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■特集 – 学校教育と認知科学 研究論文

　
認知科学的視点に基づく認知科学教育カリキュラム
─「スキーマ」の学習を例に─

白水 始・三宅 なほみ　

When one starts to learn a new discipline, it is essential to understand the termi-

nology, to the point where one can use it comfortably across many situations. This

study shows some effects of collaborative reflection on such learning, or transfer. We

devised a two-year curriculum of teaching cognitive science to lower-division undergrad-

uates, including the term of “schema,” and revised it along with our four-level model

of collaborative conceptual change into enriching concrete, hands-on experiences and

collaborative reflection. By comparing three sets of curricula, we found that ample

experience with reflection yields durable understanding and promotes students’ spon-

taneous use of “schema” in their end-term reports or conversations. Detailed analyses

of five students’ use over one-and-a-half years showed that one’s understanding differed

from that of others, but was highly correlated with her or his own preceding under-

standing. These results imply that ample experience provides a “core” to start one’s

learning and collaborative reflection makes the diversity of such cores explicit, which

propels further constructive interactions that promote each one’s deeper understanding

and cross-situational learning.

Keywords: collaborative learning（協調学習）, transfer（転移）, conceptual change（概

念変化）, schema（スキーマ）

1. はじめに

学んだことを学んだ場から持ち出して，新しい単

元の学習や日常生活での問題解決に使う「転移」は，

学校教育において必須の認知プロセスである．その

プロセスを長期間の現実的な学習場面で解明し，転

移を積極的に引き起こす方法を同定することは，認

知科学が学校教育に対して果たすべき責務の一つだ

ろう．一方，人が自らの素朴概念を学校教育によっ

てどう作り変えるかを明らかにしてきた概念変化の

研究からは，個々の体験に基づいた経験則の協調的

な抽象化に基礎を置く新たなタイプの教育方法の有

効性が示されつつある．そこで本研究では，認知科

学を初めて学ぶ大学生が，入学後 2 年間を掛けて

Teaching Cognitive Science Based on Cognitive Sci-
ence: A Case of Learning the Concept of “Schema”,
by Hajime Shirouzu (Chukyo University) and Naomi
Miyake (The University of Tokyo).

「スキーマ」という概念を理解し自ら使うようにな

る過程を検討し，概念の直接的な教授よりも協調的

な学習体験とその内省を重視する構成主義的カリ

キュラムの方が概念の転移を引き起こし易いことを

示す．

1.1 転移研究再訪

近，学習科学の分野では，転移をダイナミッ

クで社会的な過程として見直す動きが起きている

(JLS, 2006; 三宅, 2007)．転移は従来，初期学習時

の十分な理解が後の問題解決を促す現象と定義さ

れ，わかったことが転移テストに使えるかで測られ

てきた．しかし，転移テストの時点で初期学習時の

理解が再構成される事実 (Carraher & Schliemann,

2002)や，ベースとなる問題が完全には解けずとも

学習材料が入手できればそこから学んでテストが

できる初期理解もあるといった事実 (Schwartz &

Martin, 2004)から，転移をダイナミックな過程と
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して見直す動きが生まれた．また，従来の研究は

主に実験室で単独の参加者対象になされてきたが，

Lave (1988)を嚆矢とする状況論の批判や，学習と

転移の文脈の類似性を教員が指摘することが転移

を促す事実 (Engle, 2006)から，転移を社会的な過

程として見直す機運が生じた．「誰が転移のゴール

を決め，評価するのか」の問い直しから，実験者や

教員の期待する規範解に至ったかという観点では転

移が認められない場合でも，詳細な過程を追うと学

習者なりの「転移」が起きていることを指摘した研

究 (Lobato & Siebart, 2002)も，転移を社会的な

関係の中で捉え直す必要性を説いたものと言える．

以上より，転移という過程を「一人一人の学習者が

社会的な過程の支援を受けながら，多くのベースと

なる問題を解いて『徐々にわかってきたこと』を協

調の場に持ち出し，新たに学ぶこととも組み合わせ

て自分なりに理解を深めてゆく過程」と再定義し，

「長期に亘って社会的場面における一人一人の学習

過程を詳細に追う手法」で評価する研究が求められ

ていると言えよう．

こうした研究は，転移に関する従来の主張を問い

直し，新たな知見をもたらす可能性を持つ．その一

つが「単一の文脈に過度に条件づけられた知識は

転移を阻害するため，複数の文脈間の事例の対比が

有効だ」という主張である (Bransford, Brown &

Cocking, 1999)．スーパーでの買い物や路上での売

買経験を日々行う主婦や児童の計算能力は，学校形

式のテストには転移し難い (Carraher, 1986; Lave,

1988)．これに対して，ヒント無しでは殆ど起きない

要塞問題から胃癌問題への転移は，要塞問題と類題

1例を対比することによって倍以上の頻度で起きる

(Gick & Holyoak, 1983)．対比の効果は交渉戦略

の学習における 2事例の場合でも示され (Gentner,

Loewenstein & Thompson, 2003)，上記主張の根

拠とされた．両者を見比べると，文脈の定義の違い

に加え，「文脈」内での具体的事例数が後者で極め

て少ない．それでも効果が出たのは，事例の対比か

ら抽出された構造が直接適用できる「好都合な」課

題が「直後の」転移テストに用意されたためでもあ

るだろう．一方，前者の日常認知研究では，ある文

脈での理解を主体が別の文脈にどう繋げるかにつ

いて，文脈を準備して長期間検証するような介入実

験は行われてこなかった．それゆえ，一つの文脈で

豊富な課題のヴァリエーションを経験する条件と少

量の経験で複数事例を対比する条件のどちらが転移

に有利かを，単元内のテストではなく，単元という

「文脈」を超えた長期保持・活用で評価するような

研究が必要とされていると考えられる．

問題にしたい二つ目は，転移を単一要因で捉えよ

うとする主張である．従来の認知的アプローチは初

期理解の深さなど認知的要因でのみ転移が起きると

考えがちだったが，それを乗り越えるべく提唱され

た社会的アプローチ (Engle, 2006)も転移に関わる

環境など社会的要因を重視しすぎる嫌いがある．確

かに，認知的アプローチが根拠にしてきた実験成果

が実は学習課題と転移課題の連続性や実験者の教示

など実験枠組み自体に支えられていたとの指摘は妥

当である．また，Engle自身，クジラの生物学的分

類を 4ヶ月に亘って議論した小学 5年生の 1グルー

プを追い，児童の転移テストにおける生物学的な説

明レベルには，具体例への接触回数や対比の回数で

はなく，それらの学習機会を捉えて教師がどの程度

文脈間の関連性を示唆したかが効いたことも示して

いる．現実の学習場面は，学習者にとって転移先や

転移元が必ずしも明確ではないため，今目前で学ん

でいることが将来や過去の何に繋がるのかを明示す

ることが転移を促す可能性は高い．しかし，これを

教師のみが行うのでは，学習の方向が画一的になる

し，学習者自身が能動的に転移を引き起こす支援に

ならない．各学習者が認知的に理解したことや自ら

の知識を持ち寄って話し合う社会的な場が知識の繋

がりを示唆し，さらなる転移を可能にするという認

知的要因と社会的要因の相互作用を支援・解明する

研究が必要だろう．

1.2 協調による概念変化モデル

転移を引き起こすカリキュラムをデザインする

ために，著者らは，近年，メカニズムの解明も含め

て理論的な進展が著しい概念変化研究 (Vosniadou,

2008)に着目した．その中の一つ，Clement (2008)

は，物理現象や数などに関する素朴概念を改訂しよ

うとした数多の教授実験の結果を整理し，概念変化

のレベルに，観察事象の記述，パタンの質的な記述，

説明モデル，形式理論原則という 4つがあると主張

した．その上で前 2 者のレベルを観察，後 2 者を

理論の領域に分け，初学者が日常生活で前者を繰り

返し確認して自らの素朴概念を強化しているところ

に，理論の 上位である形式理論を直接教えようと
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することで，日常から乖離し短期間で剥落する知識

など，科学教育の問題が生まれると主張した．

Miyake (2009)は，このモデルを協調学習に拡張

し，かつ，学習目標を単なる 上位レベルの理論

の獲得ではなく，学習者にとって「学んだ場以外に

持ち出せて (portable)，必要な時に使え (depend-

able)，作り変えつつ維持できる (sustainable)」知

識の構築とした．そのために，表 1 の 4 レベルの

学習過程が必要であり，特にレベル 3を支援するこ

とが重要だと主張した．

この「協調による概念変化モデル」によれば，学

習は各自の初期仮説作りから始まり（レベル 1），

類似した課題や状況のヴァリエーションの解決を通

して仮説の経験則化に至る（レベル 2）．この時点

の仮説は一種の確証バイアスで形成されているた

め，一人では修正・変更し難いが，協調的に持ち寄

れば，各自の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．さらに共同問題解決研究

(Miyake, 1986; Shirouzu, Miyake & Masukawa,

2002)が示す通り，協調場面では互いの仮説を外化

することが自然に要請され，かつ，その仮説が即座

には了解し難いことによって客観的な視野からの吟

味（内省）が互いになされ易い．この外化と吟味の

役割を交替することにより，他人の意見や仮説も統

合した抽象度の高い説明モデルが形成される（レベ

ル 3）．これがそのまま科学者社会によって一般化

された形式理論（レベル 4）であることは少なく，

モデルの比較対照や再構築など「教授に基づく意図

的な概念変化」(Sinatra & Pintrich, 2003)が必要

になる．

問題は，レベル 3の協調的な吟味の機会や時間が

無いまま，規範解を教え込むことで，個々人の納得

を伴う一般化が難しくなることである．Vosniadou

& Brewer (1992) の地球に関する子どもの概念研

究で言えば，中空状の地球の中心や楕円体の地球の

上部に自分が位置するという表象は，「平らな地球の

周りを太陽が動く」という経験則と「地球は丸い」

という子どもがよく見聞きする説明を統合したレベ

ル 3のモデルに近い．これらは従来素朴概念と一括

されてきたが，上記の概念変化モデルでは，子ども

なりに複数の表象を並存・統合しようとしたものと

再評価できる．

このような学習を可能にする教育カリキュラム

は，専門概念を教えるにしても，教科書的な定義を

直接講義するのではなく，まず十分な時間をとって

基礎となる事例を体験し，経験則にまとめて抽象化

した上で，他人の経験則と比較吟味する協調的内省

活動を重視したものとなる．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)，あるいは，北米の学習科学

実践 (三宅・白水, 2003に詳しい)は，いずれもこ

の協調的内省を重視しているが，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．そこで

本研究では，レベル 3 の協調的内省とその基礎と

なるレベル 2の活動を分厚く行う「重層化カリキュ

ラム」が，そうでないものに比べて転移可能な知識

を作るかを検証する．

以上を 1.1節の転移の主張に結びつければ，「少量

の経験で複数事例を対比する条件」がレベル 2を飛

ばして上位レベルの仮説の比較対照と抽象化を急ぐ

条件であるのに対し，「一つの文脈で豊富な課題の

ヴァリエーションを経験する条件」がまずはレベル

2の繰り返し経験に時間を掛ける条件だと考えられ

る．その上で「各学習者が自らの理解や知識を持ち

寄って話し合う」活動の支援は，経験則の協調的吟

味を支援するものであり，レベル 3の重層化に当た

る．このように，概念変化モデルは転移に向けたカ

リキュラムをデザインする枠組みに転用できる．

以上の対比は， 近再燃しつつある「構成主義

的教授と直接教授のどちらが有効か」という論争

(Tobias & Duffy, 2009) に一つの答えを提供する

ものでもある．構成主義者は一般に，直接教授が学

習者に公式の手続き的な模倣や定義の暗記を促すの

に対し，構成主義的活動における課題状況のヴァリ

エーションの体験がその共通点の抽出を促して深層

構造の把握を可能にすると主張する．しかし，両者

を直接比較する統制実験は難しい．一つの変数だけ

を変えて，生態学的に意味のある二つの教授法を作

り出すことが難しいし，効果も薄めてしまうからで

ある．そこで本研究では「認知科学を教える」とい

う生態学的な設定は一定にした上で実践を繰り返し

行い，上記概念変化モデルに照らして構成主義的な

方向に実践を系統的に変更することで，望ましい結

果が得られるかをまず検討する．その上で，様々な

変数がどのように影響して望ましい結果に至ったか

のプロセスを分析し，それにより従来の構成主義的
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表 1 協調による概念変化モデル

　　レベル 説明：例（天体概念の例）

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：球体の地球が回転し

昼夜が生ずる

3. 説明モデル
他人の意見も納得できるモデルの構築：地球は中空ま

たは楕円体だろう

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：太陽が山や海の向こ

うに沈むと夜である

1. 観察記録
自分の一回性の体験の言語化：太陽が山の向こうに沈

んで夜になった

な主張を超える著者らの主張──課題のヴァリエー

ションだけでなく，学習者によるそれらの抽象化の

仕方のヴァリエーション（多様性）が協調過程を促

進し，より質の高い説明モデルの構築を促す──の

尤もらしさを検証する．従って，評価は，転移（知

識の portability）を長期保持や後続学習での活用

で測るだけでなく，そのプロセスにおいて各自の知

識がいかに多様化するかの観点でも行う．

1.3 研究デザインと学習課題

本研究では，協調的内省の重層化と転移の関係を

探るため，大学 1，2年生対象の認知科学教育実践

を複数年度に亘って行い，次の 3つの条件，

1. 全体の単元数を絞って

2. 一単元内の課題の経験量を増し

3. 経験した結果に対する協調的内省の機会を増

やす

方向にカリキュラムを変更することが概念の転移を

促すかを検討した．2や 3の条件は協調的内省を重

層化するものだが，より長い授業時間を要するた

め，2年間という同じ時間で実施するには，条件 1

のように単元を精選する必要が生ずる．

1.3.1 学習課題：スキーマの学習

学習対象の概念には，認知科学を学ぶ上で基礎

的な構成概念となり，様々な文脈や題材に登場し易

い「スキーマ」を選んだ．それにより，概念自体を

理解し保持できるかだけでなく，用語として活用し

て各単元の内容理解を深められるかという 2 つの

指標で転移を捉えることを狙った．「認知科学辞典」

(2002)によるスキーマの定義は下記の通りである．

なお，転移を理解の深さと多様性の 2側面で評価す

るため，下記を例に簡便な評価方法を提案する．

【スキーマ】 カテゴリ，概念，一般的な知識のよう

に構造をもつ知識を指す．（中略）スキーマは変数を

もつことにより様々な対象の表象に利用できる．ま

た利用可能ではない情報については，典型的な値で

あるデフォルト値を割り当てることにより，表象を

豊かにすることができる．またスキーマに表象され

た情報は各種の関係によって相互に関連づけられる．

従って，スキーマは単純な属性リスト表現に比べては

るかに豊かな表現力をもっている．スキーマは上位，

下位のスキーマと階層的な関係によって結びついて

おり，これらの間には属性の継承関係があるとされ

る．スキーマは概念のプロトタイプの表現と考える

ことができるが，対象物だけではなく，動詞，出来事

などの表現にも用いられてきた．例えば，Schank &
Abelson が提案したスクリプトは，出来事における

行為系列を表現するスキーマの一種と考えることが

できる．他にも，物語理解における物語文法，問題解

決における問題スキーマや行為スキーマなどがある．

　記憶，カテゴリ化，文章理解，問題解決など様々な

心理実験のデータを合理的に説明することができる

という意味で，スキーマ理論が認知科学に与えた影

響は極めて大きい．またスキーマ理論は，人間が外

界からの情報の単なる受け手ではなく，選択的に情

報を取り込み，これを主体的に組織化し，学習を行っ

ていく存在であるという人間観に実証的，合理的な

根拠を与えたといえるだろう． （鈴木 宏昭）

スキーマとは「知識である」という核に，「階層

構造とデフォルトを持つ一般的な知識であるがゆえ

に新規な問題解決など様々な認知活動に役立つ」と

いう性質が簡潔に表現されている．これにスキーマ

のでき方，すなわち，「少しずつ違った経験のヴァリ

エーションを抽象化することで形成される」といっ

た定義を付け加えれば， も深い理解が表明され

た説明と認められる．一方，上記だけでも，「階層」

「一般的」「知識」「問題解決」「経験」「形成」など

多くの要素が含まれていることがわかる．これら

は，スキーマの性質や機能，成立過程など，オント

ロジーとして異なる側面を意味しており，そのどれ
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を重視するかは，多様性の一つの指標になり得る．

本来，学習者の多様な表現は独自な理解に基づいて

なされるため，このような規範的な分類とはそぐわ

ないが，今回は試験的な分析として上記要素への分

類で代用する．

1.3.2 研究デザインと結果の予測

研究は，手法を変えて行った同じ単元の年度間横

断比較（研究 1）と学生一人一人の 2年間の過程を

追う縦断観察（研究 2）で行った．研究 1では，学

生がスキーマの生成を体感できる「曜日計算課題」

を開発し，その課題数と，結果に対する協調的内省

の回数を操作して，スキーマ概念の単元内の理解と

1年後の保持を年度間で比較した．協調的内省の重

層化が転移に繋がるならば，直接経験と内省機会を

豊富化した年度の方が，たとえ単元内の規範的な理

解への到達度で見れば非効率的であっても，各自の

経験にグラウンドされた長期的に保持可能な知識

の構築を促進するだろう．そのプロセスが先述した

通り，各学習者の経験の抽象化の多様性に拠るので

あれば，スキーマ概念の捉え方も多様になることが

期待できるため，この観点での評価も行う．研究 2

では，2年間に亘るカリキュラム全体の年度間比較

から，授業で扱うトピックを厳選し，学習者の具体

的経験と協調的内省の時間を確保することが，学習

者の自発的な転移 – レポートやグループ議論にス

キーマを用語として利用すること – を促すことを

示す．その上で， も成果の上がった年度の実践に

おいて，スキーマに も言及した 1グループを選ん

でメンバー一人一人の過程を追い，各単元での協調

的内省が各自の学習内容の転移にどう繋がったかを

明らかにする．協調的内省の重層化が個々人の納得

を基にした多様で実質的な理解を生むのならば，各

学生は自身の初期理解に積み上げる (build-on) 形

で知識を形成し，その知識の違いに基づいて議論の

場に固有な見方や意見を提供して，目前の学習課題

の理解を深めてゆくと推測できる．

2. 認知科学のスーパーカリキュラム

本研究では，長期に亘る現実場面での転移過程を

捉えるため， 2 年間 1 セットの認知科学の「スー

パーカリキュラム」を開発した．さらに，転移に及

ぼす協調的内省の効果を調べるため，カリキュラム

を改良しながら 8 年間に亘って実践し成果を比較

するデザイン実験を行った (三宅, 2006; Miyake &

Shirouzu, 2006; Shirouzu & Miyake, 2007)．

参加者は，中京大学情報科学部認知科学科（2006

年度より情報理工学部情報知能学科）の毎年 70名

前後の学生である．研究対象の認知科学系授業は必

修であり，1，2 年次にはこれ以外の認知科学の授

業はない．全期間で著者ら 2名が授業を計画・実施

し，比較可能なデータを得た．授業目標は，人の認

知活動の特徴を既研究から掴み，その知識を学習や

インターフェイス評価など日常場面で応用できるよ

うになることである．「スキーマ」の理解自体は授

業目標ではないが，それを用いて学生が人の知識構

成の能動性を捉え，自らの認知モデル形成に役立て

ることを期待した．

授業方法は，学生が学習主体となって各自の考え

を発話や文章，概念地図などの形で外化し相互吟味

しながら理解を深める協調学習法を採った．また，

文献の読解や講義ビデオの視聴，概念地図の構成を

支援するツールを開発し，その上で学習者の考えを

数多く外化させることで，協調活動を支援すると同

時に学習プロセスの詳細な記録を取った．2年間 1

サイクルのスーパーカリキュラムは，表 2の下位カ

リキュラムから成る．

表に見る通り，スーパーカリキュラムの特徴の一

つは，問題解決などの直接的なハンズオン体験か

ら，徐々に文献や講義など抽象度の高い専門家の解

説を自分たちなりに読み解く活動へと展開する点に

ある．それにより，体験的理解から単一の既研究理

解，さらに複数の既研究理解へと一般化を図り，科

学的理解に基づいて日常を変える力を獲得すること

を狙った．これは Bruner (1961)のスパイラル・カ

リキュラムに類するが，徹底的な協調学習で行う点

が新しい．二つ目の特徴として，協調学習の形態を

クラス一斉のデモ実験や討論など教員主導のものか

ら資料を分担し読み合わせるジグソー法など学習者

主体のものへと展開し，協調的な学習スキルを段階

的に獲得できる構成とした．

以上のカリキュラムの基本構成は変えずに，2年

間継続してデータを取得する実践を 2000年度から

2007年度まで行った．入学年度別に参加学生が受

講した授業を図 1に示した（以降，下二桁で年度を

表す）．図 1の一つのセルにある授業を右列 2行下

にあるセルと比較すると，同じ学年レベルの授業に

ついて擬似的な比較対照実験が可能になる．各列を
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表 2 認知科学のスーパーカリキュラム基本構成

時期 授業名（時間数） 内容

1年春 認知科学入門
（週 90分 2コマ）

問題解決をテーマに，ハノイの塔や川渡り問題などを解く体験

から経験則を抽出する

1年秋 認知科学初級
（同上）

記憶表象や内外相互作用をテーマとした文献資料に経験則を

結び付ける

2年春 認知科学中級
（週 90分 1コマ）

熟達化について 10前後の文献資料のジグソーから理解する

認知科学研究法 I
（同上）

言語に関する認知科学研究について 4, 5人の学科教員の講義

から理解する

2年秋 認知科学上級
（同上）

認知科学全般を 20前後の資料のジグソーから理解し，各自の

認知科学モデルを作る

認知科学研究法 II
（同上）

学習・熟達化について，3, 4人の教員講義から理解する

縦に追うと，入学年が同じ学生（以後コホートと呼

ぶ）の学習過程を長期的に追跡できる．

本研究では，図中太枠で示した 02，03，05年コ

ホートの実践を比較する（以後 02, 03, 05実践と呼

ぶ）．3実践を選んだ理由は，カリキュラム変更に

伴って 02年度から 03年度の授業時間が週 1コマ

から 2 コマへと増えた効果を検討するためと，03

実践のカリキュラムが 04年度の修正を経て安定し

た 05実践において協調的内省の重層化の効果を明

確に捉えるためである．授業は全てビデオに撮り，

第 1から第 3セメスタは 1割強の学生，第 4セメ

スタは全学生の発話をレコーダーで記録した．学生

の記述したプリント（以降ワークノートと呼ぶ）は

全て PDF化した．期末レポートも総括評価のデー

タとして利用した．以上のデータを用いて 3節の研

究 1では，第 1セメスタの一単元における 3実践

の学習成果を記述回答から比較する．4節の研究 2

では，3実践のスーパーカリキュラムを比較して成

果の上がった実践を同定し，2年に亘るスキーマの

学習プロセスを会話分析も用いて明らかにする．

3. 研究 1：一単元におけるスキーマ理解と

保持

ここでは，スキーマ理解を目標とした曜日計算実

践の単元を対象に，概念変化モデルのレベル 2や 3

を強く支援する重層化カリキュラムの具体例を示す．

その上で，それが問題解決の繰り返しによる経験則化

や複数の経験則の認識や吟味を可能にし，portable

な知識の形成に繋がることを明らかにする．

3.1 曜日計算課題と概念変化モデル

曜日計算は，「水曜+火曜=金曜である時，金曜+

月曜は何曜か」といった問いに答える問題である

(Lindsay & Norman, 1977)．月曜を 1として，各

曜日を数字に変換して足し，結果を曜日に戻す解法

（曜日－数字変換方略）が基本的だが，繰り返し解

くことで「n曜日+日曜日=n曜日」といった解法

規則を見出し，数字に変換することなく答えを出す

「規則方略」，あるいは予め表を作って答えを見て

取る「早見表方略」なども工夫できる．さらに，解

き方に慣れた後，「m+b=？」のような問題（以後

m+b問題または文字計算問題と呼ぶ）を解かせる

と，ほとんどの学生が aを 1としてアルファベット

系列を数値化して答えを出す．さらに 30%ほどの

学生は，mを数値化せずに直接「+bだから，答え

は mの次の次の文字」のように，曜日計算で獲得

した規則を般化した適応的な解答をする．スキーマ

を般化された知識として例示するのに適した課題で

ある．

概念変化モデルに照らすと，曜日計算に初めて直

面して答えを出す「曜日－数字変換方略」がレベル

1，繰り返し解く経験から「規則方略」や「早見表

方略」を構成し安定して活用するのがレベル 2，こ

れら複数の方略を自らのレパートリーとし，各方略

の特徴を意識して状況や課題によって使い分け，新

規問題への適応を説明できるのがレベル 3，そして，

同じ過程について構成概念を用いて説明できるのが

レベル 4だと考えられる．
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図 1 年度別入学生が受講した授業

（00年度から 05年度までは授業名の 初に「認知科学」，06年度以降は「情報知能学」と付く）

3.2 授業単元の構成比較

本研究の仮説は，レベル 2 や 3 の概念変化を手

厚く支援するカリキュラムが，少量経験に基づいて

専門的な解説を与えるカリキュラムに比して知識の

portabilityを高めるというものである．そこで，著

者らは概念変化モデルをカリキュラムの構成指針に

も活用し，単元内の学習活動のステップを次の通り

レベル分けして，レベル 2や 3に対応する活動を強

化した．レベル 2と 3の区分は，扱う方略が単一か

複数かに主眼を置いたため，グループ活動であって

も一方略を確証する目的の活動はレベル 2とした．

レベル 1：問題を初めて解き，解法を言語化する

レベル 2：問題を繰り返し解き，方略を見出す

一つの方略で意図的に問題を解く

少人数討論や教員の解説，資料で一方略

を確認する

レベル 3：グループやクラス，解説，資料で複数方

略を確認する

複数の方略から取捨選択して問題を解く

問題を解きながら方略の変化を意識する

違う問題への解決方略の共通点，相違点

を議論する
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表 3 曜日計算単元の 3実践概要

02実践 03実践 05実践

授業週数 4（4～7週目） 1（1週目） 2（1～2週目）

時間（分） 250 80 277

課題数 75 54 219

図 2 曜日計算早見表

レベル 4：それぞれの方略や方略間の関係，変化を

「知識」等の構成概念を用いて説明する

教員の解説や資料で認知科学的な説明に

触れる

著者らは，02 年から曜日計算単元を開発し，実践

結果を踏まえて活動内容を修正してきた．対象とす

る 3実践で，曜日計算単元を実施した週，時間，実

際に解いた曜日計算の課題数は，表 3 の通りであ

る．02実践は 05実践より約 1割短いだけの時間を

掛けているが，課題数は少ない．03 実践は時間当

たりの課題数は 05実践とほぼ同じだが，授業時間

が短い．

紙幅の制限と比較のため，以下では 02，05実践

のみ詳細な活動内容を紹介し，学習活動のレベルを

括弧内に記して，カリキュラムの重層化を具体的に

示す．03実践は概要のみ記す．

3.2.1 02年度実践：少量経験ベースの誘導的言

語化

02年度は，第 1セメスタの「認知科学入門」の 4

週目以降に曜日計算単元を実施した．全体として，

少数の課題解決後すぐ早見表や規則方略を教員が誘

導的に引き出し，知識やスキーマに関する高度な解

説や資料を与えて対比させてから，m+b問題でス

キーマを例示する展開だった．詳細は次の通り．

4週目（後半 50分）

1) 曜日計算を 3題解き，解法と解を確認

（レベル 1）

2) 「同じことを何度もやる方法」を 2，3 人で話

し合う (2)

3) 図 2の表の空欄を埋め，早見表を作成 (2)

4) 「表を使うと解き方がどう変わるか」の話し合

い (3)

5) 4)に対する「答えを暗記する」という学生の発

言を利用して「頭に入った表を知識と呼ぶ」と

教員が解説 (4)

6) 早見表の再検討から，「月曜を足せば次の日」と

いった公式も獲得可能であることの解説 (3)

7) 「知識はどれも表と公式の形をしているか」の

記述 (4)
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5週目（別課題挿入後の 30分）

8) 7)の回答集をもとに「曜日計算に使う知識」の

話し合い (4)

9) 8)の問いを「 初に解いたときの知識」や「表

や規則の知識としての性質」などの観点で再考

(4)

6週目

10) チャンキングによる数唱範囲の拡大 (Chase &

Ericsson, 1981) と物理の熟達者と初心者の

知識構造の違い (Chi, Feltovich, & Glaser,

1981) に関する A4 一頁の資料を分担して読

んだ後，内容を 2人組で交換 (4)

11) 「スキーマとは何か」「問題を初めて／数題／

たくさん解いた後の知識はどうなるか」を上

記 2人組で話し合う (4)

12) 顔の絵や短文理解のためのスキーマ，レスト

ランのスクリプト (Bower et al., 1979)に関

するデモを一例ずつ体験 (1)

13) 再度 11)の「スキーマとは何か」の記述 (4)

7週目（冒頭から 80分）

14) 13)への回答集に，スキーマを「知識の構造や

関係付けを説明する構成概念」とする教員解

説も含めた資料を閲覧 (4)

15) 再度 11)の知識に関する問いを 2，3人で話し

合う (4)

16) 曜日計算を 72題解く (3)

17) 16)で「知識はどうなったか」の体感を記述 (4)

18) 「春+秋=」「ミ+ラ=」「m+b–」を解き，解

法を記述 (1)

19) 「m+bを解く知識」の記述 (4)

3.2.2 03年度実践概要：経験の大量化

03 年度は，2 コマ連続で行う「認知科学入門 A

／ B」の初回 2コマ目のみで単元を実践した． 初

の 3題の解決に加えて 18題を解かせ，学生から表

や規則の言語化を引き出して板書させた後，33題

に活用させた． 後にm+b問題を解かせた後，解

説を与えた．初期の問題解決経験を大幅に増やした

実践だと言える．

3.2.3 05年度実践：協調的内省の重層化

05年度は，「認知科学入門 A／ B」の初回 1コマ

目に曜日計算を導入し，2週目の 2コマ目途中まで

行った．

1週目（162分）

1) 曜日計算を 3題解き，解法と解を確認

（レベル 1）

2) 「大量に解く方法」を 2，3人で話し合う (2)

3) 曜日計算を 72題解く（図 3；レベル 2）

4) 大量の問題を速く正確に解くための工夫を話し

合う (2)

5) 曜日計算を 72題解く (2)

6) 3人ずつで話し合い，全グループが 良案を板

書（図 3；レベル 2）

7) 板書をもとに表と規則による解法を確認 (3)

8) 7)ももとに曜日計算 72題を解く (3)

9) 「m+b」問題を解き，解法を記述 (1)

10) 9)への「曜日計算を多数経験したことの影響」

を記述 (3)

2週目（冒頭から 115分）

11) 曜日計算 15題と文字計算問題を解き，前時を

振り返る (3)

12) 9)の回答集を解法でタイプに分け，「mの次の

次の文字は oと答えられる理由」を個人とグ

ループとで考える (3)

13) スキーマを「曜日計算を大量に解くうちにで

きた，一般的な適用可能性のある知識」と解

説 (4)

14) 曜日計算の解説資料「処理と記憶装置のトレー

ドオフ」(Lindsay & Norman, 1977)を読む

(4)

15) 「曜日－数字変換方略」「早見表方略」「規則

方略」に関する資料を分担して読む (2)

16) 3人組で資料内容を交換し，各方略の処理と記

憶負荷の大小関係を比較 (3)

17) どの方略でも処理負担と記憶負荷の間にトレー

ドオフがあることの解説 (4)

18) 「文字計算問題を解くときに，曜日計算で経験

し蓄積した処理や記憶がどう使われるか」を

記述 (4)

3.2.4 学習活動のレベル分析

以上の学習活動の括弧内のレベルを推移として表

したのが図 4である（網掛けはm+b問題を表す）．

02実践と 05実践では，ステップ数がほぼ同じであ

るにも関わらず，前者でレベル 4が多く，後者でレ

ベル 2, 3が多いことが見て取れる．一方，03実践

と 05実践では，ステップ 6と 9のm+b問題に入
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図 3 曜日計算 72題と解法の板書

図 4 曜日計算単元の学習活動レベル推移

るまでの推移パタンは同様だが，レベル 2のステッ

プ数が後者で多い．

各年度のレベル別ステップ数の割合を図 5に示し

た．年度を追うごとに専門的な概念を扱うレベル 4

が減り，中間段階のレベル 2,3の割合が増えてカリ

キュラムが重層化した傾向が窺える．

3.3 実践結果

3.2節の学習活動のレベル分けから，02実践は課

題の直接経験は少ないが初期段階から知識やスキー

マといった専門概念に触れて解釈の抽象度を上げる

機会があった一方，03, 05実践では，豊富な経験に

対する協調的な語りの繰り返しから経験の抽象化を

行う機会があったと考えられる．そのどちらが効果

的かを本節では，m+b問題や曜日計算の課題経験

の抽象化およびスキーマの記述や保持で評価する．

3.3.1 m+b問題の解法記述結果

m+b問題という曜日計算と同種だが新規な問題

への解法記述は，学習者の題材に対する概念化の度

合いを示すものと考えられる．具体的には，m+b

問題を曜日計算と独立したものと捉えて単に解法を

記述するものから（概念変化モデルのレベル 1），

問題や方略の関連性に言及するもの（曜日計算の範

囲を超えて違う問題への経験の適応可能性に言及す

る点でレベル 3と認められる），そして，適応可能
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図 5 曜日計算単元の活動レベル割合

になった知識をスキーマと呼ぶなど経験を認知科学

的に捉えるもの（レベル 4）まで複数あると考えら

れる．

分析方法　そこで m+b 問題の解法記述を分析し

た．対象は，問題を解いた直後の「どうやって解い

たか」への回答と，同じワークノート内のm+b問

題の解決を支えた知識について尋ねた問題への回答

である．後者の具体的教示が「m+b を解く知識」

（02年度），「今日の授業のポイント」（03年度），「曜

日計算を多数経験したことの影響」（05年度）と違

うため，一貫した比較は難しいが，違いも含めて学

生が自らのm+b問題解決経験をどのように言語化

するかを検討した．回答は，次の 4つにカテゴリ分

けした．コロン以降に回答例を付す．

1. 具体的手順のみに言及したもの：「mと bを a

から何番目か数えて，足した数をアルファベッ

トに戻す」

2. 曜日計算とm+b問題の問題としての同型性を

記述したもの：「曜日計算と同じようにアルファ

ベットを数字に置き換えて問題を解いた」

3. 曜日計算の規則方略がm+b問題にも適用でき

たことを明示したもの：「曜日計算の『○+火

なら○の次の次の日』という公式を『+b』に

も当てはめて考えた」

4. 曜日計算と m+b 問題の解決に関わる知識や

規則について「知識」「スキーマ」等の専門用

語を用いて言及したもの：「単に曜日計算する

だけでなく，そこでできたスキーマをアルファ

ベットの知識と組み合わせた」「やってみたら，

順序のあるものを数としてとらえる知識が加

わった」

2，3 番目のカテゴリはいずれも概念変化のレベ

ル 3 に属すると認められるが，一般化の度合いが

後者で高いと考えられるため，区別した．このカテ

ゴリで各年度 10名分の回答を第三者に分類させた

ところ，第一著者との一致率が 100%となったため，

第一著者が残り全ての回答をコーディングした．

分析結果　回答人数は，02, 03, 05実践で各 75, 72,

76名であった．上記 4カテゴリ該当者の割合を無

回答の学生の割合も加えて，図 6に示した．図に見

る通り，02 実践では，無回答あるいは具体的手順

の記述に留まる者とスキーマなど専門用語を利用し

て経験を語る者との二極分化が見られた．同様の傾

向は 03実践にも見られるが，05実践に入ると，曜

日計算とm+b問題の同型性や規則の般化を語る学

生がほとんどを占めるほど増加した．

02 実践の結果は，スキーマについての一連の学

習を行った後で「m+b問題を解く知識」について

問うという抽象的な要請をしたため，既有知識を活

用して回答できる者とできない者とに分かれたと考

えられる．03実践は，m+b問題後，教師の解説を

挟んだ直後に「授業のポイント」を書かせたため，

それと関連づけた回答が増えた可能性がある．これ

に対して 05年度は，「m+b問題への曜日計算の影

響」を明示的に問うたためもあり，二つの問題に対

する自分たちの解決経験を吟味した説明を行う傾向
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図 6 m+b問題の説明内容

が見られた．教員の解説を加えていないため，専門

用語を用いる学生は少ないが，豊富な問題解決経験

を一挙に抽象化することなく，問題や方略に照らし

た形で中程度の抽象化を行い得たものと見なせる．

3.3.2 曜日計算とスキーマに関する長期保持

次に，単元内の学習成果がどれほど保持されてい

たかを確かめるため，1年以上経過後の遅延再生結

果について報告する．

データ取得方法　データは，02, 03, 05実践で各々

2 年次の 4, 9, 10 月の授業中に取得した．02 実践

のみ第 4セメスタで遅延再生を行わなかったため，

第 3セメスタのデータを用いる．遅延期間が他実践

より短く有利になる可能性があるが，本研究のベー

スライン条件とするため，これを採用した．いずれ

の年度も 1 コマを費やして各セメスタの授業につ

いて「思い出せるキーワード（e.g. パズルなどの題

材，資料，専門用語）」を書かせ，その内容の説明

を求めた．回答人数は年度順に 73,50,60名だった．

キーワードの再生結果　学生の何割がキーワードと

して「曜日計算」と「スキーマ」を挙げたかを調べ

たところ，02実践では曜日計算を 46.6%，スキー

マを 86.3%，05実践では各々58.3%と 65%が再生

した．両実践とも約半数以上の学生によって両キー

ワードが再生されたが，02実践で 8割以上がスキー

マを再生した点が特徴的である．なお，03 実践の

み「内容の書けるキーワードを 3つ」に絞って報告

させた結果，曜日計算が 4%とスキーマが 2%しか

再生されなかったため，今後の分析から除外する．

曜日計算の再生結果　キーワードに曜日計算を挙げ

た者について，その説明内容を分類した．カテゴリ

は，概念変化モデルに従い，問題の初期的な解法の

み（レベル 1），効率的な解決方略（レベル 2），複

数の方略や新規問題への適応（レベル 3），そして，

専門概念（レベル 4）のどれに言及しているかを区

別した．具体的には，曜日－数字変換方略のみ（レ

ベル 1），規則方略（レベル 2），規則方略と早見表

方略（レベル 3），両方略に加え文字計算問題（レ

ベル 3），さらにスキーマ（レベル 4）への言及と

いう 5カテゴリに分類した．これに「無回答または

問題の記述のみ」の学生も加え，02実践の 34名お

よび 05実践の 31名全員を分類した結果が図 7で

ある（紙幅の都合で一部カテゴリを統合した）．

結果，02実践では変換方略が 5割を占め，規則

方略以上を説明できる者が合計でも約 3 割と少な

い．それが 05実践では規則方略以上が 8割近くと

なり，特に 02実践では 1名ずつしか言及しなかっ

た文字計算やスキーマにも 7名と 5名が言及した．

その内の 3名は両者に重複して言及し，例えば「同

じ曜日計算を解くにも，曜日を数に置き換えたり，

規則を作ったり，表にしてみたりなど複数の考え方

が人には出てくる．そこからアルファベット問題の

ような違うことにも使える一般的な知識つまりス

キーマが編み出される」といった説明を行った．

スキーマの再生結果　スキーマをキーワードに挙げ

た 02実践の 63名および 05実践の 39名の説明に
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図 7 曜日計算課題の再生内容

図 8 形式から見たスキーマの説明レベル

ついて，「無回答」，「単語またはその羅列（e.g. 知

識，繰り返し経験）」，「内容のある説明文（e.g. ス

キーマは経験の繰り返しから一般的なことがらに適

用できるようになった知識）」，「具体例つきの説明

文（e.g. 曜日計算と文字計算を同じとみなしたりす

る，抽象的でいくつかの事柄に共通する知識）」の

4つに分け，各カテゴリの該当者の割合を図 8に示

した．02実践では無回答と単語の説明で 6割近く

が占められた一方，05 実践では文での説明や具体

例付きの説明が 8割を超えた．スキーマの実質的な

理解が長期間保持されたと言える．

スキーマの再生内容の多様性　スキーマの説明内容

に関する多様性を捉えるべく，単語や文に含まれた

語を 1.3.1節に従って次の 6群に分け言及率を調べ

た（カッコ内の表現も許容した）．

• 経験

• 形成（できあがる，できる，なる，作る）

• 知識

• 階層（関係，かたまり）

• 一般的（似た，使える，応用できる）

• 問題解決（解ける，わかる，課題ができる）

6つのキーワード群のうち，「経験」「形成」をスキー

マの生成過程，「知識」「階層」「一般的」を性質，「問

題解決」を機能に関するものと考えた．「一般的」と
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「問題解決」が紛らわしいが，前者はスキーマが未

知の対象に応用できることへの言及，後者は実際ス

キーマを用いて可能になる認知活動に言及したも

のである．なお，キーワードによる分析を行ったの

は，単語など不十分な説明であってもスキーマを何

と関連づけているのかを捉えられるようにするため

である．コーディング例は次の通りである．

「曜日計算から文字計算みたいに，人が色々経験す

ると他のことに応用して使うことができる知識がで

きる．それがスキーマ」（順に，経験，一般的，知

識，形成）

「スキーマは人の持つ知識のかたまりで，1つの物

や事について一般化された知識．顔のスキーマな

ら，個人差はあっても目が 2 つ，鼻が 1 つ，口が

1つあり耳が両サイドに付いているという基本的な

パーツがあるなど」（順に，知識，階層，一般的）

学生の言及率を示した結果が表 4である．比較の

ため，02 コホートが曜日計算の単元内で「スキー

マとは何か」という問い（3.2.1 節のステップ 11,

13）に答えた記述も掲載した．表に見る通り，02実

践の授業内では，チャンキングや熟達者の知識構造

の資料読解後に説明を作っているだけに「知識」と

「階層」が高頻度に言及されている．しかし，遅延

再生では「知識」ですら約 2割の学生にしか言及さ

れず，むしろ，「経験」と結び付けられるようになっ

たことがわかる．一方，05実践では「知識」が 6割

弱で言及され，「階層」という高度なキーワードは少

ないものの，スキーマの「経験」からの「形成」や

その「一般的」な性質，それに基づく「問題解決」

が 3割以上言及された．クラス全体でスキーマの多

様で幅広い側面が保持されていたと言える．

3.4 考　察

少数の問題解決経験をもとにスキーマについて教

員が解説し専門資料を与えた 02実践では，授業内

での要約の質は上がるが（表 4），1年経過後には

ラベルしか残らない傾向があった（図 8）．転移課

題経験の記述も授業内で既に専門概念と結び付けら

れる学生とそうでない学生に二極化し（図 6），で

きた学生でも 1年経つと課題の保持内容は乏しかっ

た（図 7）．対して初期段階の課題解決数を増やし，

協調的内省を重層化した 05実践では，クラスの多

くの学生において転移課題の言語化が具体的経験に

基づいたものとなり（図 6），1年半経過後も豊富

な内容が保持され（図 7），スキーマの実質的で多

様な説明が可能になった（表 4，図 8）．

概念変化モデルで言うと，あたかも，02実践に

おけるレベル 1から 4の飛躍を 03実践以降の中間

レベルの重層化で埋めることで，具体経験にグラウ

ンドされた知識の構築・保持が可能になったかのよ

うである．その鍵は豊富な経験に対する協調的内省

にあるだろう．話し合いの回数だけなら 02実践も

05実践も 6回（3.2.1節 2, 4, 8, 10, 11, 15ステッ

プと 3.2.3節 2, 4, 6, 12, 15, 16ステップ）で同じ

だが，後者では問題を 72題ずつ解き，各方略の資

料を分担交換するなど，方略を経験則として確立し

た上で，それらを比較対照するために話し合いを活

用した．つまり，概念変化モデルのレベル 2におけ

る tangibleな経験則作りがレベル 3の協調的な討

論を豊富化したと言える．このセットこそが協調的

内省である．それによって各学習者は「同じ」経験

に対する「別のまとめ方」を収集でき，その比較対

照から概念化のレベルを上げ，自分なりの理解深化

を進めたと考えられる．

転移の議論に戻れば，02実践が物理や顔の絵，レ

ストランスクリプトなど複数の文脈におけるスキー

マ概念を対比的に学ばせたのに対し，05 実践は曜

日計算の単一文脈内で方略や課題のヴァリエーショ

ンを吟味させたと言える．後者で効果が上がった本

実践の結果は，転移の基盤に豊富な協調学習経験を

置く有効性を示唆している．

本研究は，毎年の成果を踏まえて年度ごとに学習

活動や教示を修正しながらその時点で 良と考えた

結果を狙うデザイン実験の手法で行った．それゆえ，

一連の実践を開始する前に将来の修正を見越して一

貫した指標を用意するのが難しいなど，手法の制約

も受けている．例えばm+b問題への解法を説明さ

せる教示が年度ごとに違ったため，02実践と 05実

践の結果の違いも，少量経験に抽象的な教示を行っ

た場合と大量経験に具体的な教示を行った場合の違

いと見るべきものであり，02実践に 05実践の教示

を用いていればまた違った結果が得られた可能性は

ある．それゆえ，デザイン実験が問題にするのは，

学習活動を変え教示を変えて得られた も肯定的な

結果に関する“プロセス”である．曜日計算単元か

ら遅延再生までの間には，長い学習時間があった．

その間に 05実践の転移の基盤となる知識が実際ど
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表 4 遅延再生と授業中のスキーマ説明に含まれた語

経験 形成 知識 階層 一般的 問題解決

02実践授業内 4.3% 0.0% 50.7% 31.9% 1.4% 21.7%

02実践遅延 65.1% 25.6% 20.9% 0.0% 11.6% 20.9%

05実践遅延 39.4% 36.4% 57.6% 15.2% 48.5% 36.4%

表 5 題材数から見るスーパーカリキュラムの重層化

02実践 03実践 05実践

入学者数（単位取得者） 82 (66) 72 (67) 78 (62)

授業週数 45 47 52

コマ数 69 95 104

題材数 124 177 156

　資料・講義 98 122 96

コマあたり題材数 1.80 1.86 1.50

　資料・講義数 1.42 1.28 0.92

れほど後の学習に繋がったのか，そのプロセスを明

らかにして，協調的内省が転移に繋がるメカニズム

を解明することが本研究には求められる．

4. 研究 2：2年間のスキーマ理解過程

研究 2では，05実践のカリキュラムが 2 年間 4

セメスタ全体に亘って重層化したことを確認し（4.1

節），それによって学習者が単に「スキーマとは何

か」を理解することを超え，レポートやグループ議

論の説明にも使うようになることを示す（4.2節）．

さらに，グループ議論時にスキーマという語を も

頻繁に発話したグループのメンバー 5 人を対象と

して，一人一人がどのような意味でスキーマを使っ

ていたのか，それが議論に至るまでの各自の学習成

果とどう結びついていたかを示し，協調的内省に支

えられた転移過程を明らかにする（4.3節）．

4.1 スーパーカリキュラムの重層化

3.2節で見た通り，カリキュラムの重層化は，扱

う題材を減らし，各題材に関する経験量を豊富化し

て協調的内省の機会を増やすものである．さらに，

同じ題材でもハンズオンなど体験型で行うか，教員

の講義や専門資料の形式で行うかも重層化の一つの

目安となる．そこで，他と切り分けられる 1つのパ

ズルや資料を 1つの題材とカウントする作業を 4セ

メスタ全部に行った．曜日計算単元を例にとると，

一群の曜日計算は 1 題材とし，文字計算は別にカ

ウントした．チャンキングや物理のプロの知識構造

は，それぞれ独立した「資料」形式の題材とした．

表 5 に 3 実践の各コホート入学者数（カッコ内

は 2年生 後の授業単位取得者数），授業時間（2

年間合計の授業週数とコマ数）と題材数，資料・講

義数を示した．03年度から認知系授業を週 2コマ

行なったため，コマ数が増加し，連動して題材数も

増加したが，05 実践では減少した．特に資料や講

義による題材提示を抑えたことが，コマあたりの資

料・講義数の推移で見て取れる．レベル 4の専門知

識の直接供与よりも，レベル 1 から 3 の学生自身

の課題解決や吟味を重視するようになったことが確

認できる．

これら学習活動の形式的な分析に加え，スキー

マという用語が 2 年間の授業内でどう扱われたか

の観点からカリキュラムを検討した．具体的には，

「スキーマ」という語がワークノートまたは教員の

発言に一度でも登場したコマを数え，各セメスタの

総コマ数で割った率を図 9に示した．02実践では

第 1，2 セメスタでの登場率が高いが，第 3，4 セ

メスタで落ち込む．03実践では逆に第 3セメスタ

の登場率が高くなり，05実践では 4つのセメスタ

とも一定の割合で推移した．表 5 の結果と結びつ

けると，05 実践では各単元にじっくり時間を掛け

ただけでなく，それらが緊密に結びついたカリキュ
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図 9 授業へのスキーマ登場率の 3実践比較

図 10 期末レポートでのスキーマ利用率の 3実践比較

ラムになっていたと考えられる．

4.2 レポートおよびジグソー時の説明活動での

スキーマ利用

カリキュラムの重層化が概念の自発的利用を促す

かを調べるため，学生のレポートでのスキーマ利用

率（期末レポートで「スキーマ」という語を一回以

上用いた者の割合）を算出した．資料を写した箇所

に含まれた場合は除いたため，資料に対する自分な

りの解釈や資料間の関係の説明に用いた表れだと考

えられる．

分析対象は 1, 2年次 後の期末レポートである．

第 2セメスタは「今後の学びに認知科学をどう役立

たせるか」，第 4セメスタは文献資料と授業内容を

統合して「私の認知科学」をまとめさせた．なお，

05実践のみ第 1セメスタ（ヒューリスティクスを

用いて日常生活の問題を解くプラン），第 3セメス

タ（熟達化資料に基づく自分の熟達化プラン）のレ

ポートも対象とした．

結果は図 10の通り，どの実践でも後半のセメス

タで前半より言及率が上がったが，第 2セメスタで

は 02実践が他実践より高く，第 4セメスタになる

と 05実践が逆転してクラスの約 6割が使うに至っ

た．各セメスタのスキーマ利用回数を利用者の人数

で割ったところ，第 2セメスタでは年度順に各々3.1

回，4回，1.2回となり，02, 03実践が多かったが，

第 4 セメスタでは年度順に 2.8回，3.4回，2.5回

と 05実践が増えた．02実践では限られた一部の学

生が頻繁にスキーマという用語を使っていたのに対

し，05 実践では広範な学生が一定程度使うよう変

化したと言える．

この結果は，「転移は文脈間の類似性を示す教員の

ヒントによって生じ易くなる」というEngle (2006)

の主張を一部支持する．全セメスタに亘ってスキー

マが言及されがちだった 05実践（図 9）の学生が

レポートでも利用しがちだったからである．反面，
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図 11 05実践のジグソー活動におけるスキーマ発話率の変化

セメスタごとに登場率が上昇したわけではない（図

9）のに利用率が大幅に上昇した事実は，外的なヒ

ントだけでなく，学生自身のスキーマに関する知識

の累積に従って活用も促されること，すなわち，社

会的要因と認知的要因の交互作用を示唆している．

05実践で利用率が上がった第 3, 4セメスタの学

習活動の中心はジグソーである（2節参照）．そこ

で，期末レポートだけでなく，学期中の説明活動に

も学生がスキーマを用いたかを調べるべく，ジグ

ソーにおけるスキーマ発話を追った．第 3セメスタ

では熟達化に関する 8資料，第 4セメスタは認知科

学全般に関わる 18資料のジグソーを複数週に亘っ

て行った．基本的な形式は，まず自分の選んだ 1資

料を同じ資料の担当者と読み込み，その後，別の資

料担当者と内容を交換し 2資料をカバーする（1×

1交換）．次いで，他人から聞いた資料の内容も併

せて複数資料同士を交換する（2× 2交換）．これ

を繰り返して全資料をカバーする．この各回の授業

で，スキーマを 1回以上発話したグループの割合を

図 11に示した．なお，資料の読み上げにスキーマ

が含まれた場合は割愛したため，一定の自主的な利

用を表したものと言える．図の横軸は「セメスタ－

週：何資料ずつの何回目の交換か」を示す．

第 3 セメスタの初めでは少数資料同士の交換に

スキーマが発話されることは無いが，週を追うごと

に率が増え，8資料を統合する回には 50%に達して

いる．その後，第 4セメスタの初めはいったん落ち

るが，交換する資料が増えるに連れ，再度増えてい

る．資料同士の関連づけや統合の議論のための媒介

としてスキーマが機能した可能性を窺わせる．

4.3 1グループ 5名のスキーマ理解と転移過程

そこで学生がスキーマをいかなる“意味”で使う

ように変化したのかを検討する．対象としたのは，

05実践のジグソー活動時の一授業（図 11の 3—14

週）でスキーマに 多の 55回言及した 1グループで

ある．そのような頻繁な言及の理由は，大きく二つ

考えられる．一つは，カリキュラムの重層化によっ

てクラス共通の直接経験にグラウンドしたスキーマ

の共通理解が形成され，円滑なコミュニケーション

を可能にしたというもの，もう一つは，スキーマは

「知識など何らかの内的表象を指すもの」といった

理解は共有されたとしても，スキーマのどの側面を

重視するかは個人によって異なり，その違いが積極

的な相互作用を引き起こしたというものである．

これを確かめるべく，まず 05実践のスーパーカ

リキュラムのうち，スキーマが登場した単元内容を

概説し，そこでの対象グループ 5 名の記述内容を

追って各自のスキーマ理解の特徴を示す（4.3.1節）．

その上で，上記ジグソー活動時のグループ議論を分

析し，各自が議論に参加する契機や内容がそれまで

の理解とどう関係するかを検討する（4.3.2節）．

4.3.1 スキーマに関わる単元内容と 5名の学び

05実践には，スキーマが教員の解説やワークノー

トに登場する機会が 2年間で計 12回あった．分析

のターゲットとする第 3セメスタのジグソーがその

9番目の機会であったため，そこまでの単元内容と

グループメンバーの記述内容を紹介する．なお，単

元名横のカッコは「セメスタ－週」を表し，セメス

タにアポストロフィが付いているのは講義系の授業
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を示す（2節参照）．メンバーは女子学生 A, B, E，

男子学生 C, Dの計 5名だった．

1) 曜日計算(1—1, 2)：内容は 3節に詳述した．m+b

問題の解法説明（3.3.1節参照）における 5名の

学生の記述はB，C，Eが規則方略の般化，Dが

問題の同型性，Aがそれ以外の回答だった．しか

し，同じカテゴリに分類された 3名でも，規則

の言及に加えて Bは「せっかくやったのに（公

式が）出てこなかった」という実用志向のコメ

ント，Eは「曜日計算をしていなかったら解け

なかった．公式は役立ったが暗記は役に立たな

い」という自分の認知過程を踏まえたコメント

を残すなどの違いが見られた．

2) 曜日計算振り返り(1—9)：期末試験の問題例とし

て「曜日計算を例にスキーマの利点」，「ハノイ

の塔を例にアルゴリズム」，「川渡り問題を例に

状態遷移」を説明する課題を分担し，3人 1組

のジグソー活動を行った．「スキーマとは何か」

というまとめに 5名全員が「知識」と説明した

が，その形成過程と機能のどちらに力点を置く

かに違いがあった．

3) 類推(1—9, 10)：胃癌，要塞 (Gick & Holyoak,

1983)，火事問題 (安西, 1985)を分担して解き，

共通解を 3人 1組で作る経験を通して類推につ

いて学んだ． 後のまとめに，学生 Bが「似た

事柄を書き出して要塞胃癌火事に共通する図み

たいに整理しておけば，どんな物にでも使える」，

Cが「かけ離れた領域の問題でも解き方を整理

しておけば，考えずに解ける」と一般化した結

果の実用性に言及する一方，D は「（解き方を

比較できると）一部分が似た問題だと気づき易

くなる」という分析的なコメントを残した．

4) 知識表現(2—8, 9)：古典的な知識研究例として

物語スキーマ (Thorndyke, 1977)，階層的知識

構造 (Collins & Quillian, 1969)，スクリプト

(Bower et al., 1979)をA4両面 1枚で読み，ジ

グソーを行った．

5) 対話処理システム(2—10, 11)：古典的なAIとし

て SAM (Schank & Abelson, 1977)，ELIZA

(Weisenbaum, 1966)，SHRDLU (Winograd,

1972)を A4両面 1枚でジグソーした．

6) 熟達者の知識構造(3—1～3)：熟達化の基礎として

題名による記憶し易さ (Bransford & Johnson,

1973)，チェス (Chase & Simon, 1973; Chi,

1978)や物理のプロの知識構造 (Chi et al., 1981)

を A4両面 1枚でジグソーした．

7) 社会的熟達化と学習理論(3’—2, 3; 3—4, 6)：日常

的な職場の熟達化研究 (Lave & Wenger, 1991;

Scribner, 1984)に学習理論 (Norman, 1982)を

結びつけた教員の講義ビデオを短時間のクリッ

プに分け，ジグソーした．

8) 理解に関する教員講義(3’—9, 10, 12)：オムニバ

ス授業で 1教員が理解過程の講義をする際，ス

キーマに頻繁に言及した．題材には白黒模様の

顔の絵（D.アーチボルド原作）やプログラミン

グの学習が用いられた．顔の絵は見て取れない

学生が多かったため，翌週課題をやり直し，講

義ビデオも用いて教員解説とデモ内容を結びつ

けた．学生の記述は，Bが「顔が見えるとは顔の

スキーマを上手に適応できる事で，理解とは一

般的な事を得ること．確かに，理解したのなら，

どんな事にも応用できるはず！」と理解による

一般化とその実用性を明言したのに対し，Dは

「スキーマは一般的な知識構造で，顔のスキーマ

を知っていると模様が顔のように見える．スキー

マを適用するのは自動的なプロセス」とスキー

マの性質を客観的に記述した．Eは「スキーマ

を自分の中から取り出せるように，本質的なも

のを見出したり，一般的なものを獲得しなくて

はいけない」とスキーマが内的に存在する自分

の知識であることを重視したコメントを行った．

スキーマ関連カリキュラムの特徴　以上，スキーマ

は講義系授業も含めて 3 セメスタに亘って多様な

題材に登場した．スキーマとは何かを明示的に考え

る 1, 2)の単元からスタートして，3)以降は資料や

解説に用語として使われた．内容は，学習や類推，

熟達化などスキーマの形成から，記憶や AIなど知

識としての性質まで学ぶ幅広いものだった．紙幅の

制限上，他実践との詳しい比較は割愛するが，これ

らの題材は 02,03実践にも含まれていた．違いは，

02実践の曜日計算単元に詰め込まれた物理のプロ

やスクリプトの資料（3.2節参照）が 4)や 6)など

違うセメスタに登場したこと，および，8) の講義

が年度ごとに顔の絵を見る時間を延ばし振り返りの

授業も設けたなど，全体として 2年間に単元群を分

散し，各単元に十分な時間を掛ける方向にカリキュ

ラムを重層化した点にあった．

各学生のスキーマ理解の特徴　このようなカリキュ
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ラムの下，学生らの記述も単元を重ねるごとに豊富

化した傾向が見て取れたが，同時に各単元で各人各

様の解釈がなされた可能性も窺えた．そこで，1, 2,

3, 7, 8)の単元における 5人の記述内容に第 1セメ

スタの期末レポートを加え，いかなる単語を何回用

いていたかを 3.3節のカテゴリで分類した結果を図

12に示した（「階層」は 1件も見られなかったため

割愛した）．

図 12の学生Aから Eの 5角形の形状を上から順

に縦方向に見てゆくと，5人の各カテゴリキーワー

ドの使用頻度が異なることが見て取れる．学生 A

は全体に言及頻度が少ないが，Bは全体として満遍

なく言及し，Cは特にスキーマによる「問題解決」

やその応用性（一般的），Dは「一般的」，Eは「知

識」「問題解決」を重視している．Bと Cはスキー

マが何の役に立つかという実用性（問題解決，一般

的）に重点を置く点で共通するが，B に見られる

「スキーマは『経験』から形成される『知識』」とい

う考えが C には薄く，スキーマがいったん内的な

表象として成立するかよりも，それで問題が解ける

かに関心があると推察できる．Bと C は同じ「形

成」に含まれる表現でも，スキーマに「なる」とス

キーマを「作る」のどちらを好むかの違いも見られ

た．Dは「一般的」に含められるキーワードの中で

も「似た」「当てはまる」など，スキーマの知識と

しての一般性を把握する分析的な志向を有した．E

は自分の中にスキーマが「知識」としてあり，それ

が「問題解決」などの認知活動一般を支えているこ

とに関心を示した．

4.3.2 ジグソー活動時のグループ議論内容と 5

名の理解

以上の 1 年半における各人固有な学びが協調的

内省をどう促進したかを探るため，ジグソー活動時

のグループ議論を分析した．

授業と資料内容　対象とした第 3セメスタ 14週目の

授業は，熟達化 8資料のジグソーを終え，自分の 初

の担当資料班に戻って全資料の内容を確認し，関連

性を考える回だった．ターゲットグループのメンバー

はAからEの 5名で，この順で座り適宜 2,3名での

会話も並行させながら，75分間に亘って議論した．

資料は，Norman (1982) の学習理論に基づいて

学習を知識の集積，構造化，調整，再構造化の 4段

階で見る 4視点と熟達化の社会的・個人的側面を重

視する 2視点とを掛け合わせた 8つである.資料に

は 101 から 108の番号が付され，上記グループの

担当資料は 107 だった．これらの資料内容を議論

する際，メンバー全員で計 55回スキーマに言及し

たが，その内の 36回は資料 102，6回は 106，6回

は 102と 106の関連性に言及するものだった．

ターゲット資料の内容　そこで も言及が多かった

資料 102 の内容理解を分析の主たるターゲットと

し，106への関連付けを派生的に分析する．102の

内容は，Karmiloff-Smithの表象書換え理論の一例

である積み木のバランス実験 (Karmiloff-Smith &

Inhelder, 1974)を稲垣・波多野 (1989)が解説した

ものである．変則的な積み木も試行錯誤で釣り合わ

せられる年少児に比べ，年中児の方が「物体はその

長さの中点で釣り合う」という「理論」を構築し固

執するため，いったんパフォーマンスが落ちる．し

かし，年長児になると，重さの次元も考慮して理論

を再構築するため，課題も達成でき根拠も説明でき

るという内容である．なお，資料 106はアナロジー

に関するものだった．

学生 5 名の資料理解の到達度　学生には「発達の

U 字現象における落ち込みが理論の形成を示唆す

る」というポイントの理解が難しい．05実践での

授業内における本資料の説明発話を 9 件分析した

ところ，4件でしかクリアな説明はされていなかっ

た．その理解には，まず年中児の「幾何学的中心理

論」の存在を掴む必要がある．

そこで，分析対象の 5 名が資料内容をどの程度

理解したかの達成度を見るために，第 3 セメスタ

の期末レポートにおいて「幾何学的中心理論」を明

記したか，その記述に「スキーマ」という用語も含

めたか，資料の発展的な理解として資料 102 から

他の資料への関連づけを明記したかを調べた．比較

のため，資料 102 の担当者 7 名のデータも付記し

た．結果が表 6である．上記理論の内容を全員が明

記したが，これは資料担当者より遥かに高い割合で

あった．メンバーの 5 名中 4 名はスキーマに言及

し，多資料との発展的な関連づけも行っていた．ス

キーマを用いた議論を通して，期末レポートにまで

保持可能な資料理解が達成されたと言える．

グループ議論の概要分析　 5 名の学生が授業の中

で行った議論のプロセスを検討する．75分間の議

論を言及対象の資料が変わるごとにセグメントに区

切り，資料 102 への 8 回の言及セグメントを同定
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図 12　 1年半のスキーマ記述 図 13　議論時のスキーマ発言
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表 6 メンバーの期末レポートと資料担当者のレポート比較

A B C D E 担当者

幾何学的中心 Yes Yes Yes Yes Yes 4/7

スキーマ言及 Yes Yes No Yes Yes 0/7

関連づけ Yes Yes No Yes Yes 1/7

表 7 グループの資料理解プロセスとスキーマ利用

した．表 7にその概要を示す．6回目の発話が他よ

り長く，話題の転換が多かったため，3つに区切っ

た．左から回数，学生の発話から見た資料の理解内

容の要約，スキーマへの言及回数，「真ん中」「年少」

など重要要素への言及の有無を示した．右端の 5列

は学生 5名を表し，議論に参入した場合を網掛けで

示した．

資料内容の理解と要素への言及を上から順に見る

と，1回目の不理解の表明から始まって，2回目か

ら 6-1回目の「理論を作る話」という大雑把な把握

に留まっていたものが，6-2回目に年中の理論への

言及が現れ，他素材の話とも関連づけて (6-3)，年

中と年長におけるパフォーマンスの差が説明できる

ようになった (6-2，7)ことがわかる．8回目には，

U字現象の把握に繋がり得る「年中がなぜ資料に取

り上げられたのか」への疑問が表明され，資料 106

との関連性も言及された．

スキーマの言及回数を追うと，回数の増加が重要

な要素（特に「真ん中」）への言及の増加と共起し

たことがわかる (2, 6-2, 7)．また，スキーマの増加
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は議論への参加者の増加とも共起した (2, 6-2)．こ

れらの結果から，本グループにとってスキーマは次

の働きをしたと推察できる．

1. 「スキーマ」という表現は，言わば「共通用語」

として他のメンバーの参加を誘い，説明活動を

互いにし易くする

2. スキーマは「小さな内的表象」といった意味を

指すことで，資料の核となる子どもの認知過程

を腑分けすることに役立つ

3. スキーマは資料に関する題材が場に持ち出さ

れる媒介となる

4. スキーマは経験と結び付けられ易く，「経験が

スキーマを作る」といったセットフレーズが他

資料との関連づけを促す

グループ議論の個人別分析　以上，分析単位をグ

ループに取ると，スキーマが共通用語として機能す

ることでレポートにも保持可能な資料理解が達成さ

れたことがわかった．しかし，用語を共通に使うこ

とは，必ずしもメンバー全員の共通理解を意味しな

い．各自がスキーマに関して微妙に異なる解釈や使

い方をするからこそ，相互作用が促進され，その結

果，使用が増えることも考えられるからである．そ

こで，本議論での 5名の発言に含まれた単語を 3.3

節のカテゴリで分類した結果を図 13に示した（頻

度の低かった「階層」は割愛した）．なお，発言に

は，スキーマ以外にも理論や固定概念など内的表象

を指す様々な語があったため，授業内全発話を分析

対象とした．

図 13の 5角形の形状を縦に追うと，5名は相異

なる貢献を議論にしていたことがわかる．学生 A

と Dは言及頻度が少ないが，Bは満遍なく言及し，

Cは「形成」「一般的」「問題解決」，Eは「知識」

「問題解決」への言及が多い．言及の多い 3人でも

「知識」には Bと Eしか言及しておらず，Cは言及

していない．むしろ，Cには「経験」から「形成」

したスキーマを「一般的」に応用して積み木の「問

題解決」ができるかという語り方が推察される．E

は「経験」や「形成」への言及が少なく，スキーマ

がどうできたかよりも，すでに「知識」としてある

スキーマをどう「問題解決」に使えるかを語ってい

たようである．一方，Bは「経験」がいかにスキー

マ「知識」として「形成」されるかについても議論

したと窺える．

次に図 12 と図 13 を学生ごとに横に見て，議論

時の結果を 5 名の 1 年半のスキーマ記述の特徴と

照らし合わせてみると，学生 Aの言及頻度の少な

さや Bの偏りの無い言及，Cの「問題解決」「一般

的」「形成」への偏り，Eの「知識」「問題解決」へ

の偏りなど，D を除いて極めて高い相関が見られ

る．この授業に至るまで形成してきた各自なりの

スキーマ理解が議論の場に持ち込まれ，その理解の

違いが相互作用を促進した可能性が示唆される．な

お，図 12で「一般性」を志向していた学生 Dは，

議論時は精力的に資料間の関連づけを行っており，

スキーマの話には別セメスタの題材を関連づけた．

今回の分析では表せないレベルの一般化を行ってい

たと解釈できる．また，「形成」に頻繁に言及した

Bと Cは，経験がスキーマに「なる」のか，経験

からスキーマを「作る」のかで言及頻度に差が見ら

れた（「なる」は Bが 6回で Cが 1回，「作る」は

Bが 2回，Cが 13回）．

会話例　以上の特徴を基に，実際の議論における

相互作用が解釈できるかを検討する．次の例は，ス

キーマが初出した表 7 の 2 回目のセグメントの会

話である（以後会話は一部省略・修正した．太字は

上記カテゴリ該当語）．

例 1

C：理論が増えてくって，どういうことなのこ

れは？

B：無知の状態からスキーマが増えてくってこと

じゃないの？理論ってことはスキーマが知識に

なって，「物によっては真ん中が重心じゃない

よ」とかっていうのを経験で…

C：でもさ，年齢的に年少だったらもうスキーマを

作ることができる…

BがCへの返答にスキーマを初出させると共に，「知

識」「経験」というキーワードも連動して発話する．

C もスキーマという用語に反応するかのように年

少について言及しており，Bが「何らかの内的な知

識表象」といった意味でスキーマを使い，具体例を

出すことで，二人の発話対象が資料の細かい要素に

向かったかのようである．その際，スキーマに「な

る」のか「作る」のかという表現の違いも既に見ら

れる．なお，この議論は Aの参加も誘った．次は，

グループの資料理解が深まった転換点と見られる表

7の 6回目-2のセグメントの会話例である．
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例 2

C：年中は固定概念に囚われてるとか言われん

かった？

B：そうそう．変な固定概念があるって．何でも

重心は真ん中だ，みたいな

C：そうそう．年少は全くスキーマも何も持って

ないから，全部ほんと試すのよ

D：適当にポーンと置いちゃうんだ

C：固定概念ってさ，固定概念も理論じゃないの？

スキーマじゃないの？

E：固定概念はスキーマだけどそれが活用できる

かできないか

C：もしくは，スキーマ，固定概念，それ一個し

か持ってないから…だから，たくさんスキー

マを使えばできるんだけど，年中は一個しか

持ってませんよ，みたいな

C が「固定概念」を持ち出すことで，B が年中の

理論を詳細化し， それに呼応して Cはスキーマの

有無と「問題解決（釣り合いを試す）」を結びつけ

る．続く C の固定概念のスキーマへの言い換えに

呼応するかのように E が初めて会話に参加し（下

線部），Cと共にスキーマの数でパフォーマンスが

決まるという説明を作り始める．これに対して，B

は次の反論を行った．

例 3

B：（年中はスキーマを）持っててもうまく使えて

ないんじゃない？ 重心があることはわかって

んだけど

C：ちゃうちゃう．年中も年長も真ん中はバラン

スがとれるっていうのを知ってるんだけど，年

長さんは…

E：それだけじゃないっていうのも知っている

C：そうそう．逆に年中は真ん中イコールバラン

スがとれるっていうのしか使えないからでき

ないんじゃないの．何ていうの（年中は）使

えてるんだけども年長はさらに使えてます

E：スキーマがあるから

B：使い方の問題なの？

E：いや，ちっちゃなスキーマが少ないんじゃな

いの？ 少ないと，できないんだ

Bの反論にCとEが説明を引き継ぎながら，年中は

幾何学的中心理論しか知らないと再反論したが，B

が依然疑問を呈したため，Eが「ちっちゃなスキー

マ」という表現を作り出す．Eの内的「知識」への

志向性と Bの「一般的」「問題解決」の志向性が補

完し合うことで，「ちっちゃなスキーマ」を「使っ

て」バランスが「できる」かどうか，という精緻な

議論が可能になっている．その後，説明を補足すべ

く，Cが顔の絵の例を出し，黒白の区別を知らなけ

れば顔全体を見ることもできないと話す．説明例と

して受け入れられ難かったこともあり，Dが別の例

を出す．

例 4

D：昔の THEのやつも一緒だよね，Hに見える

か

A・B：あぁ

E：Hしか知らんかったら Hにしか見えんやん．

Aは，A知らんで Hだけ知っとったら，A見

えやんけど

C：うん．だけど年長さんはたぶん THE CATっ

ていう単語を知ってるから，Aと Hも同じ形

でも区別がつくんやろ

THE CAT は，第 2 セメスタの文脈効果の単元で

紹介された例である．ただし，スキーマとの関連性

は解説されなかったため，D自身がスキーマと自主

的に関連づけ，この場に転移させたものと言える．

Dの例のアナロジーで，Cは年長の「スキーマの多

さ」とできることの関係を説明し，Bの理解を得た．

表 7 の 7 回目には，スキーマの形成過程に関す

る次のような議論も見られ，二人の表現の違い（B

は「なる」，Cは「作る」）と Bの問題意識が Cに

了解できていない様子から，スキーマの位置づけの

違いと Bにとっての形成過程の重要性が窺える．

例 5

B：経験を基にスキーマにしていくっていうのは

無意識に起きてること？

C：経験することで，まあスキーマを作り出すっ

てことだよな

B：意識しながらやってるわけじゃないでしょ．

だから無意識？

C：それ大事？ 無意識って

B：え，無意識でしょ？

C：んん？

A：スキーマにするのは意識してないの？

B：意識してないんじゃないの．経験が勝手にス

キーマになってるんじゃないの？
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以上の解釈をまとめて，学生の 1年半の学びに結び

つけると，

• Bと Cは，スキーマの実用性を志向したため，

積み木の釣り合いという問題解決にスキーマを

結び付け，議論を先導した

• E は，スキーマを内的なものと捉えがちなた

め，年中児が内的に持つ「固定概念」もスキー

マかという Cの発言に反応して会話に参入し，

一貫して問題解決をスキーマに結びつけた

• Dは，スキーマを一般的な知識構造と捉え，そ

こに含まれる題材の一般化を行っていたため，

顔の絵の話に対して THE CATという新規な

題材を関連づけた

• B と C は同じく実用性を志向しながらも，B

は，スキーマを問題解決に直結するものとして

ではなく，いったん内的に形成されるものと捉

えるため，無意識的な過程か否かの議論を行い，

自らのスキーマの説明モデルを精緻化した

と言えるだろう．この説明が尤もだとすれば，協調

的内省に支えられた 1 年半における各自のスキー

マ理解は多様であり，その多様性がスキーマという

共通用語を使いつつ，各自の固有な理解に基づいた

相互作用への参入といっそうの豊富化を可能にした

と考えられる．

さらに，詳細は割愛するが，例 1 から 2 以降に

かけて説明役を主導していた Bが質問役に回って

Cと役割を交替する過程や，例 5の後に Dが資料

102の内容をまとめ直して外化してみせることで C

が資料 106 との関連性に気づく過程，理解不足の

A が何度も各資料の内容を質問することで 4 名の

説明活動を引き出す過程など，協調的な役割交替・

分担が各自の理解を促す過程も観察された．

各学生の事後的理解　こうした一連の相互作用を通

じて 5名は資料だけでなく，スキーマの理解も深め

ていった．第 4 セメスタのスキーマに関する再生

（3.3.2節）では，Dは顔の絵を題材に「スキーマは

人の持つ知識のかたまりで，1つの物や事について

一般化された知識」，Eは「人の賢さはスキーマか

らできている．スキーマ（知識）が無くては賢くな

いし，考えることもできない」と述べ，それぞれ異

なる理解を深化させた．E は 2 年 後のレポート

で，スキーマを内的知識とする自らの解釈を発展さ

せ，以下のように認知科学の多くの資料を貫く鍵概

念として利用した．

「今まで認知科学を学んできて，スキーマに関連し

ていない課題をやったであろうか．表立って出てい

なくても，スキーマがあるのを踏まえている課題も

たくさんある．（略）人に，今よりもっとたくさんの

スキーマを頭の中に入れることができたら，人は今

よりずっと賢くなるだろう．資料 213は道具による

外的支援と自分の内的知識（スキーマ）をうまく相

互作用させると，仕事の質が上がる例になっている

し，資料 107の経験による知識の重複も，次の仕事

を覚えるにあたってのちょっとした前準備（スキー

マ）が職場でとても役に立つ例になっている」

5. 総合考察

認知科学における基礎的な構成概念「スキーマ」

を対象に，具体例の体験と協調的な吟味を強く支援

する重層化カリキュラムが概念の転移を促すことを

示唆した．また，そのプロセスではスキーマの理解

が多様化し，その多様性が協調活動自体を促進する

過程が観察された．これらの結果を総合すると，重

層化カリキュラムが転移を助けるメカニズムとして，

1) 豊富な経験を基に各自が経験則を構成しクラス

で共有することにより，同じ課題に対するヴァ

リエーションが入手でき，

2) 各自が自ら初期仮説を立てて経験則化している

だけに，自身の視点に従ってヴァリエーション

を関連づけ統合しようとし，

3) かつ各自の視点が既有知識や興味関心に基づき

本来的に多様であるだけに，その多様性が互い

の説明活動を一層加速して，転移可能な説明モ

デル作りを促す，

というものが考えられる．こうしたメカニズムを精

緻化するためには，本報告で見たような 1実践 1グ

ループの学習プロセスが他実践，他グループ，他学

習者にも起きたかを精査し，起きていなかった場合

は何が結果を分ける要因となるのかを同定してゆく

必要がある．その意味で本報告は，2年間で人がい

かに学ぶかというプロセスを将来詳細に分析するた

めの書割として位置づけられるものである．

残りの考察は編者からの質問 (寺尾・多鹿, 2009)

に答える形で行う．表 8に回答の要約を掲載した．

なお，紙幅の都合と脳科学との関連性が薄いため，

(4)は割愛した．
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表 8 指定された問いへの回答

(1) 学校教育に関する認知科学の貢献

• 学習目標を目前の問題が解けることから，将来の問題解決や学習の基盤を作ることへと

再定義する

• カリキュラムをロングスパンで見直し，成果を長期的に評価することで，学びの質を向

上させる

(2) 日本の学校教育への提案・提言

• 概念変化モデルに基づき，外化，繰り返し，ヴァリエーションの共有，比較対照を原則

とする協調的な学習法を提言する

• 多様な学習ゴールに向けた準備がどの程度なされているかという観点で転移を評価する

• 協調場面を転移の評価に用い，クラスやグループ単位だけでなく個人単位で分析するこ

とで，多様な学習軌跡を捉える

(3) 認知科学と日本の学校教育の将来

• 多層的な知識教材を備えた協調学習環境によって，持続的な説明モデル構築を支援する

(1) 学校教育に関する認知科学の貢献

本報告は，転移に関する認知科学研究に基づいて，

転移をロングスパンの協調学習で支援・評価した．

その関連研究を紹介し，本報告の結果を考察する．

ロングスパンの支援と評価　 Clark & Linn (2003)

は中学生の熱力学の授業を対象に，通常のカリキュ

ラムの数倍以上の時間が転移には必要なことを示し

た．Linnらの理科教育プロジェクトWISEは，厳

選したコンテンツを実験や議論など豊富な協調学習

を通して学ぶものだが，その授業時間を減らしただ

けで，記述式問題の成績が落ちた一方，長時間掛け

たカリキュラムで学んだ生徒は高校進学以降も熱力

学の知識を他の科目や日常生活に関連づけて深めて

いた．Schwartz & Martin (2004)は，1ヶ月に亘っ

て協調的かつ探索的に統計学を学んだ中学生が，単

に公式を手続き的に教わった場合に比べ，テスト時

の学習素材をうまく活かして優れた成績を取り，1

年後にも学習内容を保持することを示した．このよ

うに時間を掛けて協調学習を行い，成果をロングス

パンで評価することで，協調学習が後の知識構築を

可能にする学習基盤を提供することが見えてくる．

本報告でも，02実践のような少量経験に基づい

た複数例の対比は，曜日計算単元内の記述や 1 年

次のレポートなど短期的に見れば効果を持っても，

2年次の再生やレポートなど長期保持・利用可能な

知識構築には繋がり難いことが示唆された．一方，

05実践の結果は，一つの文脈でも豊富な協調学習

経験を重ねると，後に関連づけ可能な知識基盤がで

き，複数文脈間の対比やトピックの再訪が却って有

効に働く可能性を示唆している．

こうした知見を踏まえれば，日本の学校教育でも

カリキュラムを見直し，複数学年に亘る単元群を繋

いで重層化することで，学習の質を向上する試みが

考えられる（一例として工藤ら, 2005)．そのよう

な研究はまた，学習内容の一般化に非常に長い時間

が掛かることを明らかにする可能性もある．筆者ら

の実践でも 02年度には少量の経験でスキーマの概

念がある程度「伝わる」と考えていた．その後のデ

ザインの変更は，その推定を改め，学習者にとって

具体的で身体的な経験の効果がどれほど大きいかを

発見した歴史とも言える．概念変化モデルがレベル

1,2を基盤とするのも，状況論が主張したような人

一般にとっての状況性，身体性，個別具体性の影響

の大きさのためだろう．このモデルが将来，学校教

育で機能するのであれば，それは逆に，従来の学校

教育があまりに性急に抽象的な事柄を教えようとし

ていたことを意味する．今後も長期に亘る支援と評

価を積み重ね，直接教授や構成主義的教授の利点欠

点を明らかにする努力が求められる．

(2) 日本の学校教育への提案・提言

協調学習のモデル　本研究の概念変化モデルは，そ

のまま学校教育のカリキュラムデザインに適応可能

である．具体的には，学習者が自分の考えを外化し，
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経験則を確立できるほど繰り返すことができ，しか

も多様な経験則のヴァリエーションが集まる課題や

プロジェクトを準備することで，モデルのレベル 2

から 3 への教材（コンテンツ）ベースの誘導が可

能になる．本報告で用いた曜日計算課題は，曜日－

数字変換方略という宣言的知識ベースの解決を繰

り返すことで手続き化が起き，その蓄積から規則方

略（や早見方略）が宣言的に見出され，これを繰り

返して得た手続き的な知識がm+b問題への転移で

試されるものだった．このような作業ベースで「概

念」を可視化でき共有吟味できる課題は，学習の出

発点に適切だと考えられる．

モデルが示唆する次の段階は，ヴァリエーション

の比較対照である．一般に，初学者が同じ問題に多

様な解・解法があることを認識し appropriateする

ことは難しい．その点，曜日計算では，方略が各自

のヴァリエーションになり得る点でコンテンツが活

動を支えるものとなっていた．ジグソーも予め資料

を分担し交換する点でヴァリエーションの存在が前

提とされ易い．こうした学習経験を初期に積むこと

で，コンテンツに支えられていない時でも学習者が

自発的にヴァリエーションを生成し吟味するスキル

を獲得することが期待される．

転移の評価モデル　学習者がヴァリエーションの存

在を肯定できるためには，教員など学習環境をデザ

インする者自体が多様性を評価できるモデルを持っ

ている必要がある．その観点で従来の転移研究を見

直すと，ほぼ全てが「唯一の」正解に参加者全員を

到達させるための支援だったことに気づかされる．

この唯一の評価尺度に照らして学習活動の成果を評

価し支援方法を開発するサイクルを破り，多様な尺

度で各学習者の固有な理解深化を測り，多様性をさ

らに増すための学習活動を支援・開発する研究が必

要だろう．言わば「多様な学びに開かれる準備」が

どの程度なされているかで転移を評価するパラダイ

ム作りである．

これを著者らが推し進める理由の一つは，学習が

各自の既有知識や志向性に基づいた高度に個人的な

知識構築過程だからである．本研究の 5名の学生の

1年半の学びと 1授業における発言が深く相関して

いたように，人の学びは自身の視点を精緻化し豊富

化する方向でしか成立しない．理由の二つ目は，学

習は個人的な活動であると共に高度に社会的な活動

だからである．5名の議論が恐らく本人たちも意識

していない微妙な視点の違いで突き動かされていた

ように，多様性こそが持続的な協調を可能にし，学

習リソースを豊富化する．理由の三つ目は，規範解

への収束を学習のゴールとするだけでは，それを超

えて進んでゆく創造的な学びを支援することが難し

くなるからである．以上を踏まえれば，新たなパラ

ダイムの転移を可能にするためには，一人一人の学

び手の初期仮説，志向性，興味関心に build-onす

る形での知識構成を支援し，評価する観点を持つべ

きだということになる．

評価としての協調場面　協調学習は，上記パラダイ

ムの評価方法の一つになり得る．本報告の 5名の授

業時の貢献がグループ単位と個人単位の分析で違っ

て見えたように，分析単位を細かく取ることによっ

て多様な学習軌跡が見えてくることは多い (白水,

2004)．Miyake (2008)は，協調場面でも人は基本

的に独自な理解を深めているため，その場で共有さ

れた基盤 common ground に何らかの不足を感じ

補いたくなる可能性を指摘している．これを発展さ

せれば，うまく機能する協調場面は，各学習者がそ

こまでに学んだことを基に，場に出されていないこ

とを補おうと自然に転移が促される機会だと考える

こともできる．その発言を個人単位で分析し，それ

までの学習成果と遡及的に関連づけることで，各学

習者固有の転移過程を把握できる可能性がある．

(3) 認知科学と日本の学校教育の将来

多層的な知識教材と協調的学習環境　 後に現状の

学校教育を離れ，新たな教育像を模索する．本研究

では，協調的なコミュニティにおける専門用語の利

用に着目した．その結果，用語の解釈や用法，関連

づける題材が学習者によって異なり，それが学習課

題の理解を助ける効果が見られた．これを近時の情

報技術の発展と結びつければ，コミュニティの初学

者や専門家が遠隔にいながら，各自の解釈や題材を

共有し，定義自体を進化させてゆく学習環境が構築

できる．この環境は，多様な解釈や定義が並存する

点で協調的であるだけでなく，具体的な事例からそ

の統合的な説明まで抽象度の異なる素材を揃えた多

層的なものとなる．これは，学術辞典を電子的に共

有再編集可能にする試み (小橋・松原・橋田, 2005)

が目指す一つのヴィジョンでもあろう．

スキーマの辞典的な定義から文献資料，曜日計算

のような実験材料まで，多様なレイヤーで学ぶこと
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ができた本報告のカリキュラムは，そうした環境を

先取りした認知科学の多層的な教材と見ることもで

きる．これに学習者や専門家の多様な解釈や表現を

議論できる機能が追加できれば，知的環境は一気に

増大するだろう．その素材を各学習者が手元で編集

統合できれば，持続的な説明モデル作りが可能にな

る．これに，本研究で行ったような各自の理解の特

徴や変化を捉える知識表現・分析技術を加え，説明

モデル自体の作り方を可視化し吟味の対象にできれ

ば，かつてない強力な教育環境が生まれることにな

る．その環境を創造しリードできる学問分野は，認

知科学を措いて他に無い．
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