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筑波大学大学院（博）心理学研究科 佐藤 純

筑波大学心理学系 新井 邦二郎

I

The effects oflearners perceptions of benefits and costs，andlearningstrategy preferences on

the use oflearningstrategies duringthe
studyofKanji

Jun Sato and Kunijiro Arai仲岱肋も古g〆乃グC九0わg取払盲γβ和才秒〆乃伽ゐ従れ了一雄み紘ぬ3∂ターβ百花

拗α叫

115

This research was conducted toexamine how perceptions ofbenefits and costs andlearning

Strategy Preferences during the study of Kanij effect of the use oflearnlng Strategies．

Questionnaires that assessed perceptions，1earning strategy preねrences and the use oflearning

strategies were administered to133Japanese primary students．Results revealed thatlearners

Who achieved higher scores used strategies that they perceived
to be highly beneficial，Whereas

those who receivedlower scores used strategies they preferred and thosethey perceived
to have

alow cost．Moreover，1earners who used strategies that they perceived to be highly beneficial

used metacognitive strategies often，butlearners who tended to use strategies they preferred

used metacognitive strategiesless often．

鼠eywords：1earningstrategies，metaCOgnition，primary students・

問 題

従来の学習方略に関する研究は，学習方略の使用

に対して動機づけ要因が影響を与えることを明らか

にしてきた（例えば，Ames＆Archer，1988；堀

野・市川，1997；伊藤，1996；Pintrich ＆ De

Groot，1990；谷島・新井，1996）が，ある学習者が

なぜ特定の学習方略を選択し，他の学習方略を使用

しなかったのかといった，学習方略の使用における

個人内の差異については扱ってこなかった．しか

し，学習者の学習方略の選択・実行過程を明らかに

することは学習者にとっても，学習指導をする教授

者にとっても重要であり，それを明確にすることが

必要である．

学習者が学習方略を選択・実行する際の影響要因

に関して，Nolen（1988）は，能力や効力感の自己知

覚，動機づけの感情的要素，学習時の個人的目標

（達成目標）の違い等とともに，学習方略の価値

（value）の認知が学習方略の使用に及ぼす影響を確

認した．Nolen＆Haladyna（1990）も，方略に対す

る価値についての信念が生徒の自発的な方略使用に

影響を与えることを実証した．Nolen（1988）やNolen

＆Haladyna（1990）が扱った学習方略の価値の認知

（信念）とは，学習方略の有効性の認知と言い換える

ことができよう．また，Nolen（1988）は，ある学習

方略が有効であることを知っているときでも，小学

生の場合，必ずしもその学習方略を使用するとは限

らないとも述べており，学習方略の価値あるいは有

効性の認知以外にも重要な要因があると考えられ

る．市川（1993）は，有効であると理解されている学

習方略でも，コストが感じられるために使用されな

いことがあるという事例を挙げ，コストの認知が学
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習方略使用へ強い影響を与えることを示している．

McCombs（1988）も学習方略使用のモデルの中で方

略の有効性（utility）とコスト（cost）の認知を重要視

しているが，その内容に関して深く言及されておら

ず，実証的研究もなされていなかった．佐藤（1998）

は，有効性とコストの認知に学習方略の好みを加え

た学習方略認知尺度を作成し，それら3つの学習方

略の認知と学習方略使用との関係を探索的に検討し

ている．有効性の認知とはある学習方略が学習にお

いて有効であるかどうかについての認知を指し，コ

ストの認知とほある学習方略を使用する際に伴う負

担が大きいかどうかについての認知を指し，好みと

はある学習方略を好んでいるかどうかを指すもので

ある．その結果，有効性が高く認知され，より好ま

れた学習方略ほど使用が多く，コストが高いと認知

された学習方略ほど使用が少ないことが示された．

また，学習方略の有効性を認知すること，及び学習

方略を好んでいることが使用のための特に重要な条

件であり，学習方略をよく吟味して選択・実行を行

う学習者は，コストが大きい学習方略でも使用する

ことを明らかにしている．

しかしながら，佐藤（1998）は，日常的な学習行動

における学習方略の認知と使用について質問してお

り，課題に取り組んだ時に実際に行った学習方略に

ついては扱っていない．日常一般的に行われる学習

方略について尋ねることは，学習スタイルに近い意

味での学習方略使用を測定するという意味において

は有意義であるが，使用以外の要因の影響，例えば

「本来なら使用した方がよい」「できたら使用したい」

等の影響を受けやすいという側面も併せ持つ．これ

らの要因をできるだけ排除するためには，実際の課

題学習において使用された学習方略について尋ねる

という方法が有効であると考えられる．学習方略や

学習スキルは，学習課題の影響を強く受けるため

に，学習課題によって結果が異なる可能性も考えら

れる．

また，伊藤（1996）は実際の行動指標である成績や

課題遂行と学習方略の使用との関連を調べることが

重要であると述べているが，この点についてほ学習

方略の認知についても同様である．をぜなら，学習

方略使用はそれらの行動指標に対して予測力を持つ

ことが明らかにされている（Pintrich＆De Groot，

1990）が，学習方略の認知もまた使用に影響を与え

ると考えられるためである．したがって，行動指標

である課題成績が良い学習者ほど，有効であると認

識する学習方略が多く，それらの使用も多いことが

予想される．また，学習方略をどのように認知して

いても，それらが使用に結びつくためにはメタ認知

的行動が必要である．メタ認知的方略とは，自分の

学習状況を判断・コントロールする方略であるが，

メタ認知的方略を多く使用する者ほど，自分の学習

方略をよく吟味しながら使用すると推測される．

そこで本研究では，漢字学習を通して，実際に特

定課題の学習を行う際の学習方略の認知と使用につ

いて調べることを目的とする．その際，課題成績が

良い学習者と悪い学習者の間の学習方略の認知と使

用の差異について検討する．また，メタ認知的方略

を多く使用する学習者とそうでない学習者の間の，

学習方略認知・使用関係の差異についても調べるも

のとする．さらに，性質の異なる2種類の課題（収

束的課題・拡散的課題）を実施することによって，

学習課題によって学習方略の使用傾向ならびに認

知・使用関係に差異が見られるかどうかも検討す

る．なお，学習課題については，既有知識や学力に

なるべく影響を受けないように，小学校では未習得

の課題を用いた．

方 法

調査対象 茨城県内の公立小学校の5，6年生．5

年生64名（男子31名，女子33名），6年生69名（男子

35名，女子34名）の計133名（男子66名，女子67名）．

調査内容

（1）漢字の学習課題

①収束的課題：常用漢字付表の語の中から，小学

6年生の習得率が30％以下の語（国立国語研究所，

1988）を選出し，さらにそこから小学生には親しみ

が薄いと思われる語を除外し，最終的に10語を使用

した．それらの内5語については読みと意味を，残

りの5語については書きと意味を質問した．課題

は，「小豆」「草履」「最寄り」「名残」「五月雨」（以

上読み課題），「若人」「時雨」「浮つく」「紅葉」「立

ち退く」（以上書き課題）であった．なお，読み課題

の「／ト豆」「五月雨」に関してほ，読みの回答が空

欄で，なおかつ意味の回答が漢字から推測される情

報以上の回答が付加されていない場合は不正解とし

た（「／トさい豆」「五月の雨」など）．

②拡散的課題：「魚」と「木」の種類を漢字と読

みで，知っているだけ書くというものであった．例

として回答用紙に「鮫（さめ）」と「杉（すぎ）」が記

載されていた．漢字と読みが一致していない場合は

不正解とした．

（2）学習方略尺度

①学習方略使用尺度：メタ認知的方略尺度及び認

知・リソース方略尺度から成る学習方略使用尺度

（佐藤，1998；佐藤・新井，1998）の中から，それぞ



佐藤純・新井邦二郎：漢字学習において学習方略の有効性の認知・コストの認知・好みが学習方略の朋に及ぼす影響117

れの下位尺度を代表すると考えられる項目が選出さ

れた．本来は全ての項目を実施するのが望ましい

が，学習方略認知尺度を併せて実施すると質問の量

が非常に多くなり，生徒に過大な負担をかけること

になってしまう．また，本研究はポストテスト直後

にそれまで行ってきた学習方略について質問するこ

とが重要なポイントとなるため，質間数を最小限に

して児童にそれまでの学習方略を想起しやすい状況

を作り出す必要があった．これらの理由から質問を

厳選して行うこととなった．

まずメタ認知的方略尺度の柔軟的方略は，学習の

すすめ方を自己の状態に合わせて柔軟に変更するこ

とによって学習を促進する方略であり，「勉強でわ

からないところがあったら，勉強のやり方をいろい

ろ変えてみる」「勉強のやり方が自分にあっている

かどうかを考えながら勉強する」という項目から成

る．プランニング方略は，学習計画を立ててから学

習に取り組むことによって学習を促進する方略を指

し，「勉強するときは自分できめた計画にそって行

う」「勉強を始める前に，これから何をどうやって

勉強するかを考える」「勉強するときは，さいしょ

に計画をたててからはじめる」という項目から成

る．

認知・リソース方略尺度の作業方略は，作業を中

心として学習を進める方略であり，「勉強する前

に，勉強に必要な本などを用意してから勉強するよ

うにする」「勉強していて大切だと思ったところ

は，言われなくてもノートにまとめる」「勉強で大

切なところは，くり返して書いたりしておぼえる」

という項目から成る．人的リソース方略は対人関係

を中心として学習を進める方略で，「勉強でわから

ないところがあったら，友達にその答えをきく」「勉

強でわからないところがあったら，友達に勉強のや

り方をきく」という項目である．認知的方略とは個

人内の認知的な活動によって学習を促進させる方略

であり，「勉強するときは，内容を頭に思いうかべ

ながら考える」「勉強するときは，今までに勉強した

ことと関係があるかどうかを考えながら勉強する」

という項目から成る．回答形式は，「とてもつかっ

た」から「まったくつかわなかった」までの5件法

であった．

②学習方略認知尺度（佐藤，1998）：以‾F－の3つの

下位尺度から成る．学習方略有効性認知尺度；（∋に

おいて測定される各学習方略がどれほど「役に立つ

と思うか」（有効性の認知）を測定する．学習方略コ

スト認知尺度；各学習方略がどれほど「大変である

と思うか」（コストの認知）を測定する．学習方略好

み尺度；各学習方略をどれほど「好きであるか」（好

み）を測定する．回答形式は，全て5件法であった．

手続き

（1）プレテスト；担任教師によって各クラスごとに

集団で漢字課題のテストが実施された．制限時

間は特に設けなかった．テスト後に担任教師に

よって「1週間後に再び同じテストを行うの

で，勉強しておくように」との教示がなされ，

漢字課題が記載されたプリントが配布された．

プリントには正解は記載されていなかった．

（2）学習期間；プレテストからポストテストまでの

1週間が学習期間として設けられた．この間，

授業等において教師による漢字課題に関する指

導は行われなかった．しかし，児童が教師に自

発的に質問しに采た場合には質問に答えるよう

教師に対して依頼がなされた．

（3）ポストテスト；プレテストの1週間後に，漢字

課題のテストが行われた．問題，形式共にプレ

テストと同山であった．

（4）学習方略尺度；ポストテストの後に，この漢字

課題テストのために行ってきた学習について質

問紙に回答させた．担任教師が全ての項目を読

み上げて，叫斉に行われた．

結果と考察

1一 学習方略尺度の信頼性

学習方略使用尺度の各下位尺度について，α係数

を算出した．その結果，プランニング方略（メタ認

知的方略）が．80，柔軟的方略（メタ認知的方略）が

．78，作業方略（認知・リソース方略）が．62，人的リ
ソース方略認知・リソース方略）が．67，認知的方略

認知・リソース方略）が．56であった．認知・リソー

ス方略尺度におけるα係数の値が若干低めである

が，これは項目数の少なさが原因であると考えられ

る．学習方略認知尺度についても同様であり，それ

ぞれのα係数ほ，有効性認知尺度においては．52～

．67，コスト認知尺度においては．51～．67，好み尺度
においては．52～．69の範囲にあった．

本研究では，児童の負担を減少させるために項目

を厳選して行ったため，α係数の催が低かったこと

はやむを得ないと思われる．しかし，項目の精選，

改訂などによる尺度の改良は今後必要であると考え

られる．

2セ 認題成績の違いによる学習方略の差の検討

（1）漢字課題の成績

それぞれの漢字課題（ポストテスト）の平均得点

は，5年生において収束的課題が10．75，拡散的課
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題が6．34，6年生において収束的課題が13．46，拡散

的課題が9．91であった．学年，課題の種類について

2要因の分散分析を行ったところ，学年差（F（1，129）

＝10．69，Pく01）と課題差（F（1，129）＝17．27，p

く01）が見られた．そのため，課題成績の高低に

よって群分けを行う際には，各学年・各課題におけ

る平均を上回った者を成績高評，下回ったものを成

績低群とした．その結果，収束的課題における成績

高群の人数は39名，成績低群は28名で，拡散的課題

における高低群の人数は，それぞれ32名，34名で

あった．

（2）成績低群と成績高評間の学習方略の差異（その1）

成績の高低による学習方略の使用・認知の群間の

差異を見るために，各学習方略について課題成績の

高低を被験者間要因とする分散分析を行った．その

結果，収束的課題での学習方略の使用においては，

成績高群の方が成績低群に比べ作業方略を多く使用し

ていることが示された（F（1，61）＝4．02，pく05）．ま

た，有効性の認知では，プランニング方略（F（1，64）

＝6，57，pく05）と作業方略（F（1，63）＝2て3，pく10）

の有効性を成績高群の方が認めており，コストの認

知については，成績低群の方がプランニング方略

（F（1，64）＝9．04，pく01）と認知的方略（F（1，64）＝

4．50，Pく05）のコストを高く考えていることが明ら

かとなった．好みについては，プランニング方略

（F（1，63）ニ8．20，pく01），柔軟的方略（F（1，62）＝

7．98，p＜∴01），作業方略（F（1，63）＝10．08，p

く01），認知的方略（F（1，64）＝6．02，pく05）を成績

高群がより好んでいた．拡散的課題においては，学

習方略の使用に成績の高低による有意差は見られな

かった．有効性の認知においては，作業方略の有効

性を成績高群の方がより認めており（F（1，64）ニ

5．50，pく05），コストの認知については，プランニ

ング方略（F（1，63）ニ5．09，p＜．05），柔軟的方略（F

（1，62）＝5．37，pく05），作業方略（F（1，64）ニ8．91，p

く01），認知的方略（F（1，61）＝7．95，pく01）のコス

トを成績低群の方が高いと考えていることが示され

た．好みについては，プランニング方略（F（1，63）＝

4・63，pく05），認知的方略（F（1，63）ニ11．71，p

＜．0ユ），作業方略（F（1，64）＝4．42，p＜．05）を成績高

群が好んでいた．

各課題ごとに考察する．まず，収束的課題におい

ては，成績高群によって有効であると考えられ，好

まれていた作業方略が実際に成績高群によって多く

使用されていた．これほ，作業方略の使用が実際に

有効であったことを示している．また，成績によっ

て有効性の認知に差があった理由については，成績

低群が学習方略の有効性について誤って認識してい

る，あるいはあまり考慮していないという可能性が

考えられる．プランニング方略においては，有効性

の認知とコストの認知で差が見られているが，プラ

ンニング方略は先行研究（例えば，Paz＆Graham，

1997）によってその効果が確認されており，成績低

群がプランニング方略の有効性を正しく認識してい

ないことが伺える．コストの認知に関しても，実際

にコストが高いと感じているのか，未知の学習方略

に対するコスト感のために成績低群がコストを高く

感じているのか，あるいは学習方略への慣れによっ

て成績高群のコスト感が低下したのかについては，

本研究のデータからは明らかにすることはできをい

が，いずれにしても学習方略のコストの認知が学習

場面において重要な要因のⅣ一つであることが示唆さ

れた．また，学習方略の好みはそれまでの学習経験

を反映していると考えられ，好みに関して人的リ

ソ｝ス方略以外の学習方略で差が見られたという結

果は，成績低群の児童がそれらの学習方略に否定的

な態度を持っている可能性を示唆する．したがっ

て，嫌いを学習方略であっても有効な学習方略であ

れば，それを用いて成功経験を積み，その有効性を

認識していくことが重要である．そのためには，児

童の嫌いな学習方略の使用を教授者が援助すること

が必要となろう．

拡散的課題では，使用において差は見られていな

いが，作業方略の有効性の認知，コストの認知，好

みについては収束的課題と同様の傾向があると言え

るであろう．

しかし，収束的課題と拡散的課題の結果を比較す

ると，収束的課題において見られた作業方略の使用

差が拡散的課題においては見られず，拡散的課題で

は学習方略の使用が成績に影響を与えにくいことが

明らかとをった．これには，いくつかの理由が考え

られる．まず一つは，学校で行われる学習課題の多

くが，収束的課題，つまり，一つの解答を求めるよ

うに構成された課題であることがその理由として考

えられる．従って，学校でよく触れることの多い収

束的課題に関しては，有効を学習方略を獲得する可

能性が高いが，行われることの少ない拡散的課題に

ついては，それに適した学習方略があまり獲得され

ていないのではないかと推測される．次の理由とし

て，拡散的課題で用いられる学習方略のレパート

リーの問題が考えられる．拡散的課題で行われる学

習行動のパターンとして，検索（思い出す，辞書で

調べる，入に尋ねる）と符号化（記憶方略を用いる）

が考えられるが，特に検索は成績に大きく影響を与

えると思われる．検索に用いられる方略には，これ

までの学習経験を通して獲得される性質のものが少
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ないため，成績に関わらず皆同じ方略を使用してい

たのではないかと推測される．また，本研究で用い

た拡散的課題はそれほど符号化が困難でなかったた

めに，学習方略の効果よりも動機づけの影響を強く

受けた可能性も考えられる．課題に対する動機づけ

が高い児童は，検索を長く持続させることによって

好成績を収めることができるからである．

（3）成績低群と成績高群間の学習方略の差異（その2）

次に，それぞれの群において各学習方略の使用・

認知に被験者内の差異があるかどうかを検討するた

めに，各群ごとに各学習方略の使用・認知得点（合

計得点／項目数）に対し，被験者内1要因5水準（柔

軟的方略，プランニング方略，作業方略，人的リ

ソース方略，認知的方略）の分散分析を行った．

（Fig．1～Fig．4参照）

まず，収束的課題の成績低群では，使用と有効性

の認知においては差が見ら才tず，コストの認知（F

（4，100）＝6．07，P＜．01）と好み（F（4，100）ニ3．55，p

＜．05）において有意差が得られた．多重比較（以下

の分析では，全てTuiくeyのWSD検定）を行った結

果，コストの認知では，人的リソース方略が他の学

習方略よりもコストが低いと考えられていた（MSe

＝0．41，5％水準）．好みにおいては，人的リソー

スが他の学習方略よりも有意に多く好まれていた

（MSe＝0．47，5％水準）．

それに射し，収束的課題の成績高群では，学習方

略の使用（F（4，140）＝4．11，pく01），有効性の認知

（F（4，140）ニ4．30，pく01），コストの認知（F（4，136）

5「

3

2

学
習
ふ
万
緒
使
用
得
点

＝6，90，pく01）において有意差が見られた．好みに

は差が見られなかった．多重比較を行った結果，使

用においては人的リソース方略の使用度が他の学習

方略よりも有意に少なかった（MSe＝0．43，5％水

準）．有効性の認知においては，作業方略が他の学

習方略よりも有意に高く有効であると認識されてい

た（MSe＝0．48，5ヲ‘水準）．また，コストの認知に

おいては，成績低群と同じく人的リソース方略が他

の学習方略よりもコストが低いと考えられていた

（MSe＝0．52，5％水準）．

拡散的課題の成績低群では，学習方略の使用（F

（4，124）＝2．47，pく05），コストの認知（F（4，124）＝

7．53，Pく01），好み（F（4，128）＝6．75，pく01）に有

意差が認められた．有効性の認知については有意差

ほ見られなかった．多重比較を行った結果，使用に

おいては柔軟的方略と人的リソース方略が，作業方

略よりも使用が多く，人的リソース方略はプランニ

ング方略よりも使用が多かった（MSeニ0．42，5％水

準）．コストの認知においては，収束的課題の傾向

と同様に，人的リソース方略が他の学習方略よりも

コストが少ないと認められていた（MSe＝0．39，5ヲ名

水準）．また，好みにおいては人的リソース方略が

他の学習方略よりも有意に多く好まれていた（MSe

＝0．41，5％水準）．

一方，拡散的課題の成績高評では，使用と好みに

おいては有意差は見られず，有効性の認知（F

（4，112）ニ4．29，pく01）とコストの認知（F（4，100）ニ

4．86，pく01）に有意差が見られた．多重比較を行っ

成績低群 成績高鮮 成績低群 成績高群

収束的課題 拡散的課題

Fig．1 学習方略の使用の差異

ロブランニング方略

国費軟的方曙
戯作薬方絡

□人的リソース方略
戯言忍知的方略
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成績低鮮 成締高辞 成績低群 成鴇高群

Fig．2 学習方略の有効性認知の差異

成績低群 成績高群 成婚低群 成締高辟

収束的課題 拡散的課題

Fig．3 学習方略のコスト認知の差異

た結果，有効性の認知においては，作業方略が他の

学習方略よりも有効で，柔軟的方略，プランニング

方略は認知的方略よりもよりも有効であると考えら

れていた（MSe＝＝0．53，5％水準）．コストの認知で

は他の結果と同じく人的リソース方略が他の学習方

略よりも有意にコストが少ないと考えられていた

（MSe＝0．67，5％水準）．

ロブランニンゲ方略

田柔軟的方殉

国作美方絡

□人的リソース方穐

国認知的方絡

ロブランニング方靖

国柔軟的万路

ぬ作薬方絹

口人的リソース方韓

国語知的方絡

まず，収束的課題においては，成績低群は人的リ

ソ叫ス方略のコストを他の方略よりも低く認識し，

好んでいた．それに対し，成績高評では作業方略の

有効性を高く考え，人的リソ｝ス方略については成

績低群と同じく他の方略よりもコストが低いと認め

ながらも，最も使用をしていなかった．有意差は得

られなかったが，成績高群が最も多く使用していた



佐藤純・新井邦二郎：漢字学習において学習方略の有効性の認知・コストの認知・好みが学習方略の使用に及ぼす影響
121

3

好
み
得
点

2

成綿低群 成婚高評

収束的課題

成綿低群 成績裔群

拡散的課題

Fig．4 学習方略の好みの差異

学習方略は作業方略であった．次に，拡散的課題に

おいてほ，成績低群は最もコストが少ないと考えて

いる人的リソースを最も好み，多く使用していた．

成績高群では，やはり人的リソース方略のコストの

低さは認めてはいるが，作業方略やプランニング方

略や柔軟的方略などのメタ認知的方略の有効性を認

めていた．

両課題を通して見ても，成績低群ほ人的リソース

方略に対してほっきりとしたコストの意識と選好を

示している．成績低群では有効性の認知には有意差

が見られず，どれも同じくらい有効であると評定し

ており，有効性に対してあまり注意を向けていない

可能性が考えられる．例えば，「人的リソース方略

はコストも低く，有効性も高いから使用する」「有

効性は低いけれども，コストが低い方がよいから使

用する」というように，有効性とコストの両方を考

慮しているのならば，有効性においても何らかの差

が見られてもよいと思われる．また，成績低群は好

みに学習方略間の差があるが，成績高群に差は見ら

れない．これらの結果から考えると，成績高評は有

効性を中心として学習方略使用の判断をするのに射

し，成績低群ほコストや好みを中心として判断する

のではないかと予測される．

（4）課題成績の遠いによる学習方略の認知・使用関

係の差異

（2），（3）では，それぞれの群において学習方略の

認知・使用に差があることが明らかにされ，使用に

対する認知の影響にも違いが見られる可能性が示唆

ロプランニング方穐

磁柔軟的方玲

函作薬方絹

□人的リソース方袴

田認知的方褐

された．そこで，認知と使用がどのように関係して

いるのかを検討するために，各群の学習方略の使

用・認知間の相関係数を求めた．学習方略使用と学

習方略認知の間の相関をTablelに示した．

まず，収束的課題の成績低群では，プランニング

方略と柔軟的方略において有効性の認知と使用の間

に正の相関が見られた．コストの認知と使用の間に

は，プランニング方略，作業方略，認知的方略にお

いて負の相関が見られた．好みと使用の間では，柔

軟的方略を除いた4つの学習方略において正の相関

が見られた．

それに対し，成績高評においては，有効性の認知

と使用の関係について柔軟的方略，作業方略，人的

リソ｝ス方略，認知的方略において正の相関が見ら

れた．コストの認知と使用の関係についてほ，認知

的方略においては相関は見られず，プランニング方

略，柔軟的方略，作業方略，人的リソース方略にお

いて負の相関が見られた．好みと使用の関係におい

ては全ての学習方略で正の相関が見られた．

次に，拡散的課題の成績低群においてほ，有効性

の認知，コストの認知と使用の間に有意な相関は見

られなかった．好みと使用の間では，プランニング

方略，作業方略，人的リソース方略，認知的方略に

おいて正の相関が見られた．

成績高評においては，有効性の認知と使用の関係

について，プランニング方略，柔軟的方略，作業方

略において正の相関が見られた．コストの認知と使

用の関係についても，プランニング方略，柔軟的方
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Tablel課題成績の高・低群における学習方略の認知・使用間の相関

使 用

プランニング方略 柔軟的方略 作業方略 人的リソース方略 認知的方略

成績低群

（N＝28）

有効性

コスト

好 み

0．46≠

－0．48ネ

0．74＊書

0．44＊ 0．30 0．28

－0．32 －0．65書＊ －0．20

0．27 0．57＊＊ 0．64…

0，40

…0．60ヰ＊
0．60一書

収束的課題

成績高群

（N＝39）

有効性 0．19 0．50書－ 0．32－ 0・40＊ 0・43…

コスト ー0．46＊＊ －0，42書書 －0．62◆カ ー0．07 －0・22

好 み 0．66＝ 0．34＊ 0．61＊＊ 0・50－★ 0・51書一

成績低群

（Nニ34）

有効性

コスト

好 み

0．00

－0．09

0．49＊さ

0．26

－0．15

0．30

ー0．01

－0．13

0．58＊＊

0．25

－0．05

0．34ヰ

0，03

－0．17

0．39＊

拡散的課題

成績高群

（N＝32）

有効性 0．44＊ 0．55＝ 0．44＊ 0・01 0・30

コスト ー0．52♯＊ …0．45＊ －0．35カ ーO，04 －0．29

好 み 0．69＊＊ 0．70＝ 0．61＊書 0・27 0・50…

＊p＜．05 ＊＊pく01

略，作業方略において負の相関が見られた．好みと

使用の関係においてはプランニング方略，柔軟的方

略，作業方略，認知的方略で正の相関が見られた．

収束的課題では，成績低群ではプランニング方略

と柔軟的方略でしか有効性の認知と使用の間に関係

が見られなかったのに対し，成績高評では柔軟的方

略，作業方略，人的リソース方略，認知的方略の4

つの方略で関係が見られた．これは，成績低群では

成績高群ほどには有効性の認知が使用のための判断

材料としてあまり生かされていないことを示してい

る．また，コストの認知と使用の関係については，

学習方略に違いは見られるものの，両群とも3つの

学習方略で関係が見られ，コストの認知と使用の関

係には大きな群間の差は見られなかった．しかし，

成績低群における人的リソース方略のコストの認知

と使用の相関は有意でなく，予測がはずれた形と

なった．好みと使用の関係については両群で非常に

相関が高く，好みと使用の関係の強さとともに，好

みという概念が使用と分離できていない可能性が考

えられ，この点については後述する．

拡散的課題においては，さらに顕著な傾向を示し

ている．成績低群では有効性の認知とコストの認知

が使用に対して全く影響を与えていなかったのに対

し，成績高群においてはプランニング方略，柔軟的

方略といったメタ認知的方略と作業方略において関

係が見られ，成績低群においては有効性の認知やコ

ストの認知が学習方略の使用を決定する際の判断に

役立っていないことが示された．好みについてほ，

成績高群の人的リソース方略の結果のみが収束的課

題の結果と異をったが，この理由として，拡散的課

題では課題の性質上，人的リソース方略の使用が必

要な時があるため，「あまり好きではないけれども

使わざるを得なかった」児童がいたことが推測され

る．

全体的な傾向として，成績低群はあまり学習方略

について考慮せずに学習方略を使用するということ

が言えるであろう．しかし，この表現は正しくな

い．成績というのほ，何らかの学習行動をとってき

た結果であるからである．言い換えるならば，学習

方略をよく吟味してない者は課題成績が低いと言え

そうである．

3，メタ認知約方略使用度の違いによる認知。

リソース方略の認知。使用関係の差の検討

メタ認知的方略の使用はそれ以外の学習方略，つ

まり，作業方略，人的リソース方略，認知的方略の

使用に影響を与えると考えられる．メタ認知的方略

とは，自分の学習状況を判断し，コントロ｝ルする

方略であり，メタ認知的方略を多く使用する者は，

認知・リソース方略（作業方略，人的リソース，認

知的方略）について，その有効性，コストをよく吟

味しながら使用すると推測される．そこで，メタ認

知的方略の使用度によって，認知・リソース方略の

有効性，コスト，好みと使用との間の関係に遠いが

あるかどうかを検討した．

メタ認知的方略使用（プランニング方略使用＋柔

軟的方略使用）について学年×課題の2要因の分散

分析を行ったところ，有意差は認められなかった．

しかし，それぞれの課題における平均値に若干の差

（約1点差）が見られたため，メタ認知的方略使用度

の高低によって群分けを行う際には，各課遂におけ

る平均値を上回った者をメタ認知的方略使用高群



佐藤純・新井邦二郎：漢字学習において学習方略の有効性の認知・コストの認知・好みが学習方略の使榔こ及ぼす影響123

（以下，メタ認知高群），下回ったものをメタ認知的

方略使用低群（以下，メタ認知低群）とした．その結

果，収束的課題におけるメタ認知低群の人数は22

名，メタ認知高評は41名で，拡散的課題における高

低群の人数は，それぞれ27名，37名であった．

それぞれの群における認知・リソース方略の認知

と使用との関係の違いを検討するために，群ごとの

認知・リソース方略の使用・認知間の相関係数を算

出した．

まず，収束的課題のメタ認知低群においては，認

知的方略において，有効性の認知と使用の間に正の

相関が見られた．コストの認知と使用の関係につい

ては，認知的方略及び作業方略において負の相関が

見られた．好みと使用の関係においては全ての方略

において有意な正の相関が見られた．

一方，メタ認知高群においては，作業方略，人的

リソース方略，認知的方略全てにおいて，有効性の

認知と使用の間に正の相関が見られた．コストの認

知と使用の関係については，作業方略において負の

相関が認められた．好みと使用の関係においては全

ての方略において有意な正の相関が見られた．

また，拡散的課題のメタ認知低群においてほ，有

効性の認知と使用の関係については有意を相関が見

られず，コストの認知と使用の関係については，作

業方略及び人的リソース方略において負の相関が見

られた．好みと使用の関係においては作業方略，人

的リソース方略，認知的方略の全ての学習方略にお

いて有意な正の相関が見られた．

メタ認知高評においてほ，有効性の認知と使用の

関係については有意な相関は見られず，コストの認

知と使用の間には，人的リソース方略において負の

相関が見られた．好みと使用の関係については有意

な相関は見られなかった．

収束的課題では，メタ認知低群で，認知的方略の

みに有効性の認知と使用に関係が見らゴtたのに射

し，メタ認知高群では作業方略，人的リソース方

略，認知的方略の全てにおいて関係が見られた．こ

の結果は，メタ認知的方略を多く使用する者が有効

性を判断材料として学習方略を使用していることを

示している．コストの認知についてほ，メタ認知低

群で認知的方略と作業方略で関係が見られたのに射

し，メタ認知高評では作業方略においてのみ関係が

認められ，好みと使用の関係においては両群に大き

な違いは見られなかった．これらの結果をまとめて

考えると，メタ認知的活動を行い，自らの学習行動

をよく考えをがら行動する児童は，学習方略の有効

性を判断材料に取りいれている点に特徴があるとい

えよう．

また，拡散的課題では，両群で有効性の認知と使

用の間に関係は見られをかった．この結果は，先に

述べた拡散的課題で用いられる学習方略のレパート

リーの問題が関与していると思われる．拡散的課題

では，必然的に用いなければならない学習方略が存

在すると考えられ（作業方略や人的リソレス方略），

それらの学習方略を使用するときに選択の余地は少

ないのではか－かと推測される．そのため，有効性

を吟味してもそれが使用に必ずしも結びつくとは限

らをいのではないだろうか．コストの認知に関して

は両群に大きな違いは見られず，好みに関しては学

習方略についての吟味が少ないメタ認知低群におい

て好みと使用との関係が見られ，学習方略の長短を

よく考えると思われるメタ認知高群においてはその

関係が見られなかったことは，これまでの結果をあ

わせて考えても納得がいく結果である．したがっ

て，教授者が学習者に対して学習方略を効果的に用

いるよう指導する際に，メタ認知的方略の使用をま

ず最初に指導することが必要なのではないかと思わ

れる．

討 論

本研究は，漢字学習を通して学習方略の認知と使

用の関係を検討した．その結果，課題成績が良い学

習者は有効性を高く認知した学習方略を使用し，成

績の悪い学習者はコストが低く，自分の好きを学習

方略のみを使用していることが明らかとなった．ま

た，メタ認知的方略を多く使用する学習者について

も，有効性が高いと認知した学習方略を多く使用

し，メタ認知的方略をあまり使用しない学習者は好

きな学習方略のみを使用し，嫌いな学習方略は使用

しないことも示された．

また，本研究の結果を先行研究と比較すると，日

常的に使用される学習方略について検討した佐藤

（1998）の結果では，好みにおいて人的リソース方略

が他の学習方略よりも好まれていなかったのに対

し，本研究では成績低群において最も好まれている

という一見矛盾する結果が得られた．しかし，本研

究の結果は成績低群における結果なのであり，成績

低群が人的リソース方略以外の学習方略を好まない

という特徴を示しているに過ぎず，必ずしも矛盾で

はない．ただし，佐藤（1998）で見られた人的リソ｝

ス方略は他の学習方略よりも好まれていをかったと

いう結果は，本研究の成績高評の結果においても見

られておらず，この点については「日常的を学習方

略」と「特定課題の学習方略」の違いが現われたも

のと考えられる．日常的な学習方略においては，硯
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実の学習方略についての判断ではないために，その

学習方略の望ましさのようなものが影響したのでは

ないかと考えられる．また，佐藤（1998）ではメタ認

知的方略の使用度に関わらず有効性の認知は使用と

高い相関を示していたが，本研究の結果ではメタ認

知的方略の使用が少ない学習者で有効性の認知と使

用の間に相関が見られた学習方略が少なかった．こ

の結果についても，「日常的な学習方略」と「特定

課題の学習方略」の違いの現われであると思われ

る．抽象場面における学習方略としては使いたくな

かったり，有効でなかったりするものでも，実際の

学習場面では有効であったり，使用が必要とされる

ことはあるであろう．このように，日常場面と特定

課題場面とでほ若干異なる結果も見られるが，これ

ら両場面の学習方略は不可分であり，どちらもお互

いに影響を及ぼしあっていると考えられ，今後は両

場面の関係も研究する必要があると考えられる．

さらに，本研究では収束的課題と拡散的課題とい

う性質の異なる2種類の課題を行った．その結果を

比較すると，人的リソース方略においては拡散的課

題において使用が多いなど両課題で結果が異なる部

分もあったが，学習方略の認知・使用関係について

は両課題の間にそれほど大きな違いは見られなかっ

た．このことは，他の課題においても本研究の枠組

みを適用できる可能性を示すものであり，今後さら

に異なる課題において研究を行うことが期待され

る．このように，実際の課題学習に用いられた学習

方略の認知と使用の傾向を探ることによって重要な

知見が得られた．しかし，現実の課題活動に絡むい

くつかの問題点も同時に見出された．

その第一点は，学習方略の好みと使用の関係につ

いてである．本研究でほ学習方略の認知として有効

性の認知，コストの認知，好みの3つを扱い，それ

らが学習方略の使用に影響を与えることを仮定して

いる．しかしながら，これら3種類の認知と学習方

略の使用との相関を調べると，学習方略の好みのみ

が使用と非常に高い相関を持つことが見出された．

このような結果は，佐藤（1998）の結果とも一致し，

好みと使用とが分離されていない可能性が考えられ

る．しかしながら，拡散的課題のメタ認知高群にお

いては好みと使用の間に有意を相関は見られず，必

ずしも同一ではないようである．本研究では小学生

を対象としているが，対象の年齢が上がれば好みと

使用とがさらに分離されてくる可能性も考えられ

る．したがって，異なる年齢段階での調査が今後必

要であると思われる．

第二点は，児童の学力や知的能力に関する問題で

ある．本研究では，なるべく学力による影響を排

し，なおかつ日常の学習活動に近い学習方略を調査

するために小学校段階では末習得の漢字課題を用い

た．しかし，知的能力やメタ認知的能力による影響

を完全に除くことはできず，さらにそれまでに形成

された漢字課題に対する自己効力やコンピテンスな

ども影響していた可能性がある．このような問題に

対処するために，それらの変数がどのように学習方

略の使用に影響を与えるかを検討する必要がある．
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