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　文献紹介

　スキルの熟達過程に関する最近の研究についての紹介

市川 淳　

本稿では，スキルの熟達メカニズムを議論したRensselaer Polytechnic InstituteのGray,

W. D.らの研究グループによる論文を 3つ紹介する．彼らは，課題の成果であるパフォー
マンスの特徴的な変化として，プラトー，低下，そして後の急激な向上（以下，飛躍と呼
ぶ）を挙げる．プラトーとは，パフォーマンスが一時的に横ばいになり停滞することであ
る．これらの現象は，一般的な学習の研究でベンチマークとされてきたベキ法則で説明す
ることが困難であることを示した．さらに，プラトーや低下，後の飛躍の期間には，新たな
方略の導入といった次の熟達段階に向けた重要な変化が起こっていると主張する．

1つ目は総説論文である．パフォーマンスが最高水準に到達し，向上がゼロに近づく状態
とプラトーとの違いを議論している．前者は人がもつ能力としての限界で，後者は方略が最
適ではないことによる，乗り越えられる「偽りの限界」を示す．2つ目の論文では，両者の
違いを前提として先行研究を取り上げ，プラトーや低下をデータから確認したうえで，回
顧録に基づいて実験協力者がどのような過程を経て，プラトーや低下を脱してパフォーマ
ンスを飛躍させたかについて議論している．そして，3つ目の論文では，近年，注目される
機械学習を用いてモデルベースからスキルの熟達過程を検討している．動的な状況におい
て意思決定が要求されるコンピュータゲーム，テトリスを課題とする．この論文は直接的
にプラトーや低下，後の飛躍を扱っていないが，展望としてこれらをモデルベースで議論
することを挙げている．3つ目の論文は Extended abstract としてまとめた．
パフォーマンスのプラトーや低下，後の飛躍は，熟達に向けたキーポイントである．挫折

や苦悩を乗り越えた経験に基づく言葉の裏付けになるかもしれない1)．本稿では末尾に関連
すると思われる文献をいくつか挙げた．この紹介を通して，スキルの熟達過程に関する研
究に興味を持っていただけると幸いである．

Gray, W. D. (2017). Plateaus and asymp-

totes: Spurious and real limits in human per-

formance. Current Directions in Psychological

Science, 26 (1), 59–67.

導　入
実験心理学の初期において，人がもつ能力として
の限界により，課題の成果であるパフォーマンスが
最高水準に到達し，向上がゼロに近づく状態と，パ
フォーマンスが一時的に横ばいになり停滞するプラ

紹介者所属：京都工芸繊維大学
1) 本田圭佑（サッカー選手）は，「下に落ちるということ
が，進化していないということではない．下に落ちるの
も，次に上るための変化かもしれない．上るために，落
ちることが必要なこともある」と述べる (木崎, 2016)．

トーを区別することは難しかった．プラトーが存在
するかに関する議論は 120年前から行われていた．
当時，プラトーは単なる計測の問題により観察され
る現象と報告されていた．その後，30 年前に，熟
達者であっても，必ずしも最高水準で課題を行うわ
けではないという主張が現れた．しかし，ここでは
熟考された訓練 (deliberate practice) に焦点があ
てられ，プラトーについて議論されることはなかっ
た．さらに，今日の学習に対する脳の処理能力と限
りある能力における処理の効率性 (brain capacity

versus brain efficiency) に関する対比的な議論で
は，パフォーマンスが最高水準に到達し，向上がゼ
ロに近づく状態や，プラトーが取り上げられること
はなかった．
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本論文の全体像と定義および目的
本論文では，パフォーマンスが最高水準に到達し，
向上がゼロに近づく人がもつ能力としての限界と，
プラトーが示す乗り越えられる「偽りの限界」との
違いを議論する．
両者の違いを明確にするために，本論文ではパ
フォーマンスが脳活動と関係があるとする．そし
て，新たな方略の導入によるパフォーマンスの向上
が，これまでとは異なる脳の活性パターン，より効
率的な処理の実現に基づくと定義する．これがプラ
トー，「偽りの限界」からの脱出を示唆することを
述べる．他方で，脳の処理能力自体への強化や外的
な新たな道具の使用により，パフォーマンスがさら
に向上する可能性について言及する．
本論文では，到達したパフォーマンスが，人がも
つ能力としての限界とみなされてしまう要因やプラ
トーの要因について例を挙げ，スキルの熟達に関す
る議論をさらに前進させる．

調査計画やシステム設計によるパフォーマンスの
限界
先行研究では 2 年以上，計 300 万本に及ぶ葉巻
の作製を通して，作製時間が短縮し続けることを確
認した．ただし，訓練の終盤において，パフォーマ
ンスの変化は小さくなりゼロに近づいたように見
えた．終盤で達成した，この機械と同程度の作製時
間が，人がもつ能力としての限界とみなされた．し
かし，後に視覚や運動の処理がより効率的になり，
パフォーマンスがさらに向上するケースは少なくな
い．先行研究のデータから証明することは難しい
が，終盤では知覚や認知，運動の改善に時間がかか
るため，調査期間の計画の都合上，機械と同程度の
作製時間が，人がもつ能力としての限界とみなされ
た可能性がある．
また，テレオペレーターの作業を検討した先行研
究では，提案された新たなシステムを使用した際の
作業時間を調査した．4か月間にわたるフィールド
調査を行った結果，2か月でパフォーマンスの向上
は小さくなりゼロに近づいた．しかし，その作業時
間は既存のシステムを使用した場合よりも遅かった．
作業時間が遅くなった要因として，システム設計に
問題があることが分かった．具体的に，新しいシス
テムでは，テレオペレーターのキーを押す回数を減
らすことで作業効率が上がると期待されていた．他

方で，既存のシステムではある工程の作業を行う際
にキーを押して反応を待つ間，別の作業を行うこと
ができた．しかし，新しいシステムでは仕様上，そ
のような並行作業を行うことが難しかった．結果的
に，終盤において行うべき作業が増えて，全体とし
て効率が悪くなった．ここで示されたパフォーマン
スの限界は知覚や認知，運動に関連する能力ではな
く，システム設計によりもたらされたと言える．

理論や手法によるパフォーマンスの限界
記憶の研究では以前，「より素早く学習する人ほ

ど，情報の保持容量が大きい」と考えられていた一
方で，「記憶の速さにおける本質的な違いは，刺激
に対する連合の強さである」という意見もあった．
前者では，単語を「再生したか」，「再生しなかった
か」の 2軸でパフォーマンスを評価していたが，後
者では，忘却する過程を連合が弱まる過程として，
前者の 2軸による評価手法やそれを前提とする理論
を否定した．さらに，後者の立場をとる研究では，
学習の速さと保持容量に相関がないことを示した．
前者では，学習を保持容量から捉えており，後者は
処理の効率性から捉えていた．
他方で，複雑な課題における方略の利用に関する

研究では，Space Fortressという実験心理学者によ
り開発されたゲームが課題としてよく使用された．
このゲームでは，敵からの攻撃を避けつつ，宇宙船
からミサイルを撃ち，要塞を破壊することがプレイ
ヤーに求められる2)．プレイヤーは，宇宙船の動き
に関係する複数の変数（例えば，スピード，方向）
に注意を払う必要があった．ある変数の評価スコア
は，宇宙船を要塞の近くに飛ばすことで値が高くな
る．初学者が宇宙船を要塞の近くに飛ばす方略を利
用し続けると，関連する評価スコアの向上がゼロに
近づいた．このゲームでは，記憶や注意といった認
知能力との関連について検討が行われていたため，
評価スコアの向上がゼロに近づく状態は人がもつ
能力としての限界とみなされた．しかし，近年の研
究でそれは誤りであることが示された．熟達者は宇
宙船の損傷を避けながら要塞をより早く倒す，先述
した方略の評価スコアでは分からない方略を用いて
ゲームのポイントを稼ぐことを確認した．

2) Space Fortress に関する詳細はDonchin (1995)など
を参考にしていただきたい．



Vol. 25 No. 3 文献紹介 353

パフォーマンスのプラトー
パフォーマンスが最高水準に到達し，向上がゼロ
に近づく人がもつ能力としての限界と，プラトーに
代表される新たな方略の導入により乗り越えられる
「偽りの限界」との違いは，実験室で行われる数百
回を通した訓練では区別することが困難である．
方略によりパフォーマンスのプラトーが観察さ
れる典型例としてタイピングが挙げられる．手元
のキーボードを見ながら行うタイピングの速度は，
タッチタイピングの速度を大きく下回る．長期的な
タッチタイピングの訓練を通して，速度は 60～70

文字/分にまで到達するが，手元のキーボードを見
ながら行うタイピングは経験者であっても 30～40

文字/分で留まると言われている．もう 1つの例と
して，建築家による設計システム CAD/CAM の
使用が挙げられる．システムの作業時間を調査した
ところ，普段からシステムを使用するユーザであっ
ても，マニュアルで記載される手順に基づく作業時
間よりも遅い段階で留まることが分かった．具体的
にはマニュアルに掲載されている手順に基づく作業
の時間よりも 45秒近く遅く，1日あたりの作業数
を考慮すると，計 30分近く進捗に差が現れる可能
性が示された．
他方で，歴史や遺伝により人が獲得してきた，受
け継いできた方略によるパフォーマンスのプラトー
が存在する例として，数の暗証課題が挙げられる．
先行研究では，実験協力者に 1 秒ずつ 1 桁の数字
を提示し，直後に提示された数字の系列再生を求め
た．再生できた場合は，次の試行で提示される数字
が 1桁増加し，再生できなかった場合は，次の試行
で提示される数字が 1桁減った3)．平均的な記憶の
パフォーマンスを示す 7± 2桁は，人がもつ能力と
しての限界ではない．ある実験協力者は 10時間の
訓練を通して，10 桁にまでパフォーマンスが向上
した．さらに，50時間の訓練を行った後には，80

桁以上に到達した．これは，文化的，社会的規範に
基づく方略が存在し，それが記憶に制限をかけるこ
とで 7± 2桁がプラトーとしてもたらされることを
示唆する．

人がもつ能力としての限界と乗り越えられる「偽
りの限界」との違い
訓練を通して，脳の処理能力による限界から，パ

3) 詳しくは 2 つ目の論文 Gray & Lindstedt (2017) を
参考にしていただきたい．

フォーマンスの向上がゼロに近づく場合がある．そ
こからパフォーマンスを向上させるためには，処理
能力自体を外的に強化する必要があると考えられ
る．これは，棒高跳びの棒で使用される材質が竹か
らグラスファイバーに切り替わったことで，記録が
向上した点が例えとして挙げられる．
他方で，脳による処理の効率性に関する問題から

起こるパフォーマンスのプラトーが示す「偽りの限
界」は，より適した方略で訓練することで乗り越え
られる．これは，走り高跳びにおいて，ベリーロー
ルからフォズベリー・フロップ（背面跳び）に方略
が変わったことで，これまでの記録が塗り替えられ，
人がもつ能力としての限界ではないことが示された
点が挙げられる．これらの違いは，スキルの熟達を
検討するうえで本質的に重要である．

まとめ
本論文では，パフォーマンスが最高水準に到達し，

向上がゼロに近づく人がもつ能力としての限界とプ
ラトーが示す「偽りの限界」との違いを議論した．
後者は，訓練を通して，より適した方略の探索に時
間をかけて望ましくない状態に陥っていることを示
唆する．
パフォーマンスの変化を観察して，プラトーであ

るかを判断することは難しい．低下や後の飛躍と
いった前後で起こる現象を踏まえて，プラトーであ
るかを判断することが重要である．この点は Gray

& Lindstedt (2017) を参考にしていただきたい．

Gray, W. D., & Lindstedt, J. K. (2017).

Plateaus, dips, and leaps: Where to look for

inventions and discoveries during skilled perfor-

mance. Cognitive Science, 41 (7), 1838–1870.

導　入
訓練を通して，課題の成果であるパフォーマンス

は向上するが，一時的に横ばいになり停滞すること
がある．そのようなプラトー，さらには低下や後の
飛躍はスキルの熟達を理解するうえで重要なサイン
となる．留意すべき点として，複数人の実験協力者
による平均的なパフォーマンスからスキルの熟達を
検討するアプローチでは，プラトーや低下，後の飛
躍といった特徴が消失することが挙げられる．低下
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の時期は新たな方略を考案し，それを試して導入す
る，あるいは導入を止めるといった試行錯誤の期間
を指す．他方で，飛躍の時期は新たな方略により，
これまでの記録を更新する短い期間を指す．
このようなパフォーマンスのダイナミクスを理解
することで，スキルの熟達に関する理解を前進させ
ることが期待される．

リーグステッピング法によるパフォーマンスのプ
ラトーからの脱出
パフォーマンスのプラトーを脱出するためには，
リーグステッピング法として 3つの認知活動が要求
される．以下の認知活動と対応して，パフォーマン
スの変化は特徴づけられる．

1つ目は，新たな方略の考案，発見，あるいは指
導 (method invention, discovery, or instruction)

である．より適した方略はあるかと疑問に思うこと
が求められる．パフォーマンスのプラトーがこの活
動の時期に対応する．試行錯誤的な探索が要求され
る．2 つ目は，新たな方略の利用 (method devel-

opment) である．方略に関するアイデアを持って
いることと，それを実行することは同じではない．
新たな方略を利用する時期にパフォーマンスは低
下する．パフォーマンスは常に低下するわけではな
いが，低下は新たな方略の利用を示唆する．学習者
にとっては落胆する時期であるが，この時期が後の
飛躍をもたらす．3つ目は，訓練である．新たな方
略を訓練する時期にパフォーマンスが飛躍する．し
かし，向上率は徐々に低くなり，再びプラトーを迎
える．
リーグステッピング法において，新しい方略や目
標を導入することで，パフォーマンスのプラトーか
らの脱出が実現し，飛躍がもたらされる．近年，プ
ラトーや低下，後の飛躍を捉えた研究は数多くあ
り，そこでは計算論的に，数学的に特徴が捉えられ
ている．しかし，先行研究では低下が，新たな方略
の考案や利用，訓練とどのように関連するかに関す
る議論は行われていない．

パフォーマンスのプラトーや低下，後の飛躍に関
するケーススタディ
ここでは，先行研究の議論を拡大して，スキルの
熟達過程におけるパフォーマンスのプラトーや低
下，後の飛躍を検討する．

1つ目のケーススタディとして，Ericsson らが取
り組んだ記憶の熟達に関する一連の研究を取り上げ
る．実験協力者の回顧録から方略の考案や利用，訓
練と，パフォーマンスの変化との関連について以下
の特徴を確認した．
実験協力者の SF氏は，数字を 3桁ずつグループ

化して，リハーサルバッファーに保存し，リハーサ
ルバッファーからグループごとに数字を再生する方
略を考案し，訓練を行った．その結果，再生できた
桁数が示すパフォーマンスはベキ法則に従って向上
することを確認した．しかし，約 10桁のところで
限界に達し，SF氏はこれ以上，パフォーマンスが
向上しないと報告した．次に，SF氏は数字を 3桁
ずつグループ化して，それを意味づけするチャンキ
ングを行った．具体的には，「年」や「年齢」といっ
た情報を意味づけしていた．さらに，3桁で構成さ
れるグループ連続 2組を 1つのグループにチャンキ
ングすることも行っていた．この時点で，パフォー
マンスは 18 桁を記録し，再びプラトーを迎えた．
そして，発展した方略として，3桁ずつまとめた数
列同士をグループ化したうえでさらに，それらを
グループ化してチャンキングする方略を考案した．
この方略を利用し，訓練することで，パフォーマン
スは飛躍した．最終的にパフォーマンスは約 80桁
に到達した．ここで意味づけされた情報としては，
「世界記録」や「マラソンのトレーニングを行った
時間」など豊富であった．なお，高いパフォーマン
スを達成したこの時期においても方略の微修正が行
われていた．他方で，DD氏には，SF氏の方略を
教えたうえで訓練を行わせた．DD氏のパフォーマ
ンスは訓練を開始した当初，SF氏を上回っていた．
しかし，最終的なパフォーマンスは SF氏を大きく
下回った．

DD氏による訓練の初期では，SF氏の方略によ
りパフォーマンスは向上したが，ある水準を境に超
えることはなかった．これは，SF氏の方略や目標
が同氏による過去の訓練や知識といったバックグラ
ウンドに依存することを示唆する．SF氏のバック
グラウンドを有していなかったDD氏にとって，SF

氏の方略を利用することは難しかったと推察する．
次に，2つ目のケーススタディを取り上げる．民

俗学者 Sudnow は，自身がどのようにブロック崩
しのゲーム課題を熟達させたかを 1冊の本に物語と
してまとめた．ここでは，ゲーム中に「どこを見る
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べきか」に関する方略のシフトに注目し，パフォー
マンスを示すゲームスコアの変化との関連を議論
する．
ゲームでは，ブロックから跳ね返ってくるボール
の素早い動きに対してパドルを当てることが要求さ
れる．Sudnowはボールをくぎ付けにして見るよう
に，動くボールを追跡する方略を発見した．この方
略により，本人が思った以上のプレイを実現した．
彼は，画面に黒いテープを貼り，パドルが見えない
ような状況で訓練を行い，この方略を獲得した．次
に，彼は周辺視でボールを捉えられないかと考え
た．そこで，バリケードの右端を凝視し，周辺視で
ボールの動きを捉えてパドルでボールを返そうとし
た．しかし，ボールがバリケードに当たって速さが
変わった途端，動きについていくことが難しくなっ
た．結局，バリケードに当たる瞬間のボールを追跡
できるように，より正確にボールを目で追うことに
した．多くの時間を費やしたが，パフォーマンスは
プラトーになった．彼はブロック崩しゲームのプロ
グラマに相談したところ，パドルをいくつかの区間
にわけ，ある区間に対してボールを一定の角度で当
てることを教わった．アドバイスを受けて，彼は，
ボールをある一定の角度で当てるために，パドルを
見る方略を導入したが，数時間後には止めた．パド
ル以外のどこを見るかに関して多くの時間を費や
し，彼はついにパドルから約 1/2 インチ離れた箇
所（スポット）を見る方略を発見した．なお，後の
長期にわたる訓練を通して，結局のところ，これは
最適な方略ではないと報告した．Sudnowは，素早
く動くボールを追跡しつつ，パドルとボールをある
一定の角度で当てることに苦心した．
記憶やゲームの課題で挙げたパフォーマンスのプ
ラトーや低下，後の飛躍を分析から抽出するために
は多くの手間がかかる．ゲームで言えば，全ての操
作ログやイベント等を記録することが求められる．
さらに，Changepoint analysis に代表される統計
手法を用いて複数の指標との相関を検討したうえ
で，プラトーや低下，飛躍の期間を見つける必要が
ある4)．
パフォーマンスのプラトーや低下，後の飛躍は，
スキルの熟達に向けたキーポイントである．しか
し，パフォーマンスの特徴的な変化が新しい方略の
考案や利用，訓練による変化ではない場合もある．

4) Changepoint analysisの詳細は，Gallistel, Fairhurst,
& Balsam (2004) 等を参考にしていただきたい．

疲労の増加やモチベーションの低下による可能性が
ある．例えば，パフォーマンスの特徴的な変化が低
下と後の飛躍で構成される場合は，より適した方略
や目標の導入による変化かもしれない．他方で，低
下とプラトーに戻る一連の変化は，疲労の増加やモ
チベーションの低下，そこから元の状態に戻ったこ
とによる変化かもしれない．あるいは，新しい方略
の導入を止めて前に利用していた方略を再び導入
するといった探索期間を示す可能性も考えられる．
また，パフォーマンスが低下せずに飛躍する変化が
観察された場合は，新しい方略の利用が古い方略に
比べてコストがかからなかったことを示すかもしれ
ない．
なお，個人によるパフォーマンスの変化は複数人

による平均的な変化と異なる．後者では，プラトー
や低下，後の飛躍に関する特徴が消失して滑らかな
学習曲線を描くことに留意する必要がある．

パフォーマンスのプラトーや低下，後の飛躍と脳
トレーニングや熟考された訓練との関係
脳トレーニングは，主に低次の認知機能を向上さ

せるために行われている．反応時間が示すパフォー
マンスのプラトーや低下，後の飛躍を議論するうえ
では，脳の処理能力と限りある能力における処理の
効率性に留意する必要がある．
パフォーマンスが最高水準に到達し，向上がゼロ

に近づく状態は，脳の処理能力による限界を示唆す
る．この場合，保持容量の増加といった処理能力自
体への外的な強化によりパフォーマンスが向上する．
他方で，プラトーは，脳の限りある能力における処
理の効率性が関連する「偽りの限界」を示唆する．
この場合，より効率的に処理する新たな方略を導入
することで，「偽りの限界」を乗り越えてパフォーマ
ンスは向上する．脳トレーニングに関する先行研究
では，個人のパフォーマンスに焦点があてられてい
ない．また，訓練の過程ではなく結果に注目してい
る．パフォーマンスが最高水準に到達し，向上がゼ
ロに近づく状態やプラトーに与える影響を議論しな
ければ，脳トレーニングによる効果や役割は明確に
ならないだろう．
また，スキルの熟達に関する研究において，エ

ラーやフィードバック情報に基づいてより適した方
略を見出して訓練を行う，熟考された訓練 (deliber-

ate practice)の理論は重要である．パフォーマンス
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のプラトーや低下，後の飛躍を通して，より熟考さ
れた訓練が実現されると考えられる．この点を踏ま
えると，先述した数の暗証課題で挙げたように，こ
れまでの訓練で自身が発見した知識やスキルを新た
な方略に利用していくことが重要である．これこそ
がスキルの熟達過程であると考えられる．ただし，
現在のところ，自身が過去に発見した知識やスキル
が新たな方略の発見にどの程度，依存するかや，他
の人が発見した知識やスキルをどのように適用する
かについては，大きな疑問が残っている．

まとめ
パフォーマンスのプラトーや低下，後の飛躍はス
キルの熟達を理解するうえで重要なサインである．
これらの特徴を捉えるためには，長期的な実験を
行う必要がある．研究者は，複数人による平均的な
パフォーマンスではなく，個人のパフォーマンスに
焦点をあてることが求められる．さらに，より短い
間隔でデータを記録し，方略の考案や利用，訓練が
関連するパフォーマンスのミクロなダイナミクスを
統計分析から検証することが要求される．近年，実
験室環境ではなく，オンラインゲームのログなど，
ビッグデータの分析からもプラトーが示されている．

100年以上も前から研究が行われていたにも関わ
らず，見落とされていた点にようやく光が当たりつ
つある．

Sibert, C., Gray, W. D., & Lindstedt, J. K.

(2017). Interrogating feature learning mod-

els to discover insights into the development

of human expertise in a real-time, dynamic

decision-making task. Topics in Cognitive Sci-

ence, 9 (2), 374–394.

要　約
テトリスは，動的な状況において即時に判断が要
求される複雑な課題である．数年にわたる訓練を
通してスキルが熟達すると言われている．テトリス
は，問題解決をはじめ多くの認知活動が重要である
と考えられている．本研究では，テトリスにおける
2つのコアスキルを検討した．1つ目は目標設定で，
2つ目は状況分析である．
研究 1では，目標設定と状況分析との関連を検討

するために，強化学習と遺伝的アルゴリズムの混合
モデルを構築した．具体的には，以下 4つの目標と
その目標関数を構成する以下 6つの変数を設定し，
各目標においてモデルがどのように学習するかを検
討した．各目標は (1)ラインクリア数が関連するテ
トリミノが落ちるスピードを示すレベルの値を最大
にする，(2)ラインクリア数自体を最大にする，(3)

レベルや同時にラインクリアした行数に基づくスコ
アの値を最大にする，(4)同時に 4行分のラインク
リアを実現するテトリスの回数を最大にする，であ
る．各目標関数は「テトリミノを置く場所の高さ」，
「ラインクリアにより削除されるテトリミノを構成
するセルの数」，「テトリミノを置くことで行方向に
移動するセルの数」，「テトリミノを置くことで列方
向に移動するセルの数」，「テトリミノで囲まれた埋
められていないセルの数」，「左右のセルの間で埋め
られていないセルの数」の変数から構成される．モ
デルは 100 個体からなり，それぞれの個体で変数
の重みが異なる．個体は 1ゲームを行い，設定した
目標に基づいて配置を評価し，重み付けされた変数
の合計値が最大となる箇所にテトリミノを置く．各
世代においてパフォーマンスが高かった上位 10個
体が有する，6つの変数による目標関数が次世代に
受け継がれる．80 世代まで繰り返すことでモデル
は学習し，最適化される．なお，次世代で 100個体
が生成される前に，30 ゲーム分のテストを行わせ
た．そこから，平均スコアを算出して学習過程を検
討した．
シミュレーションの結果，各目標を設定したモデ

ルごとに，変数の重みが異なることを確認した．例
えば，(1)や (2)のモデルでは「ラインクリアによ
り削除されるテトリミノを構成するセルの数」の重
みが (3) や (4) のモデルよりも大きかった．また，
(3)と (4)のモデルでは，他の 2つのモデルよりも
最終的にテストのスコアが高いことを確認した．次
に，モデルの学習過程をみると，(3)や (4)のモデ
ルでは，初期に急激なスコアの向上が観察された．
しかし，そこから，一定のスコアを維持するわけで
はなく，推移が上下に変動していた．研究 1の結果
は，目標設定と課題のパフォーマンスを示すスコア
に関連があることを示唆する．次に，研究 2 とし
て，モデルが，人のプレイをどの程度，説明するか
について検討を行った．
研究 2では，67 人のエキスパートプレイヤーと
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モデルの間でテトリミノを置く場所の決定を比較
した．約 37万の場面を分類して各場面で，プレイ
ヤーの振る舞いに対するモデルの適合度を検討し
た．ここでは，プレイヤーの熟達度が高くなるとモ
デルの適合度が高くなるという仮説がもっともらし
いと考えられる．熟達すると，現在の配置が長期的
な計画にどのように寄与するかに関する意識をもつ
ようになると考えられる．そして，その意識が落ち
てくるテトリミノをどこに置くかという意思決定に
影響を与えると考えられる．
プレイヤーのログデータを用いた分析の結果，(3)

と (4) のモデルで高い適合度が得られた．さらに，
両モデルの適合度とスコアで示された熟達度との
間に正の相関があることを確認した．また，(3)と
(4)の目標関数を構成する変数に注目すると，「左右
のセルの間で埋められていないセルの数」の重みが
最も大きかった．これは，状況分析の際に，この点
を高く評価することを示唆する．ただし，人の結果
については，今回のモデルでは考慮しなかったテト
リミノの知覚や知覚に基づく運動，悲惨な状況から
の回復，さらには悲惨な状況への対策に関連するス
キルがスコアに影響を与えている可能性に留意する
必要がある．
最後に，人のプレイでは予備調査から熟達過程に
おいて，パフォーマンスの低下と後の飛躍が繰り返
されることを確認した．今後は，これらの特徴と，
悲惨な状況からの回復や悲惨な状況への対策との関
連や，初学者と熟達者の差異をモデルベースで検討
する．
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