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1．は じ め に

て概説したい．

2．
「学び方の学び」のモデル

現代社会とは，生活のあらゆる場面にテクノロジーが
介在する社会である．これはもちろん，著者の研究領域

「学び方の学び」の支援を計算機で取り扱えるように

である教育・学習工学の領域においても例外ではない．

するためには，学習活動に対する新たなモデリングが必

著者も構成員として関わった総務省のフューチャース

要である．また，そのモデルの要素としては，
「知的活

クール推進研究会では，協働学習 の実現を目的として，

動に関する記述的なモデル」であり，学習支援システム

ワイヤレスネットワークで接続されたタブレット PC を

の「機能の設計やその妥当性の説明に有用」であること

児童生徒が一人一台利用するといった，ICT を小中学校

が望ましい [平嶋 10]．つまり，
「学び方の学び」の支援

に導入するための実践的プロジェクトが実施された [総

や促進を学習工学的アプローチに基づいてデザインする

務省 14]．また，近年では OCW（Open Course Ware）

ためには，その第一歩として，主体的学びに関する学習

や MOOC（Massive Open OnLINE Course）などのよ

者の認知活動を支援システムに取り込むことができるよ

うに，世界中の学習者が良質な学習資源に自由にアクセ

うなモデルを構築することが不可欠となる．

スできる環境が整いつつある．これらの新たな学習環境

それでは，
「学び方」というスキルを獲得・改善する

は，従来の教育・学習環境における時間的・空間的な制

ための学習活動とは，いったいどのようなプロセスを経

約を軽減し，学びたい人が学びたいことをいつでもどこ

るのであろうか？ その有力なモデルの一つとして，認

からでも学ぶことができる，
「開かれた学び」を実現す

知的スキルをマスターするためのプロセスを表現した，

るための重要な基盤となりつつある．

認知的徒弟制モデル [Collins 87] があげられる．これは，

しかしながら，こうした学びを成功させるためには，

技能的スキルをもつ職人が弟子を育成する際に行われる

いわゆる伝統的な教育観に基づく受動的な学びとその支

徒弟制のプロセスを認知的スキルに拡張したものであ

援だけでは不十分である．ここ数年，それに変わる新た

り，そのプロセスは表 1 のように整理される．

な学習観として，思考の方法・働く方法・働くためのツー

図 1 に，著者らが提唱する認知的スキルの熟達化曲線

ル・世界の中で生きるといった項目から構成される 21

モデルを示す．認知的スキルの学習を支援するためには，

世紀型スキル [Griffin 12] などが提案されてきた．また，

この図に示す初期段階から発達段階を経て熟達段階に至

著者らも，学習者自身が自ら学習目的を設定し，学習リ

るまでの学習過程を意識し，対象とする研究でどの段階

ソースを選択し，学習プロセスを内省しながら知識とし

を支援しようとしているのかを明確にする必要がある．

て構造化することを繰り返す，
「主体的学習」を対象と

特に，AI 的アプローチが強く求められるのが，最も変

した支援に関する研究を行ってきた [長谷川 06]．これ

化の幅が大きくなると考えられる，
発達段階における「足

らの学習観や学習支援研究に共通していえることは，
「知

場づくり」における支援であろう．つまり，
適切な「足場」

識」そのものを学ぶことよりも，必要に応じて知識を獲

を提供するためには，学習者の認知的スキルの熟練度を

得するための「知識の学び方」を学ぶことに主眼がある

システムが把握し，そのレベルによって提供する支援機

という点である．

能を制御することにより，熟達化曲線における発達段階

本稿では，著者が専門とする学習工学的観点から，
「学

のグラフの傾きが大きくなる（より少ない学習回数で高

び方の学び」に関する学習過程の工学的近似（モデル化）

い熟練度に到達する≒ 学び方を学ぶ）ことが期待できる

について議論するとともに，その過程を促進するための

ためである [Kashihara 09]．

人工知能技術を利用した支援アプローチの在り方につい

人 工 知 能

292
表1

認知的徒弟制におけるプロセスの概要

30 巻 3 号（2015 年 5 月）

能がどのように学習者に貢献したかについての絶対的な

プロセスの概要

基準をあらかじめ設けることが難しい．例えば，学習プ

（1）モデリング
（Modeling）

熟達者が模範を示し，学習者がそれを観察
する

ロセスと構築した知識構造の対応関係について評価する

（2）コーチング
（Coaching）

熟達者がヒントやフィードバックを与える

価指標をいかに提示できるかということも当該分野にお

（3）足場づくり
（Scaffolding）

熟達者が手掛かりや支援を与え，上達に伴
い減らしていく

（4）明確化・外化
（Articulation）

学習者に自身の知識や思考を言語化・外化
させる

（5）リフレクション
（Reflection）

学習者に自身の学習過程を熟達者や他者と
比較検討させる

（6）探求
（Exploration）

学習者に自分で問題を選択させ，解決させ
る

プロセス名

図1

認知的スキルの熟達化曲線

3．お わ り に
著者らは，
「学び方の学び」の支援に関する具体的ト
ピックとして，意思決定スキルの向上支援 [Wahyudin
13] や，語学学習における学習方略獲得支援 [Li 14] など
に取り組んでいる．これらの研究における AI 的アプロー
チの共通点は，学習すべきスキルの構造をオントロジー
として整理すること，学習者の熟練度を把握するために
学習結果だけでなく学習プロセスに注目したデータを収
集すること，収集したデータに機械学習的なアプローチ
を適用することでオントロジーと熟達曲線を組み合わせ
て実装されたモデルを最適化するためのパラメータを取
得し，適応的な支援を実現することである．
本稿を締めくくるにあたって，
「学び方の学び」を支
援するシステムの「評価」に関する課題にも触れておき
たい．
「学び方の学び」は従来の「知識の学び」と比較
してより暗黙的であり，学習に掛かる期間が長く，また
正解が一意であるとは限らない．このため，提案する機

ことがその方法の一つとして考えられるが，客観的な評
ける今後の大きな課題であるといえよう．
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