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はじめに 

 最初に出版した『学びの見える化』以来、このシリーズの中で一貫して主張して来たことは
「教師が学びを生徒の視点で見るようにすること」が学校での学びを最大化するということで

ある。さらには、生徒たちが学びを教師の視点で見るようにすることが学びを最大化するので

ある。シリーズ２冊目の『教師のための学びの見える化』では、この主張をさらに推し進め、

学校生活のどのような場面や状況が学びを最大化するのかについて説明した。 

	 こうした主張を通じて、学校で仕事をする人々（管理職、一般教員、事務職員など）が「自

分たちの影響力について自覚すること」が重要であると述べてきた。教師たちが自らの影響力

を自覚すれば、おのずと次のような問いに気づくはずである。「その影響力は何に対するもの

か？」「影響力の強さはどれほどか？」「その影響はどれだけ多くの生徒に及ぶのか？」	

	 私たちは「学びの見える化」を提唱することを通して、教師たちに「自分たちが影響力のあ

る評価者であること」に気づき、学びに影響を与える「諸条件を変えられる行為者であるこ

と」を自覚してほしいと考えている。そうした自覚ができれば、自分たちの影響力の結果につ

いて知りたいと思うようになるだろうし、結果を知ることで自分たちの行動を改善するように

なるだろう。さらには、目の前で起こっている学びについて「対話」をして、いろいろなこと

に耳を傾けるようになるだろう。そして、こうした一連の行為を通して、教師は以下のような

目標を持つようになるだろう。	

a.	生徒たちの学びの現状と次の達成目標を理解した上で、次の挑戦課題を与えること	
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b.	「すべて」の生徒たちが学ぶことができるという期待を持つこと	

c.	間違えることが学びの機会であると肯定的に捉えること	

d.	学びについて語ることに情熱を燃やし、それを推進すること	

こうした主張は「学ぶ主体に焦点を当てた学び」を提案するものであり、その学ぶ主体には生

徒だけでなく教師も含まれる。	

	 「学びについて語ること」とは、生徒と学びについて語り合うことである。よく話し合った

上で学びの真の目標を理解し合い、その共通目標に向けた適切な学習計画を立てることであ

る。誰もが学びの意欲を持つ。学びの真の目標は、単なる理解を超えた深い理解である。「学

びについて語ること」を通して、真の目標を共有し、教師と生徒とが共に学ぶことになる。こ

こで重要なことは『教師のための学びの見える化』でも強調したように、教師たちが「学びの

先達」としての役割を果たすことである。また、教師と生徒が互いに信頼しあうだけでなく、

生徒たち同士も信頼しあえるような環境を作る必要がある。そうすることではじめて、教師と

生徒とが学びについてフィードバックしあえるようになる。教師たちがするべきことは、生徒

たちがいろいろな学習方略を学び、それを使えるようになるように教えることである。さら

に、計画的な練習を通して種々のスキルを身につけることや、集中力の使い方を知ること、学

ぶことに自信を持つことも生徒に教えることである。	

	 前著で提唱した考え方は本書でも変わらない。その上で、本書では、最近の科学的研究に基

づく知見を提供したい。現代の教育科学の進展は目覚しい。私たちは数多くの研究論文を読

み、こうした研究成果を吟味して解釈を加えることで、最適な学びがどのようになされるのか

についての最新の知見をまとめた。	

	 「学び」こそが本書の内容すべてを結びつける共通項である。それは、本書だけでなく前２

冊のタイトルにも示されている。しかし実は、学校教育を語るときに「学び」は忘れられがち

でもある。それよりも教育について語られることの方が多い。別に教育が重要でないと言いた

いわけではないが、教育とは「学び」のためのものである。そこには生徒による「学び」も教

師による「学び」も含まれる。教職課程の多くで教育心理学が影をひそめ、代わりに教育課程

や教育評価が重視されるようになった。教師の間でも学びについての諸理論は議論されなくな

った。それでも、事態は改善されなかった。教育関係者の多くは、競合する学習理論について

その名前さえ知らなくなり、学習の定義さえ忘れてしまったかのようである。（だからといっ

て、生徒が何をしているのかやどのように学ぶのかまでを忘れてしまったわけではない。）お

そらく、古い学習理論は役に立たなかっただけのことだ。だから、この本ではそうした用語は

極力使わないことにした。それでも、前２冊でも論じたように、学びについて分析することは

私たち教育関係者の仕事の核心であることに変わりはない。	

	 最近までに、私たちが生徒を教える環境は大幅に改善された。生徒たちにより良い学びの機

会を提供できるようになり、生徒たちも私たちの期待以上の成果を上げるまでになった。しか

し、学びの本質はほとんど変わらないままである。学びとは、十分な知識や概念を覚えて、そ

れらを関連づけたり発展させたりすることで真の理解に至ることである。多くの場合、知らな

いことに出会ったり困難な事態に直面したりして、問題を解決しなければならないような状況

からそうした学びがなされる。そうした問題解決を通してこそ、学びが深まり、多様な学びが
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なされ、いろいろな学びが結びつくのである。そして、物事を自動的にできるようになるまで

の学びにまで至る。	

	 学びは現状から目標への進みである。『学びの見える化』で論じたことは、教師が「生徒の

現状と達成すべき目標」についてよく知ることで、学びを促進できるということであった。達

成すべき目標が教師と生徒で共有されていればさらに学びは進むであろう。教師の役割は、生

徒が目標に到達できるようにいろいろな道筋を提供することである。生徒に新規な知識に触れ

させたり、問題解決の機会を与えたりすることである。ときには、生徒は誤解をするだろうか

ら、そうした思い違いを修正することも必要となる。そのほかにも、計画的に練習すること

や、暗記をすること、間違えること、学びなおすこと、いろいろな考えに耳を傾けること、試

してみること、調べてみることなど、いろいろなやり方が学びに活用される。	

	 生徒たちが自ら学ぼうという意欲を持ち、数々の苦難を経てでも、目標とする基準を達成し

ようとするのなら、もちろん学びはうまく行くだろう。「成功するためのハードルは難しすぎ

ても簡単すぎてもいけない」という「ゴールディロックスの原理」にも注目したい。また、成

功する学びのためには戦略が必要だということも忘れてはならない。[訳註：このパラグラフの訳は誤解か

もしれない。このパラグラフだけは前後の文脈と整合しない。]	

	 本書は学びについての31の章で構成されている。それぞれは独立しているので、どの章から

読んでも良い。本書は、前2冊を基盤にしつつ、学びについて科学的に明らかにされているこ

とを紹介するものである。学びについての科学的研究は前世紀を通して着実に進展し、多くの

確固たる研究成果が報告されてきた。既に述べたように『学びの見える化』で提唱している核

心的なことは「学びのプロセスを生徒たちの視点で見ることができる教師こそが有能である」

ということである。もちろん、その前提として教師たちは「学ぶこと」について深く理解した

上で、それに基づいて行動することが必要である。本書はそうした学びについての理解に役立

つことを目指して書いたものである。	

	 上述のように各章はそれだけで完結するように書かれているが、多くのテーマが複数の章に

またがって関わってもいる。そこで、以下にそうしたテーマを9つの原理として示しておくこ

とにしよう。	

原理 1 ヒトの学びには、生得的な能力や才能、知能が関わるが、十分な時間やエネルギー、構造

化された教育、そして学習者自身の努力も不可欠である。この原理は、第1章、第5章、第7章、第

9-14章、第19章で論じられる事象に深く関わっている。	

原理 2 ヒトは見たり聞いたりするだけで自然に学ぶことができる。しかし、与えられる情報が適した

レベルに構造化されていれば、知識はさらに増幅される。そして、発達とともにその知識構造も変化

していく。「学び」には構造化された既有知識が必要であるというこの強力な原理は、第1章、第

5-9章、第12−14章、第16-18章、第20章で取り上げられる。	

原理 3 ヒトの認知機能には、生得的な限界が存在する。この限界に達してしまうと、表層的な学び

しかできなくなってしまう。この認知負荷の限界の原理は、第1章、第6章、第9章、第14-18章、第

20-21章、第26章、第29-30章の内容に反映されている。 
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原理 4 人の学びには、周囲からのフィードバックや助言、生活で経験する具体例が大いに役立つ。

これはヒトの進化の基盤であった。周囲に学びの熟練者がいれば、さらに学びは効果的に進む。こ

の社会的学習理論の基本的原理は、第3-9章、第11章、第26章で取り扱われる。 

原理 5 「ゴールが目前」になると、今まで隠されていた力が湧いてきて、高度な学びができるように

なる。この動機づけの原理は、第1章、第9章、第24-26章で説明される。やる気を起こすための

メカニズムはよく理解されていないため、やる気のスイッチを入れるのは難しい。しかし、「や

る気を出すために自信をつけさせること」を教えたり学んだりすることができるはずだと私た

ちは考えている。 

原理 6 目前の目標は意欲を喚起する（原理５）が、短期的な目標は長期的な目標と食い違うことが

起こる。そこで、目前の報酬に惑わされずに衝動をコントロールできることも長期的な発達や目標達

成のための重要な鍵となる。自分をコントロールして自律的に学びを進めることの重要性は、第

26章と第30章で詳しく論じられる。 

原理 7 人は自尊心や社会的協調行動を維持しながら学ぶ。この原理は、第1-4章、第24-28章、

第31章の中でたびたび登場する。 

原理 8 神経生理学的にヒトは進化の過程で社会的脳を持つようになった。ヒトは、社会的集団の中

で150人もの人々と知り合いになり、適切に交流し、他人から学ぶことができるように進化してきた。

この社会的脳仮説は、いろいろに形を変えながらも第3-4章、第15章、第17章、第27-28章、第

30章に登場してくる。 

原理 9 ヒトの学びについて、科学的な知見とは反するような間違った考えが広く浸透している。そう

した誤解は、特殊な事例の一般化や過度の期待、時には商業的利益のためにひき起こされる。こう

した間違いの具体例のいくつかを第19-23章で紹介しよう。	

 

この本の使い方 

 各章はトピックごとに科学的な研究成果をまとめたものである。しかし、学術誌のようなス
タイルにはしなかった。どんな研究成果が得られているのかに焦点を絞り、研究論文の詳細は

章末の註に記載するに留めた。私たちは、教育心理学や関連研究領域において2人合わせて75年

にわたる研究と教育の経験がある。そうした経験に基づいて解説を加えた。	

	 それぞれの現象について何が本当にわかっていることなのかに注目して書くように努めた。

長年の研究によって何が明らかにされてきたのか、またそれは教授者の観点から意味のあるも

のなのかどうかに重点をおいて書いた。	

	 その「教授者」とは、他人に社会的・教育的影響を与えうる責任ある地位にある者を想定し

ている。具体的には、学校の校長や教師、大学の教授や講師、教科書執筆者、親、企業の役員

や管理職、工場や軍の指導教員、カウンセラー、そして、何かを教えるコンピュータプログラ

ムもこの「教授者」と考えることにした。	
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	 教えたり教えられたりすることは、誰もが生活の中で経験することである。ところが、教授

者の多くが学びの前提となる「対人関係や心理的プロセス」についてほとんど知らない。最近

10年間に多くの研究が「対人関係プロセス」のさまざまな特質を明らかにしてきた。そうした

研究成果の多くは「教授者が到達目標を学習者と共有することが学びを促進する」という本書

における「学びの見える化」の考え方を支持するものである。	

	 本書では、こうした最新の証拠に基づく知見を紹介しようと思う。それでも本書は単なるハ

ウツー本ではなく「学びを支える種々のプロセスについてどこまで解明が進んだのか」をまと

めたものである。「学びの見える化」の考え方自体は特に新しい考えというわけではないが、

伝統的な教育法も考慮しながら、科学的研究成果に基づいて、有効性の確認された種々のアプ

ローチを統合したいと考える。そこで、社会的学習理論や動機づけ理論、種々の情報処理理論

などの重要性に注目し、それらの研究成果に基づいて統合的な主張をまとめ上げた。さらに、

社会的脳仮説や進化論的な考えなどの生物学的な知見もこうした統合に加えることとした。	

	 各章末には、本文で引用した科学的研究をリストアップしてある。文献リストには、最新の

知見を提供するものの中から、手に入りやすくわかりやすいことを優先して厳選した。そこ

で、本書の各章は「研究成果の最新のまとめ」となっており「広範な研究成果への導入」とし

ても活用できるようにした。	

	

この本の概要 

	 第１部（第1-12章）では、教室での学びについて取り上げる。まず初めに「人は考えること

が苦手なのではないか」という挑戦的な仮説から始めよう。考えることは、時間がかかり努力

が必要である。ところが、考えても答えが見つからないままで終わることが多い。教師は「考

えること」のこうした特性をまずよく理解しておこう。現に、優れた教師は考えることがいか

に難しい作業であるかを知っている。そこで、生徒に考えさせる際には、自信を持って考えら

れるようにいろいろなやり方で励ます。さらに、考えるための方略を教えてから、それを使っ

て考えるように励ますのである。生徒が学ぶべきなのは「知識」ではなく「知らない状態」か

ら「知っている状態」に進むための方法である。そこで、「知らないこと」が恥ずかしいこと

ではないことを教え、生徒たちが「間違っても大丈夫」と思えるような環境にしなければなら

ない。学びには時間がかかる。だからこそ、生徒たちが使う時間を効率的なものにしたい。生

徒が「なんとなく」過ごすことにならないよう、学びのための充実した時間にすることが教師

の役目となる。教師はまた、生徒たちがいろいろなやり方で学べるような機会を提供するべき

である。教室での活動は一方的な語りか暗唱かになりがちであるが、教室が対話の場であるこ

とが極めて重要である。そうすれば、教師が「生徒たちの学びを聞き取れる」からである。	

	 皮肉なことに、人は学びを意識しないような時に学んでいるものである。誰もが歩くことや

話すこと、簡単な計算をすることができるが、それらをどうやって学んだかは覚えていない。

スペルミスを見つけるのはたやすいが、いったいどのようにそのスキルを身につけたのだろ

う。実は、学び続けていくと物事が自動的にできるようになる。こうした「自動化に至るまで

学びを続けること」の重要性は、それが次の複雑な課題への土台となるからである。認知的な

行為には負荷がかかる。そのため、いくつもの行為を同時にしなければならない複雑な課題で
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はその負荷が倍加する。そこで、個々の行為が自動化されるまで学ぶことが必要なのである。

いろいろな概念について学ぶ際も、概念間の結びつきや関連性が自動的にわかるようになるこ

とが重要である。複雑な課題はいつの間にかできるようになっていたり、突然できるようにな

ったりはしない。辞書を手にしながら読書をしているのでは、すらすらと読めるようにはなら

ないのである。	

	 他人に何かを教えるには「熟達」が必要である。しかし、経験を積めば熟達するわけではな

い。では熟達とは何か？どのように熟達が進むのか？長年の研究によって、熟達するためには

意図的な練習が必要であることがわかってきた。その結果、熟達した教師や運動コーチは意図

を持って練習をすることの重要性を知っている。そこで、私たちは「教えることにおける熟

達」に注目し、熟達した教師はどのような特質を持っているのかを調べた。その結果、彼らは

他の教師たちよりも深い意味での成功を経験していることがわかった。	

	 第２部（第13-23章）では、学びについての主要な学説を紹介する。学びに関わる重要な要

素である記憶については研究成果がほぼ一致している。「学びが必ずしも意識的になされるわ

けではないこと」や「同時にどれだけのことを考えられるかには限界があること」もわかって

きた。また、学びを言語化することや学びの方略の有効性も第２部で紹介する。一方で、よく

知られた言説が正しくないことも紹介する。「人によって用いる学習スタイルが違う」という

説や「モーツアルト効果」「デジタル・ネイティブ」などは間違っている。また「インターネ

ットが私たちの考え方まで変えてしまう」という誇張された言説も正しいとは言えない。	

	 第３部（第24-31章）では、「自らを自覚せよ」というテーマに関わるトピックを紹介す

る。ここ数十年の研究によって、自らを知ることに関わる諸現象が明らかとされてきた。たと

えば、高い自尊心は成功につながるというよりも、成功の結果得られるものと考えるべきであ

る。一方、生徒たちに自信をつけさせることは成功につながりやすい。ただ、人はもともと自

分を肯定的に捉えていて、それがジレンマを引き起こすこともある。たとえば、人は失敗した

際に「できなかったんじゃなくて、やらなかっただけだ」と考える傾向がある。それはそうす

ることで、自尊心を守ろうとするためである。自尊心を守るために、学びを止めてしまうこと

が起こる。自尊心を守ることも大切であるが、学ぶためには一定の努力が欠かせないことも事

実である。そこで、教師は、生徒が自尊心のために学ぶ努力を止めてしまうことがないように

してやらねばならない。	

	 学びには多くの社会的な影響もある。間違いを許容する環境が重要である。そして、そうし

た環境を学ぶ側が信じていることが重要である。教師と生徒とがよい関係にあることや、自分

を信頼し、自信を持つことも大切である。一方、すぐにうまくいかなくても我慢ができること

も重要である。また、「わからないままでいること」ができ、自分自身の学びをコントロール

することもできなければならない。自分自身の学びをコントロールできれば、学んでいる自分

の人格よりも学び手としての自分が見えてくるだろう。[訳註：ここは著者らが何を言いたいのかよくわからな

い。英語は母語ではないので英文の良し悪しの判断はできないが、これは科学者の文章とは言えないと思う。]	社会の中で学ぶ

ためには、学びの雰囲気を作り上げたり、自分の目標を教師や仲間の目標と比べたり、他の学

習者たち真似をしあったり、仲間全体での学びを考えたりすることが関わってくる。	

	 学ぼうとしても気が散ってしまうことも多い。集中して学ぶ方法も知っておかねばならな

い。そうは言っても、人は常に集中していられるわけではない。集中と休みを使い分けること
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が重要な学びのスキルの１つである。ヒトの脳は負荷が少ない「システム１」と負荷が大きい

「システム２」の２つのモードで働くことが知られている。こうしたシステムの使い分けがで

きる生徒は学びがうまくいく。一方、システム２ばかりを使っても学びはうまくいかない。学

校での学びが苦手な生徒たちは、効率的でない学び方を身につけてしまい、それを使い続けて

しまっているのである。	

	 本書もまた、前の２冊と同様に「教師が生徒の視点で学びを見るときに学びは最大化され

る」ということを提唱する。生徒たちも自分たちの学びを教師と共有したときに学びは最大化

される。イギリスのシンガーソングライターであるフィル・コリンズの言葉のように、「人は学

ぶことで教え、教えることで学ぶ」のである。  

 
私訳者による批判的コメント (2021.1.28) 

	 第3章まで読んだ段階でのコメントを書いておきたい。章ごとのコメントは各章の私訳の後に
別に書くことにする。ここでは本書全体に関するコメントを述べる。 

	 出版されている訳書があまりに読みにくいので原書からの私訳を試みたわけだが、原書も相

当に読みにくい「英語」である。著者らはニュージーランド出身で今はオーストラリアの大学

にいるそうだが、ニュージーランドの知人（アメリカ人）によると、彼らの英語は酷いそう

で、この本の英語も同様であるとのことだった。文が悪い意味で冗長であり、文章全体も同じ

ことが何度も繰り返し述べられていて冗長である。原著も訳書も大部な本になっているが、こ

の半分で十分書けたはずである。 

	 内容的にも気になる点が多い。著者のハッティは『学びの見える化 (Visible Learning)』で教育
に関わる「科学的」研究を「網羅的にレビュー」し、「メタ分析」によって諸要因の効果量のラ

ンキングを作るという画期的な試みをしたことで知られている。日本の教育関係者は「科学

的」の意味をよく理解できていないし、「網羅的レビュー」も「メタ分析」も知らないため、

「ははー」と平伏してしまったようだが、このかっこ書きした3点はどれも怪しいように思う。 

	 まず「科学的」研究についてであるが、ハッティらの考える「科学的」という基準は甘い。

アメリカ教育省が「何が教育に役立つか (What Works Clearinghouse: WWC)」に掲げる基準に当
てはまらないものも「科学的」とみなしているようだ。現に、第1-3章で取り上げられている研
究はどれも「科学的」とは言い難いものだ。「何が学びにとって重要なのか」をハッティが考え

ているとすれば、そして、多くの教師がそれが何かをハッティの本に求めているのだとすれ

ば、「科学的」研究とは因果関係がわかる実験的研究でなければならないはずだ。何かをする

（原因）と学びがどう進むか（結果）の関係を知るためには、原因と思われる要因と統制要因

とをランダムに配置したランダム化比較対照実験 (Randomized Control Tests: RCT) をしなければ
ならない。ところが、ハッティが根拠にしている研究は相関研究がほとんどである。どんな高

度な分析方法を使ったとしても、相関研究では因果関係はわからない。もっとも、これは無理

もないことで、そもそも学校教育の分野ではRCTがほとんどなされてきていないのである。こ
れが次の問題点である「メタ分析」に決定的に関わってくる。 

	 「メタ分析」とは、既になされた研究を統計的に総合する分析手法である。そこで、どんな

にたくさんの研究を集めてみても、もとの研究が因果関係を明らかにできるものでないかぎ
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り、メタ分析をしても因果関係はわかるようにはならない。その他にも、メタ分析の問題点は

多々あるが、それらが問題となる以前に、これが決定的に重要な欠陥である。（メタ分析自体

は、複数の実験研究の結果を統合的に分析する手法としてWWCでも高く評価している手法であ
る。） 

	 それでも、ハッティらが「網羅的にレビュー」をしているのなら、そこから得られた結論に

はそれなりの意義があるであろう。しかし、ハッティが本当に「網羅的なレビュー」をしてい

るのかはかなり怪しい。それは、各章（といっても、第1-3章を読んだだけだが）で根拠として
使われている研究が「網羅的なレビュー」に基づいて選ばれたものとは思えないからである。

「もっと他にいい研究例があるんじゃないの」と思えるものが取り上げられている。「序論」で

ハッティらは「どんな研究成果が得られているのかに焦点を絞り、研究論文の詳細は章末の註

に記載するに留めた。」と述べているが、これも意地悪な見方をすると、原論文にまで遡って確

認されると馬脚を現しかねないことへの予防線なのかもしれない。そのためか原論文の書誌情

報はかなり不十分なものが多い。それでも、ありがたいことにGoogle Scholarを使えば、部分的
な書誌情報からでも、それらしい文献にたどり着けるので、私訳にあたっては原論文に戻って

内容を確認し訳文に反映させた。 

	 原論文にあたってみると、おかしなことにも気づいた。原論文で示されたことが、本文での

紹介内容と食い違うことがかなりあったからである。特に気になったのは、studentsという語の
使い方である。たとえば、第3章は「教師と生徒の関係」について書かれているのだが、根拠と
している研究の多くが「幼児」や「小学生」を対象としたものであった。普通は「教師と生徒

の関係」と言ったら、中学生や高校生のことだと思うのではないだろうか。第3章の書き出し
は、一般的な人間関係から始まっていて、そこから「教師と生徒の関係」に進んでいく。読者

は「students」から中学生くらいを想定するはずだ。ところが、根拠とされる実験例は幼児時代
のことなのである。「もっと他にいい研究例があるんじゃないの」と思ったのもそのためであ

る。 

	 学校教育に関わる実験研究は少ないとはいえ皆無ではない。一方、教育に関わる研究論文は

五万とある（実際、5万どころではない）。これらの研究論文から、「つまみ食い」的に紹介すれ
ば、ほとんどどんなことでも言えてしまうのである。画期的で良い本だと思って読み始めたの

だが、思ったほどの本ではないのかもしれない。翻訳書の訳が読みにくいのは第3章までで、第
4章以降はそれほど読みにくい訳ではないので、これで一応この仕事を終えることにしよう。 

	 というわけで、原著も訳書も読みにくい本であるが、皮肉にもこの本は教育関係者に読み継

がれる「バイブル」のようになるだろう。それは、「科学的」「網羅的レビュー」「メタ分析」と

いう本書の問題点が、そうしたことをよく知らない教育関係者には「無批判な信仰」の理由と

なるだろうからである。それでいて、書かれている内容は「教育関係者が好きそうなこと」

だ。となると、普段から考えていることに「教祖から“科学的”というお墨付きをもらった」

ということになる。これにさらに、6千円近い訳書の値段と難解な訳文がつけ加わると、「こん
なにお金をかけて苦労して読み取ったこと」なのだから「正しいことに違いない」と思い込む

ことになる。「認知的不協和」理論が予測する通りになり、本書の信者は増え続けるだろう。

(2021.1.28) 
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私訳者による批判的コメントへの補足 (2021.2.2) 

1. なぜ相関研究ではダメなのか 

	 文科省の調査で「朝食を食べている子どもの方が学校での成績が良い」ということが明らか

にされた。テレビゲームなどで夜更かしをしたりして朝起きられず朝食を食べずに学校へ来る

ような子どもが目立つようになり、さらにこうした調査でそうした「朝食抜きの子どもたち」

の成績が振るわないこともわかったわけである。そこで、この調査結果に基づいて、子どもた

ちに朝食を食べることが推奨されるようになった。 

	 こうしたデータに基づく教育政策や教育方針は一見すると正しいことのように思える。しか

し、調査からわかることは相関関係だけであることに注意しなければならない。相関関係とは2
つの現象（この例では「朝食を食べること」と「成績」）について調べた時に、「一方が増える

ともう一方も増える」という関係があることを言う。この例で言えば、「朝食を食べる子どもが

多いクラス」ほど「そのクラスのテスト成績が高い」というハッキリとしたデータが得られる

ことになる。相関関係は相関係数という指標で表すことができ、2つの現象が完全に関係しあっ
ていれば「1」、まったく関係がないときは「0」となる。さらに、仮に「朝食を食べる子どもが
多いクラス」ほど「成績が悪い」という逆の関係がある場合は相関係数はマイナスになり、結

局最大「1」から「0」を経由して最小「-1」までの単純な数値で表すことができるわけである。
相関係数はエクセルで簡単に計算できるし、わかりやすい指標なのでよく使われている。 

	 しかし、相関関係は因果関係ではない。ところが、私たちは相関関係から勝手に都合の良い

因果関係を読み取ってしまうのだ。この例で言うと、「朝食を食べる（原因）」ことで成績が良

くなる（結果）」と考えてしまうことになる。教育関係者の目標は「児童生徒の成績の向上」で

ある。そして、それに「朝食」が関係しているのなら、「朝食をたべさせれば成績が上がるので

はないか」という期待を持ちたくなるのは当然である。 

	 残念なことに、期待によってデータの解釈をすると間違ってしまうことになる。この例で言

えば、もともと「成績の良い子の家庭は生活が安定していて」「生活が安定している家庭の子ど

もの成績が良い」ということなのかもしれないからである。隠れた真の原因は「生活が安定し

ていること」や「家庭の経済力」で、「朝食」も「成績」もその結果にすぎないという解釈もで

きるわけである。もし、こちらの解釈が正しいとすれば、朝食給食を始めたとしても、成績の

向上にはつながらないだろう。 

 
2. 因果関係の検証にはRCT実験が必要 

	 では、どうすれば因果関係がわかるかというと、調査ではなく実験研究が必要なのである。

単純なことであるが実験とは「原因と思われることを実際にやってみて、その結果がどうなる

かを調べる」ことである。ただし、実験には必ず比較対照が必要である。そこで、こんなこと

をやることになる。まず、クラスの子どもたちを出席簿の奇数偶数で半分ずつに分ける。そし

て、サイコロを振り、奇数が出たら奇数の子どもたちを「実験群」とし、偶数の子どもたちは

「統制群」とする。（「統制群」という呼び方は心理学に特有であり、学問領域によっては「比

較対照群」とか英語をそのままカタカナにして「コントロール群」とか呼ぶこともある。）次
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に、サイコロで分けた「実験群」の子どもたちだけ「この後１ヶ月間、毎日朝食を食べてくる

よう」指示する。一方、「統制群」の子どもたちには「この後１ヶ月間、毎日朝食を食べてこな

いよう」指示する。そして、１ヶ月後に子どもたちの成績がどう変わったかを調べる。 

	 すぐにわかるように、こんなことが実際にできるわけがない。「子どもを実験台にすることは

許されない」からである。しかし、こうした実験をしないかぎり因果関係を調べることができ

ないことは厳然たる事実である。因果関係を調べるためには、必ず実験をしなければならな

い。実験の必要性は医学の領域でも同様である。新しい治療方法や新薬が開発されても、それ

が本当に効果があるものかどうか、そして副作用がないかどうかは、最終的には実際に患者た

ちに協力してもらって実験で確かめないといけないからである。医学の領域では、こうした実

験を「臨床実験」や「治験」と呼んでいて、厳密な研究倫理審査を受けた上で、実験台となる

患者への十分な説明と同意（「インフォームドコンセント」）を得た上で実施されている。こう

した実験では、患者たちはくじ引きで「実験群」か「対照群」かに割り振られ（ランダム化対

照試験RCT）、治療にあたる医師たちにも、どの患者が「実験群」であるかは秘密にされる（二
重盲検法）。これがRCT実験研究である。 

	 教育学の分野でも結局はこうしたRCT実験がなされねばならない。上述のように「朝食を食
べる群」と「朝食を食べない群」にランダムに（くじ引きなどで）分けて、両者を比較しない

かぎり朝食を食べることの効果は確認できないのである。もちろん、医学と同様にこうした実

験の実施には慎重でなければならない。そこで、実験方法を工夫することで教育における実験

研究も行われてきている。そうした実験研究は貴重なデータを提供するものとなる。それで

も、どうしてもその実施例は限られてくる。しかし、繰り返しになるがこうした実験研究なし

に教育効果の検証は不可能なのである。 

 
3. 「効果量」とメタ分析 

	 必要ではあっても実際に実行することが難しいRCT実験研究の結果は貴重である。しかし、1
つの実験結果だけから結論を出すことにも慎重でなければならない。なぜなら、同じような

RCT実験研究をしたとき、違う結果が得られるかもしれないからである。「違う結果」といって
もいろいろある。最初のRCT研究で「効果がある」ことがわかったある教育方法が、別のRCT
研究ではでは「それほど効果がない」や「まったく効果がない」、さらには「むしろ逆効果であ

る」という結果になることも考えられる。 

	 こうした場合に有効な方法が『学びの見える化 (Visible Learning)』でも活用されていたメタ分
析である。メタ分析について知る前に「効果量」について知っておかねばならない。ハッティ

も重視している効果量は「d」で示される。これは「ある教育方法の効果が生徒の個人差と比べ
てどれくらい大きいか」の指標である。 

	 「教育方法の効果」は「その教育方法を使った場合の生徒の成績の平均値」が「使わなかっ

た場合（あるいは別の教育方法の場合）の平均値」より高いことで確認できる。誰もが気づい

ているように、子どもたちには個性があり、いろいろな領域で違っているのが当然である。も

ともとの学業成績に違いがあるだけでなく、特定の教育方法の効果にも子どもによって違いが

出てくる可能性がある。そこで、テスト成績にはバラツキがあり、成績の上昇の程度にもバラ
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ツキが生じる。このバラツキを測る指標が標準偏差である。標準偏差は、個々の生徒の成績が

「平均よりどれくらい高かったり低かったりするかの平均値」に相当する。 

	 そこで、教育効果がどのくらい大きいものかを知るには、「平均値の差」をこの「標準偏差」

で割ってやればいい。そうすれば、「これくらいの個人差（バラツキ）があるテスト成績」を

「全体としてこれくらい高める効果」があったことがわかる。数式は以下のようになる。 
 
      	 	 	 （ある教育方法による成績の平均）−（その教育方法を使わない時の成績の平均） 
d（効果量）＝	 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                        	 	 	 	 	 成績の標準偏差（＝バラツキ） 

	 ハッティの『学びの見える化 (Visible Learning)』では、d = 0.4以上を「教育効果の高い教育要
因」としていた。これは、その要因が「子どもたちの個人差によるバラツキの４割程度に影響

する」ことを示している。もちろん、d = 0ならば、「その教育方法はまったく効果がない」こと
になり、d = 0.1ならば、「効果はあるが、小さい」ということになる。 

	 この数値を使えば、いろいろな教育方法の効果を簡単に比較できる。そして、メタ分析では

「多くの研究から得られたデータを統合して全体としての d を計算できる」のである。そこ
で、複数のRCT研究で異なる結果が得られていたとしても、それらを総合した d を計算すれば
よいことになる。 

 
3. アメリカ合衆国教育省WWCRCTの基準と「教育の科学化」 

	 アメリカは学校教育の科学化を目指した法律を作り、それに基づいて教育省の下部組織の教

育科学研究所が「何が教育に有効か (What Works Clearinghouse: WWC)」というオンライン情報
サイトを2002年に開設した (https://ies.ed.gov/ncee/wwc/)。このサイトには、「何が教育に有効か」
を明らかにした研究が紹介されていて、世界中の教育関係者が無料でその情報を活用すること

ができる。 

	 このサイトの特徴は、教育に関わる数多くの研究の中から、科学的に信頼のできる研究を厳

選していることである。その基準とは「RCT実験研究である」ことである。ただし、教育に関
わる研究は厳密なRCT実験が困難である場合が多い。そこで、RCT実験に準ずるものもそうし
たことを留保条件としながらも掲載している。さらに、このサイトで最も重視されるのは「複

数のRCT実験研究をメタ分析したもの」である。 

	 「教育の科学化」「教育に関わる研究の網羅的レビュー」「メタ分析」は、『学びの見える化 
(Visible Learning)』でも共通していることであるが、両者を決定的に分ける違いはRCT実験を重

視するか否かなのである。私訳者が残念に思うこともこの点である。教育に関わる研究はあま

りにも多く途方にくれてしまう。そんな中で、WWCも『学びの見える化 (Visible Learning)』も
重要な試みであると思う。しかし、RCT実験なしに教育の科学化はできない。 
 


