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1. イントロダクション


認知負荷理論には 2 種類の負荷(課題外在性負荷/課題内在性負荷)がある。



課題外在性負荷 Extraneous Load




課題内在性負荷 Intrinsic Load




学習と関連がない認知プロセスによる負荷
学習される情報そのものの負荷

「学習関連負荷(Germane Load)」の考え方は、後に付け加えられた。


「学習関連負荷」とは伝統的な考え方



最近では、
「学習関連資源(Germane resources)」として使用されていることもある。


＝課題内在性負荷を処理するために割り当てられたワーキングメモリ資源



それゆえ、課題内在性負荷と関連するとされている。



しかし、この論文では「学習関連負荷」の用語で統一している。

主観的尺度による認知負荷測定


Paas(1992)のような 9 段階の心的努力評価尺度が、全体的な認知負荷測定に使われてきた。




しかし、3 つの認知負荷を分けて測定するには不十分

3 つの認知負荷を測定する方法がいくつも研究されている。

3 種類の認知負荷を区別して測定する新しい方法


我々の研究グループは心理測定法(psychometric instrument)を開発した



この方法では 3 種類の認知負荷を測定できているとの先行研究の結果もあるが、いくつかの理由で
十分ではないと言える。


理由 1.学習関連負荷と課題の成績の間の相関が弱く、統計的に有意ではない



理由 2.一つの分野(統計)の学習でしか検証されていない



理由 3.実験操作に不備があった

この研究の目的
1.

この新しい認知負荷測定方法が 3 種類の認知負荷を測定するのに有効か

2.

測定できた要因で課題成績を予想できるか

3.

学習方法によって 3 つの要因がどう影響するのか
…..を調べることを目的とする。

2. 実験Ⅰ「言語学習と統計学習における予備実験」


統計学習(先行研究と同じ題材)と言語学習(新規題材)において実験を行う。

仮説


H1:2 つの題材において、3 種類の認知負荷について似たような結果と数値となる。



H2:統計学習題材での試験成績は、課題内在性負荷・課題外在性負荷を表していると思われる要因と
負の相関がある。



H3: 統計学習題材での試験成績は、学習関連負荷を表していると思われる要因と正の相関がある。

2.1.1 方法
言語学習題材


外国語学習 14 クラス(フランス語オランダ語など 8 言語)の 108 名の学生を対象。各クラス 6～10 名

統計学習題材


174 名の心理学専攻の大学 1 年生



学習分野は平均・仮説検定・z 検定・t 検定・F 検定等

2.1.2 手続き
言語学習題材


パフォーマンスに関するデータを測定
できず



2 時間の授業後にアンケートに解答

統計学習題材


2 時間の授業後にアンケートに解答



5 週間後に試験(151 名が参加)

2.1.3 データ分析方法


H1: 主因子分析法と内部整合性で 2 つ
の題材でのアンケート尺度の数値を比
較



H2,3:統計の試験成績とアンケートの
相関を分析

2.2 結果

アンケート(Table1)
0(全く当てはまらない)-10(完全に当てはまる)の尺度で答
える
統計学習題材(言語学習題材)
1. 講義での内容はとても複雑だった
2. 講義で伝えられた式(文法)は、私にとってとても複雑
だった
3. 講義で伝えられた概念と定義(語彙)は、私にとってと
ても複雑だった
4. 講義中の教え方と説明は、とても不明快であった
5. 講義中の教え方と説明は、わかりにくい言葉であった
6. 講義中の教え方と説明は、学習の観点からとても非効
率的だ
7. 講義は、私の内容理解を高めてくれた
8. 講義は、私の式(文法)の理解を高めてくれた
9. 講義は、私の概念と定義(語彙)の理解を高めてくれた
10. 講義は、統計に対する(その言語に対する)私の知識と
理解を高めてくれた
※1-3:課題内在性負荷、4-6:課題外在性負荷、7-10:学習関
連負荷
を測定する(と想定した)質問

Table3:2 つの題材の間の内的整合性(クロンバックの α 係数) Table4:要因の間の相関 Table5:要因の平
均・歪度・尖度


Table3,4 より、2 つの題材の間でアンケートの数値は整合していた(H1)



試験成績は、課題内在性負荷(r=.210, p= .010)・課題外在性負荷(r=-.320,p<.001)を表していると思
われる要因と負の相関があった。(H2)



学習関連負荷を表していると思われる要因と試験成績の間に正の相関があった(r=.140,p=.084)が、
有意ではなかった。(H3)

2.3 考察


3 つの要因は頑健であることが分かったが、その要因が本当にそれぞれの認知負荷を測っているかど
うかはまだ明らかではない。



3 種類の認知負荷が独立で、加算的ならば、相関は 0 に近くなるだろう。



3 種類の認知負荷と学習成果とのより直接的な関係を調査するため実験Ⅱを行う。

3 実験Ⅱ「問題、例題、成績、認知負荷」
3.1.1 方法


参加者：社会福祉学部の 1 年生 84 名



実験デザイン：4 群を設定。ランダムに参加者を分ける


問題-問題(P-P)：第 1 課題に問題、第 2 課題に問題

20 名



問題-例題(P-E)：

問題、

例題

18 名



例題-問題(E-P)：

例題、

問題

18 名



例題-例題(E-E)：

例題、

例題

18 名

3.1.2 材料


認知負荷測定方法：実験Ⅰのアンケートを改良。心的努力に関する 3 つの質問を追加(Table6 太字項目)



素材：ベイズの定理の応用問題

3.1.3 手続き


全体で 30 分



第 1 課題(5 分)→第 2 課題(5 分)→認知負荷測定アンケート(学習フェーズにおける認知負荷の測定)
→ポストテスト→認知負荷測定アンケート(ポストテストにおける認知負荷の測定)

仮説


H4:ポストテスト成
績：E-P 群,E-E 群 >
P-E 群,P-P 群



H5a:追加質問 1(項
目 4)は課題内在性負
荷に影響



H5b:追加質問 2(項
目 8)は課題外在性負
荷に影響



H5c:追 加質問 3(項
目 13)は学習関連負
荷に影響



H6:ポストテストに

アンケート(Table6)
0(全く当てはまらない)-10(完全に当てはまる)の尺度で答える
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

講義での内容はとても複雑だった
講義で伝えられた式は、私にとってとても複雑だった
講義で伝えられた概念と定義は、私にとってとても複雑だった
私はこの課題が複雑なのでとても心的努力を要した
講義中の教え方と説明は、とても不明快であった
講義中の教え方と説明は、わかりにくい言葉であった
講義中の教え方と説明は、学習の観点からとても非効率的だ
私はこの課題での不適切な説明や学習方法のためとても心的努力を要した
講義は、私の内容理解を高めてくれた
講義は、私の式の理解を高めてくれた
講義は、私の概念と定義の理解を高めてくれた
講義は、統計に対する私の知識と理解を高めてくれた
私はこの課題で、自分の知識と理解を高めるためにとても心的努力を要した

※1-4:課題内在性負荷、5-8:課題外在性負荷、9-13:学習関連負荷
を測定する(と想定した)質問
4,8,13 が追加質問

おいて、 E-E 群,EP 群は課題内在性負荷が低い


H7a:学習フェーズにおいて、E-E 群,E-P 群は課題外在性負荷が低い



H7b:ポストテストにおいて、E-E 群,E-P 群は課題外在性負荷が低い



H8a:学習フェーズにおいて、E-E 群,E-P 群は学習関連負荷が高い



H8b:ポストテストにおいて、E-E 群,E-P 群は学習関連負荷が高い

3.1.4 データ分析方法


H4:ポストテストの成績を分析するために分散分析


2 要因参加者間分析



H5:クロンバックのα信頼性係数を算出



H6～8:分割プロットデザインの分散分析

3.2 結果

「Item13 を省くことで信頼性係数が.933 から.942 に
上昇する」=内的一貫性が低い という意味(H5c)

time=時間ではなく
回数(第 1 課題,第 2 課題)という意味



Table7：学習フェーズとポストテストにおける 3 種類の認知負荷を表すと考えている指標尺度の平
均、歪度、尖度



Table8：クロンバックのα信頼性係数



Table9：ポストテストの成績と、学習フェーズ・ポストテストでの各要因の相関



Table10-12：分割プロットデザインの分散分析の結果



ポストテスト成績：P-P 群<P-E 群<E-P 群<E-E 群

3.3 考察


H4：ポストテスト成績より、示された



H5a,b：Table8 より、追加された質問項目に関して、相関とクロンバックの α 係数が内的に一貫し
ていることを示しているので、仮説が示された



H5c：Table8 より、追加質問 3(Item13)の内的一貫性が低いことから、H5c は示されず



H6,7a,7b：示されず



H8a,b：Table12 より、第 1 課題で例題をといた参加者は学習フェーズとポストテストでより高い学
習関連負荷がかかっていることを確認

4 総合考察


この方法で、課題外在性負荷と課題内在性負荷を区別して測定することができ、質問項目もそれぞれ
の負荷を表していることが確認できた。



この結果は、最近の学習関連負荷の再定義の議論にも当てはまる。

