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［要約］本研究は，日本国内の初等・中等・高等教育課程の理数授業において何らかのテクノロジーを活用し

た研究を収集し，その成果を量的に統合することで，科学教育におけるテクノロジー活用の全般的な

効果を明らかにすることを目的とした。先行研究より抽出した 12 件の論文を対象に効果量を統合した
結果，平均効果量は g 0.42 であることが明らかになった。この結果より，科学教育におけるテクノロジ
ー活用には小～中程度の効果があるものの，他の教育方法に比べて高い効果を示しているとは言え

ないことが明らかになった。また，追加の分析から，研究間に異質性が見られることや，出版バイアス

が見られないことが明らかになった。 

［キーワード］メタ分析，テクノロジー活用，ICT，効果量，変量効果モデル 

 
１．研究の背景と目的 

 現代社会において，テクノロジー活用の重要性

はあらゆる職業において高まっており，その影響

は教育の分野にも及んでいる。UNESCO（2010）
は，21 世紀を生きる子供に必要なリテラシーの１
つとして，情報・メディア・ICT リテラシーを挙げ，

その育成を求めている。また，多くの国が教育に

おける ICT 環境の充実に取り組んでいる（小川，
2015）。このように，テクノロジーの活用に関する
重要性の認識が世界的に高まっているといえる。

同様の傾向は，国際調査にも見て取れる。国際

学習到達度調査（PISA）では，かねてよりデジタ
ル能力の調査が行われており，2015 年調査から
は，コンピューター使用型の調査へ移行されてい

る（OECD， 2016 ）。国際教員指導環境調査
（TARIS）では，2008年の第１回より教員の ICT ス
キルの調査が行われている。 
 日本においても，平成 25 年に「第２期教育振興
基本計画」が閣議決定され，ICTの積極的な活用
による授業革新が示されている（文部科学省，

2013）。「第２期教育振興基本計画」では，学校に
おける ICT環境整備について，教育用コンピュー
ター１台当たりの児童生徒数 3.6 人を目指すとさ
れており，この整備目標水準を達成するために必

要な所要額を計上した「教育の IT 化に向けた環

境整備４か年計画」（平成 26年度から 29年度）に
沿って， ４年間で総額6712億円の投資が行われ
てきた。 
 このような背景の中，各教科の教育においてテ

クノロジー活用が検討されてきた。科学教育にお

ける例として，佐竹（2014）は，中学校１年生を対
象に，「気体の発生と性質」の単元においてタブ

レットPCを活用し，学習内容の理解に効果があっ
たことを報告している。他にも，高橋ら（2009）では，
小学校高学年を対象に，算数科提示用デジタル

コンテンツを授業内で活用することで，学習者の

理解度に効果があったことを報告している。このよ

うに，科学教育においてもテクノロジーを活用し，

その効果を検証している研究がみられる。一方で，

これらの研究は，活用するテクノロジーの種類や

示された効果の種類・大きさにバラツキがあり，研

究成果を統合して全体像を把握する必要がある。

研究成果を量的に統合する手法として，メタ分析

を挙げることができる。 
メタ分析とは，同一のテーマについて行われた

複数の研究結果を統計的な方法を用いて統合す

る分析である（山田，2012）。そして，メタ分析は，
個々の先行研究の結果をもとに効果量（effect 
size）と呼ばれる指標として抽出し，抽出された効
果量を分析して結論を導くことに特徴をもつ（山田，

2012）。したがって，このようなメタ分析を行うことで，
量的な効果検証を行っているテクノロジー活用に

関する研究の知見を統合することができると考え

る。 
 メタ分析をテクノロジー活用に関する研究を対

象に行った先駆的な研究として，齋藤・金性

（2009）と Hattie（2009）が挙げられる。齋藤・金性
（2009）は，高等教育における e-Learning に関す
る研究結果を収集し，それらを用いて e-Learning
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の効果に関するメタ分析を行い，e-Learning には
小～中程度の効果（g 0.42）があることを明らかに
している。同様に，Hattie（2009）は，コンピュータ
ーを利用した指導の効果に関するメタ分析を行い，

小～中程度の効果（d 0.37）があることを明らかに
している。 
しかし，このようなテクノロジー活用に関する研

究を対象としてメタ分析を行った研究では，学校

授業や特定の教科に限定しておらず，教科ごとの

効果については検討されていない。また，齋藤・

金性（2009）や Hattie（2009）からは，年数が経過
しているため，近年のテクノロジー（例えば，タブレ

ットや VR ソフト）活用の研究成果を統合すること

はできていない。 
 以上のことから，本研究では，日本国内の初等・

中等・高等教育課程の理数授業において何らか

のテクノロジーを活用した研究を収集し，その成

果を量的に統合することで，科学教育におけるテ

クノロジー活用の全般的な効果を明らかにするこ

とを目的とした。この目的を達成することで，統計

的な観点から，どのようなテクノロジー活用が，資

質・能力の育成にどの程度効果を及ぼすのか，そ

れらの総合的な知見を提供することができると考

える。 
 
２．研究の方法 
 メタ分析では大まかな流れとして，文献の収集

基準とコーディング基準の決定，文献の収集とコ

ーディング，統計的分析という手順を踏む。以下

に，各手順の詳細を示す。 
 
２．１ 収集基準 
 研究の目的を達成するために，本研究では次

の①～⑤を満たす論文を収集の対象とした。 
① 日本国内の査読付き論文であり，『科学教育

研究』『理科教育学研究』『日本教科教育学

会誌』『日本教育工学会論文誌』『教育メディ

ア研究』『教育情報研究』のいずれかに掲載

されている。 
② 論文のタイトルかキーワードに，次の用語の

いずれかを含む。「プログラミング，プログラミ

ング的思考，デジタル教科書， e-Learning
（MOOC なども含む），LMS，CBT（Computer 
Based Test），CAI，教育システム，AI（人工知
能），知的教育システム，システム評価，ニュ

ーラルネットワーク，深層学習，映像教材，デ

ジタルコンテンツ，インターネット，遠隔授業，

オンラインデータベース，ロボット教材，ICT 
活用指導力，Web 評価システム，学習支援
システム，タンジブルインターフェイス，科学

教育番組，創造性育成，タブレット，ゲーム，

ゲーム教材，シミュレーション，IoT，情報リテ
ラシー，情報活用能力，情報倫理・情報モラ

ル，Learning Analytics，IR（教学 IRを含む），
国際比較，産学官連携，STEM」 

③ 電子機器を用いたテクノロジーを理科・数学
（算数）の授業内で 1回でも使用している。 

④ 資質・能力として，知識・理解か思考力を測定
し，効果量が算出可能な形で数値データを

示している。 
これらの基準に対応する形で，段階的な抽出を

行った。抽出に際しては，各論文が基準を満たす

かどうかを４人の執筆者で分担して判断し，判断

に迷った場合は，話し合いによって適宜判断を行

った。収集された論文からは，数値データの他に，

テクノロジー活用の効果への影響を検討する調

整変数として，教科・被験者・出版年代の学校種

を記録した。 
 
２．２ 探索方法 
 論文検索データベースである J-Stageを用いて，
2018年 5月に検索を行った。 
 
２．３ 統計的分析方法 
 まず，記録された数値データをもとに，効果量の

計算を行う。効果量にはさまざまな種類や計算方

法が提案されているが，本研究ではバイアスを修

正した標準化平均値差であるヘッジスのｇ（以下，
効果量 g）を用いた。効果量 g は研究デザインや
示された数値の種類によって計算方法が異なる。

本研究では，研究のデザインに応じて，以下の計

算式を使い分けた。なお，n，μ，s は順に，各群
のサンプルサイズ，平均，標準偏差を指し，df は
自由度を指す。 
 
Ａ．対応のない 2群の平均値差の場合 
 𝑔 = (1 − 3

4(𝑛1+𝑛2−2)−1
) × 𝜇1−𝜇2

√𝑛1𝑠1
2+𝑛2𝑠2

2

𝑛1+𝑛2

  

Ｂ．対応のある 2群の平均値差の場合 
 𝑔 = (1 − 3

4(𝑛−1)−1
) × 𝜇1−𝜇2

𝑠1
  

Ｃ．分散分析のＦ値から換算する場合 

 𝑟 = √ 𝐹値
𝐹値−𝑑𝑓

   

 𝑔 = (1 − 3
4(𝑛𝑖−𝑑𝑓)−1

) × 2𝑟
√1−𝑟2  

Ｄ．対数オッズ（LOR）から換算する場合 

 𝐿𝑂𝑅 = 𝐼𝑛 (実験群のオッズ
統制群のオッズ

)  

 𝑔 = (1 − 3
4(𝑛1+𝑛2−2)−1

) × 𝐿𝑂𝑅 × √3
𝜋
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 また，得られた各研究の効果量 g を統合し，研
究全体の平均効果量を算出する方法としては，

変量効果モデルを採用した。変量効果モデルと

は，各研究の誤差を被験者レベルの標本誤差と

研究レベルの標本誤差の２つで捉えるモデルで

ある。また，研究間のばらつきの大きさを表す統

計量 や I2を算出し，効果量の等質性を検討し

た。 
 次に，漏斗プロットの描画，フェイルセーフ の

算出を通して，公表バイアスの有無を検討した。 
 最後に，調整変数を投入した変量効果モデル

に基づき，効果量に対する調整変数の影響を検

討した。 
 
３．結果と考察 
３．１ 全般的な効果 

 はじめに，文献の収集を行った。抽出基準①と

②を満たす論文は 901 件，③までを満たす論文
は 415件，④までを満たす論文は 12件であった。
また，12 件の論文に含まれるサンプルサイズの合
計は， 1471 であった。最終的に抽出された 12
件を，本研究におけるメタ分析の対象として分析

を進めることにした。 
次に，対象論文に示されたデータから効果量 g

を算出し，変量効果モデルに基づき，平均効果

量を推定した。また，対象となった学校種や教科

といった情報についてもコーディングを行った。結

果を表１に示す。 
 

表１ 対象論文と効果量 gの推定値 

 
  
表１では，縦軸に個々の研究の情報，横軸に

効果量を示している。また，各研究の■の位置は

効果量の推定値，面積は効果量の重みを表し，

左右に伸びる線分は 95 信頼区間を表している。

また，◆は，研究全体の平均効果量の推定値とそ

の95 信頼区間を表している。表１より，研究全体

の平均効果量の推定値は g 0.42 であり，95 信

頼区間に０を含まないことから，有意な結果である

ことがわかる（p  0.001）。また，Lecoutre et al.
（2010）の計算式に基づき，ベイズ型予測確率で
ある prepを算出したところ，prep 0.9864であった。

このことから，当該分野において今後得られる研

究の効果量が正の値である確率は，98.64 であ

ると解釈できる。 
効果量の大きさに関する判断基準として，

Cohen（1988）は，0.20 を小さい効果量，0.50 を中
程度の効果量，0.80 を大きい効果量の目安として
示している。この基準に基づけば，本研究で得ら

れた平均効果量 g 0.42 は小～中程度の効果量
といえるが，Cohen の基準は自身の経験と洞察か
ら導かれたものであり，慎重な解釈が必要である。

そこで，参考になる基準として，Lipsey & Wilson
（1993）がある。Lipsey & Wilson（1993）は，心理・
教育・行動的介入に関する 302個のメタ分析の結
果を検討し，効果量の平均が0.50，中央値が0.47，
標準偏差が 0.29 であったことを示している。この
結果に照らせば，本研究の平均効果量は他の種

類の研究と比べて高いとは言えない。テクノロジ

ー導入にかかるコストを考えれば，他の教育方法

より優先して新たなテクノロジーを授業に導入する

ことについては、慎重な検討が求められる。 
 
３．２ 公表バイアス 
 Greenwald（1975）は，統計的に有意な結果が得
られた場合と得られなかった場合で，研究が公表

されるかに大きな差が存在することを報告してい

る。これは，公表バイアスと呼ばれ，当該分野の

研究の全体像を掴む上での障害となる。そこで，

公表バイアスの有無を２つの方法で検討する。 
 はじめに，漏斗プロットを図１に示す。 
 

 
図１ 漏斗プロット 

 
 図１では，縦軸に標準誤差，横軸に効果量の推

定値をとり，各研究をプロットしている。研究が偏り

なく集められていれば，それらの研究から得られ

る効果量の推定値は，おおよそ，真の効果量を中

心とした左右対称に近い分布（△の中におさまる

形）になるはずである。図１を見ると，ほとんどの研

究が△の中に入った左右対称に近い分布になっ

ており，公表バイアスの可能性は低いように見え

る。 
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 また，公表バイアスを検討する別の方法として，

フェイルセーフ を算出した。フェイルセーフ と

は，この先，平均効果量が０の研究を何個追加し

たときに，全体の平均効果量が有意でなくなるか

を示す。本研究から算出されるフェイルセーフ

は 300 であった。つまり，有意でない未公表研究
が多少存在したとしても，テクノロジー活用の効果

が有意であるという結論自体は揺らがないものと

考えられる。 
 
３．３ 調整変数の影響 
表１からは，研究間で効果量にはばらつきがあ

ることが読み取れる。そこで，統計量 を算出した

ところ， 34.39 であり，有意であった（p  0.001）。
このことから，効果量の変動は標本誤差だけでは

説明できず，研究間の差異が効果量の変動に影

響を及ぼしていると考えられる。ただし，統計量

には，研究数が多いほど有意になりやすくなると

いう問題点が指摘されている（Borenstein et al., 
2009）。そこで，効果量のばらつきをとらえる記述
統計的方法として，I 統計量を算出した。その結
果，I ＝80.32 であった。I 統計量の判断基準と
して，Higgins et al.（2003）は，25 で低い異質性，

50 で適度な異質性，75 で高い異質性を提案

している。この基準に基づけば，本研究で得られ

た I ＝80.32 は，高い異質性を示すものと解釈で

きる。２つの統計量から，研究間の差異が効果量

の変動に影響を及ぼしていることが示唆された。

そこで，研究間の差異に影響を及ぼす変数につ

いて検討する。調整変数に基づいて研究の群分

けを行い，分散分析的アプローチによって各調整

変数の影響を検討した。結果を表２に示す。 
 

表２ 調整変数ごとの結果 
調整変数 研究数 g 95  

信頼区間 B 

教

科 

理科 7 .53 [0.26, 0.80] 1.64 
(p ) 数学 

（算数） 5 .26 [-0.94, 0.57] 

被

験

者 

小学生 3 .56 [0.13, 0.98] 

2.96 
(p ) 

中学生 5 .38 [0.08, 0.68] 
高校生 2 .59 [0.10, 1.07] 
大学生 2 -.08 [-0.77, 0.61] 

年

代 

1990s  3 .64 [0.18, 1.10] 
2.35 

(p ) 2000s  4 .51 [0.14, 0.87] 
2010s  5 .23 [-0.09, 0.56] 

 
 表２において， B は，研究群間の 統計量を

示す。どの調整変数においても B が有意でなか

ったことから，今回設定した調整変数では効果量

の異質性を説明できていないことが明らかになっ

た。特に，年代別の効果量に大きな差が見られな

いことは，注目に値する。テクノロジーは，年代の

進行とともに進化するものと考えられるが，その効

果が資質・能力の育成には寄与しているとは言え

ないという結果であった。今後は，メタ分析に含め

る研究数を増やしつつ，研究間の異質性を説明

する新たな変数を検討する必要がある。 
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