学習観としての協調学習の仕組みを解説する。同時にここで，学習科学的

な実践研究を検討する際の切り口，実践的な学習研究を学習科学的に考えようとする時

どこに着目してどんなことを考えればよいのかを整理しておきたい。次いで第３章では

掲 示 板 を う ま く 使 っ た CSILE （ Computer Supported Intentional Learning 
Environments），第 4 章ではマルチメディア教材を使って問題のさまざまな解き方を考

えさせるThe Jasper Projectをそれぞれ紹介して学習科学研究の大枠をつかんだ後，第

５章では学習科学でよく行われる研究の方法そのものについて考察する。その後，六つ

の章を使って，現在北米で進められつつある学習科学的な実践研究の中でももっとも目

覚しい成果を上げていると考えられる事例を検討する。一つの事例に二章を当て，初め

にそれらがどのような実践なのかをできるだけカリキュラムに即して具体的に紹介し，

次いで各々の事例の特徴を解説する。第６，７章では，カリフォルニア大学バークレイ

校を中心とするWISE（Web-based Inquiry Science Environment）プロジェクトを紹

介する。第８，９章では，車などモノを作りながら協調的な科学観をも養成するジョー

ジア工科大学を中心とするLBD（Learning By DesignTM）①プロジェクトについて詳述

する。第 10，11 章では，デトロイトとシカゴの公立学校で実践されている生徒自身の

理解過程を重視したLeTUS（Learning Technology in Urban Schools）と呼ばれるプロ
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ジェクトを紹介する。WISEは，議論を通して理科の科学的な内容をしっかり把握させ，

「科学は日常生活にとって大切な知見をもたらしてくれる身近な知識」として活用すべ

きことを生徒に伝えようとする。L B Dの特徴は，科学を科学者同士，また科学者と社

会との協力関係から生まれてくるとする協調的な知識構成観によって，クラス活動をそ

の雰囲気から作り変えようとするところにある。LeTUSが強調するのは，このプロジ

ェクトで学ぶ生徒にとっても教える教員にとっても，自分たちの理解（彼らはこれをモ

デルと呼ぶ）は自分たちで作って自分たちで確かめるものでなければならないというこ

とである。 
これらのプロジェクトはすべて 5 年から 10 年以上の時間をかけて，教える内容につ

いての科学の専門家，認知科学者，教育研究者，テクノロジ開発者，カリキュラム作成

や教材作成の専門家，教育行政関係者，そしてなにより現場の教員が参加した多人数の

チームで徐々に形を変えつつ実践・検討されてきた。実践の主役は学生，生徒である。

これらのプロジェクトの学習内容やカリキュラムの一部はインターネット上で公開さ

れており，それによって学習の場が一般社会と結びつけられる。同時にこれらのプロジ

ェクトは，最近，始められた当初は直接これらのプロジェクトに参加していなかった他

地域の学校や他文化の実践ともつながりを持ち始めている。WISE の遺伝子組み換え食

品についての学習の場は，農業生産者や新しい食品の開発にかかわるメーカーなどの研

究者，消費者という立場からこの問題にかかわる生徒の親，などが電子掲示板上での議

論に参加する SCOPE というプロジェクトによって新たな展開をみせつつある。掲示板

上での議論を中心に発展した CSILE は，現在 Knowledge Forum という商用の協調学

習基盤として，日本，中国，フィンランド，ブラジルなど 10 カ国以上で利用されてい

る。本書の後半では，このような学習科学の発展の形について考察する。具体的には，

第 12 章では研究拠点と地域がどのように結びつき，拠点校での成果がどのように他の

実践の場所にも広げられようとしているか，第 13 章ではテクノロジがこれからどんな

役割を果たすと期待されているのか，そして第 14 章ではこれらの実践の成果は社会的

にもどう評価されていくべきなのかについて検討する。第 15 章は，本書をまとめて，

これからの課題を整理する。 
 
                                                   
注： 
①LBD Learning by Design は商標登録名。以下本書では TMを省略する。 
 
引用文献 
Lindsay, P.H., & Norman, D.A., (1977), “Human information processing: An introduction 

to psychology, 2nd Edition,” New York: Academic Press. （中溝幸夫・箱田裕司・近藤

倫明 [訳] (1985), 『情報処理心理学入門Ⅲ－言語と思考－』 サイエンス社。) 
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野田耕平 (1999), 『長文読解過程の外化による支援』 日本心理学会第 63 回大会発表論文

集, 676． 
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第２章 協調学習という考え方 
  

第１章で見たように，人があることがらについて得意になるまでには，自分で自分の経

験を一般化して知識を作る個人的な過程と，人に助けてもらったり他人と共同して考えた

りする社会的な過程との両方が含まれている。この二つの側面は深く関連し合っている。

ところが普通，学習というと，一人でがんばる個人的なものという印象を持っている人が

多いのではないか。本章ではまずなぜ認知研究者が学習を社会的な活動だと考えるように

なったのか，研究の歴史的な経緯を解説し，次いでそのような見方のメリットを考えてい

く。一旦社会的な見方が取れるようになると，実は個人の知識構成の過程にも他人と一緒

に考えることのメリットがあることが分かってくる。本章の後半ではこういう協調的な見

方を整理して，第３章からの実践研究の検討のための準備を整えよう。 
 

１. 社会的共同体への参加としての学習 
(１) 文化と思考 
 1970 年前後，人の考え方は文化によってどれほど違うかなど，現実的で複雑なテーマを

取り上げる研究が盛んになってきた。例えばコール（Cole,M．）という研究者は，アメリ

カ合衆国が西アフリカなど開発途上国に建てた学校の教育が本当に有効なのかを現地で調

査していて，その後の認知研究の流れを変えるような研究をすることになった。彼らが調

査していた地域では，アメリカで開発された知能テストをそのままやらせてみると成人で

もアメリカの小学生と同じくらいの成績しか取れない。ところがテストの場を離れると，

同じ人たちが高度なゲームを楽しんだり，コールらを引っ掛けてビールをおごらせようと

したり，十分「知的」に振舞っていた。不思議に思ったコールらは，テストの道具を作り

変えたり実験のやり方を工夫したりして，現地の人たちが普段使っている知力を引き出す

工夫を重ねた。その結果コールらの実験からは，その人たちが学校に行っていなくても十

分知的であることを示す証拠が見つかっている（Cole&Scribner，1974）。 

 コールのこのアプローチの下敷きになっているのは当時のソビエト連邦で盛んだった社

会的なものの見方である。ヴィゴーツキー（Vygotsky, L．S．）という学者は，知的な能力

は他人との関わり合いの中から発達すると考えた。子どもには，一人でできることに加え

て，大人や仲間との共同でならばできることがある。ヴィゴーツキーは，そういうものご

との範囲を「最近接発達領域（Zone of proximal development）」と呼んだ（Vygotsky, L． S．, 

1962; 中村, 1998 に解説がある）。「大人と共同でならできる」といってもさまざまなレベ

ルが考えられる。子どもがやりたいことならなんでも大人が手伝ってくれるのか，それと

も大人は自分の歴史や文化を大事にしていて，子どものやろうとすることが大人の考えと

一致する時だけ手助けしてくれるのか，あるいはもっと事態は複雑で大人自体が他人と共

同して常に新しい価値観を生み出そうとしており，子どもは大人との共同作業を通して

徐々に自分たちでも変化を作り出せる大人に成長するのだと考えるか，など解釈の違いに
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よってこの最近接発達領域が子どもの発達にとって持つ意味合いも変わってくる。どの解

釈をとるにしてもこの見方は，そもそも子どもが何かができるようになる過程では大人や

仲間と一緒にやることに意味があるのだという，言われてしまえば当たり前のことを改め

てはっきりさせた。こういう考え方をもっともだと感じ始めると，「親が手伝ったことが明

らかな夏休みの課題作品には意味がない」とか「テストは一人で受けるもの」という＜常

識的な＞見方がある意味偏ったものに見えてくるだろう。学習を社会的なものと見る見方

には，このようにこれまでの学習観を根本的に見直させる視点が含まれている。 
(２) 「見習い（徒弟）」の学習過程 
 同じような問題意識の元でレイヴ（Lave, J．）という文化人類学者は，職人が職場で使う

計算の仕方と学校で習った計算の仕方とを比較検討したり，普通の人がスーパーマーケッ

トで買い物をする時や台所で料理をする時に使う計算の仕方を仔細に観察したりした

（Lave, 1988）。彼女が見つけたのも，同じ計算といっても場所によってやることが違うと

いうことだった。人はスーパーマーケットで予算以上の買い物をしてしまうということは

めったにないのに，学校で習った計算問題はできなくなっていたりする。理系の大学院の

学生が台所では計算するとは限らない。同様に，ある仕立屋が学校に長く行っていたから

といって，仕立業での計算もうまいとは限らなかった。 

 職場では職場に必要な学習が学校での学習とは無関係にちゃんと起きているのだとする

と，そもそも職場での学習はどのように起きていてどんな成果をあげているのか，直接観

察分析してみる必要がある。レイヴは，ウェンガー（Wenger, E．）という研究者と一緒に

職場での学びについての研究をまとめて，「正統的周辺参加（Legitimate peripheral 

participation）」という考え方を提唱している（Lave & Wenger, 1991）。 

彼らによれば，学習は「社会的な実践共同体への参加の度合いを増すこと」である。普通

「学習者」と呼ばれる初心者は，ある社会的な実践共同体（職場と考えてよい）に正式に

参加を許されているものの，まだ中心的な役割を果たすだけの知識や能力がないので，「周

辺的」に参加している人，ということになる。初心者は参加の度合いが進むにつれて段々

完全な参加者（彼らの用語では「十全的参加者」）になり，そのうちなにがしかの一人前に

なる。 

例えば，彼女自身が観察した西アフリカのヴァイ族とゴラ族の仕立屋は，子どもを徒弟

として預かり一人前の仕立屋に育て上げる。徒弟は仕立屋街で生活するうちに，衣服がで

きあがるまでの全過程をじっくり観察し，親方，職人，さらに他の徒弟がそれぞれどんな

仕事をしているのかが分かってくる。徒弟が作るのは簡単な帽子やズボン下，子どもの普

段着などで，しかも最初は手で縫えるところやアイロンかけから始める。ボタンをつけた

り袖口をくけたりしながら，徒弟はまず完成品が全体としてどう見えるか，どんな形をし

ているかを学ぶ。そのうちにミシンで縫うことを学ぶようになると，異なる布切れがどう

組み合わせられて最終的に全体として服の形になるのかが分かるようになり，最後にそう

いう布切れを作り出すためにはそもそも布をどう切ったらいいか，つまり裁断を学ぶとい
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う。徒弟には，最初から製品の完成に正統的に関わりながら，しかも重大な失敗を最少に

するような順序で活動が準備されていると言えよう。 

 こういう「社会的な実践共同体への参加の過程」には，初心者の学習がうまくいくため

のいくつかの要因が含まれている。そういった特徴を普通の学校教育と比較したブラウン

ら（Brown, Collins, & Deguid, 1989）は，学校の教育についても， 

・ 学習目標について，今何を学んでおけば先に何ができるようになるか，因果的な

関係を学習者自身が分かるような工夫をする 

・ 学習すべきことがらを学習者が既に知っていることやできることに結び付け，次

に何をすればいいかを学習者の目からも見えやすくする 

・ できるかできないかをテストするのではなく，できたらなぜそれでできるのか，

それができると次にはどんなことができるはずかを考えるような習慣を持ち込む 

・ 一人ではまだできないことには手助けを与え，まずできるようにしてから，その

後それを一人でもできるよう導く 

などによって，認知的な学習を徒弟制度化する「認知的徒弟制」というアイディアを提案

している。これらの提案が正しいかどうかは，これらを生かした実践が本当にうまくいく

かどうかやってみることによって確かめることができる。理論的な提案を実践で確かめ，

その実践から逆に理論をしっかり作り直すというやり方は，学習科学研究の基本的なやり

方の一つである。第３章以降で実際いくつかの実践研究を検討してゆくが，その際どのよ

うな協調過程が活用されているのかに注目してみていくことにしよう。 
  

２. 学習を社会的なものとして考え直す 
 学習を社会的なものとして考え直すと，第１章でも話題になった動機付けや転移（ある

場面で学んだことがらが他の場面でも役に立つこと）など，古くから難しいとされてきた

問題にも新しい解釈を試みることができる。そもそも学習を社会的共同体への参加とみな

すなら，動機付けや転移も社会的に支えられて起きる可能性があるのではないか。 
(１) 動機付け 
 動機付けがさまざまな認知過程，特に学習の成果に大きな影響を与えることはよく知ら

れている（例えばBerline, 1965；波多野・稲垣，1971；Hunt，1965；稲垣，1970）。その割

にはっきり解明されていない部分も多く（Norman, 1980），今後学習科学が扱うべき大事な

テーマのひとつだと言える。 

 伝統的な認知研究では，興味や関心から自発的に学びたいという動機付けを内発的動機

付け，賞罰を典型とする他者や外界に原因がある動機付けを外発的動機付けと呼んで，互

いに相反するものだと考えてきた。例えば，もともと絵を描くのが好きな幼稚園児に対し

て一枚描いたらご褒美をあげるという「介入」を 2 週間ほど続けると，ご褒美がある間は

たくさん描くようになるが，ご褒美が貰えなくなると以前ほどには絵を描かなくなってし

まうという（Lepper, Greene，＆Nisbett,1973）。人を外発的に動機付けることはむしろ害が
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ある，ということになる。 

しかし，学習科学にとってもっとも興味があるのはやはり，どうやったら人の内発的動

機付けを外から育てられるかという議論であろう。人がうまく学んでいる生活場面では，

その最初の動機付けは社会的に他人から与えられることが多い。例えば，子どもが何かに

熱中している友だちを見て自分もやってみたいと思うとしたら，これは内発的な動機付け

が社会的に誘発された例だと考えられる。初学者が現場にすこしずつ慣れていくうちに将

来優秀なメンバーになりたいと思うようになったとしたら，それは現場が内発的動機付け

を引き起こしたのだと言ってもいいだろう。動機付けに社会的なものを考えることによっ

て，学習をうまく動機付ける工夫の機会は大幅に増える（波多野・稲垣，1971）。 

もう一つ，内発的な動機付けを支えるものはやはり知識だと考えられる。質問一つ取っ

てみても，まず何が分からないのかが分かるためにはそれ相当の知識が必要であり

（Miyake & Norman, 1979），ものは少し分かるようになって初めてその先に次第に分から

ないことがあることに気づくようになっていく（Miyake, 1986）。最近接発達領域や正統的

周辺参加という考え方は，内発的動機付けを支える最初の知識そのものが共同や参加によ

って社会的に得られる可能性を示唆している。学習することそのものが社会や文化によっ

て奨励されるものであるなら，大人は自分たちにとって大切な「学ぶこと」を子どもにも

積極的に手助けするだろう。このように考えると，学校という場面も，教員と生徒が「学

ぶ」ことの価値を互いに社会的に伝達し合う場として捉え直せる可能性が出てくる。第３

章以降実際の実践例を検討する中で，学習への動機付けがどうなされているかにも注目し

たい。 

(２) 学習の転移 
一般に転移は難しいと考えられてきた。例えば一つの問題を解いた直後にそれと論理的

には同型の問題を解かせても前の解法を利用する人は少ない（このような研究結果はたく

さんある。例えば Gick,＆Holyoak,1980）。しかしこれらの研究でも，実験者が「前に解い

た問題を参考にして下さい」と言うだけで解けるようになる人が増えることが知られてい

る。これは，社会的に（他人から）ヒントが得られれば，学習は転移＜する＞ことを示し

ている。職場であれば，自分では気づかなくても周りの人がヒントをくれるかも知れない。

いろいろ試す人がたくさんいるうちに他の人のやり方をみて「前に解いた問題と似ている」

ことに気づく人が出てきたとすれば，それは転移が協調的に起きたと言えるだろう。少な

くとも協調的な場面では，視点が多様な分だけ一人の時より転移が起きやすくてもよさそ

うである。 

 もう一つ，学習の転移を引き起こすのはメタ認知，認知の過程についての認知だという

知見がある。何かを習う時，答えがこれでいいのはなぜか，このやり方は将来どんなこと

に使えるかを同時に考える習慣のある人は，そうでない人に比べて学習結果を転移させや

すい。学習が一般に転移しにくいのはそもそもこういうメタ認知を働かせることが難しい

からだとも考えられる。しかし，一緒に学習している仲間のだれか，例えば教員がこうい
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うメタ認知能力に長けているとすれば，その学習の場は社会的には全体として転移に適し

たメタ認知能力を誘発しやすいと考えてもよいだろう。学習の成果として，今学んでいる

ことが将来役に立つことをねらい，一緒に学習している仲間が一人一人転移に向いたメタ

認知能力を身につけることをねらうのであれば，学習目標もそれに応じて，メタ認知レベ

ルにまで持っていく必要があるだろう。「手元の問題が解ければいい」ところで終わりにす

るのではなく，問題，答え，解き方，さらには解き方を見つけた考え方そのものについて

までそれらが将来どんな形で再現してくるのかを意識的に考えることなども学習目標なり

得る。こう考えると，学習の転移を考えるということは学習の目標をどこに設定するかと

いう問題と切り離せない。具体的にはどんな学習目標がどのように設定された時，学習の

転移が促進されているのか，第３章以降の実践研究の検討から見えてくるだろう。 
 

３. 知識構成という観点から見た協調過程の利点 
第１章では，学習の基本単位として，人が経験を積みながらスキーマを作る過程を紹介

した。この章でここまで考察してきた学習の社会的な仕組みを利用すると，ひとりで作る

よりもうまくスキーマを作ることができる。どうしてそう言えるのか，順を追って考えて

みよう。 

そもそもスキーマとはどんな知識だったのか，第 1 章で取り上げた曜日計算の話を思い

出してみよう。人の経験は，ある一面からは全く同じ問題を解いている（17 ページの表 1

－1 をやっている間，あなたは同じ「曜日計算」を解いていた）ように見えても，別のレ

ベルで見ると（表１－１の１番目の問題と 2 番目の問題が違っていたように）一つ一つの

問題は異なっている。だから，曜日計算を 72 回繰り返して解いただけで「火曜日を足すな

ら，答えは足される曜日の次の次の日」という，曜日計算一般に使える公式のような知識

ができあがった。それが「ｍ＋ｂ」という「文字計算」を見た時さらに一般化されて「ｂ

を足すなら，答えは足される文字の次の次の文字」という解き方を考えつくことにつなが

っていた。この，「2 番目のものを足すなら，足されるものの次の次が答え」と表現できる

一般公式のようなものがスキーマの例である。スキーマは，個々の経験（曜日計算の一題

一題を解いた経験）そのものではなく，それらに共通する特徴をうまくまとめて，「後から

似たような問題が出てきた時に使える」形になったものである。 

こういう知識を持っていると，前にやったことと「似ている」という判断がつきさえす

れば，前の問題と同じようにして解くことができる。つまり「似ている」という判断がつ

けば，学んだ知識が転移する。人は，こうやって，限られた経験しかもてなくても，その

限られた経験で身につけたことを新しい状況に適用して自分の知識をさらに広げていくこ

とができるのだと考えられる。 

こう考えると，よい（ここでは将来似たような問題に適応しやすいことを「よい」と表

現することにしておく）スキーマが出来上がるためには，適度なバリエーションを持った

解法が手元に集まってくる方が望ましいだろう。人がさまざまな問題をさまざまな条件で
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解く様子を分析した研究の成果から言ってもこの考え方は恐らく正しい（ここに引用すべ

き研究はたくさんあるが，中でもっとも古典的なものとしては三宅，1985 がある）。同時

に，このバリエーション集めは一人でやらなくてもよいことが分かってきている

（Shirouzu ，Miyake，＆Masukawa,2002；三宅，2002 に簡単な紹介がある）。むしろ，数

人でやった方がよいらしい。数人で一つの問題を解いていれば，それぞれ少しずつ考え方

や見方が違うからいろいろなバリエーションが出やすくなるし，一人が問題を解いている

間に他の人たちが解いている本人より少しだけ客観的にその解き方を観察する機会も増え

るので，解き方のパタンも捉えやすくなる。人が他人と一緒に同じ問題を解くなど，複数

の人が協力し合って行う認知過程を認知科学では一般に協調的問題解決過程と呼ぶ。協調

的な問題解決過程では，互いに相手のやっていることが了解しやすく（「見える」のが一番

分かりやすい），互いに相手のやり方についてそれでうまくいくのかどうか考えやすいなど

の条件が揃っている時，複数が参加していることの効果が一人でやるより大きくなる傾向

がある（このことを示す研究もたくさんあるが，パズル課題を中心にこの条件をはっきり

明示しているものとして三宅，2000，大学の研究期間など現場でのこのような現象を調べ

たものとして Dunbar 1995 がある。後者の解説は，Dunbar 1999 で読むことができる）。個

人の知識構成は，社会的な共同作業の場に持ち込めばそれだけでうまく促進されるもので

はないが，少なくとも一定の条件を満たせば個人が一人でやるより効率よくしかも質も高

い結果を生むことができる。学習科学が積極的に協調学習環境を研究する理由の一つは，

協調的な学習場面が今のところ他のものよりも個人の質の高い知識構成を支援できる可能

性をたくさん持っていると考えられているからだろう。この点も，第 3 章以降の実践例の

中で検討していく。 
 

まとめると，協調過程が学習に有利に働くのは，それぞれ少しずつ違う考え方や見方か

ら生み出された解のバリエーションが出やすく，共有されやすく，さらに吟味もされやす

いといった条件が揃った時なのだと考えられる。テクノロジはここでも威力を発揮する。 

一人で考えるより話し合いにすれば，解のバリエーションは出やすい。しかしクラスでの

話し合いで出てきたみんなの発言をすべて知るのは難しい。みんなが気軽に意見を投稿し

ておけるよくできた電子的な掲示板があれば，発言の記録に近いものを取っておくことが

できる。記録があって共有できれば，後から別のことが気になった時にもそこへ戻って吟

味できる。ビデオやレコーダが前より簡単に使えるようになって，問題を解いている過程

やもの作りの過程などもそのまま記録できる機会が増え，簡単な外化や共有，再吟味の機

会も増えてきた。こういうテクノロジが実際どこまで何の役に立つのかについても，これ

から紹介する研究の具体例の中で少しずつ検討していくことにしよう。 
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第３章 掲示板による協調学習   
第 1 章と第２章では，人が，繰り返し同じようなことを経験しながらその経験を一般的

に利用可能な形でまとめ上げて新しい問題場面にも役に立つ知識を作り上げていくこと，

またそうする過程で他人の見方に触れるとまとめの質が上がる場合があることを見てきた。  

第３章では，こういう人の知識の作り方に着目した学習支援研究を紹介する。①

 

１. 背景にある考え方 
(１) 作文研究の成果から 
小学生から中学生の作文過程を研究していたスカルダマリア（Scardamalia, M.）とベラ

イター（Bereiter, C.）は，生徒がものを書く時，大きく分けて二つのやり方があることに

気づいた。 

書くことによって「自分が何を知っているか」を単に書き連ねようとする「知識伝達

（knowledge telling）」と，書くことによって自分自身の考えをはっきりさせ，さらに深め

ていこうとする「知識再編成（knowledge reformation）」の二つである（Scardamalia & Bereiter, 

1987）②。 

彼らによると，書くことに精通している生徒の方が，知識再編成作業に時間をかけてお

り，したがって，書くことによって学ぶことができる。しかし，作文が苦手な生徒のほと

んどは作文を知識伝達だと考えていて，「作文するために考え直す」ということをしない。

また，学校が作文の時間に求めるのも，ほとんどの場合，知識を書き連ねることでしかな

い，という。ここからスカルダマリアとベライターは，「書く」ことによる知識構成支援研

究を発展させていった（Scardamalia & Bereiter, 1996）。 
(２) 協調的に作文して考えを深める 
人は，自分が分かっていると思っていることでも，はっきり表現しようとするとまだ分

かっていない部分が残っていることに気づくことがある。はっきり書いてみるとどこまで

分かっているのかが確認できて，その先の問題に気づくこともある。さらに二人で同じ問

題を一緒に考えていると，一人一人は分かっているつもりで説明しても相手は分かってく

れないため，なんとか分かってもらおうとしているうちに自分の考えがはっきりしてくる

ことがある（例えばMiyake, 1986）。 

このような理解深化をともなう協調作業の途中で思いつくことを作文（ノート）という

形にして記録し，みんなで共有できるようにすれば，一人一人が自分の知識を作り上げて

いく過程を支援できるだろう。スカルダマリアとベライターは，ネットワーク上の電子掲

示板を誰もが書き込めるデータベースとして利用するという方法でこの支援環境を実現し

た。 

書くことによって学習者一人一人が自分から意識的に自分の知識を深化させる過程を支

援するという目的で作られたこのシステムは，研究用に開発された当初CSILE（Computer 

Supported Intentional Learning Environments：コンピュータに支援された自覚的な学習環境）
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と呼ばれた。1986 年から実践的な教育研究が始められ，彼らの研究室で大学院生時代を過

ごした研究者によって世界各地で実践が行われている（Koschmann, et al.,2002 の第一部に

紹介がある）。CSILEを多機能にしたものがKnowledge Forumという名で商用化されてお

り，③Web上から利用できる。 
  

２. ＣＳＩＬＥ／Knowledge Forum 
(１) データベースとしての機能 
Knowledge Forum は，みんなが書き込めるデータベースとしての基本的な機能を備えてい

る（図３－１）。課題ごとに「知識ベース」と呼ばれる共用データベース領域を確保し，そ

こにみんなが，まず自分の考えていることをノートとして書き込み，互いに疑問に答えた

り，他人の考えにコメントしたりする。図も描ける。議論がどう発展したかをノートの階

層的なリストやノート同士の結び付きを図示して一覧できる機能もある（大島，1998；2002）。 

   

図 ３-1  Knowledge Forum の画面 
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(２) ノートの書き方の誘導 

Knowledge Forum の大きな特徴の一つは，ノートを書く時，書く作業を自覚的な学習と

結びつけることができるよう，何を書くのか考えて書くための手助けが用意されているこ

とであろう。ノートを書く時，表３－１のような一覧から見出しを選んで書き出すことが

奨励されている。この見出しは，課題に従って自由に作り変えることができる。 

見出しを選ぶという作業は，自分が今しようとしていることをはっきり自覚することに

つながる。生徒だけでなく教員や，教室の外から議論に参加する専門家もこれらの見出し

を使う。考えることのプロとしての大人が「知る必要があること」や前に考えたものより

「もっといい理論」を書き込むのを見ると，生徒たちは先生や専門家も自分たちと同じよ

うに一人一人知識を構成してゆく主体なのだという実感が持てるだろう。 

表 ３-1 ノートを書くときの「書き出し」支援の例 

やりたいこと 書き出しの例 

理論を作る 

私の理論 

知る必要があること 

新しい情報 

この理論で説明できないこと 

もっといい理論 

みんなの知っていることを一緒にすると 

意見を言う 

私の意見 

違う意見 

理由 

詳しく説明すると 

証拠 

例 

結論 

評価する 

調査－きちんと調べてあるか 

内容の質－勉強の役に立つか 

概念化（視覚化）－まとまっているか 

方法－やり方は適切か 

同定度－問題ははっきりしているか 

発表の仕方（書いたもの・口頭） 

建設的に批判する 

視覚的問題解決 

個人の内省的な返事 

レヴェルを上げる内省 
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技法 

称賛・質問・返答 

称賛 

質問 

返答 

知識を構成する 

コミュニティ全体の知識 

みんなで責任を負うべきこと 

権威の建設的な利用 

(３) ノートの間につながりをつける 

 Knowledge Forum でもう一つ大切なのは，外化した自分の考えや他人の考えの間に関

連をつけ，知識を積み上げていく過程である。教室で生徒たちの話し合いなどが活発に行

われていれば，そこも貴重な知識の積み上げの場になる。Knowledge Forum 上では知識の

積みあげ(build-on)を意識的，自覚的にできるよう，表３－２のような形でノート間の関連

付けの型を示しされていて，どういう時にどんな関連のつけ方をしたらいいかを考える手

助けになるように工夫されている。「積み上げ」「鳥瞰（原語では rise above, 一段上に上が

ってそこから全体を見渡すこと）」などの「つなぎ方」には，みんなが互いにノートを利用

して知識を積み上げるKnowledge Forum らしさを見ることができる。 

表 ３-2 ノートの間のつながりのつけ方 

つなぎ方 つなぎ方の意味 

共著者 二人以上で一緒に一つのノートを書く。 

コメント付け 付箋を使って，他の人のノートにコメントをつける。 

積み上げ 人のノートの内容を，広げたり，先に進めたりするノートを書く。 

引用 
他の人のノートの一部や全部を，自分のノートの中に取り込んで利用する。何人かの議

論全体を「引用」しても良い。 

ビューへのリン

ク付け 

何人かのグループの討論の関係図（ビュー）にリンクをつける。 

Web 資料へのリ

ンク付け 

Web の上にある資料にリンクをつけ，自分のノートから参照できるようにする。 

鳥瞰 
いくつかのノートをまとめて，それらのノートの書かれている内容より一段高いレベル

でのまとめを書く。 

出版 
一つの課題が終わったら分かったことをまとめて他の人たちに使ってもらうために公

表する。 
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注：つなぎ方は，システム上ではアイコンになっていて，クリックするとそこに書かれて

いる形でノートをつなぐことができる。 
 

３. 実践の成果 
(１) 全体的な成果 

Knowledge Forum による実践は着実に成果を上げつつある。標準学力テストを使った比

較では，Knowledge Forum を使用した学生たちは使用しなかったクラスの学生たちに比べ

て，読解力，語彙，つづりなどの言語テストの成績が有意に高かった。この傾向は特にあ

まり勉強が得意でないと考えられていた学生でむしろ顕著に見られるという。Knowledge 

Forum を使用した生徒は，カナダの学習評価基準で同年齢の学生生徒に比べて多くの文を

書いており，全体に作文の点が高かった。 数学や理科，歴史など作文以外のさまざまな教

科でもKnowledge Forumを利用した学生は内容をしっかり理解しているという傾向が出て

いる。 

Knowledge Forum を使って勉強した学生生徒に顕著に見られるもう一つの特徴として， 

・ 新しく習うことについてうまく質問ができる 

・ 友だちと協力して学ぶ習慣を身につけている 

・ 自分の考えを証拠立てたり，他人の考えにコメントしたりする力を身につけている 

・ Knowledge Forum を自分から使い続けて，自発的に学ぼうとする 

など，自分から学ぶ力を身につけていると報告されている。このような成果を特定の教科

に限らず，さまざまな教科，また北米に限らず，さまざまな文化で上げているところも

Knowledge Forum の特徴の一つである（例えばKoschmann. et. al., 2002 の第一部）。 

 Knowledge Forum を使ってなされた実践の数は多く，その中には必ずしも期待通りの成

果を上げなかった例もたくさんある。うまくいかなかった場合，先生たちが協調的な学習

形態や生徒の自覚的な知識構成という学習観になれていなかった可能性があること，また

教員は理解していても，生徒にそういう文化がなかった，あるいは学校とそれを取り巻く

社会にこういう考え方を受け入れる下地がなかった可能性があることなど，さまざまな原

因が検討され，次の実践に結びつける努力が払われている。 

(２) 子ども自身による知識の再編成 
上述したような仕掛けが全体として有効に働くためには，教員自身が教えたいテーマに

ついて具体的な目標を持ち，生徒の議論を方向付けるようなコメントや回答を付すなど，

生徒と同じ学習活動に参加する必要がある。その意味で，Knowledge Forum を使った実践

は，扱う教員自身が大変な勉強家であるようなタイプが多い印象を受けるが，ベライター

たちは，学習者，生徒自身が自分で問題を見つけて自分で知識を作って行けるところに

Knowledge Forum の最大の特徴がある，とする。従って，Knowledge Forum を使った教育

成果として報告される事例の中には，生徒が教員の当初の期待を超えて新たな課題を見つ

け出し，自分たちなりに解を見つけていくエピソードが多い。スカルダマリアとベライタ
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ーはこれを「教育の脱中心化」と呼んでいる。こういうエピソードを大事にするところに

は，ベライターたちがこのプロジェクトを単なる学習支援というより一つの教育改革運動

として位置づけている気運がうかがわれる。 

彼らが好んであげるエピソードをいくつか紹介しよう。 

5，6 年生の生物の時間，ある生徒がカイメンには生殖を含めて体を作り直す再生の方法

が三つがある，というノートを掲示した。「どうして自然にはこんな不思議なことがあるの

か」という議論に対して「自分を守ることができない弱い生物だから，いろいろな方法で

繁殖できるようになっているのでは？」という無難な意見が大勢を占めそうになったとき，

一人の生徒が繰り返し「もし三つの方が一つよりいいのならどうして他にもそういう生物

がたくさんいないのか」と問い続けた。これは，進化の仕組みについて少し分かってきて

初めて出せる「質の高い」質問だと言える。これがきっかけになって議論が続き，最終的

には進化について専門家がするのと同じような最も進んだ議論，「カイメンは構造が簡単だ

から，芽を出したり，失ったところを再生したり，生殖したりすることによって増殖でき

る」が「人間は複雑過ぎるからそういうことはできない」のではないかという考え方がみ

んなの合意を得るところまでいった。この「構造による制約」説を取った生徒の一人は，

議論の途中で「胃とか，肺とか，脳とか，心臓とか，そういうものは複雑すぎて，切り取

られてしまったとしても簡単に指の先から生えてくるっていうわけにはいかないだろう」

というノートを書いた，と報告されている（Scardamalia & Bereiter, 1996）。 

また，小学校５，６年生の歴史の時間に「中世の城が敵から自分たちを守る防衛方法」

について調べた際，大部分の生徒が絵を描いていたのに対して，絵に描かれたアイディア

が本当にうまく働くのかを，同じコンピュータシステムの上にあった物理のシミュレイタ

を使って確かめる生徒が出てきた。その結果，城壁や跳ね橋，吊り鉄格子などが実際どの

くらいの力をかけても持ちこたえるのか，みんなが自分の見つけたアイディアを確かめる

ようになり，全体として物理と歴史の融合した質の高い授業になった例などがあるという

（Scardamalia & Bereiter, 1996）。 

Knowledge Forum は，高校生の現代国語，読書の授業でも利用されている。高校 3 年生

24人の中 22人が英語は第二言語というクラスで3ヶ月の授業の間にクラス全体で20冊以

上の本が読まれ，それぞれについて学生が一人平均 15 本の書評やコメントを書き，全員で

は 3700 以上のノートが生成され，一人平均 100 程度の他人のノートを読んで，書評を交換

し合う活動が繰り広げられたという。このクラスを担当した教員は，生徒に彼らの家庭が

負う文化を代表する作家と作品について調べ，Knowledge Forumを使って「大人がするよ

うなブック･クラブをやろう」と持ちかけ，Knowledge Forum については「普通，大学院の

学生が論文書くときに使うもの」と紹介した。この紹介が学生たちのやる気を引き起こし，

テーマの切実性も手伝ってはじめに記したような成果が上がったと報告されている。この

教員自身，生徒のことをよく分かっていて，Knowledge Forumを具体的にどう使ったらど

んな成果が出そうか，授業の展開を思い描いて実行する知識とイマジネーションの豊かな
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人材なのだろう。Knowledge Forum は，うまく利用されると，こういう現場の教員たちの

実力をさらに引き上げる力を持っている（Lamon, 2002）。 

Knowledge Forum は先ほども紹介したように北米以外でもさまざまな文化圏で使われて

いる。日本でも静岡大学，神戸大学，神戸大学付属小学校などをつないだ規模の大きな実

践研究が行われており，「先生方がはじめに期待した以上の」自発的な学びが起きることが

確認されいている。これらの詳細については日本語で詳しい解説が出ているので，そちら

を参照していただきたい（例えば竹中他, 2002 など）。 
 

４. ベライター，スカルダマリアが見据えているもの 
プロジェクトリーダーの一人ベライターは，1960 年代にヘッドスタートプロジェクト

（Project Headstart）と呼ばれた教育改革運動に関係していた。セサミストリートという番

組を生んだのがこのプロジェクトである。中流家庭や学校では，ものごとの仕組みや行動

の理由がことばで説明され，アルファベットや数字が遊びの中で繰り返し言語化されるこ

とも多いのに対し，経済的に恵まれない黒人家庭ではことばの使い方が違う。セサミスト

リートは，こういう学校向きの言語コードをすべての家庭に届ける一つの試みとして，公

共的な放送チャンネルを利用して放映された。アルファベットや数字，簡単な単語のスペ

ル，ものごとの仕組みや理由（雨はどうして降るのかとか，人に親切にすることはなぜ大

事かなど）の説明を，コマーシャルのようにごく短時間で繰り返し提供するスタイルは，

幼い子どもがものごとに集中できる時間の短さを考慮して考案された。ヘッドスタートプ

ロジェクトそのものは番組のほかにも全米で黒人家庭のコミュニティを作って親が家庭で

できる教育をまず親相手に普及する地域運動として多くの地区で実践されて成果を生んだ

が，ベライター自身はその初期に主には理論的な基礎を提供し，地域実践が広がるころに

はプロジェクトを離れている。べライターのこのような研究経緯はしかし，彼の，ことば

を使うことと知的発達を直接結びつけようとするスタンスや，教育改革を社会的な規模の

運動として引き起こすことが可能だとする考え方の根底をなしているだろう。 

このような理念に支えられたKnowledge Forum を授業に取り入れようとする時，授業の

中で学生を相手に何をやるかはまったく自由である。ベライターたちのねらいに到達する

ための簡単な手引きがあるわけではなく，利用する一人一人がまさに自力で Knowledge 

Forum を使った知識構成に取り組まなくてはならない。だから，Knowledge Forum を利用

してもまったくうまく行かなかった，という例もたくさんある。Knowledge Forum に携わ

る人たちは一年に一回ほど国際的な集まりをもって意見交換しながら自分たちの授業をい

いものにしようと努力している。Knowledge Forum というプロジェクトは，「生徒が書き込

める学習用データベース」という学習支援ツールを使って，教育や学習のイメージそのも

のを知識伝達から知識再編成へと変えていこうとしている，とも言えるだろう。 
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注： 

①本書を書くにあたり，CSILE/KF Japan を主催する静岡大学の大島純，大島律子両氏から

貴重な援助を得た。記して感謝する。 

②知識伝達型の作文といっても，読み手に内容を理解してもらうことを主な目的として書

くのであれば，伝えたい内容の根拠をどこまで示すか，どう伝えたら分かりやすいか，な

どを考えながら書かなくてはならないので，知識は再編集される。スカルダマリアたちが

言う knowledge telling は，読み手のことも考えずにとにかく自分の知っていることを書き

連ねて紙面を埋めようとするような書き方だと考えると話がはっきりする。 

③日本の連絡先 URL は http://oshima-l.ed.shizuoka.ac.jp/csilejapan/contents.html 
 
引用文献 
Koschmann, T., Hall, R., & Miyake, N., (eds.), (2002), “CSCL2: Carrying forward the 

conversation,” Mahwah, N.J.: Laurence Erlbaum Associates, Inc. 

Lamon, M., (2002), “Knowledge-based design: Variations in practice,” Paper presented at AERA 

2002, New Orleans. 

Miyake, N., (1986), “Constructive interaction and the iterative process of understanding,” Cognitive 

Science, 10, 151-177. 

大島純 (1998), 『コンピュータ・ネットワークの学習環境としての可能性』 佐伯胖・黒崎

勲・佐藤学・浜田寿美男・藤田英典 [編], 岩波講座 現代の教育危機と改革 第 8 巻 情

報とメディア, 岩波書店, 219-239. 

大島純 (2002), 『教育における情報技術』 波多野誼余夫・永野重史・大浦容子[編], 教授・

学習過程論, 放送大学教育振興会, 141-151. 
Scardamalia, M., & Bereiter, C., (1987), “Knowledge telling and knowledge transforming in written 

composition,” In S. Rosenbert, (ed), Advances in Applied Psycholinguistics: Vol. 2. Reading, 

writing, and language learning, Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 142-175.   

Scardamalia, M., & Bereiter, C., (1996), “Computer support for knowledge-building communities,” 

In T. Koschmann, (ed), CSCL: Theory and practice of an emerging practice, Mahwah, N.J.: 
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第４章 マイクロワールドの利用   
 

 第 4 章では，第 3 章に続いてもう一つ，The Jasper Project（ジャスパー･プロジェクト）

と呼ばれる実践研究プロジェクトを検討したい。The Jasper Project は，主に教育困難校の

生徒を対象として算数・数学の問題解決能力を育成するプロジェクトで，ドラマ仕立てに

したビデオを多用した教材群を特徴とする。ヴァンダービルト大学「認知とテクノロジ」

研究グループのブランスフォード（Bransford. J.）を中心に開発されたもので，ジャスパー・

ウッドベリーという主人公を中心に 12 の話が展開され，そのそれぞれに｢傷ついたワシを

救助するために最短移動経路を計算する問題｣や「遊び場の青写真を作るために遊具の面積

や容積を計算する問題」など，日常的にも遭遇しそうな問題が含まれている。子どもたち

はビデオの話を見ながらそもそもどうやって問題を解いたらいいか話し合い，みんなが考

えたさまざまな解き方を比較して一番いいと思った方法で問題を解く。この教材とその使

い方ガイドのすべてがパッケージとして製品化されており，だれでも使うことができる。

以下，まずこういうやり方の背景にある考え方を紹介し，次いで具体的な課題とそれを使

ったカリキュラムの一つを詳しく見て，その中でブランスフォードたちが考えている学習

がどのようなものかを検討する。 
 

１. 問題を解決するには 
(１) 「現実的な」問題解決 
学校教育に対する批判の一つに，学校で問題が解けるようになってもその成果が社会で

役に立つとは限らない，言い換えれば学校教育の成果は学校外に転移し難い，というもの

がある。ブランスフォードらは，その原因として，学校で解く問題と日常的な問題とでは

そもそも性格が大きく違うことを挙げている。 

教室で子どもが解く問題は，ほとんどの場合，解き方を覚えていれば解けてしまうので，

そういう意味では｢簡単｣である。これに反して私たちが日常生活の中でぶつかる問題は，

たいていは初めて見る問題で，解き方を教えてもらったことがない。まずどうやったら解

けるのかを考えなければならない。解き方や答えがいろいろあってそのどれが一番いいの

か，いわば答えの質を問題にしなければならないこともある。また，教室では同じような

問題を繰り返し解いたとしてもせいぜい 5，6 題で，一度覚えた解き方を徹底的に利用する

チャンスはまずないが，日常生活では毎日繰り返し同じような問題を解くことも少なくな

い（家業のお店を手伝う子どもは，同じような商品を売ってお釣りを計算する経験を繰り

返しするだろう）。もう一つ，教室で出された問題を解く時に間違っても，それだけのこと

だが，お店の手伝いをしている時にお釣りを間違えては困る。日常生活での問題解決は，

100％の正解が求められる。 

このギャップを埋めるには，教室で解く問題にも日常生活で出会う問題と同じような特

徴を持たせればよい。教室を生活の場にするのは難しいから，その代わりに普通の日常生
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活のように複雑な問題が起きる場面を「マイクロワールド（micro-world）」として切り出し

て，その中に生徒を巻き込んで問題を解かせる。解けたらすぐ同じような解き方を何度も

繰り返し経験できるよう，似た問題をたくさん用意する。さらに，問題の解き方そのもの

を見直して，将来似たような問題を効率よく，しかも正確に解くためにはどうすればよい

かを考えさせる。 

子どもに無理なくこういった活動をさせるためには，最初の話をうまく作らなくてはな

らない。｢距離／速度／時間｣というテーマで航続距離①の計算方法を扱ったマイクロワー

ルドを詳しく見てみよう。囲み４－１に，実際はビデオドラマになっているドラマの展開

を順を追って要約した。以下の説明には登場人物の名前など，この話の内容が出てくる。

まず囲みを読んで自分でも問題を解いてみてから読み進めて欲しい。  

囲み４－１． 

「ブーン牧場でワシを救う」 

ジャスパーの友人ラリーは，ウルトラライトという飛行体を操縦できる。カンバ―ラン

ドという町の近くの草原で，仲間のエミリーにも操縦の仕方を教えることになった。ウル

トラライトは全体で 250 ポンドあり，全部で 220 ポンドの重さのものを運ぶことができる。

10 ポンドの箱を積めば，そこに 1 ガロンだけ余分な燃料を積み込める。ラリーはエミリー

に，ウルトラライトが空気の浮力を受けて飛ぶ仕組みを解説し，同時に，スノーモービル

に使われているのと同じエンジンを積んでいるので車に使う普通のガソリンで飛べるこ

と，ガソリンタンクには５ガロン入り，満タンだと重さが 30 ポンドになること，などを説

明する。説明している途中の会話から，ウルトラライトが風のない日であれば大体 1 ガロ

ンで 15 マイル飛び，１マイル飛ぶのに２分かかること，また着陸や離陸には滑走用の平ら

な地面が約１００ｍあればいいことが分かる。    

エミリーは数週間で飛べるようになり，初飛行の後みんなでレストランに行く。レスト

ランでジャスパーはブーン牧場に釣りに行く予定があること，そこに行くにはまずカンバ

ーランドからヒルダという友達のやっているガソリンスタンドまで 60 マイルを車で行き，

そこから 15 マイルほど歩いて行くつもりだと話す。ラリーはそれを聞いて，ちょうど先週

ウルトラライトでヒルダのガソリンスタンドのすぐそばに着陸してヒルダを驚かせた話を

する。食事の後，エミリーとラリーはどれだけ体重が増えたか，レストランの体重計に乗

って体重を量る。エミリーは約 120 ポンド，ラリーは 180 ポンドある。 

場面が変わってブーン牧場でジャスパーが一人，釣りをしている。釣り上げた魚を焼い

て食べているところに銃声が響く。ジャスパーが森を抜けて音のしたあたりまで行ってみ

ると，ボールドイーグル（ハゲワシ）が撃たれて傷を負っていた。ジャスパーは，トラン

シーバでヒルダのガソリンスタンドを呼び出し，ワシをブーン牧場からカンバーランドに

いる，彼らのもう一人の仲間ラミレズ獣医のところまで運ぶ必要があると伝える。ジャス

パーのいる場所からヒルダのところまでは歩いて５時間かかる。ジャスパーはヒルダに，
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エミリーに連絡を取ってくれと頼む。 

エミリーは連絡を受けてすぐラミレズ獣医のところへ行き，どうやって運んだらワシを

もっとも速く病院まで連れてこられるか相談する。ヒルダのガソリンスタンドからブーン

牧場まで，車の入れる道はない。壁に貼ってある地図の上でコンパスを使って測ると，ジ

ャスパーのいる辺りから獣医のところまで，直線距離で約 65 マイルあることが分かる。ラ

ミレズ獣医はワシは大体１５ポンドくらいの重さがあること，早く治療できればそれだけ

ワシが助かる可能性も高いことなどをエミリーに伝えた後，他の患者の治療ですぐいなく

なってしまう。ラミレズ獣医がいなくなった後，エミリーは一人でコンパスを使って，ジ

ャスパーのいるところからヒルダのガソリンスタンドまで 15 マイルあることを確かめる。

エミリーはウルトラライトを使えばいいのではないかと考えて，ラリーに電話する。ラリ

ーはちょうど近くにウルトラライトを止めていて，タンクも満タンなのでいつでも飛べる，

という。風もない。話は，エミリーが，「着陸したり飛び立ったりにそれぞれ５分くらいず

つはみておかないと…」とつぶやきながらワシを救う計画を立てようとしている場面で終

わる。 
 

（ビデオにはこの他に，レストランで変わったデザートを頼むエピソードや食事の料金を

払う際のお金の計算，ヒルダのガソリンスタンドで客とヒルダの間で交わされる，車の燃

費とガソリンの値段についてのやりとりなど，ワシを救う問題とは直接関連しない情報も

含まれている。） 

(２) 「問題を解く」ことの再定義 
さて，囲み４－１にある問題に対して，あなたの答えはどうなっただろう？ワシの運び

方は何通り考えられただろうか？ちなみに教材パッケージに用意されている解答では，３

時間 50 分でワシを病院まで運べることになっている。 

子どもたちはビデオを見終わった後，まずクラス全体で討論して，問題を確認する。ど

うやったら一番速くワシを病院に運べるか，その運び方を見つける必要があるのだという

ことを確認した後，グループに分かれてワシ救出計画を立てる。ウルトラライトが載せて

飛べる最大荷重，満タンにした時の燃料の重さ，エミリーの体重など，自分たちで必要だ

と思う情報があったらビデオを見直して探す。結構落とし穴が用意されているので最初の

計画がうまくいかない場合もあり――例えば，ラリーが操縦したのでは体重が重すぎてワ

シどころか必要な燃料も積めない――いろいろな計画を試さなければならない。グループ

ごとに計画が立ったら今度はそれをクラスで発表し，どの答えの出し方が一番よさそうか

を話し合う。それぞれ一番よいと思うやり方で答えを実際出してみて，結果をまた比較し，

解き方を確認する。 

この問題は私たちが日常的に出会う問題に似ている。問題の解き方の方針が立つまで，

どの情報がいつ必要になるのか分からない。もともと日常的な場面で遭遇するような問題

に「正しい」解き方が決まっていないのと同様，ワシの運び方も決まった方法はない。知
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っていることを総動員して，その解き方を工夫するところから始める必要がある。ブラン

スフォードたちは，問題をこのように作り直して初めて子どもたちに｢問題を定式化する

力｣｢問題を解くのに必要な情報を集める力｣｢解を求める力｣｢解を確かめる力｣「様々な解法

を比較検討する力」を付けることができる，と主張する（CTGV， 1997）。 
(３) 類似課題 

ワシを救う問題が解けたら今度は，今の問題を少しずつ変えて作られた似た問題を解く。

「ガソリンがもっと積めたら」，「追い風があったら」，「燃費がもっと良かったら」，それぞ

れワシを救う時間はどう変わるだろう？教材パッケージ CD-ROM にこういった類似課題

が用意されていて，生徒が自由に使うことも出来る。また，この中の一題は，リンドバー

グがニューヨークからパリに飛んだ時のデータを参考に，飛行機の燃料タンクの大きさ，

航空燃料１ガロン当たりの飛行可能距離，ニューヨーク－パリ間の距離を示して，この飛

行が成功するためにはどの程度の追い風が必要だったかを問う。「ワシを救う」話の中で見

つけた解き方を使って，歴史上実際にあったできごとについて「資料にも書いてない」事

実を発見するという知的にわくわくするような体験を通して，マイクロワールドと現実社

会をつなぐ課題になっている。 

(４) Smart tools（スマート・ツール） 
こうやって類似課題も楽に解けるようになってきたら，もう一段レベルを上げて，今出

来るようになったやり方を目的に合わせて「使いやすい道具」に作りかえるという課題が

用意されている。例えば囲み４－１の話については，「エミリーは，うまくワシを救えて嬉

しかったので，カンバーランド近郊の客を相手にウルトラライトで物を運ぶ商売を始めた

いと思っている。借りられるウルトラライトは大小２台でそれぞれ可搬荷重も燃費も違う。

客から電話がかかってきたら，何分で客のところに到着できるかできるだけ速く計算した

い。そういう計算を確実にする道具を工夫してほしい」という応用問題が用意されている。

１分で何マイル飛べるかを，２台のウルトラライト一つずつについて計算しグラフにして

おけば，何分でどこまで行けるかはすぐ分かる。やってみると，このグラフは直線になる

ことも分かる。もっと速く答えのあたりをつけたければ，図４－１のようにエミリーのい

るところを中心に，地図の上に一定時間でいける距離を半径にして同心円を描いておけば，

求める答えは一目で分かる。こういう道具はプロジェクトの中で smart tools（スマート･ツ

ール）と呼ばれている。ブランスフォードたちがThe Jasper Project でねらっているのは与

えられた問題が解ける力だけではなく，むしろ smart tools を作ることができるような応用

力なのだということがはっきりする。 
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図 ４-1 カンバーランドからの飛行時間を簡単に計算するための smart tools 

２. Legacy（レガシー）という仕組み 
ここまでで紹介したのは，ジャスパー･シリーズに含まれる 12 の話のうちの一つである。

それだけでも，まず航続距離の計算方法を知り，類似課題を解いて適用範囲を広げ，最後

には目的に合わせて smart tools を作って解き方の一般化を図る。これを一サイクルとして，

表４－２に示す 12 の話題一つ一つについて同じようなサイクルを繰り返す。当然そこには

「同じ」学習過程が繰り返し現れる。そのステップを意識できるようになれば，自分の学

習過程を自己管理する能力の育成につながるだろう。この支援を狙ったのがLegacy と呼ば

れる仕組みである（Schwartz, et al., 1999）。 

Legacy は，自分たちの学習成果を後から学習する人たちのための教材として残す「遺産」

作りを奨励する。システム上では図４－２に示すように生徒の行う活動が輪として表現さ

れており，それぞれの絵をクリックすると各活動で使える材料が出てくる。材料は教員に

よって用意されるものもあるが，先に学習した生徒の成果のうち参考になるものもこの材

料として付け加えられ，後から学習する人たちに「相続」されてゆく。 
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表 ４-1 ジャスパーシリーズの教材構成 

テーマ     課題 物語のタイトル 課題の内容 

距離･速度・時間 

シダー川への旅 一定時間で一定距離を進めるか 

ブーン牧場の救出 移動時間を最短にするルートを見つける 

票を確保せよ 一定時間内最長移動ルートを見つける 

統計と確率 

大きな波 標本データから全体傾向を予測する 

ギャップを埋める 確率計算 

資本を得るアイディア 傾向調査してビジネスプランを立てる 

幾何 

成功への青写真 遊び場の青写真を作る 

正しい角度 地図上で位置関係を求める 

円状競争 角度，位置決め，距離計算 

代数 

頭のいい仕事 スマートツールを作って旅程計算 

キムのコメット レースで有利な出発点を決める 

おじいさん誘拐される 代数を使って場所を知らせる 
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図 ４-2 Legacy 画面 

図４－２の一番上にある三つの山は，生徒が解くべきチャレンジである。山が連なって

いるのは，一つの課題を解いたら次のもう少し難しい課題に挑戦し，それを積み重ねて学

んでいくことを表している。次の「アイディアを出す」段階は，課題について各自が自分

の考えを明らかにする段階，ブーン牧場の課題であればどうやってワシを救いにいったら

いいか，一人一人の考えを出し合う段階がここにあたる。アイディアが出てきたらクラス

で発表し合うなどして「いろいろな見方をする」段階へ進む。先輩や専門家がこの問題を

解くとしたらどうするかなどの見方も参考にすることができる。それらの見方を検討して

「調べて書き直」して計画を立て，実際答えを求めてみて，まず当面の課題を解決する。

その成果を使って次の段階で「分かったことを試す」。ここには先のリンドバーグ課題のよ

うな応用問題を含む類似問題が複数用意されている。最後にはいくつもの解き方をまとめ

て，類似の問題を統一的に解けるような説明を作り，次の学年の人や他のクラスの生徒も

利用できるよう「分かったことを広める」ための活動をする。 
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Legacy が支援しようとしているのは，ジャスパーシリーズの 12 課題に繰り返し出てく

る学習ステップを意識して，自分自身の学習について自覚的に考えられるようになること

である。大学生の教育心理学の授業などで使われた結果が報告されており，｢遺産｣を残す

ことが動機付けになって全体として活動の質が上がること，サイクルを回る時に前もって

｢見通し｣を立てておくよう誘導すると学習ステップについての自覚が増すこと，などが報

告されている（Schwartz,2000）。 
 

３. マイクロワールドを超える 
(１) The Jasper Project の成果 
このプロジェクトも，第３章で見たCSILE／Knowledge Forum と同様，これまで勉強の

機会に恵まれなかった階層の子どもたちで，大きな成果を上げている。いくつもの課題に

ついて何通りもの解き方を考え，そのどれがいいのかを自分たちで判断する経験を繰り返

す子どもたちは，問題を単に解くだけでなく，問題やその解法について考えることの出来

る力をほぼ確実に身につけてゆくと報告されている（CTGV，1997）。 

子どもたちは「問題を解く」ことそのものについても，さまざまなことを学ぶ。The Jasper 

Project で学んだ小学生に一般の大人や大学生がジャスパー課題を解く手助けをさせると，

答えを直接教えてしまうことなく，問題の解き方を工夫できるよう誘導するという。一つ

のエピソードとして，問題を解く大学生を見ていた一人の小学生が，後から｢自分たちは問

題の解き方を考えてから情報を探しに行くけれど，大学生は最初から何が大事そうか気づ

いているらしい。あれは賢いから，私たちも見習うべきだ｣と発言したという

（Bransford,1999）。この例は，The Jasper Project で学ぶ小学生が，自分の学び方について自

覚的になるだけでなく，他人を観察してうまいやり方に気づく力をも身につけられること

を暗示する。一例でしかないが，このエピソードはThe Jasper Project が持つ潜在的な教育

力の大きさを示しているだろう。 

(２) 教材のパッケージ化：仲間を増やす試み 
 先にも記したように，The Jasper Project の 12 の話はすべて教材セットとしてパッケージ

化され，販売されている。「ブーン牧場でワシを救う」話であれば，パッケージは以下のよ

うに構成されている。 

・ 教室教材（CD-ROM,またはVHS，DVD 版） 

* 導入ビデオ（22 秒）：ジャスパーシリーズの紹介 

* 課題ビデオ（16 分 17 秒）：問題ドラマのビデオ 

* 類似課題（25 秒から 1 分 25 秒の課題 10 題） 

* スマート･ツールの解説（3 分 45 秒） 

・ 教員用教材（CD-ROM） 

* ジャスパー・プロジェクト全体の概要説明（4 分 19 秒） 

* １2 課題の概要（13 分 58 秒） 
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* 教室での使い方ガイド（4 分 19 秒）：The Jasper Project のねらい，経験者の感

想，全体的なアドバイスなど 

* ｢ブーン牧場｣を教える時の特定アドバイス（5 分 49 秒） 

* 解法ビデオ（7 分 57 秒）：キャラクタがドラマの続きとして問題を解く 

・ 教員用手引き（PDF ファイル） 

* 手引き 

* 教室で使える資料，図など印刷できるもの 

教室にビデオの再生機さえあれば，これを購入して明日の授業からでも使うことが出来

る（パソコン上で使えれば，インタラクティブにメニューから必要な個所のビデオを呼び

出して，便利に使うことが出来る）②。「Smart tools」や「特定アドバイス」の内容は各課

題によって異なるが，概要などはすべての課題に共通したものが揃っている。 

使い方を紹介するビデオといっても４分 19 秒しかなく，経験を積んだ教員が出てきて，

「最初はまずどれかの課題を自分で解いてみるといい」，「生徒にやらせる時には生徒を信

じて任せておくと，分からないことは聞きに来るようになるからそれまで待つとよい」，な

どの経験談が語られる。ブーン牧場を教えるための特定のアドバイスも， 

・ 生徒に自分で解き方を考えさせること 

・ 生徒が計画を立てたら，実際実行させること 

・ 地図を描くとよい 

・ データをきちんと整理させると良い 

・ 解き方が見つかったらクラス全体で発表し合うとよい 

・ ジャスパーの登場人物を使って国語の授業などに発展させることも出来る 

・ 類似課題を利用する 

の六つが取り上げているだけで，もっとも長いビデオでも 34 秒しかない。そのかわり，一

つ一つの内容は要を得ている。2 番目の，計画を実行させなさい，というアドバイスビデ

オには， 

 「学生は，計画を考えつくのはうまいけれども，その計画がちゃんと働くかどうか

を決めるのはそれほどうまくないものです。考えた計画がちゃんとうまく働くかどう

かを判断するためには何に注意を払わなくてはならないか，生徒と話し合ってはっき

りさせなさい。ブーン牧場の救済で考えておかなくてはならない要点は，航続距離，

運ぶことの出来る荷重，着地，の三つです。生徒に，一つではなく二つ以上の計画を

立て，実行可能でしかも一番速い計画はどれかという基準を使っていい計画を選ぶよ

う，奨めなさい。」 

というメッセージが入っている。 

 ブランスフォード自身，これだけのサポートですべての教員がブランスフォードらのね

らう深い意味での問題解決能力をつけさせる授業ができるようになると思っているわけで

はない。だが同時に，こういう教材をその奥にある学びについての考え方と一緒にたくさ
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んの人に手渡していくことそのものが，規模の大きな一つの実践研究になっている。ブラ

ンスフォードたちのグループの仕事は，一方ではThe Jasper Project を使って異文化交流や

Legacy を取り入れた大学の生物工学科での授業改革などに拡がりつつあるが同時にパッ

ケージ化された教材はブランスフォードたちの手を離れてそれ自体が，どこまで広く一般

の先生たちの学びに対する考え方を変えていけるか，自発的な実験が始まっている。 

 

 
                                                      
注： 
① 船舶や航空機が燃料の補給なしに航行を続けられる距離。 
② 「Legacy」は 2003 年春にはまだパッケージ化されていない。 
 
引用文献 
Bransford, J. D., (1999), “When cognition meets classrooms and technology: Issues and 

opportunities,” 第 63 回日本心理学会特別講演, 中京大学, 1999 年 9 月 6 日, 名古屋. 
CTGV (the Cognition & Technology Group at Vanderbilt), (1997), “The Jasper Project: Lessons in 

curriculum, instruction, assessment, and professional development,” Mahwah, N.J.: Laurence 

Erlbaum Associates, Inc. 

Schwartz, D., (2000), “Flexibly adaptive instruction designs,” Talk presented at the 73th colloquium 

of School of Computer and Cognitive Science, Chukyo University, February 26th, 2000, Toyota, 

Japan. 

Schwartz, D., Lin, X., Brophy, S., & Bransford, J. D., (1999), “Toward the development of flexibly 

adaptive instructional design,” In C. D. Reigeluth, (ed), Instructional-design theories and models: 

A new paradigm of instructional theory, Volume Ⅱ , Mahwah, N.J.: Laurence Erlbaum 
Associates, Inc. 183-213. 
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第５章 デザイン研究 
 

 第３章，第４章と２章にわたってCSILE／Knowledge Forum と The Jasper Project という

二つの典型的な学習科学の研究例を見て来た。第５章ではこの二つを振り返って学習科学

で行われている研究の特徴を考えていきたい。 

 

１. 学習科学の研究方法 
(１) 二つの研究の共通点 
 Knowledge Forum と The Jasper Project は表面だけ見るとそれぞれ全く違った実践に見え

る。Knowledge Forum は対象教科を選ばず何にでも応用できるが，The Jasper Project は算数，

数学の学習環境である。Knowledge Forumでは書くことが中心にあり，調べて分かったこ

とや考えを書き留める内に生徒一人一人が自分で理解を深めることがねらわれている。そ

れに対してThe Jasper Project は，ビデオを見た後みんなで同じ問題を解き，問題を解く応

用力を身につけていく。 

 違う角度からみてみるとこの二つのプロジェクトには共通点も多い。一つには，学習の

ねらいが似ている。どちらも，問題が解ければよいのではなく，解けた後なぜそのやり方

で解けたのか，他のやり方はないかを考えることや，分かった先に分からないことが出て

きてもっと知りたくなることを奨励している。The Jasper Project では，同じ問題をたくさ

ん，速く，正確に解くための道具「Smart tool」を作らせる，など，学んでできるようにな

ったことにさらに磨きをかける意識的な配慮がなされていた。 

学習活動のやり方をみても，どちらの実践でも生徒たちはほとんどの場面で仲間と一緒

に考えながら学んでいた。教員はそういう生徒たちに対してアドバイザ的な役割を取る。

生徒は，自分たちが持っている力，分かっていることを工夫して自分で考えるところから

始める。そうやって今勉強していることが，自分の知っていること，自分の生活に結びつ

いて自分の力になるよう工夫されている。 

さらにもう一つ共通点を挙げるなら，どちらの実践でもテクノロジが大きな役割を果た

している。The Jasper Project のビデオ番組や類似課題，ヒントなどはすべてコンピュータ

上のインターフェイスを通してクリック一つで引き出すことができるようになっている。

Knowledge Forum の協調学習活動はその中心に「だれもがいつでも参照，コメント可能な

電子的なノート」がある。いずれも，ビデオやインターネットを使うために授業が考えら

れたのではなく，授業でやりたいことをだれもができるためにどうしても必要な道具とし

てビデオやインターネットが使われている。これまで簡単にはできなかった授業が，テク

ノロジが手に入りやすくなったおかげでできるようになったと言えるだろう。CSILE が

web からも使えるKnowledge Forum に変わり，The Jasper Project に Legacy という前の学生

の学びの成果を後から活用できるシステムが付け加わってより強力になっていくように，

テクノロジの進歩にしたがってこれらの学習環境は成長しつづけている。学びの場でのテ
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クノロジの活用方法を考えることは，まず第一に，学びの場でやりたいことは何かを考え

ることが原点になるべきだろう。 
(２) 従来の教育研究との違い 

Knowledge Forum と The Jasper Project には，もう一つ，いずれも従来の教育研究とは根

本的に研究のやり方が違う，という共通点がある。どちらのプロジェクト・リーダーたち

も，もともとは基礎研究に非常に強かった人たちでありながら，今は現場の教員と一緒に

仕事をしているだけでなく，自分たちも積極的に教壇に立つ。授業中の様子を記録したビ

デオや生徒が掲示板に書き込んだノートの内容を分析して，どんな学びが起きたのか，そ

の細かい課程を詳しく追うプロセス分析（process analysis）を行う一方，クラス全体の標準

テストの成績が前と比べてどれほど上がったかを報告することにはそれほど熱心ではない。

うまくいきそうな実践研究を積極的に推進するが，実験群と統制群を比較するような伝統

的な実験研究はあまりやらない。これらはどれも，学習科学研究に共通してみられる特徴

でもある。一つ一つについてもう少し説明を加えてみよう。 

(３) 実践と研究を一緒にする 
従来の教育研究では，「教育する」，つまり実際に教室で教えることと「研究する」こと

とは別のこととして取り扱われてきた。教室で教えるのは教員など実践者，研究をするの

は大学や研究所に籍を置く研究者という一種の住み分けがあった。しかし最近の学習研究

は多くの場合，実践者と研究者に加えて，教えるテーマの専門家，学習カリキュラムをデ

ザインする者，テクノロジの開発に関わる者などがチームを組んで行われている。 

このような変化が起きた一つの理由は，人の認知活動が状況に依存することをみんなが

認めるようになってきたからだとも言えよう。実験室での子どもの振舞いと教室でのこど

もの振舞いが違っていて，研究の対象にしたいのが教室で起きることであるならば，研究

者は教室に出向いていくのが自然だろう。同様に，教室での子どもの学びと家庭での子ど

もの学びが違っていて，家庭を含めた日常生活の中で子どもがどう学んでいるのかを研究

対象にしたいなら，研究者は家庭や地域に入っていくのが自然だろう。実践と研究は，学

習科学が日常的な学習の過程に関心を深めるにつれて接近してきたと言える。 

(４) 必ず実験するわけではない 
従来の教育研究方法では，ある効果を生む要因が何かをはっきり定めるためには実験す

るのが普通だった。ある働きかけが有効かどうかを確かめる一つの方法は，そういう働き

かけをするグループ（実験群）と，それとできるだけ同質で働きかけだけをしないグルー

プ（統制群）を設けて両者の成績を比較し，実験群の成績が統制群のそれよりも統計的に

有意に良いならば働きかけに効果があったと認めよう，という手段である。 

学習科学がこういう手段を取らなくなった理由はいくつかある。一つには，人が何かを

学ぶ過程にはたくさんの要因が互いに影響しあって作用しているので，そのうちの一つだ

けを取り出してその影響を調べようというやり方には，そもそも無理があると認められる

ようになってきた。もう一つとしては，学習がうまくいく働きかけをしようとしている時，
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比較のためとはいえ，初めからうまくいかないと想定される統制群を作って「実験」して

いいものかが疑問視されるようになってきた。分かりたいことは，どういう学習活動が起

きたらどれほど望ましい学びが起きるのかであり，そういう学習活動を起こすにはどうし

たらいいか，である。この問いに答えることができる方法があるなら，実験しなくてはな

らないということはない。むしろ，まずきちんとねらった成果が出るような実践をするこ

と，そしてその上で学習者が何をしていたのかを理解することが大切であろう。学習研究

者の集まりなどでは，そのためのプロセス分析法などが盛んに検討されている。 
(５) デザインメソッド 
 学習科学の研究がどのように行われているかを考えてみると，図５－１に示すような循

環したステップを踏んでいると考えられることが多い。まず，それぞれの研究者集団に，

「人はこういうふうに学ぶとうまくいくはず」，「こうすると，ここまで学べるだろう」と

いう学びについての考え方，学習モデルがある。 
 

 

図 ５-1 学習科学の研究方法 

学習モデルから，どうやって授業を作ったらいいか授業をデザインするための方針を引

き出し，実際に授業をデザインする。その授業を実践してみてそこで起きたことを観察，

分析して，どういう条件が揃った時何が起きると考えたらいいのか検討する。ここで出て

くるのは因果関係についての決定的な証拠ではないが，似たようなことが何度も一貫して

説明できるならその仮説は真実を表している可能性が高いと言えるだろう。そういう仮説

を使って，最初の学習モデルを改善し，学習モデルからより強力な授業デザインを引き出

す。学習研究のもっとも普通のやり方として，こういうデザイン･サイクルを繰り返すとい

う方法がある。 

こういうサイクルを繰り返すと，やがてはそこからは，授業をデザインするための原則

が抽出されてくるだろう。学習実践研究の一つの目的は，だれでもが使うことのできる，

できるだけ一般性の高いデザイン原則を提案することだとも言える。 
 

学習モデル 

デザイン原則 

授業デザイン 実践 
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２. アン・ブラウンを追う 
学習科学研究の先駆者の一人にブラウン（Brown. A. L.）という研究者がいた。残念なこ

とに1999年，新しい研究が実を結び始めた真っ最中に56歳で亡くなっているが，1992年，

まだ学習実践という研究の仕方がやっと注目を浴びるようになってきたころ，自分の研究

史を振返って学習科学とは何かを考察した論文を書いている（Brown, 1992）。その内容を

追ってみよう。 
(１) ブラウンの見た変化 

Brown はもともとは認知発達を研究していた。1970 年代にこの分野はいくつかの大きな

成果を生んでいる。一つには，子どもが大人になるにつれてそもそも何が変化するのかに

ついて，詳しい検討がなされ理論的な進展があった。詳しく観察すると，子どもは，大人

に比して少ししか覚えられないだけでなく，覚え方そのものを知らないように見える。認

知プロセスそのものに対してそれを制御するメタ認知プロセスを想定し，発達するのはむ

しろメタ認知プロセスなのではないかとする考え方などもこの時期に確立された（Brown. 

1978 ; Flavell, 1976）。例えば，チェスに強い子どもとチェスについてはルールを知っている

だけの大人について，チェスの盤面を短い時間だけ見せてどのくらい覚えられるかをテス

トすれば，チェスに強い子どもの方が大人よりよく覚えている（Chi,1978）。メタ認知が働

くかどうかは，単に年齢によるのではなく，覚える対象についていろいろなことを経験し

てきた，その領域知識によるという考え方も同時に広く認められるようになった。 

ブラウン自身はこの時期の認知研究について，「詳しいことが分かってくればくるほど，

外からは観察し難い人の内的なプロセスをどうやって外に引き出して調べるか，新しい方

法が工夫された時期」という言い方をしている。彼女自身は記憶や問題解決の方略，つま

りメタ認知に興味があった。もともと幼い子どもはものを覚えるのがそれほど得意ではな

い。その理由として，覚えるための方略を知らないという可能性と，方略は知っているけ

れどとにかく覚える容量が小さいので入らないという可能性の両方があるだろう。そのど

ちらが正しいのかを調べるために彼女が用いたのは，介入実験という手法だった。方略を

教えてみて，それでうまくいくなら知らないだけ，それでもうまくいかないなら容量に制

限があると考えよう，というロジックである。ブラウンは彼女自身のストラテジ訓練研究

の成果を二言でまとめている。それは， 

・ 簡単なストラテジを教えると，その場でなら使える 

・ （しかし）教えたストラテジは保持されない 

ということ，言い換えると，幼い子に「ストラテジが役に立つ」というメタ認知はなさそ

うだ，という結果だった。 

こういう介入実験をうまくやるためには，うまく教えられなければならない。そのため

に彼女は従来の介入実験と比較するとかなり斬新な教え方をも工夫している。表５－１は，

従来のやり方と彼女のやり方を比較したものである。実験室で，短時間に，一方的に教え

たのでは全く教えられなかったメタ認知スキルを，ブラウンは時間をかけて，子どもが日
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常的に生活する場面の中で，仲間同士のやり取りを介して教えようとした。この種の研究

は徐々に大きな成果を生むようになり，その場だけでなく「長続きする」メタ認知能力を

教える方略の研究に変わっていく。このことが段々彼女を「教育的な実践研究」に近づけ

ていったと考えられる。 

表 ５-1 従来型の介入実験とブラウンの実験との違い 

   従来のやり方 ブラウンのやり方 

訓練するのはせいぜい 1，2 日 5，6 週間教える 

教え方は直接教授（考えられていない） 内容や教え方そのものを工夫  

ほとんどの場合 1 対 1 協調的に教える 

彼女自身，「最初は，実験室で一人の子どもを相手にいろいろ試していたものが，そのう

ち 2，3 人のグループを相手に研究するようになり，気づいてみたらクラス全体，そのうち

にいつでも 20，30 人の子どものいるクラスを平均３つくらい対象に研究をするようになっ

た」と述べている。 

こういうことをやっている最初の内は学習過程の説明のために実験して要因をはっきり

させることに興味があったものが，そのうち目の前の子どものパフォーマンスを上げるこ

と，学習実践の質を上げるために学習過程を分析することのほうが大事になった，という。

学習科学を先導した者たちにとって解くべき課題そのものが深化した時期だったと言える

かもしれない。 

(２) ブラウンの工夫 

ブラウンの研究で特徴的なのは，その教え方の工夫そのものだった。例えばそのころ彼

女たちが工夫した教え方に「ジグソー（Jigsaw）方式」と「相互学習法（Reciprocal teaching）」

というものがある。   

ジグソー方式は，もっとも単純には，図５－２のように一つの文章を三つに切って一人一

人は 3 分の一ずつを担当し，後から 3 人で一緒に自分が読んだ内容を他人に教えて文章全

体を理解させようとする。もともとはアロンソン（Aronson, E.）という社会心理学者が教

室内での人種融合政策に合わせて工夫した方法（Aronson & Patnoe, 1996）を，知的な統合

作業の促進方法としてブラウンが利用したものだが，最初に与える教材の分割の仕方によ

っていくらでも複雑にでき，かなり汎用の効く方法である（Miyake, 2001）。 
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図 ５-2 ジグソー方式 

 相互学習法はブラウンたちが考えたもので，読解能力についてのメタ認知を他人の力を

借りて身に付けさせようという試みである。図 5－3 のように初めは先生が，「うまく読め

るために大事な質問」（例えば，主人公はだれで，どんな問題にぶつかって，どうやってそ

れを解決しようとしているか，など）をする。生徒はそれに答えながら，先生がどんな質

問をするかも覚えておくよう言われる。こうやって読んだ後，今度は生徒が質問して先生

が答えるという役割交代をする。これをしばらく経験すると，もともと学年平均から 2 年

以上読みの能力が遅れた生徒でも，内容をしっかり把握した読み方ができるようになり，

しかも訓練の効果が 6 ヶ月以上たっても変わらない，と報告されている（Palinscar & Brown, 

1984）。これを子どもたち同士でできるようにする訓練方法も考案されている。 
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図 ５-3 相互学習法 

ブラウンらは，こういった工夫を組み合わせて，小学生や中学生に読みや理解，社会を

教える実践研究を進めていった。FCL（Fostering of Community of Learners）「学習者コミュ

ニティ育成」と呼ばれた彼女らのプロジェクトでは，例えば動物の生態や環境問題につい

て，「動物の防御メカニズム」や「食物連鎖」などいくつかテーマが用意され，そのうちの

一つのテーマを選んで協調的な学習活動が展開される。例えば，「食物連鎖」というテーマ

は「食物の生産」，「食物の消費」，「リサイクル」，「輸送」，「エネルギー交換」という五つ

の下位項目にわかれており，生徒も五つのグループに分かれてそれぞれこの一つを担当す

る。リサーチグループと呼ばれる小グループで，相互学習法を使って資料を読み，内容を

確かめて「エキスパート」になった後，ジグソー法を使って各グループから一名ずつを集

めて新しいグループを作り，教え合ったり「砂漠に適した動物をデザインする」などの発

展問題を解く。最初のリサーチグループのメンバーがそれぞれの担当項目について試験問

題作って，それを集めた全部の問題を全員が解いて成績を出すというようなこともやって

いる。このようなやり方を繰り返していくと，発展問題がきちんと解けるようになるだけ

でなく，難しい資料は自分たちで自発的に相互学習法を使うようになるなど，生徒自身が

知的コミュニティの一員になってゆくとブラウンは報告している(Brown & Campione, 
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1994)。 
(３) 批判に対するブラウンの反論 
ブラウンらがこういう研究を始めたころ，それまでのやり方，特に実験的な研究とやり

方が余りにも違ったため，批判する人も多かった。ブラウンは 1992 年の論文の中でそのよ

うな批判の主なもの二つに対して見事な反論をしている。 

一つの批判として，統制群をきちんと設けずやってみたらうまくいったというだけでは

「ホーソン効果」①と区別ができないという批判があった。これに対してブラウンは，メ

タ認知を伸ばそうと働きかけてメタ認知が上がっていることを示した上で，「ホーソンの実

験で本当に起きたことは，改善方法を考えた人の予測ではなく，むしろ働く人たちが改善

になると考えた時だけ実際に改善効果があったということ。これがホーソン効果なら，私

が教室で起こしたいのもこれと同じことだと言える。教員や研究者がどうしたいかではな

く，子ども自身が変わりたいと思っている時，その変化を引き起こす介入にこそ意味があ

る」という反論をしている。 

さらに，アメリカの教育界でもっとも影響力があると言われる教育哲学者デューイ

（Dewey, J.）の仕事と比較して，何が新しいのかという批判に対してブラウンは，「デュー

イが言ったことと私が主張していることとは同じかもしれない。違うのは，デューイが例

えば『発見学習が良い』と言った時，彼は実際どうすればだれでもが自分の教室で発見学

習を引き起こすことができるのか，その具体的な方略を示した訳ではなかった。私はその

方法が提示できる，少なくともそのために研究している」と反論している。 

彼女が言うように，学習科学がやっていることは，認知研究や教育哲学でこれまでに分

かってきたこと，だれもがすでに考え方としては知っていることを実現しようとする試み

でしかないかもしれない。しかし教育改善のアイディアを本当に実効力のある学びとして

実現することはそれほど簡単なことではない。その努力の中で，これまでとは異なった改

善案が見出され，これまでとは異なった学習モデルが一般に受け入れられ，これまでとは

異なったやり方が当然のこととして定着する可能性もある。そういう，まさに現在進行中

のさまざまな試みの例を，第 6 章から第 11 章で紹介する。 
 

 
                                                      
注： 
① ホーソンという町にあった工場に対して作業改善のための働きかけをしたところ，職場

を明るくしても暗くしても同じように生産性が上がったと伝えられた。ここから，どんな

働きかけにせよ，働きかけたことそのものが積極的な効果を生む時，そのような効果を指

してホーソン効果と言うようになった。 
 
引用文献 
Aronson, E., & Patnoe, S., (1996), “The jigsaw classroom: Building cooperation in the classroom,” 
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New York: Addison- Wesley Longman. 

Brown, A. L., (1978), “Knowing when, where, and how to remember: A problem of metacognition,” 

In R. Glaser, (ed), Advances in Instructional Psychology, Mahwah, N.J.: Laurence Erlbaum 

Associates, Inc. (湯川良三・石田裕久 [共訳] (1984), 『ライブラリ 教育方法の心理学 ２ 

メタ認知－認知についての知識－』 サイエンス社.) 
Brown, A. L., (1992), “Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating 

interventions in classroom settings,” The Journal of Learning Sciences, 2 (2), 141-178. 

Brown, A. L., & Campione, J. C., (1994), “Guided discovery in a community of learning,” In K. 

McGilly, (ed), Classroom lessons: Integrating cognitive theory and classroom practice, 

Cambridge, M.A.: The MIT Press, 229-270. 
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Children’s Thinking: What Develops?, Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 

73-96. 

Flavell, J. H., (1976), “Metacognitive aspects of problem solving,” In L. B. Resnick (ed), The nature 

of intelligence, Mahwah, N.J.: Laurence Erlbaum Associates, Inc. 
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第６章 科学的な考え方を日常化する 

 

本章から，北米で行われているプロジェクトを具体的に紹介していく。 
 

１. 科学的な考え方を日常化する 
エネルギの知識は，冬山で遭難した時，体を温めるのに使える。食物連鎖の知識は，自

分の食事を安全にするためには環境保全が欠かせないことを教えてくれる。このように，

科学の内容が本当は日常生活で役に立つ，「使える」知識なのだということを理解させるに

は，どのような授業をすればよいだろうか。 
この問題に取り組んでいるのが第 6，7 章で紹介する WISE（Web-based Inquiry Science 

Environment）プロジェクトである。カリフォルニア大学バークレイ校のリン（Linn, M.）
を研究代表者とする WISE は，二つの方向からこの問題に答えようとする。一つ目は，生

徒が日常生活で見たり聞いたり体で感じたりしていることとその科学的な意味とをしっか

り結びつけ，「このテーマ─例えばエネルギや食物連鎖─はこう考えておけばいいのだ」な

ど，自分で使えるまとめを作らせる方向である。二つ目は，生徒同士の議論や専門家の意

見に触れることから，学ぶべきことをさらに見つけ，考えを深めていく方向である。 
本章ではこの二点を重視した WISE の二つの実践を紹介する。最初の実践は，熱と光に

関する体感をベースに科学的な実験やシミュレイションを積み重ねてエネルギの仕組みを

理解させるものである。授業で学んだことを生徒が実際に使ってみて，「科学は自分たちの

生活に関係あるのだ」ということに気づかせる。後の実践は，「マラリアのコントロールに

殺虫剤 DDTは必要か」という科学者ですら未だ論争中の難問を取り上げて，食物連鎖や生

化学の基礎，環境問題などを幅広く学ばせるものである。この学習法によって生徒は，今

学んでいる科学の内容が現代社会の重要な判断の基礎にもなっていることに気づき，より

深く学ぼうと動機付けられていく。 

 
２. 熱と光の実践 

生徒は往々にして熱や光エネルギを，各々実体を持ったバラバラな「モノ」として把握

していることが多い。そうではなく，エネルギは光から熱など性質を変えながら物質間を

流れるものなのだということを理解させるのが，WISE の熱と光の授業実践である。この

目標のために WISE は二つの大きな問い─「熱と温度は同じか」，「光はどこまで届くか」

─を用意する。中学２年生を対象に全 16 週（各週 50 分授業）にわたって行われたカリキ

ュラムの概要を紹介する。各行が後に紹介する小見出しに当たる。カッコ内は各授業の標

準的な所要時間である。 
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「熱と温度は同じか」 

(1) 日常的な課題で熱と温度についての意見を出す  （1 週） 

(2) 実験を通して熱と温度の仕組みを理解する   （4 週） 

(3) 日常的な課題を再度解く             （1 週） 

「光はどこまで届くか」 

(4) 日常的な課題で光の伝播についての意見を出す  （1 週） 

(5) 光の伝播についての証拠を集める       （4 週） 

(6) 証拠を元に議論して光の伝播を理解する    （2 週） 

熱と光の知識を統合する 

(7) 分かったことをまとめて使ってみる   （3 週） 

 

最初の熱と温度の実践で「熱は物質の中を流れるエネルギである」こと，次の光の実践で

「光は吸収，反射されない限りどこまでも届く」ことを理解させ，二つをまとめる最後の

実践で「吸収された光が熱に変わる」ことを元にエネルギの変換を把握させるのが学習目

標である。 
 以下，このカリキュラムに従って生徒がどのように学んでいくのか，その詳細をみてい

こう。 
 
(１) 熱と温度：日常的な課題で意見を出す 
 生徒は最初に「熱と温度は同じものか，違うものか」と聞かれ，学習前の時点での意見

と理由を答える。続いて日常生活で遭遇しそうな以下の課題に答える。 
 
① お昼ご飯までソーダを冷やしたままにしておくのに，アルミホイルと毛糸のマフラーのどちら

で包むのがいいか？ 

（正解：熱絶縁体の毛糸のマフラー。） 

 

② 冬山のロッジの温度計が 5℃を示していた。部屋の中の鉄板や木の机，発泡スチロールの

お椀は何度か？ 触ったらどう感じるか？ 

（正解：温度は同じ 5℃だが，伝導性の高い鉄板は，木，発泡スチロールより冷たく感じる。） 

多くの生徒は課題①にアルミホイルと誤答する。これは毛糸のセーターで体が温まるこ

とから逆に考えて，冷やすにはアルミホイルだと思うからである。しかし課題②には，鉄

板は冷たく感じると正答する。金属が熱を伝えやすいという科学的な原理を理解すれば，

二つの日常的な問題を統一的に解けるようになるはずである。 
(２) 熱と温度：実験を通して仕組みを理解する 
 生徒は，触るとモノによって熱さ，冷たさの感じが違うことを知っている。知らないの

は，手触りにかかわらず温度が同じであることである。そこで生徒はペアになって，教室

にある様々なモノ─机，机のパイプ，鉛筆，鞄，ビーカー─に触って何度くらいだと思う

かコンピュータに入力する。次に温度計で実際何度あるかを測って，コンピュータ画面上

で温度の予測値と実測値とを比べる。以下はその時の教員，生徒の会話例である。  
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会話例 1 

生徒 1 発泡スチロールよりビーカーはあったかい… 

教員  はい，じゃ何を観察した？ この二つのモノで。 

生徒 2 だいたい部屋の温度と同じ。 

教員  ほんとに同じ温度って感じがする？ 

生徒 1，2 ううん。 

教員  じゃあ何が起きてると思う？ 

================ 

生徒 3 だけどどうして違う感じがするんだろう？ 

生徒 4 たぶん金属の方が冷たさを引きよせるからじゃないかな。 

================ 

生徒 5 金属みたいなモノに触ると冷たく感じる…のは，手の熱が金属の中に入っていって，

手からなくなるからだと思う 

（生徒の番号が違う場合，それぞれ別の生徒を意味する。二重線で区切られている会話は

それぞれ違うペアの会話である。） 

 

このような会話から，生徒たちが手には違って感じられるさまざまなモノの温度がすべ

て室温と同じことを発見していく様子がうかがえる（生徒 1，2，3，4）。その不思議さを

自分たちで追及することで，熱が手からモノに移るのが冷たく感じられる原因ではないか

という仮説を立てられるようになっている（生徒 5）。 
次にモノによって熱の伝わりやすさが違うかを調べるため，アルミホイルと発泡スチロ

ールに包まれた熱いポテトの冷め方を比べる。生徒は，予測をコンピュータ画面上のグラ

フに打ち込んで実測結果と比較する。冷却には時間がかかるため，途中結果を見ながら予

測の修正を行うこともできる。同じように，二つの素材に包まれた冷えたコーラの温まり

方も観察する。これらの活動によって，生徒はポテトもコーラも時間がたつと部屋の温度

に落ち着くこと，発泡スチロールよりアルミニウムで包んだモノの方が冷めやすく温まり

やすいことを理解する。 
ここまでで多くの生徒が，金属は触ると冷たく，金属に包まれたモノは外と同じ温度に

なりやすいという事実を理解する。その上で，図６－１のようなコンピュータ・シミュレ

ーション・ツールで熱の伝わり具合を確かめる。 
図６－1 は，樫と鉄という二つの物質に 400 度の熱が左から右へ伝わっていく様子を表

している。黒い粒々が熱の流れを表しており，鉄の方が速く熱を伝えていることが分かる。

生徒たちは他にも様々な物質についての熱の伝導の様子を観察する。次の会話例に見るよ

うに生徒はこのシミュレーションを使うことによって，熱の伝わりやすさが材質で違うこ

とを理解し（生徒 3，7，8），それが触れたときの温度感覚に影響することを了解していく

（生徒 5，6）。 
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図 ６-1 熱伝導を「見る」シミュレイション・ツール 

会話例 2 

生徒 3 鉄の方が樫よりずっと粒が密だよ。どうしてだと思う？  

================ 

生徒 7 樫は鉄に比べて熱を吸い込まないわ。 

生徒 8 うん，熱を伝えやすくないってことだよね。 

================ 

生徒 5 アルミニウムがずっと速い。 

生徒 6 手から熱を全部集めるから，速くあったまるんだ。 

生徒 5 だから手が冷たくなって，それで冷たいって感じるわけね。 

（生徒 3，5 は先の会話で登場した生徒 3，5 とそれぞれ同じである） 
 

(３) 熱と温度：日常的な課題を再度解く 
 以上より生徒は，熱は温度と違ってモノの間を伝わること，モノによって熱の伝えやす

さに違いがあることを学ぶ。その結果，83 ページの（１）で紹介した課題を再度解くと，

だれもが冷たいものを冷たくしておくには熱を伝えにくい毛糸で包むべきだと正答できる

ようになっている。熱と温度は違うかという問いには，二つを同じものと見なす科学的に

誤った最初の意見から，半数の生徒が「熱エネルギはモノの中の熱の流れだから温度とは

違う。同じ温度でも，大きな鍋のスープには小さなカップのスープよりたくさん熱がある。」

といった科学的に正しい意見に変わっていた。 
(４) 光の伝播：日常的な課題で意見を出す 
次は「光はどのくらい遠くまで届くか」という問いに関する論争から光の伝播について

学ぶ授業である。授業のねらいは，熱の授業とつなげてエネルギの変換を学ばせる前提と
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して，「光は途中で消失することはなく，消失しているように見える時は，そこで障害物に

吸収されている」ということを理解させることである。 
学習前の生徒は冒頭の問いに，「途中で見えなくなるからそこで終わる」「光は光源から

遠ざかると消える」といった自分の視覚を元にした回答をしがちである。しかし中には，

「望遠鏡を使えばもっと遠くから届く光も見えるはず」という気づきを持っている生徒も

いる。そこで「光は吸収，反射されない限りどこまでも届く」，「光は途中で消失する」と

いう二つの相反する立場を教員が用意し，どちらの立場を主張したいか生徒それぞれに決

めさせる。 
(５) 光の伝播：証拠を集める 
自分の立場を決めた後，生徒たちはそれを支持するため，ペアになって日常体験や実験結

果，web から証拠を集める。生徒が集めてくる証拠は以下のようなものである。生徒が各

立場にどんな証拠を割り振るかを例示する。 
 
「光は吸収，反射されない限りどこまでも届く」 

・ 太陽の光が遠くからも届く（日常体験） 

・ 光が途中の障害物に反射され吸収されて進まなくなる（実験） 

・ 夜の闇を照らすサーチライトは途中で雲に吸い込まれているように見える（web 上の画像） 

・ 望遠鏡を通すとはるか彼方の星雲も見える（web 上の画像） 

・ 夜間に自転車に乗って近づいてくる人は，黒い服より白い服を着ていると見えやすい（web

上の動画） 

・ ナイトヴィジョンゴーグルという特殊なゴーグルを通すと暗闇の中でも人の動きを捉えられ

る（web 上の動画） 

「光は途中で消失する」 

・ 夜になると何も見えなくなる（日常体験） 

・ 距離が離れると光の強度が弱まる（クラスでの実験） 

・ 夜の闇を照らすサーチライトは途中で消えているように見える（web 上の画像） 

・ 夜間に自転車に乗って近づいてくる人は，近づいた方がよく見える（web 上の動画） 

 

Web 上の情報は，教員や WISE のメンバーが予め整理しておくのが通常だが，生徒が自

主的に見つけてくることもあると言う。ナイトヴィジョンゴーグルの証拠はその一例であ

り，後の論争の焦点になる貴重な証拠だった。システムには，このような作業をする際，

こうした証拠をどう分類したらよいか，証拠の信憑性はどう判断すべきかなどについて生

徒にヒントをくれる Mildred（ミルドレッド）というアシスタントも用意されている。 
 



放送大学 学習科学とテクノロジ’03 印刷教材              Page 6 
第６章 「科学的な考え方を日常化する」 
 
 

 

図 ６-2 証拠を配置して整理する Sense Maker 

 

生徒たちが集めたこれらの証拠をクラス全員で共有した後，生徒たちはそれらの証拠を

一つ一つ取り上げ，それが自分の立場を支持するものか，矛盾するか，無関連かに分類し

ていく。その際用いるのが，証拠と立場を関係づけ，二次元配置して整理する Sense Maker
（センス・メイカー）というシステムである。図 6－2 は証拠が分類され終わった状態であ

り，画面上方の「光はどこまでも届く」立場のボックスと下方の「光は途中で消える」立

場のボックス内に根拠となる証拠が配置されている。ボックス内の小ボックスとラベルは，

生徒が考えた証拠のまとまりとその意味づけを示す。生徒は証拠を統合して友達を説得す

るために科学的な説明を作り上げる。 
(６) 光の伝播：証拠を元に議論して仕組みを理解する 
このような準備を済ませてから，生徒は自分たちの立場とその証拠をクラス全体に向け

て順に発表する。聞き手は発表者の Swnse Maker のプリントアウトにコメントを記入し，

質問を準備する。以下は生徒同士の質疑応答例である。主張だけでなく証拠に基づいて論

じ合い（生徒 9，12），その中で「見えない光は存在しないと言えるのか」という，より深

い疑問を自分たちの力で出すことができるようになっている（生徒 10，11）。生徒たちは
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このような議論を通して「光を感じ取る性能の高い道具を使えば，光は吸収されるまで消

えず，どこまでも届くのが分かるはず」という正しい説明ができるようになる。もっとも

うまくいった実践では，6 割の生徒が具体例に基づいてこうした説明を行ったという（Bell, 
2001）。 
 
会話例 3 

生徒 9 私たちは「光は消える」理論を支持します。一つの証拠は，距離が遠くなると光が

弱くなって段々消えていくからです。 

生徒 11 どうやって光が消えるって言えるの？ もし光が見えないだけでやっぱりそこにあ

るとしたら？ 

生徒 10 見えないのにそこにあるってどうしてわかるの？ 

================ 

生徒 12 一番大きな証拠がナイトヴィジョンゴーグルです。ナイトヴィジョンゴーグルなら完

全な暗闇でも，そこに光があれば，それを強調して見えるようにしてくれます。だか

ら肉眼で見えなくても光はあると思います。 

 

(７) 熱と光：分かったことをまとめて使ってみる  
 最後に，熱と光について分かったことをまとめ，エネルギ全般について学ぶために，白

いコップと黒いコップに同量の光を当ててその温度変化を比較する実験を行う。これによ

って多くの生徒が「色によって光の伝わりやすさに違いがある」，「吸収された光は熱に変

わる」ことを了解していく。 
仕上げとして実験や議論を積み重ねてまとめてきた自分たちの知識が実際使えるものなの

か，生徒たちは以下のような応用問題に取り組む。 
・ 夏に裸足で黒いアスファルトの車道を歩く方が白いセメントの歩道を歩くよりも

熱く感じるのはなぜかを考える 
・ 「いつも涼しいシャツ」の宣伝が間違っていることを科学的に説明する 
・ Web 上のさまざまなソーラーハウスの宣伝を見て科学的に批判する 
・ 砂漠の中で快適に暮らせる家をデザインして結果を論じ合う 

これらはどれも日常で直面し得る課題である。こうした課題を解きながら，生徒は日常生

活に科学の知識が使えることを学び，そして科学が好きになっていくと言う（Linn & Hsi, 
2000）。 
 

３. 「マラリアとどう戦うか─DDT は禁止すべきか」実践 
科学が日常生活に深いかかわりを持っていることを生徒に伝えるもう一つのやり方は，

社会的に重要な決定を下すのに科学の知識が役に立つことを示すことである。開発途上国

を中心に使われている殺虫剤 DDT は，副作用の大きさから全世界的に製造禁止が検討さ

れている。しかし現状では，マラリアの蔓延を食い止めるのにもっとも安価で効率的な薬

剤である。この難しいトレードオフのために現在でも専門家同士の論争が続いている。こ

の論争に生徒を触れさせて科学の持つ社会的な意義を示し，同時に学びへの動機づけを高
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めたのが，この「マラリア」実践である。中高生対象，全 8 週の授業内容を見ていこう。 
(１) 世界の問題を身近に感じる 
授業の冒頭で生徒は，DDT を製造禁止にすべきかの是非を問われる。すると圧倒的多数

がガンを引き起こす副作用などを理由に禁止すべきだという立場を取る。続いてマラリア

にかかった少年の話を聞き，年間 300 万近い人，特に妊婦と幼児が多く死亡しているとい

う驚くべき事実を知る。その後，蚊とマラリア寄生虫のライフサイクルのビデオを見て，

マラリアの感染方法，発生源についての知識を得る。マラリアへの対処方法として「蚊を

殺す」，「ワクチンを開発する」，「発生源を絶ったり感染を防いだりする社会プログラムを

実施する」という三つがあることを学んだ上で，自分たちはどう対処すべきかコンピュー

タ上で議論する。 
 次に「蚊を殺す」ために開発された DDT の利点，欠点を科学的に理解する。例えば DDT
が食物連鎖を経て高濃度で蓄積されていくメカニズムを学び，野生動物や食物連鎖の最上

位たる自分たち人間に悪影響をもたらすことを知る。一方でマラリアへの対処効果は高い

ことも知る。 
 

 

図 ６-3 科学者による DDT 利用に関する論争用のフォーラム 
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(２) 本物の科学者の論争に触れる：SCOPE フォーラム 
 マラリアに DDT で対抗すべきかという難しい問題には，たくさんの専門家が現実に論

争している。WISE ではこの様子を電子掲示板上に再現し，生徒が読めるようにしている。

『科学論争を教育に活かす SCOPE プロジェクト（Science Controversies On-Line: Partnerships 
in Education）』が作った web 上のフォーラムを開くと，マラリアによる死亡者数が刻々と

表示されている（図 6－3）。ここには 600 人以上のさまざまな分野の科学者，科学雑誌編

集者，教員，一般市民が参加し，DDT 利用の是非に関する立場を表明し論争している。さ

らに論争の材料になる最新の研究成果から参考文献，学会情報までが自由に提供されてい

る． WISE グループ，雑誌編集者，教員が間に入ってこうした材料を生徒に読めるものに

編集加工する。生徒は専門家の論争を読んで自分がさらに知るべきことを理解する。 
 最後に生徒は，自分たちが学んだことやフォーラム中の資料から得たことを証拠として

Sense maker を用いながら DDT 利用の可否について，自分たちの立場を明らかにし，クラ

ス全体で論争する。結果，事前の圧倒的な DDT 利用への反対とは違って，「人間の命の方

が野生の生命より大事だという判断をすべき時もあるのだから，マラリア撲滅のためには

DDT を使い続けよう」という意見や「DDT を限定的な場所にだけ散布しよう」「DDT は安

くて大量生産できるけれども，安全性を考えたら高価でもそれに代わる殺虫剤を開発する

しかない」といったさまざまな証拠，価値観，要因を考慮する意見が生まれた。 
(３) 科学者の論争に触れる他の実践 
 WISE には他にも「カエルの奇形の原因は何か」「遺伝子組み換え食品は是か非か」など，

科学者が論争中のテーマに科学の学習を組み合わせたプロジェクトを数多く用意されてい

る。 
 前者のプロジェクトでは，中高生がカエルの奇形の原因を追究しながら生化学の基礎と

同時に奇形動物を環境全体のバロメーターと見るような視点を獲得する。1995 年，ミネソ

タ州の中学生が学校近くの湖で約 9 割のカエルが奇形であることを発見した。この話を聞

いた生徒は，自分たちなりに奇形の原因を考えた後，科学者による二つの仮説─環境ホル

モン仮説と寄生虫仮説─のどちらかを選ぶ。Web上の証拠が仮説を支持するか判断したり，

ミネソタ州の湖でカエルがどう成長するか調べたりしながら，寄生虫や食物連鎖，環境ホ

ルモン，環境問題などについて学ぶ。さらに，このプロジェクトでは奇形タイプの分類や

発見場所といったデータを整理して仮説の正しさを検証する，という科学的な研究手法ま

でを学ぶことができる。 
後者のプロジェクトでは，中高生が遺伝子組み換え食品について，遺伝学的な基礎から

社会的なインパクトまでを学ぶ。生徒は遺伝子組み換え食品を食べたり植えたりすること

への賛否を決める。次にコーンを例に，穀物の充実に交配が不可欠なことを知り，現代に

は「自然な」食品がほとんど存在しないことを理解する。そして遺伝子操作には，より質

の高い，病気に強い商品を短期間で開発できる利点がある反面，一つの商品に含まれるア

レルギー源を見えにくくするなどの欠点を持つことを了解する。その上で再度遺伝子組み
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換えに対する立場を決め，関連資料をジグソー方式で読み合わせ，立場と根拠をクラスに

発表・論議する。結果，「自分の住む州ではどんな農作物の生産手法を使うべきか，理由と

ともに論ぜよ」といった非常に高度な課題でも，多くの生徒が遺伝子操作の利点，欠点を

考慮してバランスよく論じられるようになったという。 
 

４. 科学を役に立つものにするために 
 以上の実践から WISE では生徒たちが，教科書の内容であれ，現代の論争であれ，科学

というものは彼らの日常生活の役に立つ，十分「学ぶに値する」問題なのだということを

つかみ取っていく様子がうかがえる。第 7 章では，WISE が生徒のどういった学びを理想

としてこうした実践を行っているのか，その理想がカリキュラムの中でどう実現されてい

るのか，そのためにテクノロジはどう使われているのかを検討する。さらに 3 節のマラリ

ア実践で見たような生徒のクラス内の学びと本物の科学者の論争とのつながりなど，学び

のコミュニティをこれからどう広げようとしているのかを考えたい。 
 
引用文献 
Bell, P., (2001), “Promoting science learning by scaffolding argumentation and collaborative 

debate,” Talk presented at the 82th colloquium of School of Computer and Cognitive Science, 
Chukyo University, February 24th, 2001, Yagoto, Japan. 

Linn, M. C., & Hsi, S., (2000), “Computer, teachers, peers,” Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc.  
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第７章 パートナーシップという考え方 
 

本章では，第 6 章で紹介した WISE プロジェクトの実践を振り返って，それがどのよう

に学習科学的な実践なのかを検討してみよう。WISE は教材の作成に科学専門家の協力を

得，教材の共有に関心のある各地の教員に「教案」を提供してもらっている。科学者，認

知科学者，教育研究者，カリキュラム開発やコンピュータ上のツールの開発者，教員など

さまざまな立場の人が各々の強みを活かしてよりよい学びを実現する「パートナーシップ」

という考え方は，WISE の大きな特徴の一つである。生徒が手にする教材は，いつも教室

を越えたパートナーシップに支えられている。こうすることによって，教室で教える科学

は社会で大人が真剣に議論し答えを求めている問題とつながり，生徒は電子的な掲示板の

上で専門家が議論する様子を見ながら，科学を自分の人生の役に立つものとして納得して

いく。社会で生きて働いている科学者の文化に周辺的に参加しながら，科学を分かって使

える市民を育て，次世代の科学者を育成していこうとするのがWISE の展望である。 
 

１. 科学的内容の理解 
まず WISE 実践で実際どのような学習効果があったのかを見てみよう。WISE は，生徒

に科学の内容をしっかり把握させることによって，科学と日常生活との関わり合いの深さ

を納得させようとしている。ここで大切にされているのは，個々の学習から分かったこと

をそのまま覚えておくことではなく，まとめてそれらの意味を抽象化することである。な

ぜなら，抽象化された知識であれば日常生活にも適用できるからである。 

生徒がどれほど科学的な内容を理解したかを「熱と温度の違い」，「光の伝播」，「食物連

鎖」に各授業について授業の前後で比較したのが表 7－1 である。各々について正しい立場

（例：「熱と温度は違う」など）を科学的に説明できた生徒の割合を見ると，どの内容につ

いても理解度が格段に上昇していることがわかる（Bell, 2000; Linn, 2000; Linn & Hsi, 2000）。 

表 ３-1 科学的内容の理解度変化 

 授業前 授業後 

熱と温度の違い 3％ 49％ 

光の伝播 13％ 70％ 

食物連鎖 25％ 79％ 

 さらに，WISE の授業を受けた中学生は，科学を自分たちの生活に深く関わっているも

のだと感じるようになったと報告されている。しかも WISE の授業を受けて中学を卒業し

た生徒は，高校生になってもほぼ全員が科学を身近なものと感じ（97％），実例を挙げてそ

の有効性を説明することができた（64％）。これは，従来型の授業を卒業した生徒の結果（身

近に感じるもの 64％；実例をあげることができるもの 32％）に比べて圧倒的に優れた結果

だった（Linn, 2000）。 
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２. WISE のデザイン原則 
WISE の授業は次の四つの原則を大切にしてデザインされている（Linn & Hsi, 2000）。こ

れらの一つ一つがどう実現されていたのか，第 6 章を振り返りながら確認していこう。 
 

デザイン原則１：科学を取りつきやすいものにする 

デザイン原則２：考えを見えるようにする 

デザイン原則３：お互いから学ぶ 

デザイン原則４：科学を一生学び続ける準備をする 

 

(１) デザイン原則１：科学を取りつきやすいものにする 
「光と熱」の授業も｢マラリア｣の授業も，どちらもまず「鉄と木のどちらが触った時に

温かいか」「子どもが死んでいくマラリアの退治にDDT を利用すべきか」のような，生徒

が自分の直観や体験で答えることのできる問いから始められていた。しかも，まず「はい」

か「いいえ」で答えられるので，考え方の違いもはっきりする。その一方で，これらの問

いはどちらの答えが正しいのかを即座に判断できないし，理由を思いついてもどうしてそ

れでよいのかがすぐには分からない。直観的に取り組めるのに一筋縄では解決できない，

というこの導入問題の特性が動機付けとなって，生徒はスムーズに探究活動に入ることが

できた。 

(２) デザイン原則２：考えを見えるようにする 
 WISE では，生徒が自分の考えを書いたり話したりする機会が多い。こういうチャンス

はそれぞれの生徒の考えていることを他人からも｢見える｣ようにする。実験する時にはコ

ンピュータ上のグラフ（電子実験ノート）に予測値を打ち込むなどして予測と実際とがす

ぐ比較できた。Sense Maker では「光は途中で消える」といった主張をはっきりさせ，自分

の立場を支持する証拠とそうではないものに分けて 2 次元配置することで主張と根拠の関

係をはっきり可視化することができた。これによってみんなが互いの考えを確かめること

ができ，さらには作り変えるチャンスも生まれた。こうやって「考え方」を「見ながら」

はっきりさせるという経験を積んで，WISE で学んだ生徒は，自分の主張を根拠で支え，

根拠を元に議論するという科学的なものの考え方も身につけやすい環境で学んでいたのだ

と言えるだろう。 

(３) デザイン原則３：お互いから学ぶ 
 WISE には生徒が協同で学ぶ協調学習の機会が豊富に用意されていた。一つは，二人

一組での問題解決である。熱と温度に関する実験やシミュレイション（6 章 2－（2）節），

あるいは光の伝播についての証拠集めや証拠を使って意見を作る活動（6 章 2－（5）節）

は，すべて二人組で行われた。自分はどう思ったかを相手に伝えよう，分かってもらおう

とする中で生徒は考えを深めていく。第６章の会話例 1，2 で見たように，生徒は自分たち

で質問を発し（例えば「どうして違う感じがするんだろう？」，「鉄の方が樫よりずっと粒
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が密だよ。どうしてだと思う？」），結果の背後にある因果関係を説明しようとしていた（例

えば「金属の方が冷たさを引きよせるからじゃないかな」，「手から熱を全部集めるから，

速くあったまるんだ」，「だから手が冷たいって感じるわけね」）。さらに，会話例 1 から 2

で生徒 5，6 が説明を変化させた例に見られたように，実験やシミュレイションを重ねて新

たな証拠を見つけながら，生徒は説明を作り変えていった。 

協調学習のもう一つの形は，クラスでの議論である。光の伝播や DDT 利用をめぐる実

践には，Sense Maker を用いたクラス全体での討論が組み込まれていた（6 章 2－（6）節）。

他の組の発表を聞くことで，生徒は自分の組では気づかなかったさまざまな説明があるこ

とを知る（表 7－1 で見たように最初からいろいろな立場が出やすい質問になっているので，

議論になりやすい）。どの組も自分たちの立場を守ろうとして証拠を出すため，証拠を元に

した深い議論が可能になる。同じ立場の二人組でも使う証拠の種類や証拠の解釈が異なる

ことも多いという（Linn, 2001）。こうしてクラス全体がさまざまな意見を出し合うことで，

一人では気づかなかった解の多様性が見えてくることになる。 

これらの協調的な学習過程によって，生徒は自分の初期仮説を少しずつ変化させ，他人

の仮説も取り入れて統合的な理解を獲得する。電子実験ノートや Sense Maker というテク

ノロジで互いの考えが外化されているからこそ協調活動がやりやすくなってもいるだろう。 
(４) デザイン原則４：科学を一生学び続ける準備をする 

WISE には，生徒が卒業してからも科学を学び続けられるように準備する工夫があった。

例えば各授業の最後には，授業を始めた時に問題にした身近な課題を再度解く機会（6 章 2

－（3），2－（7）節）があった。授業の最後に生徒たちは，初めは答えられなかった問題

に今ならはっきり答えられることを発見する。しかも問題が日常生活に直結した問題なの

で，生徒たちは学習した内容が生活に役立つことも実感できる。第 2 章のことばを使えば，

学校外の場面に学校で取り組んだのと「同じ」問題があるという「メタ認知」が養われ，

一生を通じた科学の「転移」が可能になるのだと言えるだろう。Web 上の情報が「科学的

か」を判断する課題も，同じように内容理解の転移を促進する。 

もう一つの工夫が，マラリアについての実践や奇形のカエル，遺伝子組み換え食品を扱

った実践に出てきた，本物の科学者の論争を生徒に見せるというアプローチである（6 章 3

－（2），3－（3）節，）。これによって生徒は，「科学者にもすぐには解けない問題がある」，

「それでも証拠を元にさまざまな要因を考慮して慎重に決断を下すものなのだ」といった

科学に対するメタ認知，科学観を身につける。こうしたメタ認知は，生徒が一生を通じて

科学を学び続ける下地を作り，将来社会を変えていくための手段として科学を重要視する

態度も養うだろう。 

３. 知識をまとめるメカニズム 
ここまでに紹介したように，WISE では生徒が学んだ知識を使える形にまとめていくプ

ロセスが大事にされている。WISE の研究代表者であるリンはこのプロセスを「知識統合

（knowledge integration）」と呼び，WISE の教育目標を「生徒の知識統合を引き起こすこと」
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として明確に定義している（Linn & Hsi, 2000）。 

この知識統合のプロセスは，第 1，2 章で解説した，経験から抽象的な知識を作る過程に

相当する。WISE では，少しずつ違った問題を協調的に解きながら，分かったことを積み

重ね，実際使ってみることによって知識を使える形にしていく。第 6 章の実践には，2 種

類のバリエーションとその統合のプロセスが見られた。一つは，違う問題を解くことで獲

得される理解の統合である。もう一つは，同じ問題に対する解や解法のバリエーションの

統合である。それぞれがWISE の実践の中でどう実現されていたかを見てみよう。 

(１) 違う問題に対する理解の統合 
熱と光のカリキュラムには，熱と光についてさまざまな角度からの理解を統合できるよ

う，少しずつ違った問題が配置されている。第一に，熱と光という別のテーマが一つの単

元の中で扱われ，それぞれの問題について分かったことをまとめてエネルギ全体を理解で

きる構成になっていた。第二に，例えば熱の授業部分だけ細かく見ても，実験やシミュレ

イションで少しずつ異なった問題を解きながら，「モノによって触った時の冷たさが違う」

という体感と「それでも温度は同じである」という結果をまとめて熱の伝導性を理解でき

るような仕組みになっていた（6 章 2－（1）,2－（2）節）。第三に，授業最後の日常への

応用問題で，授業で学んだこと全体を授業外に転移できるような誘導がなされている（6

章 2－（3）,2－（7）節）。これらはすべて，少しずつ違った問題を解いて，それぞれの解

決から得られた理解をつなげて統合する学びを可能にしていたと言える。 

(２) 同じ問題に対する解・解法のバリエーションの統合 
もう一つWISE の実践で重要なのは，生徒から同じ問題に対する違った考えを引き出し，

議論の中から考えの統合を目指す点である。日本でも既に長く実践され評価を上げてきた

仮説実験授業（例えば板倉，1974，1996）と似た構造を持っている。同じ問題に対する対

立する答えのどちらが正しいのかを討論すること，討論の中で同じ答えを支持する考え方

にも複数の立場や見方があることを知ることは，深い理解に対する強い動機付けとなるだ

けでなく，自分で納得できる説明を統合的に作り上げるために不可欠な材料を提供する 

第 6 章を振り返って，統合的な理解が実際どのように生じるものかを検討してみよう（会

話例 3：紙面の都合で会話は一部のみを載せた）。生徒たちは「光はどこまで届くか」とい

う同じ問題をめぐって議論している。その中で「光源から離れると光の強度は弱まる」と

いう同じ実験結果を証拠に採用した二人組が複数あった。ある組はこの証拠を使って，「だ

から光は途中でなくなってしまう」と説明したのに対して，別の組は「だから少しずつ弱

まりはするけれど，なくなりはしないのだ」と説明した。生徒たちは，この二つの対立す

る見方を統合しようとして，「光が見えなければ光がないと言ってよいのか」という争点を

見つけ，そこから「光を感知できる精度を上げれば光がどこまでも届くことが分かってく

る」という統合的な理解を果たしている。このように複数の証拠をまとめたり，証拠に対

する複数の解釈を自分で統合して到達した理解は，授業後も定着しやすく広い範囲の問題

に利用されやすい。WISE ではさらにこれらの問題を生徒に身近なところから拾ってきて，
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異なったバリエーションを統合したいという強力な動機付けを引き起こし，また「科学は

使える」という意識を高める工夫をしている。 
 

４. WISE のテクノロジ利用 
WISE はこれまで紹介してきたような実践プロジェクトの内容とともに，Mildred，Sense 

Maker などの支援システムをすべてウェブ上で扱えるように統合している。この「ウェブ

を基盤にした探究科学用環境」が「WISE（Web-based Inquiry Science Environment）」という

名前の中身である。 

Web 上にあらゆる必要な情報が共有されていることで，世界中の教員が無料でWISE を

利用し，結果をフィードバックできる。これによって WISE のパートナーシップはさらに

広がってゆく可能性を持っている。また，WISE を利用した教師が材料を提供してそこか

ら新しいカリキュラムが作られることもある。次ページの図 7－1 はこのようにして集めら

れた多数の実践プロジェクトが利用できる図書館の入り口で「プロジェクト・ライブラリ」

と呼ばれる。プロジェクトを選んでクリックすると，プロジェクトの対象学年，学習目標，

カリキュラム内容，所要時間，実施上の注意が載っており，登録するだけで授業に使える

ようになっている。実践を円滑に行うために，生徒の成績などの情報を管理するツールも

組み込まれている。各プロジェクトはどれも計 2～5 回程度の授業で効率的に実施できるた

め，教員はこれらのプロジェクトを自由に組み合わせてカリキュラムを作ることができる。 

WISE はこうした資源を元にして 

・ ページに集う教員たちの間にコミュニティを作る 

・ WISE を体験してもらうワークショップを行う 

・ 教員のメンター（指導者）を提供して授業実践を補助する 

・ 研究者が教員のクラスを訪れるフォロー・アップを行う 

といった支援を行っている。こうした中で，どう授業を行うか，テクノロジをどう使うか

などの技術的な支援だけでなく，生徒をどう評価するか，生徒同士にどのような議論をさ

せるか，など WISE の背景となる学習科学の理念も伝えられる。やがて支援を受けた教員

が自分の実践に基づいて自ら工夫した WISE のプロジェクトをライブラリに登録するよう

になり，パートナーシップが広がって行く。それは簡単なプロセスではないが，着実に成

果を上げている。 
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表 ３-2 WISE プロジェクト・ライブラリ表紙ページ 

（英語で読めるプロジェクトが縦に並んでいる。「Heat & Temperature（光と熱）」実践に

ボタンを合わせると画面左に簡単な紹介が出る） 

 

WISE を利用した教員を 2 年にわたって調査した Slotta（in press）によると，１年目には

マラリア・プロジェクトを授業に取り込んで使うのに精一杯だった教員が，2 年目になる

と自分がこれまで親しんできたカリキュラムに WISE 型のプロジェクトをどう適合させる

か，事前に何を学ばせておくかなど，多くの工夫や判断を自分でするようになったという。

カリキュラムやテクノロジといった WISE プロジェクトの資源に支えられて，教員が授業

をどう作るか，それによってクラスがどう機能し生徒が何を学ぶかが明らかになってくれ

ば，授業のデザイン原則がより洗練され，各々のクラスの状況に合わせてより効果の高い

授業が実現されていくだろう。WISE は，学びの共同体をテクノロジで実現するのと同時

に，テクノロジによって学びの共同体を作り変えていこうとしている。 
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第８章 科学する技術を身につける 
 

第 8 章と第 9 章では，モノを作るデザインの実体験を通して物理や地学を教え

る中学校と高等学校での実践プロジェクトを取り上げる。 

 

１. デザインによる学習 
教科書に出てくるような物理学者が作った公式は，記号が多く抽象的で，初学

者には分かりにくい。しかし物理に限らず，科学的な研究の成果は，一般に抽象

度の高い方がよい。実験で分かってきた結果を現実に適応しようという時，その

結果が広くどんな状況にも適応可能な形で表現されている方が好都合であり，抽

象的に表現できるということは，それだけものごとの本質に近いと判断されるか

らである。本物の科学者でもこういう抽象度の高い理論を作るのは容易な作業で

はない。思いつきをさまざまな角度から検討し厳密な実験と評価を繰り返して，

長い時間をかけて吟味する。物理を研究し，その成果を使って実際にモノを作っ

ているプロの世界では，たくさんのアイディアについてたくさんの科学者が，こ

ういう努力を協調的に続けている。 

ジョージア工科大学のコロドゥナー（Kolodner, J.）を中心に行われている

Learning By Design（デザインによる学習；LBD と略記されることもある）という

プロジェクトは，こういうプロの世界で公式が作られ，みんなに使われていく過

程そのものを教室の中に再現して，物理現象を科学するスキルそのものを学ばせ

ようとする。LBD プロジェクトでは，中高生がグループに分かれて，｢風船と輪

ゴムだけを動力に，段差を越えてできるだけ遠くまで走る車｣や「アトランタ市の

地下を安全に走れる地下鉄路線」，｢崩れやすい崖の下でも安全に利用できるバス

ケットボールコート｣などをデザインし，その成果を競いながら物理や地学を学ぶ。

まず第 8 章では，中学生が具体的なモノ作りから抽象的な力学の法則を深く学ぶ

ための「走る車」をデザインする実践を紹介し，第 9 章でその内容を検討しよう。 

 

２. 「走る車」実践 
ニュートンの運動の 3 法則はあまりに簡潔で抽象的であるため，現実世界にど

う適用できるかを理解するのが難しい。走る車をデザインすることは，これらの

法則を理解して利用せざるを得ない状況を作り出す。 

「走る車」実践で生徒は，「貴重な科学資料を提供する南極大陸を探索するため

に，厳寒の中でも壊れない，起伏の激しい地形に対応できる低燃費の車を開発し

たい。そのために必要なデザインの指針が欲しい」と依頼される。具体的には「5
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センチと 10 センチの丘を乗り越えながらなるべく遠くまで走る車を作れ」という

課題に，実際図 8－1 のような自力走行する車を作り出す。こういう車が最後に作

れるようになるまでの過程と生徒がその中で力学の法則をどう学んでいくかを追

ってみよう。この実践は次の 5 つのユニットから成る。 

 

実践のユニット 

（１） おもちゃの車を調べて走行に影響する要因の見当をつける。 

（２） 丘から滑り降りる力だけで滑走する「コースター・カー」をデザインして重力と摩擦

の働き，慣性の法則（ニュートンの第 1 法則）を理解する。 

（３） 風船の力で自力走行する「バルーン・カー」をデザインして運動の法則（ニュートン

の第 2 法則），作用反作用の法則（第 3 法則）を理解する。 

（４） 輪ゴムを動力にする「ラバーバンド・カー」をデザインして上記内容の理解を確実な

ものにする。 

（５） 力と運動について学んだ内容を利用して，南極を模した丘を昇降しながら走る「フ

ァイナル・カー」をデザインする。 

 

図 ８-1 「走る車」実践での生徒の最終作品例 

風船と輪ゴムを動力，CD を車輪にした「ファイナル・カー」。 
 

図 8－1 は「ファイナル・カー」課題での標準的な作品である。「コースター・

カー」課題では図 8－1 の本体と車輪だけのもの，「バルーン・カー」課題ではそ

れに風船を取りつけたもの，「ラバーバンド・カー」課題では風船でなく輪ゴムを

取りつけたものをそれぞれ作る。中学生を対象に約 8～10 週，40 コマ（1 コマ 50

分）程度にわたって行われた実践の内容を順に紹介しよう。 



放送大学教科書原稿―「学習科学とテクノロジ」                  page 3 
第 8 章「科学する技術を身につける」 

(１) 手当り次第に調べる （所要時間：1～2 コマ） 
生徒は課題を聞いた次の授業に自宅からおもちゃの車を持ってくる。それらを

手当たり次第に走らせて走り方を調べ，丘の昇り降りに強いタイプや加速の利く

タイプなどを見つける。その中から自然に，「車の走行に何が影響するのか」，「ど

んなエンジンだと車がスタートしやすいのか」といった関心を抱く。各々の観察

結果を持ち寄ってホワイトボードの前に集まり，自分たちのわかったことを発表

し，今後の車作りのためにヒントになりそうなことを整理して，何をもっと知っ

ておきたいかをはっきりさせる。 

 

(２) 「コースター・カー」課題 （所要時間：10～12 コマ） 
次に生徒は，重力と摩擦の関係を理解するために位置エネルギーだけで滑走す

る「コースター・カー」を作る。生徒は 3～5 人の少人数のグループに分かれ，10

×30 センチの発泡スチロールの車体，鉄の車軸，ストローのベアリング（車軸が

回転するための軸受け），さまざまな素材の車輪を材料として渡されて，「さまざ

まな高さの丘から滑り降りてなるべく遠くまでまっすぐ走る車を作れ」という課

題に挑戦する。 

車を作って完成品を発表し合うというサイクルを 2 度繰り返してから，慣性の

法則と摩擦に関する資料を読む。資料からデザインに活かせると思ったところを

抜き出してプランを練り直し，それを発表して，再度作製と作品の公開を行う。

例えば生徒たちは，車を遠くまで滑らせようとして車輪を工夫する中で，走って

いる車にはそのまま走る性質があるのに車輪と地面の摩擦がそれを止めてしまう

ことを知る。さらに同じ車輪でも車重によって滑走距離が変わることを確かめる。

こうしてデザインと資料読解からわかったことを「よいコースター・カー作りの

ための経験則」としてまとめ，ホワイトボードに書き止める。以下の枠内はその

ようなまとめの一例である。表 8－1 はそのようなまとめの一例である。図 8－1

の作品ではこの経験則に基づいて摩擦が少なく，しかも軽量なCDを車輪に用いて

いる。 ①
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表 ８-1 よいコースターカーを作るための経験則 

コースター・カーのデザインのために： 

遠くまで走るコースター・カーを作るには，摩擦の少ない素材を車輪に用いて，車を軽くするとよ

い。なぜなら，摩擦力は重力に比例し，車が走ろうとするのを妨げる方向に働くからである。 

なお，車がどこまで走ったかを比較する際，滑り降りる丘の高さや坂の角度を一定に揃

えて統制しないと適切な比較にならない。生徒たちは体験の中からこういう実験に求めら

れる厳密さについても気づきを深め，クラス全体の経験則としてまとめていく。 
(３) 「バルーン・カー」課題 （所要時間：10～12 コマ） 
 次にエンジンのデザインから運動の法則や作用反作用の法則を理解するため，風船か

ら吹き出す空気で自力走行する「バルーン・カー」を作る。ここでは生徒の活動の流れを

少し詳しく追ってみよう。 
１） 課題を理解する 
ここでの挑戦課題は「風船がしぼむ力で平面をなるべく遠くまで走る車を作れ」という

ものである。エンジンとしての風船の機能に関する見当をつけるため，車体の上に発泡ス

チロールカップと風船，ストローをつけただけのシンプルな車をもらい，20 分間手当たり

次第に調べてみる。すると，風船の大きさやストローの長さ・太さなどさまざまな要因が

車の走行距離に関係していることが分かってくる。生徒はこれらの発見を持ち寄り，クラ

ス全体で討論する。「ストローを 2 本つけたらほんとうに遠くまで行った」，「ストローを短

くすると長くしたときよりたくさん走った」などの複数の結果をまとめ，「太いストローの

方が遠くまで行くのは，一杯空気が出れば力も一杯出るからだ」といった「説明」を自分

たちなりに行えるようになった。教員は，生徒の素朴な疑問を実験で答えを出せる形に変

える手助けをする。 
２） 実験で調べる 
生徒たちはグループに分かれて，ストローの長さや本数，直径，風船に含まれる空気の

量といった複数の要因のうち，良い車を作るために一番調べておきたい要因を決める。そ

の効果を調べられる実験計画案を各自宿題で考えてきて，グループでどの案にするかを決

める。実験計画の手助けとして，教室の壁には「実験は毎回同じ手続きで試行する」，「比

較のためには調べたい要因以外は統制する」といった厳密な実験方法に関する経験則が貼

られている。ここではさらに「デザイン日記」という 
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図 ８-2 デザイン日記：「私の実験」ページ 
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図 ８-3 ポスター例：ストローの数と走行距離の関係 

図 8－2 のような生徒用のノートが使われている。図 8－2 の「私の実験」ページは，実

験目的，予測，手続き，データ，データから抽出できる経験則，考察を分けて記入できる

ようになっており，実験計画の際に注意すべきヒントも書かれている。こうした手助けに

よって，ある生徒が実験は一回だけでなく何回かやった方がよいという案を追加すれば，

別の生徒が実験の要因はきちんと統制すべきだということを思いつくなど，グループは協

同で実験計画を完成する。 
グループで実験してデータを集め，実験計画とデータ，考察をすべてポスターにまとめ

てクラスで発表する。図 8－3 はその一例である。  
発表では実験計画や実験方法の不備についての議論も起きる。例えば，風船に吹き込む

空気の量がグループ間で不揃いになっていることに気づき，息の回数や風船の直径を統一

することで解決しようといったルールが取り決められる。議論の結果，実験をやり直すグ

ループが多数出る。これを繰り返してどのグループも実験が段々うまくできるようになる。

実験結果が信頼できるものになった時点で，クラス全員で結果のパタンをまとめ，例えば

表 8－2 のような「よいバルーン・カー作りのための経験則」を作る。 
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表 8－2 よいバルーンカーを作るための経験則 

バルーン・カーのデザインのために： 

遠くまでバルーン・カーを走らせるには，ストローの本数を増やすとよい。なぜなら，空気がバッ

と出て力がたくさん車にかかるから。 

教員は，生徒が経験則の根拠の説明にどれだけ科学的な原則を用いているかに注目し，

不足していると考えた場合は，関連文献やエキスパートの仕事をまとめたもの（ケース・

ライブラリ）を提供したり，生徒が日常体験と関連づけられるような実験のデモや講義を

する。それらを受けて生徒たちは，表 8－3 の例に見るように，なぜその経験則が有効なの

かについてより科学的な説明を行うようになる。 

表 8－3 よいバルーンカーを作るための経験則（改訂版） 

吹き出す空気の量が同じなのにストローの本数を増やすといいのは，一気に空気を吹き出して

車の動力を強くすると，加速度をつけられるからだ。バルーン・カーは風船がしぼんでからも長

い距離を走るので，加速度をつければ滑走に入る時の速度が速くなって，速度がなくなるまで

の時間を長くできる。 

この説明では「風船から出る空気の力が車の動力に当たる」という作用反作用の法則と

「車の動力が『重さ×加速度に当たる』という運動の法則が「風船が空気を押し出す力を

強めると，加速度が上がる」というデザインのために使われている。このルールを使って，

一つの風船の中に別の風船を入れて風船を二重にし，張力を高めて空気を一気に噴出する

車を作る生徒も出るという。 
３） バルーンカーをデザインする 
実験を終えた生徒は，バルーン・カーを作る材料にどんな物理的な制約（constraints）が

あるか，できた作品はどんな基準を満たしておくべきかという達成目標（criteria）をユニ

ットの最初より明確に整理できている。車体とカップ，さまざまなタイプの風船とストロ

ーを材料として渡され，デザインのプランを立てる。教員はグループを回って，実験結果

やよいデザインの経験則に基づいてプランが立てられているか（人気のある友達が言った

から採用するなどしてないか）をチェックする。生徒はプランをポスターにして建築家が

デザインを説明するときのようにピンアップセッションという形で発表する。デザインの

内容だけでなく，デザインが実験結果や力学原則に基づいているかにも互いに注目する。

教員は生徒の科学的な説明の進歩を捉えて，「デザインを正当化して他人に納得してもらう

には，実験証拠と科学原則に基づいてデザインするとよい」などのまとめをする。 
ピンアップセッションで学んだことに基づいてデザインを修正し，実際に車を作って走

り具合いをテストする。データとその失敗成功の原因をデザイン日記の「デザインをテス

トする」ページに記す。1 回目のデザインで満足のいく作品ができるグループはほとんど

無い。 
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一回目の走行テストのあと，生徒たちは作品を互いに見せ合う。どうやって作ったか，

テスト結果はどうだったか，どんな点がうまくいき，どんな点が失敗したのか，それはな

ぜだと思うか，次はどう改善したいかを説明する。教員は生徒が単に結果を述べるだけで

なく，それを科学的に解釈し説明し合うよう手助けする。この中から，生徒はデザインの

ための経験則だけでなく，科学的説明とはどうあるべきかについての経験則（例えば「科

学的に説明するには，科学的な用語を使って科学原則に基づいて結果を考えて話すとよ

い」）を引き出す。教員は生徒がデザインに科学原理を適用する際に犯す間違いを見て，適

切な関連文献やケース，実験デモ，講義を追加する。 
このように，デザインプランを練り直し，車を作ってテストし，結果をデザイン日記に

記して，完成作と結果を公開する，というサイクルを 2～3 度繰り返す。デザインとテスト

を複数回繰り返すことで，生徒は異なったデザイン間の比較を適切に行う方法について考

えることができる。具体的には「複数の要因を一度に変えてデザインすると何が改善の要

因になったのか分からない」，「毎回同じ手続きでテストしないとデザインの改善によって

結果がよくなったのか，それとも手続きを変えたせいで結果が変わったのかが分からなく

なる」などに気づき，デザインの評価を厳密に行う方法を身につけていく。最後に完成作

を公開し合ってコンテストを行う。中には 20～30m 走る車も出てくる。この課題の締めく

くりとしては，完成作のデザインの根拠と，協調活動やデザイン活動，探究活動について

実践を通して分かったことを，生徒一人一人がレポートにまとめる。 
(４) 「ラバーバンド・カー」課題 （所要時間：10～12 コマ） 
動力と速度の関係をより正確に把握するために，生徒は次に輪ゴムが縮む力で自力走行

する「ラバーバンド・カー」を作る。図 8－1 が示す通り，輪ゴムを定規上のネジにひっか

けるため，何センチ輪ゴムを伸ばせば車がどれだけ速くなるかが正確に測定できる。これ

によって車への力のかかり具合とそれが生む速度の関係が学べる。さらに輪ゴムを巻きす

ぎると車輪が空回りすることから，回転しようとする力に耐えられるだけの摩擦係数が車

輪の素材に必要であることを了解する。 
(５) 「ファイナル・カー」課題 （所要時間：5～6 コマ）  
最後に生徒はこれまで学んだすべてを利用して，5 センチと 10 センチの丘を乗り越えな

がらなるべく遠くまで走る車を作ってコンテストをする。この成果の図 8－1 だが，これを

見ると，後輪の CD の縁に切り取った風船が巻きつけてあるのが分かる。「コースター・カ

ー」ユニットでは，摩擦力は滑走する車を止めてしまう要因でしかなかった。それがすべ

てのユニットを経験することで，エンジンの力を最大限地面に伝えて加速度を生み出すた

めに使えるようになった。摩擦や作用反作用の法則を使える形で学んだ証拠だろう。輪ゴ

ムが縮み切ると風船のエンジンが起動する，といった滑走距離をなるべく長くするダブル

エンジンの工夫も編み出されると報告されている（Ryan, M., 2002, 私信）。最後には生徒一

人一人が学んだことすべてを振り返って，南極探索車が備えるべきデザイン指針について

レポートする。 



放送大学教科書原稿―「学習科学とテクノロジ」                  page 9 
第 8 章「科学する技術を身につける」 

 

３. まとめ 
LBD プロジェクトではこのように，車をデザインしながら力学の基本的な３法則が確実

に学べるよう，さまざまな工夫が凝らされている。いつも挑戦するに値する課題が用意さ

れており，それらの課題一つ一つをこなした成果が最後のコンテストに生きてくる。途中

で何度も実験やデザインを計画し直し，互いに分かってきたことを確かめ合って，自分で

見つけたことだけでなく他のグループが見つけたことも利用しながら，クラス全体の理解

が深まっていくように見える。第 9 章では，この過程を振り返って LBD の教育目標と実

践上の工夫，ヒトの学びに対する実践の意義，将来の方向性について検討したい。 
 

 
                                                      
注① 
 この時点では図 8－1 の後輪の風船はまだ被せられていない。  
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第９章 協調学習への足場掛け 

 
 第 8 章で紹介した LBD プロジェクトの「走る車」実践では，中学生が自分たちのデ

ザイン計画や実験の結果をクラス全体で公開し合いながら，思いつきや分かったことをう

まく共有・吟味して，物理の原則をつかんでいっていた。力学の３法則がしっかり分かる

ようになっただけでなく，そういう法則を見つけ出すスキル自体も，自分たちの考えをみ

んなが納得できる方法で実験し，他人を説得できるよう説明する公開共有の場でさらに洗

練されていった。教員もこういう生徒たちの学びを的確に手助けしていたと言えよう。 
 第 9 章では，生徒のこうした学びが LBD 実践のどのような特徴によって可能になっ

たのかを検討したい。LBD 実践は，「どのグループのデザインした車が一番遠くまで走る

か」といった明確な競争をゴールに掲げる。競争が競争として本当に面白くなるには，「み

んなが基本的な知識を共有していること（ある法則を知っているか知らないかだけで差が

つくのでは面白くない）」「他人のアイディアが優れていると思ったらきちんと断った上で

使わせてもらってもいいこと」「自分のアイディアを人にも使ってもらいたかったら，実験

や説明をしっかりやること」など，いわば協調的に科学する文化の規範が育っていること

が必要である。LBD は，クラスの中に「科学とは客観的なやり方に基づいて協調的にアイ

ディアや理論を吟味する営みである」という，協調的な科学観そのものを浸透させていく

ことを大きな目標にしている。本章ではこの特徴に焦点を当て，LBD の授業を作るための

デザイン原則とその実現のされ方を検討する。 
 

１. LBD の成果 
最初に LBD 実践で実際どのような学習効果が挙がったかを見てみよう。LBD クラスで

学んだ 3000 人以上の中学生を対象に調べた結果，力学の法則など科学の内容理解は，LBD
で学ばなかった対照クラスと同等かそれ以上のレベルにあった。しかも家庭が経済的に苦

しく科学もあまり得意でない生徒の伸びが著しかった。女生徒の伸びも大きく，LBD の実

践がどんなタイプの生徒でも積極的に参加して学べるものだったことがうかがえる

（Kolodner, 2002）。 
もう一つ，「科学するスキル」がどこまで習得されたのかを調べるために，実践終了後

に生徒を 4 人ほどのグループにまとめて新奇なデザイン課題を与え，そこでの協調作業の

様子を分析している。その結果，「科学用語を利用していたか」，「データを元に判断するで

きるか」，「一度に変える変数は一つに絞れるか」，「実験する時は手続きをはっきりさせて

皆同じ手続きで行う必要があることを理解しているか」など科学的なもののやり方につい

ての理解，さらには「メンバー間でうまく作業分担していたか」，「自分たちの作業の進み

具合をチェックしていたか」など協調的にものごとを進めるためのやり方など，彼らが用

意したあらゆる項目で対照群よりいい成績を示したと報告されている（Kolodner, 2002）。 
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２. ＬＢＤのデザイン原則：デザイン・サイクル 
LBD の授業作りのデザイン原則は，図 9－1 のような具体的なものを作るための「デザ

イン・サイクル」として示されている。 
見て分かるように，二つのサイクルが互いに働きかけ合っている。まずいいデザインを

するために，課題（チャレンジ）を理解したらまず計画を立て，みんなに見せて，作って

みてテストして，結果を分析してうまくいかなかったところはなぜうまくいかなかったの

かを人にも説明してみて，また課題を捉え直さなければならない（左のサイクル）。デザイ

ン中に出てきた問題は，まず問題そのものをはっきりさせ，仮説を立て，調べ方を考えて

実際テストして結果を分析し，これを人にも話してみてもう一度そもそも問題は何だった

のかを再確認する（右のサイクル）。 
 

 
 

図 ９-1 ＬＢＤのデザイン・サイクル 

このデザイン原則の面白いところは，これらの二つのサイクルが，互いに相手を引き出

す役割を果たすことをはっきり示しているところだろう。デザインさせること（左のサイ

クル）で科学的な探究（右のサイクル）を動機付け（“Need to Know”という矢印），同時

に探究させること（右）で分かったことのデザイン（左）への利用を動機付ける（“Need to 
Do”という矢印）。通常は黒い矢印の方向に活動が流れるが，白い矢印が示すように時に

は逆回りしてもよい。LBD を率いるコロドゥナーは，このデザイン・サイクルを原則とし

てカリキュラムを組むことによって，次のような六つの特徴を持った実践が実現できると

している（Kolodner, 2002）。 
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① デザイン・サイクルの繰り返し 

② 公開発表 

③ クラス活動の「儀式」化 

④ 経験則をまとめる 

⑤ ホワイトボード利用とデザイン日記 

⑥ 教員による支援 

 
ここでは，これらの特徴を整理して説明しながら， 
・ 生徒はどのようにして知識を作り上げているのか 

・ そのために協調活動がどう活用されているか 

・ テクノロジはどのような役割を果たしているか 

を検討していこう。 
 

３.  繰り返しによる知識構成 
(１) デザイン･サイクルを繰り返す 

LBD の授業には，デザインにしても実験にしてもやり直す機会がたくさん用意されてい

る。第 8 章の「バルーン・カー」ユニットだけ見ても，車の作製は 3 から 4 回，そのため

の原理を発見する実験も二度から三度繰り返す機会があった。しかもこういう車を 4 種類

作って，そこで分かって来たことをすべてうまく統合してファイナル・カーを作る。繰り

返して学んだ結果がきちんと生かせる仕組みになっている。 
繰り返す機会があると，失敗してもその原因を考えてさらに学び，学んだことを応用し

てみて修正できる。デザインから探究へ，探究からデザインへ，という二つのサイクル間

を行き来しながら生徒は「どうすればもっとうまくできるか知りたい」という欲求に動機

付けられて，物理の理解や科学するスキルそのものを磨いていると言えるだろう。 
LBD でもう一つ特徴的なのは，こうやってみんなで繰り返し確かめた法則を，「経験則」

として積極的に公開させるところである。第 8 章に出てきた「車を長く滑走させるには，

摩擦の少ないタイヤを素材に用いるといい。なぜなら摩擦力は車が進もうとする力を減ら

すからである」などのまとめがこれに当たる。このまとめには，どういう状況で（「車を長

く滑走させるには」），どんなルールを使ってデザインすればよいか（「摩擦の少ない車輪を

素材に用いる」），さらにそのルールがなぜ有効か（「摩擦力は車が進もうとする力を減らす

から」）が説明される。経験則を作ることは，知識をスキーマのような形でまとめるために

はとても有効な手段だと考えられる。よい「経験則」を作るには，いい直感としっかりし

た実験ができる力に加えて，資料を読んで確かめるなどの地道な作業も必要になる。コロ

ドゥナーが LBD の特徴の最後に挙げている「教師による支援」は，こういうところに生

きている。 
(２) クラス活動を「儀式」にする 
同じタイプの活動を何度も繰り返すのであれば，いっそ「名前」をつけて儀式にしてし
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まおう，というのがコロドゥナーの考え方である。「儀式（rituals）」の中には，車作りの最

初にあったような手当り次第におもちゃの車を調べたりする「メッシング・アバウト

（messing about）」，デザインの中途作品を互いに見せ合う「ギャラリーウォーク（gallery 
walk）」（第 8 章 2－（3）節），デザイン案や実験計画を公表する「ホワイトボーディング

（whiteboarding）」，実験方法とデータ，その解釈をポスターにして説明する「ポスターセ

ッション（poster session）」，たいていは車作りの最後にデータに基づいて完成品のデザイ

ンを正当化する「ピンアップセッション（pin-up session）」がある。名前をつけて何度も同

じタイプの活動を繰り返すことで，生徒は次に何をすべきかを理解し効率よく活動に従事

できるようになる。公表の儀式の最後にはいつもクラス討論が行われ，教員からどれがよ

り「科学的」な説明になっていたかなどの解説がなされる（8 章 2－（3）節）。これらの儀

式一つ一つがどういうものかが分かってくると，生徒たち自身もその名前を使って考えら

れるようになる。中には「ホワイトボーディング」をもっとうまくやるにはどうしたらい

いか，やり方そのものについて考える生徒も出てくるかもしれない。LBD の特徴である「科

学するスキルについての学習機会」が，この儀式化によって，「ことば」を与えられ，互い

にそれぞれ作品について話し合ったりやり方を検討したりできるようになっている。うま

い工夫である。 
 

４. LBD の協調活動 
(１) 公開発表 
第 6，7 章で検討した WISE と同じように LBD も，ほとんどの学習活動がグループ単位

でなされており，常に仲間と相談しながら学習が進んでいる。同時に LBD には，自分た

ちのデザイン計画や実験結果などをクラスに向けて発表する機会が何度も用意されていた。

「バルーン･カー」ユニットだけでも，実験結果を二，三度，デザインプランを一度それぞ

れ公表する機会があり，試作途中の作品を互いに見せ合って意見を言い合うチャンスは三

から四度も用意されている。コースター･カーにさまざまな車輪が用意されていたり，バル

ーン･カーでは風船の大きさを自由に変えらたりするため，同じ課題でも全く同じやり方を

採る班が出ることはめったにない。しかも一回で満足のいくものが出来上がることもほと

んどないので自然に他のグループの経験から学びたくなる。課題設定そのものがグループ

間で互いに相手から学ぶことをうまく動機付けており，さらに互いに学べるためには信頼

に値する情報を提供する必要があることも必然的に分かってくる。その上で，こういう互

いの学び合いの努力をまとめたものが「経験則」として「公認」される。その意味で LBD
の協調活動の強みは，課題設定のうまさに依存するところが大きい。 

 

(２) 「打ち上げ」プロジェクト 
LBD での協調活動には，第８章では触れなかったもう一つの工夫が隠されている。現実

的に考えてみると，教員や生徒がデザインする中で自分たちで問いを見つけてそこから学
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ぶというやり方や，いつもグループで考え互いに学びながらしかも競い合うというやり方

はかなり特殊である。LBD も，初期の活動には， 
・ 生徒は最初からうまく協調できるとは限らない 

・ グループ活動が遊びや競争になってしまって，科学の学習に結びつかない。 

・ 教員がデザインの難しいところを手助けしすぎる 

・ 教員が協調活動をどう支援したらいいのか分からない 

などの問題があったという（Kolodner, 2002）。 
こういう問題に対処するために工夫されたのが｢打ち上げ（launcher）｣プロジェクトであ

る。その一つ「アポロ 13 」ユニットでは，生徒はまず「3x5 インチの紙カードとゼミクリ

ップ，輪ゴムだけ机の面から 10cm 本を持ち上げられる書見台を 10 分で作れ」のような，

短時間でできてしかもさまざまなアイディアが出やすい課題に取り組む。一回作って互い

に見せ合いもう一度同じことをやると，他のグループのアイディアを借りるところが出て

くる。そういう機会を利用して，教員は「科学者もいつも他の人から知恵を借りている，

けれど，そうするときにはきちんとした借用ルールがある」ことを説明する。ついで，｢一

円硬貨にスポイトの水滴をどれだけたくさん乗せられるか｣をグループに分かれて競う。最

初は測り方を統一しないので，「15 から 20 滴」というグループから「80 から 100 滴」とい

うグループまで大きな差が出てくる。それを機会にどうすれば互いに「信頼できる」結果

を出すことができるかを話し合わせ，実験するときには手続きを統一することや調べたい

要因以外を一定に統制することの必要性を理解させる。 
「アポロ 13」ユニットでは，こういった体験の後，映画「アポロ 13」をみせて，科学

者が，お互い異なった意見を持ち寄り，証拠をあげて吟味し，目的に応じて妥協するとい

った行為を日常的にしていることを確認する。最後には「コーヒーフィルタと紐とワッシ

ャーでできるだけゆっくり下降するパラシュート」を作ってコンテストを行う。途中，「経

験則」をまとめたり，アイディアをピンアップセッションで公開したりと少しずつ本物の

プロジェクトに入ってからも使える知識を身につけていく。「アポロ 13」ユニットを終え

た生徒たちは，「実験条件」，「制約」，「繰り返し」，「一貫性」などの科学的なもののやり方

についての基本用語を自由に使い，統制の取れていない実験を指摘することができ，ピン

アップセッションや ギャラリーウォークといった儀式の意味を理解するようになる。最初

はこのユニットの必然性をそれほど認めない現場の先生たちも，一度これを自分の授業で

やってみるとその後もこれをカリキュラムの最初に使い続けるようになる，と報告されて

いる（Kolodner, 2002, 私信）。 
 

５.  LBD のテクノロジ利用 
(１) ホワイトボード利用とデザイン日記 

LBD にはまた，外の世界に物理的に記録を取ってみんなで共有し，自分たちの進歩を振

り返ることができる仕組みが用意されていた。クラス全体で分かったことを記録し振り返

るためにポスターやホワイトボードを多用する（第 8 章 2－（１）～2－（４）節）のも，
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一種の外化テクノロジ利用である。生徒の中にはホワイトボーディングを気に入って学校

外のプロジェクトに利用する者も出るという（Kolodner, 2002）。 
LBD の web テクノロジ利用としては，デザイン日記がある。これは基本的には個人のた

めの記録で（第 8 章 2－（3）節）ヒントなども書いてあるので，ずっと使い続けていると

学習の過程が振り返りやすくなる。紙に書いてもいいのだが，電子的に日記をつけておく

と，友達の日記が相互に吟味できるチャンスも増える。 
LBD にはもう一つ，ケースライブラリという関連文献やエキスパートの仕事を見せ，ケ

ースを通して科学的なモノ作りに参加させようとする特徴的なアプローチがある。「今まで

に風船の力だけで進む車をデザインした人はどんな工夫をしたのか」「アトランタ市に地下

鉄を走らせるとしたら，まず他の市でなされたそういう試みから勉強してみよう」など，

思いつきを得るためにもまずこれまでにどんな工夫がなされたのかを勉強しておくとよい

ことがある。図 9－2 は「SMILE (Supportive Multi-User Interactive Learning Environment)」と

呼ばれる資料読解支援システムで，資料を集め，その読み方を誘導してこういう「事例（ケ

ース）からの学び」を支援する。生徒は図 9－2 左のヒントに従って文献を構造化し，必要

な情報を抽出して読む。 
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図 ９-2 資料読解支援システム－SMILE－ 
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コロドゥナーはもともと「事例に基づく推論（case-based reasoning）」を研究する人工知

能研究の訓練を受けている。彼女が得意分野とした case-based reasoning は，一人の天才が

ひらめきで問題を解く世界ではなく，たくさんの先人の努力の成果を分かりやすい形でラ

イブラリにしてそこから利用できるものをもってきてうまく機械に推論させる。そういう

考え方になじんできた彼女にとって，他人から学ぶ協調的な科学のやり方は科学者にとっ

てももっとも自然で効率のよいものであろう。LBD は，そういう科学のやり方を教室に持

ち込み，科学的な内容とともに生徒に教える優れた試みとして成長しつつある。 
 

引用文献 
Kolodner, J. L., (2002), “Learning by Design™: Iterations of design challenges for better learning of 

science skills,” Cognitive Studies, 9(3), 338-350. 
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第１０章 科学的な問いを問う 
 

第 10 章と第 11 章では，シカゴとデトロイト都市部の中学生，高校生に「疑問を持つこ

と」「データを分析すること」「世界のモデルを作ること」を教える LeTUS（Learning 

Technology in Urban Schools：都市部学校でのテクノロジ学習」）という名の実践プロジェク

トを紹介する。 
 

１. モデル作りによる学習 
LeTUS は，中学生や高校生が，プロが使うものに似たシミュレイションソフトなど高度

なツールを使ってデータを分析し，モデルを作って予測や推論ができるようになることを

目指している。ここでいうモデルとは，進化や環境汚染，気象など現実の世界で起きてい

る複雑な現象を説明するために，要因の間の相互関係を模式化したもののことを指す。モ

デルを工夫することによって，ものごとの原因を探ったり，将来の予測をしたりすること

が可能になる。 

扱うテーマも，科学者が集めた本物のデータやweb 上で得られる本格的なデータを利用

する。強力なコンピュータを子どもたちの身近な道具にして現実に起きている複雑な現象

を扱える力をつけることがLeTUS の一つの教育目標になっている。  

ディレクタのゴメズ（Gomez, L.）は，教育困難校をも含む都市部の学校だからこそ，高

度なツールを使って現実のデータを分析し必要な判断を下す力をつける必要があると考え

ている。LeTUS を紹介するために作られたビデオの中で彼は，｢科学は未来の貨幣のよう

なもの。未来社会の経済は，今わたしたちが学校で学ぶ子どもたちに提供しようとしてい

るような道具を使える人たちの肩にかかってくる。テクノロジは，自然科学や社会科学や

読み書きそのものの『読み書き』能力をサポートすることになるだろう。｣と言っている。

LeTUS がどのような工夫をしているのか，第 10 章では二つの実践を追ってみたい。 

一つ目は，進化の原理を学ぶ実践である。「ガラパゴス諸島の小さな島」で干ばつで絶滅

しかけた「フィンチ」という鳥が一部だけ生き延びた理由は何かを考えさせる。扱うデー

タは科学者が集めた本物のデータの一部で，データに含まれる二つの変数間の関係をグラ

フ化して見せるツールなどを使ってそのデータを分析させて，「生息環境にたまたま適応で

きた生物が生き延びて繁殖する」という進化の仕組みを理解させる。 

もう一つの実践では，中学生が自分たちの生活する地域環境の水質や大気を調査しモデ

ル化して環境問題を学ぶ。歩いていけるところにある川の水や住んでいる町の空気の分析

から身近な世界を対象に考えられる要因間の関係をシミュレイトするモデルを作り，そこ

で学んだことをもとに世界規模で起きている環境汚染の原因を探るなど，発展的な問題発

見能力と問題解決能力を身に付けさせることをねらっている。 
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２. データを分析する力をつける：「生存競争」実践 
適応や自然淘汰といった進化の仕組みを理解するには，環境の変化によって実際生物に

変化がおきることが観察できるとよい。ガラパゴス諸島に住むフィンチを対象にグラント

夫妻が行った研究を題材に使う。この研究は，環境変化による個体変化がダーウィンの考

えていたよりもずっと短期間に起きることを初めて実証した研究として脚光を浴びたもの

である（囲み１０－１）。 

LeTUS ではこの題材を「生存競争（Struggle for survival）」という単元で扱う。小学 6 年

生から中学 1 年生の生徒が，グラント夫妻が探究したのと同じダフネ・マジョール島を舞

台として，彼らのデータを分析する。 
 

囲み 10－1 「フィンチの嘴」の研究 

南米エクアドルの約 1000 キロ西方に位置したガラパゴス諸島には，体長 15 センチ前後

で黒から茶の体色のガラパゴス・フィンチという鳥が住んでいる。諸島内のダフネ・マジ

ョールという島にも 1000 羽近く住んでいたが，1977 年の干ばつによって 8 割以上が死滅

した。1973 年から，生きたガラパゴス・フィンチを研究してきたプリンストン大学の生

態学者グラント夫妻は，干ばつ後に生きていた 90 羽の嘴が以前に比べて厚いものが多い

ことを見いだした。厚い嘴は硬くて大きな殻を割るのに適している。したがって，こうし

た木の実を食べられた個体は，干ばつのために減ってしまった柔らかい小さな木の実しか

食べられなかった個体に比べて生き延びやすかったと推測できた。これらの個体が繁殖し

た結果，子どもの世代のフィンチは嘴が厚くなっており，ダーウィンが予測したよりもず

っと短時間で淘汰圧が個体変化を引き起こすことが実証された。 

 

最初に教員から「一部のフィンチだけ生き残ったのはなぜか」という問いが与えられる。

ガラパゴス島や進化について少しずつ学んでいくうちに生徒たちは，「生き残ったフィンチ

のどのような形態が干ばつ後の環境への適応を可能にしたのか」という進化論的な問いを

問うようになる。この過程を，全体で約 6 週，37～41 コマ（1 コマ 40 分）のカリキュラム

に沿って追ってみよう。カリキュラムは，まず「多様な環境は生物に多様な影響を与える」

こと，ついで「生物は生息する環境に適応した形態を持っている」ことを理解した上で，

両者の関係を「環境ごとにそこに適応した生物が生き残る」こととして捉え，マジョール

島を襲った干ばつという環境変化に対してフィンチがどう適応したかを探る。具体的には，

次の 4 つのフェイズを経て学習が進む。 
 

実践のフェイズ 

フェイズＡ「舞台設定」： 

島の環境，動物の形態，バッタの山火事への適応を学ぶ 

フェイズＢ「島の危機」： 
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ダフネ・マジョール島を襲った危機と生き延びた動植物を知る 

フェイズＣ「科学調査」： 

フィンチの生き延びの原因をデータ分析から探る 

フェイズＤ「結果発表」： 

フィンチの生き延びについて分かったことを発表する 

 

(１) フェイズＡ：「舞台設定」（所要時間：17～19 コマ） 
フェイズA の前半では「島」全般の環境を理解する。シカゴやデトロイトに住む生徒に

とって島は縁遠い環境である。そこで生徒はまず島についてみんなで話し合って「海に囲

まれているからエサは限られている」など知っていることを整理してそこから「エサが足

りなくなったら生物は死ぬのか」などこれから知りたいことを明らかにする。続いて，あ

る島の平均気温や降水量，地形，植生といった情報からその島が地球上のどこにあるかを

当てるゲームをしたり，さまざまな環境下の島のドキュメンタリ番組を視聴して，島がそ

こに棲む生物に多様な生息環境を提供していることを学ぶ。 

フェイズＡの後半では今度は，生物の形態や行動が各々の生息環境に適応したものであ

ることを学ぶ。まず，博物館見学や屋外観察を通じて，生物の形態や行動がどんな機能を

果たすのかを学ぶ。「鳥の翼は飛ぶためだけに使うか」「パンダの前足や歯はどんな形か」

「アリクイはどうやってアリを食べるのか」といった問いに答えながら，動物の形態や行

動をじっくり見る目を養い，①機能と環境とがどのように結び付いているかを考える力を

つける。 

フェイズＡの総仕上げとして生徒は，山火事の前後でバッタの大腿肢の長さが変化した

データを分析し，環境が変化するとその変化に対応できる形態を持った生物が生き延びる

ことを学ぶ。同時に，100～200 匹のバッタの大腿肢の長さを一定の方法で測って，結果に

「分散」があることや，データを表現する方法にも度数分布表やヒストグラムなどいろい

ろな形があること，平均値やレンジ，最頻値など着目点を変えると一セットのデータから

見えてくるものが異なることなど，データ分析の基本についても学習する。 

(２) フェイズＢ：「島の危機」（所要時間：4～5 コマ） 
フェイズＢの焦点は「ダフネ・マジョール島のフィンチの約 8 割が死んだ 1977 年の危機

とは何か。死ななかったフィンチはどう生き延びたのか」という問いである。 

これに先立って生徒は，ガラパゴス諸島を探検したダーウィンについての文献を読んだ

り，マジョール島でフィンチを研究するグラント夫妻を紹介したビデオを視聴したりして，

島の気候や地形，植生，生息動物，動物間の捕食関係を把握している。 

生徒たちはまずブレインストーミングして，フィンチが大量に死んだ理由を考える。「捕

食者が卵を食べてしまったから」「大きな鳥が生息場所を乗っ取ったから」などさまざまな

仮説が出てくる。それから，グラント夫妻が収集したリアルなデータに初めて触れる。フ

ィンチ 12 個体分のプロフィールを記したカードから，個体の識別時期，最終観察時期，足・
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くちばし（嘴）・翼の大きさ，体重といったデータを抜き出して，表やグラフで表現する。

１２個体の中には危機を生き延びた個体と死んだ個体が含まれており，生徒は表やグラフ

を見ながら両者の相違点を考える。 

(３) フェイズＣ：「科学調査」（所要時間：10 コマ） 
フェイズＣで生徒は「Galapagos Finch（ガラパゴス・フィンチ）」と呼ばれるソフトウェ

ア・ツールを使ってフェイズB で焦点となっていた二つの問いに本格的に取り組む。表紙

ページからは「調査」ページか「記録」ページに行くことができる。 

「調査」ページには，グラント夫妻が収集したデータが次の四つのカテゴリに分けられ，

加工されて載せられている。 

①環境（Environment） 

②フィンチの母集団（Population） 

③フィールド・ノーツ（Field Notes） 

④フィンチの個体別のプロフィール（Profiles） 

環境のページからは島の気候や動植物の情報を得ることができる。図 10－1 に示した画

面にはサボテンについて，植物学的情報（画面左），種子の特性（画面中央上），種子数の

季節ごとの増減（画面中央下）が示されている。77 年に種子数が激減していることから，

生徒は干ばつが発生したのではないかと推測できる。必要な情報は右下のボタン（save）

で「記録」できる。 

フィンチの母集団は，「体重」「嘴の大きさ」「翼の長さ」などさまざまな指標について，

「オス対メス」「生き延びた個体対死んだ個体」などさまざまな条件間でデータを比較（「あ

る季節での横断比較」「年度を経た減少ぶりの縦断比較」など）するツールである。比較し

た結果のグラフは「記録」ページに保存される。図 10－2 は 73 年の雨季と 78 年の乾季で

生きていた個体の嘴長を比較したグラフである。生徒は「年がたつと平均嘴長が長くなっ

た。より嘴の長いフィンチが生き残って繁殖した」と書き留めている（図 10－2 の右上の

四角）。 

フィールド・ノーツにはフィンチの採食，敵からの回避，交尾という三つの行動が記述

されており，フィンチに起きた変化がリアルに捉えられるようになっている。採食がフィ

ンチの生き延びと関係があるのではないかと考えたら，採食行動に絞って干ばつ前後の変

化を調べたりすることもできる。プロフィールはフェイズＣの 12 の個体情報と同様のもの

が全個体分収められており，特定の個体に興味がわけば，そのデータを「記録」ページに

保存することができる。 
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図 １０-1 Galapagos Finch の「環境データ」画面 
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図 １０-2 Galapagos Finch の母集団比較結果画面 
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図 １０-3 説明構築ノート（テーマは結核菌と抗生物質を扱っている） 

このような作業の後，生徒は 4～6 人ずつのグループに分かれて，各自記録データを見な

がら，フィンチの生き延びについて何がわかるかを議論する。 

その際，図 10－3 のような「説明構築ノート」と呼ばれるツールを使って，「環境に起き

た変化は何か」「変化の圧力（淘汰圧）によって影響を受けるフィンチの器官は何か」「器

官の変異がどのような利点をもたらすか」といったポイントごとに調べたことを書き込み，

ノートをまとめると同時に進化論的な説明を作り上げていく。 

フェイズＣの中間では二つのグループが組になって説明を交換し，分析の難しいところ

や間違いについて話し合って今後の進め方をアドバイスし合う。教員は仮説を確かめる比

較の仕方やデータの比較方法の利点や欠点を説明するだけで積極的な介入は行わない。 

(４) フェイズＤ：「成果発表」（所要時間：6～7 コマ） 
フェイズＤではグループごとに分かったことをポスターにまとめ，発表して議論する。

教員は，主張をデータで支えること，適切な比較をすることなど発表が科学的に行われる

ようサポートする。ここで「説明構築ノート」の枠組みが議論を円滑にする助けになって

いる。最後の授業では，グラント夫妻による干ばつを生き延びたフィンチについての進化

論的説明をビデオで視聴する。 

このような過程を経て生徒は徐々に「生物のどのような形態が生き延びに有利に働いた

か？」といった科学的な問いが問えるようになる。複雑なデータを扱うには，まず直観的
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な仮説が必要である。その仮説にもとづいてデータを分析するうちに，問いそのものが精

緻化される。フィンチのデータを扱いながら生徒たちは，進化について学ぶと同時に科学

者がどのような探究を行うのかについても学んでいくと言えるだろう。 
 

３. 「水質調査」実践 
LeTUS には，生徒自身が要因を想定して仮説やモデルを作り，自分の考えるモデルが世

の中で実際に起きていることとうまく合致するかを確かめながら，モデルの作り方そのも

のを学ぶ実践が用意されている。その中から一つ，生徒が実際に住んでいる地域を対象に

自分たちでデータを探してモデルを作っていく「水質調査」実践を簡単に紹介しよう。 

生徒は実践の中で「Model-It（モデル・イット）」という名のソフトを使う。代名詞「イ

ット（それ）」が示すようにこのソフトは汎用性が高く，上記実践だけでなく，「新しい都

市環境を作る」プロジェクトや「大気調査」プロジェクトなど広範に利用されている。生

徒が自分の住んでいる地域のモデル化からわかったことを利用して地域環境を改善するな

ど，学校での学びと地域社会が結びつくことが期待されている。 

水質調査プロジェクトの課題は「自分たちの飲んでいる水の水質」を調べることである。

生徒はまず近所の川を調査し，排水状況や河川の土壌など水質に関係しそうな要因にはど

んなものがあるかを少人数のグループで選んでいく。どういう要因がどう組み合わせられ

て水質を変えるかを考えてモデルのプランを作り，Model-It で実際にモデルを作ってその

動きをテストする。図 10－4 はその動きを図示したものである。 



放送大学 学習科学とテクノロジ’03 印刷教材              Page 9 
第１０章 「科学的な問いを問う」 
 

 

図 １０-4 モデル作りを支援する Model-It 

まず川の水質のモデル化に利用できそうな要因として「近くの工場からの排水」，「川の

中の魚」，「川の中の酸素の量」など，思いつくものをあげていく。ついで，「排水が増えれ

ば川の水質は下がる」「水質が上がれば魚は増える」「魚が増えると水質は下がる」など，

それぞれの要因間の関係を考えて，Model-It 上に要因のアイコンを選んで配置し，それら

の間を線でつなぎ，どのような関係があるかを設定する。原因となる変数X とそれに従属

する変数 Y との関係としては，「単調増加（原因の変数Ｘが増加すると結果の変数も単調

に増加する）」，「単調減少（X が増加するとY は減少）」のほか，指数関数を想定するもの

などいろいろ用意されている。関係には，その関係を選んだ理由を記述しておくことが奨

励されている。 

モデルがある程度出来上がってきたら，ものごとの原因となる要因の「程度」を操作し，

結果の変数との関係をテストすることができる。シミュレイションの結果は図 10－4 の下

のグラフとしても打ち出される。モデルに矛盾や不備がある時，こうやって図示してみる

と，上がると思ったグラフが下がってしまったり，思ったほどグラフの様子が変化しなか

ったりする。テストの結果が予想に合わなければ，モデルを作り変えてテストを繰り返す。

生徒たちは，地域の水質をめぐる自分たちの理解を徐々に複雑なモデルに表し，直感的・
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視覚的にテストを繰り返しながら，最終的には簡単な予測ができるモデルを作りあげてゆ

く。 

こういう活動の中で生徒たちは，自分たちの想定した要因が本当には水質にどのくらい

悪影響を及ぼすのかなど，調べてみたい問いを持つようになる。こういった問いに対する

答えやモデルの精緻化のための資料は「Model-It（アルテミス）」という文献検索システム

を使って調べることができる。Model-It には，LeTUS のメンバーがあらかじめ膨大な科学

雑誌論文や web 上の文献から精選した文献が含まれている。検索の履歴や検索時のメモを

残しておく機能があり，いつどのような目的で検索を行ったのかを見直すことができ，こ

うした情報を他の生徒と共有することもできる。 

 このようなツールは，簡単に説明できると思っていたことがらが，実はたくさんの要因

の絡み合った複雑なシステムであることに気付かせるのに役に立つ。少しずつ分かってき

たことを組み入れてモデルを複雑にしていくと，少しずつ複雑な問いを問うことができる。

現場の教員の関心にしたがって，さまざまな場面で使うことができる柔軟性が高いツール

だけに，その使われ方自体まだ研究し尽くされていないようにも見える。未だに開発中の

カリキュラムも多い。モデル作りの支援方法もこれからもっと多様化するだろう。こうい

うツールを使った実践の蓄積が，理解過程の解明に豊富なデータを提供することになるか

もしれない。 

 

 
                                                      
注： 
① 動物の形態や行動をカテゴリ分けし，動物学者が使うカテゴリ名を使って観察する力

をつける「Animal Landlord（アニマルランドロード）」というソフトを使った単元が別に用

意されている。  



放送大学 学習科学とテクノロジ’03 印刷教材              Page 1 
第１１章 「世界のモデルを作る」 
 
 

第１１章 世界のモデルを作る 

 
 第 10 章で紹介した LeTUS（Learning Technologies in Urban Schools）プロジェクトは，

2002年の時点でシカゴ，デトロイト地区の80校余りの小中学校と協力関係を結んでいる。

デトロイト市では中学校の約半分カバーしており，LeTUS が地域のコミュニティに深く根

差した実践を行っている様子がうかがえる。第 10 章で見た通り，LeTUS のねらいは未来

を担う子どもたちに，世界の諸現象について自分から知りたいことを見つけ，データの見

方を工夫して，自分なりの説明を作り上げる力をつけることである。これらの目的に対応

して，LeTUS のカリキュラムでは，プロが問うような問いを問う「発問型学習」（Inquiry 
learning）や，ほんもののデータを扱う道具としての「可視化」（visualization）や「モデル

構築」用のツールが重視されている。この章ではまず LeTUS がどんな成果を生んでいるか

を確認して，それからこれらの項目の意味と実現のされ方を検討していこう。 
 

１. 可視化とモデル作りによる理解 
囲み 11－1 は，第 10 章の「生存競争」実践の最後にフィンチの生死の原因について 2

名の中学 1 年の女子生徒が作ったポスターからの抜粋である。降水量が減少した結果，エ

サとして手に入るのは種子が硬いハマビシばかりになり，それを割れる嘴を持つ成体の方

が幼体より生き残りやすかったと結論している。降水量の変化によってエサという生息環

境の一要因が変化することに注目して，生息環境の変化が成体，すなわち強固な嘴を持っ

た個体を「選んで」生き延びさせたという，自分たちなりの進化のモデルを作っていると

言えよう。 

囲み 11－1 「フィンチの嘴」を研究した中学生のポスター例 

1977 年，フィンチはエサ不足で死んだ。77 年の降水量は雨季で 20 センチ，乾季 0 セ

ンチと例年にない少なさだった。フィンチのエサはハマビシ，サボテン，松葉ボタンの

種子だが，ハマビシが島にもっともたくさんあるのが私たちの調査で分かった。しかし

ハマビシの種子は硬くて，強固な嘴を持っていないと開くのが大変だ。5 番のフィンチ

の 77 年乾季のプロファイルでこの事実を確認できる。乾季にあまり育たない他の植物

と違って，ハマビシは雨季だけでなく乾季にも育つ。だから乾季に十分な植物がなくて

ハマビシの種子が開くには硬いとなると，フィンチはどうやって生き延びるだろう？ 

結論として調査から分かったことは，生き延びたのは成体で，幼体はそれほど生き延び

なかったことだった。幼体は強固な嘴を持っていないので種子を開けず，成体は持って

いるので幼体より開くことができた。つまり種子を開くことができた個体は生き，開け

なかった個体は飢えて死んだ。 
（出典）The Struggle for Survival: An Ecosystems and Natural Selection Project, LeTUS, 2002, 
p.95. 
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幼体がつねに不利だとそもそも子孫を残すことができなくなってしまうので，この仮説

はまだ完全な説明にはなっていない。しかし，科学はもともと言ってみれば，不完全な仮

説を科学者が集団の中で吟味しあって，適用範囲を確かめながら少しずつ完全なものに仕

上げていくものだとも言える。LeTUS は生徒一人一人が自分たちで作る「不完全な仮説」

を否定せずに，むしろ生徒がそれらを修正しながら適用範囲を広げる過程を支援しようと

する。この最初の「不完全な仮説」を自分で作り，それに答えながら学ぶ形式が「発問型

学習」であり，仮説を目に見える形で検証するために用いられるのが，現実データの「可

視化」手法や「モデル化」の手法である。可視化やモデル化は，仮説を吟味しやすくし，

生徒が自分でさらに進んだ問いを見つけ出して学ぶ手助けをする。さらに地域社会の諸現

象についての問いに可視化やモデル化によって答えを出すことは，生徒の学びを直接地域

の利益に結びつける。この仕組みが LeTUS のデザイン原則だと言えるだろう。 
 

２. 発問型学習 
だれでも自分が知りたいと思うことに答えを求める時，真剣に学ぶことができる。そう

いう意味で，生徒自身の発問を中心に学びを構成すべきだという考え方に基づく発問型の

学習形態はいろいろな実践で採用されている。LeTUS もこの形態を重視しているが，生徒

の発問を待つだけではなく，多くの学習ユニットで，そのそもそもの始まりになる問いを

「駆動質問（Driving Questions）」として用意されている。第 10 章で紹介した実践の最初に

提示された「なぜ一部のフィンチは生き残ったのか」という問いや，「自分たちの飲んでい

る水は安全か」といった問いがこれに当たる。プロジェクトの間中，生徒の探究活動を駆

動（drive）し続けるのがよい駆動質問である。クレイチックら（Krajcik et al., 1999）の解

説書には，他の例として「校庭や学校の回りではどこにどんな動植物が暮らしているか」

「ここの雨は酸性雨だろうか」「かぼちゃの種はみんな同じ数か」などが挙げられており，

いい駆動質問は次のような特徴を持つと説明されている。 
(１) 特徴１．「答えが出せる」こと 
どんな生徒でも問いに答えを出すための探究活動を計画し実行できる。上記のような近

所の動植物や天候，身近な食物に関する問いは，子どもたちでもそのまま探究することが

できる。大人が言っているからこのあたりの雨は酸性雨に違いない，など，探求せずに答

えがわかっていると思っていた問題や，かぼちゃの種の数など身近すぎて考えたこともな

い問題に答えを出し，その答えを検討する中から，また次の問題を見つけ出していく楽し

さがねらわれている。 
「どうして一部のフィンチだけが生き残ったのか」という問いは難しすぎて，一見子ど

もでは答えが出せなさそうに見える。しかし，実践では，教材として対象をダフネ・マジ

ョール島という閉じられた地域に限ってその中でフィンチの生死に関わる要因の候補を予

め用意し，生徒がそれらの間の関係を分析すれば答えが「見えてくる」仕掛けがなされて

いた。このタイプの駆動質問は，いろいろ工夫してデータを組み合わせている内に答えが
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出てくる面白さを学生に経験させることをねらっていると言える。 
(２) 特徴２．「関心を喚起し持続させることができる」こと 
問いが面白いだけではなく，いくつかの学期や，さらには数年にわたって生徒の関心を

引き続けるような問いがよい。「自分たちの身の回りの飲み水は安全か」という問いは，調

べてみればすぐ答えが出そうだが，一回答えを出せばそれで終わりという問いではない。

飲み水は季節や汚染などの要因で日々変化するものだし，自分たちが分かったことを元に

管理したり，改善したりすることができれば水質は変わっていくはずで，それで環境が良

くなったとしても本当の管理のためには元に戻ってしまわないかどうかずっと監視し続け

る必要があるからである。さらに継続的に水質を問題にしていると，最初は単に水質を標

準的な方法で調べる課題だったものが，学年が上がるにつれて水系など地学の問題や水質

管理など化学的な問題にも発展する。実際，動植物の観察を，学年を越えて続けて，発問

そのものの質を上げようとする関連プロジェクトも始っている。
①LeTUSがねらう発問型学習のねらいも，駆動質問を出発点として学習者自身が問いを問

う力をつけるところにあるだろう。 
(３) 特徴３．「生活や現実世界に根づいている」こと 
駆動質問は，生徒の日常生活に関連するか，現実世界の問題として受け止められるもの

がよい。動植物や水質，天候といった生徒の生活環境に関する問いはそれ自体，生活や現

実世界に根づいている。しかも学んだことを環境に実行できる点で，問題だけでなく学習

結果も生活に根づかせることができる。 
「ガラパゴス諸島のフィンチ」については，駆動質問の際立った面白さのため，それだ

けで一つの単元として扱われることも多い。しかし LeTUS の単元群を見るとこの他に動植

物の生態や遺伝，伝染病を扱う単元があり，「遠くの島の純粋に科学的な問い」への答えが

友達同士病気を移したくなかったらどうすればいいかなどの身近な出来事に結びつけられ

ている。LeTUS で開発される単元同士のつながりは，先の特徴２でねらわれている発問ス

キルそのものの継続的な育成とともに，これからの課題であろう。 
(４) 特徴４．「答える価値がある」こと 
発問型学習では，答えの探究が科学的な内容やスキルの学習につながる。その意味でも

駆動質問はまず答える価値のある問題でなければならない。答えの価値は，その答えが今

有効かだけでは決まらない。第 10 章で紹介した二つの実践では，問いに答える探究活動が

進化や環境について科学的に学ぶ機会になっていた。加えて，その過程から，科学者がど

のように探究活動を行っているかをも知ることができた。「生存競争」実践を経験した生徒

は，科学者が「岩が多いという情報からエサになる植物が少ないなどといった重要な情報

を引き出す推論をすること」「そのために科学的な専門用語で環境や動植物の形態・行動を

まとめること」「さまざまな比較を必要に応じて使い分けること」「モデル作りと仮説生成，

データ分析を何度も繰り返すこと」「一致しないデータの解釈をめぐる議論を重視するこ

と」などを了解すると報告されている。 
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まとめると駆動質問は，生活に身近なためにどんな生徒でも興味が持て，しかも簡単に

答えの出ない「大きな」問題として，科学的に探究し続けることができるものだと言えよ

う。例えば「力と運動」について学ばせたいと思う時，「坂から滑り降りる玩具の車で，お

もりを乗せたブロックがどれだけ突き飛ばされるか」という実験をこのまま取り入れても，

なぜこういう実験をするのか生徒が自分で理解するのは難しい。そこに「ローラーブレイ

ドに乗る時，ヘルメットやひじあてをつけなければいけないのはなぜだろう？」という駆

動質問を導入できると，上記の実験を通して「力と運動」について学ぶことの意味が見え

てくる。駆動質問は，単元の理解（力と運動）と生活に密着したことがら（ヘルメット他

の着用）への理由づけと授業中の活動（衝突実験）の意味を理解することという三つを関

連づけて授業を成り立たせる構成要素だといえる(Krajcik et al.,, 1999)。第 1，2 章で紹介し

た認知科学的な観点から言うなら，駆動質問は生徒が多様な科学活動を積み重ねて統合の

対象にできるバリエーションを増やすための軸になるものだと考えられる。 
 

３. プロが使うツールを使う：可視化とモデル構築 
駆動質問のような大きな問いに大量データを収集，分析しながら答えていくためには，

データを処理するテクノロジ，分かったことをまとめるテクノロジ，探究のプロセスを記

録するテクノロジが必要である。科学の専門家は，常にこうしたテクノロジを使って科学

的な発見を行っている。そうだとすれば，生徒にもこうした道具を渡して，生徒たちなり

の「発見」を経験させよう，というのが LeTUS の道具観である。ソフトを幾つか紹介しな

がら，支援の特徴を整理していこう。 
(１) データを処理する可視化ツール 
第 10 章の実践で見たように，LeTUS にはグラフや表，描画によって科学的なデータや

生徒自身の理解を「見える」ようにする支援が豊富である。LeTUS は，web 上で入手可能

なデータを学生生徒も扱える形に加工して，「ほんもののデータを，ほんものの科学者が使

うような道具で処理できる」ことを強調し，明日の技術を身につける準備をすることを大

切にしている。 
そのための手法の一つが，LeTUS の前身とも言える Covis（Collaborative Visualization）

というプロジェクトの時代から開発評価されてきた可視化手法である。ガラパゴス・フィ

ンチ実践でも，大量の既存データを自由に組み合わせて，そこから結論を引き出すための

グラフ化ツールが使われている。 
「最近発見された架空の惑星の天気予報をしよう」という「惑星天気予報」プロジェク

トでは，「World Watcher（ワールド・ウォッチャー）」という天候データの可視化ツールが

使われる。データは web 上から実際の気象情報が取り入れられており，データのどのよう

な側面に着目し，何を変化させてその結果を見ることができるかを予め決めておくことに

よって，生徒の興味や関心をある程度誘導することができる。例えば図 11－1 に示すよう

に世界の温度分布を色の違いで見て取ることができるような可視化を使えば，温度分布の
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予想を立てて，実際の温度分布と比較できる。1 月と 7 月の温度分布を比較して温度差の

グラフを作ると，南半球と北半球とでは温かい月が入れ替わることが一目で了解できる。

あるいは気温に影響する要因を探るために，温度のグラフを地理的な高度や緯度と関係づ

けたらどうなるか，簡単な操作で興味を持った問いへの答えを「見」て，自分の予測とあ

っているかどうかを確認することができる。 

 

図 １１-1 世界の気温を見る World Watcher 
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このようなツールは使う学生のレベルによって，さまざまな形で利用することができ，

低学年でもこれを使って世界の天候について学ぶことができる一方，同じツールがもっと

高学年の学生を対象とした地球の温暖化を学ぶプロジェクトでも使われている。 
このような可視化ツールは，人が自然に持っている，ビジュアルなパタンから変化や違

いを瞬時に見て取る力を最大限に活かして生徒の自発的な探究活動を喚起する。同時に，

認知研究からは，パタンを読むこと自体が学習を必要とする複雑な過程であることも分か

っている。可視化による学習は，これからの研究テーマとしてもっとも興味深いものの一

つだろう。 
(２) 仮説をモデルにして確かめる 
第 10 章で見たように，LeTUS が使う可視化ツールのもっとも特徴的なものは「Model

－It」と呼ばれる世界のモデル化ツールである。Model－It では，対象について考えられる

要因を自由に組み合わせてそれらの間の働き合いを想定しさえすれば，それがそのままモ

デルになる。考えつく要因を一つずつ増やしてその働きかけ方を仮定するたびに，モデル

の具体的な振舞いが変わる。考え方を変えたことによる効果を一段階ずつ目で追いながら

モデルを構築できるという意味では画期的なツールだと言えよう。その特徴は，開発に携

わってきたクレイチェックら自身の説明によると，以下のような点にある。 
・生徒がバラバラに持っている知識や直観的に気づくことの間の関係をつけることを要

請し，すべてが互いに働き合っているとしたらどうなるかを考えさせる 
・自分たちの作った関係が現実的に有効か（生徒が現実に知っている通りの結果が出る

か）をテストできる 
・単純なものから順に複雑なものを作ることができ，モデル作りという難しい作業を段

階的に可能にする 
・モデルは作った本人が何を理解しているのかを見える形で表す 
こうしたモデルを学期や学年を超えて繰り返し使うことで，生徒は科学的な内容の理解

だけでなく，「独立変数」「従属変数」といった科学用語や要因間にどんな相互関係があり

得るのかなど，科学を理解するためのスキルを習得すると報告されている。 
(３) 探究プロセスそのものを可視化する 
 LeTUS が扱う発問は「決まった答えのない探究（open-ended inquiry）」である。正解がな

いだけに，生徒一人一人が各自の学びの道筋を振り返り，他人の道筋と比較できるように

しておきたい。モデル構築という学びの道具も，最終的にどういうモデルができたかだけ

でなく，途中どういう要因をどんな順序で増やしてきたのか，モデル構築の経緯そのもの

が後から比較検討できるとよい。こうした生徒一人一人の個人的な学びのプロセスを後か

ら活用できるようにするため，LeTUS は各個人の理解の過程を自然に記録する道具を工夫

している。「Progress Portfolio（プログレス・ポートフォリオ）」というソフトはその一例で

あり，「コンピュータ上の作業のスクリーンショットをキャプチャ・保存する」「キャプチ

ャしたスクリーンにコメントをつける」「プロンプトにしたがって書き込むだけで，実験目



放送大学 学習科学とテクノロジ’03 印刷教材              Page 7 
第１１章 「世界のモデルを作る」 
 
 

的・方法・結果など，分かったことを順に整理する」「探究活動のタイプ（実験，データ分

析，モデル作りなど）ごとに活動を整理する」「キャプチャしたスクリーンを発表のために

スライドにする」ことができる。このツールは 2002 年の時点ではまだ試験的に利用されて

いるのみだが，LeTUS が発展していく中で，これらのツールを統合したカリキュラムが作

られていくことになるだろう。 
モデル作りを学ぶことは，世界のモデルを作ることによって世界を理解し世界をコント

ロールできるようになることを学ぶことでもある。Model－It を使って学ぶうちに生徒たち

は，「テストの時に動かせるボタン」を「自分たちで地域環境を変えていきたかったら，働

きかけることのできる部分」として理解するようになると言う。このことは，単純なモデ

ルに基づいて世界をコントロールすれば，モデルに取り込まれていない要因によって，世

界はこちらが期待したのとはまったく異なった振舞いを見せることも学ばせる可能性を持

っている。LeTUS のような試みがどういう市民を育てていくのか，継続的な実践とその成

果の報告に注目したい。 
 
                                                      
注： 
①BioKIDS（http://groundhog.sprl.umich.edu/site/biokids.html）はそのような関連プロジェク

トの一つである。 
 
引用文献 
Krajcik, J. S., Czerniak, C. M., & Berger, C. F., (1999), “Teaching science in elementary and middle 

school classrooms,” 2nd edition, McGraw-Hill Higher Education. 
LeTUS Project, (2002), “The struggle for survival: An ecosystems and natural selection project,” 95. 
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第１２章 学習コミュニティの形成へ 

 
 第３章から数えると全部で五つのプロジェクトを見てきた。この章ではまず，それら

のプロジェクトがどんなことを学習の目標にしていたのかをまとめてみたい。第 2 章で

紹介したように，日常的な仕事の現場での学びの研究の成果から，学習を社会的なプロ

の共同体への参加の過程とみなす考え方が盛んになってきた。この章では，このような

観点から五つのプロジェクトを見直して，学習科学の実践が，どのような社会観，文化

観に支えられていて，どのような社会共同体への参加を目指しているのか，またどのよ

うに仲間を増やしていこうとしているのかを検討しよう。 
これまで紹介してきたプロジェクト自体，たくさんの人々の集まり，一種の社会共同

体によってなされている。その共同体自体，プロジェクトを実行する人々の考え方を体

現しているだろう。したがって，学習科学が目指すものを考えるために，まずこれまで

見てきた五つの実践がそれぞれどのような人たちによって実践され，学習目標としてど

のような社会共同体を目指しているのかを振り返り，そこから学習科学が全体として目

指している「学習」がどのような方向を向いているのかを考えていく。学習科学が実践

を通して作り上げる学習者コミュニティは，学習者をできるだけ自発的な学習者として

扱おうとするのはもちろんだが，考え方に共鳴して同じような教え方をしてみようとす

る教員も，新たな学習者として扱って，解を求める科学者や地域社会に住む一般市民を

も巻き込んで，より大きな学習者コミュニティとして成長し得る。そこからは，従来「学

習」ということばで捉えられてきたよりはおそらく広い，自ら学習し続ける持続性のあ

る学習者コミュニティ（sustainable community of learners）の形成という目標が見えてく

る。 
 

１. 学習科学を実践するコミュニティ 
ここで紹介してきたような学習科学を実践している人たちはそもそもどのような共

同体の中で仕事をしているのだろうか。五つのプロジェクトはいずれも大学に拠点を置

いてはいるが，2002 年時点でのそれぞれの所属先の名称を見てみると必ずしも伝統的

な教育研究組織を基盤にしているわけではない。Knowledge Forum（CSILE/KF）はトロ

ント大学附属オンタリオ教育研究所（Ontario Institute for Studies in Education）という研

究所発達研究グループ，Jasper プロジェクトはヴァンダービルト大学学習テクノロジセ

ンター(Learning Technology Center)，WISE はカリフォルニア大学大学院教育学研究科理

科・数学教育部門（Graduate School of Education, Math and Science Education Group），LBD
はジョージア工科大学の計算機学部（College of Computing），LeTUS はノースウエスタ

ン大学の「情報技術と学習」と名づけられた研究者グループ（Information Technology and 
Learning），などバラエティに富んでいる。学習科学という新しい分野での研究を推進す
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るために従来の学部構成にとらわれない新しいセンターが組織され，そこで学際的な研

究が行われている例も多いことがうかがえる。 
それぞれのプロジェクトチームは，学習科学研究者のほかに教科内容（コンテンツ）の

専門家や学習支援ツールの開発に関わる研究者，実際に授業を行う実践研究者（教員），

教材開発者，広報や資材を確保する事務・技術担当者などさまざまなメンバーで構成さ

れている。ここで取り上げたプロジェクトの 2002 年時点での構成メンバーはおよそ表

1２－１のようになっている。 

表 １２-1 プロジェクト構成員の人数 

 Knowledge Forum WISE LBD LeTUS 

学習科学研究者 3-4 7 8 8 

コンテンツの専門家 3-4 10-15 2 － 

教員（研究メンバー） 5 6 1 1 

教員（外部協力者） 約 200 500-10000 約 27 152 

ソフト開発者 7 10 3 － 

秘書・事務輔佐 － 1 1 6 
注１：2003.2 月調査時点での数；「－」は回答なし。 
注 2：学習科学研究者には博士号を持って研究にたずさわる若手研究者も含まれている。 
注 3：WISE の部外協力者教員数は，500 が実際に WISE を使って授業をしている教

員数，10000 は Web 上で教えることを目的とした累積アクセス数である。 
 
このようなメンバーは，固定ではなく，年度ごとに入れ替わる。そういう現実の中で，

プロジェクトを推進しているリーダーたちはそれぞれ，毎年新しい研究テーマを自ら生

み出し，新しい問いに答えるために，プロジェクトの形を少しずつ変えていっている。 
構成員に関して日本の標準的な教育研究と比較して違いが見られるのは「コンテンツ

の専門家」や教員，支援ツールの開発者などが常時正式な研究メンバーとして参加して

いるケースが多いところだろう。「コンテンツの専門家」は例えば物理の授業を作る際，

物理学の専門家としての立場からプロジェクトに関係するメンバーである。教材や課題

の整備だけでなく，生徒にどのような活動をさせるか，生徒の活動をどう評価するかな

ど，カリキュラム構成から実践，評価をふくめてプロジェクト全体に関わっていること

が多い。学習科学研究者として表の中では一つのカテゴリに分類している中にも，認知

科学者，人工知能研究者，教育研究者，発達心理学者，エスノグラファなど，多様な研

究背景を持った人々が含まれている。北米の学習科学は，学際的な研究・実践者集団を

母体にしていると言っていいだろう。言い換えれば，学習科学を実践している研究者集

団そのものが，それぞれ，学部や大学院で学んだことを応用して新しい研究テーマを作

り出し，新しい研究方法によって新しい答えを求めようとしている「学習者」コミュニ

ティだとも言える。 
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２. 具体的な内容理解による長期目標の達成 
これまで見てきた五つのプロジェクトすべての学習目標に共通して見られる特徴と

して，「その授業単元の中で何が成し遂げられたらいいのか」という問いに対する答え

に当たるクラス内での短期的な目標と，「学生がその単元やひいては学校を終えてから

どうなってほしいのか」というもっと長期的な問いへの答えとなるような長い目で見た

目標が両方含まれている。その両方の学習目標をまとめた結果を表 12－２に示す。 

表 １２-2 各プロジェクトの学習目標 

 クラス内の目標 長期的な目標 

CSILE/KF 単元の習得目標 知識から知識を生み出す知力 

Jasper 速度計算，確率など 学習結果を現実問題に応用する知力 

WISE 
 

熱と光，遺伝子組換など 日常的に科学を利用し，科学を学び続ける

知力 

LBD 力学の３法則など 協調的な科学研究のスキル 

LeTUS 淘汰圧と進化など モデル化，可視化によって現実を予測， 
判断する知力 

 
クラス内で教えるべき単元内容はクラスごと，プロジェクトごとに異なっているもの

の，それぞれきちんと問題を解き，なぜその解き方でいいのかが説明できるような概念

的な理解が目指されていた。 
 Knowledge Forum の授業で歴史上の建物の外敵に対する防衛力について扱うなら，ま

ずその時代のさまざまな工夫がどれほど物理的に強かったのかをしっかり理解するこ

とが基礎になっていた。Jasper であれば時速計算，WISE であれば熱と温度の違い，LBD
であれば作用・反作用の法則など，普通の教室の子どもたちも普通に学習する項目につ

いて，まずはそこをしっかり身に付けることが期待されていた。 
同時にどのプロジェクトでも，新しいアイディアを生み出し自ら問題を見つけて自分

で解き方を工夫するような一般問題解決能力や，まだ知られていないこと，未知のもの

を扱う創造的な知力が目指されている。 
各プロジェクトに共通する長期的な目標をもう少し詳しく検討してみよう。

Knowledge Forum が目指すのは，自分たちの知識を常に問い返し，新しい知識にしてい

けるような知力であり，Jasper が目指すのも，ある問題が解けるようになったその力を

使って特定の問題を手際よく正確に解くための Smart Tool を作るのにはどうしたらい

いかなど，学習成果としての知識を目的に合わせて改変する力である。WISE が科学を

日常と結び付けようとするのも， LeTUS が ModelIt を使ってデータの見方を学生に身

につけさせようとするのも，LBD が協調によって科学する力そのものを大切に育てよ
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うとするのも，いずれも力点の置き方こそ異なるが，知識そのものを作り変えていく一

般的な知力の育成を目指していると言えるだろう。第 5 章で紹介したブラウンのプロジ

ェクトにあった「学習者共同体（Community of learners）」という考え方にも，知力その

ものを生み出す知力という目標が含まれていた。自らの知識，知力を改変していくこと

は，日常的な場面での学習が本質的に果たすべき機能でもある。長期的に見れば学習科

学は，こうした学習モデルそのものを学習者に受け渡していくことを一つの目標として

いる。 
将来自分で学んでいけるための学習モデルを育てることが長期的な目標としてねら

われているなら，なぜそういうモデル作りに役立つ「科学的なもののやり方」とか「自

分で質問を見つける力」を直接学習目標にしないのか？それは，長期的な目標を達成す

るためにはその種になるような，ある領域についてのしっかりした知識がないと大変や

りにくいからだと考えれば了解できるだろう。時速の計算の仕方がしっかり分かってい

ない生徒に，第 4 章の図 4－1 のようなグラフ（一地点からの移動可能距離を時間を半

径にして表す同心円グラフ）を見せても，そこから「そうか，時間が倍になれば移動で

きる距離もちゃんと倍になるのだ」といった一般解に結びつく理解を引き出すことは難

しい。認知科学では，一般的な推論スキルなど適用範囲の広い知識がほとんどの場合特

定テーマの領域に固有な具体的で豊富な経験に支えられていることが分かってきてい

る。学習科学の実践が持つ表 12－2 のような二重構造は，こういった基礎的な研究の積

み重ねの上に工夫されたものだといえる。 
このような方向性は，変化の激しい時代背景に支えられていると同時に，認知科学が

知力を可変なものとして捉えてきたことと関係がある。心理学が，どちらかというと知

覚や問題解決など世の中のものの判断のために「人が有する知的な仕組みは何で，それ

らはどう働くか」を特定するのに力を注いできたのに対して，認知科学は，「人は知力

を使ってどのようなことができるか」，「人は知力を使って新しい知力をどう作り出す

か」，あるいは「人が日常的な生活の中で，どのように外界（たとえば道具）を使うか」，

「そのような道具はどう作っておいたら人がしたいことがしやすいか」，「人は新しい道

具をどう作るか」といった問いを研究のテーマとしてきた。このような発展的な知力の

見方が学習実践研究と結びついて，知識・知力を生み出すための知識・知力をどのよう

に人に獲得させるかという問いが問われ始めたと言えるだろう。 
 

３. 学習者としての教員 
ここで紹介してきたプロジェクトの今後の大きな研究課題の一つとしてスケール問

題がある。スケール問題とは，どうやってプロジェクの規模を大きくしていくか，どう

やって仲間を増やしていくか，という問題である。端的には，自分たちが開発したカリ

キュラムに基づく授業を実際に教室の中で展開できる教員をどうやって増やしていく

かという問題である。学習科学が新しい知力を育てる教育を目指しているのだとすると，
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そういう教育のできる先生たちを育てることそのものもプロジェクトが当然取り組む

べきテーマの一つである。 
WISE は 2002 年夏の時点で，web の上での話だが３万件のアクセスがあったという。

Knowledge Forum も同時期に世界 10 カ国以上で使われている。Jasper はビデオの教材と

手引きや問題のセットを CD-ROM や VHS という形で簡単に買うことができ，だれでも

試してみることができる。 
 しかし，これまで見てきたようにこれらのプロジェクトでは教え方も協調学習など新

しいやり方をするため，教える具体的な内容も普通の教科書に出ているものとは違う。

どうやって，どこまで教えるか，生徒の成績をどう評価するかなどについても，それぞ

れ新しい学習理論に基づいた観点から新しい工夫がなされている。しかも，これまでの

解説の中で繰り返し触れてきたように，一つの考え方に基づいて作られたツールやカリ

キュラムを実効力のある形で学びに活かすためには，教員の果たす役割が非常に大きい。

LBD が打ち上げユニットを作った一つの大きな原因として，LBD を教える先生たち自

体が，LBD のカリキュラムを支える「デザイン・サイクルにあるようなものづくり活

動と理論とを結びつける」やり方そのものに慣れていなかったことが挙げられていた。 
(１) 新しい学習者としての参加 

だからこそ，各プロジェクトはそれぞれ関心を持つ教員を新しい学習者として迎え入

れ，その学習がスムーズにいくための仕掛けを持っている。ほぼすべてのプロジェクト

で教員に対する研修の機会が設けられているが，そこで共通して見られるのは，新しく

参画してくる教員をまず学生として扱う，というアプローチである。Jasper の教員用教

材の中には，ベテランの教員から新しく参入してくる教員へのもっとも大事なアドバイ

スとして，まず最初に自らが学生の立場に戻ってカリキュラムを体験してみること，学

生であればどのようにその環境に浸りそのカリキュラムにしたがって学ぶのかを経験

し，その経験を元に自分の教え方を工夫することが推奨されていた。WISE や LeTUS
でも，それぞれのプロジェクトの中に新しい仲間を迎え入れる場合，WISE や LeTUS
を経験してきたベテランの教員が最初にすることとして，自分の教室に招いてまず生徒

と一緒に学んでもらうなど学習の機会を提供している。 
先に述べたように各プロジェクトが目標とする社会共同体は，メンバーがそれぞれ自

分たちの知識を元に次の知識を作り上げていこうとするような学習者のコミュニティ

として特徴づけられるものだった。そこから考えると，そのような社会共同体に参画し

てくる先生たちに求められるのも，考え方を共有した上で自分なりのカリキュラムや学

習支援方法を工夫する，学習コミュニティメンバーだということになるだろう。 
(２) カリキュラムを作り変える仲間としての参加 

新しい仲間作りにはテクノロジも使われる。教員間での情報交換を支えるネットワー

クや，学習管理を支援するツールが提供させる場合もある。WISE の発展形である

SCOPE に見たように，科学者の議論を書き換えて教材として提供し，そこでの討論内



放送大学 学習科学とテクノロジ’03 印刷教材              Page 6 
第１２章 「学習コミュニティの形成へ」 
 
 

容そのものを教員や学習者が利用できるようにするような，プロの世界と学習支援環境

を直結させる試みも始まっている。これらのプロジェクトとは独立して，新しい教え方

を学ぶための商用教員研修システムも出現しつつある。 
WISE のプロジェクト･ライブラリは積極的に WISE を使ったテーマでの新しいカリ

キュラムを受け入れている。Knowledge Forum はもともと学習支援基盤だけが与えら

れ，その上で各々独自のカリキュラムが構成されることが期待されている。Jasper の

Smart Tool も「先生が教えている教室でそれぞれ工夫」されることが奨励されており，

LeTUS のカリキュラムも，本来は環境問題を扱った ReNUE というカリキュラムを科学

的な文章の読みを教える国語のカリキュラムに改変できるなど，先生が自分のクラスに

必要とする要素を組み込んで作り変えることが期待されている。ファカルティ･ディベ

ロプメント，あるいはプロフェッショナル・ディベロプメントと呼ばれる現職の教員を

相手にした「教えの質を上げるための仕組み」は，本来，教員が自分のやり方を変えて

学習の質を上げる努力をサポートするところまでをその中に含んでいるべきなのだろ

う。原理的には，こういう教員の試行努力そのものが学習のための機会なのだから，そ

の過程に学習者が参加してはいけない理由はない。学習し続けるコミュニティを目指す

学習実践の中では，学習過程を研究する者と，教える者の区別，さらにはそれらと学習

する者との区別もが，段々取り払われていくのではないか。 
このような役割の融合に対して LeTUS のディレクタ，ゴメズは，「教員には一人一人

『教えたいこと』『教えたいヴィジョン』というものが本当はある。ただ，それを具体

的にどうしたらいいかが分からないので，自分がそういうヴィジョンを持っているかど

うかもはっきりとは分かっていない。そういう状態に対して研究者ができることはその

ヴィジョンを具体化する『例』を提供することである。教員はその例を理解し，自分の

置かれた教育の場に即して解釈し直し，自分のものにして実践する。だから学習科学は

研究者と教員の共同作業なのだ」という（Gomez, L., 2002, 私信）。ゴメズが目指すのは，

メンバーが交代しても，その場で生活し学び続けていく人がいる限り，その場の要請に

したがって変化を可能にする学習が続いていくような，「コミュニティそのものが持続

性を持つ学習者コミュニティ」である。自ら学び続けることによって持続的に変化する

学習者コミュニティというゴメズの考え方は，学習科学の目指すものの一つの究極の姿

でもあるだろう。 
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第１３章 共有，再吟味のためのテクノロジ 

 
学習科学の発展は，情報科学を扱うテクノロジの利用と深く結びついている。学習科学

に非常に近い研究分野に，CSCL と呼ばれるものがあるが，これは Computer Support for
（または Computer Supported）Collaborative Learning の頭文字をとったものであり，名前の

通り協調学習をテクノロジで支援しようとする研究者が集まっている。その前身には

CSCW（Computer Supported Collaborative Work） といわれる研究者組織もあり，職場や生

活の場での協調的な仕事の実態を調べコンピュータによって支援する方法が研究されてき

た。CSCW の最初の国際会議は 1986 年に行われている。ちょうどこのころから，人が日

常的に仕事や生活の場でコンピュータを多用するようになり，コンピュータがそうした場

で起きる複雑な協調作業のメリットを活かす可能性を持っていることに多くの人が気づき

始め，それを研究しようという人々が集まってきたのだろう。本章では，学習のためにテ

クノロジが果たす役割についてまとめてみよう。 
 

１. テクノロジにできること 
テクノロジにできることで，学習に役に立つことはいろいろある。まず，表現の手段が

増える。考えていること，アイディアが表現しやすくなる。表現したものを溜めておいて

後から引き出すことも容易になり，これができると考えやアイディアの再利用・再編集が

できて，多様な見方ができることにつながる。他の人に見てもらい，他人の視点からのコ

メントが得られるという利点にもつながる。そのようにして多くの人が提供する考え，ア

イディア，見方など新しい情報を非常に能率よく伝達できるという利点もある。時間や空

間の制限がゆるくなって，同じテーマに興味を持つ人同士が「集まって」「互いに意見をか

わし」「互いから刺激を受けてそれぞれの考えや理解を深める」ことがやりやすくなってき

た。 
 私たちが普段しているさまざまな行動の記録を取り，他の人のやり方と自分のやり方を

比較して，そこから学ぶというような試みも意識的になされるようになってきた。認知過

程，例えば物を読むこととか考えることなど，今までは記録が取れないと思われていたプ

ロセスについて，それらの作業がコンピュータの上で行われれば少なくとも操作の過程の

記録は取ることができる。こういった記録は，うまく使えば，自分のやり方を振り返って

少し違ったやり方を工夫するための材料になるなど，新しい認知的なリソースとして活用

できる。 
(１) 認知過程の記録とその利用 
テクノロジを使って「問題を解く」，「文章を読む」，「作文する」などの認知過程の記録

を取り，それを後から利用する，というやり方は，ここで見てきたすべてのプロジェクト

で意識的に利用されている。Knowledge Forum は，掲示板の上に書かれた知識を他人の考
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えとつき合わせ編集して新しい文章を作り上げていく，そのプロセス自体が知識を作るこ

とだという考えに基づいた支援システムである。LBD のデザイン日誌，LeTUS の Progress 
Portfolio などは直接的に「考えていたことの記録」を取る。普段ははっきり表に出すこと

のない考え方の変化の過程を意識的に外に出そうとする試みの例としては，WISE の Sense 
MakerやLeTUSのModel－ItやGalapagos Finchなどの可視化ツールを上げることができる。

それらの記録を比較吟味するための支援は，それそのものがシステムの中に作りこまれて

いるという例は多くはないが，ここで挙げたようなシステムを使った結果を持ち寄って学

生がクラスで討論する，あるいはこのような学生の学習の記録を次の学年の学生が利用す

るなどの形で実現されている。 
この仕組みを一連の授業の中で繰り返し使って自己学習能力の育成に結びつけていた

のが Jasper プロジェクトの Legacy である。学生が学習ステップについて意識的になれるよ

う，一つ一つのチャレンジに対して，まずステップをはっきりさせる。各チャレンジには，

自分の考えを作り，それを他の人たちと比較し，資料を集め，問題を解き，そこで学んだ

力を使ってより一般的な新しい知識にまとめあげて公表していくというステップを必ず含

まれている。このことを生徒たち自身から見えるようにし，そのサイクル，つまりステッ

プの道筋を見通して，あるいは振り返って学ぶことができる。このような「見せ方」は，

もともとは教員の学習管理の道具であった。しかし学習科学の多くのプロジェクトに見ら

れるように，学習者自体が自分自身の学びを自己管理していくことが大切だと考えられる

のであれば，このような学習ステップそのものに対して学習者の自己吟味を促すことには

大きな意味があるだろう。この Legacy のような考え方は，LeTUS の Progress Portfolio，
Knowledge Forum に見られる学習ステップ管理ツールなどにも活かされている。今後もさ

らに工夫された活用法が出てくるだろう。 
コンピュータはまた，資料収集や蓄積，閲覧，編集のための強力なリソースでもある。

WISE のプロジェクト・ライブラリ，LBD のケース・ライブラリ，LeTUS の Artemis など

は，学習資料や教材を集めたライブラリを提供して，学習支援を図っている。同時に，そ

れぞれのシステムは学習者の学習成果を取り込む機能を持っており，前の学習者の学習成

果がこのような資料に加わってより豊富なリソースになっていく。このようなコンピュー

タの利用方法は，学習者が経験を積むと徐々に後から来る人たちを教える側にも回れるよ

うになる仕組みのひとつとしても働く。これは，テクノロジの利用によって，学習者コミ

ュニティが成長することを示す一つの例でもある。 
 

２. 学習支援の可能性を広げる 
ネットワークやコンピューティングのテクノロジもどんどん進んできている。それに従

って新しい可能性も探られ始めている。これまで見てきたようなたくさんの機能も，コン

ピュータそのものが入手できなければ活用のしようがない。安くて小型のコンピュータが

普及すれば教育現場はまたひとつ大きく変わるかもしれない。認知過程の記録をとる，あ
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るいは記録を比較吟味することを支援する機能に比べて，それらの記録を収集，編集して

自分なりの知識を作り上げる過程をサポートする環境は決定的なものがまだなく，さまざ

まな試みがなされている。コンピュータにある程度の知的作業を任せて，コンピュータを

相手に協調的な学習過程を勧めるという工夫についても，さまざま取り組みが始められた

ところである。以下，これらの話題について，簡単に触れておこう。 
(１) 小型化が可能にすること 
 技術が進んでくると，コンピュータは机の上に据え置かれるものだけではなくて，手の

ひらに乗るほど小さくなってくる。小さくなることの利点は，かなり大きい。この分野で

先導的な仕事をしている研究者の一人ミシガン大学のソロウェイ（Soloway, E.）は，小型

化の利点として次のようなことを挙げている（Norris. & Soloway, 2001: Soloway, E., 2002, 私
信）。 

・ 安い。したがってすべての子どもが「自分のコンピュータ」を持つことができる。

コンピュータをいつでも使える状況ができる。 
・ 学習中の必要な場面で，必要な形で記録を撮ることができる。カメラやセンサー

を内蔵できるため，映像記録や科学的データを収集保存することも可能である。 
・ 持ち歩けるので，学習が起きている状況の中で使うことができる。例えば，野外

観察の結果を入力する時，観察しているその場所で入力できる。その意味で，学

習を状況に埋め込むことができる。 
・ 生徒同士，一人一人が作った概念地図や，書いたノートをその場で相手のコンピ

ュータに送り込んで編集したり，二つのコンピュータからの入力を得て一つの結

果が生み出されるシミュレイションを実行したりできる。 
手のひらサイズのコンピュータが普及することは，教室であれ，図書館であれ，動物園

や街中であれ，だれでもがどこにいても必要な時に学習のための支援ツールを使えるよう

になることを意味する。携帯電話などすでに普及しつつある情報機器との融合も可能にな

るだろう。小さくても立派なコンピュータだから，学習に必要な共有や再吟味のためのテ

クノロジとしては，必要な時に必ず使えることが最大の強みになる。表示画面の広さや入

力方法など技術的な問題が残りはするが，今後学習場面で大きな展開が期待される技術だ

ろう。 
このような手のひらサイズのコンピュータ利用方法として 2002 年の時点でかなり具体

的になっているカリキュラムの例を上げると，コンピュータ相互の情報交換機能を利用し

て遺伝の仕組みを教える実践などが工夫されている。ミシガン大学の HiCE では，生徒の

小型コンピュータに個別に優性遺伝子と劣性遺伝子をいろいろな組合せで仕組んでおき，

生徒はそれらを二つずつ交配させてどのような形態が生まれるかをクラス全体でシミュレ

イトするカリキュラムがある。いわばメンデルがやった実験を追体験させるような形で遺

伝の仕組みを考えさせる。カリフォルニア大学の WISE ではこの同じ仕組みを利用して，

マラリアの病原菌を持った蚊が一匹の時，二匹の時，四，五匹の時では一定時間内に教室
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内でマラリアに伝染する人数がどの程度違うかを体験的に比較させ，蚊の駆除による疾病

コントロールの意味を考えさせる。これらの実践では，このような例を見た教員が自分た

ちで新しい使い方を考えつきやすいとも報告されている。ハードウェアが新しくなること

によって教え方も変わっていく一つの起爆剤としてもこういった技術開発に期待されてい

るものは大きい。 
(２) 統合過程の支援 
新しくなっていくのはハードウェアだけでなく，利用できるソフトウェアやコンテンツ

も多様化する。普段私たちが学習する際に使う教材もビデオが多用されるようになるなど，

マルチメディア化して進化するだろう。だとすると，ノートもそれに合わせて，ビデオや

音声を含んださまざまな教材を扱える形に進化させたい。筆者らの研究グループでは，多

様なメディアを学生自身必要に応じて切り出したり，組み合わせたりするためのノート･

スペースを工夫して，その上で自分の考えていくプロセスの記録を取って知識の統合や協

調的深化を支援するためのMMD（Multi-Media Document System）という共有･再吟味用ノ

ートシステムを試作している (http://www.crest.sccs.chukyo-u.ac.jp/index.html)。 
2003 年春のバージョンは，図 13－1 に示すような二次元状のグラフノートスペース空間

と，そこに置かれたエレメント間の配置関係を三次元に展開するビューを持っている。こ

こでねらっているのは，いくつかの研究成果を一つにまとめるといった，大学生活ではよ

く要求される知識統合作業を支援することである。このような場合，同じ資料について，

それらの要点を一言でまとめてつなぎ合わせたい時もあれば，一つ一つを分解して異なっ

た研究から同じ構成要素を抜き出して比較検討してまとめたい時もある。同じカードに対

してこのような二種類の扱い方をするにはそれぞれ異なったレイヤ（層）で操作を行ない

たい。「要点をまとめてつなぎ合わせる」「構成要素を抜き出して比較検討する」と言って

も，対象がテキストかビデオかによって，やれること，やったことの結果が異なってくる

（例えば，テキストは内容を要約して「書き直す」ことが容易だが，ビデオ素材はその場

では要約しにくく，むしろ要所要所を切り出してコメントをつけて連結させて新しいビデ

オを作り出すなどの作業がやりやすい）。同じ資料のセットに対してこのように異なった扱

い方での整理を試みたい場合，好きな取り組み方からはじめて，扱い方が異なって来たら，

今までの作業から必要なところだけを別のレイヤに移して新たな組合せができるようにし

たい。MMD は，図 13－１の（ａ）のように資料の要素をカード化してグラフノートスペ

ースに配置することによって要素間の関連づけを明示できる機能に加えて，一枚のグラフ

ノートスペース上の一部の要素を一枚上（または下）のレイヤに移動させる機能を持って

いる。同図の（ｂ）は（a）の一部だけを選択的に表示している。ここに新たに別の要素を

加えるなどして異なった関連付けを試みることができる。2003 年春の時点ではまだ試験的

な評価を行っているのみだが，グラフノートスペースのレイヤを意識させることにより素

材を包括的にまとめる際にも素材の構成要素同士のつながりを考えたまとめが利用されや

すくなる傾向が見られるなど，こういった新しいタイプの「ノート」システムが知識の統

http://www.crest.sccs.chukyo-u.ac.jp/index.html
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合･再編集を容易にする可能性のあることが示唆されている。 

 

図 １３-1 （a） MMD 画面 

ビデオ（左上窓）にコメント（左下窓）をつけたものをカードとして中央のグラフノートスペースに配置

し、他のカードと線につないで関連づける。関連づけは右上窓のように三次元に展開できる。 
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図 １３-1 (b)  MMD 画面 

右上窓で表示レイヤを制御して(a)で関連づけたカードの一部のみを表示したところ。 

 
(３) コンピュータとの知的分業：コンピュータに教えて学ぶ 
 コンピュータにある程度の知的作業を代行させてそこから学習チャンスを生みだそうと

する最近の試みの一つに，子どもがコンピュータに何かを教えるという経験を通して学ば

せることができないかを探る一連の研究がある（ Bransford. & Schwartz.et.al., 
1999:Brophy.et.al., 1998, 1999 ）。第 4 章で紹介した Jasper グループのメンバーが積極的に

開発している。一例を囲み 13－1 に挙げる（図 13－2 参照）。  

囲み 13－1 

コンピュータ上にビリーというエージェントがいる。このビリーが，生徒に助けを求

めてくる。先生から，「ある町から別の町へ行くのに飛行機で何分かかるかをいつも正

確に速く計算できるような Smart Tool を作りなさい」と言われたけれど，よく分からな

いので助けて欲しい，という想定である。生徒たちは，ビリーに教える内容が正しいか

どうか，自分たちで問題を作って上部のシミュレイタで確かめることができる。ある程

度自信がついたら，右中央のビリーに教えるためのインターフェイスに出てくる問題と

その答えの選択肢を使ってビリーに「解き方」を教える。その途中でビリーから，時速

とグラフの直線の傾きとの関係について教えて欲しいなどの質問が出たりもするので，

自分たちが教えようと思っていることをことばでもはっきり表現できなければならな
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い。システムは，教えられた内容からビリーの行動モデルを作り，ビリーにできる問題

とできない問題とを整理して生徒たちへの返答を用意する。この返答は，ビリーが生徒

たちのところに戻ってきて，先生にどんな問題を出されて自分はなんと答えたか，先生

がどんなコメントをくれたか，教室の他の子どもたちが何と言ったか報告する，という

形で生徒に伝えられる。生徒たちは，ビリーがうまく学ばなかったと思ったら，もう一

度ビリーを教え直してみることもできる。 

 

 

図 １３-2 ビリーに教えて 

このようなツールは，子どもにとっておもしろい。学習がおもしろくなるだけでなく，

こういうツールを使って生徒が実際どの程度理解を深めるのかを調べると，これまで漠然

と言われてはいた「人に教えるとよく分かる」という現象がどこまで本当のことなのか，

研究として明らかにすることができるようになる。テクノロジの新しい使い方は，学習を

支援するだけでなく，新しい研究の仕方も可能にしてくれる。  
 認知科学研究，人工知能研究の先端では，人が日常的にする推論の本質をコンピュータ

上で実現しようとする研究もある。そのような研究からは，人がコンピュータ上に描くス

ケッチをコンピュータが定性的に理解して，分からないところは聞き，分かったところを

人に解説して，人のモデル構築作業を支援するシステムの提案なども出てきている（Forbus, 
1994）。Model－It も生徒たちの定性的な推論過程を支援していたが，二つの要素の間に設

けられる関係の数を端的に限定している（例えば「片方が多くなればもう片方も多くなる」

「片方が多くなれば，もう片方は少なくなる」の二つだけに限る）など，学生の自由なモ

デル化を直接支援するのは難しい。定性的推論などの技術的，科学的な進歩によって，世

界の諸現象のモデルを作る作業がもっとずっと一般的に子どもたちの手で行えるようにな
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る可能性もある。 
 

３. テクノロジ・リテラシ 
IT 技術が進んで本当に私たちがものを考えたり，表現したりするための道具になってく

るとすると，今コンピュータ・リテラシと言われているような，技術の使い方について学

び方や教え方も変わってくるだろう。本章の最後では，テクノロジを利用する力，いわゆ

るテクノロジ・リテラシについて，学習科学者を中心に今どのような考え方があるのかを

簡単に見てみよう。 
(１) FITness という考え方 
 アメリカの政府学術諮問機関 National Research Council は 1999 年に，いわゆるテクノロ

ジ・リテラシに関して，大学生以上を対象に FITness という考え方を提唱している（National 
Research Council, 1999）。健康維持を連想させることばだが，Fluency with IT の頭文字であ

る。IT について，とにかくできるのではなく，柔軟に流暢に使いこなせるような力を身に

つけることが大切になる，という提言である。表 13－1 に概要を載せる。 
FITness は大きく「知的能力」，「情報テクノロジについての基礎的な理解」，「情報テクノ

ロジを利用するスキル」の三つに分かれており，それぞれ 10 程度の下位目標が設けられて

いる。それぞれの下位項目の中の特に下の方のものになると，「IT について抽象的に考え

る」，「情報と情報技術の社会的インパクト（について理解している）」，「取り扱い説明書を

使って新しい道具やその機能を使えるようになる」など，「教えられたことができるように

なる」よりも「自分で自分の学習や行動の責任を取る」ことができるような力が挙げられ

ている。 

表 ３-1 FITness 情報技術を使う流暢さの構成要素 

①知的能力 

１． 持続的な推論をする 
２． 複雑さを処理する 
３． 解き方をテストする 
４． 解法が間違っている時問題点をみつけて処理する 
５． 情報の構造化したりナビゲートする/情報を評価する 
６． 他人と協力する 
７． 分野の違う聴衆と話し合う 
８． 予測しにくいことを予測する 
９． テクノロジの変化を予測する 
１０． 情報テクノロジについて抽象的に考える 

②情報テクノロジについての基礎的な理解 

１． コンピュータ 
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２． 情報システム 
３． ネットワーク 
４． 情報のデジタル表象 
５． 情報組織 
６． モデリングと抽象化 
７． アルゴリズム的な考えとプログラミング 
８． 一般性 
９． 情報テクノロジの限界 
１０． 情報の社会的影響と情報テクノロジ 

③情報テクノロジを利用するスキル 

１． パソコンのセットアップ 
２． 特徴的な基本的なオペレーティング・システムの使用 
３． 文書ドキュメントを作るためにワープロを使用する 
４． アイディアを表象するためのイラストやスライドを描くのにグラフィティック・

エディターやアート用のツールを使う 
５． コンピュータをネットワークにつなげる 
６． 情報や資源を見つけるためにインターネットを使用する 
７． 他の人とコミュニケートするためにコンピュータを使用する 
８． 簡単なプロセス分析や会計処理のために表計算ソフトを使う 
９． 役に立つ情報にアクセスするためにデータベースを使用する 
１０． 新しいアプリケーションの使用方法を学ぶために教材を使う 

 
表 13－1 にある項目ができるようになるためにはどんな「学習方法」が考えられるだろ

う？諮問委員会が推奨するのは，できるだけ現実にありそうなプロジェクトを通して複数

の学習者が協同で課題解決に当たるような学習方法である。一例を挙げると，「パソコンシ

ョップのビジネスプラン」というプロジェクトがある。対象として想定されているのは，

ビジネスや計算機科学，応用数学などを専攻する大学生で，ここでは「専門店街に初心者

向けパソコンを売るようなパソコンショップを一つ作りたい」という課題に対して，銀行

から資金を借り入れるビジネスプランを作成してプレゼンテーションまでを行う。ビジネ

スプランと発表の優劣で店が出せるかどうかが決まり，それが成績につながる。 
 この中で生徒に期待されている活動には，どんな商品を主力として，いくらで，どのよ

うに売るかを決めること，スタッフの数や雇用方法，マーケティングの方法，在庫の扱い，

店のデザインなどを決めること，それらを統合して確実に融資が得られそうなプレゼンテ

ーションを考案し，実際発表すること，などが入っている。他にも，家族の一員が致命的

な病気と診断されたと想定して，病理学的，社会的，経済的などあらゆる方面からサポー

トの体制を考えるプロジェクトなど，いずれも数週間をかけて複数の学生がチームになっ
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て取り組む中で実際に活用価値の高いスキルが身につくようなプロジェクトが考案されて

いる。これらがどのような教員によって実施され，実際どのような成果が上がるのかにつ

いてはまだ報告がないが，アメリカでも興味深い提言として注目されている。 
この提言で重要なのは，「使える」ということに対して，「流暢に使いこなせなければ意

味がない」ことをはっきり明言したことだろう。ここで簡単に紹介したことがらからだけ

でも推測されるように，これから，ネットワークを中心とした情報技術の利用が進むにつ

れて，さまざまな学習機会が一気に増えてくる可能性がある。今の情報技術には，さまざ

まな人がさまざまなところから好きなときに好きな情報を伝達する仕組みが備わっている

ため，質の高い情報が一箇所に集まりはじめると，そこにすべての情報が集中する可能性

もある。そうなったとき，情報を管理する側には質の高い非常に価値のある情報をどうや

って分配していくのかを決める責任が出てくる。それらの情報を受け取る側，学ぶ側には，

情報の価値を判断する知力や高度な内容をどのようにして学ぶのか，自分の学びを自分で

管理する知力が必要になる。情報技術が進むことによって学びのチャンスが増えることは，

学び方を学ぶことの意義や必然性が増すことをも意味する。情報技術を使うためのリテラ

シは，近い将来，そのまま「考えるスキル」，思考のリテラシと同じものだと見なされる可

能性すらあるだろう。 
 
引用文献 
Bransford, J., & Schwartz, D., (1999), “Teachable agents: Combining insights from learning theory 

and computer science,” Paper accepted for presentation at AI-ED 99, LeMans, France. 
Brophy, S., Biswas, G., Katzlberger, T., Bransford, J., & Schwartz, D., (1999), “Teachable agents: 

Combining insights from learning theory and computer science,” Paper accepted for presentation 
at AI-ED 99, LeMans, France. 

Brophy S., Schwartz, D., Biswas, G., & Bransford, J., (1998), “Learning through programmable 
agents,” Presented at Workshop on Pedagogical Agents, ITS '98, San Antonio, TX, August 1998. 

Forbus, K., (1994), “Self-explanatory simulators: Making computers partners in the modeling 
process,” Mathematics and Computers in Simulation, 36, 91-101. 

National Research Council, (1999), “Being fluent with information technology,” Washington, D.C.: 
National Academy Press. 

Norris, C., & Soloway, E., (2001), “Towards realizing the potential of palm-sized computers in 
K-12,” IMP Information Impacts, http://www.cisp.org/imp/june_2001/06_01soloway.htm 

http://www.cisp.org/imp/june_2001/06_01soloway.htm
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第１４章 学習の評価 

 
新しい教え方をした成果はどう評価すべきだろう？新しい学習方法には新しい評価の

仕方が要請されている。本章では，この新しい評価の仕組みを考えていく。 
これまで見てきたすべてのプロジェクトで，学習ユニットの最終的な段階で単元目標が

どこまで達成されたか，なんらかの評価がなされている。いわゆるテストよりはむしろ，

エッセイを書かせたり，モデルを作らせたり，あるいは新しい問題を発見させたりといっ

た，発展的な評価方法によって測られた最終的な到達度が報告されており，教え方にあわ

せた評価が工夫されていることが分かる。Smart Tool を作ることやできるだけゆっくり落

下するパラシュートを作ること，学んだ知識を使って web 上のソーラーハウスの宣伝ペー

ジを評価するなども，学習の仕上げの活動であると同時に，学習の成果を測る方法の一つ

だと見なすことができる。 
ここで扱ってきたようなプロジェクトがいわゆるテストをしないのかというとそんな

ことはない。単元内容についてのテストで学生がどのくらいの成績を示すかを明らかにす

ることは，従来のやり方で行われている授業と学習科学の例えば協調的な学習過程を経た

学習成果とを比較するためにも必要な手段であり，このような方法によってプロジェクト

そのものの評価もなされている。LBD や LeTUS，Jasper プロジェクトがその学習効果につ

いて「教育困難校で，プロジェクトのカリキュラムによらない教室と成績を比較してみて

も遜色はない」あるいは「プロジェクト･カリキュラムの方がよい成績を収めている」とい

う言い方をする時，比較のためには標準的なテストの結果が使われている。 
同時に，これらのプロジェクトにたずさわる研究者たちは，最終テストだけでは得られ

ない二種類の評価情報を得ようとしている。一つは，学習の場で起きている認知プロセス

を分析して学習の実態を評価するためのプロセス情報である。どういう働きかけがどんな

学習に結びついたのか，支援ツールのどのような機能がどんな種類の学習行動を引き起こ

したのか，など，学習プロセスについての詳細なデータを元に，次の学習実践をどう改善

すればいいのかが検討される。支援ツールの使用履歴 ①がそのまま学習のプロセスデータ

として役にたつことが多いという利点もあって，詳しいデータは豊富に集まりつつあるが，

その分析方法についてはまだ検討されるべき点が多い。 
もう一つは，各プロジェクトが持続する学習者コミュニティを目標としていたことから

推測されるように，ある単元で学習したことがどれだけ後々まで効果のある学習だったと

言えるのかに関する評価情報である。学習後 10 年，20 年が経過してから何が起きるのか

を純粋に客観的に評価しようとすれば，実時間の経過を待つよりない。ここで取り上げた

ようなプロジェクトであっても今はそれだけの実時間を経た結果が報告されるところまで

はいっていない。実時間の経過を待たずに持続的な学習効果を評定するための方法も，学

習科学がこれから研究すべき新しいテーマの一つである。 
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以下，単元の達成度評価，学習プロセスそのものの評価，さらには持続的な学習効果の

評価という三つの問題を，順を追って考えていくが，その前に，そもそも評価についてど

のような問題点が指摘されているのか，現状を捉えておきたい。 
 

１. 評価の問題点 
学習評価をもっとも単純に考えると，一通りの学習が終わった時点で，学習したことが

どれだけできるようになったのかを測るものだと言える。明快にみえるが，ものごとはそ

う単純ではない。評価は，やり方によっては評価すべきことを評価していないかもしれな

い，という問題と，評価することによって学習者に誤った情報を与えているかもしれない，

という二つの問題点がある。 
(１) 評価によって「学生の分かっていること」が分かるとは限らない 
評価は，深く考えずに行うと，「学生の分かっていること」が分からないまま点だけを

つけることになってしまう場合がある。一つ例を挙げよう。囲み 14－1 にある二つの解答

のうち，どちらの学生が「より深く理解している」と言えるだろうか？ 

囲み 14－1 解答と評価のマッチング 

以下の二つの解答を比較せよ。 
＜学生Ａ＞ 

質問：スペイン無敵艦隊が戦ったのは何年ですか？ 
解答：1588 年です（正解） 
質問：それにはどういう意味があるか話してくれますか？ 
解答：話すことはほとんどないですね。年代の一つですから。試験のために覚えたんで

す。他の年代も言ってみましょうか？ 
＜学生Ｂ＞ 

質問：スペイン無敵艦隊が戦ったのは何年ですか？ 
解答：1590 年前後です。 
質問：どうしてそう言えるのですか？ 
解答：イギリスがバージニアに落ち着き始めたのが 1600 年直後だということは分かっ

ています。正確な年代は覚えていませんが。イギリスは，スペインがまだ大西洋を

支配している間は遠征しようとはしないでしょう。大きな遠征を組織するには数年

はかかりますから，イギリスが大西洋の海域権を得たのは 1500 年代の終わりごろ

だったに違いない，ということになります。 

 
たいていの人が，この二人の学生を比べれば学生Ｂの方が植民地時代の歴史について

よく理解している，ということに賛成するだろう。しかし，通常のテストでは多くの場

合，Ａの方がよい点を取る。学生が持っている知識を評価するためには，その学生が持

つ知識が互いにどのように関連づけられているかを理解しなければならない。このこと
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が，学生を教える先生たちに知れわたってくれば，先生たちも学生の知っていることを

互いに関連づけ，知識を広げるにはどうすればいいかに焦点を当てて教えるようになる

だろう。 
出典：Pellegrino, J. W. et al., Eds, “Knowing what students know: The science 

and design of educational assessment,” Washington, D.C.：National Academy 

Press, p.28.） 

解説にあるように，学生Ａの方がテストでの点は高くなる，という事実である。多くの

テストがこのように個別に学生の分かっていることを聞き出すような手順は取らず，年代

だけに焦点を当てるからである。年代を正確に知っていることそのものは非難されるべき

ことではないのだが，年代だけを覚えてテストに対処することが歴史的事実の間の複雑な

関係を理解していることと区別がつかない，あるいはそれより「良い」と判断されるよう

な仕組みがテストにはある。そのことが問題を引き起こす。だとすれば，この問題は，評

価の仕方を変えることによって解決可能だということになる。 
(２) 評価によって間違った学習モデルが作られる 
学習者はまた，多くの場合，評価を通して自分自身についての「学習モデル」を構築す

る。「私は一夜漬けが効くタイプだ」とか，「図解すると理解しやすい」など，たいていの

学習者は自己の学習について，なんらかのメタ認知を持っている。学習評価のあり方は，

この学習についてのメタ認知がどう作られるかに影響を持つことが知られている。 
ビヨーク（Bjork, R.）という心理学者は，評価のやり方を間違うと人はそれに基づいて

貧弱な学習モデルを構築してしまう危険性があると言う（Bjork，1994）。実験室で行われ

る実験でよく題材にされる無意味つづりの学習など機械的な暗記には，集中的に学習する

こと，覚えるべき対象をいくつかのブロックに分けてブロック毎に完全に覚えること，そ

の場ですぐに正誤のフィードバックを得ること，などうまく記憶するためのテクニックが

ある。ところが実験後数週間から数ヶ月後にこれらの記憶がどの程度保持されているかを

検討すると，多くの場合，短期に記憶効率を上げる手段（ここで挙げた集中学習，ブロッ

ク化，直後の正誤フィードバックなど）を使うと，長期的な保持には却って悪い影響を及

ぼすことがわかっている。ところがこれらの短期的には効果のある方法は，評価が短期的

な効果に関して行われている限り，学習者に対して「自分は効率よく学んでいる」という

錯覚を持たせてしまう。学校のテストでは多くの場合このような短期の暗記が効果をもた

らす形式が使われているため，例えば一夜漬けで学習した内容が長期的には保持されてい

ないことが学習者に自覚されない。学習者がしっかりした学習モデルを作ることができる

ためにも，評価そのものが，学習の長期的な目的にあった認知的に正確なものである必要

がある。 
このような見直しが要請されるようになった背景には，アメリカのテスト事情もある。

2001 年に出されたブッシュ（Bush）大統領の”No child left behind”（「どの子も置き去りに

されない」）という政策は，すべての州で学年毎に達成基準を設けて子どもたちがそこに達
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しているかどうかをテストによって確かめるよう要請している。具体的にどの程度テスト

するかというと，各州毎に，2005～2007 年の 3 年間， 3 年生から 8 年生(中学 2 年)ま
での読みと数学をすべての学生について，1 年間に 1 回評価する。中学 3 年から高校 3 
年まではこの 3 年間に 1 回どこかでテストすればよい。理科については 2007 年から 3,4,5 
年生の間に一回，6 年生から中学 3 年の間で一回，加えて高校で一回テストすることにな

っている。テストすることよって「だれ一人としてテストに受からないほど取り残される

ことがないよう」きちんと教育しようという目標が立つわけだが，このテストの結果によ

って教員の給料なども決まってくるとなると当然，教育の目標が｢州のテストに受かるこ

と｣に強く影響されるだろう。こういう政策の元では，テストの質が教育の質を直接的に制

約する。だからこそ，評価についてもう一度考え直そうと主張する人たちが出始めている。 
 

２. 評価の三角形 
アメリカ合衆国の National Research Council という学術諮問機関の依頼で評価について

の考え方を取りまとめたテスト･評価委員会の代表 ペレグリーノ（Pellegrino, J. W.）は，

評価について一番考えなければいけないことは，学生が何を知っているかをどのように私

たちが知るかということだ，と主張する。報告書に“Knowing what students know”という

タイトルをつけ，評価を図 14－1 のような三つの要素が互いに作用しあう三角形として考

えることを提唱している。「認知」（cognition），「観察」(observation)，「解釈」(interpretation)
という三つの観点は，そのどれ一つ欠いても｢学生が本当には何を知っているのか｣を知る

ことはできない，というのが彼らの主張である。 
  

 
図 １４-1 評価の三角形 

「認知」というのは，評価される達成度を示す側面である。人は学習の結果，どのよう

に知識を使用し問題を解けるようになるのか。またさまざまな問題を繰り返し解くうちに，

それまで持っていた知識はどう変化しどんな知識になるのか。理科なら理科について，国

観察 解釈 

認知 
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語なら国語について，読みなら読みについて，それぞれの領域の認知モデルがある。評価

に関わろうとする人は，それらの認知モデルをしっかり理解して，評価のために何を観察

し，観察結果をどう解釈するかを決める必要がある。「観察」という側面は，認知的な理解

に基づいて評価データを得るために学習者にやってもらう課題にあたる。何を観察したら

「その人が今できること」や「その人がこれからできるようになること」が評価できるの

か，筆記試験の結果をみるのか，活動のプロセスを追うのかなど，データ収集のために設

定する「場」を決めて，実際に観察を実施する。観察の結果データが出てくる。従来のテ

ストで考えれば，そこで観察されたデータ（点数）がそのまま評価だったが，データは実

は学習者が行った認知活動の一端が現れたものに過ぎず，認知モデルや課題の設定理由に

基づいて「解釈」されなければならない。だから評価は，「認知」「観察」「解釈」という三

要因が互いに深く関連し合って織り成す基盤の上に成り立つ，とされる。 
評価についてはこれまでもさまざまな考え方が提案されている。中でももっとも有名な

のは，ブルーム（Bloom，B. S.）の「総括的評価（単元の最後に一度だけなされる達成度

評価）」に対する「形成的評価（学習の中途段階で学習がどこまで進んだか，教え方が教え

る側の意図どおり進んでいるか，をチェックするためになされる評価）」という考え方であ

ろう。今回の評価の三角形という提案は，この形成的評価の考え方をさらに徹底させて，

評価といってもやっていることは学生の認知活動についてのデータを集めてそれを解釈す

るという認知的な作業に過ぎないのだ，ということをはっきり示した。学生のやっている

認知活動についての考え方が間違っていれば，得られたデータがいくら客観的なものであ

っても，「学生ができること」を正確に知ることはできない。逆に得られるデータが主観的

なものであっても，解釈にきちんとした根拠を示すことができれば，そこから学生の認知

活動を推し量ることができる場合もある。このような見方が浸透すると，教育実践研究と

学習過程についての認知的な研究はこれまで以上に係わり合いを深めることになるだろう。 
 

３. 評価対象としての学習プロセス 
評価の三角形は，学習を評価するにあたってそのプロセスそのものを見直す必要がある

ことを示唆する。例えば，ある専門書の 1 章を読ませて，要約を書かせたと考えてみよう。

できあがった要約には，元の文章の初めの部分と真中の部分と最後の部分に書いてあった

筆者のまとめが手際よく抜き出されていて，要領のよい要約になっていたとする。この要

約をどう評価すべきだろうか。実はこの評価はかなりむずかしい。この要約文を見ただけ

では，それを作った学生がその章を深く理解して著者と非常に近いレベルの理解に到達し

てこのような要約ができあがったのか，要約の仕方として「最初と真中と最後にあるまと

めの文を抜き出せば要約ができる」という手順だけにしたがってこの要約を作ったのか，

区別することができないからである。このような場合，その要約を作った学生が具体的に

はどんな読み方をして，何を理解していたのか，その文章を読むまでに前提としてどんな

ことを知っていたのか，要約文そのものはどのようにして作成したか，などについての情
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報，言い換えれば学習プロセスデータが入手できると評価にとってはたいへん役に立つ。

このような考え方をもっともだと感じると，いわゆる単元最後の総括的テストによる評価

を見直さざるを得なくなってくる。 
もう一つ，LBD の打ち上げプロジェクトにあったできるだけゆっくり落下するパラシュ

ートを作る課題で，でき上がったパラシュートに点を付けることを考えてみよう。一定距

離を何秒で落下したか，それはクラスで何位だったか，などだけを点数化しても恐らく全

く意味がない。そこに至るまでにどんな経験則を提案したのか，経験則の提案や最後の設

計を決めるためにどんな実験を考えて実行したのか，実験結果をうまく設計に活かしたか，

学習過程でどれほど協調的な作業がみられたか，パラシュート以外の新規な実験課題に対

してどのような推論をしてどんな解決方法を提案したか，など，最終的なパラシュートに

至るまでの道のりで評価すべき多くのことが起きている。実際 LBD の学習成果はこのよ

うな細かい項目についての行動評定値によって報告されることが多い。 
このような評価は，テクノロジが入って記録がとりやすくなるにつれてやりやすくなる

面がある。教室の中で実際に起きている学習活動の記録もビデオなどの普及によって以前

よりずっと容易に残すことができるようになった。しかし，テクノロジによって大量のデ

ータが集まるようになると，その次の問題として，そのような授業プロセスそのものをど

う分析し，どう解釈するかを考えなければならなくなる。学習科学の新たな課題が増えた

とも言える。 
(１) プロセスデータを評価する 
 Knowledge Forum では，学習のプロセスをノートの書き込みという形で逐一記録でき

るため，簡単にそのプロセスを追うことができる。したがって比較的早くから，学習の最

終結果だけではなく，学習プロセスに内在する学生の理解を評価しようとする試みがなさ

れてきた（内在的評価と呼ばれる）。しかし，学生が書いたノートは膨大な量になるので，

その全てを対象にするわけにはいかないことが多い。その中のどのデータをどう扱うかを

考えるだけで研究としても成り立つが，多くの場合，ノートや発言をカテゴリ分けし，そ

の一部だけを対象に，質に関わるコーディング基準を設けて分類し，質的な変化を追う。 
例えば，学生が書いた質問に焦点を当てるという方法がある。学生が書いた質問の中で，

掲示板の使い方などを尋ねる質問をはずした上で内容についての質問だけを抜粋し，以下

の四つのレベルに分類する。 
○ レベル１：用語の定義（term definition） 

「この単語の意味は何ですか？」など，用語，単語の意味を尋ねる質問。 
○ レベル２：事実や話題についての一般的な質問（Factual, topical, and general 

questions）  

「なぜこうなるんですか？」など，事実また教材から読み取れる。例えば「A が原因

ならば，B が起こるのはなぜですか？」というレベルの質問。 
○ レベル３：提案を用いた質問（Questions with conductors） 



放送大学 学習科学とテクノロジ’03 印刷教材              Page 7 
第１４章 「学習の評価」 
 
 

「これが原因でこういう結果になるのはなぜですか？」，「私はこう思うんですけどこ

れはどうですか？」など，自分の提案が含まれる質問。 
○ レベル ４：説明に基づいた質問（Explanation-based questions） 

「こんな説明が成り立つと思う。だけどそうするとこんなことは起こるのか？」，「こ

このところが説明できないんだけど，これは？」というような，まず自分で説明を作

ってみて，それに当てはめて考えた上でなされた質問。 
 
レベルは１から４に向かって徐々に内容理解が深く質問としても質が高いと想定され

ている。学生の質問の一つ一つにこのようなレベル分けを行うことで，学生が今どの段階

にいるのかに見当がつけやすくなる。また，レベル 3 に変わった学生がどの時点で何％い

るのかや，レベル 3 に変わったときは何が起きていたのかを調べることもでき，活動の中

の何が効果をもたらしたのかを評価することも可能である。べライターの最近の報告によ

れば，このような分析によって，Knowledge Forum 活動の中で外部の専門家の発言が学生

の知識構成を誘発する様子が子細に追えるなど，学習成果の要因を同定するために有効な

分析結果が見出されているという（Bereiter，2002）。 
質問を分析することは Knowledge Forum だけでなく多くのプロジェクトで行われている。

質問の内容について，テキストに書いてある言葉をそのまま引用しているのか，自分で言

い換えているのか，自分で考えてその理由までつけて質問しているか，など何種類かのレ

ベル分けを考えることができる。そのどれを採用するかは，まさに評価の三角形で言えば

「観察」のための詳細を決めることにあたる。その詳細が，「認知」や「解釈」の要因との

関係で決まってくることは言うまでもない。 
 

４. 継続的評価と評価による学習 
学習評価の方法としてその単元で学ばれたことを直後に評価するだけでなく，半年後，

一年後など，時間をかけて変化を追うような手法も新しく取られ始めている。WISE では，

たとえば中学 2 年生の時に WISE の授業で学んだ生徒たちを対象に，彼らが高校 2 年にな

るまで，中学 2 年で学んだ内容や科学観について時折聞き直すという試みを行っている。

その結果をまとめたものが図 14－2 のグラフである。グラフに見られるように，高校生に

なってからは学び方を本人に任せているにも関わらず，WISE で学んだ学生たちは WISE
によって学んだ科学的な知識を 3 年，5 年と長期にわたって保持しており，途中でインタ

ビューしておくと効果はさらに大きくなっている（Linn, 2002）。授業を終えた後そのよう

に時々インタビューをするという形で介入することそのものが，WISE のねらっていた生

涯にわたって科学を学ぶ態度，あるいは科学を日常的なものとして理解しようとする態度

の育成にも役に立っている可能性がある。 
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図 １４-2 高校での物理学についてのテスト結果 

筆者らの経験でも，大学での入門期の認知科学の授業について，1，2 年で学んだことを

3 年生になってからインタビュー形式で振返る機会を設け評価したところ，評価のための

インタビューそのものが 1，2 年次の学習当時には気付かなかった資料間の関連性に気づか

せる効果を持った例がある（Miyake, & Shirouzu, 2002）。学年を追って継続的な学習が可能

になるようカリキュラムを作り変え，学習したはずの内容について一定期間をおいて振り

返る活動をその中に組み込むことによって，より持続的な学習の促進が期待できるかもし

れない。 
これらのケースは，学習評価によって学習者自身が自分自身の学びに対して自己評価す

る機会を得，学びを深める可能性があることを示している。評価はこれまで教員のものだ

と思われてきたが，学習者が自分自身で学習すべきテーマを見つけ，自分で答えを探し出
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し，その答えについて他人の答えと比較吟味して理解を深めていくことが可能であるなら

ば，当然その過程によって自分自身がどこまで学んでいるのか，その先にどのような学び

があり得るのかなど学び方を学習者が知ることに意味があるだろう。学習者が持続的に同

じ学習支援ツールを使い続けることによって学習過程の記録を保存し続けることが可能に

なれば，そこにはまた新しい持続的な学習チャンスが生まれる可能性もある。 
 
                                                      
① ツール操作のために使ったコマンドやキーボードの打鍵記録など，ツールに働きかけた動

作の機械的な記録。 
 
引用文献 
Bereiter, C., (2002), “Internal assessment,” Special Session on Assessment of complex learning, 

Fifth International Conference of Learning Sciences. 
Bjork, R. A., (1994), “Memory and metamemory considerations in the training of human beings,” In 

J. Metcalfe and A. Shimamura (Eds.), Metacognition: Knowing about knowing, Cambridge, 
M.A.: The MIT Press, 185-205. 

Linn, M., (2002), “Assessment for knowledge integration,” Special Session on Assessment of 
complex learning, Fifth International Conference of Learning Sciences. 

Miyake, N., & Shirouzu, H., (2002), “Concurrent and retrospective talks as an assessment tool for 
complex learning,” Special Session on Assessment of complex learning, Fifth International 
Conference of Learning Sciences. 

Pellegrino, J. W. et al., Eds., (2001), “Knowing what students know: The science and design of 
educational assessment,” Washington, D.C.: National Academy Press. 
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第１５章 これからの課題 

 
 学習科学は，人がいかに学ぶかについての認知的な理解に基づいて，人の学習過程を支

援するための科学である。科学技術が進み，人が新しい知識を作り出すペースが速くなっ

てきたのにつれて，人がいつでも必要な時に学びたいと思うことを学べる環境作りが大切

になりつつある。テクノロジは，うまく使えば，人から人へ知識を伝達し，人が自分自身

の知識を作り変えていくために役にたつ。「学習科学とテクノロジ」では，特に学校場面を

中心に，具体的な実践例を紹介しながら，学習科学の諸問題とそれへの答えを検討してき

た。最終章では，学んできた内容を学習者一人一人のものにするための方法を提示して，

学習科学のこれからを考えてゆく足がかりにしたい。 
 

１. 協調的な学習カリキュラムを作る 
 これまでいくつかの実践研究を検討してきて，それらを自分がどのように理解したかを

確かめるためには，自分でも一つ，何かを教える協調的なカリキュラムを作ってみるとよ

いだろう。具体的に教える対象を決めてカリキュラムを作る作業は，学習科学研究のプロ

がコンテンツの専門家や教材開発者，支援ツール開発者，教員などと共同で行う複雑な作

業であり，簡単にやってみるというわけにはいかない。しかし，学習科学に興味を持つ人

は，自分で学びたい対象，あるいは自分が人に教えられる程度に理解したい対象を持って

いるだろう。教えたいことについて考えるための出発点として自分が本気で学びたいこと

について考えてみるのは，一つの内省方法として有効である。自分自身の学習過程につい

て，それがどのようなものであったら望ましい学習が起きそうか具体的に考えてみること

によって，ここで扱ってきたさまざまな論点をもう一度自分なりの視点から振り返ること

ができるだろう。 
当面，以下の 5 項目について，あなたなら，どう考えるだろうか？ 

(１) 学習目標を立てる 
 学習目標は，できるだけ具体的なものと，できるだけ長期的，一般的なものとの両方を

考えてみたい。具体的には，何を，どこまでできる，あるいは理解できるようになりたい

か。第二言語であれば，それを使って，だれと，どんな場面で，どのような内容をどんな

形で扱えるようになりたいのか。具体的な目標を立てることは案外難しい。しかし，この

立て方によって，（2）以降の解答が異なってくる。極端な例を引くなら，主には web 上で

専門家と専門的な議論を行うための第二言語と，会社の売買をも含むような経済的社会的

交渉を対面で行うための第二言語とでは，当然学習の仕方が違ってくるだろう。具体的な

目標をクリアできるカリキュラムを考えることは，その目標を達成した後，そこで獲得さ

れた知識や知力をどう一般的な知力，例えば本書で繰返し議論されてきた「学習しつづけ

る知力」の獲得に結びつけることができるかを考えるための強力な材料を提供する。逆に，
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具体的に達成される目標がはっきりしないと，何を一般的な知力の育成に結び付けていい

のかが分からない。もう一度，自分自身が具体的に何をどう学びたいのか，考えてみて欲

しい。 
(２) 教材を準備する 
 上記の目的を達成するために，どのような情報が手に入ったらよさそうか。「こうあって

欲しい」という希望を出すと同時に，その実際の入手方策を考えて欲しい。 
 現実には，いい教材を学習者にとって入手しやすい形で整備しておくことはとても難し

い問題である。学習者一人一人，学習場面に持ち込む経験や知識が異なるし，特定の学習

活動はそれこそ状況に依存して成り立つものだから，一般的な教材を求めてそれをそのま

ま使おうとするのは現実的ではないのかもしれない。どのような教材が必要かを考えるの

と同時に，それを手元でどう加工，編集できたら有効かを考えてみて欲しい。 
(３) 学習活動を工夫する 
 すべてを一人で学習する必要はない。人の知識は，原則的に，同じ問題へのさまざまな

解の統合によって構成されるものだから，自分の解と他人の解とを比較吟味しながら自分

の理解や技術レベルを向上させる仕組みを考えよう。第 5 章で出てきたジグソー法 ，各章

で出てきた話し合い，LBD が多用する「儀式」など，参考にできる工夫はいろいろある。 
(４) 支援ツールを工夫する 
協調的な学習に対してテクノロジが支援できることは，参加者の考えやアイディアの外

化，共有，吟味を容易にすることである。この三つの要因のそれぞれを，どんなテクノロ

ジによってどう支援したいか，具体的に考えてみよう。考え方の原則は，テクノロジに何

ができるかを考えるのではなく，（１），（２），（３）で考えてきた学習活動を行うのにどの

ような支援ツールがあったらいいかをまず考えて欲しい。現実にあるものがどう使えるか

に加えて，今はまだあるかどうか分からないがあったらこう使えるというものを積極的に

考えてみよう。今はまだ支援されていないプロセスがないかどうかを考えることは，学習

プロセスを詳細に検討し直すことにつながる。そこを考えておいてからさまざまな研究報

告を調べてみると，同じような工夫が実現されている例が見つかるかもしれない。どのよ

うな参考資料があるかは，巻末の参考文献を見てほしい。 
(５) 評価とデザイン・メソッド 
 学習プロセスの途中途中でどのような記録を取り，それをどう処理したら学習の進み具

合が分かるだろうか？ある程度学習が進んだ段階で自分がどのような進み方をしてきたの

かを調べて，その結果を利用して次にやることを決める仕組みが欲しい。さらに長期的に

は，今計画している学びの持続性を調べる手立てが考えられるだろうか。持続的な評価の

方法を考えることが，（1）の目標の見直しにつながることも予想できる。現在進行中の多

くの学習科学的な実践研究が，そのような見直しの繰り返しによって徐々に研究の質を上

げてきている。そのような実践と評価の繰り返しによる一貫した成果を挙げる方法が，第

5 章で紹介したデザイン・メソッドと言われるものである。 
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 ここまで考えてきたカリキュラムの，どの部分が実行可能だろうか。実行可能な部分が

あれば，一部でも実際に実践してみて確かめてみて欲しい。そのような体験そのものが，

具体的に学習科学を考える際の内省対象になるだろう。 
 
 このような問題への解は，今まさに学習科学にたずさわるさまざまな研究者が実践研究

として試みている。筆者たち自身も，学部学生を対象に「認知科学」を教える実践研究を

続けてきている。これら現在進行中の研究の具体例を知りたければ，関連する学会誌や研

究報告大会の発表論文集，ある程度まとまって出されるようになってきた学習科学研究を

紹介した本などがある（まだ英語のものが多いのが難点だが）。それらの中から自分の興味

関心にあったものを見つけ出すためにも，まず自分自身の学びのカリキュラムを考案して

みることを勧めたい。 
 

２. 「社会的動き」としての学習科学 
 最後に，2002 年の国際学習科学会（International Conference of the Learning Sciences） の
閉会式で繰り広げられた興味深い討論を紹介して，学習科学の目指すもの，今後の課題の

提示に代えたい。閉会式は，数名のパネリストが学会全体を通して考えたことを報告し合

う形式で行われた。まず，数学の問題解決など学習に近いテーマで長年仕事をしてきたグ

リーノ（Greeno, J.） が，パスツール（Pasteur, L.）の研究経緯を引いて，次のような論旨

を展開した。 
今学習を巡る時代の雰囲気は，まさにパスツールの時代に公衆衛生を巡って展開

された社会的な雰囲気とよく似ている。環境を良くし公衆衛生への一般市民の関心を

高めることによって病気による死亡者を減らすことができるのではないかという意識

が高まりつつあり，その意味で公衆衛生は「社会的動き」だった。しかし，病理学的，

細菌学的な原理が理解されていなかったため，公衆衛生学者が考えることのできる

対処法は場当たり的なものでしかなかった。そのような社会的背景の中，パスツール

という学者が，厳密な科学的方法論に基づきつつ現実問題に対処するさまざまな実

績を上げていった。パスツールが具体的にやったことは，ワインの腐敗を防いだり，

カイコを伝染性の病気から救ったりという現実的な問題への解答を示しながら，細菌

学を打ち立ててゆく，ということだった。パスツールは，このような業績と，それが社会

に与えた恩恵に対する賞賛に支えられて，フランスでもっともたたえられる科学者と

なった。パスツールがやったことは，社会的な動きとして高まりつつあった一般市民

の公衆衛生への漠然とした関心に対して，タイミングよく，しかも厳密な科学的手法を

持ち込んで解の方向を客観的に示したことだったと言える。 

これに対して現代は，人々が学ばなければならない，あるいは学びたいと感じる度

合いがこれまでになく強まってきて，「社会的動き」として学習への関心が高まってい

る。このような時代的背景に対して学習科学がなすべきことは，パスツールが公衆衛
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生問題に対して根本的な解決策を持ち込んだのと同じように，学習の認知的な解明

に基づいて根本的な解決策を持ち込むことだと考えられる。 

この提案は，その場にいた学習科学者には好意を持って迎えられ，いくつかの賛同する

意見や，論点を拡張する意見が出された。それに対して，この教科書にも何度も登場した

ベライターは，パスツールの時代の社会的動きとパスツールが持っていた解にあたるもの

が，現在の学習を巡る社会状況にはまだないとして，次のように反論した。 
まず，パスツールの時代の公衆衛生に対する社会的希求と，現在の学習に対する

社会的関心とは，ねらいが異なる。パスツールの時代には，パスツールの実力を持

って解くことのできる現実的で解く価値の大きい問題が山積していた。ほうっておけ

ば腐って売り物にならなくなるワインの製造過程に熱処理を加えて腐らないようにす

ることは，大きな経済的利益と直接結びついている。カイコに蔓延した病気を止める

ことも，製絹業者にとって同じような経済的な価値を持つ。パスツールの時代の公衆

衛生問題は，問題への解決が社会的価値に直結する「分かりやすい」問題で，それ

への解決を求める一般市民も，何を解として求めているのかがはっきり分かっていた。

そういう意味で，パスツールの時代の公衆衛生問題は，「社会的な動き」だった。 

これに対して，現在の学習問題は，漠然とした解が求められているという意味で確

かにパスツールの時代の公衆衛生問題に似ているが，求められている「解」が何な

のかがはっきりしていないために十分成熟した「社会的動き」になっていない。一般

市民が「学習がうまくいっていない」というとき，頭にあるのは，新聞が読めない，ちゃ

んとした作文が書けない，計算間違いをする，歴史的な事実を知らない，科学に興味

がない，など，自分はできることの中に今の若い者にできないことがあることをあげ

つらう，いわば欠損指摘であることが多い。一般の人々は，学習科学が目指している

ような「知識の上に知識を作り上げる知力」など，学習過程がうまくいった時に人がど

れほど賢くなれるものか，学習問題への究極の「解」をまだ知らない。学習科学も，そ

れを十分説得的に一般市民に提供できるほどの実績を積み上げてきていない。学習

科学が求める「解」が人々の目に明らかになってくるまでは，そのような解を求める

「社会的な動き」としての学習科学は起きてこないだろう。 

パスツールが打ち立てた細菌学的解決法にあたる「解法」も，学習科学はまだ見

つけていない。人々が感じる「うまくいっていない」学習に対する対処は，「小学校の

高学年になったら読みと計算について一年に一回はきちんと標準テストをして，取り

残される子どもをなくそう」というような，場当たり的なものでしかない。学習科学は，

学習についてのしっかりした理論を一日も早く打ち立てるべきであり，その理論に基

づいて，学習はこうあるべきだ，というビジョンを示さなければならない。学習科学は

「目覚しい成果」を挙げなければならない。根本的に人が自分で学習する力をつける

ために何をすればいいのか，世の中がどう変わっても人間が生き延びていけるため

の学習スキルがどのようなものなのか，そういった問いに対する答えを学習科学は
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解法として提供すべきであり，それによって，「人がここまで学習できるのだ」，という

これまでだれも見たこともないような学習の事実を打ち立てるべきである。 

 

このやり取りに対して，どのようなコメントをもたれるだろうか。学習科学は，2002 年

の時点ではまだこのような議論がなされるほどに若い学問分野だと言えるかもしれない。

学習についてそれがどのようなものであるべきかという議論は確かにこれまで何度となく

繰り返しなされてきた議論ではある。ここで，違うことが起きているとすれば，それは，

テクノロジの利用が認知研究の成果に支えられて，これまで試みることが難しかった実践

が，現実に影響をもちえる規模で実施可能になったこと，その意味で学習研究が客観的な

科学的考察の対象になったことであろう。その成果がどれほどベレイターの言うような「目

覚しい成果」を産むものかは，学習科学をになう私たち自身が私たち自身の努力によって

答えを出さなければならない問いである。そのような努力に，研究者として，また学習者

として，参加してくれる人が増えることを期待している。 
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