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伝達経路を基に情報の信頼性を判断する思考を育成する 

学習プログラムの開発と評価 

!
村 井 明 日 香(桜 美 林 大 学 リ ベ ラ ル ア ー ツ 学 群) 
堀 田 龍 也(東 北 大 学 大 学 院 情 報 科 学 研 究 科) !

10代の若者の間ではソーシャルメディア経由で情報を得ることが日常的になっている一方で，ソー
シャルメディア経由の情報の特性に着目をしたメディア・リテラシーの学習方法は確立されていない。
ソーシャルメディア経由の情報は一次情報が多い一方で，情報が多数の媒介者を経由して届き，受け
手にとって一次情報を持っている人が誰かがわかりにくくなっている場合も多い。このようなソーシャ
ルメディア経由の情報の信頼性を判断するためには，まず情報の伝達経路を想像し，その上で伝達経
路上の媒介者の信頼性を判断する思考が必要であると考えられる。そこで，「伝達経路を基に情報
の信頼性を判断する思考」を育成する学習プログラムを開発し，都内の大学で検証授業を行った。
「伝達経路を基に情報の信頼性を判断する思考」を〈技能〉と〈傾向性〉に分けて効果を検証した
結果，それぞれ一定の効果が確認できた。一方で，〈技能〉と〈傾向性〉の学習効果が出るのは時
間差がある，または異なる育成方法が求められることも示唆された。 !

　　キーワード：メディア・リテラシー，ソーシャルメディア，メディア史，学習プログラム， 
　　　　　　　　高等教育 !
1.　問題の所在 !
10代の若者のソーシャルメディア利用時間

は，平日は57.8分，休日は107.9分であり，
平日・休日ともにインターネット利用時間の
およそ半分を占めている(総務省情報通信政策
研究所2016)。ソーシャルメディアの利用目的
は，「知りたいことについて情報を探すた
め」という回答が利用者の44.7%と最も多く
(総務省2011)，ソーシャルメディアが情報を
探すための手段として利用されていることが
わかる。若者が情報を探すための手段である
ソーシャルメディアを長時間利用している現
在，ソーシャルメディア経由で情報を得ると
きに求められる，メディアとのつきあい方に
関する学習プログラムの開発も必要であろ
う。 
堀田(2004)は，メディアとのつきあい方を

学ぶにあたり，「まず大切なのは，メディア
の特性を知り，目的に応じてメディアを選べ
るようになること」だという。ソーシャルメ

ディアを適切に活用するためには，ソーシャ
ルメディアの特性を十分に理解する必要があ
る。 
ソーシャルメディアとは「SNS，ブログ，ミ

ニブログなどインターネットを利用して個人
間のコミュニケーションを促進するサービス
の総称」(『大辞泉第二版』)であり，個人がし
たことや見たことなど直接得た情報を伝える
書き込みが多く掲載されているメディアであ
る。直接得た情報は「一次情報」と呼ばれて
おり(『三省堂国語辞典第六版』)，ソーシャル
メディアは，一次情報を直接受け取れるメデ
ィアといえる。その一方で，ソーシャルメデ
ィアは一次情報を持っている人から多数の媒
介者を経由して情報が届く場合が多いことも
指摘されている(高橋2013，伊藤2015)。多数
の媒介者を経由して情報が届くということ
は，受け手から見ると一次情報を持っている
人がわかりにくい状態になることを示してい
る(高橋2013)。つまり，ソーシャルメディア
経由の情報の特性は，伝達経路が多様化して
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いることといえるだろう。こうした特性を持
つソーシャルメディア経由の情報の信頼性を
判断するためには，一次情報を持っているの
は誰で，誰に媒介されて自分に届いたのかと
いう「情報の伝達経路」をまず想像し，その
上で伝達経路上の媒介者の信頼性を判断する
思考が必要と考えられる。 
これまで行われてきた，ウェブサイトの情

報を読み解く能力を育成するメディア・リテ
ラシーの研究や実践では，ウェブサイトの
「画面上」で確認できる情報を基に，作成者
の立場，目的，情報源などを判断する能力を
育成することが目指されてきた(例えば，芝崎
1999，有賀・吉田2003，後藤2005，大作・
神門2005)。2010年以降に見られるようにな
ったソーシャルメディアの情報を読み解く能
力を育成する学習プログラムでも，記載され
たプロフィールが本人のものであるかを確認
したり(伊藤・山本2012)，ユーザー名，発信
年月日，リツイート数等からデマツイートか
どうかを判断したりするなど(佐藤・堀田
2016)，「画面上」で確認できる情報を基に
信頼性を判断する能力を育成することが目指
されている。この点で，これまでのウェブサ
イトの情報を読み解く能力を育成する研究や
実践の学習方法を継承しているといえる。 
しかし，ソーシャルメディア経由の情報の

特性が，伝達経路の多様化であることを考え
ると，まず情報の伝達経路を想像し，その上
で伝達経路上の媒介者の信頼性を判断する必
要があり，ソーシャルメディアの「画面上」
で確認できる情報を基に判断するだけでは限
界があるといえる。そこで本研究では，「情
報の伝達経路」を基に情報の信頼性を判断す
る思考を育成する学習プログラムを開発し，
学習効果の検証を行うこととした。 
ここで本研究における「情報の伝達経路を

基に情報の信頼性を判断する思考」の定義に
ついて説明する。定義は，2つの要素からなっ
ている。1つは，「情報の信頼性を判断する思
考」であり，もう1つは，「伝達経路を基に判
断する」という視点である。 
1つ目の要素である「情報の信頼性を判断す

る思考」の定義については，本研究では，後
藤(2005)の「Web情報に対する批判的思考」
の定義を基にすることとする。後藤は，
「Web情報に対する批判的思考」の定義を
「Web情報の信頼性を分析する視点をどの程
度平素から意識し，その分析の視点を生かし
て情報の信頼性を判断する能力を有している
のか」としている。本研究においてはまず，
後藤の定義における「Web情報」への限定を
外し「情報」とする。また，「情報の信頼
性」の内容をより特定するために，ホヴラン
ドら(Hovland et al. 1953)に基づき，「媒介
者の専門性」と「媒介者の目的・意図に対す
る信頼」の合成変数と考えることとする。ま
た，後藤(2007)は，「批判的思考」には〈傾
向性〉〈技能〉〈知識〉の3つの下位分類があ
るとする。〈傾向性〉は「情報の正確さを判
断しようとする態度」であり，〈技能〉は
「情報の真偽を実際に判断できる能力」であ
り，〈知識〉はそれを支える「判断の恨拠と
なるメディアやメディアによるコミュニケー
ションに関する知識」である。本研究におけ
る「思考」もこの3分類で考えることとする。 
次に，「情報の伝達経路を基に情報の信頼

性を判断する思考」のもう1つの要素である
「伝達経路を基に判断する」という視点の定
義について述べる。本研究では「情報の伝達
経路」という言葉を，「情報通信白書」
(2012)に倣い，「情報(メッセージ)がどのよう
な人やメディアに媒介されて伝わったか」と
いう意味で使うこととする。この情報の伝達
経路を基にした判断には，まず「情報の伝達
経路」を想像し，その上で「情報の伝達経路
上の媒介者の信頼性(専門性，目的・意図)」を
判断する，というように2つの段階があると考
えることができる。「情報の伝達経路」に
は，一次情報を持っている人も含むことと
し，一次情報を持っている人の信頼性に対す
る判断も含むこととする。 
以上のことから，本研究では「情報の伝達

経路を基に情報の信頼性を判断する思考」の
定義を，「情報の伝達経路と媒介者の信頼性
(専門性，目的・意図)を分析する視点をどの程
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度平素から意識し，その分析の視点を生かし
て情報の信頼性を判断する能力を有している
のか」とし，この定義に基づき，学習プログ
ラムを開発し，学習効果の評価を行うことと
する。 !
2.　学習プログラムのデザイン 
2.1.　 モデルベース推論による伝達経路の可
視化 
本研究で開発した学習プログラムは，学習

者に，収集する情報を示し，どのような伝達
経路で収集する情報の信頼性が最も高いか
を，情報の伝達経路の図を描きながら考えさ
せるプログラムである。この課題を，現在の
ほか，メディア史における「活版印刷の時代
(幕末)」と「電気通信の時代(昭和末期)」とい
う二つの時代にタイムスリップをしたという
歴史的視点を用いた設定で実施する。本研究
ではこの学習プログラムを「タイムスリップ
情報収集シミュレーション」と名づけること
とした。 
学習デザインの柱は，「モデルベース推

論」に基づいた「情報の伝達経路を描かせ
る」というデザインである。「モデルベース
推論」とは，「自然界の諸現象をモデル化
し，そのモデルを洗練する方法」のことであ
る(レーラー,R. ショーブル,L. 2006=2009)。
例えば，太陽系の構造を模した模型や，世界
の地形の縮図である地図などを用いて可視化
をすることで学習を支援することが該当す
る。レーラー,Rとショーブル,L.(Lehrer,R., 
Schauble,L.)は，この「モデルベース推論」
は，「空間と時間の壁を取り除き，変化を固
定化して思考の対象にすることが可能であ
る」ため，学習デザインとして有効だとい
う。本研究では，「情報の伝達経路」とい
う，空間的にも時間的にも全体像を目で確認
することが難しいものを学習対象とする。そ
のため，情報の伝達経路の典型的なパターン
のモデル図を描かせ，可視化することが学習
者の理解の支援になると考えられる。 
このモデルベース推論の知見を基に，本研

究では，図1のワークシートを開発した。課題

①は，上部に「一次情報を持っている人」を
書かせ，一次情報を持っている人から自分ま
での情報の伝達経路のモデル図を描かせる。
記入方法の例として，学習者に提示するのが
図2である。課題②は，伝達経路の途中で情報
を媒介している人や機関の「目的」等を書か
せる。課題③は，情報の伝達経路のモデル図
を見ながら，「一番信頼性が高いと思う経路
とその理由」を書かせる。課題④は，まとめ
として，「情報の信頼性を確かめるために必
要だと思ったこと」を書かせる。このワーク
シートにより，学習者が情報の伝達経路を想
像し，その上で伝達経路上の媒介者の信頼性
を判断することを支援する。 
本学習プログラムは，ソーシャルメディア

経由の情報の信頼性について，伝達経路を基
に判断する思考の育成を目指すものである
が，テレビ，新聞，書籍等，様々なメディア
を経由した情報の信頼性を比較しながら学ぶ
学習デザインとしている。文部科学省(2006)
の「初等中等教育の情報教育に係る学習活動
の具体的展開について」でも，情報の信頼性
の判断方法として，複数のメディアからの情
報を比較することが提案されており，様々な
メディアを経由した情報を比較することが学
習の支援になると考えられるためである。 !
2.2.　 歴史的視点による情報の伝達経路の相
対化 
2.2.1.　歴史的視点の有効性 
本研究では，このモデルベース推論に基づ

くワークシートを用い，どのような伝達経路
で収集する情報の信頼性が最も高いかを考え
させるという課題を，現在のほか，「活版印
刷の時代(幕末)」，「電気通信の時代(昭和末
期)」という二つの時代にタイムスリップした
という歴史的視点を用いた設定で実施する。
インターネットが普及する前，情報取得にお
ける中心的存在だったマスメディア経由の情
報は，必ず間に媒介者が入るが，その媒介者
は一次情報を持っている人に取材をすること
を基本にしており，情報は定型化された伝達
経路で伝わることが多い。一方，現在，若者
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図1　モデルベース推論に基づいたワークシート

図2　課題①情報の伝達経路のモデル図の書き方例



が日常的に情報を得ているソーシャルメディ
ア経由の情報の特性は，伝達経路が多様化し
ていることである。一次情報を持っている人
が直接発信していることもあれば，一次情報
を持っている人から自分まで多数の媒介者を
経由して届くこともある。ソーシャルメディ
アの伝達経路の特性を理解するためには，ソ
ーシャルメディアが存在していなかった時代
の情報収集を疑似体験することが支援になる
と考えた。 
歴史的視点を用いた学習の有効性は，多く

の研究者や実践者が指摘している。例えば鳥
山(2008)は，現在の自分の生活を取り巻く社
会の仕組みや変化を実感し，現在と将来の生
活に生かしていくために，歴史的視点が有効
であることを指摘している。また，歴史を学
ぶ際には，具体的な目に見える形での人々の
営みを知ることによって学習者が心から納得
をする必要性も指摘している。本研究ではこ
れらの知見をもとに，過去にタイムスリップ
をして情報収集を行うというシミュレーショ
ンを学習プログラムにとりいれた。 !
2.2.2.　本研究におけるメディア史の捉え方 
メディア史の捉え方は，中等教育からの接

続を考え，高等学校の情報科の教科書『社会
と情報』に準じることとした。出版社によっ
て歴史区分の表現が異なるため，本稿では便
宜的に日本文教出版による教科書『社会と情
報』(水越ほか2015)の「メディアとコミュニ
ケーションの歴史」に準じた。同教科書で
は，メディア史を「口承と筆記の時代」「活
版印刷の時代」「電気通信の時代」「コンピ
ュータとネットワークの時代」という4つの時
代に区分している。本学習プログラムでは，
このうち「【1】活版印刷の時代」「【2】電
気通信の時代」「【3】コンピュータとネット
ワークの時代」の三つの時代において情報収
集をさせる。もっとも古い「口承と筆記の時
代」を除いたのは，続く「【1】活版印刷の時
代」と情報の伝達経路が重複する点が多いた
めである。「【1】活版印刷の時代」は，書籍
や瓦版などの印刷物が一部の層に普及しては

いるが，電気通信メディアがないため，遠く
に情報を伝えるには，書状などに記して飛脚
等が運んでいた(市村2004)。また，民衆の中
には字が読めない人も多く(ドーア,R .P. 
1978)，字を読める人が他の人に読み聞かせる
ケースも多かった(市村2004)。そのため，
「【1】活版印刷の時代」と「口承と筆記の時
代」の情報の伝達経路は重複する点が多いと
考えられる。 !
2.2.3.　 タイムスリップ先の設定と収集する
情報 
表1に，本研究におけるメディア史の時代区

分，タイムスリップ先の年代，情報伝達経路
の特徴，タイムスリップ後の立場，収集する
情報をまとめて示す。 
本学習プログラムでは，タイムスリップ先

の年代を「幕末(1950年代)」「昭和末期(1980
年代)」「現在(学習プログラム実施年＝2016
年)」とした。『社会と情報』では，メディア
史の時代区分を，メディアが発明された時点
によって分けている。例えば，「【1】活版印
刷の時代」は，グーテンベルクが活版印刷術
を実用化した1450年から，モールスが電信機
を発明した1840年の前までとしている。本学
習プログラムでは，日本における疑似体験を
行うことから，まず『社会と情報』の時代区
分の基準に従い，日本における各時代区分に
想定する時代を特定した。具体的には，
「【1】活版印刷の時代」の始まりを，キリシ
タン版が登場した1590年(樺島2011 )，
「【2】電気通信の時代」の始まりを，電線が
初めて敷設された1871年(石井1994 )，
「【3】コンピュータとネットワークの時代」
の始まりを，パソコンやインターネットが一
般利用できるようになる1990年頃とした。そ
の上で，その時代のメディア環境の特徴が最
も現れる時期である，各時代の末期をタイム
スリップ先とした。 
次に，各時代において学習者がシミュレー

ションする立場(タイムスリップ後の立場)につ
いて説明する。情報へのアクセス環境は，社
会的地位や収入によって変わってくる。本研
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究では，歴史教育の実践開発を行ってきた加
藤(2015)の知見を基に，「民衆」の立場でシ
ミュレーションをする設計を行った。「【1】
活版印刷の時代(幕末)」に関しては，学習者は
名主(農民)の立場でシミュレーションを行うが
比較的裕福な名主(農民)とすることで，書籍や
瓦版など，当時流通した印刷メディアからの
情報収集も選択肢に入るようにした。また，
自分がいる場所と一次情報を持っている人の
「距離」によって，情報伝達経路が大きく変
わる場合がある。そこで，自分がいる場所を
「現在の東京都町田市」と具体的に設定する
ことで，一次情報との距離が情報の伝達経路
を考える際の材料の一つとなるようにした。 
次に，収集する情報について説明する。各

時代共通で「地震の被害状況」という情報と
した。理由は，(1)一次情報を持っている人が
多いこと，(2)様々な種類のメディアが取り上
げる可能性があり，伝達経路を比較しやすい
ことである。また，被災地は，タイムスリッ
プ先である東京都町田市から遠い場所を選ぶ
ことで，一次情報を持っている人から自分ま
での距離をどのような人(機関)やメディアによ
って情報が媒介されるのかを学習者が考える
ように方向づけた。「【3】コンピュータとネ
ットワークの時代(現在)」で収集する情報が二

つある理由は，事前と事後の比較ができるよ
う，同じ時代における同難易度の課題を行っ
たためである。 
この学習プログラムにより，学習者は，

様々な伝達経路で届く可能性のある情報の信
頼性を，各時代のメディア環境を調べながら
比較する。どの伝達経路で届いた情報の信頼
性が最も高いかという問いに対して，正解は
一つではない。「どのような伝達経路で届い
たか」「伝達経路上の情報の媒介者の信頼性
はどうか」を考えることによって，情報の信
頼性に対する思考を育成することを支援する
学習プログラムとなっている。 !
2.3.　学習プログラムの流れ 
次に学習プログラムの流れを説明する。本

学習プログラムは，個人学習，グループワー
ク，全体学習という流れで実施する(表2)。ま
ず「【3】コンピュータとネットワークの時代
(現在)」で個人学習，グループワーク，全体学
習を順に行い，次に「【1】活版印刷の時代
(幕末)」「【2】電気通信の時代(昭和)」をそ
れぞれ同じ流れで行う。そして最後にもう一
度「【3】コンピュータとネットワークの時代
(現在)」で同様の課題を個人学習で行い，学習
効果を確認する。 
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表1　タイムスリップ先の年代，立場，情報伝達経路の特徴，収集する情報



メディア・リテラシーの学びには，「(1)グ
ループで学ぶ」「(2)能動的な参加」「(3)対話
による学習」「(4)ファシリテーター／教師の
役割」が不可欠とされる(鈴木2004)。本学習
プログラムにおいても，教師はファシリテー
ター役となり，学習者の能動的な参加を促
し，グループワークによる対話の中での学び
を誘発することとした。 
グループワークの際には，構成員が少しず

つ違う形でアイデアを持っていることがより
建設的な答えを導き出すことが指摘されてい
る(三宅・三宅2014)。 
本学習プログラムではこの知見に基づき，

各時代のメディア環境に関する知識の習得に
関して，教師からは『社会と情報』の「メデ
ィアとコミュニケーションの歴史」の資料を
配布するにとどめ，学習者に宿題としてメデ

ィア環境についての調べ学習を課すこととし
た。具体的には，時代ごとに「世の中で起き
ていること(ニュース)を知るためのメディア5
つを選び，信頼性という点でそのメディアの
特徴をまとめる」という宿題を課した。例え
ば，「【1】活版印刷の時代(幕末)」では，ニ
ュースを知るためのメディアとして学生が書い
てきたものに，「かわら版」「高札」「手
紙」「口伝え」などがあった。「信頼性とい
う点でそのメディアの特徴をまとめる」とい
う課題に関しては，例えば「かわら版」につ
いては，「幕府の検閲を経て販売したものは
信頼できるが，中には話を大げさにしたり創
作したりしたものもあるので，一概には言え
ない」「妖怪出現などのガセネタもある。娯
楽志向」など書いてきた。このように当時の
情報伝達メディアと信頼性の面でまとめた特
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表2　学習プログラムの流れと調査時点



徴を書いたワークシートを学習者は授業に持
参をした。各時代のメディア環境，および情
報伝達経路に関する学生たちの理解の妥当性
のない点を修正するために，各時代の1回目の
授業(個人学習)終了時に，メディアの特徴をま
とめたワークシートと，伝達経路等を書いた
ワークシート(図1)を回収し，教員が妥当性の
確認を行った。妥当性のない記述について
は，ワークシートにコメントを入れ，2回目の
授業(グループワーク)の最初に，ワークシート
を返却した。また，2回目の授業の最初に全体
学習としてその時代のメディア環境やメディ
アの特徴について基礎的な部分を説明した。
このようにして，メディア環境，および情報
伝達経路に関する知識の修正を教員が行い，
グループワークをさせた。 !
3.　評価方法 
3.1.　手続き 
本学習プログラム“タイムスリップ情報収集

シミュレーション”の学習効果を評価するため
に，都内の中堅私立大学のメディア専攻の授
業で検証を行った。実施期間は2016年9月か
ら11月までであり，90分授業9回で構成した
学習プログラムを実施した。受講登録者は，2
年生から4年生の68名であった。調査が複数
日程にまたがるため，調査を実施した回の授
業に出席し回答をした学生のデータをそれぞ
れ評価対象とした。 !
3.2.　評価概要 
本学習プログラムは，「伝達経路を基に情

報の信頼性を判断する思考」を育成するもの
である。評価方法は，本研究が「伝達経路を
基に情報の信頼性を判断する思考」の定義の
基にした，後藤(2007)が作成した「Web情報
に対する批判的思考尺度」を，本研究におけ
る定義に合わせて一部修正し，実施した。本
研究では，後藤(2007)に基づき「伝達経路を
基に情報の信頼性を判断する思考」には，
〈傾向性〉〈技能〉〈知識〉の三つの下位カ
テゴリーがあると考える。本学習プログラム
では，宿題の調べ学習によって獲得した〈知

識〉を基にプログラムの課題に取り組む流れ
になっている。〈知識〉は「伝達経路を基に
情報の信頼性を判断する思考」を支える基礎
的なものであり(後藤2007)，〈技能〉と〈傾
向性〉を評価することで，〈知識〉を得てい
るかは判断できると考えらえられる。よっ
て，本学習プログラムで育成する能力は「伝
達経路を基に情報の信頼性を判断する思考」
の〈技能〉と〈傾向性〉とし，この2点の評価
を行った。調査時点を表2に示す。 !
3.3.　 「伝達経路を基に情報の信頼性を判断
する思考〈技能〉」評価方法 
「伝達経路を基に情報の信頼性を判断する

思考〈技能〉」は，ワークシート(図1)の課題
③の記述内容の分析によって行った。 
「批判的思考〈技能〉」の評価をワークシ

ートの課題③によって行った根拠について説
明する。後藤(2007)は「Web情報に対する批
判的思考〈技能〉」の評価方法として，Web
情報の信頼性を判断するケーススタディの問
題を作り，「この情報が信頼できるかどうか
確かめるために『必要だと思われる情報』や
『調べ方』」に関して自由記述をさせ，記述
内容を分析する方法を開発している。本研究
では，後藤の評価方法から，(1)ケーススタデ
ィの問題を作ること，(2)情報が信頼できるか
どうか確かめるために「必要だと思われる情
報」や「調べ方」に関して自由記述で書か
せ，記述内容を分析することの2点を用い，情
報の伝達経路を基に情報の信頼性を判断でき
ているかを確認するための課題に修正をして
評価を行った。具体的には，ケーススタディ
問題を作り，「一番信頼性が高いと思う情報
の伝達経路とその理由を書く」という課題で
評価を行った。 
本学習プログラムでは，この課題を毎回の

授業で実施し，「コンピュータとネットワー
クの時代(現在)」における「1.事前調査」「2.
伝達経路を描かせた後」，経路を描かせると
いう学習デザインに「3.グループワークを加
えた後」，経路を描かせるという学習デザイ
ンに「4.タイムスリップを加えた後」の4つの
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時点における記述内容を分析した(表2)。これ
により，これらの学習方法が，学習者の「伝
達経路を基に情報の信頼性を判断する思考
〈技能〉」の変化と関係するかを評価した。 
評価1～4における学習者の記述内容を，後

藤ら(2013)のルーブリックを参考に作成した
独自のルーブリック(表3)によって点数化を行
った。具体的には，本学習プログラムで育成
を目的とする「情報の伝達経路を想像する能
力(以下，「A.情報の伝達経路」と表記)」
「情報の伝達経路上の媒介者の信頼性(専門
性，目的・意図)を判断する能力(以下，「B.情

報媒介者の信頼性」と表記)」という2点を評
価対象としたルーブリックを作成し，これに
基づき点数化をした。ルーブリックにおける
「A.情報の伝達経路」「B.情報媒介者の信頼
性」に該当する記述内容例は表4に示した。本
学習プログラムで育成を目的とする「A.情報
の伝達経路」か「B.情報媒介者の信頼性」の
どちらかが書けている場合，ルーブリックで
「3点」となる。これが本学習プログラムにお
ける達成目標の最低基準となる。「4点」の記
述は，「A.情報の伝達経路」と「B.情報媒介
者の信頼性」の両方を書けている，または，
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表3　伝達経路を基に情報の信頼性を判断する思考〈技能〉評価のルーブリック

表4　「A.情報の伝達経路」「B.情報媒介者の信頼性」「E.情報のみ」に該当する記述内容例



どちらか一方の記述に「他のメディアの信頼
性の根拠との比較」または「選んだメディア
の長所短所両方」が書けている記述であり，
情報の信頼性を判断する思考を様々な場面に
応用できる能力を獲得していることが示唆さ
れる。その意味で，「4点以上」を達成するこ
とがより望ましいと考える。 !
3.4.　 「伝達経路を基に情報の信頼性を判断
する思考〈傾向性〉」評価方法 
次に，「伝達経路を基に情報の信頼性を判

断する思考」のもう一つの下位カテゴリーで
ある〈傾向性〉の評価方法について説明す
る。〈傾向性〉の評価は，学習プログラム実
施前後に同じ質問紙に回答をしてもらい，変
化を分析することで行った。 
調査項目は，後藤(2007)の「Web情報に対

する批判的思考〈傾向性〉尺度」を，本学習
プログラムが評価対象とする「伝達経路を基
に情報の信頼性を判断する思考」の項目とし
て修正を加えて作成した。作成した調査項目
が表5である。項目1,2,3,6は，本学習プログ
ラムで育成を目的とする「情報の伝達経路を
想像する能力」を問う項目である。「6．媒介
したメディアの特性」が含まれる理由は，媒
介したメディアによって，情報が加工される
かどうかが決まるためである。例えば，テレ

ビ中継のように一次情報を持っている人のメ
ッセージが直接的に受け手に伝わるメディア
もあるし，活字メディアのように記者という
第三者によって情報が必ず加工されて受け手
に届けられるメディアもある。そうしたメデ
ィアの特性による情報の伝達経路を想像でき
ているかを問うのが，項目6である。ここでい
う「メディア」とは，人(組織)から人(組織)へ
と情報を伝える媒介物を指す。項目4,5は，本
学習プログラムで育成を目的とするもう一つ
の能力である「情報の伝達経路上の媒介者の
信頼性(専門性，目的・意図)を判断する能力」
を問う項目である。 
回答内容は，後藤(2007)に従い，「とても

気になる」を4点，「少し気になる」を3点，
「あまり気にならない」を2点，「まったく気
にならない」を1点として得点化した。同じ調
査を検証授業の前後で実施し，対応のあるサ
ンプルによるt検定を行った。 !
4.　結果 
4.1.　 「伝達経路を基に情報の信頼性を判断
する思考〈技能〉」の変化 
「伝達経路を基に情報の信頼性を判断する

思考〈技能〉」を評価する課題(ワークシート
課題③)に対する各学生の記述内容を表3のル
ーブリックに基づいて得点化した結果(記述統
計)が表6である。「1.事前調査」「2.伝達経
路を描かせた後」「3.グループワークを加え
た後」「4.タイムスリップを加えた後(事後調
査)」の4つの時点における記述内容を分析し
た結果，学生の平均得点は，「1.事前調査」
2.95点，「2.伝達経路を描かせた後」3.19
点，「3.グループワークを加えた後」3.59
点，「4.タイムスリップを加えた後」3.78点
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表5　「伝達経路を基に情報の信頼性を判断
する思考〈傾向性〉」調査項目 

(※以下，()内の略称で表記)

表6　「伝達経路を基に情報の信頼性を判断
する思考〈技能〉」記述統計 (N=37)



と上昇した。 
学習方法を変えるたびに行った調査の結果

で，反復測定による1要因分散分析をしたとこ
ろ，調査時点の主効果が有意であった
(F(3,108)=7.82，p<.001)。球面性の仮定は満
たされていたため，自由度の調整等は行わな
かった。ボンフェローニ法による多重比較
（α=.05）を行ったところ，「①事前調査」
と「③グループワークを加えた後」，「①事
前調査」と「④タイムスリップを加えた
後」，「②伝達経路を描かせた後」と「④タ
イムスリップを加えた後」の間に有意差があ
ることが確認できた。 !
4.2.　 「伝達経路を基に情報の信頼性を判断
する思考〈傾向性〉」の変化 
「伝達経路を基に情報の信頼性を判断する

思考」のもう1つの下位カテゴリーである〈傾
向性〉の質問紙調査を検証授業の前後で実施
し，すべてに回答をした46名の回答を対象に
対応のあるサンプルによるt検定を行った。結
果が表7である。 
全項目平均(1-6平均)では，0.1%水準で有意

差が認められた(t(45)=5.02，p<.001)。項目別
にみると，「5．媒介者目的」のみ本学習プロ

グラムの前後での有意差が認められなかった
が(t(45)=1.21，n.s.)，それ以外の項目では有
意差が認められた。 !
5.　考察 
5.1.　 「伝達経路を基に情報の信頼性を判断
する思考〈技能〉」の変化 
「伝達経路を基に情報の信頼性を判断する

思考〈技能〉」の平均得点は，学習プログラ
ム実施前は2.95点であり，実施後は3.78点に
上昇した。本学習プログラムにおける達成目
標の最低得点は3点，思考の応用可能性が広が
るより望ましい得点が4点である。実施前には
達成目標に届いていなかった平均得点が，実
施後には，達成目標を大幅に上回ったのに加
え，思考の応用可能性の広がる，より望まし
い得点である「4点」に近づいたことがわか
る。 
学習方法を変えるたびに行った調査の結果

からは，「2.伝達経路を描かせる」という学
習デザインは，単独では学習効果に有意差は
見られなかった。「3.グループワーク」「4.タ
イムスリップ」を加えることで学習効果に有
意差が見られた。しかし，「3.グループワー
ク」と「4.タイムスリップ」との間に統計的
な有意差が示されなかったことから，6週間を
要したタイムスリップ活動単独での効果につ
いては特定できなかった。 !
5.2.　 「伝達経路を基に情報の信頼性を判断
する思考〈傾向性〉」の変化 
「伝達経路を基に情報の信頼性を判断する

思考」のもう一つの下位項目である〈傾向
性〉に関しては，調査した全項目平均におい
て，本学習プログラムによる上昇が確認でき
た。項目別で見ると，「5．媒介者目的」の1
項目で上昇がみられなかった。これは，「伝
達経路を基に情報の信頼性を判断する思考
〈傾向性〉」における「情報の伝達経路を想
像する能力」においては，本学習プログラム
の前後で有意な上昇がみられたが「情報の伝
達経路上の媒介者の信頼性を判断する能力」
の下位項目の一つである「媒介者目的」で有
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表7　「伝達経路を基に情報の信頼性を判断
する思考〈傾向性〉」対応のあるt検定

(N=46)



意な上昇がみられなかったことを意味する。
「媒介者目的」に基づいて情報の信頼性の判
断をするには，媒介者であるソーシャルメデ
ィアの情報発信者，テレビ局，新聞社等がど
のような目的をもって情報発信をしているの
かについての〈知識〉が必要である。本学習
プログラムでは，〈知識〉は宿題の調べ学習
で事前に得てくることにしたが，個々の学生
による調べ学習でこれらの〈知識〉を十分に
得るのには限界があったことも考えられる。
学生がこうした「媒介者目的」に関する知識
を事前に得るために学習方法の工夫が必要で
あることが示唆されたといえる。 !
6.　まとめ 
6.1.　結論 
本研究は，「伝達経路を基に情報の信頼性

を判断する思考」を育成するための学習プロ
グラムを開発し大学の授業で学習効果の検証
を行うものであった。「伝達経路を基に情報
の信頼性を判断する思考」を〈技能〉と〈傾
向性〉に分けて効果を検証した結果，「伝達
経路を基に情報の信頼性を判断する思考〈技
能〉」に関しては，本学習プログラムの達成
目標を大幅に上回ったのに加え，思考の応用
可能性の広がる，より望ましい思考力に近づ
いたことがわかった。学習デザインに関して
は，柱である「情報の伝達経路を描かせる」
という学習デザインだけでは学習効果は出な
いが，「グループワーク」「タイムスリッ
プ」という学習方法を加えることで学習効果
が出ることがわかった。 
「伝達経路を基に情報の信頼性を判断する

思考〈傾向性〉」に関しては，「情報の伝達
経路を想像する能力」においては本学習プロ
グラムの効果が示唆されたが，「情報の伝達
経路上の媒介者の信頼性を判断する能力」の
下位項目の一つである「媒介者目的」に関し
てのみ効果を確認するに至らなかった。この
項目における学習効果を上げるためには，
〈知識〉を得るための学習方法の工夫が必要
であることが示唆された。 
以上の結果から，本学習プログラムが，

「伝達経路を基に情報の信頼性を判断する思
考」〈技能〉および〈傾向性〉の育成に対し
て一定の効果があることが確認できた。一
方，〈技能〉に関しては，「媒介する人(組織)
を判断する能力」が育成されたことが示唆さ
れたが，〈傾向性〉に関しては，「媒介した
人(組織)の目的」で有意な結果が出なかった。
これは，「伝達経路を基に情報の信頼性を判
断する思考」の〈技能〉と〈傾向性〉の学習
効果がでるのは時間差がある，または異なる
育成方法が求められることが示唆されたとい
える。 !
6.2.　本研究の課題 
最後に，本研究の課題について五点述べ

る。一点目は，本研究で開発した学習プログ
ラムは，対象を限定して試行的に検証を行っ
たものであるということだ。汎用性の確認に
ついては，調査対象を広範に広げ，検証を行
っていかなければならないと考えている。 
二点目は，「伝達経路を基に情報の信頼性

を判断する思考」の調査項目についてであ
る。本研究では，後藤(2007)の「Web情報に
対する批判的思考尺度」を基に作成，実施し
たが，本学習プログラムに合わせて調査項目
の修正を行っており，本研究で作成した調査
項目の信頼性については十分検証ができてい
るとはいえない。 
三点目は，「伝達経路を基に情報の信頼性

を判断する思考〈技能〉」の評価についてで
ある。この評価では，学習方法の違いによる
変化を確認するため，同様の課題を何度も実
施している。それにより，学習方法による効
果の確認ができたが，一方で，反復による学
習効果がある可能性は否定できないと考えて
いる。タイムスリップ活動単独の効果が特定
できなかった理由についても，毎週同じ課題
を行ったことによる効果が，タイムスリップ
活動以前に表れていたためと考えることもで
きる。タイムスリップ活動単独の効果の測定
は課題として残っている。また，本研究では
課題③の記述内容により評価を行ったが，課
題①②の記述内容を分析し，課題③の記述内
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容との関係を見ることで，課題①②の課題が
「伝達経路を基に情報の信頼性を判断する思
考〈技術〉」の学習の支援になっていること
を確認できる可能性も高まる。 
四点目は，「伝達経路を基に情報の信頼性

を判断する思考〈傾向性〉」と各学習方法の
関係に関する分析である。本研究では「伝達
経路を基に情報の信頼性を判断する思考〈技
能〉」と各学習方法の関係については分析が
できたが，「伝達経路を基に情報の信頼性を
判断する思考〈傾向性〉」と各学習方法の関
係については分析ができていない。 
五点目は，本学習プログラムにおける「シ

ミュレーション」という学習スタイルの限界
である。インターネットにおける情報の信頼
性の判断には，サイトのドメインや，更新日
時，検索エンジン，リンク集等のメタ情報も
必要だとされる(成田2003)。本学習プログラ
ムでは，シミュレーションという性質上，こ
のようなメタ情報が省略されたデザインにな
っており，情報の信頼性を判断する思考育成
のための完全なプログラムとは言えない。し
かし冒頭で述べたとおり，伝達経路が多様化
していることが特性であるソーシャルメディ
ア経由の情報の信頼性を判断するには，「画
面上」で確認できる情報のみを基にした判断
だけでは限界がある。そこを補うのが本学習
プログラムである。本学習プログラムの長
所・短所を理解した上で今後の普及や展開を
考えていく必要があると考えている。 !
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Development and Assessment of an Educational Program  
Aimed at Cultivating Thinking to Evaluate Information 
Credibility Based on the Communication Pathways !!

MURAI, Asuka (J. F. Oberlin University) 
HORITA, Tatsuya (Tohoku University) !!!

 Recently it is common among young people to obtain information via social media. 
Nevertheless, learning methods focused on the characteristics of communication pathways 
with regard to information disseminated through social media have not been established. 
While there exists abundant primary information on social media, in some cases, the 
primary information is mediated by multiple individuals and is often difficult for the 
recipient to understand. Based on the assumption that evaluating the credibility of 
information via social media requires a consideration of the “communication pathways” 
and evaluation of the credibility of mediators, we developed a learning program aimed at 
cultivating thinking to evaluate the credibility of information based on the "communication 
pathways" and verified its efficacy in a university class. The efficacy of the program was 
analyzed with regard to two areas of “thinking”: “thinking skills” and “thinking 
dispositions.” Our study confirmed a certain level of efficacy in both areas, but at the same 
time, some differences in its efficacy between the two areas were also identified, including 
time differences in the learning effect and differences in the training methods required for 
developing the two areas of thinking. !
Key words: Media Literacy, Social Media, Media History, Educational Program, Higher 

Education  !!!!
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