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●研究論文●

　看護動作の模倣学習における体験的認知の効果

白石 知子・齋藤 洋典・井藤 寛志・大井 京・山本 裕二　

To examine facilitative effects of experiential cognition in imitation learning, we con-

ducted three experiments using varied observation and imitation tasks of a nursing

action involving the movement of a sham patient (university student) from a bed to a

wheelchair. The basic imitation task was to observe a videotape of the nursing action

performed by an expert, and then to imitate it with the patient. Participants in Exper-

iment 1 (N = 75) saw photographs of the patient in the bed and then in the wheelchair

and based only on this information moved the patient without observing the video-

tape. Participants in Experiment 2 (N = 15) observed the videotape and imitated the

movement of the patient. Thereafter, participants in Experiments 1 and 2 received the

basic imitation task. Participants in Experiment 3 (N = 17) observed the videotape as

many times as they wanted, and imitated the nursing action with pantomiming without

the patient, and then with the patient. The results showed that preceding experien-

tial cognition, i.e., estimation of actions (Exp. 1), repetition of the observation and

performance (Exp. 2), and self-paced repetition of the observation (Exp. 3) improve

performance in the successive imitation task. We conclude that the combination of

estimation, observation, and pantomime of actions is a promising method for imitation

learning of such pragmatic skills as nursing actions.

Keywords: imitation-learning（模倣学習）, observation（観察）, skill learning（技能学
習）, nursing skills（看護技術）, audio-visual aids（視聴覚教材）

1. 序　論

1.1 看護動作の習得を取り巻く諸問題
少子高齢社会をむかえ，看護や介護の担い手を
養成する教育機関は増加の一途にある (日本看護協
会, 2009; 厚生労働省, 2009)．さらに高度医療をと
もなう在宅ケアでは，介護者である家族に高度な
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介護技術の実践を要求している．看護や介護の動作
は，その多くが援助者と患者との接触を伴うもので
あるために，実際の患者に対してその動作を間違い
なく安全に実施するには，一定水準の技術習得が必
要である．したがって，動作の習得過程において学
習者は，動作の原理を講義で学び，教師による示範
(demonstration)や視聴覚教材の視聴により動作の
イメージを描き，モデル人形や患者役の人物を相手
に練習を重ね，実践に至る．看護動作の習得に関す
る先行研究には，視聴覚教材やモデル人形の開発，
それらの教材を用いた学習支援技術，およびその学
習効果の追究が多く見られる (e.g., Alavi, Loh, &

Reilly, 1991; Salyers, 2007)．また，看護や介護の
教育現場では，様々な学習方法を試行錯誤的に組み
合わせ，短期間での動作の習得を試みている．しか
し，早くかつ正確に動作を習得させるためにいかな
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る学習方法の組合せが最適かを判断するための基礎
データを提供する研究はほとんどない．
そこで本研究では，看護動作の学習過程における
先行体験が，後続の動作の習得に及ぼす促進効果を
心理実験を用いて確認し，それらの実験結果に基づ
いて看護動作の効果的な学習方法を提案することを
目的とした．

1.2 行動の習得と模倣学習
複数の分野にわたる研究者が，人の学習に関わ
る様々な現象に関心を寄せてきた．なかでも，模倣
(imitation) は，人間行動の習得と制御における基
礎過程の一つとして，今もその関心の中心的な位置
を占めている．本研究では，ある個人が，他者の行
動を観察し，観察した行動に一致する行動を再生す
ることを模倣と呼び，特に技能の習得に向けられた
模倣学習 (imitation learning)の成立を左右する諸
要因に注目した．
人の学習過程に関する種々の理論は，心理学にお
ける人間観の変遷，つまり人間を環境における受動
的な存在ではなく，より能動的な存在と見なす研究
動向を受けて，再考を求められてきた．その結果，
模倣による学習過程に関する最近の研究では，過去
の説明理論よりも，人間行動の習得と制御に認知機
能が重要な役割をはたすと考えている．
その端緒は，範例による学習 (learning by ex-

ample) を扱った社会的学習理論 (social learning

theory)によって与えられた．その理論の提唱者で
あるBandura (1971)は，模倣現象の説明に対して
モデリング (modeling)という言葉を用い，観察に
よって習得されるのは，特定の刺激と反応の連合
ではなく，むしろ示範事象の象徴的表象 (symbolic

representations)であり，人間行動が将来の行為の
予期的結果によって制御されると考えた．つまり，
社会的学習理論では，刺激は予期を喚起する力を獲
得することにより行動を引き起こすようになると考
え，彼は，モデリング現象を支配する過程として相
互に関連性のある 4種類の下位過程（注意過程，保
持過程，運動再生過程，強化と動機づけ）を提言し
た (Bandura, 1971, 1977)．
伝統的な学習理論に基づけば，目標とする反応を
反復呈示し，再生するように教示し，促し，そして
正しい模倣が起こったときに，価値の高い報酬を与
えると，ほとんどの人に一致反応を引き出すこと，

つまり模倣行動を起こさせることが可能である．と
ころが，Bandura (1971)は同じモデリング刺激と
強化を随伴させても，それを受ける人の象徴的活動
の違いによって一致反応の遂行に差違が生じること
から，認知機能の重要性を強調し，モデリング現象
を説明するためには行動の制御に関わる変数の種々
の組合せについて検討を加えなければならないと論
じている．しかし，基礎的な理論を拡張して，看護
動作の習得のような実践的状況での学習に応用する
には，制御変数の体系的な検討に先立って，まず理
論と実践をつなぐ探索的な実験的研究の開始が必要
とされる．

1.3 日常動作の習得と体験的認知
模倣における認知機能の重要性は，人の学習原

理を研究対象とする領域だけではなく (篠原, 1998;

Mazur, 1998)，隣接する複数の研究領域において
認識されている (Norman, 1980, 1981「行為の実
行」や「技能」を参照; Meltzoff & Moore, 2002)．
たとえば，最近では，身体運動の模倣学習は，伝統
工芸などにおける「わざ (skill)」の習得と伝承 (林
部・雨宮, 2007) や，リハビリテーションにおける
認知運動療法 (宮本, 2006) などの広汎な研究にお
いて注目されている．
また，行為の観察と模倣に関連する脳神経基盤

として，サルの F5 野 (Iacoboni, 2009; Iacoboni

& Dapretto, 2006; Rizzolatti & Craighero, 2004;

Rizzolatti, Fadiga, Gallese, & Fogassi, 1996) や
ヒトのブローカ野近傍を含む複数の領野 (Iacoboni,

Woods, Brass, Bekkering, Mazziotta, & Rizzo-

latti, 1999; Rizzolatti & Craighero, 2004) におけ
る神経細胞（ミラーニューロン）群が注目を集めて
いる．最近では，ヒトを対象とした複数の脳機能
イメージング研究が，模倣学習としての言語習得や
「意図」の理解に対するこれらの領野の関与を指摘し
ている (e.g., de Lange, Spronk, Willems, Toni, &

Bekkering, 2008; Iacoboni & Dapretto, 2006; Ia-

coboni, Molnar-Szakacs, Gallese, Buccino, Mazz-

iotta, & Rizzolatti, 2005)．たとえば，コーヒーを
飲むためにカップをつかむ行為と，片づけるために
カップをつかむ行為とは，同じ動作であるが，それ
ぞれの行為を「なぜ」するのかという行為者の意
図が異なり，行為の意図の理解に応じて観察者の脳
の賦活量が変化すると報告されている (Iacoboni et



252 Cognitive Studies June 2011

al., 2005)．
しかしながら，これまでの脳機能イメージング研
究の多くは，計測時に被計測者（実験協力者）の身
体運動を拘束するという実験装置の制約を受け，主
として被計測者が動作を観察する状況下での脳の賦
活を研究対象としており，動作を生成中の脳の賦活
を分析対象とした研究は少数である (Saito, Li, &

Oi, 2010; Shiraishi, Saito, Ito, & Oi, 2006)．
これとは別に，脳機能イメージング装置を用い
ずに，パフォーマンスに注目した複数の観察運動
学習に関する実証研究は，このようなミラーニュー
ロン・システムの活動が運動技能の習得や改善に
関与することを示唆している．たとえば，投球動
作 (Breslin, Hodges, Williams, Curran, & Kre-

mer, 2005; Breslin, Hodges, Williams, Kremer,

& Curran, 2006)，サッカーのキック動作 (Horn,

Williams, Scott, & Hodges, 2005)，上肢のリーチ
ング動作 (Mattar & Gribble, 2005)，そしてドロッ
プジャンプ (小池・犬飼・山田, 2009)など多くの研
究が，四肢を同時に制御する必要のある複雑な運動
において，観察運動学習による運動技能の改善を報
告している．
ただし，観察運動学習の研究における模倣対象
は，学習者が単独で自らの身体を用いて行う動作で
あるか，あるいは単純な対象「物」に向けられた動
作であり，いわゆる，「人」との接触行動を伴わない
単独動作である．
これに対して，日常的な動作は，時間的にも，空
間的にも，部分動作の単純な寄せ集めではなく，常
に何らかの意味で全身運動であることに加え，他者
との関係性を伴う．とりわけ，社会的要請の高い看
護や介護動作は，全身運動による対人動作から成り
立っている．
対人動作の模倣学習は，学習者が自らの身体の可
動域や動作の加速度などを考慮して身体制御を意識
化するだけではなく，動作の対象とする他者の身体
性を意識化することを必要とする．このことは，知
性を環境との相互作用として捉えようとする身体性
認知科学 (embodied cognitive science)における研
究動向と軌を一にする (Pfeifer & Scheier, 1999)．
すなわち，自らの身体動作を他者の身体との関わり
において捉えることが，日常動作には認められ，と
りわけ看護や介護動作などの対人動作においては，
そうした認知活動の遂行が重視される．

本研究では，学習者が，習得すべき身体動作の遂
行を前提に，自己と行為対象者である他者の身体性
との相互作用の観点から自己の身体運動を捉える主
体的な認知活動を総称して「体験的認知」(experi-

ential cognition)1)と呼ぶ．ここでの体験的認知は，
事象の遂行過程中だけではなく，その前後にも生じ
得る点において，自己と他者の身体的相互作用を意
識化することなく遂行された単なる身体的体験とは
区別される．

1.4 看護動作の模倣学習
本研究で取り扱う看護動作の模倣学習事態には，

一般の実験室状況での模倣学習と比較して，次の 2

種類の特徴があると考えられる．
第 1 に，学習者は，たとえば，患者を車椅子に

移乗させる動作を短期間に学習し，かつその動作を
ベッドや車椅子が備えられた実践的場面で遂行する
ことを求められる．第 2に，学習対象となる身体動
作の説明役を務める示範者は，学習者に短期間で模
倣学習の達成を促すために，学習対象とされる動作
をやって見せながら，同時に，その動作の説明を言
葉で補う．その結果として，学習者は，示範される
動作に対する視覚情報処理と，同時に，視覚情報を
補う言葉に対する聴覚情報処理を求められる．
視聴覚情報の同時呈示が学習に有効性をもつこ

とは，広く受け入れられてきた事実であり (Mayer,

1997; Sheffield & Maccoby, 1961)，学習教材では，
視聴覚呈示が一般に用いられている．しかし，視覚
と聴覚の両情報が，情報の受け手に統合的に理解さ
れなければ，視聴覚呈示が常に有効な呈示方法と成
るとは限らない．
たとえば Grimes (1990) は，「人がなぜテレビ

ニュースのごく一部しか覚えていないのか」(e.g.,

Katz, Adoni, & Parness, 1977)という問いを，マ
ルチメディアを用いたプレゼンテーション全般に
拡張し，視覚情報（ニュース映像）と聴覚情報（ナ
レーション）の意味的な一致度が人の注意と記憶に
はたす役割を検討した．彼らの実験において，注意
は実験中に呈示されるプローブ（画面全体に現れる

1) Norman (1993) は熟達行動のように遂行の迅速化に
役立つ処理と，逆に思考の深化に役立つ処理とを対比し，
それぞれを「体験的認知」と「内省的認知」(reflective
cognition) と呼び，両者の優劣ではなく相互補完性が重
要であることを指摘した．本研究では，両認知タイプの
機能的差異よりも連動性を重視し，内省的認知をも含め
て広義に「体験的認知」の用語を用いる．
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カラーバーもしくは音）の検出時間によって，記憶
は実験後の再認課題によって計測された．実験の結
果，映像とナレーションが完全に一致する高一致条
件と比較して，専門家が許容範囲と評価する程度の
視聴覚情報の意味的なズレを含む中一致条件では，
視覚情報に対する注意と記憶成績の低下を示した．
ところが，映像とナレーションが完全に一致しない
不一致条件では，高一致条件よりも聴覚情報に対し
て低い記憶成績を示した．
これらの結果は，注意の容量を超えない範囲で視
覚情報の優先処理が求められる中一致条件では，視
覚情報に対する再認率のみが低下するが，注意の容
量を超える範囲で視覚情報の優先処理が求められる
不一致条件では，視覚情報に対する優先処理が，聴
覚情報処理の低減によって確保されると解釈された．
また，話し手の発話内容に一致する手指動作

（ジェスチャー）が，聞き手の発話の理解に役立つ
が (Dick, Goldin-Meadow, Hasson, Skipper, &

Small, 2009)，ジェスチャーと発話内容が一致して
いないと，内容の再生においてエラー数が増加する
ことが報告されている (毛利・吉川, 2005)．こうし
た情報の受け手による視聴覚情報の統合と理解に
は，情報の送り手側が構成する課題要請と情報の与
え方も重要な要因として関与している．たとえば，
動作の遂行に習熟した示範者は，情報の送り手とし
て，一連の動作とそれを説明する言葉を対応する情
報として受け手が理解することを期待しているが，
動作に習熟していない学習者は，課題要請を受ける
と動作に注目することに処理資源を奪われ，動作と
それを説明する言葉の統合処理に負荷を受けると考
えられる．
これに関し，齋藤・白石 (2002)と白石・齋藤 (2002)

は，「車椅子へ移乗」させる一連の看護動作を解説し
た看護教材用ビデオテープを用いた再認と再生実験
を行い，示範された看護動作の模倣において，学習
者が説明を受けた視覚情報に主要な注意を向けてい
ることを確認した．前者の研究では，まず先行課題
において，看護動作に関する示範ビデオを実験参加
者に集団実験の形式で視聴覚呈示し，直後にビデオ
内容の理解の程度を質問紙によって調査するために
2種類の理解検査課題（多肢選択法を用いた再認課
題あるいは筆記再生課題）を実施した．後者の研究
では，同一の実験参加者に，ビデオ視聴から約 1ヶ
月経過後に個別実験への参加を求め，ビデオで示範

された看護動作をベッド上に横たわる患者役に対し
て遂行することを求めた．そして，この先行する遅
延再生課題の実施直後に，後続課題として同一の実
験参加者に再び示範ビデオを呈示し，看護動作の遂
行を求める直後再生課題を実施した．
示範ビデオに収録された看護動作は，視覚と聴

覚のいずれのモダリティ（様式）で呈示されるのか
によって， 3 タイプに分類された．AV (audio &

visual) タイプでは，看護動作の視覚情報（映像）
と，その内容に一致する聴覚情報（ナレーション）
とが，同時に提供された．V (visual)タイプでは，
看護動作の動画映像のみが提供され，ナレーション
は与えられなかった．そして， AVタイプと Vタ
イプでは，視覚呈示された動作が，学習者によって
一致動作として適切に再生されたか否かが評定判断
の対象とされた．
これに対して，A (audio)タイプでは，AVタイ

プと同様に看護動作に関連する視覚情報と聴覚情報
の両方が呈示されたが，両情報の内容は一致してお
らず，音声解説による動作情報が呈示画像からは判
別されない．そして，この Aタイプでは，聴覚情
報によって説明された動作が，学習者によって適切
に遂行されたか否かが評定判断の対象とされた．つ
まり，学習者の主要な注意が，視覚呈示された示範
動作に向けられる実験の枠組において，学習者が，
相対的に注意を向けない（あるいは向けることが困
難な）聴覚情報に基づいて，当該動作を適切に遂行
し得たか否かが評定判断の対象とされた．
齋藤・白石 (2002)の理解検査課題の結果は，言

語材料を用いた再認検査と再生検査を扱った多く
の先行研究の結果と同様に，再認成績 (AV, V, A:

78, 50, 72%)が再生成績 (AV, V, A: 64, 34, 30%)

よりも高い値をした．注目すべき点は，再認課題で
AVとAタイプの成績がほぼ等しい値 (78 � 72%)

を示したのに対して，再生課題ではAVタイプより
も Aタイプが有意に低い値 (64 > 30%) を示した
ことである．このことは，視聴覚情報の内容が一致
しない Aタイプの言語情報は，学習者にある程度
取り込まれているが，その内容を言語的に再生する
水準には至っておらず，言語的な再生に困難が伴う
ことを示唆する．
これとは別に，「示範動作の再生」を扱った白石・

齋藤 (2002)の実験結果は，後続の直後再生課題の
正答率 (AV, V, A: 70, 50, 30%)が，先行の遅延再



254 Cognitive Studies June 2011

生課題の正答率 (AV, V, A: 30, 10, 10%)よりも高
いことを示した．また，直後再生課題においては，
AV 項目の正答率が最も高く，A 項目が最も低く，
V 項目がその中間値を示し，これら 3 者間には有
意な差が認められた．これらの実験結果は，視聴覚
情報の内容が一致するAVタイプの情報呈示が，動
作の遂行を求める模倣学習においても有効であるこ
とを示した．
しかしながら， 1 回目のビデオ視聴と，その直
後に実施された理解検査課題と，さらにその 1ヶ月
後に患者役に対して実施された遅延再生とが，直後
再生課題の成績の向上に対していかなる促進的影響
を及ぼしたのかは明確ではない．
すなわち，学習すべき動作に関して「見ること」，

「聴くこと」，「行うこと」をどのような順序で組み
合わせて反復することが，実践的な看護動作の学習
に有効であるのかは明らかにされていない．目標と
する行動に対する予期や予見や期待が，直近の次の
行動の制御に密接に関わることから，特に，示範動
作のビデオを視聴する前に，学習対象となる身体動
作を推定して試みに実施すること（試技）が，後の
観察と模倣動作の学習に効果をもつか否かが検討さ
れなければならない．
そこで，本研究では，先行学習体験が，後続の身
体運動学習に与える促進効果を確認するために，3

種類の実験を遂行した．すなわち，実験 1では，日
常的にしばしば認められる「お手本の動作を見ない
で，まず，試しに実施してみること」，実験 2では，
従来から有効であると見なされてきた「観察と模倣
の単純な反復」，実験 3では，「学習すべき動作を実
施しないで，まず，何度も見てみること」が与える
促進効果を確認し，それらの結果を比較検討した．

1.5 本研究の構成
本研究は，2種類の目的から構成された．第 1の
目的は，示範動作の観察に先行する異なるタイプの
試技が，実践的な看護動作の学習の促進に効果をも
つことを確認することであった．第 2の目的は，そ
れらの結果の比較に基づいて，看護動作のように実
践的な目的をもつ高次な身体運動の学習の促進に有
効な学習方略を提案することであった．
具体的には，本研究では，白石・齋藤 (2002)の
実験パラダイムを踏襲し，看護動作の視聴と遂行，
およびそれらの組合せによる反復が，模倣学習に及

表 1 本研究で用いた 3種類の実験手続の概略
先行課題 後続課題

視聴 遂行 視聴 遂行
実験 1 無 患者有 1 回目 患者有
実験 2 1 回目 患者有 2 回目 患者有
実験 3 N 回 患者無 無 患者有

（パントマイム）

ぼす影響を検討するために， 3 種類の実験を実施
した．表 1 は，本研究における 3 種類の実験手続
の概略を，先行課題と後続課題における視聴と遂行
条件別に示す．
本研究における 3種類の実験では，理解検査課題

と遅延再生課題を実施せずに示範動作の観察直後に
遂行すること，つまりより実践的な直後再生に注目
した．具体的には，学習者が受ける視聴と再生条件
の組合せを操作した．
実験 1 の目的は，看護の知識と経験をもたない

実験参加者が，先行課題でビデオ視聴を行わずに，
看護動作を推定して遂行することが，後続課題での
遂行成績に及ぼす影響を検討することであった．白
石・齋藤 (2002)の実験参加者は，先行課題におい
て示範ビデオの視聴を先行体験した「視聴先行群」
であった．これに対して，実験 1の参加者は，ビデ
オの視聴を受けずに看護動作の推定と遂行を先行体
験した「遂行先行群」であった．
実験 2の目的は，先行課題において，示範ビデオ

の視聴が直後再生に及ぼす効果を確認することと，
さらに後続課題において，示範ビデオの視聴と遂行
を一対とする課題の反復が，遂行成績を高める効果
を確認することであった．
実験 3の目的は，示範ビデオの反復視聴が学習成

績の向上に有効であるか否かを検討することであっ
た．そこで，実験 3では，まず先行課題において，
実験参加者が個人ごとに「看護動作が遂行可能であ
る」という確信を得るまでビデオ視聴を繰り返す，
いわゆる自己調整的な観察学習の事態を設定した．
次に，その反復効果を患者役からの力学的な影響を
受けない状態で確認するために，ベッド上の患者を
仮想した看護動作の遂行（パントマイム）を求め，
その後に実在の患者役に対する遂行を求めた．

2. 実験 1

実験 1の「遂行先行群」では，まず，先行課題と
して，示範ビデオの視聴を受けずに推定によって看
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護動作がどの程度遂行可能であるかを測定し，次
に後続課題として，推定遂行によって生じる体験的
認知が後続課題の遂行成績に及ぼす影響を検討し
た．もし，看護の知識と経験をもたない実験参加者
が，看護動作を推定によって遂行し得るならば，実
験 1の遂行先行群は，先行課題において，白石・齋
藤 (2002)の視聴先行群に相当する遂行成績を示す
と考えられた．また，もし，実験 1での「遂行」の
先行体験が「視聴」の先行体験に相当する効果をも
つならば，実験 1の「遂行先行群」は，後続課題に
おいて，白石・齋藤 (2002)における「視聴先行群」
に相当する遂行成績を示すと予測された．

2.1 方　法
2.1.1 実験参加者
4年制 A大学の学部学生 75名（女性；18歳から

20 歳）が，ベッドと車椅子の配置された実験室に
おいて，個別に実験に参加した．彼らは実験参加時
に看護行為に関する学習経験をもっていなかった．

2.1.2 材料と課題
実験 1 の先行課題では，ナレーションを含む約

1 分間の看護用ビデオ教材 (紙屋, 1991) の最初と
最後の静止画像が 2枚の写真として視覚呈示され，
ナレーションは与えられなかった．後続課題では，
ナレーションを含む看護用ビデオ教材が視聴覚呈示
された．実験参加者に呈示された写真と示範ビデオ
は，実写映像であったが，図 1には，呈示された看
護動作の一部分を線画によって模式的に示す．
先行課題と後続課題において，実験参加者は，ベッ
ド上に仰臥位で横たわる患者役の人物を，長座位か
ら端座位を経て抱え上げ，ベッドに近接して配置さ
れた車椅子へと移乗させることを求められた．示範
ビデオ内で援助の対象となる患者役は，移動動作の
すべてに介助を要する状態に設定されており，本研
究では訓練を受けた 6名の大学院生（女性 3名，男
性 3 名; 年齢 23 歳から 27 歳）が実験 1 から 3 を
通じて患者役を担当した．なお，患者役は，実験参
加者と同性の者が務めた．
実験参加者の先行課題は，まず，紙面上に印刷さ
れた 2 種類の写真を視覚手がかりとして，それら
の途中をつなぐ具体的な看護動作を推定し，ベッド
上の患者役を車椅子に移乗させることであった．次
に，同一参加者の後続課題は，示範ビデオを視聴し

た直後に視聴した動作を遂行することであった．

2.1.3 手　続
実験参加者は，ベッドと撮影機器を配置した実験

室に入室し，実験の目的と概要についての説明を受
け，実験参加の意思を確認された後に本実験に参加
した．実験参加者は，先行課題において，2枚の写
真が印刷された A4サイズの紙面を呈示され，ベッ
ド上に横たわる患者役の人物が，基本的に一人では
動けない状態だと教示された後に，同室内に配置さ
れた車椅子へ患者役を移乗させる方法を自分で推定
して，看護動作を遂行することを求められた．
実験参加者は，先行課題での推定遂行を終える

と，「次にもう一度，遂行課題を行うが，今度は看護
動作のお手本となるビデオを視聴し，その通りに遂
行すること」という教示を受け，示範ビデオを視聴
した直後に同室で 2回目の遂行を求められた．
実験参加者の実験中の行動は，参加者の許可を得

て，3台のビデオカメラ（PSR-PD100A, SONY社
製）で撮影され，4画面分割器（YS-Q440, SONY社
製）とビデオカウンター（PH-1540, DKH社製）を
通してデジタルビデオ（DV）録画装置（DSR-V10,

SONY社製）に収録された．

2.1.4 評定方法
B大学の 2名の看護学生（女性；1名は看護師業

務経験者 20歳代後半，1名は看護学の臨地実習を
すべて終えた 20歳代前半）が，DVテープに録画
された実験参加者の遂行を個別に観察し，示範ビデ
オと同一の看護動作が遂行されているか否かを評
定した．彼らの評定作業は，3種類の呈示様式から
選定され成文化された 11種類の評定項目に基づい
て実施された．11種類の項目は，AVタイプ（4項
目），Vタイプ（4 項目），Aタイプ（3 項目）か
ら構成された．図 2は評定者が本研究で用いた 11

種類の評定項目と，各項目に対応する看護動作の一
部を示す．
評定者の課題は，実験者が示範ビデオ内から事前

に抽出した評定項目に該当する動作の遂行場面を観
察し，その示範ビデオ内の動作を基準として，看護
動作の正確性の判断を「姿勢」と「動き」の両面か
ら，実験参加者の動作に 3 段階の評定得点を与え
ることであった．すなわち，実験参加者と示範者の
動作が完全に同じであると判断されたら「正解」と
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図 1 本実験に用いた示範ビデオ内における情報の呈示様式
示範ビデオ内で呈示される看護動作の一部を情報呈示様式のタイプ別に示す．
齋藤・白石 (2002)を引用．

して 1点を与え，異なると判断されたら「不正解」
として 0点を与え，実験状況を撮影した画像の撮影
角度，実験参加者の動作の大きさの点から，判断に
困難を伴いどちらともいえない動作には0.5点を与
えた．
実験参加者が遂行した各動作は，2名の評定者に
よる合計得点が，1.5点以上の値を示すと最終的な
「正解」と見なされ，各実験参加者の評定項目数に
対する正解項目数の割合が 3 タイプの別に計算さ
れ，平均正答率が算出された．
評定に先立つ訓練において，評定者は，まず示範
ビデオを視聴した後に，実験者が作成した評定項
目と示範ビデオ内の画像の対応に関する説明を受
けた．その後，評定者は実験状況を撮影した練習用
ビデオテープを観察し，遂行の正否を評定した．評
定訓練は，評定者による練習評定が，看護教員によ
る模範評定と一致するまで行われた．評定者の訓練
は，実験 2と実験 3においても同様に実施された．

2.1.5 倫理的配慮
実験者は，実験室で，実験参加者に実験の目的と
概要を説明した後に，実験参加の意思を確認した．
腰痛などの持病がある参加者には，実験者の側から
実験参加を断った．また，実験の途中において，患

者役の人を移動させることが難しいと判断した場合
には，いつでも実験を中断して良いこと，実験者が
危険だと判断した場合にも，実験の中断を伝えるこ
とがあることをあらかじめ説明した．参加者が実験
参加に同意した後に，事故を防止するために，腕時
計等の装飾品を参加者から除去することと，腰痛予
防ベルトの着用方法について説明した．倫理的配慮
は，以下の 3実験を通じて同様に行われた．

2.2 実験 1の結果および考察
2.2.1 遂行先行の困難性
図 3は，遂行先行群の先行課題と後続課題におけ

る平均正答率を，AV，V，Aタイプ別に示す．先行
課題における平均正答率は，AV，V，A別に 14.7

(± 15.4), 11.3 (± 18.1), 0.0 (± 0.0)%，後続課題で
は，87.7 (± 16.6)，49.0 (± 23.0)，0.7 (± 4.1)%の
値を示した（以下，括弧内の ±を伴う数値は標準
偏差を示す）．
まず，実験 1の先行課題における平均正答率 (AV,

V, A: 15, 11, 0%) は，白石・齋藤 (2002) におけ
る示範ビデオ視聴の約 1ヶ月後に実施された先行課
題の平均正答率 (AV, V, A: 30, 10, 10%)には及ば
ず，示範ビデオを視聴することなく看護動作を推定
して遂行することの困難性を示した．
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図 2 看護動作の評定に用いられた評定項目と画像例
評定者が，学習者の実施した看護動作を評定するために作成された，11種類の「評定項目」
を示す．「呈示順序」と「タイプ」は，それぞれ，項目内の動作が示範ビデオ内で呈示された
順序と様式を示す．
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図 3 実験 1の先行課題と後続課題における平均
正答率を 3種類の情報呈示様式別に示す．図
中の＊と＊＊とはそれぞれ，有意水準 5%と
1%とを示す．

実験 1の遂行先行群は，先行課題において，ビデ
オの視聴を行わずに看護動作を推定して遂行してい
るために，呈示様式の影響を受けていない．よって，
3タイプの動作を遂行するための難易が理論的に等
しいならば，3タイプの平均正答率間に差は認めら
れないことが期待された．Aタイプの正答率 (0%)

が AVと Vタイプよりも有意に低い値を示した一
因として，Aタイプの動作項目が，日常動作として
推定が困難な技術的な看護動作であったことが考え
られる．

2.2.2 遂行先行とその後の視聴による効果
後続課題における実験 1 の平均正答率 (AV, V,

A: 88, 49, 1 %)は，Aタイプを除いて，白石・齋
藤 (2002)の結果 (AV, V, A: 70, 50, 30 %)に匹敵
する値を示した．彼らの実験では，先行課題でビデ
オの視聴直後に実施されたビデオ内容の理解検査が
後続課題の成績向上に関与していた可能性が残され
ている．
そこで，実験 1 の遂行先行群における遂行回数

（先行課題での遂行 1回目, 後続課題での遂行 2回
目）と，3種類の情報呈示様式とが遂行成績に及ぼ
す効果を検討するために，遂行回数 (2)と呈示様式
(3)を被験者内要因とする 2要因の分散分析を実施
した．その結果，遂行回数と呈示様式の主効果がそ
れぞれ有意であった (遂行回数: F (1, 74) = 759.34,

p < .01; 呈示項目: F (2, 148) = 398.00, p < .01)．

さらに，遂行回数と呈示様式の交互作用が有意で
あった (F (2, 148) = 258.82, p < .01)．
交互作用が有意であったので，3種類の呈示様式

における遂行回数についての下位検定を行った結果，
遂行回数の単純主効果は，AVとVタイプにおいて
のみ有意であり (AV: F (1, 74) = 1039.58, p < .01;

V: F (1, 74) = 141.96, p < .01)，A タイプにおい
ては有意ではなかった (A: F (1, 74) = 2.03, n.s.)．
遂行回数における呈示様式についての下位検定を

行った結果，呈示様式の単純主効果は，1回目，2回
目ともに有意であった (1回目: F (2, 148) = 28.26,

p < .01; 2 回目: F (2, 148) = 513.02, p < .01)．
LSD法を用いた多重比較を実施した結果，1回目に
おいては，AVとVタイプ間に成績の差は認められ
なかったが，両タイプの平均正答率が，Aタイプよ
りも有意に高いことが確認された (Mean Squared

error : MSe = 0.02, p < .05)．しかし，2 回目に
おいては，AVタイプの成績が最も高く，Aタイプ
が最も低く，Vタイプが両者の中間値を示し，3種
類の呈示様式間の差が有意であることが確認された
(MSe = 0.03, p < .05)．

AVと Vタイプでは，1回目 (15, 11%)よりも 2

回目 (88, 49%)の遂行成績が有意に高い．さらに，
AVタイプと Vタイプ間の成績は，1回目ではほぼ
同等だが，2回目では，AVタイプの成績が Vタイ
プよりも有意に高い．しかし，他方，Aタイプの成
績は，1回目と 2回目 (0, 1%)ともに AVと Vタ
イプに比べて低い値を示し，遂行回数に伴う成績の
変化は認められなかった．
実験 1 の結果は，次の 2 点に要約される．第 1

に，示範ビデオを視聴することなく，学習すべき動
作を，ベッド上の患者や車椅子などの限定的な手掛
かりを用いて，学習者の身体運動を通して推定し，
あらかじめ遂行することが，後続課題の遂行成績を
高める．第 2に，その成績促進効果は，視覚的に了
解可能な AVタイプと Vタイプの動作の遂行に認
められるが，Aタイプには認められない．
示範動作の観察をせずに学習するべき身体動作の

遂行をあらかじめ自ら体験すると，学習者は，患者
をベッド上から車椅子へ移乗させるための全体的な
運動計画の流れを体験し，特にその過程でベッド上
の患者役への接触によって，患者役の身体の可動性
や体重を体感し，患者役の移動に伴う困難を推定し
得る．しかし，学習すべき身体動作の遂行を事前に
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体験することは，患者役の身体を移動させるために
必要な看護技術そのものを直接的に学習することで
はないために，学習者の運動レパートリーにない A

タイプの動作の正答率の向上に役立たなかったと考
えられる．
これとは別に，実験 1の後続課題において示範ビ
デオを視聴したにもかかわらず Aタイプの正答率
が低い値を示した理由として，模倣学習において示
範動作に対する観察が重視され，結果的に視覚情報
の処理が優先されたことが考えられる．すなわち，
A タイプでは，動作に関連する情報が視覚情報と
一致しない聴覚情報によって一回しか提供されてお
らず，学習者の注意は，聴覚情報よりも視覚情報に
相対的により多く向けられていたために，聴覚情報
は，動作の再生を促し得る水準には至っていなかっ
た可能性がある．
実験 1 で示範ビデオの視聴に先行して動作の遂
行を体験すると，その体験的認知が後続課題で視覚
呈示される動作の理解を促進するという解釈を受け
入れるためには，実験 1で遂行を先行体験した群の
成績と，示範ビデオの視聴の直後に動作の遂行を実
施する群の成績とが直接的に比較されなければなら
ない．

3. 実験 2

実験 2では，示範ビデオの視聴と遂行を一対とし
て反復体験することの効果を確認するために，「視
聴・遂行先行群」を設けて反復実験を行い，さらに，
実験 2 の「視聴・遂行先行群」が実験 1 の「遂行
先行群」よりも，高い遂行成績を示すか否かを検討
した．

3.1 方　法
3.1.1 実験参加者
看護の知識と経験のない 4年制大学の学生 15名

（女性 11名，男性 4名; 18歳から 20歳）が実験に
参加した．

3.1.2 材料と課題
実験 2 で用いた材料と課題は，実験 1 と同様で
ある．

3.1.3 手　続
実験参加者は個別に実験に参加し，まず先行課題

として，示範ビデオを 1通りのみ視聴した直後に，
1回目の遂行を実施し，次に後続課題として，再度，
示範ビデオを視聴し，2回目の遂行を実施した．

3.1.4 評定方法
実験 2では，実験参加者による看護動作の遂行の

適否判断の精度を高めるために，実験 2の参加者と
なった 15名を，実験終了後に 5名で 1組の評定者
グループとした．3組の評定者グループは，個別に
実験 2 に参加した後に，自分を含まない別の 5 名
の遂行成績の評定を実施した．
評定者の課題は，実験 1と同様に，各評定項目に

対して，1，0.5，0点のいずれかの成績を与えるこ
とであった．5名の評定者全員が正解と判断すると，
5点満点が与えられ，その 75パーセントの値とな
る 3.75 点以上を，その項目の正解とみなし，AV，
V，Aタイプの別に正答率を算出した．

3.2 実験 2の結果および考察
3.2.1 視聴・遂行の反復効果: 実験 2の先行課

題と後続課題の比較
図 4は，実験 2に参加した視聴・遂行先行群の先

行課題と後続課題における平均正答率を，AV，V，
Aタイプ別に示す．実験 2における平均正答率は，
それぞれタイプ別に，先行課題では 68.3(± 25.8)，
28.3 (± 22.9)，2.2 (± 8.5)%，後続課題では 95.0

(± 14.0)，53.3 (± 20.8)，4.4 (± 11.6)%を示した．
両課題の結果は，ビデオ視聴の反復が AV と V

タイプにおける看護動作の遂行を促進させるが，し
かし，聴覚情報で呈示された動作の遂行が求められ
た Aタイプでは，視聴・遂行の反復による促進効
果が認められないことを示唆する．
遂行回数（1回目，2回目）と 3種類の呈示様式

（AV，V，Aタイプ）が，視聴・遂行先行群の遂行
成績に及ぼす影響を検討するために，遂行回数 (2)

× 呈示様式 (3) からなる 2 要因の分散分析を実施
した．その結果，遂行回数と呈示様式の主効果がそ
れぞれ有意であった (遂行回数: F (1, 14) = 35.16,

p < .01; 呈示様式: F (2, 28) = 90.81, p < .01)．さ
らに，遂行回数と呈示様式の交互作用が有意であっ
た (F (2, 28) = 8.17, p < .01)．
交互作用が有意であったので，3種類の呈示様式に

おける遂行回数についての下位検定を実施した結果，
遂行回数の単純主効果は，AVタイプおよび Vタイ
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図 4 実験 2の先行課題と後続課題における平均
正答率を 3種類の情報呈示様式別に示す．図
中の＊と＊＊とはそれぞれ，有意水準 5%と
1%とを示す．

プにおいて有意であったが (AV: F (1, 14) = 26.75,

p < .01; V: F (1, 14) = 15.00, p < .01)，A タイ
プにおいては有意ではなかった (F (1, 14) = 0.99,

n.s.)．
また，遂行回数における呈示様式の下位検定を
行った結果，呈示様式の単純主効果は，1 回目，2

回目ともに有意であった (1回目: F (2, 28) = 45.40,

p < .01; 2回目: F (2, 28) = 98.75, p < .01)．LSD

法を用いた多重比較を実施した結果，1回目，2回
目ともに，平均正答率は AVタイプが最も高く，A

タイプが最も低く，V タイプが両者の中間値を示
し，これら 3者間には有意な差が確認された (1回
目: MSe = 0.04, p < .05; 2 回目: MSe = 0.03,

p < .05)．
これらの結果は，視聴と遂行の反復が，動作の遂
行成績の向上に役立つことを示すが，その有効性は，
情報の呈示様式によって異なることを示す．視覚情
報と聴覚情報が一致するAVタイプの正答率は，V

タイプの正答率よりも高い値を示した．さらに AV

と Vタイプの正答率は，後続課題において向上し，
視聴と遂行を一対とする体験の反復効果を示した．
しかし，Aタイプの正答率は，後続課題において，
AV と V タイプよりも低い値を示し，反復効果を
示さなかった．
実験 1の後続課題で Aタイプの正答率が低い理
由として，示範動作に対する視覚情報の処理が優先
されること， Aタイプでは聴覚情報が，同時に提

供されている視覚情報と一致していないこと，そし
てその聴覚情報が 1 回しか提供されていないこと
を指摘した．
しかし，実験 2の後続課題では，聴覚情報は 2回

目の呈示となるが，なお，Aタイプの正答率は改善
されなかった．動作に関する聴覚情報は，仮に言語
的に取り込まれたとしても，その言語表現を具体的
な身体運動に変換して表出されなければならない．
よって，遂行すべき動作が具体的な視覚情報を伴わ
ない聴覚情報は，言語表象を動作として出力する段
階で適切な運動表象に変換されていない可能性が残
されている．

3.2.2 視聴先行体験の効果: 実験 1と実験 2の
先行課題の比較

「視聴先行」，「遂行先行」，「視聴と遂行の先行」
の諸効果を検討するために，まず，実験 1と実験 2

の先行課題の成績 (AV, V, A = 15, 11, 0% vs. 68,

28, 2%)を比較した．先行課題において，実験 2の
視聴・遂行先行群はビデオの視聴を受けているが，
実験 1の遂行先行群はビデオの視聴を受けておらず，
両群は，ビデオの視聴の有無において異なっていた．
そこで，「視聴先行」の有無による効果を 3 種類

の呈示様式別に検討するために，実験 1と 2におけ
る先行課題の正答率に対して，先行視聴の有無 (2)

を被験者間要因とし，呈示様式 (3)を被験者内要因
とする 2要因の分散分析を実施した．
その結果，先行視聴の有無と呈示様式の主効果が

それぞれ有意であった (先行視聴の有無: F (1, 88) =

75.03, p < .01; 呈示様式: F (2, 176) = 107.40,

p < .01)．さらに，先行視聴の有無と呈示様式の交互
作用が有意であった (F (2, 176) = 46.11, p < .01)．
交互作用が有意であったので，3種類の呈示様式に

おける先行視聴の有無についての下位検定を行った
結果，先行視聴の有無の単純主効果は，AV，V，Aタ
イプにおいて有意であった (AV: F (1, 88) = 117.56,

p < .01; V: F (1, 88) = 10.11, p < .01; A:

F (1, 88) = 5.24, p < .05)．
先行視聴の有無における情報呈示様式の下位検

定を行った結果，呈示様式の単純主効果は，視聴の
有無のいずれにおいても有意であった (視聴無＝実
験 1: F (2, 176) = 7.77, p < .01; 視聴有＝実験 2:

F (2, 176) = 145.74, p < .01)．
LSD法を用いた多重比較を実施した結果，実験
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1 においては，AV タイプと V タイプの平均正答
率が Aタイプよりも有意に高いことが確認された
が，AVとVタイプ間に成績の差は確認されなかっ
た (MSe = 0.02, p < .05)．しかし，実験 2 にお
いては，AVタイプの成績が最も高く，Aタイプが
最も低く，Vタイプが両者の中間値を示し，これら
の 3 者間に有意な差が確認された (MSe = 0.02,

p < .05)．
これらの結果は，看護動作の遂行に先立って，示
範動作を見て，それに関するナレーションを聴くこ
と（実験 2）が，示範動作を視聴せずに推定するこ
と（実験 1）よりも，遂行成績を高めることを示唆
する．しかし，実験 1と実験 2の先行課題の遂行成
績を呈示様式別に比較すると，1 回の視聴は，AV

タイプの遂行成績には大幅な改善をもたらすが，A

タイプの遂行成績にはほとんど効果をもたらさず，
V タイプの遂行成績には両タイプの中間程度の効
果をもたらす．すなわち，看護動作の遂行直前に，
示範動作を含むビデオを 1回視聴することは，視覚
情報が伝える看護動作の遂行成績の向上に有効であ
るが，その有効性は，聴覚情報が伝える動作の遂行
成績には認められない．

3.2.3 遂行先行体験の効果: 実験 1の後続課題
と実験 2の先行課題

遂行をあらかじめ先行して体験することが，後続
課題の遂行成績に及ぼす「遂行先行」効果を 3種類
の呈示様式別に検討するために，先行遂行を受けた
実験 1 の後続課題の遂行成績 (AV, V, A: 88, 49,

1%)と，実験 2の先行課題の遂行成績 (AV, V, A:

68, 28, 2%)に対して，先行遂行の有無 (2) × 呈示
様式 (3)からなる 2要因分散分析を実施した．
その結果，先行遂行の有無と呈示様式の主効果が
それぞれ有意であった (先行遂行の有無: F (1, 88) =

19.25, p < .01; 呈示様式: F (2, 176) = 251.42,

p < .01)．さらに，先行遂行の有無と呈示様式の交
互作用が有意であった (F (2, 176) = 6.54, p < .01)．
交互作用が有意であったので，3種類の呈示様式
における先行遂行の有無についての下位検定を行っ
た結果，先行遂行の有無の単純主効果は，AV，Vタ
イプにおいて有意であった (AV: F (1, 88) = 13.80,

p < .01; V: F (1, 88) = 10.07, p < .01)．しかし，
Aタイプにおいては有意ではなかった (F (1, 88) =

0.61, n.s.)．

先行遂行の有無における呈示様式の下位検定を
行った結果，呈示様式の単純主効果は，先行遂行
の有無のいずれにおいても有意であった (遂行有＝
実験 1 の後続課題: F (2, 176) = 162.58, p < .01;

遂行無＝実験 2 の先行課題: F (2, 176) = 95.38,

p < .01)．LSD 法を用いた多重比較を実施した結
果，実験 1 の後続課題と実験 2 の先行課題の正答
率は，いずれの課題においても，AVタイプが最も
高く，Aタイプが最も低く，Vタイプが両者の中間
値を示し， これら 3者間には有意な差が確認され
た (実験 1 の後続課題: MSe = 0.03, p < .05; 実
験 2の先行課題: MSe = 0.03, p < .05)．
実験 2 における先行課題の成績は，実験 1 にお

ける後続課題の成績よりも低い値を示した．すなわ
ち，実験 2 の視聴・遂行先行群の 1 回目の遂行成
績は，実験 1 の遂行先行群の 2 回目の遂行成績よ
りも低く，実験 1 での 1 回目の遂行体験が，後続
課題の成績の向上に有効であることが確認された．
しかし，遂行先行体験の有効性は，AVタイプと V

タイプにのみ限定され，A タイプには認められな
かった． このことは，示範ビデオの視聴に先行し
て動作の推定に基づく遂行を体験すると，その体験
的認知が後続課題で視覚呈示される動作の理解を促
進し，示範動作の「見どころ」に関する枠組みを学
習者に与えるとする実験 1での解釈を支持する．

3.2.4 視聴・遂行の先行体験効果: 実験 1と 2

の後続課題の比較
実験 2と実験 1の後続課題は，いずれも先行課題

からの影響を受けて，遂行成績の高まりを示した．
先行課題として，実験 2では視聴と遂行を一対とし
て受け，実験 1では，視聴を受けず，推定に基づく
遂行のみを受けた．
もし視聴と遂行を一対とする実験 2での先行体験

が，実験 1での遂行のみの先行体験よりも後続課題
の学習に効果をもつならば，実験 2の後続課題は，
実験 1 の後続課題よりも高い正答率を示すことが
期待された．
そこで，「視聴と遂行の先行」の効果について検討

するために，実験 1 (AV, V, A: 88, 49, 1%)と実験
2 (AV, V, A: 95, 53, 4%)の後続課題の遂行成績を
比較した．実験 2と実験 1の先行課題を「視聴と遂
行」の有無要因と見なし，両群の正答率の差を 3種
類の情報呈示様式別に検討するために，視聴・遂行
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の有無 (2) ×呈示様式 (3)からなる 2要因分散分析
を実施した．その結果，呈示様式の主効果のみが有
意であり (呈示様式: F (2, 176) = 349.51, p < .01)，
視聴・遂行の有無の主効果は，認められなかった．ま
た，呈示様式と視聴・遂行の有無の交互作用は認め
られなかった (視聴・遂行の有無: F (1, 88) = 3.68,

p < .10; 交互作用: F (2, 176) = 0.17, n.s.)．
これらの結果は，実験 2（示範ビデオの視聴と遂
行を一対として反復すること）と実験 1（動作を推
定して遂行した後に，ビデオを 1 回視聴して遂行
すること）の後続課題における遂行成績間に差が認
められず，先行する 1組の視聴・遂行体験が，先行
する 1 回の遂行体験と同じ効果しかもたないこと
を示す．すなわち，先行する 1回の遂行体験は，1

組の視聴・遂行体験に匹敵する効果をもつと考えら
れる．したがって，最初から示範ビデオを見て真似
ることの反復よりも，示範ビデオを見ることなく，
まず考えて行為を遂行した後に，示範ビデオを見て
真似ることが，動作の模倣学習として有効性をもつ
と考えられる．
しかし，実験 2 の後続課題での遂行に至るまで
に，示範ビデオの視聴回数は 2回に過ぎない．その
2回の視聴では，実験参加者が示範ビデオ内の行為
の遂行を達成するために必要な注意を十分に配分す
ることが許されておらず，そのために理解や運動表
象が形成され得なかった可能性がなお残された．
そこで先行課題において，学習者自身が示範ビデ
オの動作を遂行可能と確信するまで，示範ビデオの
視聴を複数回にわたって許す条件を設け，反復視聴
が動作の模倣学習の成績向上に与える効果を検討す
る必要がある．もし，反復視聴が動作の模倣学習に
有効であるならば，実験 1 の遂行先行体験による
効果や，実験 2 の視聴と遂行の反復効果に相当す
る遂行成績の向上が期待される．さらに，もしビデ
オの反復視聴が 3 タイプで呈示された看護動作の
理解を等しく高め得るならば，実験 1 と 2 におい
て相対的に成績の上昇が認められなかった Aタイ
プにおいても，成績の向上が期待される．しかし，
もし Aタイプの成績の低さが，運動表象を動作に
変換する出力段階における困難性を主因とするなら
ば，A タイプの成績は，AV や V タイプの水準に
は到達しないと予測される．

4. 実験 3

実験 3では，反復視聴による看護動作の学習が患
者役に対して有効であることを確認するために「反
復視聴先行群」を設け，先行課題では患者役を伴わ
ずにパントマイム形式での遂行を求めた後に，後続
課題では患者役に対して遂行を求め，両課題の成績
を比較検討した．

4.1 方　法
4.1.1 実験参加者
看護の知識と経験のない 4年制大学の学生 17名

（女性 10名，男性 7名; 18歳から 20歳）が，実験
に参加した．

4.1.2 材料と課題
実験 3 で用いた材料は，実験 1 と 2 と同一であ

る．実験 3の先行課題では，示範ビデオの視聴が複
数回にわたって許された後に，患者役を伴わない状
態でパントマイムによって看護動作の遂行が求めら
れた．後続課題では，パントマイム遂行の直後に，
示範ビデオを視聴することなく患者役に対して看護
動作の遂行が求められた．

4.1.3 手　続
実験参加者は，次の 3点を含む教示によって先行

課題についての説明を受けた後に，実験用ブースに
おいて，各自のペースでビデオの視聴を複数回にわ
たって実施した．
( 1 ) これから視聴する示範ビデオ内で視覚呈示

され，かつ言語的に解説されている看護動作
を，実験参加者自身が実際に遂行可能である
と実感できるまで，繰り返しビデオを視聴す
ること．

( 2 ) ただし，一回のビデオは途中で停止すること
なく，最初から最後までを一度に視聴し，そ
れぞれの視聴後に看護動作の遂行可能性を
パーセントで実験者に口頭で報告すること．

( 3 ) そして，看護動作の遂行可能性が各自の基準
で 100%に到達したことを確信した段階でビ
デオの反復視聴を中止し，ビデオの視聴が実
施された実験用ブースに隣接する実験室に移
動して，患者役の人物に対して視聴した看護
動作を遂行すること．
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実験 3の参加者は，ビデオの視聴を実験用ブース
で実施した後に，ベッド等の配置された実験室に移
動して，先行課題として患者役なしにベッドや車椅
子に向かってパントマイム形式で看護動作の遂行を
実施した後に，示範ビデオの視聴を行うことなく，
後続課題として患者役に対して看護動作の遂行を実
施した（表 1参照）．

4.1.4 評定方法
実験 3では，実験 3に参加した 17名の内の任意
の 8名が，実験終了後に，評定者として選出され，
自分を除く 16名の参加者の遂行成績の評定を実施
した．評定者の課題は，実験 1と同様に，各評定項
目に対して，1，0.5，0点のいずれかの成績を与え
ることであった．
評価得点の算出は，実験 1 と 2 と同様に，評定
者自身が被評定者とならないように，当該評定者 1

名を除く残りの評定者 7名が評定を行った．この操
作によって，評定者 7名全員が当該項目を正解と判
断すると 7点が満点となり，その 75パーセントの
値にあたる 5.25 点以上を，その評定項目の正解と
みなし，AV，V，Aタイプ別に正答率を算出した．
評定者が被評定対象とならない際には，評定者 8名
全員が当該項目を正解と判断すると，8点満点が与
えられ，その 75パーセントの値にあたる 6点以上
を，その評定項目の正解とみなした．

4.2 実験 3の結果および考察
4.2.1 反復視聴の効果: 先行課題と後続課題の

比較
実験参加者が示範ビデオを反復視聴した回数は平
均 5.7 回（最小値: 3 回; 最大値:10 回）であった．
図 5は，実験 3に参加した反復視聴先行群の先行課
題と後続課題における平均正答率を，3種類の情報
呈示様式 (AV，V，A)別に示す．実験 3における
先行課題と後続課題の平均正答率は，それぞれAV，
V，Aタイプ別に， 86.8 (± 20.0)，47.1 (± 19.5)，
23.4 (± 22.9)%と，97.1 (± 8.3)，61.8 (± 15.6)，
31.2 (± 22.0)%を示した．
実験 3における先行課題と後続課題の成績をAV，

V，Aタイプ別にみると， Aタイプの正答率（先
行課題: 23%; 後続課題: 31%）は，AVタイプの値
（先行課題: 87%; 後続課題: 97%）とVタイプの値
（先行課題: 47%; 後続課題: 62%）よりも低い値を

図 5 実験 3の先行課題と後続課題における平均
正答率を 3種類の情報呈示様式別に示す．図
中の＊と＊＊とはそれぞれ，有意水準 5%と
1%とを示す．

示したが，実験 1と 2の Aタイプの値（実験 1の
先行，後続課題: 0, 1%; 実験 2の先行，後続課題:

2, 4%）よりも高い値を示した．
実験 3の先行課題と後続課題は，患者役の有無の

点で異なっていた．そこで，遂行回数（1回目＝患
者なしのパントマイム; 2回目＝患者あり）と 3種
類の呈示様式（AV，V，Aタイプ）の違いが，反復
視聴先行群の遂行成績に及ぼす影響を検討するため
に，遂行回数 (2) × 呈示様式 (3)からなる 2要因分
散分析を実施した． その結果，遂行回数（患者の
有無）と呈示様式の主効果がそれぞれ有意であった
が (遂行回数: F (1, 16) = 11.0, p < .01; 呈示様式:

F (2, 32) = 85.19, p < .01)，遂行回数と呈示様式
の交互作用は有意ではなかった (F (2, 32) = 0.47,

n.s.)． 3種類の呈示様式についてLSD法を用いた
多重比較を実施した結果，平均正答率はAVタイプ
が最も高く，Aタイプが最も低く，Vタイプが両者
の中間値を示し， これら 3者間に有意な差が確認
された (MSe = 0.04, p < .05)．
これらの結果は，実験 3の自己調整による反復視

聴の後にも，2 度目の遂行で成績が向上すること，
その向上が 3 タイプに及ぶことを示す．実験 2 に
おける Aタイプの成績 (2, 4%) を勘案すると，反
復視聴は，Aタイプの平均正答率を，高めるはたら
きをもつが，それでもなお実験 3の Aタイプの成
績は AV，Vタイプの成績には及ばなかった．すな
わち，実験 3においても，3種類の呈示様式間の成
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績の高低差 (AV > V > A)は，実験 1と 2と同様
に解消されなかった．

4.2.2 視聴・遂行の反復に対する反復視聴の効
果: 実験 2と実験 3の比較

実験 3の反復視聴の効果を確認するために，先行
課題で視聴を 1 回のみ実施した実験 2 と反復視聴
を実施した実験 3の遂行成績を比較した．ただし，
両実験の先行課題は，ビデオの視聴回数と患者役の
有無において異なる．すなわち，実験 3の反復視聴
先行群は，ビデオの反復視聴の後にパントマイムで
先行課題を実施したが，実験 2の視聴・遂行先行群
は，ビデオを 1 回視聴した後に患者役の人物を相
手に先行課題を実施した．ベッド上の患者役は，学
習者に次の動作を予測させる手掛かりの役割を果た
し，動作の再生に役立つと考えられる．これに対し
て，パントマイムでは，患者役の身体イメージを学
習者自身が創り出し，そのイメージを患者役に見立
てて移動させなければならない．
よってここでは，実験 2が，ベッド上に実在する
患者役による課題遂行上の負荷を受けることなく
実施されたと仮定し，「1回視聴」に対して「反復視
聴」の効果を 3種類の情報呈示様式別に検討するた
めに，実験 2 と実験 3 における先行課題の遂行成
績 (AV, V, A: 68, 28, 2 % vs. 87, 47, 23%) に対
して，視聴回数の多寡 (2)を被験者間要因とし，呈
示様式 (3)を被験者内要因とする 2要因の分散分析
を実施した．
その結果，視聴回数の多寡と呈示様式の主効果が
それぞれ有意であった (視聴回数の多寡: F (1, 30) =

16.23, p < .01; 呈示様式: F (2, 60) = 93.47,

p < .01)．視聴回数の多寡と呈示様式の交互作用
は有意ではなかった (F (2, 60) = 0.05, n.s.)．3種
類の呈示様式についてLSD法を用いた多重比較を
実施した結果，平均正答率は AV タイプが最も高
く，Aタイプが最も低く，Vタイプが両者の中間値
を示し， これらの 3者間に有意な差が確認された
(MSe = 0.04, p < .05)．
この結果は，看護動作の学習において，先行する
示範ビデオの反復視聴が，1回視聴に比べて，3タ
イプに対して等しく約 20%程度の促進効果をもた
らすことを示す．このことは，実験 3 の反復視聴
が，少なくとも Aタイプの入力段階での取り込み
に促進効果をもったことを示す．

しかし，実験 3の先行課題は，患者役なしにパン
トマイム形式で行われ，患者役の人物を動かす身体
運動の力学的な負荷がないことが，高い遂行成績を
もたらした可能性が残される．そこで，この可能性
を排除するために，患者役を移動させる身体運動に
力学的負荷を受けた実験 3の後続課題の成績 (AV,

V, A: 97, 62, 31%) が，実験 2 の後続課題のそれ
(AV, V, A: 95, 53, 4%) よりも高い値を示すか否
かを検討した．具体的には，実験 2と実験 3の後続
課題の遂行成績に対して，視聴回数の多寡 (2)を被
験者間要因とし，呈示様式 (3)を被験者内要因とす
る 2要因の分散分析を実施した．その結果，視聴回
数の多寡と呈示様式の主効果がそれぞれ有意であっ
た (視聴回数の多寡: F (1, 30) = 18.43, p < .01; 呈
示様式: F (2, 60) = 167.43, p < .01)．さらに，視
聴回数の多寡と呈示様式の交互作用が有意であった
(F (2, 60) = 4.53, p < .05)．
交互作用が有意であったので，3種類の呈示様式

における視聴回数の多寡についての下位検定を行っ
た結果，視聴回数の多寡の単純主効果は， Aタイ
プにおいてのみ有意であり (A: F (1, 30) = 17.82,

p < .01)，AV および V タイプにおいては有意
ではなかった (AV: F (1, 30) = 0.26, n.s.; V:

F (1, 30) = 1.70, n.s.)．
視聴回数の多寡における呈示様式の下位検定を

行った結果，呈示様式の単純主効果は，視聴回数
の多寡のいずれにおいても有意であった (1回視聴:

F (2, 60) = 112.57, p < .01; 反復視聴: F (2, 60) =

59.40, p < .01)．LSD法を用いた多重比較を実施し
た結果，実験 2と 3のいずれにおいても，平均正答
率は AVタイプが最も高く，Aタイプが最も低く，
Vタイプが両者の中間値を示し，これらの 3者間に
は有意な差が確認された (1回視聴: MSe = 0.03,

p < .05; 反復視聴: MSe = 0.03, p < .05)．
1 回視聴と反復視聴の差は A タイプにおいての

み確認されたことから，反復視聴は Aタイプで呈
示された情報の獲得と遂行に促進効果を発揮すると
考えられる．他方，AV，Vタイプで呈示される情
報は，反復視聴と視聴・遂行の反復のいずれの方法
によっても，遂行成績に同程度の効果を及ぼすと考
えられる．
本実験で確認された反復視聴の効果は，Aタイプ

で呈示された音声解説（ナレーション）を繰り返し
聴取し，その運動表象を得た所産と見なされる．し
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かし，実験 3の参加者は，実際に遂行可能であると
実感できるまで，繰り返しビデオを視聴したにもか
かわらず，彼らの Aタイプの平均正答率は AVと
Vタイプよりも低い値を示した．その理由として，
聴覚情報を取り込む入力段階と，取り込まれた聴覚
情報から運動表象を形成する処理段階，そして運動
表象を動作の遂行へと変換する出力段階における困
難性が考えられる．

5. 総合論議

5.1 従来の運動学習研究に対する本研究の位置
づけ

看護の実践的学習状況とは，身近な家族に介護が
必要となった際に，介護者となった家族の一員が，
短時間で適切かつ安全な看護・介護動作を習得し，
その遂行が求められる事態をさす．本研究の目的は，
学習者にとって，日常的なレパートリーにない身体
運動技能を習得し，その技能を人に対して遂行する
実践的状況において，模倣学習に不可欠な「見る」，
「聴く」，「行う」という 3要素をどのように組み合
わせると，模倣学習が最も促進されるのかを探り，
有効な学習方略を提言することにあった．
従来の基礎研究は，洗練された要因統制の下に，
競技者における技能の反復訓練や，未知運動パター
ンの学習などをとりあげ，主として「もの」に対す
る身体運動の実験を実施してきた (Breslin et al.,

2005, 2006; Horn et al., 2005)．これに対して，本
研究が取り上げた看護動作の学習と遂行における特
徴は，「学習者」が，「示範者」から見て聴いて学び，
その学んだ技能を「患者」に対して実践することに
ある．これら 3種類の「人」が相互に現実的な制約
を与える中で，看護動作の学習者は，自らと患者の
身体的負荷を最小限に抑えつつ，看護動作の遂行に
とって最適な解を求める必要がある．
本研究では，看護動作の遂行における学習者（行
為者）と患者の身体的負荷の最小化問題を解く手掛
かりとして，行為者が自らの身体を駆使することを
前提に自己と行為対象である患者の身体性について
考える体験的認知という説明概念を導入した．

5.2 「見る，聴く，行う」ことの組み合わせに
よる学習

実験 1の遂行先行群は，まず，患者を車椅子へ移
乗させる看護動作の最初と最後を示す 2 枚の写真

を手掛かりとして，看護動作の遂行を求められた．
つまり，学習者は，先行課題において，看護動作と
いう新奇な身体運動の推定によって，自らの身体と
行為対象である患者役の身体性を意識化することを
促された．次に，彼らは後続課題において示範動作
の視聴と遂行を求められた．すなわち，遂行先行群
の学習は，「試しにやってみる，見聞きする，行う」
という手順で進められた．
実験 2の視聴・遂行先行群は，先行課題と後続課

題で，示範動作の視聴と遂行の反復を求められた．
すなわち，視聴・遂行先行群の学習は，「見聞きし，
行うことの繰り返し」によって進められた．
実験 3の反復視聴先行群は，先行課題において，

示範ビデオの反復視聴後に，パントマイムによって
示範動作の遂行を求められ，後続課題において，患
者役に対して示範動作の遂行を求められた．すな
わち，反復視聴先行群の学習は，「繰り返し見聞き
し，仮に行う，本当に行う」という実施順序で進め
られた．
これら 3 種類の実験結果は，次の 3 点に要約さ

れる．
( 1 ) 看護動作の遂行を先行して体験すること（実

験 1）は，いわゆる「とりあえず，まずやっ
てみること」に相当するが，「視聴・遂行」の
セットを繰り返すこと（実験 2）に匹敵する
学習促進効果を示す．

( 2 ) 主体的な反復視聴（実験 3）は，先行遂行（実
験 1）や視聴・遂行（実験 2）よりも相対的
に学習促進効果が高く，特に，示範ビデオ内
の視聴覚情報が一致していない聴覚情報（A

タイプ）を動作として再生することに促進効
果を示す．

( 3 ) 主体的な反復視聴（実験 3）は，聴覚情報か
らその運動表象を得ることに有効だが，AV

タイプの正答率 (97%)の高さと，Aタイプ
の正答率 (31%) の相対的な低さとを勘案す
ると，運動表象の獲得とその遂行に，なお改
良すべき点が残されている．

一般に学習成績を左右する要因は，課題における
刺激材料の特性と，学習者の処理特性とに大別され
るが，両者は相互に影響を及ぼす．特に，本研究に
おける Aタイプの正答率の低さとその改善につい
て考える上で，看護動作を学習し遂行するという課
題要請と，その要請に応じた学習者の認知特性との
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密接な関わりに注目することが重要である．
社会的学習理論 (Bandura, 1969, 1971, 1977)は，
広義の模倣学習（モデリング現象）を支配する過程
として相互に関連する 4種類の下位過程（注意，保
持，運動再生，強化と動機づけ）を仮定している．
看護動作の実践的学習状況では，学習者は，看護動
作の習得に対して等しく動機づけられており，彼ら
の注意，保持，運動再生過程が学習成績に主要な影
響を与えると見なされる．
本研究での実験では看護動作の観察学習を課題要
請としているために，視覚情報は，情報の入力から，
処理を経て，出力までのいずれの段階においても，
つまり注意，保持，運動再生過程において，聴覚情
報に対して処理の優先性をもつ．また，示範動作の
再生を求める課題要請は，聴覚情報に対する視覚情
報の相対的な優越性を引き出す．すなわち，優先的
に入力された視覚情報は聴覚情報よりも，注意と保
持の過程において相対的に符号化の負荷が低く，か
つ運動再生過程において運動表象の変換に優越性を
もつと考えられる．
よって，本研究での課題要請に応じた視覚情報の
優先性と優越性は，学習者の認知の枠組みに「見る
こと」への偏向性を与え，その結果として視覚情報
と内容が一致しない聴覚情報（ナレーション）に注
意を向けることに困難をもたらすだけではなく，聴
覚情報を保持して身体運動として再生することに困
難性をもたらす．

A タイプの成績は，AV と V タイプのそれらよ
りも，実験 1 と 2 において低く，実験 3 において
その成績の低さは，相対的に改善された．本研究
のこれらの結果とその解釈は，注意と運動イメー
ジに関する複数の研究と整合的である．たとえば，
選択的注意と認知制御に関する研究は，注意を向
けたモダリティが優先的に処理され，いったん目標
が検出されると，目標以外の情報はより高次の水
準で処理され，高い優先権をもったその情報を注
意過程によって検索することが困難になることを
報告している (Grimes, 1990; Posner, Nissen, &

Klein, 1976; Posner & Petersen, 1990; Posner &

Raichle, 1994)．運動イメージに関する研究は，行
為の心的イメージと行為の実行との間に類似性が
あることを重視しており (Jeannerod, 1994, 1995,

1997)，また，特定課題の遂行に先行してその課題
を認知的にリハーサルする心的練習 (mental prac-

tice) が，遂行を高める効果的な手段であることを
報告している (Driskell, Copper, & Moran, 1994;

Wohldmann, Healy, & Bourne, 2007)．
しかし，指によるタッピングなどの単純な運動性

行為の学習に関して多数の研究が行われているに
もかかわらず，熟達化が進む過程で複雑な運動技能
の高次表象がいかに変化するかについては，比較的
知られていない (Reed, 2002)．心的イメージの形
成や，パントマイムなどの心的練習が実践的な運動
技能の獲得においていかに有効であるかについての
合意形成を得るには，今後なお一層の検討を必要と
する．

5.3 模倣学習の促進方略
本研究では，3種類の実験で操作した要因のそれ

ぞれが，技能習得に有効性をもつことが明らかに
なった．Bandura (1977)は，刺激が予期を喚起す
る力を獲得することにより行動を引き起こすよう
になることを指摘している．また複数の先行研究
は，学習者が，限られた手掛かりを利用してレパー
トリーにない身体運動を「行う」ためには，その動
作の構造を推察し，自らの運動を計画する過程を必
要とし，そして，学習者は，当初の運動計画に従い
運動を実行する際に，運動計画の不完全性に「気づ
く」ことを報告している (Adams, 1971; Summers,

1989; Salmoni, Schmidt, & Walter, 1984)．
他方，脳機能イメージング研究は，身体運動の模

倣を支える脳神経基盤であるミラーニューロン・シ
ステムが，行為の観察と遂行の照合のみならず，観
察した行為の意図を推定し理解することにも関与す
ること示唆している (Iacoboni et al., 2005)．この
ようなヒトのミラーニューロン・システムの機能を
考慮すると，ここでの「気づき」による焦点化が，
その後の観察におけるミラーニューロン・システム
の駆動を促し，他者の身体性を含めた観察者自身の
身体運動の計画とその意図の理解を促進したと考え
られる．その結果として，「試みに行ってみる」とい
う体験的認知が実践的な看護動作の学習に促進効果
をもたらしたと推察される．
従来の学習心理学に立脚すると，本研究結果は，

初学者の実践的技能の学習には，精緻化リハーサル
と，集中学習法や全体学習法と，内発的動機づけが
重要性をもつとする観点から説明される．しかし，
このことは，対比概念となる機械的なリハーサル
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と，分散学習法や部分学習法と，外発的動機づけを
必ずしも単純に否定するものではない．在宅介護に
関わる技術を習得しようとする初学者は，相対的に
当該の技能習得に高い外発的動機づけをすでにもっ
ており，彼らが学習の初期段階において，集中学習
によって一連の看護動作全体の流れを掌握すること
は，後続の反復学習での精緻なリハーサルの実施に
役立つと考えられる．
また，最近の研究は，自らの身体を駆使した運
動を出力する経験やそれに伴う結果の知識が，運
動出力だけではなく，観察対象である他者の身体運
動に対する認識や理解に重要であることを指摘し
ている (Aglioti, Cesari, Romani, & Urgesi, 2008;

Blake & Shiffrar, 2007; Loula, Prasad, Harber,

& Shiffrar, 2005)．つまり，身体外部で生じる視聴
覚的な刺激がもたらす外来性の入力情報と，身体内
部で生じる自己受容感覚がもたらす内来性の入力情
報とを統合する運動システムの重要性が論じられて
いる (Suchubotz, 2007)．さらにこうした心理学や
運動科学の知見は，医療訓練にも援用されつつある．
たとえば，運動技能の学習を促進する上で，観察に
よる訓練や学習者の注意の指向性，効果的な情報の
フィードバックの方法や自己制御による訓練が注目
されている (Wulf, Shea, & Lewthwaite, 2010)．
こうした基礎的研究の知見を実践的な技能学習に
応用するには，なお両研究間をつなぐ多くの研究を
必要とするが，実践的学習を火急の使命とする教育
場面では，今現在，当面の学習方針を必要としてい
る．よって，これら新旧の知見を総合すると，実践
的な技能学習を促進するために，現段階では，示範
者と学習者間で交換される言語と非言語情報の組合
せに着目した方法が有効と考えられる．
学習者の視点に立脚すると，精緻なリハーサルを
導くための方略として，学習課題の提供は，最初に
動作の 1)「推定による遂行」，次に 2)「反復視聴」，
3)「パントマイム」，そして最後に患者（役）に対
する 4)「実際の遂行」の順序で実施することが推
奨される．
まず，学習者自身が課題要請を満たす新奇動作を
推定し，遂行を試みると，遂行全般にわたる困難性
が確認される．次に学習者はその困難性の意識化に
基づいて示範動作を反復して視聴し，動作の全体を
通覧し，動作の流れの概要を理解する．新奇動作の
模倣学習において，一連の動作を構成する運動と，

その順序性とを，最初から併せて理解することは
極めて難しく，視聴される情報の何に注意を向ける
のかは，学習者自身の運動表象の形成状況により異
なる．
たとえば，実験 3で反復視聴先行群が示した視聴

回数は，3回から 10回の範囲にわたっていたが，実
験参加者は，均質な視聴を機械的に繰り返したので
はなく，自己制御に応じて全体の運動計画を精緻化
していったと考えられる．こうした示範ビデオの主
体的な反復視聴にも関わらず，すでに指摘したよう
に，実験 3の結果は，課題要請による視覚情報処理
の優先性と優越性とによって，言語的に伝えられる
動作情報の遂行への変換に困難が伴うことを示す．
そこで，パントマイムによる運動再生過程を通し

て，自己の運動表象と出力される運動との隔たりを
埋めることが，実践的な運動のプランニングにとっ
て有用であると考えられる．
さらに，示範者は，具体的な部位の指差し確認

や，モデル人形や図解などの教育媒体を用いた解説
によって非言語的な情報を援用し，かつ学習者の知
識に応じた比喩や例示による言語的な説明を導入す
る．示範者はこれらの解説と説明の併用と，学習者
自身による部分的な試技の反復などとを戦略的に組
み合わせて，学習者に動作のコツやタイミングをつ
かむための精緻なリハーサルを促す．
示範者側の視点から要約すると，学習者が注意を

向けている対象を確認し，また特定の対象に注意を
誘導するために，「やって見せること」と「言って聞
かせること」とを，大局的な見地から意図的に利用
することが推奨される．

6. 残された課題

本研究は可能な限り実践状況を模擬的に反映する
形式を採用したが，なお，介護や看護の実践状況と
比較して，その迫真性において改善の余地を残して
いる．たとえば，実験状況では，習得した動作を数
回遂行すると課題要請は満たされ，課題は終了する
が，実践状況では，習得動作を長期間にわたって遂
行することが求められる．長期間にわたる同一動作
の反復は，学習者に力学的に負荷の少ない動作の習
得を促し，結果的に学習者は，習得すべき動作が合
理的な技術であることを了解する．ところが，実験
状況では，学習者は，短時間に数回の遂行しか求め
られないために，学習対象とされた動作に含まれる
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身体力学やケア上の技術的要素に注目することな
く，自らの筋力に頼って動作を遂行する傾向が認め
られる．
習得すべき動作が，合理的な技術であると認める
認識の枠組が，学習を促進するのに対して，逆に，
自らの筋力に頼った動作を可能とする実験の枠組
が，たとえば Aタイプのように技術的要素を含む
動作の学習を阻害する．
このように，実験と実践の両状況において，学習
者の処理方略が，示範者側が提供する情報に応じ
て，いかに有機的に形成され，動的に運用されるの
か，その相互作用をより高次の見地から明らかにす
ることが，今後の課題として残されている．

7. 結　論

学習すべき看護動作をビデオで視聴することなく，
看護動作の遂行を推定して先行体験すること（実験
1）は，いわゆる「とりあえず，まずやってみる試
技」に相当するが，看護ビデオの視聴と看護動作の
遂行を 1回反復すること（実験 2）に匹敵する成績
（評定値）を示す．また，看護ビデオの主体的な反
復視聴（実験 3）は，先行遂行（実験 1）や視聴・遂
行の単一反復（実験 2）よりも高い成績をもたらし，
特に，視覚情報（看護動作の映像）と一致しない聴
覚情報（看護動作のナレーション）を身体動作とし
て表出することにおいて有意に高い成績を示す．こ
れらの実験結果は，看護動作の模倣学習において，
学習者が自らの身体を駆使することを前提として，
自己と行為対象者（患者役）の身体性を意識化させ
る体験的認知の重要性を示唆する．
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