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認知負荷の学習効果に関する実験的検討
Experimental investigation on learning activities affected by cognitive loads
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Abstract: Cognitive Load Theory classifies cognitive loads into three independent types: intrinsic,
extraneous, and germane. Controversial issues about this definition have been investigated. In this study,
we examined learning activities affected by intrinsic and extraneous cognitive loads. To control the intrinsic
and extraneous load, we used a learning environment for Reversi game in which participants were given
the best move as help information and the disc representation on the board was manipulated. Experimental
results suggested that the extraneous load prevents the learning activities and there are two types of germane
load, that are dependent on and independent of intrinsic load.

1.序論
学習において重要な役割を担うのがワーキングメ
モリである。ワーキングメモリは，視覚や聴覚から
入力された情報を保持し，必要に応じて長期記憶に
保管された情報と照合しながら，計算や文章理解な
どの認知処理を行う。ワーキングメモリの容量は限
られており[1]，容量を超える情報を与えられると，
学習は阻害される。それゆえ，効果的な学習にはワ
ーキングメモリ資源を有効に利用することが重要と
なる[2]。
認知負荷理論は，このようなワーキングメモリ上
で行われる情報処理が発生させる負荷に関する理論
である。認知負荷理論では，認知負荷を課題内在性
負荷・課題外在性負荷・学習関連負荷の 3 種類に分
類する[3]。
課題内在性負荷は，課題遂行に関連する負荷であ
り，学習において並列して考慮すべき要素の数によ
って定義されている。課題外在性負荷は，学習とは
関連ない処理が与える負荷であり，教材の設計が悪
い場合に発生する負荷である。学習関連負荷は，ス
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キーマ構築など学習と関連する負荷である。
認知負荷は，1980 年代終盤に，ワーキングメモリ
での情報の貯蔵と処理に発生する負担と定義され，
課題そのものによって発生する課題内在性負荷と教
材のフォーマットによって発生する課題外在性負荷
に区別された[4]。
認知負荷研究の初期段階は課題外在性負荷を減少
させる教材設計の指針に関して研究が行われ，課題
外在性負荷を減少させる有用な教材設計理論につい
て多くの知見が蓄積された[2][5]。
一方で，認知負荷を高く設定した実験群のほうが，
低く設定した実験群よりも学習の転移が促進され，
成績が良かった実験結果から，
「必要」な負荷と「悪
影響な」負荷に加え，
「良い」認知負荷の存在が示唆
され，学習関連負荷が提唱された[2][6]。
認知負荷には 3 種類が存在することが定説となっ
た 2000 年代中盤以降は，3 種類の認知負荷を個別に
操作し，測定する研究に重きが置かれるようになっ
た[7]。しかしながら，3 種類の認知負荷を独立に制
御し，測定することができた事例は少ない[8-13]。
個別に認知負荷を測定できない原因に関しては，
測定方法における問題や 3 種類の認知負荷の定義が
曖昧であるという問題が指摘されている。
認知負荷の個別測定には，第二課題への反応時間
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や主観評定が主な手法として用いられてきた[7]。し
かしながら，それらの指標の信頼性には疑問を呈す
る研究[14][15]や，学習者は内省で 3 種類の負荷を区
別することは困難であると主張する研究もある[16]。
また，認知負荷を計測するために多くの主観評定が
開発されているが，その結果は予備的で，一部は一
貫性がないと指摘されている[17]。
認知負荷の定義に関しても曖昧な点があり，議論
が分かれている。各認知負荷を発生させるメカニズ
ムについては，先行研究ごとに異なる説明がされて
おり[16][18]，その結果として，認知負荷のカテゴリ
ー間の関係について誤解や矛盾が発生しつつあると
指摘されている[19]。また，初期の認知負荷理論では，
3 種類の負荷は独立で加算的であると仮定していた。
しかしながら，学習関連負荷は，課題内在性負荷の
一部であると主張する研究[18]や，課題内在性負荷
とは別であるものの密接に関連した負荷であると主
張する研究[16]も発表されている。
本研究では，各負荷と学習効果の関係について検
討を行う。具体的には，課題内在性負荷と課題外在
性負荷を操作したトレーニングにおいて学習を行う。
加えて，トレーニングの前後に，プレテストとポス
トテストを実施し，トレーニングにおける実験操作
と成績の上昇分の関係を分析する。成績の上昇分を
学習効果と定義し，学習効果が確認された場合に，
学習関連負荷が発生していたと考える。
課題外在性負荷，及び課題内在性負荷と学習関連
負荷の関係について，先行研究を踏まえ，2 つの仮説
を立て，実験結果を基に考察する。
実験システムの題材にはオセロ課題を用いた。オ
セロ課題には，各負荷の操作が容易であり，広い問
題空間を持ち，難易度の調整が容易であるという特
徴を持つ。
仮説 1：課題外在性負荷と学習関連負荷について
は，課題遂行には不要な負荷である課題外在性負荷
がワーキングメモリ容量を圧迫すると，学習関連負
荷に割り当てが困難になると考えられる。ゆえに，
課題外在性負荷は学習を阻害すると考えられる。
課題内在性負荷と学習関連負荷については，両負
荷の関係について，前述の通り，先行研究において
意見の相違がある。
仮説 2a：学習関連負荷が課題内在性負荷の一部で
ある場合，課題内在性負荷の増加に伴い学習関連負
荷も増大すると考えられる。
仮説 2b：一方で，課題内在性負荷と学習関連負荷
が独立である場合，課題内在性負荷の減少に伴い，
学習関連負荷の割り当てが可能となると考えられる。
それゆえ，課題内在性負荷が減少すると，学習関連
負荷は増大すると考えられる。

2.実験システム
本研究では，先行研究で認知負荷の操作と測定が
可能であることが確認されたオセロ対戦環境を用い
て実験を行った[20][21]。本環境が提供する最適手表
示機能と盤面表示操作機能という機能によって課題
内在性負荷と課題外在性負荷を操作する。
最適手表示機能は，図 1 に示したように，最適手
の場所を参加者に提供する。最適手を提供すること
で，オセロ課題における配置可能場所の探索や先読
みといった処理が軽減されると考えられる。このよ
うに，最適手表示要因によって課題内在性負荷を操
作する。
盤面表示操作機能は，参加者の石が「L」を 90°
ずつ回転した図形で表され，相手の石が「反転 L」
を 90°ずつ回転した図形で表される「L 盤面」に変
更する(図 2)。L 盤面によって盤面の視認性を悪くす
ることで，盤面の読み替えという本来は不要な処理
が発生し，課題外在性負荷が増大すると考えられる。
このように，盤面要因によって課題外在性負荷を操
作する。

図 1 最適手が表示
された盤面例

図 2 L 盤面の例

最適手表示機能における最適手の計算および対戦
相手のコンピュータが指す石の場所の計算には，オ
ープンソースとして提供される「Edax」を用いた。
実験参加者は先手で黒石を打つこととした。参加
者は画面に表示される盤面上をダブルクリックする
ことで石を置くことができる。最適手表示がある場
合でも，表示を無視していずれの場所にも石を置く
ことができる。
本環境において，認知負荷の評価指標には「1 手あ
たりの平均時間」を用いる。これは，対戦相手が石
を置いてから参加者が自分の石を置くまでの平均時
間を示す。この指標は，石を置く場所を決定するた
めの思考時間を表し，参加者の内的プロセスに生じ
た認知負荷の大小を反映する指標であると考えられ
る。先の研究においては，本環境を用いて，最適手
表示要因・盤面要因がそれぞれ課題内在性負荷・課
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題外在性負荷を操作し，教示の有無が学習関連負荷
を操作することが確認でき，
「1 手あたりの平均時間」
によって各認知負荷を測定可能であることが示され
た[22][23]。

3.実験

初期盤面が提示され，4 問目は，それらとは異なる初
期盤面が提示される。これは，1～3 問目において同
じ盤面から繰り返し開始することで，試行錯誤を行
い，戦略の発見を促し，4 問目において発見した戦略
の確認を促すことを意図している。

予測

目的
前述の 2 つの仮説を検証し，各認知負荷と学習効
果の関係について検討を行うことを目的として実験
を行った。

方法
大学生 61 名が実験に参加した。参加者には実験室
にてそれぞれ 1 台ずつのコンピュータを割り当てた。
実験条件については，トレーニングにおける実験要
因に関して，以下 3 条件を設けた。それぞれ，21 名，
19 名，21 名の実験参加者が割り当てられた。
 最適手表示なし・通常盤面
 最適手表示あり・通常盤面
 最適手表示あり・L 盤面
実験では，最初にプレテスト，トレーニング，ポ
ストテストの順に行った。
プレテスト，及びポストテストでは，途中状態の
ある盤面を提示し，最適手を選択させる盤面問題を
12 問行った。盤面は，トレーニングで学習した戦略
を適用することで解答が一意に決定できる盤面であ
る。これらの盤面は，オセロの戦略に関する書籍[24]
より引用した。各問題を 20 秒以内に解答し，20 秒
を超えたらすぐに答えを確定させるように教示した。
問題の構成は，後に詳細な説明をするトレーニング
において学習する 4 つの戦略それぞれについて，ト
レーニング各セットの 1～3 問目に提示される盤面
(同一盤面)と，同一盤面を 90°，180°，270°に回
転させるか，水平方向に折り返した鏡像の盤面(派生
盤面)，および，トレーニングで提示されていない盤
面(新規盤面)を設定した。
トレーニングでは，割り振られた実験群に応じた
設定がされた 16 問のオセロ課題を行った。16 問を
4 セットに分割し，各セットの間に 2 分の休憩を設
定した。各セットにおいて，1 つの戦略を学習できる
ように初期盤面を設定した(表 1)。
トレーニングでの各セットでは，1～3 問目は同じ
表1

トレーニングで学習する戦略

前述の仮説に対応して，課題外在性負荷と学習関
連負荷の関係についての仮説，課題内在性負荷と学
習関連負荷の関係についての仮説の 2 つの予測を立
てられる。
予測 1：課題外在性負荷に関連する盤面要因に関し
ては，仮説 1 で想定した通り，高い課題外在性負荷
が発生すると，学習関連負荷が減少し，学習は抑制
されると考えられる。そのため，学習効果は，L 盤
面で学習を行う，最適手表示あり・L 盤面群では確
認できないと考えられる。
予測 2：課題内在性負荷に関連する最適手表示要因
に関しては，仮説 2a と仮説 2b のそれぞれの仮説に
対応した予測が立てられる。
(2a)学習関連負荷が課題内在性負荷の一部であると
いう仮説 2a の立場を取る場合，最適手表示によって
課題内在性負荷の軽減を行わない，最適手表示なし・
通常盤面群に学習効果が確認できると予測できる。
(2b)一方で，学習関連負荷と課題内在性負荷が独立
であるという仮説 2b の立場を取る場合，最適手表示
によって課題内在性負荷を軽減した，最適手表示あ
り・通常盤面群に学習効果が確認できると予測でき
る。

結果
分析指標には，プレテストとポストテストの正解
数の差分を用いた。各テストの得点は，正解を 1 点
とし，12 点満点で算出した。ポストテストの得点か
らプレテストの得点を減じた値をテスト得点差分と
し，両テスト間の上昇分を分析した。図 3 に同一盤
面・派生盤面・新規盤面におけるテスト得点差分を
示す。以下では，それぞれの盤面における各実験群
の得点差分について，1 標本 t 検定を行い，0 との間
に差があるかを検定した。
テスト得点差分(同一盤面)
1 標本 t 検定の結果，最適手表示なし・通常盤面群
と最適手表示あり・通常盤面群において，有意なテ
スト得点の上昇が確認でき，最適手表示あり・L 盤
面群において有意な上昇は確認できなかった(最適
手表示なし・通常盤面群：t(20)=3.09, p<.01，最適手
表示あり・通常盤面群：t(18)=4.72, p<.001，最適手表
示あり・L 盤面群：t(20)=-0.29, p>.05)。
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図3

同一盤面・派生盤面・新規盤面のテスト得点差分

テスト得点差分(派生盤面)
1 標本 t 検定の結果，最適手表示なし・通常盤面群
と最適手表示あり・通常盤面群において，有意なテ
スト得点の上昇が確認でき，最適手表示あり・L 盤
面群において有意な上昇は確認できなかった(最適
手表示なし・通常盤面群：t(20)=3.07, p<.01，最適手
表示あり・通常盤面群：t(18)=4.86, p<.001，最適手表
示あり・L 盤面群：t(20)=1.24, p>.05)。
テスト得点差分(新規盤面)
1 標本 t 検定の結果，すべての群において，有意な
テスト得点の上昇は確認できなかった(最適手表示
なし・通常盤面群：t(20)=0.94, p>.05，最適手表示あ
り・通常盤面群：t(18)=2.07, p>.05，最適手表示あり・
L 盤面群：t(20)=0.79, p>.05)。

考察
予測 1 の検討
全ての盤面において，最適手表示あり・L 盤面群
に有意なテスト得点の上昇が確認できなかった。こ
のことは，予測 1 が確認され，課題外在性負荷が学
習を阻害することを示す。
予測 2 の検討
同一盤面と派生盤面において，最適手表示なし・
通常盤面群と最適手表示あり・通常盤面群に有意な
テスト得点の上昇が確認できた。このことは，予測
2a と予測 2b の双方が支持されたことを示す。
一方で新規盤面では，最適手表示なし・通常盤面
群と最適手表示あり・通常盤面群においては，他の
盤面同様のテスト得点の上昇は確認できなかった。
同一盤面は，トレーニングにおいて 3 回行った盤面
であり，派生盤面は同一盤面を回転などさせた盤面
である。それゆえ，同一盤面と派生盤面のテスト問
題は，近い学習転移を測定するテスト問題であると
考えられる。一方で，新規盤面はトレーニングにお

いては出題されず，テストのみに出題され，トレー
ニングにおいて学習した戦略を運用して回答を導く
ため，遠い学習転移を測定するテスト問題であると
考えられる。それゆえ，本実験での 16 問のトレーニ
ングでは，近い学習転移は促進されたが，遠い学習
転移を促進するほど十分な学習量ではなかったこと
が示唆される。

4.総合考察
実験を通して，課題外在性負荷が高い群では学習
効果が確認できず，仮説 1 を確認することができた。
一方で，仮説 2 については，学習関連負荷が課題内
在性負荷の一部であるとの仮定から導いた予測と，
課題内在性負荷と学習関連負荷は独立であるとの仮
定から導いた予測の双方が確認された。このことか
ら，学習関連負荷には，課題内在性負荷と関連する
負荷と，課題内在性負荷とは独立な負荷の 2 種類の
負荷があることが示唆される。
2 種類の負荷の大きさを調べるため，同一盤面，お
よび派生盤面のテスト得点差分を被説明変数，実験
要因(3 水準)を説明変数とする 1 要因分散分析を行
った。その結果，同一盤面，及び派生盤面において
実験要因の主効果が確認された(同一盤面：
F(2,58)=7.10, p<.001，派生盤面：F(2,58)=3.58, p<.05)。
修正 Bonferroni の方法による多重比較の結果，同一
盤面においては，最適手表示あり・L 盤面群と他 2 群
の間に有意な差があったが，最適手表示なし・通常
盤面群と最適手表示あり・通常盤面群の間には差が
なかった(最適手表示なし・通常盤面群－最適手表示
あり・通常盤面群：p>.05，最適手表示なし・通常盤
面群－最適手表示あり・L 盤面群：p<.01，最適手表
示あり・通常盤面群－最適手表示あり・L 盤面群：
p<.01)。派生盤面においては，最適手表示あり・通常
盤面群と最適手表示あり・L 盤面群の間に有意な差
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があったが，最適手表示なし・通常盤面群と最適手
表示あり・通常盤面群の間には差がなかった(最適手
表示なし・通常盤面群－最適手表示あり・通常盤面
群：p>.05，最適手表示なし・通常盤面群－最適手表
示あり・L 盤面群：p>.05，最適手表示あり・通常盤
面群－最適手表示あり・L 盤面群：p<.05)。両盤面に
おいて，学習効果が確認された最適手表示なし・通
常盤面群と最適手表示あり・通常盤面群の間には差
がなかったことから，2 種類の負荷の学習効果は同
程度であったと考えられる。
序論で述べた通り，課題内在性負荷と学習関連負
荷の関係については明確にされていなかった。先行
研究では，学習関連負荷を発生させる認知活動には，
以下の 4 種類を挙げている[16]。
1. 学習戦略を意識的に応用する認知活動
2. 認知スキーマをさらに抽象化するために学
習題材からパターンを見つける認知活動
3. より問題を簡単に解くために問題状態を再
構築する認知活動(例:洞察)
4. 認知と学習をモニターするメタ認知活動
これらは，単なる課題遂行を超えた認知活動であ
るが，課題内在性負荷よりも大きくなることはなく，
学習とは学習関連負荷だけでなく課題内在性負荷と
も組み合わせによると主張されている。
今回示唆された 2 種類の学習関連負荷のうち，課
題内在性負荷の一部と示唆される学習関連負荷は，
上記のような，より効率的な課題遂行や熟達のため
の手続き的知識の学習に関連すると考えられる。本
実験においては，石を配置可能な場所の探索やゲー
ム展開の先読み等を行う認知活動に伴った学習であ
ると考えられる。
一方で，課題内在性負荷とは独立の学習関連負荷
の存在も示唆された。これは，課題内在性負荷を減
少させることで生じるワーキングメモリの空き容量
に割り当てられた認知活動により発生し，宣言的知
識に関連すると考えられる。本実験においては，最
適手が表示された場所の意味を考える等のメタ認知
活動による学習であると考えられる。ワーキングメ
モリの空き容量に，追加的な認知活動を割り当てる
かどうかは，学習者のモチベーションで規定される
と考えられる。それゆえ，課題内在性負荷と独立の
学習関連負荷は，学習者のモチベーションに影響さ
れると推測できる。
以上のように，学習効果の要因には，課題内在性
負荷をより効率的に処理することを目的とした学習
効果と，課題遂行とは別に，追加的な認知活動によ
ってさらなる学習が促進されることによる効果があ
ると考えられる。これらの学習効果の区別を考慮し，
学習者の熟達や学習内容に応じた支援が提供できれ

ば，より効果的な教材設計につながるため，3 種類の
認知負荷が学習に与える影響に関して，さらなる研
究が期待される。
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