
なぜ学習者は専門家が学習に有効だと考えている方略を必ずしも使用しないのか

――各学習者内での方略間変動に着目した検討――

吉 田 寿 夫 村 山 航

これまで，「学習者は専門家が学習に有効だと考えている方略を必ずしも使用していない」ということ

が，学習方略の研究者によって示唆されてきた。本研究では，こうした実態について定量的に検証する

とともに，なぜこうしたことが起きるのかに関して，「コスト感阻害仮説」，「テスト有効性阻害仮説」，

「学習有効性の誤認識仮説」という３つの仮説を提唱し，各々の妥当性について検討を行った。また，

その際，先行研究の方法論的な問題に対処するために，学習方略の専門家から収集したデータを活用す

るとともに，各学習者内での方略間変動に着目した分析を行った。中学生（N＝715）と専門家（N＝4）を

対象にした数学の学習方略に関する質問紙調査を行い，それらのデータを分析した結果，実際に学習者

は専門家が学習に有効だと考えている方略を必ずしも使用していないことが示された。また，学習有効

性の認識に関して専門家と学習者の間に種々の齟齬があることが示されたことなどから，学習有効性の

誤認識仮説が概ね支持され，どのような方略が学習に有効であるかを学習者に明示的に伝える必要性が

示唆された。
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問題と目的

なぜ学習者は専門家が学習に有効だと考えている方

略を必ずしも使用しないのだろうか。過去，教育心理

学者によって学習方略に関する研究が数多く実施され，

どのような方略が学習に有効であるかについては，あ

る程度のコンセンサスが得られてきた（総説として,

Alexander,Graham,& Harris,1998;村山,2007など）。たと

えば，浅い処理の学習方略に比べて深い処理の学習方

略が学習に有効であることや，メタ認知的な方略や適

切な外的リソースを用いる方略（援助要請など）が自立的

学習にとって重要な要素であることが繰り返し主張さ

れている（e.g.,Marton& Saljo,1976;瀬尾・植阪・市川,2008;

Zimmerman& Schunk,2001塚野編訳 2006）。しかし，この

ような専門家のコンセンサスにもかかわらず，専門家

が有効だと考えている学習方略が実際にはなかなか使

用されないことも主張されている（藤澤, 2002a, 2002b ;

Garner,1990;市川,1998）。

上記の問いは学習方略に関する研究の中でも実践的

価値の高い重要な事柄であり，これまでそれに対する

仮説が複数提出されてきた（e.g.,Garner,1990;市川,1998;

McCombs,1988;村山,2003a）。しかし，後述するように，

これらの仮説について実証的な検討が的確かつ十分に

なされてきたとは言い難い。そこで，本論文では，こ

れらの仮説を整理・定式化した上で，それぞれの妥当

性について実証的に検討することを主たる目的とする。

また，このような検討を行う際，先行研究の方法論上

の問題を指摘した上で，仮説を検討するための新たな

方法を提案する。

３つの仮説の定式化

なぜ学習者は専門家が学習に有効だと考えている

方略を必ずしも使用しないのか」ということに関する

仮説については，それらについての定量的な検討方法

に関する議論がなされてこなかった。そして，そのた

めに，この問題に対する定量的な研究がほとんど行わ

れてこなかったと筆者らは考えている。そこで，ここ

では，まずこうした仮説を３つに整理し，それらを定

量的な形で検討できるよう定式化する。

仮説の前提 以下に述べる３つの仮説は，いずれも

「学習者は専門家が学習に有効だと考えている方略を

必ずしも使用していない」ということを前提にしたも

のである（ここでの「学習に有効」とは「学習材料を適切に理

解し活用するために有効である」という意味である）。この前提

を定式化すると，「種々の学習方略に関して専門家が考

える学習にとっての有効性の程度と学習者の実際の使

用の程度の間には関係がない（もしくは,あっても弱い）」
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と記述できるであろう。しかし，筆者らが知る限り，

この前提自体，実証的な検討はまったくなされていな

い。そこで，以下ではこの前提が正しいものとして議

論を進めるが，本研究では，この前提に関しても実証

的な検討を行う。

なお，以下の３つの仮説は必ずしも択一的なもので

はない。すなわち，各仮説で論じられている心理過程

が同時に介在して「学習者は専門家が学習に有効だと

考えている方略を必ずしも使用していない」という現

象が生じている可能性もあると考えられる。

コスト感阻害仮説 深い処理の方略のような専門家

が学習に有効だと考えている方略は得てして面倒であ

り，実施に大きなコストがかかることが多い。コスト

感阻害仮説では，このようなコストの大きさについて

の認知（コスト感）が学習にとっての有効性（学習有効性）

の高い方略の使用を妨げていると考える。具体的には，

「学習者は深い処理の方略が学習に有効なのは認識し

ているが，そのような方法で勉強するのは面倒だと

思っているのでやっていない」などといったことを想

定する。実際，市川（1993）は，認知カウンセリングと

呼ばれる学習相談の事例から，「学習に有効だと認知さ

れている方略でも，学習者がその使用に大きなコスト

を感じる場合には使用は促進されない」ことを主張し

ている。

Figure 1-Aは，コスト感阻害仮説を支持する定量的

データを例示したものである。この仮説では，専門家

が考える学習有効性と使用の程度の間には本来は正の

相関関係があると考える。しかし，図においてコスト

感が高い方略ほど横軸上で値が大きい側に分布してい

ることが示しているように，専門家が学習有効性が高

いと考えている方略ほどコスト感が高い。また，コス

ト感が高い方略ほど縦軸上で値が小さい側に分布して

いることが示しているように，コスト感が高い方略ほ

ど使用の程度が低い。そして，以上のようなコスト感

の介在により，学習有効性と使用の程度の単相関が０

に近い状態になっていると考える。したがって，コス

ト感が一定であれば（すなわち,コスト感を統制した偏相関係

数を算出すれば），専門家が考える学習有効性と使用の程

度の間の関係は正になると予測される。

テスト有効性阻害仮説 Garner（1990）が学習者が

適切な方略を使用しない理由として論じているように，

学校で行われる定期テストは，丸暗記のように全般に

学習有効性が低いと考えられる方略を使用してもある

程度の点が取れてしまうことが多い。そして，そのた

めに専門家が考える学習有効性と学習者が認知するテ

スト有効性（目前のテストで良い点を取ることにとっての有効

性）はほとんど関係していないと考えられる。また，学

習方略の使用は学習者のテスト有効性の認知によって

強く規定されていることが示唆されている（村山,2003b,

2005）。したがって，テスト有効性の認知が学習有効性

が高い方略の使用を妨げていると考えることができる。

これをテスト有効性阻害仮説と呼ぶ。具体的には，「学

習者は深い処理の方略が（長期的な）学習に有効なのは

認識しているが，そのような方法で勉強しても目前の

テストで良い点を取れるとは思えない（ないし,そのよう

な方法でなくても良い点を取れると思う）のでやっていない」

などといったことを想定する。

Figure1-Bは，テスト有効性阻害仮説を支持する定

量的データを例示したものである。この仮説では，学

習者はテスト有効性を高く認知している方略ほど使用

していると考える。しかし，図においてテスト有効性

の高さによって横軸上での分布の位置が異なっていな

いことが示しているように，専門家が考える学習有効

性と学習者が認知するテスト有効性が関係していない

ため，学習有効性と使用の程度の単相関が低くなって

いると考える。したがって，テスト有効性が一定であ

れば（すなわち,テスト有効性を統制した偏相関係数を算出すれ

ば），専門家が考える学習有効性と使用の程度の間の関

Figure 1 本研究で検討した３つの仮説
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係は明確に（正に）なると予測される。

学習有効性の誤認識仮説 上記の２つの仮説では，

各方略の学習有効性を学習者がある程度的確に認識し

ていることが暗黙裡に仮定されている。これに対して，

学習有効性の誤認識仮説では，各方略の学習有効性に

ついての認識（認知）に関して専門家と学習者の間に齟

齬があると考える。すなわち，「学習者は自身が学習有

効性が高いと思っている方略を使用しているが，そも

そもその学習有効性についての認識が的確ではない」

という仮説である。実践活動を通して観察されたこと

に基づく事例研究ではあるが，実際，市川（1998）や植

阪（2009）では，学習者は専門家が学習有効性が高いと

考えている方略をあまり有効だと認識していないこと

が報告されている。

Figure1-Cは，学習有効性の誤認識仮説を支持する

定量的データを例示したものである。この仮説では，

学習者の学習有効性の認知と使用の程度の間には正の

相関があるが，専門家の学習有効性の認知と学習者の

学習有効性の認知の間には関係がない（ないし,ほとんど

関係がない）と考える。そして，専門家が考える学習有

効性が学習者の学習有効性の認知とは独立に方略使用

と関係しているとは考えにくいので，学習者の学習有

効性の認知を一定にしても専門家の学習有効性の認知

と使用の程度の間には関係がなく，そのために両者の

単相関も無相関になっていると考える。

なお，Table 2に各仮説から予測される結果を実際

の結果とともにまとめたので，そちらも参照されたい。

先行研究の方法論上の問題

筆者らは，先行研究において定量的な検討が的確か

つ十分になされてこなかったのは，以上のような定式

化が欠落していたことと，以下に記すような２つの方

法論上の問題があったからだと考えている。その１つ

は，学習方略の有効性が学習者の認知に関してしか測

定されてこなかった点である（e.g.,森,2004;村山,2003b;

Nolen, 1988 ;佐藤, 1998）。学習有効性の誤認識仮説が示

すように，学習者が学習に有効だと考えている方略が

専門家が有効だと考えている方略と一致するとは限ら

ない。したがって，「なぜ学習者は専門家が学習に有効

だと考えている方略を必ずしも使用しないのか」とい

う問いに答えるためには，学習者の認知とともに専門

家の認知に関しても測定をし，それらを別のものとし

て分析に組み入れる必要があるだろう。

２つめは，これまでの学習方略研究のほとんどが個

人をデータの単位とした（言い換えれば,個人間変動に基づ

く）分析をしてきた点である（e.g., 村山, 2003b ; Nolen,

1988;佐藤,1998）。こうした分析では，たとえば「ある方

略をコストが大きいと感じている人ほど，（そうではない

人に比べて）その方略を使用していない」といった関係

の程度が検討される。すなわち，コスト感と使用の程

度という２つの変数における個々人の相対的な位置が

どの程度一致しているかが問題になる。しかし，コス

ト感や使用の程度といった変数は，各方略においてそ

れらの程度に個人間の違い（変動）があるだけでなく，

各個人内でも，テストの種類などによって変動すると

ともに，方略によっても変動しているはずである（たと

えば,各学習者において「あるテストで良い点を取るために,どの

程度有効であると思うか」ということが方略によって異なるのは

自明のことであろう）。そして，「学習者はコストが大きい

と感じている方略を使用しない」という言明は，本来，

各学習者における心理過程（すなわち,一人ひとりの学習者

の各方略の使用の程度が,各方略のコスト感という認知的要因に

よって,どのように規定されているのか）について述べたもの

であり，このようなときに想定されているのは，「（個々

人における）コストが大きいと感じている方略ほど，（そ

うではない方略に比べて）使用していない」という事象の

はずである。すなわち，本来，コスト感と使用の程度

という２つの変数における，個々の方略の，各個人内

での相対的な位置の一致性が問題になるのである。し

たがって，上記のような言明についての検討は，想定

していることに即して，コスト感と使用の程度という

変数に関する各個人内での方略間変動に基づいて（す

なわち,各学習方略をデータの単位として）行われるべきであ

ろう。南風原・小松（1999）や吉田（2002）が例証してい

るように，個人間変動に基づいて見いだされる相関関

係と個人内変動に基づいて見いだされる相関関係は異

なることが多い。そして，個人間変動に基づいて見い

だされた相関関係から個々人における相関関係を推論

することは実質不可能である（Borsboom,Mellenbergh,&

van Heerden,2003;南風原,2005;南風原・小松,1999）。

本研究の概要

本研究では，まず「専門家が学習に有効だと考えて

いる方略を学習者は必ずしも使用していない」という

前提について検証する。そして，その上で，なぜこの

ようなことが生じているのかに関する上記の３つの仮

説の妥当性について検討する。また，その際，学習者

からだけでなく，学習方略に関する専門家からも学習

有効性の認知などに関するデータを収集するとともに，

使用の程度，学習有効性の認知，テスト有効性の認知，

コスト感の各変数に関する各個人内での方略間変動に

基づいた分析を行う。
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方 法

中学生に対する調査

協力者 東京都内の14の公立中学校および京都府

内の１つの公立中学校の生徒715名。

学習方略項目 数学の定期テストに向けた学習方略

としてTable 1に示した21項目を選出した 。これら

は，主に，「教科書，ノート，参考書，問題集の使い方

に関するもの」，「学習内容の間の関連づけや，テスト

範囲の学習内容とそれ以外の事柄の間の関連づけに関

するもの」，「学習する内容の取捨選択の方法に関する

もの」であり，選出に際しては，「後述する５つの観点

（その中でも特に学習有効性）に関する評定値の項目間変

動が大きくなるようにする」ことを重視した。また，

ノートの取り方などの日々の学習方法に関するものや，

図の使用やヒントの探索などの問題の解き方に関する

ものは除外した。さらに，実施時間の制約を踏まえ，

「わからないところを先生や友だちなどに聞く」と

いった外的リソースの利用に関するものや，集中の仕

方に関するものなども選出しなかった 。

質問内容 上記の21項目の学習方略の各々につい

て，以下の５つの観点に関する評定を求めた。

１.使用の程度 各方略が調査の直前に実施され

た期末テストのために自身が行った勉強方法にどの程

度あてはまるか」に関して，①まったくあてはまらな

い，②すこしあてはまる，③わりとあてはまる，④か

実際には，数学だけでなく，社会と英語に関しても，同じ学

校の同じクラスの生徒を対象にして，同時に同様の調査を実施

したが，紙幅の制約上，本論文では数学に関する結果のみを報

告することにした。数学を選んだ主たる理由は，後述する４名

の専門家の中の１名から数学に関するデータしか得られな

かったことと，「学習有効性が高いものがほとんど網羅されて

いるという意味で数学に関する方略項目がもっとも充実して

いる」という内容のコメントを１名の専門家からいただいたこ

とである。なお，実施に際しては，各クラスにおいて約1/3ず

つの生徒にいずれかの教科の調査票を無作為に配付した。

Table 1 提示した学習方略項目

１.教科書，ノート，参考書などを読むとき，「どうして，こうなるのか」とか「なぜ，こういうふうに解いたらいいのか」などとい

うことについて考える。

２.教科書，ノート，参考書などに書いてある重要語句，重要事項，定理，公式などを，ノートやカードなどに書き写す。

３.教科書，ノート，参考書などの全部（または，ほとんど）を，ひたすら読む。

４.重要語句，重要事項，定理，公式などのところにしぼって，教科書，ノート，参考書などに目を通す。

５.教科書や問題集の問題を解いてみて，間違えたり，わからなかったりしたところを，もう一度解いてみる。

６.教科書や問題集の問題を解いてみて，わからなかったとき，すぐに答えを見ずに，時間がかかっても，なるべく自分で解こうと

する。

７.教科書や問題集の問題を解いてみる。

８.教科書や問題集の問題を解いてみて，わからなかったときには，すぐに答えを見る。

９.教科書や問題集の問題を読んだ後，自分で解こうとはせずに，最初から答えを見て，やり方を覚えようとする。

10.自分で問題を作る。

11.自分がやった方法や，教科書や問題集の問題の答えに書いてある方法以外にも解き方がないか，考える。

12.教科書や問題集の問題の答えを見るとき，「どうして，こうなるのか」とか「なぜ，こういうふうに解いたらいいのか」などとい

うことについて考える。

13.教科書や問題集の問題を解いてみて，間違えたとき，「なぜ，間違えたのか」とか「これから，間違えないようにするためには，

どうしたらいいか」などということについて考える。

14.学習する内容の間の関係に注目しながら勉強する。

15.(今回のテスト範囲の内容と関連する）前に習ったことについて復習する。

16.自分の身の回りにあるものや，日常生活と結びつけながら勉強する。

17. 覚えられた」とか「理解できた」と思っても，そこで終わりにせずに，くり返し勉強する。

18.わからないところや難しそうなところを中心に勉強する。

19.わからないところや難しそうなところは，とばして勉強する。

20.テストに出そうなところを中心に勉強する。

21. どういう勉強方法がいいのか」ということについて考える。

項目の選出に関しては，数学に関するものに限らない従来の

学習方略に関する研究（Marton & Saljo, 1976 ; Ramsden,

1988など）において，「種々の関連づけを行うこと」とか「根拠

について考えること」などが学習有効性が高いとされているこ

とや，結果主義・物量主義・暗記主義といった学習観に沿った

方略が学習有効性が低いとされていることなどを踏まえて，筆

者らが数多くの具体的方略を案出したものを整理しながら独

自に行った。また，定期テストに向けた学習に関する方略と

日々の学習に関する方略について同時に取り上げると，各項目

について複数の観点に関する質問を行うために量が非常に多

くなることや，中学生が多くの時間を使って勉強をするのは一

般に定期テストの前であろうことから，定期テストに向けた学

習に関する方略のみを取り上げることにした。
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なりあてはまる，⑤ものすごくあてはまる，の５件法

で評定を求めた（ただし, このような勉強方法があることを

知らなかった」という選択肢も用意した）。

２.学習有効性の認知 各方略が調査の直前に実

施された期末テストの範囲のような学習内容をしっか

り理解して“よくわかった”とか“納得できた”など

と思えるようになるためにどの程度有効だと思うか」

に関して，各選択肢に使用の程度の場合と同様の副詞

を用いた，①まったく有効ではない～⑤ものすごく

有効，の５件法で評定を求めた（以下,コスト感についても

同様である）。

３.テスト有効性の認知 各方略が調査の直前に

実施された期末テストのようなテストで良い点を取る

ためにどの程度有効だと思うか」に関して，学習有効

性と同じ５件法で評定を求めた。

４.コスト感 各方略で勉強すると時間がどの程

度かかると思うか」に関して，①まったくかからない

～⑤ものすごくかかる，の５件法で評定を求めた。

５.望ましさの認知 各方略をどの程度“望まし

い”または“望ましくない”と思うか」に関して，①

非常に望ましくない，②やや望ましくない，③どちら

ともいえない，④やや望ましい，⑤非常に望ましい，

の５件法で評定を求めた。この観点は問題に記した仮

説と直接関係するものではないが，学習有効性とテス

ト有効性の重視度に関して専門家と学習者を比 する

ことを目的として質問した。

なお，「使用の程度→望ましさの認知→有効性の認知

→コスト感」の順に質問を配置するとともに，２つの

有効性に関しては，「学習有効性→テスト有効性」の順

序になっている調査票と逆の順序になっている調査票

の２種類を作成して，いずれかを各生徒に無作為に配

付した。また，各質問における21個の方略項目の配列

順序は観点ごとに無作為に決定した。

手続き 2005年度の３学期の期末テストの終了後

の数日以内に，学級単位で，無記名式で行った。その

際，「調査の結果が先生方の授業や指導方法の改善に役

立つ重要な資料になること」，「テストではなく，回答

に正誤があるわけではないこと」，「成績や内申書にも

まったく関係しないこと」などを教示した。

専門家に対する調査

協力者 学習方略に関する著書（藤澤,2002a,2002b;市

川,2000;麻柄,2002;西林,1994,2009）を上梓している４名

の心理学者 。

質問内容 基本的には中学生に対する調査と同様で

あり，Table 1の各学習方略について，使用の程度を

除く４つの観点に関する評定を求めた。ただし，「各方

略が，中学生にとって，数学の期末テストのようなテ

ストで良い点を取るために，どのくらい有効だと思う

か」などというように，回答者が学習者ではないこと

を踏まえたワーディングの変更を行った。また，その

際，「中学生」という言葉に関しては「各自がこれまで

に見聞きしてきた一般的な中学生」だと思って回答す

るよう説明するとともに，「期末テスト」という言葉に

ついても「各自がこれまでに見聞きしてきた一般的な

期末テスト」をイメージするよう教示した。

手続き 調査票を予め郵送しておいて，本研究に関

わることについての見解を聞き取るための個別面接を

行う際に回収した。また，調査の目的に関しては，「生

徒を対象にした調査の結果についての考察をより確か

で深いものにするため」といったことを説明した。

結 果

予備的分析

分析に先立ち，１つの観点の全ての方略項目に関し

て同じ回答をしている者や，多くの項目において無答

である者などを除外した。その結果，生徒における有

効データ数は608となった 。また，使用の程度に関し

て「このような勉強方法があることを知らなかった」

と回答したケースは全般に少なかったため，欠損値と

して処理した（このような回答をした者の割合を項目ごとに算

出したところ，10％を超えていたのはTable 1の項目10（17.1％）

と項目16（13.4％）のみであり，平均値と中央値は，3.8％，1.7％

であった）。さらに，学習有効性の認知に関する４名の専

門家間の評定の一貫性について検討するために，一般

化可能性係数を算出した。その結果，Eρ＝0.89であ

り，一貫性が高いと判断して項目ごとに４名の評定値

の平均値を算出し，これを「（各方略に関する）専門家が

考える学習有効性（の値）」とした。

仮説の前提についての検討

まず，「学習者は専門家が学習に有効だと考えている

方略を必ずしも使用していない」という前提について

検討した。具体的には，「専門家が考える学習有効性」

と「使用の程度」の相関係数を，21の方略項目を変動

因として，生徒ごとに算出した（以下では“生徒ごとに”

電子メールでの交信や口頭で了承を得た上での実名の記載

である。

608名の生徒の学年の内訳は，１年227名，２年332名，３年

49名であった。なお，Table 2と Table 3に示した相関係数な

いし偏相関係数の平均値には，学年による違いはほとんど認め

られなかった。

36 教 育 心 理 学 研 究 第61巻 第１号



という記述は省略する）。したがって，欠損値がなければ，

各生徒において相関係数を算出する際のデータ数は

21になる。なお，使用の程度に関する評定値の分散が

０であった場合，もしくは，欠損値の存在によりデー

タ数が17以下になった場合には，その生徒を当該の分

析対象から除外した（他の分析においても同様の手続きを

とったため,分析ごとにデータが有効になった生徒の数が若干異

なっている）。

Figure 2は，以上のようにして算出した相関係数の

分布をまとめたものである。ほぼ左右対称の分布で，

平均値が 0.04，標準偏差が0.29であり，最大値，最

小値が0.77，-0.70であった。また，上記のような平

均値であってもデータ数が非常に多いために「ρ＝０」

を帰無仮説とする１標本 検定を行うと p＜.01で有

意にはなるが，各生徒における相関係数の有意性に関

する検定の結果が５％水準で有意であったケースは

13.8％しかなかった。以上のことから，非常に大きな

個人差が存在してはいるが，仮説の前提が全般に成立

していることが示されたと考えられる。

なお，Figure 3は，横軸を学習有効性に関する４名

の専門家の平均評定値，縦軸を使用の程度に関する平

均評定値として，21の方略項目をプロットしたもので

ある。Table 1の項目11，16などの方略は，専門家が

学習有効性をかなり高く評定しているにもかかわらず

使用の程度が非常に低いことがわかる。一方，項目

20，４，８などの方略は，専門家が学習有効性をかな

り低く評定しているにもかかわらず使用の程度が比

的高いことがわかる。

仮説の検討（統計量の値についてはTable 2参照）

コスト感阻害仮説 まず，「専門家が考える学習有効

性」と「（各生徒の）コスト感」の相関係数を，仮説の前

提についての検討の場合と同様の方法により算出した。

その結果，平均値は0.28であり，明確な関係ではない

が，専門家が学習有効性が高いと考えている方略ほど，

生徒は一般にコストが大きいと認知していることが示

された。しかし，「コスト感」と「使用の程度」の相関

係数を算出したところ，平均値は0.08と小さな（しか

も正の）値であり，生徒は一般にコスト感が高い方略の

使用を避けているわけではないことが示された。最後

に，「コスト感」を統制した「専門家が考える学習有効

性」と「使用の程度」の偏相関係数を算出したところ，

その平均値は単相関係数（0.04）と同様に非常に小さな

値（0.02）であった。以上の結果より，コスト感阻害仮

説は支持されなかったと考えられる 。

テスト有効性阻害仮説 まず，「専門家が考える学習

有効性」と「（各生徒の）テスト有効性の認知」の相関係

数を算出した。その結果，平均値は0.30であり，明確

な関係ではないが，専門家が学習有効性が高いと考え

ている方略ほど，生徒は一般にテスト有効性が高いと

認知していることが示された。また，「テスト有効性の

認知」と「使用の程度」の相関係数を算出したところ，

平均値は 0.35であり，生徒は一般にテスト有効性が

高いと認知している方略ほど，よく使用していること

が示された。しかし，「テスト有効性の認知」を統制し

た「専門家が考える学習有効性」と「使用の程度」の

Figure 2 生徒ごとに算出した「専門家が考える学習

有効性」と「使用の程度」の相関係数の分布
（N＝571）

Figure 3 学習有効性に関する専門家の平均評定値」

と「使用の程度に関する平均評定値」の関係

注：図中の点線は回帰直線である。また，各方略の内容について
はTable 1参照。
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偏相関係数を算出したところ，その平均値は単相関と

同様に非常に小さな（しかも負の）値（-0.09）であった。

以上の結果より，テスト有効性阻害仮説も支持されな

かったと考えられる。

学習有効性の誤認識仮説 まず，「専門家が考える学

習有効性」と「（各生徒の）学習有効性の認知」の相関係

数を算出した。その結果，平均値は0.32であり，専門

家が学習有効性が高いと考えている方略ほど，生徒も

一般に学習有効性が高いと認知していることが示され

た。ただし，0.32という値そのもの，および，これま

でとは異なり，両者が同じ観点に関する評定であるこ

とを考えると，各方略の学習有効性に関する専門家と

生徒（学習者）の認識にはある程度の齟齬があると言え

るであろう。次に，「生徒の学習有効性の認知」と「使

用の程度」の相関係数を算出したところ，平均値は

0.34であり，生徒は一般に自身が学習有効性が高いと

認知している方略ほど，よく使用していることが示さ

れた。また，「生徒の学習有効性の認知」を統制した「専

門家が考える学習有効性」と「使用の程度」の偏相関

係数を算出した結果，その平均値は非常に小さな（しか

も負の）値（-0.10）であった。

上記の「専門家が考える学習有効性」と「生徒の学

習有効性の認知」の相関係数は，これらの２つの変数

における各方略の相対的な位置の一致性を問題にした

ものであり，各方略についての評定値そのものの専門

家－生徒間の違いを問題にしたものではない。そこで，

さらなる分析として，学習有効性の平均評定値の専門

家－生徒間の差に関する 検定を項目ごとに行った。

その結果，専門家のデータ数が非常に少ないために，

学習者のデータ数が非常に多くても検定力がかなり低

いにもかかわらず，21項目中８項目において有意な差

が認められた（たとえば,各条件のデータ数が本研究と同じ4

と 608で,母集団に Cohen’s d＝0.5の差があるとした場合,αを

5％に設定した 検定の検定力は0.169 でしかない）。また，各項

目において専門家の平均評定値と生徒の平均評定値の

差の絶対値を算出したところ，各選択肢に１～５の数

値を割り当てた，全範囲が４でしかない尺度であるに

もかかわらず，これらの差の値の21項目の平均値は

0.90（標準偏差は0.63）であった。そして，（尺度の全範囲の

ほぼ半分に相当する）2.0前後も異なっている項目もあっ

た（具体的には,Table 1の項目 20で 2.09,項目 2で 2.00であっ

た）。さらに，次に記すFigure 4からもわかるように，

平均値の差の方向は一定ではなく，専門家の方が学習

有効性を高く評定している項目と逆の項目のいずれも

存在していた。以上のように学習有効性の認識に関し

て専門家と生徒の間にかなりの食い違いの存在が示さ

れたことなどから，両者の認識の間に（強くはないものの）

正の相関関係が認められたために明確であるとは言い

難いが，学習有効性の誤認識仮説は概ね支持されたと

Table 2 各仮説についての検討結果

仮説 コスト感阻害仮説 テスト有効性阻害仮説 学習有効性の誤認識仮説

仮説のキーになる変数（ｚ） コスト感(生徒) テスト有効性の認知(生徒) 学習有効性の認知（生徒）

ｚと「専門家が考える学習
有効性」の相関係数

.28（.25）
正>

.30（.26）
ほぼ０>

.32（.26）
ほぼ０または弱い正>

ｚと「使用の程度」の相関
係数

.08（.31）
負>

.35（.31）
正>

.34（.30）
正>

ｚを統制した「専門家が考
える学習有効性」と「使用
の程度」の偏相関係数

.02（.28）
正>

-.09（.26）
正>

-.10（.26）
ほぼ０>

１)表中の数値は生徒ごとに算出された（偏）相関係数の平均値であり，（ ）内は標準偏差である。また，

>内は各仮説からの予測である。なお，「ρ＝０」を帰無仮説とした１標本 検定の結果は，コスト

感阻害仮説における0.02という偏相関係数の平均値以外は全てp＜.001で有意であった。

２) 専門家が考える学習有効性」と「使用の程度」の単相関係数は，平均値が0.04で，標準偏差が0.29で

あった。

コスト感に関しては，「時間がどの程度かかると思うか」とい

うことだけでなく，「各方略で勉強すると，頭を使う考え方を，

どのくらいする必要があると思うか」ということに関しても，

「“頭を使う考え方”というのは，“いろいろなことについて，

筋道を立てて，深く考えること”と思ってください」という説

明を付けて同時に質問した。そして，この２種類のコスト感の

相関係数を生徒ごとに算出したところ，その平均値は0.41（標

準偏差は0.31）であり，両者はある程度関連しているものの，

多くの学習者にとって異なる意味を有している面があると考

えられるものであった。しかし，上記の「頭を使う考え方を，

どのくらいする必要があると思うか」という質問によって得ら

れたデータをコスト感とした分析と，このデータと論文中に記

したものの合計点をコスト感とした分析も行ったところ，いず

れの結果もTable2に示したものとほぼ同様であり，コスト感

阻害仮説を支持しないものであった。

38 教 育 心 理 学 研 究 第61巻 第１号



言えるであろう。

Figure 4は，横軸を専門家の学習有効性の平均評定

値，縦軸を生徒の学習有効性の平均評定値として，21

の方略項目をプロットしたものである。この図や上記

の項目ごとの 検定の結果から，特にTable 1の項目

14と16のような「学習内容同士や学習内容と日常と

の関連づけ」といったことに関わる方略では専門家の

方が生徒よりも学習有効性を顕著に高く評定している

ことがわかる。また，項目２，４，20などの，深い処

理をすることなく，低いコストで良い点を取ろうとす

る姿勢が反映されていると考えられる方略では，専門

家が学習有効性を非常に低く評定しているにもかかわ

らず，生徒はかなり高い評定をしていることがわかる。

望ましさの認知と２つの有効性の認知の関係

最後に，上の見出しに記したことに関して，専門家－

生徒間の比 を行った。具体的には，「テスト有効性の

認知」を統制した「望ましさの認知」と「学習有効性

の認知」の偏相関係数と，「学習有効性の認知」を統制

した「望ましさの認知」と「テスト有効性の認知」の

偏相関係数を個人ごとに算出し，これらの偏相関係数

の平均値を専門家－生徒間で比 した（Table 3）。その

結果，前者の偏相関係数に関してのみ有意な差が認め

られ，一般に専門家の方が生徒よりも学習有効性の認

知が望ましさの認知と（正の方向で）強く関わっているこ

とが示された。

考 察

本研究の意義

本研究では，「学習者は専門家が学習に有効だと考え

ている方略を必ずしも使用していない」という前提の

もとに，なぜこうしたことが起きるのかに関する３つ

の仮説の妥当性について検討した。その結果，まず，

上記の前提が全般に成立していることが定量的に示さ

れた。そして，コスト感阻害仮説とテスト有効性阻害

仮説は棄却され，学習有効性の誤認識仮説が概ね支持

されたと考えられる結果が示された。したがって，専

門家が学習に有効だと考えているにもかかわらず学習

者が使わない方略があるのは，「わかってはいるけど，

面倒くさいのでやらない」ということでも「わかって

はいるけど，目先のテストが大事」ということでもな

く，そもそもどのような方略が学習材料を適切に理解

し活用するために有効であるのかを学習者が的確に認

識できていないからだと考えられる。

ただし，各方略の有効性やコストを的確に認識して

いなくても，学習者が日頃このようなことについてあ

る程度考えていれば，学習者自身による２つの有効性

の認知およびコスト感と使用の程度の相関は，本研究

で示されたような低い値にはならないと考えられる。

また，Table 1の項目２や項目20などの方略の学習有

効性をかなり高く評定していることなど，少し考えて

みればそういう認識にはならないであろう結果が種々

示されている。これらのことを鑑みるならば，多くの

学習者は，各方略の有効性やコストについて考え，そ

れらを踏まえて学習方略を選択する，といったことを

日頃ほとんどしていないと推測される。したがって，

現時点では根拠が不十分だと考えられるが，上記のよ

Figure 4 専門家が考える学習有効性」と「生徒が考

える学習有効性」の関係

注：図中の点線はy＝xの直線である。また，項目番号を○で囲ん

である方略は，平均評定値の専門家－生徒間の差に関する

検定の結果が５％水準で有意であったものである（各方略の

内容についてはTable 1参照）。

Table 3 望ましさの認知と２つの有効性の認知の関係

専門家

M（SD)

生 徒

M（SD)

望ましさと学習有効性 .67(.29) .31(.27)

望ましさとテスト有効性 .35(.09) .29(.29)

１)個人ごとに算出された「テスト有効性の認知」を統

制した「望ましさの認知」と「学習有効性の認知」の

偏相関係数（専門家－生徒間の平均値の差は，t＝2.61，

df＝608，p＜.01で有意であった）。

２)個人ごとに算出された「学習有効性の認知」を統制

した「望ましさの認知」と「テスト有効性の認知」の

偏相関係数（専門家－生徒間の平均値の差は，t＝0.40，

df＝608，p＝.69で有意ではなかった）。
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うに学習者が各方略の学習有効性を的確に認識してい

ないのは，「考えてはいるけれども誤認している」ので

はなく，「そもそもこのようなことについてあらたまっ

て考えることを日頃していない」といったことによる

面が大きいのではないかと推測される。

以上のことについては，重要なトピックであるにも

かかわらず，これまでの学習方略研究では定量的・系

統的な検討がなされてこなかった。したがって，まず

このような検討を実際に行い，上記のような知見を得

たことが本研究の意義だと言えるであろう。加えて，

先行研究の方法論上の問題を指摘し，「学習方略の専門

家から収集したデータを活用するとともに，各学習者

内での方略間変動に着目した分析を行う」という，今

後の研究においても有用であろう方法を示したことも

本研究の意義だと言えよう。さらに，本研究では，種々

の変数間の関係に関して学習者の間に大きな個人差が

存在することが示された 。このような結果は，学習方

略の使用に関わる心理過程に大きな個人差が存在する

ことを示唆していると考えられるが，このような個人

差は，上記のような方法で検討を行わなければ見いだ

されなかったことである。そして，このような個人差

の存在を知ることは，「平均値によって示される結果は

あくまで一般的傾向を示したものであり，そのような

傾向をどのような個人にも短絡的に当てはめるのは危

険である」という，統計的研究全般における重要な留

意点であろうことの再認識につながるはずである。本

研究は，このようなことについての示唆も与えるもの

であると言えよう。

次に，本研究の結果から導出される教育実践への提

言に関わることについて論じる。まず，学習有効性の

誤認識仮説が概ね支持されたという結果から，「種々の

方略の学習有効性について学習者に明示的に教示する

ことをもっと積極的に行っていく必要がある」と言え

るであろう。ただし，それほど明確ではないものの，

専門家と学習者の学習有効性の認知には正の相関が

あった。したがって，「どのような方略が学習に有効

で，どのような方略が有効でないのかを，学習者がまっ

たく的確に認識できていない（ないし,問われたときに認識

できない）」というわけではないようであり，上記のよう

な教示を行う際には，専門家と学習者の間の齟齬が顕

著であった方略に着目すべきだと考えられる。そして，

本研究は，具体的にどのような方略において齟齬が顕

著であるかも示しており，このような意味でも意義が

あると言えるであろう。

なお，Table 1の項目16，17，20などの方略では，

学習有効性の平均評定値とテスト有効性の平均評定値

が専門家では大きく異なっているのに対して，学習者

ではほとんど異なっていなかった。具体的には，たと

えば「17. 覚えられた」とか「理解できた」と思って

も，そこで終わりにせずに，くり返し勉強する」とい

う項目では，専門家はこのような方略をテスト有効性

に関してはかなり有効だと評定している（平均値が4.3で

ある）のに対して学習有効性に関してはそれほど有効

だと評定していない（平均値が2.8である）が，学習者にお

いては平均値が4.2と4.1であった（いずれの項目におい

ても, 専門家か学習者か」という群と「学習有効性かテスト有効

性か」という有効性に関する観点の2要因の分散分析における交

互作用効果は p＜.001で有意であった）。このような結果は，

一般に学習者が専門家に比べて２つの有効性の違いを

弁別できていないことを示唆していると考えられるが，

上記のような教示を行う際には，こういったことも踏

まえて教示内容を構成すべきであろう 。

また，望ましさの認知と２つの有効性の認知の関係

に関する分析の結果，学習者は専門家に比べて学習有

効性の認知と望ましさの認知の関係が弱いことが示さ

れた。このような結果は，学習者が専門家に比べて，

学習材料を適切に理解し活用できるようになることを

重視していない，ことを示唆しているであろう。そし

て，このことを踏まえるならば，各方略の学習有効性

について教示するだけでなく，「勉強方法を決める際に

は学習有効性という観点を重視した方がいい」とか「学

習有効性が高い方法で勉強することが大切だ」といっ

た認識を促すための働きかけを行うことも必要だと言

えよう。ただし，このような価値的な面が強い事柄に

Figure 2，Table 2，Table 3に示した，学習者ごとに算出

された相関係数および偏相関係数の分散は，全て p＜.001で，

同一の母集団からの無作為標本としては確率論的には起こり

得ない大きな値であった。

このような結果は，「学習者が，ふだんはこれらの２つの有効

性を弁別しているのに，本研究の質問紙に回答するときには，

質問文のワーディングが不適切だったことなどにより違いを

認識できなかった」というよりも，学習者が各方略の学習有効

性を的確に認識していないことについての考察に記したよう

に，「日頃このようなことについて考えていないために，もとも

と弁別していない」と言える面が大きいのではないかと考えら

れる。ただし，各生徒において算出した２つの有効性の認知の

間の相関係数は，平均値が0.65とかなり高い値であるが，

「まったく区別されていない」と判断されるほどの値ではな

かった。また，標準偏差が0.29であるとともに，-0.46～0.99

の範囲にあり，かなりの個人差がここでも認められた。した

がって，一概に「学習者は２つの有効性を区別できていない」

ということではないと考えられる。
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関する働きかけに対しては，「そうは言っても定期テス

トなどで良い点を取ることがまず大切」といった考え

を多くの学習者が抱くであろう。したがって，単に学

習有効性を重視することを説くだけでなく，学習有効

性が高い方法で勉強すると，“わかった”とか“あっそ

うか”といった理解の進展に伴う享受感が得られやす

いことや，実際にテストで良い点を取ることができた

り，時間が経っても忘れにくいことなどを学習者が実

感できるように，教師が授業やテストの内容などを変

えていく必要があるだろう。

本研究の結果を解釈する際の留意点

本研究では有効性の認知やコスト感が使用の程度を

規定することを想定して仮説の構成や結果の解釈を

行った。しかし，本研究はあくまで相関的研究であり，

変数間の因果関係を特定できるものではない。たとえ

ば，「使用していない方略は有効な面が認識できにく

い」というような，上記とは逆方向の影響過程が関与

している可能性なども想定できる。

また，（各学習者内での）方略間変動に基づく検討を行

うことには問題に記したような重要な意味があるが，

一方で，特に使用の程度に関する測定には「種々の方

略を一定の基準で評定することが困難である」という

問題がある。言い換えれば，同じ反応（たとえば, わりと

あてはまる」という回答）の意味が方略間で異なっている

可能性がある。そして，このことが「使用の程度」と

「有効性の認知」の関係に関する結果などを歪めてい

る可能性も想定される。

さらに，学習有効性の認知に関する質問文の解釈が

専門家と学習者の間で異なっており，このことが結果

に影響を与えている可能性も想定される。具体的には，

専門家は基本的に「なぜ，そうなるのか」とか「どう

して，そうするのか」といったことについての理解を

想定して評定したのに対して，学習者の中には「やり

方がわかる」とか「できるようになる」といったこと

を想定して評定した者がいるものと推測される。

今後の課題

今後は，本研究の結果に基づいて，学習有効性の認

知に関する専門家と学習者の間の齟齬などを解消する

ことや学習有効性を重視して学習方略を決定すること

の必要性を認識させることを目的とした働きかけを行

い，その効果について検討する介入研究を実施してい

く必要があると言えよう。ただし，このような介入研

究を行う場合には，Graham & Harris（2003）などの

従来の研究が示唆しているように，各方略を使用する

際のスキルもあわせて指導することが重要になるだろ

う。なぜならば，Miller（1994）が指摘しているように

学習有効性が高い方略はうまく使いこなすのが難しい

ものが多いために，最初に記したような働きかけだけ

ではそのような方略の使用は適切には促進されないと

考えられるからである。

また，先に記したように，本研究では，学習方略の

使用に関わる心理過程に大きな個人差が存在すること

を示唆する結果が示された。したがって，今後は，こ

のような個人差の規定因ないし関連要因（たとえば,学力,

教師の授業スタイル,テストの形式や内容など）に関する検討

も行っていく必要があるだろう。

さらに，本研究は，あくまで「中学生の数学の定期

テストに向けた学習」を対象にしたものである。そし

て，どのような方略が学習に有効かは学習内容や発達

段階などに応じて変化することが示されている（たとえ

ば,村山,2007 ;Paris,Lipson,& Wixson, 1983）。したがっ

て，今後は，高校生の受験勉強などの，本研究とはか

なり異なるケースに関する検討も行っていくことが必

要であろう。
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Researchers have suggested that students often fail to use learning strategies that experts have found to
 

be effective. The purpose of the present study was to obtain empirical evidence relating to this point,and
 

to explore factors that may account for this phenomenon by focusing on 3 hypotheses:(a)a cost priority
 

hypothesis,(b)an exam priority hypothesis,and (c)a hypothesis relating to a perception gap in effective
 

learning strategies. In order to address methodological issues identified in previously published studies,

both students’and experts’ratings were analyzed based on intra-individual variability in learning strat-

egies. Self-reported data on math learning strategies obtained from Japanese secondary school students

(N＝715)indicated that the students indeed did not necessarily use effective learning strategies that had
 

been identified by the experts’ratings(N＝4). Further analysis indicated that there was a gap between the
 

students and the experts with regard to their perception of effective learning strategies;this provided
 

supportive evidence for the perception gap hypothesis. The present findings suggest the importance of
 

explicitly instructing students in effective learning strategies.

Key Words :study skills,learning beliefs,gap between experts and students,intra-individual approach
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