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Ⅰ．研究の背景および目的
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．世界教育フォーラム2015において採択された
インチョン宣言では，「情報通信技術（ICTs）につい
ては教育システム，知識の普及，情報アクセス，質の
高い効果的な学習，さらに効果的なサービス提供に生
かされる」と示されている（日本ユネスコ国内委員会，
2015）．また，多くの先進国が教育における ICT環境
の充実に取り組んでいる（小河，2015）．2015年の教

育関連テクノロジー企業のスタートアップに対する投
資額は，アメリカで1850億円，中国で2030億円に達
した（JMDedu, 2017）．さらに，国際学習到達度調査
（PISA）では，2009年調査よりデジタル読解力の調査
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, 2017）．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（OECD, 2009）．
このように，教育における ICT環境の充実や国際調
査の現状からテクノロジーの活用に関する重要性の認
識は世界的に高まっているといえる．
日本においても，平成30年に「第３期教育振興基
本計画」（2018年度から2022年度）が閣議決定され，
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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，2018）．「第３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，学習者用
コンピューターを３クラスに１クラス分程度整備する
ことが示された．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 ICT化に向けた環
境整備５か年計画」（2018年度から2022年度）に沿っ
て，年間1805億円の投資が計画されている．このよ
うに，国内においても教育におけるテクノロジーへの
投資が進んでいる．
こうした背景の中，中央教育審議会答申においては，
理数科教育においてテクノロジーを活用することが示
された（中央教育審議会，2016）．また，これまで理
数科教育においてテクノロジーを活用した授業実践と
その効果検証が行われてきた．例えば理科授業におけ
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，学習内容の理解に正の効果があったことを
報告している．鳥居ら（1998）は，大学生を対象に，
アニメーションを用いて力学問題についての支援を行
い，学習内容の理解に正の効果があったことを報告し
ている．算数授業における例として，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
度に正の効果があったことを報告している．これらの
研究では共通して，教師や児童が授業内で電子機器を
用いて学習を進めている．また，メディア教育開発セ
ンター（2007）は，小・中・高等学校の算数・数学・
理科の授業における ICT活用の有無を比較し，ICTを
活用した方が客観テストの点数が高いという実態を明
らかにしている．このように，理数科教育においてテ
クノロジー活用が正の効果を持つことを示した研究が
見られる．
一方で，テクノロジーを活用した授業には，負の効
果が認められた研究（例えば，稲垣・廣瀬，2011）
もある．さらに，正の効果が認められた研究において
も，効果の種類や大きさ，調査対象の違いがあること
などから，単一の研究事例から全般的な効果について
論じることは難しい（Torgerson, 2003；山田・井上，
2012）．このような状況において，テクノロジー活用
の全般的な効果を検討するためには，研究成果を統合
して全体像を把握する必要がある．
研究成果を統合する方法には，記述レビューとメタ

分析の２種類がある．記述レビューとは，あるテーマ
に沿って収集された論文を執筆者の主張に基づき網羅
的にレビューする方法である．一方，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方法である．メタ分析では，
個々の先行研究の結果をもとに効果量（effect size）と
呼ばれる指標を抽出し，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・井上，2012）．
２つの方法の比較として，平井（2017）は，メタ分
析の方が手順の客観性と再現性が高いと述べている．
また，Cooper & Rosenthal（1980）は，７つの研究に
ついて記述レビューとメタ分析の両方を実施した結
果，メタ分析による数量的な結果のほうがより正確で
あったことを報告している．したがって，テクノロ
ジー活用の全般的な効果を検討する際にも，メタ分析
を用いて量的な効果検証を行うことが適当と考えら
れる．
テクノロジー活用に関する研究を対象にメタ分析
を行った研究として，例えば，齊藤・金（2009）と
Hattie（2009）が挙げられる．齊藤・金（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
特定の教科や評価項目に限定して研究を収集していな
いため，教科ごとの効果や評価項目の影響については
検討が行われていない．また，齊藤・金（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．理数
科という限られた教科範囲の中で，評価項目を限定し
て研究成果を統合する必要がある．
理数科の具体的な教科名としては，算数・数学・理
科などが挙げられるが，これらの教科の学習指導要領
では，目標として資質・能力の育成が掲げられている．
テクノロジー活用に関する研究では，使用したテクノ
ロジーに対する印象を評価項目とする研究も多いが，
教科の目標として挙げられている資質・能力に対する
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影響に焦点を当てることは，理数科教育におけるテク
ノロジー活用の効果を検討する上で重要だと考えら
れる．
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科教育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，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．

Ⅱ．研究の方法
メタ分析の手順について検討した Cooperは，５段階

モデル（Cooper, 1982），６段階モデル（Cooper, 2007）
という２回の改定を経て，最終的に７段階モデル
（Cooper, 2009）を提案している．７段階モデルでは，
表１に示す７つの手順が示されている．
本研究では，表１に示す Cooper（2009）の７段階
モデルに沿って研究を進めた．１～５の手順の詳細を
以下に示し，６～７については，次章にて示す．

１．問題の定式化
はじめに，文献の収集基準について検討する．本研
究は国内の理数科教育におけるテクノロジー活用の効
果を収集・統合することを目指している．国内の理数
科教育という限定は，収集基準として，国や調査対象
者の範囲を設定するものである．ここで，テクノロ
ジー活用の効果とは，あるテクノロジーを使用した実
験群と使用していない統制群のパフォーマンスや，テ
クノロジーを活用する前後のパフォーマンスを測定・
比較することで示されるものである．ただし，パ
フォーマンスの測定方法や測定内容は論文によって異
なるため，統合の水準を明確にし，収集基準を設定す
る必要がある．統合の水準として本研究では，育成さ
れた資質・能力を数値データとして測定している研究
を対象とする．ここで，資質・能力とは，各教科で育
成が求められる知識及びその理解と，知識を活用する
思考力と定義する．これらは，新学習指導要領（文部
科学省，2017）に示された，３つの資質・能力のうち，
「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」に対応す
るものである．資質・能力として，知識・理解か思考
力を測定していることが，収集基準となる．
なお，テクノロジーを活用した実践研究の数値デー
タを集める上では，本来，可能な限り多くの事例を集
めることが理想であるが，すべての実践が公開されて
いるわけではなく，執筆者が入手可能な資料には限界
がある．そこで，収集に関する制約条件から，日本国
内で実践・発表された研究であること，査読付き論文
誌に掲載されていることを収集基準に追加した．後者
の基準については，研究の質を保証するものでもあり，
後に述べる「４．研究の質の評価」にも関わるもので
ある．本研究では，理数科教育においてテクノロジー
を活用した実践研究が見られる学会誌を定め，研究を
収集した．学会誌は，理数科教育についての実践を多
く扱ってきた実績のある８誌を執筆者で検討して選定
した．
また，本研究では，テクノロジーを活用した研究を
収集するため，多くのテクノロジーを網羅するように
キーワードを挙げ，検索を行うという方法をとる．
キーワードには日本科学教育学会の特集号趣旨説明に
おいて示された43個のキーワード（重複を含む）を
用いた．以上の収集基準を整理すると表２のように
なる．
表２に示す①～④を満たす論文を収集の対象とした．

表１　メタ分析の手順

（Cooper（2009）および山田・井上（2012）をもとに整理・作成）
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２．文献探索
文献の検索に際しては，はじめに，論文検索データ
ベースである CiNiiおよび J-Stageを用いて前述のキー
ワードで文献を検索した．次に，表１に示した②～④
に対応する形で，段階的な抽出を行った．また，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．なお，文献の検索は，
2018年５月に実施した．

３．情報の収集
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・資質能力・活用目的を記録
した．

４．研究の質の評価
テクノロジー活用の効果は，文献によって様々な形
式で示されるが，本研究で用いるメタ分析によって統
合可能なのは効果量が算出できる数値データが示され
ている研究である．そこで，示された数値データから
効果量が算出可能かを評価し，算出不可能な論文は分
析対象から外した．なお，収集基準に示した通り，本
研究では査読付き論文を収集の対象としており，収集

の際に間接的にも研究の質を評価していることになる．

５．研究結果の分析と集積
はじめに，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，山
田・井上（2012）を参考に，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， y  

  
，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．また，下付きの数字は，対応のない
２群の平均値差の場合，１が実験群，２が統制群を指
す．対応のある２群の平均値差の場合，１が事後，２
が事前を指す．

A．対応のない２群の平均値差の場合
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  B．対応のある２群の平均値差の場合
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  C．分散分析の F値から換算する場合
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  D．対数オッズ（LOR）から換算する場合

 LOR ln   
 

実験群のオッズ
統制群のオッズ

 

   
 

g LOR
n n 

 
       1 2

3 31
4 2 1

 

また，得られた各研究の効果量 gをサンプルサイズ
で重み付けをして統合し，研究全体の平均効果量を算
出した．算出方法には，変量効果モデル（制限付き最
尤法）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．Borenstein et al.（2009）

表２　収集基準
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は，研究者・母集団・手続きがすべて同じ場合を除き，
多くの場合は変量効果モデルを適用することが妥当
であると述べており，本研究もこれに従った．また，
研究間の効果量のばらつきの大きさを表す統計量 Q

（Cochran, 1950）や I 2（Higgins et al., 2003）を算出し，
効果量の等質性を検討した．統計量 Qや I 2が大きい
ほど，研究間の効果量のばらつきが大きいと解釈でき
る．統計量 Qは各研究の効果量の平均からのずれの
二乗をサンプルサイズの重みで補正したものを足し合
わせることで求めることができる．統計量 Qは，近
似的に自由度＝研究数－１のカイ二乗分布に従うこと
が知られており，研究の等質性に関して検定（Cochran

の Q検定）を行うことができる（Grimm & Yarnold, 

1994）．I 2は，Qから自由度を引いたものを Qで除し
た上で100倍することで求めることができる．I 2は百
分率で表現されるため，Qのように研究数に依存する
こともない（山田・井上，2012）．研究間の効果量の
ばらつきが大きい（等質性が低い）場合は，標本誤差
の影響だけで効果量が異なっているとは言えず，母集
団効果量の変動を仮定するモデルである変量効果モデ
ルを適用する根拠となる（岡田・小野寺，2018）．
次に，漏斗プロット（Funnel Plot）の描画，フェイ
ルセーフ N（Fail-Safe N）の算出を通して，公表バイ
アスの有無を検討した．公表バイアスとは，実際に行
われた研究の中で有意な結果が得られなかったものが
公表されないことによって発生する偏りのことを指す
（Smith, 1980；岡田・小野寺，2018）．漏斗プロットの
描画やフェイルセーフ Nの算出を通して，公表バイ
アスの程度を検討することができる（Mullen, 1989；
山田・井上，2012；岡田・小野寺，2018）．
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．
なお，量的分析に際しては，ソフトウェアとして R

（ver. 3.5.1）および Rstudio（ver. 1.1.456），追加のパッ
ケージとして metafor（ver. 2.0-0）を用いた．

Ⅲ．結果と考察
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，
であった．そして，「知識・理解か思考力を測定し，
数値データを示している」という基準④までを満たし，
効果量が算出可能な論文は11件であった．したがって，

最終的に抽出された11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．なお，11
件の論文に含まれるサンプルサイズの合計は，重複を
除き，N＝1330であった．抽出された論文におけるテ
クノロジーを活用した授業の具体としては，タブレッ
ト PCを用いて天体の動きを示すもの（及川・加藤・
横山，2015）や，拡張現実（AR）を用いて骨格を映
し出すもの（中野ら，2016）が見られた．また，抽
出された論文について，調査問題を用いて資質・能力
を測定した結果がデータとして示されていることを執
筆者全員で確認した．抽出した論文が測定している資
質・能力やその測定方法は論文末の Appendix1に示す
通りである．Appendix1より，研究によって測定方法
は異なるものの，どの研究も本研究における資質・能
力を測定している．よって，テクノロジーの活用によ
る資質・能力の育成という１つの枠組みとしてメタ分
析による統合が可能だと判断した．
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．効果量 gを算出する際，複数の数値が示されてい
る論文については，Appendix1に示す方法で，対象論
文の効果量を１つにまとめた．次に，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３に示す．
表３はフォレストプロットと呼ばれ，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３より，研究全
体の平均効果量の推定値は g＝0.40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＜ .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＝0.9614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，96.14％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＝0.40は小～中程度の大きさの効果量といえる．た
だし，Cohenの基準は自身の経験と洞察から導かれた
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効果の大きさの判断基準であり，慎重な解釈が必要で
ある．そこで，判断の参考となる事例として，Lipsey 

& Wilson（1993）と Hattie（2009）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．Hattie（2009）は，多くの指導法のメタ分析結
果を統合した結果，平均が0.40であったことを示して
いる．これらの結果に照らせば，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．

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．
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 Nを算出した．フェイルセーフ N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 Nは345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．

表３　対象論文と効果量 gの推定値

図１　漏斗プロット
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３．調整変数の影響
表３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 Qを算出したところ，
Q＝31.49であり，有意であった（p＜ .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 Q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 2統計量を算
出した．その結果，I 2＝82.29％であった．I 2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 2＝82.29％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４に示す．
表４において，QBは，研究群間の Q統計量を示す．

活用目的を除くすべての調整変数において QBが有意
でなかったことから，これらの調整変数では効果量の
異質性を説明できなかった．すなわち，教科，被験者，
年代，資質・能力の種類による効果の大きさの違いは

検出されなかった．一方で，活用目的による効果の大
きさの違いは有意であり（p＜ .05），拡大・可視化や
理解支援を目的とした活用の効果が，動機づけを目的
とした場合の効果に比べて大きいことが分かる．以上
より，テクノロジーを使うこと自体が資質・能力の育
成に影響するのではなく，テクノロジーの活用の仕方
が資質・能力の育成に影響することが示唆された．

Ⅳ．結論
本研究は，日本国内の初等・中等・高等教育課程の
理数科教育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
11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＝0.40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～
中程度の大きさの効果があることが明らかになった．
平均効果量の95％信頼区間に０が含まれなかったこ
とからも，テクノロジー活用には資質・能力の育成に
対して一定の効果が認められる．一方で，メタ分析の
先行研究（Hattie, 2009）との比較から，知識・理解や
思考力の育成においてテクノロジーを活用することが，
効果検証の実施されているその他の教育方法よりも
高い効果を示しているとは言えないことも明らかに
なった．
なお，本結果は，Hattie（2009）による様々な教科
でコンピューターを利用した指導のメタ分析結果，
d＝0.37と同程度の効果量であり，先行研究と一致す
る．よって，教科に限らず，テクノロジー活用の効果
量は同程度に収束する可能性が示唆された．
また，調整変数による調整効果を検討した結果，教
科，被験者，年代，資質・能力の種類による効果の大
きさの違いは検出されなかったものの，活用目的によ
る効果の大きさに違いが見られることが明らかになっ
た．このことから，テクノロジーを使うこと自体が資
質・能力の育成に影響するのではなく，テクノロジー
の活用の仕方が資質・能力の育成に影響することが示
唆された．テクノロジー活用による効果が大きかった
研究事例として，高垣・田原（2006）は，タブレッ
トを用いて実験の結果を自身の言葉で表現することを
促したり，粒子の運動を動画で示すことで，科学的概
念の理解を深めている．このように，自身の考えや現

表４　調整変数ごとの結果

* p＜ .05
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象のメカニズムを可視化し，拡大して共有することが，
テクノロジーの活用方法として有効だと考えられる．
これらの結果に基づくと，テクノロジーを活用して
授業改善などを検討する際は，テクノロジー導入にか
かるコストのみでなく，何のために，どのように活用
するのかについて丁寧な検討を重ねることが大切にな
ると考える．
最後に本研究の限界について述べる．本研究におい
てメタ分析の対象とした研究は，使用したテクノロ
ジーや使用目的，評価項目，測定方法，調査対象など
がそれぞれ異なる．このような質的に異なる多様な研
究を混ぜて扱うことには批判も存在する（例えば，
Eysenck, 1978）．この問題は「リンゴとオレンジ問
題（apples and oranges problem）」と呼ばれ，国内外で
議論がなされている（例えば，Mullen, 1989；Sharpe, 

1997；浅野，2015）．批判の立場からは，本来は異なっ
た概念を１つのものとして扱うことは，リンゴやオレ
ンジを混ぜて扱うようなものであると論じられている．
メタ分析を擁護する立場からは，「フルーツについて
まとめることが分析の目的であるならば，リンゴとオ
レンジを混ぜることに意味がある（Glass, 1978）」と
論じられている．これらの議論を踏まえて，山田・井
上（2012）は，メタ分析において統合しようとする
概念の水準を明確に自覚することの重要性を指摘して
いる．すなわち，個別の品種なのか，フルーツなのか，
統合しようとする概念の水準を意識することが求めら
れる．ただし，一般化の水準と収集可能な研究の数は
トレードオフの関係にあり，厳しい水準で収集対象を
限定すれば，得られる研究の数が少なくなる．得られ
る研究数が少なくなれば，結論の一般性が損なわれる．
本研究では，「理数科教育でテクノロジーを活用し，
資質・能力を評価している」という水準での統合を目
指し，研究の収集を行った．収集した研究数は11件
であり，決して多いとはいえない．特に，調整変数の
効果を検討する上で，各項目の研究数が十分とは言い
切れない．しかしながら，これ以上水準を緩和して研
究数を多くしようとすると，統合する概念が不鮮明な
ものになる．今後の研究の蓄積を待ち，再度メタ分析
による検証を行う必要があると考えられる．
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Appendix1　対象論文における資質・能力の測定方法と本研究における数値データの処理




