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解 説

　学習科学の新展開：学びの科学を実践学へ

白水 始・三宅 なほみ・益川 弘如　

This paper reviews the birth, growth and future issues in learning sciences, an ever-

growing discipline of human learning research. In the former part of this paper, we trace

three groups of researchers who dealt with learning in real classrooms based on their

own cognitive studies in 1970s through 1980s. Their trajectories demonstrate the learn-

ing sciences as a natural outgrowth of cognitive science as well as a good test field of

learning in reality. In the latter part, we discuss current moves of the learning sciences,

and identify three issues: (1) how to change and realize our visions of “learning goals,”

(2) how to use technology in order to keep records of learning, and (3) how to help

everybody make the new version of “learning sciences” as a core common science of all.

As an example to deal with the issues simultaneously, we introduce teacher-researcher-

government partnerships that create knowledge constructive classrooms, from which

every participant can learn to revise her or his vision of goals and learning.

Keywords: Learning Sciences（学習科学）, sciences of practice（実践学）, working for-

ward to discover new goals（発展的達成）, transformative assessment（変革的評価）

1. はじめに

本論文では，2000年頃1)までの学習科学 (Learn-

ing Sciences) の誕生と発展の流れを解説し，
その後の動向を「新展開」として紹介するこ
とを通して，学習科学と認知科学の互恵的な
発展の可能性を模索する．
認知科学は，20 世紀後半，「心の働きの理論化」
を目指して進められてきた様々な取組みを総合して

New Developments of the Learning Sciences: Turn-
ing Sciences of Learning into Practice, by Hajime
Shirouzu (Department for Elementary and Secondary
Education Research, National Institute for Educa-
tional Policy Research), Naomi Miyake (Center for

Research and Development of Higher Education, The
University of Tokyo), and Hiroyuki Masukawa (Grad-
uate School of Education, Shizuoka University).

1) 2000年頃を区切りとしたのは，それまでの研究成果が米
国学術会議 (NRC)の答申本である “How People Learn”
(Bransford, Brown & Cocking, 1999, 以下 HPL) にま
とめられ，2002 年に国際的な学会組織 (International
Society of Learning Sciences) が設立されるなど，学習
科学が一つの研究領域として打ち立てられた時期だと考
えられるからである．

「人が生活するリアリティの中で実際に役立つ科学」
として再構築する試みとして立ち上がった．学習科
学も同様に，「学びや教えの理論化」を目指して進
められてきた取組みを総合・再構築して「人を日常
の学びの中で今より賢くするために実際に役立つ
科学」として立ち上がった．両者とも実験室実験や
One size fits all 的な疑似「理論」化を避け，人の
日常的な営みの質向上を目指そうとしたという意味
で「実践」の学を新しく打ち立てることを目指して
いた．この小論では，認知科学を支えた様々な先駆
的発見が学習科学のスピンアウトをどう方向付けた
か，学習科学の「実践学」化は今国際的に見てどの
ような方向にゆきつつあり，そこからどんな課題や
具体的な取組みが見えるかを解説したい．

2. 学習科学を再考する

「認知科学」で初めて学習科学が特集された号の
紹介論文で，第二著者と第一著者は「学習科学とは
よりよい教育を実現したいという社会的要請を背
景にして，これまでの認知過程の研究に基づき，現
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実の人の学習，例えば学校教育の中での子供たちの
学習を研究し，現代のテクノロジを駆使して実効性
のある教育のシステムを教育実践の中で作り上げよ
うという研究動向」と定義した (三宅・三宅・白水,

2002)．それから 10 年以上が経った．その間に学
習科学「会」は成熟もし，同時に初期の活発さ，奔
放さを失ってきたともいえる．そうした動きの中で
今この定義を見直してみると，以下の三点が次の課
題としてはっきりしてきたといえるだろう．いずれ
も，学会設立当初から学習実践のための「学」を新
たに作り出すことを目指そうとした「実践」の繰り
返しの中から生まれてきた課題である．
一つ目の課題は，現場でこれまで以上に質の高い
学びを引き出すために，「学びのゴール」を一定の
ところに設定するというこれまで普遍的だった考え
方自体を否定し，「ゴールとは，そこに近づいたら
次のゴールが探せるもの」と考えるべきだとする見
方を実践の中で実現すること，二つ目の課題はそう
いった実践を現行の教員と授業という組み合わせの
中で実現するために，テクノロジの役割を「学びの
支援に無くてはならないもの」として捉え直し，実
践的な活用例を検討してよりよいテクノロジを開
発することである．それらを受けて最後の課題は，
学習科学自体を「学びに関わる全ての人々が自ら作
り出し続けてゆかなくてはならないもの」として意
識できるような実践学を確立することである．これ
ら三つの課題，特に三つ目の課題が他の二つの課題
を取り込んで実社会で広く「普通のこと」として受
け入れられるようになると，教育学，教育心理学，
教育工学などの名で現在呼ばれているものがそれぞ
れの過去を背負った形で変質してゆくだろう．この
解説は，学習科学が今後どう実践の「学」を新たに
打ち立ててゆけるか，特に認知科学界にとってどう
発展してゆくことが望ましいかを提案する小論でも
ある．
以下，ここで挙げた課題が生まれた背景と経緯を
簡単に紹介しよう．まず一点目に挙げたのは，学び
のゴールを「到達したらその先の『次のゴール』を
生むための中継点」に置く学びをどう設計し実践し
て効果を検証するか，という課題である．小論では
この型のゴールを「発展的達成型」ゴール2)と呼ん
でおく．そこでは「ここまでできれば合格」という
「目標達成型」のゴールを設定しない．このゴール
を設定すると，学習者が次のゴールを自分で見つけ

る「学びの主体性」が損なわれ，学んだはずのこと
が長続きしないだけでなく，「学び方を学ぶ」のが難
しいことがわかってきたからである (Scardamalia

et al., 2012)．この動きが「教育の多様性」や「教
育リソースのオープン化」を生む基盤を作った. こ
れらの動きは金成 (2014)，梅田・飯吉 (2010)など
に紹介されているが，興味深いのはこれらの紹介が
ほぼ全て「目標達成型」ゴールの充足を学びのゴー
ルの主眼に据えた記述として読める点である．ゴー
ル概念を「目標達成型」から「発展的達成型」に変
えること自体がかなり困難なことなのだろう．その
実践と効果の測定までが，実践学としての学習科学
の課題である．
この課題に取り組む手段として，学習過程をこれ

までより個別，詳細かつ長期に亘り記録し，分析可
能な形に編集し，実際に多視点から分析して次の学
びの設計支援に役立てることが必要になる3)．そこ
にテクノロジが具体的にどう使えるかが，第二の課
題になる．Learning Analyticsといった名で呼ばれ
る学習プロセスの分析そのものに焦点化した書籍の
刊行 (Suthers et al., 2013) に見るように，学習プ
ロセスの分析結果を学習支援に結びつけようとする
試みが始まっている．
最後の課題は，「現実の人の学習」を「一人ひと

りの学習者が，自分をより賢くするためにこれから
創り出すもの」としてデザインできるようにし，そ
の実践からどういう「学」が成り立つかを検証して
ゆくことである．近年改めて，学習科学が教育行政
と連携し，研究者と現場教員，教材や学習環境のデ
ザイナー，教育行政関係者，産業界などの対話の中
で新しい授業の形や評価手法，カリキュラムスタン
ダード等を創り出そうとする試みが現実化し始めて
いる．それは，2002年に国際学習科学会を作る下
地になった実践的な試みが，本格的に行政を巻き込
んで，社会の中に新しいフィールドを作り，そこで
「人の学びの成果」の質を上げ続け，大規模な実践
学に発展させようとする意志の表れだとも受け止

2) 筆者らはこれを「前向き」ゴールなどの名称で紹介し
てきた．今後また呼称が変わるかも知れないことをお断
わりしておきたい．また「前向き」という言い方を読者
に伝わり易い呼称に変えた方がよいという査読者の指摘
に感謝する．
3) Bereiter (2002)も述べるように，私たちは，学びの詳
細な過程を個別に検討することなく，科学を「理論」とし
て打ち立てようとしてきた面がある．そのことが「理論」
から「実践」への転換を難しくしてきた．
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められる．その実践を検証しそこから新しい学習の
「学」を作り上げるために，「発展的達成型」ゴール
という考え方が必要になってきたともいえるだろう．
以下，3 節では，学習科学者の研究史を追って，
学習という高次認知過程の研究がなぜそのような研
究展開を要請し，認知科学がなぜその展開を可能に
したのかを検討する．さらに 4節で，学習科学の最
近の動向を紹介し，認知科学にどのような新しい研
究を可能にするのかについて検討したい．

3. 学習科学の誕生と発展

ここでは，1970 年代から 2000 年頃までの間に
認知科学から学習科学へと研究を展開した研究者を
対象に，『発展的達成 (あるいは発展的到達点)』を
ゴールとした実践が以前からあり，それを一部の研
究者が支援しつつ学びについての新しい研究分野を
拓こうとしてきた姿を紹介したい．
認知科学，人工知能，あるいは認知・発達・教育
心理学から学習科学へと展開した研究者は多いが，
常に実践を視野に入れ実践からのフィードバックを
データとして自ら新しい研究の形を探ってきたと言
える人たちの数は限られる．その中からここでは，
記憶や文章読解を中心にメタ認知研究を先導した
Brown，文章記憶や意味理解，問題解決研究を主導
したBransford，作文研究を先導した Scardamalia

とBereiterの足跡を追い，共通する特徴を同定する．
彼らは認知科学が提供する「人の思考や問題解決に
ついて，人は無限に賢くなることができる」とする
発展的な見方を基礎として，その見方を学習実践の
中で具体化し強化・拡張しようとした．したがって，
この 3組の研究史を追うことにより，時代の変遷や
学問分野の発展と共に，3組が分野の影響を受けな
がら―支援と制限の両面性がある点で「制約」(三
宅・波多野, 1991)されながら―学習研究を展開し，
教室現場での実践から新しい「学」を切り拓き自ら
牽引するようになった過程が見えてくるだろう．

3.1 Ann Brown: メタ認知研究から FCLプ
ロジェクトへ

Ann Brownは，1970年代に，幼児や発達遅滞児
に健常な大人が使うような記憶方略を教え，徹底的
ともいえる訓練を行って成績を上げた研究を通して，
メタ記憶・メタ認知を広く世に知らしめた (Brown,

1978)．しかし，後になって一連の研究を振り返り，

「子供は記憶方略をその場でなら使えて，より多く
ものを覚えられるようになるが，実験室を出ると，
方略を保持できず自発的に使うことも少ない」とま
とめている (Brown, 1992)．

1980年代に入ると，Brownは Vygotskyの最近
接発達領域の考え方にも影響を受けながら，文章の
読み方を，そのモニタリングの仕方と共に獲得でき
る「相互教授法 (reciprocal teaching)」(Palinscar

& Brown, 1984)を開発・実践した．さらに，その
手法をジグソー学習法 (Aronson, 1978)等と共に組
み込んだ “Fostering Community of Learners (学
習者コミュニティを育成する; 以下 FCL)” プロジェ
クト (Brown, 1992, 1997; Brown & Campione,

1994)という大型の教育実践プロジェクトを展開し
た．学習科学誕生の一つの契機である．
授業内容や成果の詳細は三宅・白水 (2003)等に

譲るが，FCLプロジェクトを通して子供たちは，読
み書きやコンピュータ・リテラシーを身に付け，活
用できる科学知識を獲得し，科学とはどういう学問
領域なのかという認識論を形成した．グループで取
り組む発展課題が「平原からエサとする動物がいな
くなったら，チータは絶滅するか．赤ちゃんのチー
タはどうか」，「砂漠や，ある惑星の環境に適応する
動物をデザインする」などだったことからわかるよ
うに，学習のゴール自体が特定の用語の理解や規定
問題への解を得ることよりも，子供たち一人ひとり
が自発的に次に学びたいことを見つけ出せることを
重視する発展的達成型のものだった．また，子供た
ちは，自分たちがうまく読めていないと思ったとき
には相互教授法を自発的に用いるようにもなった．
実験室で「実験者を喜ばせるため」だけに覚えた記
憶方略を自分で使わなかったことに比べると，教室
で仲間と共に，効果を実感しながら身に付けた読解
方略は，その後も使い続けるスキルとして獲得され
ていたことが示唆される (Brown, 1992)．

Brownの発達段階に対する「発展的達成型」の見
方には，心理学や認知科学の先行研究との関わりが
見えてくる．Brownは，通常，中学校あるいは小学
校高学年で扱われるコンテンツについて，実践を繰
り返し洗練させることで小学校低学年生でも十分学
べることを示した (Brown, 1997)．晩年には，実験
室と教室を往還しながら，実験室で見られる「年齢
による違い」がその年齢によって標準的に蓄積され
る知識や経験量に拠ることも示している．だから，
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経験が違えば，想定された段階以上の内容を学ぶこ
ともできる．つまり，子供がどこまで潜在的に学ぶ
力を使って，年齢によって頭打ちにならずにチャレ
ンジングなことを学べるものかを示すために，教育
実践を展開したといえる．
認知科学の発展の歴史を振り返ってみると，こ
うした実践の下地として，領域固有な知識の構造
化が幼少時の知的推論を可能にすることを示した
Chi (1978) などの研究があり，さらにはこの「領
域における経験的な知識の構造化」という見方自体
が，Miller, Galanter & Pribram (1960)に端を発
し Newell & Simon (1972)，Lindsay & Norman

(1977) の情報処理的アプローチにつながる知識観
に支えられている．その点で，大きくは行動主義か
ら認知主義へという人間の知に対する見方の転換に
支えられ，その認知メカニズムを同定して現実に人
が生きる日常生活の中で人の知力を引き出して駆動
させられるかを問題にしたところから，学習科学が
生まれてきたといえよう．

3.2 John Bransford: 問題解決研究から
Jasperプロジェクトへ

Bransford は 1970–80 年代の彼の著名な文章理
解・意味記憶研究に比べ，それ程知られてはいない
が，日常的な問題解決に大きな関心を持っていた．
例えばBransford & Stein (1984)では，日常生活で
使える問題解決方略として“Identify problems and

opportunities” “Define goals” “Explore possible

approaches” “Anticipate outcomes and Act on a

plan” “Look back and Learn”という 5 つを抽出
し，頭文字を取って “IDEAL” problem solver と
名付け，一般読者向けの啓蒙書を書いている．問題
解決に Iの問題発見を含めた点で，解決者主体の，
まさに動的で「発展的達成」型のモデルだったとい
える．日常での問題解決は，解決者本人が問題を
認めない限り始まらない．しかし，常に「問題を見
つけて解こう」とする人はあまりいない．だから人
は，生活の中で日々潜在的に賢くなれるチャンスが
あるのに十分活用していない，と Bransford らは
考えた．
このモデルは使えれば強力だったが，領域知識の
少ない初学者にとっては聞いてすぐ使えるもので
はなかった．それゆえ，Bransfordらは，初学者が
IDEALのサイクルを自然に回せるような文脈を学

校教育の中に探し求めた (CTGV, 1997)．その成
果が，1990年代に彼が中心となって開発・実践し
た The Jasper Project (CTGV, 1997)である．そ
れは，教育が難しい学校の小中学生を対象に，ドラ
マ仕立てのビデオ教材を多用して，算数・数学の問
題解決能力を育成するプロジェクトだった．ジャス
パー・ウッドベリーという主人公らが遭遇するドラ
マ中の困難を解決するために，速度計算や確率，代
数，幾何が必要となる 12の話が用意され，子供た
ちはその話を見ながら「傷ついたワシを救うための
最短移動経路を求める」といった課題を共有した上
で，それを具体的にどういう問題―誰がどのような
経路をどのような手段で移動するか―として解くか
を相談する (課題やカリキュラムの詳細は CGTV,

1997; 三宅・白水, 2003にある)．ビデオに埋め込ま
れた情報は，自分たちの立てた問題を解くデータと
して使えると共に，そもそも設定した問題が解決可
能か不能かを決める「制約」としても働く．それに
よって何度も問題を定義し解き直して IDEALのサ
イクルを回すことになる．協調学習で行うことで，
多様なサイクルの回し方も見比べられる．
プロジェクトの学習成果は，速度や比などの概

念や技能の習得，文章題の解決など「目標達成型」
ゴールの達成度だけでなく，複雑な問題の高次なプ
ランニング，算数の有用性の認識や複雑な問題解決
への自信・意欲など「発展的達成型」ゴールへの接
近度にも現れた (成果は Bruer, 1993; 今井・岡田・
野島, 2012 に詳しい)．後者の成果が出たのは，解
が一通りには決まっておらず，個人やグループごと
に独自の解を出すことが許容されていた課題設定の
ユニークさにあるだろう．このことは，「目標達成
型」で考えている教師には，課題を見ただけでは推
測され難いので，普及のために配布されたDVDに
は，経験した教員の「生の声」として，解が多様で
あってよいことが解説されている．さらに，解き方
も多様にあり得た．大人が Jasper課題を解いてい
るところを見た小学生の中には，「自分たちは問題の
解き方を考えてから情報を探しにゆくけれど，大学
生は最初から何が大事そうか気付いているらしい．
あれは賢いから見習うべきだ」という発言も出たと
いう (Bransford, 1999)．
確かに私たち大人は，プロとして働いている場面

では，問題がまだ形を成していなかったり，他者か
ら明確に与えられたりせずとも，「問題になりそうな
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こと」への直感を持ち，その準備を始めることがあ
る．さらに，問題を見つけてから解くのではなく，
自分ができることや得意な解法へと引き寄せた形で
問題を作ることすらある (Simon & Simon, 1978;

Suchman, 1991)．そのような視点でBransfordの
研究史を見ると，問題解決の認知研究をベースとし
ながら，それをさらに拡張する形で，「問題発見と
解決はインタラクティブに『発展的達成型』に進ん
でいく」ことや，だからこそ「解は一つではなく，
個々人が作り上げる」ことを教員，子供双方に体験
してもらおうとしていたと見ることもできるだろう．

3.3 Scardamalia & Bereiter: 作文研究か
ら知識構築プロジェクトへ

Scardamalia & Bereiter (1987)は，作文の書き
方に「知っていることを書き出す」知識伝達 (knowl-

edge telling)型と「書きながら自分の知識を作り変
える」知識変容 (knowledge transformation) 型が
あることを示した．その上で，初学者が知識変容型
の書き方をできるように，変容型の書き手が使うよ
うな「書き出し」を複数カードにして子供に選ばせ
る「手続きファシリテーション法」を実践した．し
かし，この方法では，作文はより説得文や意見文ら
しくなったものの，文章全体の一貫性など，教授し
た以外の側面は却って成績が落ちた (Scardamalia,

Bereiter & Steinbach, 1984)．校正のやり方を教え
た実験でも，子供たちは「導入文や結論をつける」
「追加説明を入れる」「欠けている情報を補う」など
の改善ができるようになったが，詳しく見ると，同
じことを違う言い方で言う程度の「付加」であり，
知識や考えの変容を伴っていなかった．
そこで，Scardamalia らが「知識を作り変える
こと」自体を学習のゴールの前面に出した学習環
境が，1983年に構築した CSILE (Computer Sup-

ported Intentional Learning Environment: コン
ピュータに支援された意図的学習環境)であり，そ
れをさらに多機能化して 1988年から運用を開始し
た Knowledge Forum (以下 KF)であった．

CSILE の名称の中程にある IL (Intentional

Learning) の意図的学習とは，子供自らが獲得し
たい知識や能力を見つけて長期間にわたって追求す
る学びを指す．つまり，教師の定めた目標に満足す
るだけではない学習である．Bereiterらがこうした
構成概念を提唱した基には，作文から発展した熟達

研究があった．チェスや数学，物理などの知的ゲー
ムでは，熟達者ほど初心者より少ない認知的労力で
流暢に素早く課題を実行するが，作文や読み，歴史
的な資料の検討など他の領域では，熟達者ほど初心
者より多くの労力や時間をかけることも珍しくな
い．この矛盾を解消するため，Bereiterらは，医学
や音楽，プログラミングの学習などの不良定義問題
における熟達研究を行った．その結果，熟達者は，
仕事に慣れて自動化してくると，その余った認知リ
ソースをより高次なレベルの複雑な課題に挑戦する
ことに振り分けやすいことが示唆された (Bereiter

& Scardamalia, 1993)．子供が学校での学びをこ
のような「漸進的な問題解決」に変えることができ
れば，学習スキルや方略を「目標達成型」で学ぶ自
己調整学習を超えた意図的学習が可能になる．

Bereiter は，Engelmann や Bruner と共に，セ
サミ・ストリートという番組も生んだ米国のHead

start project に関わった一人でもある．このプロ
ジェクトは，中流白人家庭と貧困黒人家庭の間で，
物事の説明の仕方や本，玩具の存在などの文化的環
境が違っており，その違いが就学後の躓きをもたら
しているという詳細な観察結果に基づいていた．そ
こで，就学前に子供が家庭で触れられるテレビ番組
などのメディアを変え，親の意識を変え，その子供
への接し方も変えて，知的発達に望ましい環境を創
ろうとした．知識の構造化の源泉が文化にあるとす
る認知科学的なものの見方だったといえる．

Bereiter が Scardamalia と教室で実現しようと
したのが，知識を内的なものとしてではなく，実体
のある「もの」と見て，書くことや話すことを通し
て作りかえる「知識構築」文化であった．そのため
の知識構築 (Knowledge Building; 以下 KB) プロ
ジェクトでは，クラスの全員が共有した問題につい
てネットワーク上の電子掲示板 CSILEや KFを用
いて作文しながら考えを深める．先述の「書き出
し」もシステム上で活用できる．それらを用いた実
践から，小学生が「カイメンに生殖を含めて再生方
法が三つもあるのはなぜか」という疑問を基に進化
について学んだ例や，「シェークスピアの時代に夜
に上演されていた劇が月明かりで見えたのか」とい
う疑問から光について学んだ例，歴史の時間に「中
世の城の敵からの防衛方法」について調べたところ
から，KF上にあったシミュレイタを使って城壁や
跳ね橋，吊り鉄格子などがどの程度の荷重に耐える
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のか確かめた歴史と物理の融合授業など，数多くの
事例が生まれた (Scardamalia & Bereiter, 1996)．
その成果は，言語スキル，作文の量・質両方の向
上，教科の内容理解や科学的な概念変化，協調的な
問題解決や探究スキル，知識構築についての認識
論，自発的にKFなどのシステムを使って学年以上
の内容を学ぶ力等に現れた．中でも，Scardamalia

らが重視する成果が，教科書の内容や教師の期待を
超えた疑問の生成である．Bereiter (2002) は，感
染について学んだ小学生の事例を示している．

　エイズについて学ぶ子供たちが「エイズは蚊によっ
て伝染しない」という情報に出会った．彼らはこれ
が信じられなかった．皮下注射針でエイズが伝染す
るなら，なぜ「飛んでいる注射針＝蚊」で伝染しな
いのか．子供たちは地域のエイズホットラインに電
話して質問し，「蚊は自分自身がマラリアにかかるの
でマラリアを人にうつすが，エイズにはかからない
のでうつさない」と教えてもらった．この回答に満
足した子供もいたが，「注射針だって自分は感染しな
いのにエイズをうつす．どうして同じことが蚊につ
いて言えないのか」と満足しない子供もいた．その
後，この疑問について図書館で調べたり他の専門家
に尋ねたりしたが，満足する説明は得られなかった．

Bereiterは，この事例について一番評価できるの
は，子供たちが感染学に関して得た知識でも，批判
的な思考スキルでもなく，大人がすぐには答えられ
ないような疑問を持ったことだという．確かに，こ
のような解けない疑問を持った子供は，自分たちの
今日の理解を乗り越え，明日も新しいことを学び続
ける学習のコースに乗っているといえよう．このよ
うなものが「発展的達成型」ゴールを追う実践活動
の典型例である．

3.4 共通点から得られる示唆
以上 3 組の研究史から，学習科学の初期の研究
展開をまとめてみたい．まず，1970年代から 1980

年代半ばに掛けては，実験室実験の知見を基に，読
解や問題解決，作文などの認知プロセスを同定し，
それらをステップに分けて初心者に教える研究が多
かった．しかし，状況論や日常的認知研究の影響が
強まった 1980年代半ば頃から 90年代に掛けて，よ
り十全な効果を求めて，教育現場での介入実験や学
習支援プロジェクトを手掛け始めた．これが学習科
学の誕生につながり，教科内容の深い理解など豊か
な学習の文脈の中で，協調的な問題解決経験を長期

間繰り返すことで，転移可能な概念や高次スキルが
獲得され，「発展的達成」の可能性を具現化する実
践例が生まれ始めた．それらの共通点から学習科学
の特徴を抽出しておこう．

• 知的に追究する価値のある「課題」を設定し，
それを解決するために，学習者が読んだり問題
を解いたり作文したりする文脈を創り，テクノ
ロジも含めた学習環境全体をデザインする．

• 認知的な方略の教授・訓練の代わりに教科等の
内容に主眼を置き，学習素材を実験でよくある
断片的なものではなく，統合的で連続的なもの
にすることによって，「概念」の深い理解や活用
できる知識の獲得を主たる教育目標にする．

• その上で，協調的な学習経験から科学や問題解
決，知識構築といった学問領域や認知過程に対
する認識論の形成も一定程度可能になる．

• 先端的な一部の実践研究が「デザイン実験」
(Brown, 1992; Collins, 1992) と呼ばれるア
クション・リサーチの繰り返し (統制群を設け
ずに，各時点で最善の結果を狙った実践を繰り
返し行う研究手法)でなされるようになったた
め，そこでは必然的に「これまでの成果の乗
り越え」が目指され，子供の潜在的な力をどれ
だけ引き出せるかが，より切実な研究課題と
なった．

• そこから，子供の潜在的な力やできることを見
つけて教育のゴールを再設定し，力を十全に発
揮させつつ育成する「発展的達成型」の教育実
践が可能だということが少しずつ認知され始
め，研究者集団だけでなく，実社会や行政機関
の一部から関心が寄せられるようになった．

3.5 相違点から得られる示唆
3組の相違点については，教育内容や学習活動に

対する「制約」の程度に違いがある．例えば，Jasper

プロジェクトでは内容がパッケージ化されており，
教員はとりあえず，そのプロジェクトを試してみる
ことができた．だからこそ Bransford らの手を離
れて広く教育現場に共有され，そこから，香港と米
国の子供が同じ問題を解いて解法を交換する異文化
交流が行われるなどの新しい試みも生む契機となっ
た．Brownの相互教授法や FCLプロジェクトの学
習活動は，「型」が決まっていたために，現場に広が
りやすかった面があった．前者は特に「読めない」
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児童生徒の支援に好んで使われた (Brown, 1992)．
反面，KBプロジェクトは，高い教育理念と，ツー
ルとして明確な制約を持つ掲示板システムが提供さ
れるが，そこで扱う内容や展開する学習活動は各教
育現場の裁量に任される．それゆえ，各学校やそれ
を取り巻く社会の「反知識構築的」で「目標達成型」
の文化も絡んで，期待通りの成果を挙げなかった例
も多い．そこで，プロジェクトに携わる教員や研究
者が一年に一回各国 (現在 21 か国で実践されてい
る)から集まり “IKIT”4)という研究会で意見交換
しながら教育の質向上を図る試みもなされている．

Bransfordにせよ，Brownにせよ，Scardamalia

と Bereiter にせよ，教育現場に伝えたいのは，教
材や授業の型，システムではなく，その背後にある
学習についての考え方だろう．教材などの具体物を
通して，考え方を共有し，教育現場に自力で学びの
理論を再構築してもらうのが，実践の本質的な目的
だろう．その目的のために「この形で教育した方が
よい」という教材や型などの制約が明確にあった方
がよいのか否かは，極めて興味深い課題である．
例えば，一面的に考えると Jasperプロジェクト
の制約の強さは短期的な成功を保障する反面，教員
に考えることを促さないが，KBプロジェクトの自
由度はそれを促し理念の理解を深めると予想でき
る．しかし，実態はより複雑なものらしい．Jasper

プロジェクトの「パッケージ」は，教科内容やスキ
ルに関する「目標達成型」の学びを現場に根付か
せる大きな力を持っていたにも関わらず，現在ほと
んど使われていない．その理由をプロジェクトメン
バーに聞くと「ビデオの内容が古くなったから」だ
という．この回答を表面通りに受け取ると「型」の
持つ弱点に見えないこともないが，実際 Jasperプ
ロジェクトが衰退していった理由は，その背後にあ
る学習観の新規性が高すぎて，現場には受け入れら
れ難かったからかも知れない．KBプロジェクトは，
その自由度から逆に，香港や上海で学習「目標達成
型」の授業モデルとして実践されている．その姿が
Scardamaliaらの当初予想したものと違っていたと
しても，一つの型が現場の授業文化と融合されて創
出されたと考えられる．FCLプロジェクトが 2000

年以降特に大きな発展を見せなくなった理由は推測
するしかないが，授業実践から得られるデータを検
討し次にもう一段質の高い実践のアイデアを産み出

4) http://ikit.org/

してゆく核としての Brown が事業半ばで突然亡く
なったことの影響が大きかったのかもしれない．こ
のような「制約」の可能性―古くから「守破離」と
呼ばれる，制約に触れることがその先の改変や原理
の理解を可能にするのか―を検討するのは，すぐれ
て実践的な認知科学の課題になるだろう．

4. 学習科学の新展開

2002年，学習科学の国際学会組織の設立がアナ
ウンスされたのと同じ学会の閉会式で，Bereiterは，
数学の学習研究やその状況論的発展で有名なGreeno

の後に登場し，次の論旨を展開した．

　 Greeno は「パスツールが現実の公衆衛生問題に
対して厳密な科学的手法を持ち込んで根本的な解を
示したのと同じように，いま学習を巡る問題に対し
て根本的な解の提案が求められている」と述べたが，
一般市民が「学習の問題」として思い浮かべるのは，
「新聞が読めない」「計算ができない」「作文が書けな
い」など若い人に対する欠損指摘であり，学習がう
まくいったときに人がどれほど賢くなれるものかと
いう究極の「解」をイメージした上での「問題」で
はない．
　ワインの防腐やカイコ病の蔓延阻止などの公衆衛
生問題が市民にもわかりやすく，その解決が社会的
価値に直結するものだったのに対し，学習の問題は，
その解も含めて，何が求められるのかがはっきりし
ない．そのため，市民の「漠然とした関心」が成熟
した社会的な動きとならない．だから，学習科学は，
「人がここまで学べるものだ」という，これまで誰も
見たことのないような学習の事実をまずは打ち立て
るべきだ．

Bereiterにとっての学習科学は，未知のゴールを
創り上げようとする点で，この当時から「発展的達
成型」の学問領域だったといえる．本節では，この
宣言の後，2000年頃以降の国内外の学習科学研究
動向から，未来のゴールの達成を目指した動きと今
後の課題を検討しよう．

4.1 全般的な動向
学習科学が誕生した北米を中心に，この 10年超

の動向を概括すると，その一つの特徴は，学習実
践プロジェクトの大規模化にある．「実のある」実
践が明確に求められるようになってきた，ともい
える．例えば，米国科学財団 (NSF)は，2003年か
ら Science of Learning Centers5)を設立し 10年に
亘って学習科学研究を支援している．そのテーマ
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は「科学の学習とテクノロジ」「インフォーマルと
フォーマル学習」「空間と学習」「時間と学習」「学
習と可視化」など，従来のプロジェクトを再編して
より高次なテーマで融合したものである．その一
つ，LIFE (Learning in Informal and Formal En-

vironments)センターには，日常の問題解決を扱っ
た Bransford や，彼の共同研究者で新しい評価理
論と手法を提案するDaniel Schwartz (Schwartz &

Arena, 2004; Schwartz & Martin, 2004)，理科教
育のWISEプロジェクトから家庭での理科教育に
飛躍した Philip Bellらが集結し，学校教育を超え
た，非公式環境も含めた学びの在り方を検討してい
る．センターを担当するNSFのディレクタの当初
の狙いは，学習理論を精密かつ抽象度高く作り上げ
ることだったが，それでは学びのゴールが固定化し
てしまうために，現在は実践と結び付いた学習研究
を奨励している (Lim, 2009)．
もう一つの特徴は，学習科学が教育行政から支援
を受けるだけでなく，その成果を生かして，行政側
と緊密な連携を図り始めている点にある．一例が，
米国の州共同体の科学教育スタンダード作成への
貢献である．2012 年に Framework for K-12 Sci-

ence Educationが出され，それに従って 2013年に
発表された科学教育スタンダード “Next Genera-

tion Science Standards (以下 NGSS)”6)が現場に
求めた「学びのゴール」は，「人が潜在的に持つ学習
能力の伸張」を促し，人の知性を今より高いところ
に持ってゆこうとする「発展的達成型」のものだっ
た．その源泉は Brownと Bransfordが共編著者を
務めた先述のHPLにあり，その後の NRCの一連
の答申本，評価 (Pelligrino, Chudowsky & Glaser,

2001)，生徒の学習 (Donovan & Bransford, 2005)，
科学の学習 (Duschl et al., 2007)，インフォーマル
学習 (Bell et al., 2009) に関するレビューにある．

NGSSは，5歳から高校 3年生までの子供が科学
について「できるようになっておくべきこと」のリ
ストで示されたミニマムスタンダードである．リス
ト内容を，コンテンツ (教科内容)と領域横断概念
とプラクティス (理学・工学分野における実践)のマ
トリックスで記述した点が特徴的である．加えて，
コンテンツに含まれる120個のコア・アイデア一つ
ひとつについて子供の概念変化・発達研究を基盤と

5) https://www.nsf.gov/funding/pgm summ.

jsp?pims id=5567

6) http://www.nextgenscience.org/

した学びの軌跡 Learning Progressions (山口・出
口, 2011 によい紹介がある) を想定した点，「エネ
ルギーと物質」や「構造と機能」などの領域横断概
念を学習目標に掲げることで適用範囲の広い概念
の学習を狙った点，「発問する (理学)・問題を定義
する (工学)」「証拠に基づき議論する」などのやり
方・考え方をスキルと呼ばず「プラクティス」と呼
ぶことで社会的実践としての科学の「常識の」学習
を狙った点も特徴である．なお，プラクティスは多
様であってよい上に，プラクティスを「使って」ア
イデアを理解することが重視されているため，評価
は，あくまでコア・アイデアの習得や活用で行う．
スタンダード上でマトリクスを一つの「制約」とし
て例示することが，どのようなアイデアやプラク
ティスの理解・活用を支えるのかの国家規模での検
証が始まっているといえる．
他にも STEM (Science, Technology, Engineer-

ing and Mathematics)を中心に教育を充実させる
ためのテクノロジ活用について，学習と評価，教授
法，インフラ，生産性の 5点を同時に変革するNa-

tional Education Technology Plan7)が 2010年に
提言された．似た動きはシンガポールでの協調学
習や自己管理型学習を主軸とした教育改革を 18年
に亘って推進しようとするMasterplan for ICT in

Education8) (Looi et al., 2011)の他，香港，韓国，
中国，またEU各国でも進められている (Kampylis,

et al., 2013）．
このように見ると，学習科学の先端的な取組みと

して，まずは各教育現場で成果の上がる実践を行い，
行政組織とも連携を保って成果を確認し，さらにそ
の動きをスケール・アップしようとする極めて実践
的な動きが世界各地で起きていると見なすことが
できる．しかし，学習科学が社会的影響を強めるに
連れ，先述の NGSSや後述する ATC21Sプロジェ
クトのように国家・国際規模で教育と評価に関わり
始めることにより，それまで国家規模で信奉されて
きた「学びのゴールを設定して教育・評価する」と
いう考え方との調整や，さらにはそういった考え方
そのものを変革してゆく試みが必要になってきてい
る．いわば，研究者集団の「外」での実践が要請さ
れる．こういった実践に関わることで学習科学が改
めて自らの研究分野としての意義や強みを発見する
ことになるのか，その試金石となり得るプロジェク

7) http://www.ed.gov/technology/netp-2010

8) http://ictconnection.moe.edu.sg/
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トを次に検討しよう．

4.2 21世紀型スキル (ATC21S)プロジェクト
この 10年間にBereiterの述べるような学習に関
する「社会の関心」の変化があったとすれば，それ
は学校教育に求めるゴールについてだろう．知識基
盤社会では，知識の刷新速度が高まると共に，既存
の知識自体はテクノロジで入手し易くなるため，「決
められた量の知識を完全習得レベルまで頭の中に入
れること」がゴールではなくなり，習得の「速さ」
で個人を評価しても仕方がないという認識が広まり
つつある．その代わりに，キー・コンピテンシーや
21世紀型スキルと呼ばれる資質・能力に関心が集ま
り始めている．しかし，もし社会が「目標達成型」
の学習観に縛られているのだとすると，今度は「一
定量の知識」の代わりに「一定のスキル群」の習得
が達成目標となりかねない．つまり，ゴールが変化
したように見えても，「目標達成型」から「発展的達
成型」に変わったわけではなく，前者のまま，単に
中身が変わった可能性がある．

Cisco，Intel，Microsoftの 3社が先導し，国際的
な産官学の協力体制で，知識基盤社会に必要なスキ
ルを同定しその教育と評価方法を開発する「21世紀
型スキルの評価と教育 (Assessment and Teaching

of 21st Century Skills; 以下 ATC21S)」プロジェ
クトは，この問題を考える格好の材料となる．それ
というのも，「21世紀型スキルを評価することで教
育を変えることを狙う」というプロジェクトの内実
が，「21世紀型スキルを【専門家が定義し問題を作っ
て】評価することで教育を変える」のか，それとも
「【現場が】21 世紀型スキルを【定義し】評価する
【過程を専門家が支援する】ことで教育を変える」
のかに分かれ得るからである．第二著者が参加した
2009年 4月の最初の会議で，「21世紀スキルとは何
か」「どう育成したらよいか」という二つの問いへ
の答えは私たち一人ひとりが作り上げてゆくべきも
のだ，ということが宣言されたことからすると，そ
の狙いは後者にあったように見える．その一方で，
プロジェクトは具体的な成果を提供する必要もあり，
Ways of Thinking，Ways of Working，Tools for

Working，Living in the World という四つのカテ
ゴリで，Creativity and innovation，Learning to

learnなど計 10個の 21世紀型スキルを同定し，成
果を白書や書籍 (Griffin, McGaw & Care, 2012)

にまとめた．こうした目標設定は，容易にスキルご
とのトップダウンな教育や評価に転化する．
以下では，目標達成型のスキルの評価例として

PISA2015で実施される協調的問題解決テスト，発
展的達成型のスキルの教育・評価例として白書や書
籍にも含まれている知識構築環境について詳述する．

4.2.1 PISA2015 協調的問題解決 (CPS) テ
スト

ATC21Sプロジェクトは，OECDにも先導され，
「協調的問題解決」「デジタルネットワークでの学び」
の 2 領域をターゲットとして具体的な評価方法を
検討した．成果の一つが，プロジェクトの一部メン
バーが理論的な枠組みや問題作りに関わった PISA

2015（OECDが 3 年に一度実施する 15 歳対象の
国際到達度調査）の協調的問題解決 (Collaborative

Problem Solving)テストである．
このテストは，協調的問題解決能力を「二人以上

のエージェントが解に迫るために必要な理解と努
力を共有し，解に至るために必要な知識とスキル，
労力を出し合うことによって問題を解決しようと試
みるプロセスに効果的に従事できる能力」(OECD,

2013, p.6)と定義した上で，それをさらに「共通理
解の構築・維持」「問題解決に対する適切な行動」
「チーム組織の構築・維持」という三つの下位能力
に分解し，既に PISA2012から実施されている「問
題解決」の四つの下位プロセス（「問題の探索と理
解」「問題の表象や定式化」「プランと実行」「モニ
ターと振り返り」）と掛け合わせて，12の具体的ス
キルに落とし込んだ．受験者はPC上のエージェン
ト相手に 15～30 分程度で解ける問題に取り組み，
その行動からスキルの習熟度が判定され得点化さ
れる．
公開されているサンプル問題は，エージェントと

チャットを行いながら，よりよい選択肢を選んで魚に
とってよい環境の水槽を実現するものである．エー
ジェントは自分と違う変数を持つため，受験者は，相
手の状態を問い合わせたり，相手が誤答を提案した
場合は，それを正して調整したりする必要がある．
認知科学のコミュニティには容易に理解される

だろうが，ここで問題にされている調整能力など
は，協調的な問題解決スキルのごく一部でしかな
い．Bransford や Bereiter らが考えたような問題
を解くと同時に次の問題が見える協調的な過程は，
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範疇外である．これは基盤となる協調過程に関する
認知モデルのためでもあるが，全世界一律に短時間
で実行可能なテストを，一つの正解に照らして測定
し易い形で行わなければならないという制限によ
る面も否めない．しかし，こうした問題が世に出る
と，教育現場は制限を知らずに，標準テストに教育
目標を合わせ，その達成のために教育を組織する恐
れがある．そこからは，子供に潜在する協調的な能
力を引き出すような発展的達成型のゴール設定は生
まれ難いし，その教育と評価から現場が学ぶ機会も
得られ難い．

4.2.2 「発展的達成型」の知識構築環境アプ
ローチ

上記に対して，テクノロジも用いて発展的達成
型のゴールを設定・実現できるようなアプロー
チが，Bransford と Scardamalia が共著者である
ATC21S白書の「教育」に関わる章 (Scardamalia

et al., 2012)に書かれている．「目標達成型」と「発
展的達成型」と呼んできた二つのアプローチが「学
習目標から逆算する後ろ向きアプローチ (working

backward from goals)」と「新しいコンピテンシー
の創発 (emergence of new competencies) を目指
した前向きアプローチ」と呼ばれ，次の通り紹介さ
れている．

• 後ろ向きアプローチ：明確に定義された教育の
大目標から逆算して，そこに向かうための下位
目標を設定し，発達段階などに応じて学年ごと
に割り振る．教育現場は，設定された目標から
見て，子供のレベルの不足を把握し，差を埋め
るよう教育する．

• 前向きアプローチ：既存の教育目標に対し，子
供の「今できること」，「わかること」を出発点
に，教育現場がよりよい指導方法を探し，必要
な場合は目標自体も随時修正する．子供が目標
を超えて学ぶ姿を見せれば，それに合わせて目
標を高く設定し直すことも行う．

例えば，「理論構築 (theory building)」は，創造
的な知的作業の核となるが，米国では，高校生まで
は難しい目標だと考えられ，まずは，その下位目標
となる「仮説検証 (hypothesis testing)」と「条件
制御 (control of variables)」から学習を始めるべ
きだとする考え方があった．つまり，「基礎となる

科学的な下位スキルからしっかり訓練して身に付
けないと，理論構築や探究活動もできない」という
考え方である．しかし，たとえ，小学校の低学年生
(Scardamalia & Bereiter, 2013)や就学前児 (本吉,

1979)であっても，適切な支援のもとで，自分たち
の活動目的を共有し，自分たちが主体となってデー
タを集め，それらをまとめて理論化する探究過程に
従事できると，理論構築に成功することが明らかに
なってきた．むしろ，仮説検証や条件制御といった
下位スキルに目標を分割して積み上げようとする教
育が，子供を無能に見せていた可能性がある．
実例として，Scardamaliaらの所属するトロント

大学が持つ実験校 Dr. Eric Jackman Institute of

Child Study Laboratory Schoolの実践例を紹介し
よう．この学校は，幼稚園から小学校まで一学年 22

名の小規模校で visible minority（黒人やイヌイッ
ト）を優先的に入学させる関係で，毎年 3割ほど学
習支援が必要な児童がいる．それでも，小学 6年生
時点ではオンタリオ州の統一テストで学校平均が 90

点以上となるなどの基礎学力を保証しながら，児童
たちを知識創造が可能になる活動に挑ませている．
例えば，小学 1年生が「秋になると葉っぱが赤く

なるのはなぜだろう？」と呟いたのを先生が拾い上
げて探究へと展開した授業がある (Scardamalia &

Bereiter, 2013)．子供たちは，問いに対して思いつ
いた答えや調べたこと，話し合ってわかったことを
KFに書き込む．その際，「私の考えでは…」「もっ
と知りたいことは…」「わかってきたことは…」な
どの「書き出し」を選ぶことができるようになって
いる．投稿がある程度たまったところで書き出しの
使用頻度をグラフで見せると，小学 1年生でも「僕
らは『私の考えでは』など自分の考えばかり書き
込んでいるから，もっと証拠を探さないと」等と内
省する．児童のノートは例えば「葉が緑なのは，葉
緑素が根っこから葉っぱに行っているから」という
誤ったものもあるが，こういったノートを互いに繋
げて「積み重ね (build-onという書き出しボタンが
ある)」「鳥瞰する (rise-above)」ことで，もっとも
らしい理由を作っていく．そこに，教師が州のカリ
キュラムスタンダードの内容をノートとして投入す
ると，児童は「『植物の生活をサイクルで考えなく
てはいけない』なんて，これはよいことが書いてあ
る」と自分たちの考えの幅を広げていく．なお，こ
のクラスにトロント大学教育学研究科の大学院生が
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毎日通い，授業や教材準備，子供の対応や教員の支
援を行いながら，学習科学の理論と実践を現場で学
んでいる．
以上のように教員がカリキュラムスタンダードも
睨みながら，子供たちの言動の観察から子供たちが
自分で解決して行けそうな「課題」を切り出し，解
決過程を「書き出し」で足場掛けし，そのフィード
バックも返して，オープンな知識空間でスタンダー
ドそのものも可視化することで，一人ひとりが自
分の考えを作り変える過程に従事させている．そこ
での評価は，システム上の書き出しのように学習の
場に埋め込まれ (embedded)，その使用頻度グラフ
のように学習と最大限同時期にフィードバックされ
(concurrent)，証拠に基づく議論を強化するなど次
の学習活動を舵取りする変革的な (transformative)

評価になっている．
このような授業は日本にも昔からあったかもしれ
ない．実際，シンポジウムで上記の話を聞いた一人
の教員は「日本では明治時代からやっていた気がす
る」とコメントした．それに対して Scardamaliaは
「先生たちが『また来年も私の授業を見に来てくだ
さい．授業も子供たちのパフォーマンスももっとよ
くなります』といってくれるとき，知識創造環境の
中で働いているなと感じる．そこには天井の感覚が
無いの」と答えた．一回限りの成功ではなく，子供
も教師も成長し続け新しいゴールを見つけ続ける姿
が，21世紀型スキル教育の目指す姿の一つだろう．

4.3 CoREFプロジェクト
この 4 節の最後に，1 節に示した課題，そして，
本節の冒頭に示した Bereiter の提言に対して，い
ま日本で進行中の実践型学習科学研究の一つを紹介
したい．第二著者らの研究グループが行っている試
み9)は，以下のような研究活動から構成されている．

1. 学校の授業で，学習者一人ひとりに多様で発展
的な学びのゴールを保証する授業の設計原理を
提示し

2. その原理を実現する「型」による授業実践が可
能なことを示し

3. そこで学ばれる多様性と発展性を評価する手法
をテクノロジも含めて提案することで

4. 現場教員や研究者自身の「学習科学」を作りか
える．

9) http://coref.u-tokyo.ac.jp/

1.の「多様で発展的な学びを保証する授業の設計
原理」は，認知科学における社会的概念変化の理論
―ある個人がもつ考えを，本人が作り上げる経験則
と他者が提供する社会的により広く認められた考え
方との相互作用による概念変化の結果だと見る考え
方― と，建設的な相互作用の理論 (Miyake, 1986)

―共有された問いに二人がそれぞれの視点から解の
生成を試みる対話過程が課題遂行とモニタリングの
役割交代によって原理的に解の抽象度を上げるとす
る考え方― とに基づく．両者は原理的に無限の概
念変化，発展的達成型のゴールを保証する．これら
の知見によれば，建設的相互作用を多人数が参加す
る授業で安定的に引き起こすには

( 1 ) 「問い」が共有されている
( 2 ) 答えを出す視点や考え方が各自異なる
( 3 ) 異なる考えを統合して各自が答えを作る

という設計原理が満たされていることが望ましい．
次に，2.の「設計原理を活用した授業の型」とし

て，教員と連携して「知識構成型ジグソー法」と呼
ぶ型を作成し実践してきた．まず「授業で答えを出
す問い」を設定し，教科書等から答えるのに必要な
部品を 3個程度選んで資料とする．授業では，次の
四つの Stepの活動をこの順で行う．2010年以来こ
の型による実践数は公開されたものだけで 300 を
超える．

Step 1. 各自が問いへの「解」を書き留める（設計
原理 ( 1 )の意識化）

Step 2. グループに分かれ異なる部品の資料を担
当，内容を確認する

Step 3. 各部品担当者一人ずつからなる新グループ
で各資料の内容を交換，統合して各自解を
作る（設計原理 ( 2 )を保証，( 3 )を実現）

Step 4. 解を公開し，再度書き留める

3. の「成果の評価」として，この型に従った授
業実践からは，各学習者について授業前後の解の記
述，活動中の発話などが取得できる．一例として，
進路が多様な高校の 1 年生「地歴」で実践された
「地理 A：都市部の水害」を挙げる．問いは「NHK

センター近くでゲリラ豪雨に遭った．渋谷駅と神宮
前駅のどちらにどんなルートで逃げるか，それはな
ぜか」であり，部品は，「等高線から渋谷駅と神宮
駅付近の断面図を作成する」もの，「渋谷川流域図
と地形図の対応をとる」もの，「渋谷区における過
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去の内水氾濫の実績と地形図との対応をとる」もの
の 3 種である．教師の期待する答えは，「水害時に
は低地帯を避けるため，明治神宮前方面に逃げる」
というものだった．

1年生 37名 12グループから授業前後での解の記
述前と各自の全発話を分析したところ，事後の説明
の質の向上，Step3における異なる考え方の検討や，
独自の考えに基づく多様な「解答の根拠」の表現，
各部品のキーワードを巡る意味の確認など建設的な
相互作用の発現，及び，「渋谷駅はもっと整備すべき
ではないか」などの発展的な問いが認められた．ま
た，授業後の記述解答と対話中のキーワードの出現
を比較したところ，自身が発話していないキーワー
ドの記述，また最終的な記述にたどり着くまでの多
様な考えの揺れが見られた．同様の傾向は，2013

年度に分析した 26授業 214グループの対話の 8割
に認められた．

4. の「学習科学の作りかえ」の例として，上記
の全生徒の全発話にキーワードをカラー表示したエ
クセル表を授業担当教員に見せたところ，授業で感
じていたよりも学習者一人ひとりに多様で発展的な
学びが起きていたことの確認や，発話の中に本来評
価すべきポイントが現れることなどが極めて短時間
に了解された．また，研究者にとってもこれだけの
量の発話データからは，従来，発話音声の大きさや
発話回数から見て協調的な活動が起きにくいと判断
されてきた Step2の活動中にも，「一人が発話しか
けて途切れたところから他者がその文を完成させる
かのように新しい表現を付け加え，それが第三番目
の参加者に更に引き取られて文が完成する」ような
「協調的対話 (collaborative utterances)」がかなり
起きていることが見え，それにより部品資料の内容
が一人ひとりの学習者の固有の表現となって交換に
持ち込まれ，建設的な相互作用に至る経緯が了解し
易くなった．これらのデータから，学習科学がこれ
までも主張してきたように「子供たち一人ひとりが
多様な学び手」であり，「一人ひとりが自ら答えを作
り出す力」を持っており，「対話が一人ひとりの考え
方を変えてゆく」現象が一授業という短い時間の中
でも確かに起き得ることが確認できる．
以上の＜認知科学的な学習理論→理論に強く制約
された授業の型→その授業で起きる学習プロセスの
詳細な評価→それに基づく内省的で現場固有な理論
作り＞のサイクルが，学びの科学をより実践の科学

として作り直し，参加者すべてがよりよい学びにつ
いての判断基準を形成し，自分なりの学びの認知科
学を創っていく契機になるかを今後も検証したい．

5. これからの課題

最後に，2節で挙げた三つの課題を日本の学習科
学の現状に照らして簡単に振り返っておこう．
日本の一般社会が考える「学びのゴール」は，マ

スコミのそれを含めて，今のところまだほとんど
「後ろ向き」のままである．だからこそ，今なら日
本そのものが学びのゴールの変革を引き起こし実
践的に検証する最善の場所の一つだともいえる．そ
の場にどんなテクノロジをどう活用したらよいか
を考え，工夫し，評価するにも日本はかなり条件が
よい．「一人一台タブレット」の時代がもうすぐ来
るし，インターネットからロボットまで，多様なテ
クノロジが手を伸ばせば届くところで使われるの
を待っている．三つ目の，学習科学そのものの変革
は，今まさに「日本的な」課題だろう．日本認知科
学会はこの夏 31回目の大会を迎えるが，日本学習
科学会は，まだ，ない．実践学を再度打ち立てよう
とする機運を生かして，形骸化しない知的なコミュ
ニティやネットワークを創るにはどうしたらよいか
を考える格好の機会だと感じられる．
この国際化の波の中で日本の学習研究者はどう動

いたら「自分の研究がおもしろくなる」のか．あな
たにとって考えて動くべき時はいつだろう？
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