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クをかける．実験を通して，そのシステムが導入される

1．探求メディアとしての学習支援システム

ことにより，どのように学習者の学習活動が変化し，そ
こにどのような利益が生まれるかを，実証的データに基

著者のグループは，学習支援システムを，学習の科学
と工学をつなぐメディアと捉え，その観点から，学習支

づき検討する．そのアプローチは，ボトムアップ的であ
り，帰納的，分析的である．

援システムの開発を行ってきた [三輪 04b, 三輪 06]．図

このような工学と科学の相互作用を考えるにあたって

1 は，メディアとしての学習支援システムを示す概念図

重要なことは，学習支援システムの設計原理が，人間の

である．

認知に関する理論，そこから導き出される学習のメカニ

学習の「工学」の目的は，学習活動の促進にほかなら

ズムに根付いていることである．そのときに初めて，そ

ない．学習支援システムは，学習者の学習活動を補助し，

こで得られたデータは，人間の心理学的理論に基づき解

促進する「支援システム」として機能する．一方，著者

釈されるようになり，学習支援システム研究は，認知科

が大切にしてきたことは，学習の「科学」の側からシス

学や学習科学など，人間の学習の科学と結びつくことが

テムを眺めたときに見いだされる機能である．その機能

できる．人間の認知の理論にコミットしない「AI 技術

とは，
「実験システム」としての機能である．学習者は，

てんこ盛りシステム」は，ここでのアプローチにおいて

その学習プロセスの中で，学習支援システムと繰り返し

は虚しいものである．

相互作用する．システムのログは，人間の学習を探求す
るうえで，重要な実証的知見を提供する．
学習の「工学」は，学習者の学習を促進するために，

この両サイドからのアプローチがそろうことによっ
て，システム開発のプロセスに演繹─帰納サイクルが生
まれ，学習支援システム研究は，いわゆる自然科学の一

システムをつくり，学習の場に提供する．
「こうしたら

般的探究プロセスの上に乗り，健全な深化を遂げること

学習は促進されるに違いない」といった仮説に基づき，

ができるようになると考えられる．

システムが設計・実現され，実践に供される．そのアプ
ローチは，トップダウン的であり，演繹的，構成的であ

2．学習支援研究における確証バイアス

る．その試みに対して，学習の「科学」がフィードバッ
上に述べたように，学習の「工学」は，トップダウン
的なアプローチを取る．そこでは，開発者の信念や興味
に基づく何らかの「仮説」があり，開発・評価のプロセ
スは，その仮説に誘導される中で進行していくことにな
る．そのときに留意しなければならないことが，確証バ
イアス（confirmation bias）という人間の認知特性であ
る [Nickerson 98]．
確証バイアスとは，信念に基づいて対象を観察し，先
入観に合う情報を選択的に受容して，自身の「仮説」を
補強していこうとする人間の認知特性である．
図1

学習の科学と工学を結ぶメディアとしての学習支援システム

確 証 バ イ ア ス の 一 つ に， 正 事 例 テ ス ト バ イ ア ス
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表1

（positive test bias）がある [Klayman 87]．これは，仮
説を検証するための事例を生成する際に，仮説の正事例

て蓄積されてきた膨大な実証研究は，正事例テストバイ

利

益

産出効果
集中力の促進
長期記憶の活動
自律的解決の達成感

損

失

エラーによる損失
時間の浪費
失敗による挫折

アスは極めて強靱で，そのキャンセルが困難であること
を教えている [Mahoney 77, Tweney 80, Wason 60]．
学習支援システム研究においても，正事例テストバイ
アスはさまざまな形で現れると考えられる．例えば，自

アシスタンスジレンマとしての支援の保留
支援の保留

のみが生成され，負事例による仮説のテストが排除され
るという現象である．
「科学に関する認知科学」におい

30 巻 3 号（2015 年 5 月）

支援の提供
正確さ
相互作用の効率
支援下での達成感
表層的学習
集中力の欠如
長期記憶活動の消失
成長機会の喪失

分が密接に関わる研究グループの研究事例は，検証し
ようとする仮説の正事例になっているケースが多いだろ

る利益と損失を，表 1 のようにまとめている．

う．工学系論文と心理学系論文において，参考文献に占

表 1 は，ただ闇雲に支援の度合いを増やしていけばよ

める著者グループの論文の割合を比較したデータをもち

いわけではないという見方を示している点で興味深い．

合わせてはいないが，経験的には，前者においてそれは

具体的には，支援を提供することにより，学習内容を吟

随分大きくなってはいないだろうか．扱う問題の性質も

味，省察する態度が低下し（表層的学習）
，集中力が損

異なるので，このことの是非は単純ではないだろうが，

なわれ，結果として深い認知処理を伴う長期記憶活動が

参考文献のリストが，ほとんど身内の研究論文だけから

消失し，学習が定着しない可能性が生じる（成長機会の

構成されているような場合は，そこに正事例テストバイ

喪失）場合があることを示唆している．

アスが生まれていることを懸念せざるを得ない．

近年の知的学習支援システムは，高度なインタラク

正事例バイアスをキャンセルする有効な方法の一つ

ティブ性を有し，その支援は多岐にわたる [Shute 08]．

が，協同，特に異なる視点をもった者同士の協同である．

その能力は，人間のチュータによる 1 対 1 の教授に迫る

その場合，正事例バイアスが，その相互作用の中でキャ

ものであるとされる [VanLehn 11]．アシスタンスジレ

ンセルされることが起こり得る．著者が行った古典的な

ンマは，コンピュータによる支援技術が成熟して初めて

規則発見課題を用いた協同的発見の研究においても，個

現れてきた問題である．支援技術が未熟であり，人間に

人が正事例テストを繰り返している状態において，一方

よる教授に遠く及ばない状況においては，この問題が生

の正事例テストが，他方の負事例テストになる場合が生

まれる余地はなかったであろう．

まれ，正事例バイアスがキャンセルされ，個人では見い

さらに，学習の「工学」の側からの視点だけでは，ア

だすことができなかった規則が発見されることが報告さ

シスタンスジレンマという課題がテーマ化されること

れている [Miwa 04a]．

は，困難であったとはいえないだろうか．学習の工学

学習支援システムの開発において，学習の工学と科学

は，支援技術を高度化させていくことにこそその使命が

という異なる価値観，異なる研究手法をもった研究者が

あり，支援レベルの上昇は，いわば研究の進歩における

協同して研究を進めることは，その意味でも重要である．

正義である．その下で正事例バイアスが駆動されれば，

とりわけ，学習の「科学」が，学習の「工学」の確証バ

支援を強めていく方向にブレーキをかける方向での議論

イアスに対し，適切なフィードバックをかけることがで

は，なされにくかった可能性がある．

きる可能性がある．

その意味で，アシスタンスジレンマという課題が，ピッ
ツバーグの研究者のコミュニティの中から生まれたこと

3．アシスタンスジレンマ

は，
示唆に富む．CMU や University of Pittsburgh では，
コンピュータサイエンスと認知心理学を専門とする研究

以下では，学習支援におけるアシスタンスジレンマ

者が，渾然一体となってプロジェクトを進めている．そ

（assistance dilemma）という問題を取り上げる．アシ

こには，当たり前のように，学習の工学と科学が一体と

スタンスジレンマという問題意識は，まさに，上で述べ
たような学習の科学と工学の協同の中に生まれてきたと
考えられるからである．アシスタンスジレンマとは，学

なった研究環境が醸成されているのである．

4. 過剰支援における学習効果減衰仮説

習効果を最大化するために，どこまで支援を提供し，ど
こから支援を保留すればよいのかという支援バランスに
関わるジレンマである．
Koedinger & Aleven（2007）[Koedinger 07] は，

著者らは，アシスタンスジレンマの課題に関連して，
支援のレベルが過度に高くなると，学習フェーズ中の問
題解決活動は促進されるが（一見効率良く学習が進んで

CognitiveTutor と呼ばれる知的学習支援システムを用

いるように思われるが）
，逆に学習効果は支援のレベル

いた長期間にわたる大規模な実践を通して（例えば，

が低い状態に対して抑制されるという「過剰支援による

[Anderson 95]）
，学習支援の「保留」と「提供」に関す

学習効果減衰仮説」を検討してきている．具体的には，
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学習の「支援レベル」を操作要因として，
「学習効果」

間の学習フェーズ終了後に行われたポストテストの成績

を被説明要因とする実験を，さまざまな課題を用いて実

は，提示なし群が最適手提示群の成績を上回った．ここ

施してきた．

でも，支援情報の提示が，学習に関して負の効果を示す
ことが確認された．

4･1 ハ ノ イ の 塔
ハノイの塔（Tower of Hanoi）は，初期の問題解決研

4･3 自 然 演 繹

究において，多くの認知科学者が取り上げた課題である．

先の二つの実験で用いられた課題は，どちらかという

問題解決研究の実験課題として，その再帰的問題構造

と，実験室研究のためのパズル的課題の側面が強かった．

[Kotovsky 85, 中池 02, Zhang 94] や，学習を通して人間

では，より実践的な学習領域においても，学習効果減衰

が獲得する解法の方略 [Simon 75] が，
広く知られている．

仮説は支持されるのだろうか．

著者らの実験では，1 時間ほどの時間をかけて，実験

著者らは，認知科学や論理学の初学者を対象とする自

参加者にハノイの塔の問題解決方略を学習させた [Miwa

然演繹の学習支援システムを開発してきた．自然演繹は，

12]．参加者は，任意の「初期状態」から，一つのペグ

前提となる命題に推論規則を適応していき結論となる命

にすべてのディスクが積まれる「目標状態」へ，できる

題を導く推論方法であり，人間の推論との親和性が高く，

限り少ない手数（最短手数）によって到達することが求

一般教育の哲学や論理学の授業で幅広く取り上げられて

められた．

いる [戸田山 00]．

実験システムは，ハノイの塔を解決する認知モデルを

学習支援システムには，自然演繹を解くルールベース

搭載し，学習者に対して，任意の問題解決のタイミング

のエキスパートモデルが搭載されている．モデルは，常

で，さまざまなレベルの支援情報を提示することができ

時学習者の推論の状況をトレースしながら，任意のタイ

る．

ミングで支援情報，具体的には適用すべき推論規則や有

ある一つの実験では，参加者は学習フェーズにおいて，

効な推論方略を提示する．

現在の状態から目標状態まで最短手を辿る経路におけ

一つの実験では，参加者は，適用すべき推論規則や有

る，1 手先の状態，5 手先の状態，9 手先の状態が支援

効な推論方略の候補を提示される状況と，そのような支

情報として提示された．さらに，そのような支援情報が

援情報が提示されない状況で学習を行った [Miwa 12]．

提示されない状況で学習することを求められた．

学習フェーズ中の成績は，前者の状況における成績が後

実験の結果，学習フェーズ中の成績は，1 手先提示＞
5 手先提示＞ 9 手先提示＞提示なしの順番に高くなった．
一方，学習フェーズ終了後のポストテストの成績は，9

者の状況における成績を上回ったが，学習終了後のポス
トテストの成績は，逆に後者が前者を上回った．
別の実験では，参加者は，自由に支援のレベルを選択

手先提示による学習で一番大きく，続いて 5 手先提示，

できる状況で学習を行った [Miwa 14a]．学習フェーズ

提示なしが続き，1 手先提示で学習した参加者において，

でより高いレベルの支援を選択して学習を行っていた群

最も低かった．この結果は，最も支援レベルの高い 1 手

を「高支援選択群」
，逆に相対的に支援のレベルを低く

先の教示は，学習の効果を減衰させることを示す．

保っていた群を「低支援選択群」とした．さらに，支援
システムを使用せず旧来のテキストブックを用いた演習

4･2 Reversi

を通して学ぶ状況を設定した．

では，もう少し長期にわたる学習に関してはどうだろ

実験の結果，学習支援システムを使って学習を行った

うか．著者らは，8×8 Reversi（一般に，日本ではオセ

参加者のポストテストの成績は，テキストにより学習を

ロとして知られている）を課題に用いた実験を行った．

行った参加者のテストの成績を上回ったが，前者に関し

著者らは，Edax という Reversi の推論エンジンを用
いて，対戦型の学習環境を構築した．実験の参加者は，
コンピュータエージェントの対戦相手とゲームを繰り返

ては，高支援選択群＜低支援選択群となった．

5. 両サイドにおける教訓と展開

すことにより，オセロに習熟していく．学習フェーズに
おいて，参加者は，さまざまなレベルの支援を受けるこ

著者らの実験は，一貫して，学習効果減衰仮説を支持

とができた．具体的には，Edax が計算する最適手，お

するものであり，これは学習の「科学」から学習の「工

よび最適手を含む複数の候補手が提示される．

学」
サイドへのメッセージであると思っている．このメッ

ある一つの実験では，参加者は，2 週間にわたり，毎

セージに対して，学習の工学のサイドにおいては，支援

日 30 分程度の訓練を行った [Miwa 15]．一つの群では，

レベルの最適化の課題が現れる．実際に，学習者のレス

参加者は常に最適手の提示を受けながら学習を行い，別

ポンスに基づいて，学習支援システムが適応的に支援レ

の群ではそのような支援情報の提示は行われなかった．

ベルを調整する手法が探求されている [Roll 07]．

実験の結果，学習フェーズにおける対戦成績は，最適

一方，学習の「科学」の側から学習効果減衰仮説を眺

手提示群が提示なし群を大きく上回った．しかし，2 週

めると，この問題は，二つの心理学的理論の展開に貢献
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できる可能性がある．一つは，認知負荷理論である．認
知負荷理論では，人間の作業記憶の限界を前提として，
いかに効率良く，その資源を学習に関わる活動に割り当
てることができるかという点が議論されてきた [Sweller
98]．
この理論から学習効果減衰仮説を眺めると，支援を
増大することにより，学習を阻害する負荷を減じるだけ
ではなく，学習に関わる認知負荷までをも減少させてし
まっていることが考えられる [Van Merriënboer 10]．
もう一つの理論は，目標達成理論である．この理論で
は，学習者が志向する目標を，学習目標と遂行目標に分
ける [Dweck 86]．前者は，学習を通して自分自身の能
力の向上を指向するのに対して，後者は，能力の向上よ
りも，自分に対する高い評価が得られることを指向する．
いずれの目標をもつかということと，その学習者が指向
する支援レベルは，密接な関連をもつことが報告されて
おり [Vaessen 14]，学習効果減衰仮説は，目標達成理論
に多くの示唆を与えるものと思われる．
この二つの理論に基づくアシスタンスジレンマのより
詳細な議論は，[三輪 14b] を参照いただきたい．
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