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第 4 部 授業を創り上げる視点 

9 章 協調学習と授業 

 

最近，盛んになりつつある「学習科学」という研究分野では，子どもが学び

の主体となってともに学びあう「協調学習（collaborative learning）」が，

ほぼ常態として用いられている。学習科学は，人の学習や理解の過程を明らか

にする認知科学を基礎として，現場の学びの質を上げながら，実践的な学習理

論を創り上げる研究分野である。その分野で，これほどまでに協調学習が用い

られているということは，協調学習が一人ひとりの学びを深める効果を持つこ

とが理論的にも実践的にも確かめられつつあることを示唆している。そこで，

本章では，その効果を実験的に検証した学習科学の最新の研究動向を整理した

上で，なぜ協調学習が有効なのか，そのメカニズムに立ち戻って検討し，今後

の授業実践に使える協調学習のモデルを提案したい。 

モデルの提案を目指したのには，理由がある。学習科学の研究では，コンピ

ュータなどの支援ツールを豊富に使用し，授業のデザイン・実践も教員とコン

テンツの専門家，システム開発者がチームを組んで行い，評価も「デザイン実

験」という，毎回の実践結果にかんがみてデザインを修正し実践し再評価する

長期にわたる手法で行う。このような支援と評価の大規模なセットがどの教育

現場でもそろえられるとは限らない。そこで，学習科学研究で得られた知見を

凝縮した理論的なモデルを提出し，読み手の現状やニーズにあわせて柔軟に利

用してもらい，各自の「学習理論」の豊富化に貢献することを期待した。 
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1 節 協調学習の有効性 

 

1－未来の学習の準備としての協調学習 

教科書に載っているような公式や概念を教える場合，教師が一方的に語って

しまった方が，子どもに問題を解かせ話し合わせながら発見させるよりも，は

るかに効率がよいように思われる。では，なぜ協調学習を用いる必要があるの

だろうか。一つの答えは，子ども自身の「考える力」や「学ぶ力」を育てるた

め，というものだろう。しかし，こうした「力」は評価しにくいし，現場の教

員からすれば，そのために教科内容の習得を犠牲にしたくはないだろう。だと

すれば，自ら考え試行錯誤する過程の中で，評価可能な知識が作られることを

実証する研究が必要になる。 

この問題に取り組んだのが，シュワルツとマーチン（Schwartz & Martin, 

2004）である。彼らは，何かを学ぶことで「今，目の前にある問題が解けるよ

うになること」と「将来，何かを学ぶ準備ができること」を分けて考えるべき

だと主張した。[実践事例 9－1]に示した教室実験で，中学生を対象に，統計

学を協調的な発見学習で学ぶ発見学習群と，公式やその使い方を教わる直接教

示群とを設けて比較したところ，発見学習群は，公式が自力発見できなかった

ため，目前の課題は解けないが，遠転移課題で，ヒントになる学習素材を渡さ

れた場合は，直接教示群より優れた成績を収めた。つまり，協調的な発見学習

は，未来の学習のための準備（Preparing for Future Learning：以下「PFL」

と略す）を可能にする，というわけである。 

なぜ，協調的発見学習は PFL を可能にしたのだろうか。シュワルツは，図 9

－1 に示したような一連の試行錯誤課題に取り組むことで， 

・ 統計学の根幹をなす「ばらつき」の概念をつかみ， 

・ 公式（e.g.「分散」の公式）が役立つ状況を把握し， 

・ 後に公式を見たとき，「なぜ」そのような手続きや形をしていなくてはなら

ないのかという真価を認識（appreciate）できるからだ， 

と解釈している（Schwartz, et al., 2009a）。 
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[実践事例 9－1 PFL：未来の学習のための準備] 

シュワルツとマーチン（2004）は，中学 3 年生 95 名に，2 週間にわたって

計 6 時間，偏差や標準得点など推測統計学の基礎に取り組ませた。たとえば，

図 9－1 の×印にめがけてボールを投げた 4 つのピッチング・マシーンの●印

の投球結果をもとに，各マシーンの「信頼性」を比較できるような値を算出す

る課題に，2～5 名のグループで取り組む。図に見るとおり，投球数やばらつ

き具合，ターゲットからの離れ方などさまざまな観点で異なる事例を統一的に

計算するため，生徒は 30 分ほどかけて，●印で囲まれる図形の面積やターゲ

ットからの距離の合計など多様な解法を生成・検討する。その後，黒板に最終

案を書き，他のグループの生徒がそこから読み取れることを発表しあって，解

法の良し悪しや完結性を評価する。こうした課題セットを 2，3 回繰り返して

は，教師が偏差の公式などについてレクチャし，練習問題を解く。 

 

図 9－1 ピッチング・マシーン課題（Schwartz & Martin, 2004） 

 

最後の 30 分だけ，生徒は上記同様の発見学習に従事する群と，標準得点を図

解した解き方を教わる群にわかれた。走り幅跳びと高跳びの選手の記録のどち

らが優れているかを平均からの離れ方で比較すべき課題について，前者の発見

学習群では，後者の直接教示群が教わる解法を自作した生徒はいなかった。1
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週間後に 2 群をさらに 2 グループにわけ，転移課題を実施した。発見学習群と

直接教示群の各半分の生徒は，転移課題を解くときに参考になることがら（学

習素材）が提示され，しばらく後に転移課題が提示された。両群の残り半分は，

学習素材なしで転移課題を解くことが求められた。結果は，図 9－2 のように，

発見学習群（Inventing a measure）が学習素材を与えられたとき（Worked 

example embedded in test）だけ，他に比べ有意に成績がよかった。発見学習

群は，学習素材から必要なことを学ぶ準備ができており，その場で学んだこと

を使って転移課題が解けたと言える。 

 

図 9－2 発見学習群における PFL の効果（Schwartz & Martin, 2004） 

 

寺尾と楠見（1998）や藤田（2009, 本書 6 章）は転移に関して，具体的な事

例や，事例から抽象化された公式よりも，それらの公式を生成する，より抽象

度の高い知識（e.g., 三角形や平行四辺形の公式の求め方から形成した「面積

は長方形など求めやすい図形に変換すれば求められる」といった知識）が転移

をうながすという「構造生成アプローチ」を主張したが，それがここでは実現

されたと言えよう。藤田は，このアプローチが複数の公式の吟味で可能になる

と想定したが，シュワルツらのデータは，公式を教わる前に，学習者自らが複

数の具体例を扱い，問題の意味を考え，解決に必要な要素を吟味することが転

移をうながしやすいことを示唆している。 
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2－現在の学習を保障する協調学習 

協調的な発見学習が未来の学習を準備すると言われても，現在目前にある事

項の学習が保障できないのでは，授業に用いるのは躊躇されるだろう。たとえ

ば，市川（2008）は，日本では 1990 年代に行きすぎた問題解決型授業が広ま

り，教えてしまえばすぐ理解できるような公式や学習事項の発見に延々と時間

をかけることで，基礎的な知識習得もおろそかになったと批判している。協調

的な発見学習も，適切な条件を踏まえなければ，この批判はまぬがれられない。

そこで，協調的な発見学習がどう目前の学習を保障するかを，次に検討する。 

加えて，市川自身は，上記の条件を洗い出す代わりに，公式などの必要事項

は先に教えてしまう「教えて考えさせる」授業を提言した。1.1 節では，協調

学習をあたかも発見学習と同義に用いたが，確かに公式を「活用」する協調学

習があってもよい。そこで，公式の発見と活用のどちらを協調的に行うのがよ

いかを，目前の課題と応用的な課題の解決成績から比較した研究を見てみよう。 

シュワルツ他（2009b）は，この比較のために，公式の説明と問題解決の順

序を入れ替えた。[実践事例 9－2]にあるように，中学生に密度や速度の公式

を教えてから，それが適用できる事例を与える「教示後解決群」と，同じ事例

を先に与え，解法を自力で考えさせてから公式を教える「解決後教示群」とを

比較した。公式がそのまま適用できる文章題では，両群とも好成績を収めたが，

密度や速度に通底する「比」の概念を把握していないと解きにくい転移課題で

は，解決後教示群が教示後解決群の 2 倍以上の成績を示した。協調的な発見学

習も，後に公式の解説があれば目前の学習を保障すること，そして，応用問題

の解決で見れば，公式を活用する協調学習より有効なことがわかる。 

では，なぜ，活動の順序を入れ替えただけで，協調学習の効果に違いが生じ

たのだろうか。両群の学習期間における事例解決のプロセスを追うと，教示後

解決群では，公式が次々と適用できた分だけ，事例間の細かな違いや違う事例

にも適用できる解法（公式）の意義を吟味する機会を逃したのに対し，解決後

教示群では，一つの事例への解法が次の事例に適用できない体験を繰り返しな

がら，複数事例を包含する問題状況の把握やどの事例にも適用できる一般的な

解法の生成に努めたことが示唆された。 
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 [実践事例 9－2 考えてから教わるか，教わってから考えるか] 

シュワルツ他（2009b）は，中学 2 年生 128 名に，4 日間かけて密度や速度

など比に関する課題に取り組ませた。その一つは，「ピエロの派遣会社はいつ

も同じ混み具合でピエロを派遣するが，混んでいる会社のピエロほどぐったり

し，パーティが台無しになる。ピエロの混み具合を示す値と計算式を考えよ」

というものである。図 9－3 は，3 つの派遣会社が各々2 台のバスにピエロを乗

せた様子である。生徒の半分は，ペアで課題に取り組み，同種の課題を 3 日間

で計 4 つ体験した後，4 日目に速度や密度の概念と公式を教わった。残り半分

の生徒は，毎回，課題に関係する概念と公式（e.g. 密度＝質量÷体積）を教

わってから，課題解決に取り組んだ。3 週間後，公式を直接適用できる課題に

は両群とも 7 割以上正解したが，トランポリンに乗った人の人数としなり具合

からその固さを判定する転移課題には，前者の解決後教示群が 50％正解した

のに対し，後者の教示後解決群は 18％しか正解しなかった。 

図 9－3 の課題を解いている過程を調べると，教示後解決群は上から下へ（あ

たかも「行進」するかのように）次々混み具合を算出したのに対し，解決後教

示群は，平均 20 回近く各事例の間を行き来して解法を考えていた。 

 

図 9－3 ピエロの混み具合比較課題（Schwartz et al., 2009b） 
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この結果は，熟達化研究に照らすと，深く解釈できる。波多野と稲垣（1983）

は，熟達者の中に，決まったことを驚くほど効率よく速くできる定型的な熟達

者と，ある領域で得た知識を他の問題や領域にも当てはめて幅広い状況に対処

できる適応的な熟達者（adaptive expert）の二種類があると主張した。前者

が限定的な手続き知識しか持っていないのに対し，後者は，手続きの対象を含

んだ世界を表す一種のモデルを有しており，なぜその手続きがうまく働くのか

といった概念的知識を持っている。そのため，既知の手続きを多様な領域で使

え，手続きを部品にわけて組み替えて，新たな手続きを編み出すことができる。 

波多野（2001）は，適応的熟達者になるための条件として， 

① 絶えず新しい問題のヴァリエーションに出会うこと， 

② 対話的な相互作用に従事すること， 

③ 理解のための時間が確保されていること， 

④ 理解を重視するグループに所属していること 

の 4 つをあげた。新奇な問題に出会えば，既有知識をそのまま利用できないか

ら，認知的な不調和が起きて理解活動が生じやすくなる。それを仲間と一緒に

対話的に行えば，さまざまな見解を統合させなければならないため，不調和が

さらに起きやすくなる。これを解消して一貫した理解を達成するには，多くの

心的努力が必要であるから，それだけ時間がかかる。したがって，ある個人が

理解を深めようとするだけでなく，それを奨励してくれるような集団に属して

いることが，概念的な知識の構成，ひいては適応的熟達化には必要である，と

いうのが波多野の考えである。 

シュワルツとマーチン（2004）やシュワルツ他（2009b）の研究では，協調

的な発見学習が上記の特に条件①と②を満たすことで，適応的熟達化を推し進

めたのに対し，公式を先に教わる学習では，公式の定型的な熟達化が起きやす

くなったのだと考えられる。市川（2008）の「教えて考えさせる授業」も，同

様に公式の定型的な熟達化をうながす危険をはらむ。したがって，実践に際し

ては，いつ，何を教えるか，それが問題状況の理解活動を抑制しないために，

いかなる課題や事例，事例間の往復的な吟味活動を用意するか，などトレード

オフを見すえた判断がポイントになるだろう。 
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シュワルツ他の結果は，また，教員の解説が発見学習と対立するわけでなく，

学習者の帰納的な学習体験を阻害せずに，その準備状態に合わせて行うことが

できれば，高い効果を持つことも示している。彼らは，従来の発見学習授業で

は，「発見学習」と言いながら，学習者から規範的な公式や解法が自発するこ

とを期待するあまり，教員に不要なプレッシャがかかっていたが，「思う存分

探索活動をさせた後でレクチャすればよいのだ」と自覚すれば，教員・学習者

双方がプレッシャから解放され，発見学習がより機能しやすくなると主張して

いる。その妥当性は今後の検証によるが，大事なのは，こうした発想から，さ

まざまな協調学習の形態が生まれることである。これからの学習研究には，多

様な理論を突き合わせ，実践の成果に照らして，その妥当性を比較検討し，柔

軟に理論を再編・再構築していくオープンな態度と不断の努力が求められる。 

 

2 節 協調的理解深化のメカニズム 

 

1－概念変化としての学習 

1 節では，協調学習の形態によって，効果も異なることを見てきた。本節で

は，よりよい協調学習をデザインするために，人はいかに学ぶか，特に協調に

よって理解をどう深めうるかのメカニズムに立ち戻って考えたい。協調学習研

究によって学習者の学習プロセスデータが蓄積されるにつれ，学習者自身が手

続きや現象の意味を理解して自分のことばで説明できる学習には非常に長い

時間がかかることがわかってきた（ブランスフォード他，2002; Clark & Linn, 

2003）。シュワルツ他の研究の示唆的なところも，具体例と公式の間に，問題

状況の構造的理解とも言うべきレベルがあり，その理解に多くの時間と体験が

いるという点にある。こうした現実に即して，学習理論を作り直す必要がある。 

そのひとつの候補が，学習を概念変化と見る見方である。特に，クレメント

（Clement, 2008）の概念変化モデルは示唆的である。彼は，専門家が現象の

記述やパタンの発見では満足せず，それらの現象がなぜ引き起こされるのかを

説明できる「理論的で質的なモデル」を立てようとする点に着目し，これを説

明モデル（explanatory model）と呼んだ。専門家は，たとえば，「気体の圧力
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と体積の積 PV は絶対温度 T に比例する（PV＝kT）」という法則が見つかったと

しても，それを超えて，「動く分子のモデル」を使って気体がいかにふるまう

のかや，温度や圧力の変化の原因を説明しようとする。これが説明モデルであ

る。それは，モデル内の変数を整理統合して，変数間の関係を数学的に定式化

した「形式理論原則」とも違い，その基礎となるものである。 

クレメントは，以上を表 9－1 のような科学的知識の 4 レベルにまとめ，こ

のレベルを上昇することを概念変化と捉え直した。従来の概念変化は，物理，

生物，数など世の中の仕組みに関して，人が日常経験の繰り返しから構成した

素朴概念を意図的な教授によって科学理論へと作り変える過程と捉えられて

きた（Sinatra & Pintrich, 2003）。クレメントの概念変化モデルは，この経

験ベースの素朴概念（レベル 2）と科学的な理論・公式（レベル 4）の間に説

明モデルを置いた点がユニークである。それによって，一人ひとりの学習者が

自らの素朴概念を解体・再構成して，問題の現象や状況を説明できるモデルを

作る過程として，学習を見直すことができる。 

 

表 9－1 科学的な知識の 4 レベル（Clement, 2008） 

 レベル 例（気体を例に） 

理論 
4. 形式理論原則 熱力学の原則 

3. 説明モデル 衝突する分子のモデル 

観察 

2. 経験則も含む質的・数

学的なパタンの記述 
観察記録をまとめた記述：PV＝kT など 

1. 観察記録 熱した気体の圧力に関する 1 回きりの計測 

 

クレメントは，このモデルを使って概念変化研究の結果を整理した。たとえば， 

・ 物理専攻の大学生が，公式を使って問題が解けるにもかかわらず，物体の

動きなどの質的な予測ができない（Clement, 1982）は，レベル 4 の表層的

知識を持つだけで，レベル 3 の説明モデルを欠いているためであるが， 

・ 説明モデルを図やアニメーションで与える教授実験（Mayer, 1989）は，学

習者の経験を考慮していないため，素朴概念の強固な領域では機能しない， 
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・ 素朴概念を呈示あるいは引き出した上で，説明モデルや理論原則と対比す

る不協和喚起方略は，不協和に耐えられる学習者だけに効果が生じ，そう

でない者には自信の喪失など否定的な学習感情が生起する（Stavy, 1991）， 

などである。これに対し，クレメントは，アナロジーを使って素朴概念と科学

的説明を段階的につなぐ橋渡し方略（bridging strategy）を提唱した。「机は

本を押し返さない」と考えている高校生に，手でバネを押して抵抗を感じさせ

る例から始め，スポンジや柔らかな板紙の上に本を乗せる例を議論させ，机の

抗力を理解させる。説明の要素となりうる素朴概念（バネの抵抗力など）をう

まく引き出し，本と机に働く力に関するモデルを作らせるわけである。 

これは確かに有効な方略だが，授業の全単元に適切な題材が用意できるわけ

ではない。大事なのは，複数のケースの議論を通して，経験と理論を一人ひと

りの学習者が結びつけ，説明モデルを作る重要性が認識されたことだろう。 

 

2－協調が理解を深めるメカニズム 

上記のように考えると，協調過程の中に，具体的な経験を段階的に抽象化す

るメカニズムが内蔵されていれば都合がよいことになる。協調的な認知過程に

関する基礎研究からは，実際，そのような傾向を示すデータが得られている。 

白水他（Shirouzu et al., 2002）は，折り紙の「4 分の 3 の 3 分の 2」の部

分に斜線を引く課題を大学生に行わせ，一人と二人で問題を解かせる条件を比

較した。この課題は折り紙を折って解くこともできるが，計算して解くことも

できる。実験してみると，両条件とも折り紙を使った解き方が多く見られたが，

続けて行った「3 分の 2 の 4 分の 3」の部分に斜線を引く課題では，二人条件

の 6 割が計算を用いる解法にシフトした。各ペアが「4 分の 3 の 3 分の 2」の

課題に取り組んだ際の言動を追うと，4 等分した折紙を開いた一人が自らのプ

ランに基づいて，その 3/4 を 3 等分しようとするが，もう一人が折り目を客観

的に見て，すでに 2/3 ができていることに気づく過程が頻繁に観察された。 

つまり，協調場面においても，人はまず外的な認知リソースを用いて手続き

的に問題を解こうとするが，一人が課題遂行者として積極的に解決に従事する

と，もう一人はその過程をモニターとして少し広い視野から客観的に見直さざ
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るを得ず，それが解の抽象度を高めることに貢献する。この役割分担は固定的

ではなく，上記の例でも「2/3 ができている」という発言に対して，最初の課

題遂行者がモニターとなって，「それなら答えは折紙全体の半分に当たる」と

気づくといった役割の交替によるさらなる理解の抽象化が起きる。このように，

協調過程には，具体的なその場の問題解決経験を微妙に異なる視点をとりなが

ら見直し，互いに説明しあうことで抽象化するメカニズムが内蔵されていると

言えよう。三宅（2006）は，このメカニズムを建設的相互作用と呼び，それを

促進する授業デザインとして， 

① 一人ひとりが具体的な経験をもとに自分の意見を持ち， 

② 意見を他者と交換して互いに繰り返しモニターしあい， 

③ 交換結果を自分なりに統合する機会が保障されている， 

という条件を提案している。 

協調的な理解深化が建設的相互作用で起きるとすると，協調場面であっても

学習者によって異なる学習成果が得られる事実も納得できる。つまり，各自が

何を自らの課題として遂行し，どのようなコメントをモニターから受けて自ら

の考えと統合したかが，学習の成果を決めると考えられるからである。上記の

実験でも，第 1 試行の最後に「答えが半分ならば計算できる」と発言した遂行

者全員が，第 2 試行で計算解法を提案しており，課題遂行者としていかなる言

語化を行うかということの影響の大きさがうかがえる。 

白水（2004）は，折り紙を用いた同様の課題を小学 6 年生 6 名からなる一教

室で実践し，クラス全体では共通の理解に到達したように見えた授業でも，一

人ひとりの言動を追うと，各自が何を自らの課題として他者のどのような発言

や解をリソースとしたかが異なり，そこで行った言語化に応じて約半年後の授

業の再生内容も決まってくることを明らかにした[実践事例 9－3]。 

この研究はまた，協調的な授業で何が起きているのかを詳しく知りたければ，

クラス全体の展開をその場の「印象」で判断するだけにとどめず，会話プロト

コルなどの「記録」に基づいて一人ひとりの言動を追うとよいことを示唆して

いる。それによって，一人ひとりが「なぜ各時点でその言動をしたのか」とい

う「ことわり」が見えてくる。それは，その後の学習者の見方を変えることに
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もつながるし，各個人とクラス全体の互恵的・螺旋的な知識構成を可能にする，

より詳細な学習デザインを導き出すことにもつながるだろう。 
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[実践事例 9－3 一授業におけるクラス全員の理解を追う] 

白水（2004）は，小学 6 年生 6 名を対象に，「折り紙の 2/3 の 3/4 の部分を

切り取る」課題と「できた答えはすべて同じか」について話し合わせる課題を

計 50 分間の授業で行った。図 9－4 に示した 5 種類計 8 つの答えが得られ，答

えを 2 枚ずつ一対比較して共通性を問うたところ，一人の男児が「面積が同じ」

という発言を行い，それが 1/2 になることを答えの部分と切り落とした部分と

を合わせることで説明した。しかし，男児はその説明を撤回し，かわりに計算

によって全部の答えが 1/2 になることを説明した。その説明が全員に承認さ

れ，クラスとして一定の理解に収束したように見えたが，5 ヵ月後の授業内容

に関する自由記述では，計算の式と答えに言及する者と，「いろいろな形がで

きた」と形に言及する者とにわかれた。特に，男児（図 9－4 の児童 Y）が式

に言及したのに対し，授業内での彼の発言を毎回支持した女児（図の児童 G）

が形にしか言及しない違いが特徴的だった。 

両者の解決行動を詳しく追ったところ，男児 Y は，仲間の解法をモニターし

て自ら課題に取り組んだ際，折り目を基に最初のプランとは異なる解法を発見

していた。それが「なぜ違う形で答えが出たのか」という内的な問題意識を生

み，抽象的な共通性である「面積」にいち早く言及し，形による説明で 1 つの

答えが 1/2 になることが説明できても満足せず，全部の答えが 1/2 になる説明

として計算に訴えたと解釈できた。女児 G は，自らの 1 回目の答えをモニター

して 2 回目に違うやり方で同じ形を再現したが，その正しさに確信を持ててい

なかった。その答えを取り上げて 1/2 であると説明したのが男児であり，女児

は自らの内的問題を解消するものとして男児の説明を支持したと解釈できた。

問題意識とそれにしたがった場との相互作用の仕方の違いが，5 ヵ月後の記述

に現れたと考えられる。 
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児童Gの２回目

児童N，Gの１回目
児童O，F

児童Nの２回目

児童Y

児童K

   

図 9－4 授業での 6 人の問題解決過程と解 

 

3 節 協調学習のモデル 

 

1－協調学習の 2 つのモデル 

最近の学習科学研究では，協調学習の目標が，定まった「一つ」の答えや理

論に学習者を収束させることなのか，未知の答えやモデルを各自が作っていく

過程を支援することなのかに関する論争が起きている。たとえば，スカーダマ

リア（Scardamalia & Bereiter, 2007）は，前者を「ガイドされた発見学習

(guided discovery learning)」，後者を「知識構築(knowledge building)」と

呼び区別した。そして，高度化する知識社会では，学校の中でも，知識を作り

発展し改善して，クラスというコミュニティ全体の知識の前進に貢献する後者

の活動が望まれると主張した。確かに，スカーダマリアがベライターとともに

開発した Knowledge Forum というシステムを用いたプロジェクトでは，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数多く報告されている。最近話題の「クロスカリキュラ

ム」が生徒の疑問をもとに実現されたケースも数多い（三宅・白水, 2003）。 
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このように学習目標を高く掲げることで，達成される学びのスケールが変わ

るのは確かである。学習目標が指導要領などに記載されている既定の事柄か，

学習者の疑問に基づいて創発的に現れるものかでタイプ分けするのも，一見わ

かりやすい。しかし，一つの答えや理論を理解する学びにも，知識構築に見る

ような創造的な側面は含まれるだろう。たとえば，1 節で紹介したシュワルツ

他の研究も，学習目標が既定かそうでないかで分ければ，既定の統計学の概

念・公式を教えるものだった。しかし，その活用の仕方が条件で異なるという

ことは，「一つ」の概念を学んでいるように見えても，それまでの協調活動の

形態によって，各学習者なりの受け止め方や使い方が変わる，いわばマイクロ

な創造活動が起きていたと考えられる。 

むしろ，大事なのは，教師あるいはクラスの誰かによって，一つの決定的な

答えが提出されたとしても，個人ごとの理解は多様であり，理解をどう表現す

るかも多様であると自覚するか否かだろう。それによって，グループ発表やク

ラス討論で一つの解に収束すれば学習を終わりにするのか，それを見たほかの

グループにもさらに発表させるかなど，授業展開も変わり，発表後に個々人に

もレポートを求めるのかなど，評価法も変わる。このように，協調学習におい

て，多様な意見の「収束」が全員共通に起きるのか，各自が多様な意見を「統

合」しようとはするが，その過程も結果も違っており，その違いがさらなる学

びを引き起こすと見るのかがより大事な区分だろう。前者を「収束型」，後者

を「拡散型」の協調学習モデルと呼んでもよい。2 節で見たように，学びが各

自の説明モデルを作ることであり，協調が違いの相互作用を通して独自な理解

を深める性質を持つものだとすれば，「拡散型」のモデルの方が協調学習の効

果をいっそう高めうると筆者は考える。 

豊富な授業観察をもとに学校改革を推し進める佐藤（2006）も同様の趣旨の

発言を行っている。彼は，「学びは同一性からは生まれてこない。学びが成立

するのは差異においてである」と主張し，「集団学習や班学習が，集団もしく

は班のまとまりを重視する」のに対して，自らの提唱する「学びの共同体」に

おいては，「主体はあくまでも個人であり，グループ活動の中で決して一体化

を求めず，むしろグループ内の個々人の考えや意見の多様性を追求」すると述



- 16 - 

べている。ここには，差異が差異を生んで学びが起きるという拡散型モデルへ

の期待が表明されている。 

 

2－協調による概念変化モデル 

1 節の協調学習の有効性を探った研究に基づき，2 節では協調過程の中で一

人ひとりが説明モデル作りを行う重要性を確かめてきた。その学びの目標は，

新しい知識の生成（知識構築）か古い知識の確認（発見学習）かで区別するよ

りも，学習者自身にとって，「学んだ場以外に持ち出せて（portable），必要な

時に使え（dependable），作り変えつつ維持できる（sustainable）」知識だと

考えた方がよいだろう（三宅, 2007）。「拡散型モデル」は，その知識構成を，

各学習者が互いの違いを利用しながら行うとよいことを示唆している。このよ

うに，協調的な学習過程をとらえ直した上で，できるだけ多くの授業で参考に

できそうな協調学習のモデルを提示したい。そのために，2.1 節のクレメント

の概念変化モデルを拡張した結果が，表 9－2 の「協調による概念変化モデル」

である（Miyake 2009）。 

 

表 9－2 協調による概念変化モデル 

 レベル 説明 

他人の意見

も統合した

理論 

4. 形式理論原則 科学的と認められる説明の構築 

3. 説明モデル 他人の意見も納得できるモデルの構築 

個人ででき

る観察 

2. 質的パタン記述 体験の繰り返しによる経験則化 

1. 観察記録 自分の一回性の体験の言語化 

 

クレメントのモデルと対比して説明すると，表 9－1 のレベル 1 は，学習の

出発点となる各自の最初の意見（初期仮説）作りに相当し，レベル 2 は，類似

した課題や状況のヴァリエーションの解決を通した仮説の「経験則」化に相当

する。この経験則は，具体的状況に依存した手続き的な知識であるため，十分

な概念的知識に裏打ちされていない可能性が高い。また，この時点の仮説は一
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種の確証バイアスで形成されているため，一人では修正・変更しにくい。しか

し，これを協調的に持ち寄れば，既有知識や先行経験の違いに応じて多様な仮

説が共有できる。これが，レベル 3 の説明モデル作りの材料となるわけである。 

さらに，このレベル 3 を協調的に行うと考えるのが，クレメントのモデルと

の一番の違いである。協調場面で互いの役割を何度も交替しながら，仮説の外

化と吟味を行って，他人の意見や仮説も統合した抽象度の高い説明モデルを一

人ひとりが作る。他者への説明活動の過程で，解法の正当化や批判，根拠づけ

が進み，概念的知識も構成されやすくなる。さらに，クレメントのレベル 4

は，規範的で固定的な印象を与えるが，このモデルであれば，科学的な理論原

則も，現時点で科学者「社会」によって一般化された仮の結論と見ることがで

き，知識構築型の授業にも転用できる。このようにレベル 4 を仮定すると，学

びにおいて大事なのは，理論原則を丸暗記することではなく，生成的に本人な

りのモデルを作り，それを科学的な言語で定式化する過程だということになる。

シュワルツ他の協調的な発見学習で転移可能な知識ができたのも，学習者が単

に最上位の公式を学んだからではなく，レベル 3 の活動によってレベル 4 の公

式を見せられたときに，本人なりの解釈活動が触発され，本人なりの納得を保

障する一種の「言い換え」が起きたためだと思われる。 

このようにモデルを立てると，たとえば，ある概念を教えるカリキュラムが，

教科書的な定義を直接講義して（レベル 4），一例だけ示しているのか（レベ

ル 1），それとも，まず十分基礎となる事例を体験し経験則にまとめて抽象化

させた上で（レベル 2），他人の経験則と比較吟味する協調的内省活動（レベ

ル 3）を重視したものなのか，などが見分けられるようになる。後者のような

中間層のレベル 2・3 の活動を分厚く行うものを重層化カリキュラムと呼ぶと

すると，理科の実験結果の予測をクラスで議論することを繰り返して理論化に

至る仮説実験授業（板倉, 1977）や，異なる題材を学習者ごとに分担し説明を

繰り返して統合するジグソー学習法（Brown, 1994）は，いずれもこの重層化

を狙ったものだと見直すことができる。しかし，その効果を実際の授業現場で

直接比較検証した研究は少ない．白水と三宅（2009）は，大学生に認知科学を

教えるカリキュラムを 8 年間継続して作り変えながら，重層化を行った結果，
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単に知識の portability が増すだけでなく，説明モデルの多様性が増し，それ

がいっそう協調過程を促進して質の高いモデル構築をうながす過程を示唆し

た[実践事例 9－4]。これからの協調学習研究には，さらに多様な実践結果を

積み重ねて，その共通性をシンプルにモデル化し，誰でも使えるデザイン原則

へと抽象化していく仕事が求められている。 
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[実践事例 9－4 認知科学を教える重層化カリキュラム] 

白水と三宅（2009）は，認知科学科 1 年生を対象に，基礎的な専門用語「ス

キーマ」について，その教え方を定義の直接教授から体験の協調的な抽象化に

重点を置くものに変更し，年度間で効果を比較した。2002 年度の実践では，｢水

曜日＋火曜日＝金曜日｣といった曜日計算課題を 3 問解かせた後，｢多数回解く

場合の工夫｣を考えさせて，すぐ答えの早見表を作らせ，表から読み取れる規

則（e.g.「＋火曜なら次の次の日」）を解説して，専門資料を読みあわせた。

最後に「m＋b＝」という問題に，多くの学生が「＋b なら m の次の次の文字」

という解法をとったことを踏まえ，経験により構成される似た問題にも適用可

能な知識としてスキーマを解説した。一方，2005 年度実践では，曜日計算を

多数回（72 題）解く経験を 3 回繰り返させ，学生から自発的に表や規則方略

を引き出し，利点欠点を話し合わせた上で，文字課題とスキーマ解説を行った。 

単元自体にかけた時間はほぼ同じであるにかかわらず，1 年以上経過後の課

題内容とスキーマに関する記述は，05 実践の方がより豊富なものになった。

図 9－5 に示したように，多様な方略や文字計算課題との関連を再生し（左図），

具体例つきでスキーマを記述した（右図）。しかも，スキーマの再生内容はそ

の性質や機能，形成過程など多側面に触れるものだった。そこに至る 5 人の学

生の 1 年半の授業内の発話を選んで追ったところ，どの側面に着目するかが異

なっており，その違いが契機となって会話が促される傾向が確かめられた。 

 

図 9－5 曜日計算課題（左）とスキーマ（右）に関する長期記憶内容 
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メッセージ 

現場で活躍する先生が，授業に協調を持ち込んだり，協調的な授業をさらに

作り変えたりするためには，次の二つの心構えが有効であるように思う。 

一つが，「子どもの説明モデル作りを支援する」という心構えである。各単

元で「何が説明モデルに当たるだろうか」と考えると，教科書や指導要領にあ

る理論や公式をそのままの形で教えるのではなく，それを自分はどう解釈する

か，生徒の経験や既有知識とつながるエッセンスは何かを再考したくなるだろ

う。その上で，説明モデルの特徴に基づいて学習活動をデザインするとすれば， 

(1) 「目に見える形でイメージできる」説明モデルを作りやすくするために，

視覚的な題材や支援ツールをどう準備するか 

(2) 「全体的なパタンを部品に分解して再構成する」説明モデルの特徴を引

き出すために，鍵となる要素や変数への気づきをどう支援するか 

(3) 「複数の状況をまとめて説明できる」モデル作りを可能にするため，ど

のようなケースを提供するか 

(4) 「一人ひとりが自らの納得のために作り上げる」説明モデルの可能性を

保障するため，協調的な学習過程をどう活用するか 

といった点を工夫すればよいことになる。 

もう一つが，「考えは全員違うのがあたりまえだ」という心構えである。こ

の認識が教員・生徒両方に共有されていることが，協調学習成功の鍵を握ると

した研究は多い。しかし，この認識はなかなか持ちづらいため，協調学習を繰

り返しながら，長期的にこの認識を共有できる文化を育成していく必要がある。 


