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概要
・課題の構造とグループ内における相対的な地位が相互作用や学習に及ぼす影響を検討した
‐課題の構造：解が 1 つか複数あるか(この研究では数学の問題を用いた)
‐グループ内における相対的な地位
：人種：ヨーロッパ系アメリカ人かアフリカ系アメリカ人か
：性別
→実験条件：課題の構造×地位×人種
・解が複数ある課題では、相対的な地位による影響を解消し、平等な関与を促す
‐解が 1 つの課題に取り組むときは、地位により相互作用や学習が影響され、解が複数あ
る課題に取り組むときには、影響を受けないかどうか検討した
１．Introduction
・学習者の活動や学習における課題の型の違いが強調されてきた
‐解が複数ある課題は参加によって学習が起きる(Cohen, 1994, etc)
‐解が 1 つしかない課題では、説明の統合や質問による促進によって学習が起きる(Webb,
1991, etc)
・これまでの研究はグループ内の相互作用に焦点を当てていて、課題の構造とグループの
相互作用の関係に焦点を当てたものはない
・研究目的：課題の構造がグループの相互作用に及ぼす影響を検討する
‐説明をすることによる影響が課題によって異なるかどうか検討する
‐課題の構造の違いが人種や性別の違いに影響するかどうか検討する
1.1 言語と
言語と思考と
思考とグループ活動
グループ活動
・言語は知識を再構成するツールである(Vygotsky, 1962)
・グループ活動のようなディスコースの場は、学習者が自分の意思や活動を言語によって
説明する社会的な学習を促進する
・Vygotsky (1962)の理論は思考と言語を関連付けた
‐ディスコースの中で概念の説明を行うと、その概念が定着する
・課題に関連する活動と学習の関係に関しては対立する見解がある
‐Webb (1991)では、課題に関連する活動の比率と学習には関連がない
対立
‐Cohen (1994)では、関連があると主張
Cohen による見解(Cohen, 1994)
●用いた課題の構造の違いによる
・Cohen の研究：解が不明確な課題を用いた
・Webb の研究：解が明確な課題を用いた
→解が不明確な課題は、明確な課題より課題に関連する相互作用を促進する

1.2 グループ内
グループ内における個
における個々人の相対的な
相対的な地位
・個々人のグループ内における相対的な地位が協同活動に影響する(Cohen, 1994)
‐例：地位の高い人は低い人より積極的に活動に関与し、グループ全体の決定に影響を
与える(Dembo & McAuliffe, 1987)
・課題に関連したディスコースの量が、個々人のグループ内の相対的地位と関連する
(Chohen, 1994)
・人種や性別に基づいた地位もグループにおける決定に影響する
1.3 課題の
課題の構造と
構造とグループにおける
グループにおける相対的
地位の関係
における相対的な
相対的な地位の
・課題の構造の違いによって協同の仕方が異なる
‐解が 1 つの課題
：１度解が決定されると、その後、議論が起きにくい
：１人のメンバーが独占してしまうことがある
‐解が複数ある課題
：グループの決定に関してより多くの相互作用が引き起こされる
：発話するためのきっかけが与えられるため、発話量は多くなり、個々の発話が平等
に行われる
：広い分野からの知識を明確にするために、個々人が関与できる可能性を高める
：課題の達成に個々人の持つ知識を組み合わせなければならない状況(ジグソーのよう
な)では、偏見が他者への依存心に変わる(Allport, 1954)
：競合とそれを解消する行為が、、つの課題に取り組むときより多く起こる(Brabeck &
Wood, 1990)
・課題の構造がグループにおける相対的な地位に影響する(Chizhik , 1999)
‐最終的な解を決定する場合において、解が複数ある課題では性別による影響を受けな
いが、解が 1 つの課題では性別による影響を受ける
‐解が複数ある課題では、女性が男性より多く説明をし、1 つの課題では男性の方がより
多く説明をする
解が複数ある課題では、個々人の相対的な地位による影響を解消し、より平等に関与で
きる状況を提供する
・Chizhik(1999)における問題点
‐課題の構造と内容の区別が不明確
‐真正な課題を用いていない
‐参加の仕方と学習効果の関連が検討されていない
1.4 研究目的と
研究目的と仮説
・課題の構造がグループ活動における参加の仕方に影響するかどうか検討する
‐解が複数ある課題と 1 つに定まっている課題において比較する
・課題の構造とグループ内における地位(性別と人種)がグループ活動における参加に及ぼす
影響を検討する

‐仮説：地位や人種による差は、解が 1 つに定まる課題に取り組むとき顕著になる
：解が複数ある課題では、個々人の相対的な地位による影響を解消し、より平等に関
与できる状況を提供するから
２．方法
2.1 参加者と
参加者とグループ構成
グループ構成
・参加者：9 年生 48 人
‐南カリフォルニアにある都会の学校の生徒のうち同意が得られた 264 名から選抜
‐南カリフォルニアの学校における人種の比率
：ヨーロッパ系アメリカ人：45％、ラテン系：20％、アフリカ系アメリカ人：15％、
アジア系アメリカ人：15％、その他：5％
・グループ構成
‐4 人のグループを 12 構成
：ヨーロッパ系アメリカ人の男子生徒、ヨーロッパ系アメリカ人の女子生徒、アフリ
カ系アメリカ人の男子生徒、アフリカ系アメリカ人の女子生徒
‐グループ内においては類似した学力のもの同士で構成
：学力については、プレテストと教師の評価より判定
：学力はグループ間では異なる(例えば、あるグループは学力の高いもの同士で構成し、
別のグループは低いもの同士で構成)
‐お互いに特に仲がよいわけでも悪いわけでもないもの同士で構成
：仲のよさについては自己申告と教師の評価より
：お互いの面識を作るために少なくとも 1 つの数学の授業を、実験前に一緒に受けた
2.2 実験デザイン
実験デザインと
デザインと手続き
手続き
①プレテスト
2〜3 週間後
②グループにおける活動
1〜2 週間後

Single answer 群(解が 1 つの課題をとく)×6 グループ
Variable answer 群(解が複数ある課題を解く)×6 グループ
・グループ全体で 1 つの解を出すこと

③ポストテスト

・全員が納得して理解したことを確認すること
教示 ・協同に関する教示は行わなかった

2.3 課題と
課題と分析方法
2.3.1 学習課題
(1)学習目標
・三角柱の体積の計算の仕方を理解する
(2)グループ活動において用いた課題
・解が複数ある課題

‐三角柱を含むプールをデザインして、その体積を見積もること
：ヨーロッパ系アメリカ人が得意とすると思われる課題(Carey et al, 1995)
・解が 1 つの課題
‐与えられた情報から、三角柱を含むプールの体積を算出すること
(3)プレテストとポストテスト
・プレテスト
‐単純な三角柱の体積を求める問題
・ポストテスト
‐三角柱を含んだ倉庫の体積を求める問題
・採点方法
‐Herman, Aschbucher, & Winters (1992)に基づいて発展させた 5 段階評価
：5 点：縦、横、高さが正確にかけてあり、かつ、これを 2 で割ったもの(三角形を含
むから)
：4 点：縦、横、高さは正確にかけてあるが、2 で割ってないもの
：3 点：2 つだけかけてあるもの(例えば、縦×横のみで、高さがかけてないもの)
：2 点：掛け算を用いているが、縦、横、高さと関係ないものをかけているもの
：1 点：足してあるもの
：0 点：全く計算してないか、または、白紙のもの
2.3.2 グループ活動
グループ活動の
活動の分析方法
・コーディングスキーマ
‐Ideas accepted：提案されたアイデアをワークシートへ記入した場合コード
‐Giving explanation：解がどのように提案されたか説明したものをコード
‐Received explanation：説明がグループのメンバーに向けられたときにコード
・信頼性
‐各グループの活動時間は 35〜45 分だった
‐第 2 コーダーが 15 分を分析し、信頼性は 0.93 であった
３．結果
●プレテストにおいて性別、人種による差はなかった
3.1 参加と
参加と学習効果の
学習効果の関係
・グループ活動中における各カテゴリーとポストテストの相関(表 2)
‐Single answer 群において、Gives explanation との間において相関があった(①)
‐Variable answer 群において、課題に関連した発話の関与において相関があった(②)
‐上記の結果は仮説を支持するが、相関係数同士で、Gives explanation には差がなく(③)、
課題に関連した発話の総数においては傾向であった(④)
‐Receive explanation においては、相関係数同士で有意差があった(⑤)

3.2 ポストテストの
ポストテストの比較
・分散分析を実施
‐課題の構造(解が 1 つ複数)×人種(ヨーロッパ系アメリカ人 or アフリカ系アメリカ人)
×性別(男 or 女)
‐結果：課題の構造と人種に相互作用があった(表 3)
：解が 1 つの課題において、ヨーロッパ系アメリカ人はアフリカ系より成績がよか
った(Figure 1)
3.3 参加に
参加に関して人種
して人種における
人種における検討
における検討
・Gives explanation に関して、各群においてヨーロッパ系とアフリカ系を比較(Figure 2)
‐Single answer 群において有意差あり(ヨーロッパ系＞アフリカ系)
‐Variable answer 群において有意差なし
※Mann-Whitney の U 検定と分散分析より
→ヨーロッパ系はアフリカ系より地位が高く、地位の高い人は説明をする機会が地位
の低い人より多いことによる
４．考察
4.1 参加の
参加の仕方と
仕方と学習効果の
学習効果の関係に
関係に関する考察
する考察
・本研究で先行研究における対立する見解に対して説明を与えた
‐Webb (1991)：課題に関連する活動の比率と学習には関連がない
‐Cohen (1994)：関連があると主張
‐この研究では、
：解が複数ある課題では、課題に関連する活動が学習に関連した
：解が 1 つの課題では、説明を与える行為が学習に関連した
・解が 1 つの課題に取り組むときには、説明を与える行為に人種の違い(ヨーロッパ系＞ア
フリカ系)が影響したことについて
‐解が 1 つの課題では、各メンバーが解に貢献する機会が少ないため、地位が高い方(ヨ
ーロッパ系)が、その機会を独占してしまうから
・解が 1 つの課題において、説明を与える行為が学習効果に影響することについて
‐Webb の研究を裏付ける(Webb, 1991, etc)
：Webb の研究：解が 1 つしかない課題では、説明の統合や質問による促進によって学
習が起きる
‐課題の特徴が関与の平等性に対して重要な役割を持つことを示した
4.2 教育への
教育への示唆
への示唆
・教育者はグループ活動において、広範な個人特性を考慮しなければならない
‐参加の型や量が学習効果に影響するため、参加の平等性を考慮しなければならない
・解が複数ある課題では、学習効果が人種に関係なく対等に得られることには、教育学的
な根拠がある

‐Fuchs et al. (1997)では、ペアチュータリングによって、個人特性が拡散したクラスに
平等性を与え、高い学習効果を得ることができる
・解が複数ある課題は教育学的にも妥当なものである
‐解が複数ある課題を用いて、発散的な学習状況を設定できる
‐解が複数ある課題は深いレベルの理解を促進する(Cohen, 1994)
・協同によるグループのメンバーの地位による問題を解決するには、複雑なインストラク
ションによる介入をするとよい(Lotan, 1997)
‐複雑な介入とは
：各メンバーにそれぞれ異なるスキルのインストラクションをすること(ジグソーのよ
うなことをする)
：能力の低い学習者に、自分の能力も課題の達成には必要だということを理解させる
・学習者に質問やそれに対する回答の仕方を教えることが生産的で平等なディスコースを
成立させる
4.3
4.3 本研究の
本研究の限界と
限界と今後の
今後の課題
・この研究は、課題の特徴とグループにおける地位の関係を検討した第 1 報である
‐今後検討すべき項目
：一般性の検討：異なる分野、異なる被験者で検討
：人種、性別、学力の違いによる影響の検討(この研究では、人種と性別のみ)
例：学力の高いアフリカ系アメリカ人の女性と学力の低いヨーロッパ系アメリカ人
の男性における参加の仕方の比較
：協同課題のその他の側面による影響の検討
その他の側面の例：課題の役割分担、人種や性別の異なるもの同士の混合グループ
の影響、実践を行うことによる影響、2 言語や 3 言語の課題における異種族混合グル
ープの影響
・学習評価の課題に解を複数持つものも取り入れる
‐本研究におけるプレ-ポストテストでは解が 1 つの課題のみ用いたので、複数解を持つ
課題に取り組んだときの学習効果を評価できなかった
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