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概 要
本研究では，今後の理科教育において要請される自己調整学習の成立に関して，特に，認知的側面からこ
の過程に関わる諸要素を明らかにすることを目的とした。具体的には，まずZimmerman，B．J．らが提起す
る自己調整学習の成立過程に関して，理科教育の立場から捉え直した。加えて，その過程を表象機能および
メタ認知の観点から分析を施した。

結果として，子どもの自己調整学習の発達のレベルと表象の操作レベルとの間に密接な関係が成立し，そ
の過程をメタ認知的に表象させることが，自己調整学習の活性化に必須であることを明らかとした。その上
で，Paris，S．G．らが指摘する自己調整学習の成立と社会文化的文脈との関わりの観点から，教授論的視点の
構想を志向し，他者との相互作用の活性化と，そこへの教師の介入（足場づくり）に関する検討が教授方略
の策定には不可欠であることを明らかにした。

1．問題の所在
2007年6月に公布された学校教育法の一部改正

小学校理科では次の三つが重点項目として提示さ
れている（文部科学省，2008）。
1）児童が身近な自然を対象として，自らの諸感

にともない，我が国では学力に関して次のような

覚を働かせ体験を通した自然とのかかわりの中

規定がなされた。すなわち，「基礎的な知識およ

で，自然に接する関心や意欲を高め，そこから

び技能を習得させるとともに，これらを活用して

主体的に問題を見いだす学習活動を重視する。

課題を解決するために必要な思考力，判断力，表

2）児童が見通しをもって観察，実験などを行い，

現力その他の能力をはぐくみ，主体的に学習に取

自然の事物・現象と科学的にかかわる中で，問

り組む態度を養う」というものである。こうした

題解決の能力や態度を育成する学習活動を重視

学力の規定を受け，新しい学習指導要領ではその

する。

育成を志向した対策が講じられている。例えば，

3）児童が観察，実験などの結果を整理し，考察，
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表現する活動を行い，学んだことを生活とのか

その全体構造を解明すべく包括的かつ理論的な議

かわりの中で見直し，自然の事物・現象につい

論を試みた。なぜなら，自己調整学習では高次な

ての実感を伴った理解を図る学習活動を重視す

認知的機能を要求されるため，その成立過程を精

る。

査するためには，認知科学的な側面からの考察が

このような指摘に基づけば，今後の理科教育で

不可欠となるからである。そこで本研究では，ま

は，子ども自らが目的意識をもって学習を展開し，

ず理科学習における科学概念の構築過程の分析に

自律的に問題解決を図る学習活動の充実が要請さ

一定の有用性が認められる表象機能

れていると捉えることができる。これは端的に述
べれば理科教育における自己調整学習
（Self−RegulatedLearning）の確立である。

認知心理学の立場では，「自己調整」とは子ど

（representationalfunction）の観点（和田，2008，
2010）から，自己調整学習の内実について分析し
た。その上で，自己調整学習の成立に向けた教授
論的視点の導出を試みた。

もが自分の学習方法，方略の効果を的確にモニタ
リングし，ある学習方略から他の学習方略を取り
込んで移行させるなど，自己認知の内面的変化か
ら行動の外面的変化のループを形成させることを

意味する（Zimmerman，B．J．，2000）。これは，理

2．理科教育の立場から見た自己調整学習の
成立過程の分析

Zimmerman，B．J．（2001，pp．126−127）らは，

科学習に即して端的に言えば，次のように述べる

自己調整学習に関して，Bandura，A．（1986）の

ことができよう。すなわち，子ども自身で学習課

碇起する社会的認知論を基盤として，理論的アプ

題を認識し，課題解決に向けた検証方法や実験の

ローチを行っている。すなわち，自己調整学習を

計画を立て，その遂行をモニターし，調整や修正

子どもが周囲の環境との相互作用を通じて，行動

を加える。そして，目的意識をもって，継続的に

を変容させていく過程から成立すると捉え，これ

学習に取り組むのである。

を個人要因，行動，環境要因の三者の相互作用の

ただし，今後，進展が望まれるこうした理科教
育における自己調整学習に関する研究であるが，

観点から規定している。その様態は図1のように
示され，「相互作用論」と呼称される。

現段階においては，自己調整学習の成立に関わる
諸要素についての部分的な検討が中心となってい
る。例えば，筆者は，経済協力開発機構（OECD）

が措定する国際標準の学力であるキー・コンビテ
ンシー

（keycompetency）を理科教育の立場か

ら分析し，その実相を「自己調整学習の確立」と

l享ニー≦≒

rF

ヽ

環境要因

捉え，その具現化を構成主義的な立場から検討を
行った（和田，2007）。また，小野瀬（2008）ら

図1 相互作用論

は指導と評価の一体化の観点から，自己調整学習
の推進に関わる理科学習ガイドの機能について検

理科教育における自己調整学習の推進を志向す

証を施し，学習目標や学習の進め方，理解の状況

るとき，こうしたZimmerman，B．J．らが指摘す

などが学習ガイドに反映されることによって子ど

る社会認知的理論の側面からの検証は，近年，理

もの科学概念構築が促進されることを明らかにし

科教育において主軸となっている構成主義的な観

ている。

点からの理科授業の開発と軌を一にすると考えら

本研究では，こうした理科教育に関わる自己調
整学習の成立過程に関して，特に認知的側面から，
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れる。これが，本研究においてZimmerman，B．J．
らの理論に着目する所以である。
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さらに，Schunk，D．H＆Zimmerman，B．J． 然ながら子どもの科学概念構築が達成されなけれ
（1998）らによれば，こうした自己調整の学習過

ばならない。したがって，理科教育の立場から自

程は「予見」「遂行コントロール」「自己省察」の

己調整学習を検討するとき，その成立過程と科学

3段階の循環過程から構成されていると説明され

概念構築との関わりについての精査が必要不可欠

る。「予見」の段階は，実際の遂行に先行するも

である。

ので，活動の下準備をする過程をいう。「遂行コ

筆者は，これまでの研究において科学概念の構

ントロール」の段階は，学習中に生じる過程であ

築過程を表象機能（representationalfunction）

り，注意や活動に直接，影響を与える過程のこと

の観点から分析する手法の確立を志向してきた

である。「自己省察」の段階は，遂行後に生じる

（和田，2010）。表象とは，端的に言えば精神内

過程のことであり，自らの努力に対して反応をな

での表現活動のことであり，事象に対する解釈を

す過程のことである。

イメージしたり，数式で捉えたりすることを意味

これらは，理科学習の立場から説明すれば図2

する。理科学習においては，ブルーナー（1977）

のように模式化できよう。すなわち，「予見」の

の指摘する知識の表象形式に関わる理論を援用す

段階は，科学概念構築の際に子どもが具体的に学

ることによって，より具体的な説明が可能である。

習課題を捉え，学習の見通しを形成する段階であ

すなわち，理科学習において子どもは観察，実験

る。「遂行コントロール」の段階は，自己の予想

といった活動的表象（enactiverepresentation）

や仮説に基づき，検証のために観察・実験をした

を起点として事象把握を行い，次にイメージを主

り，モデルを考案したりする段階である。その上

体とした映像的表象（iconicrepresentation）へ

で，結果に対する解釈を，クラスの仲間との議論

と高次化し，最終的に言葉や数式などの記号的表

などを通じて深化させ，自己のモデルの修正や知

象（symbolicrepresentation）に到達するとの指

識の精微化を図る段階が，「自己省察」の段階と

摘である。こうした，活動→映像→記号的表象と

捉えることができる。

いった過程を経ることによって，子どもの知識は
構造化されることになる。なお，筆者は，活動，
映像，記号の各表象レベルは，理科学習において

は独立に機能するのではなく，相互に密接に連関
していることを明らかにしている（和田，2010）。

換言すれば，子どもの科学概念は，活動的，映像
的および記号的表象を相互変換させながら，その
機能を向上させることによって構築されるのであ

M
図2 理科教育における自己調整学習の循環過程

る。

さらに，こうした表象の相互変換過程を経て構
造化された知識の内実は，White，R．T．（1988）
の掟起する知識の構成要素に関する理論を踏まえ

3．自己調整学習の過程と表象との関連
3．1 自己調整学習の循環過程と表象ネット

れば，次のように説明できる。すなわち，表1に
示すように理科学習に関わる子どもの知識の構成
要素は，普遍的な意味の記憶要素であるストリン

ワーク

グ，命題，知的技能，および特殊的・体験的意味

前項までの議論によって，自己調整学習の成立

の記憶要素であるイメージ，エピソード，運動技

過程の内実が明らかとなってきた。理科学習にお

能に分類される。そして，これらの要素を統合し，

いては，こうした自己調整学習の成立に伴い，当

問題解決場面で時宜に適して活用できる能力であ
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る認知的方略が設定される。これらの知識要素は，

クとは密接な関連があり，これらが相互に連関し

理科学習の推進とともに増大，結合し，ネットワー

合うことによって，科学概念の構築は一層深化す

ク化された構造体を形成するのである。そして，

ると考えられる。その様態を示したものが図4で

子どもは問題解決場面において，これらのネット

ある。

ワーク構造を有する知識要素を窓意的に使用す
る，すなわち認知的方略として自律的に操作して
いくのである。

表1 知識の構成要素
種類
ストリング

命題

簡単な定義
分離されずにまとまった形で記憶さ
れている記号やことば

ついての記憶

知覚情報に対する心的な表象

運動技能 パフォーマンスによる課題の遂行
認知的方略

結果の聞
モデルの鯵正

−ノ

図4 自己調整学習の循環過程と表象ネットワーク
の連関

ことばの定義，ことばの間の関連性

特定の経験あるいは目撃した事実に
イメージ

千畳・仮牧の鮫

の記述

知的技能 論理を用いた課題の遂行
エピソード

苧t課■の明ヰ化

表象ネット
ワークの自
律的操作

思考をコントロールする概括的な技
能

同時に，これらの連関の内実を見極めることに
よって，理科教育における自己調整学習の成立過
程に関する認知科学的な側面からの精査を推進で
きると考えられる。

3．2 自己調整学習の促進とメタ認知的表象
前述したように，自己調整学習では，学習や問

これらブルーナーおよびWhite，R．T．の指摘を

題解決が計画通りに推進しているかモニタリング

統合し，理科学習に関わる表象と知識構造の関係

し，コントロールしていくことが不可欠となる。

を模式化したものが図3である（和田，2010）。

これは，自己調整学習の成立にはメタ認知

所謂，表象ネットワーク（representationalnet−

（metacognition）が必須であることを意味する。

work）の形成，それが科学概念の構築過程の内

実際，Schunk，D．H．（2008）らはメタ認知が自己

実の一端を表現していると捉えることができる。

調整に対して及ぼす影響を情報処理過程の立場か
ら具体的に検討し，学習による認知的進歩をモニ
タリングする技能が自己調整に対して重要である

⊥∵＼三，
図3 表象ネットワークモデル

ことを指摘している。したがって，メタ認知の働

きによって，自己調整学習が成立するか否かが決
定されると言っても過言ではないのである。

メタ認知とは，端的に表現すれば「認知につい
ての認知」を意味する。つまり，自己の認知過程

をモニタリングし，コントロールすることによっ
て，自分自身で最善の学習活動を構築し，問題解

決者としての自分自身に意識的に気づくのであ
さて，自己調整学習の成立は，子どもによる表

る。Paris，S．G．（1990）らは，こうしたメタ認知

象ネットワークの自律的操作の確立と対応関係に

にはメタ認知的知識（認知プロセスについての知

あるといえよう。すなわち，図2に示した自己調

識）といった宣言的知識の表象とメタ認知的活動

整学習の循環過程と図3に示した表象ネットワー

？46

（認知プロセスのモニタリングとコントロール）
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といった手続き的知識の表象の二側面があるとし

えよう。中でもメタ認知の活動レベルで表出する

ている。メタ認知的知識には，個人の認知特性，

メタ認知的活動は，自己調整に重大な影響を及ぼ

課題および方略についての知識などが含まれる。

すと考えられる。すなわち，メタ認知的モニタリ

個人の認知特性は，「自分は数学が得意なので，

ングとメタ認知的コントロールの密接な連関と循

物理にも関心がある」といった個人の認知傾向の

環が自己調整学習の成立の鍵を握っていると考え

ことである。課題に関する知識は，課題の性質が

られる。この点に関して，森本・和田（2008）ら

自己の認知活動に及ぼす影響についての知識であ

は，高等学校の理科授業において，自己調整学習

る。例えば，「物理の理論計算では，ディメンジョ

の成立をメタ認知的モニタリングとメタ認知的コ

ンのチェックを行うと計算間違いが減る」といっ

ントロールの活性化の側面から検討し，そこへの

たことが挙げられる。方略についての知識は，目

教師による時宜に適した足場づくりの重要性につ

的に即した方略の使用に関する知識である。例え

いて具体的な検証を加えている。

ば，「空気の圧縮は，バネの伸縮に例えて説明す

これらメタ認知と自己調整学習の成立過程との

るとわかりやすい」といったことである。これら

関連は図6のように整理できる。すなわち，自己

の知識は，他者との相互作用を通じて獲得，ある

調整学習の成立過程において，子どもは自己調整

いは伝達が可能な知識である。

の発達や表象の操作レベルなどをメタ認知的に表

また，メタ認知的活動は，多くの種類の問題解

象し，具体的な目標設定，そのための方略の選択，

決の経験を経ることによって手続き化され，獲得

自己の学習活動のモニタリングなどを充実させる

がなされる知識である。これは，メタ認知的モニ

のである。

タリングとメタ認知的コントロールに大別され
る。前者には，「酸化還元反応のしくみが分かっ
ていない」，「自分が理解している主題に一貫性が
あるか」，「この解き方は面白い」といったような

認知についての気づきや評価などが含まれる。後
者は，「運動方程式を理解しよう」，「教科書の内
容を整理するところからはじめよう」，「この方法

では解けないので，別の方法を試みよう」といっ
た対象となる認知に対する目標設定・計画・修正
などを含む。これら，メタ認知に含まれる表象に

ついて整理すれば図5のようになる。

メタ認知的知識の表象
図6 自己調整学習の成立過程とメタ認知的表象

（思い込み，信念．認

メタ認知

知的課長璽など）

メタ認知的モニタリング
（気づき．評価）

メタ認知的活動の表象

メタ認知的コントロール
（日横設定．計画．修正）

図5 メタ認知に含まれる表象

4．自己調整学習において要請される表象の
操作上の因子

4．1 自己調整の発達のレベル
このように，メタ認知は，前述した「予見」「遂

これまでの議論によって，理科教育の立場から

行コントロール」「自己省察」といった自己調整

自己調整学習の成立過程を捉え直し，さらにその

学習の循環過程に対して重要な機能を有するとい

過程を表象ネットワークとの関連から説明するこ
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とが可能となった。さらに本項では，こうした自

を用いることによって合理的に表現できるように

己調整学習を成立させるために必要となる要素や

なることである。そして，最後の自己調整のレベ

因子について表象機能の観点から抽出することを

ルでは，新規の課題に対して自覚的かつ随意的に

試みる。これによって，自己調整学習を成立させ

習得したスキルや方略を操作できることを意味す

るために子どもに要請される諸因子が明確化され

る。換言すれば，自律的な問題解決である。この

てくると考える。

ように，子どもは段階的にスキルや方略を状況に

応じて調整し，自己の学習目標の達成に向けて学
Zimmerman，B．J．＆Schunk，D．H．（2001，pp．
142−144）は，自己調整する力が次に示す4つの

習活動を推進，あるいは維持していくのである。

レベルに沿って発達することを指摘している。
表2 自己調整学習の発達のレベル

1）観察的レベル
2）模倣的レベル

発達の

3）自己制御されたレベル

レベル

レベル モデルの説明

1）および2）は，社会からの影響を受けるレ

模倣的 学習したモデルを
レベル 用いた説明の遂行

ベルであり，3）および4）は自己からの影響を

起源から自己を起源とする方向へと移行してい
く。こうした社会から個人への移行は，Zim−

自己からの影響

観察的 教師による言葉，

4）自己調整されたレベル

受けるレベルである。これらのレベルは社会的な

社会からの影響

自己制御さ

類似課題に対する

れ美レベル

スキルや方略の利用

自己調整さ
れたレベル

新規の課題の解決

merman，B．J．らの自己調整に関わる理論が社会
的認知論を基盤としていることからすれば，当然

4．2 自己調整の発達と表象の操作レベルとの

の指摘と捉えることができる。

関連

これらの各レベルについて，理科学習の立場か

上述した自己調整の発達のレベルに関して，本

ら捉え直したものを表2に示した。観察的レベル

研究で着目する表象機能の観点から考察すること

は，モデル化，課題の構成，教師による言葉での

を次に試みる。これによって，自己調整学習の過

説明など，方略に関わる諸要素を学習する段階で

程の認知科学的な側面からの具体的な議論を深化

ある。例えば小学校理科において，食塩の水への

させることが可能になると考えられる。具体的に

溶け方を説明する際，教師の粒子モデルを使用し

は，筆者がKozma，R．（2007）らが碇喝する科

た説明について学習することを意味する。こうし

学概念構築に関わる表象の操作因子に関わる理論

たスキルを学習することによって，子どもは物質

に基づき同定した，5つの表象の操作レベルを援

の水への溶け方を説明するには，物質の粒を○で

用する（和田，印刷中）。

表現したり，物質の種類の違いを○や●といった

レベル1）表象内容の描画（representation as

色の違いなどで表現したりすることが可能となっ

depiction）

ていく。これが模倣的レベルに達することを意味

レベル2）学習初期における記号レベルでの操作

する。こうして，学習したスキルや方略が子ども
個人に内化していくことになる。

自己制御されたレベルでは，類似の課題を解決

（early symbolic ski11s）

レベル3）表象の統語的操作（syntactic use of

formalrepresentations）

する際に，それまでに学習したスキルや方略を子

レベル4）表象の意味的操作（semantic use of

どもが独自に使用できることを意味する。例えば，

formalrepresentations）

コーヒーシュガーが時間の経過とともに，水の中

レベル5）表象の反省的，レトリック的操作

に拡散し，濃度が均一となることを，粒子モデル

（reflective，rhetoricaluse ofrepresentations）
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レベル1は，学習の初期段階において観察，実

そしてレベル5は，既習事項を踏まえ新規の課

験の内容をスケッチしたり，さらに事象に対する

題に対する表象の適切な操作を意味する。これは，

解釈を，イメージ画などによって表現したりする

表象の自律的操作を可能とする段階を意味してお

表象の操作である。これは，表2における観察的

り，表2における自己調整されたレベルと一致す

レベルの前段階の表象操作と考えられる。すなわ

ると考えられる。

ち，理科学習では事象を解釈するにあたって，子

これら，表象の操作レベル1から5に関して，

どもは既有の知識を稼働させて，彼らなりに事象

自己調整に関わる力の発達のレベルとの対応を整

を捉えようとしている。そうした表象の内実を描

理すれば，表3のように示すことができる。この

画等で表現しておくことによって，教師による言

結果から，自己調整の発達レベルと表象の操作レ

葉やモデルによる説明内容と子どもの既有の考え

ベルとは密接な関係にあり，自己調整の発達が表

との相互作用が促されるのである。これによって，

象の操作レベルの向上とともに達成されていくと

観察的レベルの発達がより一層向上すると考えら

いう，表裏一体化した構造を有することが明確と

れる。

なった。したがって，自己調整の発達のレベルに

レベル2は，描画内容に記号的要素も取り入れ，

関して，表象の操作レベルの観点から捉えること

表現の多様性を生起させる表象の操作である。例

によって，認知科学的な側面からのより詳細な考

えば，回路を流れる電流について，イメージ画に

察が可能となる。

矢印記号などを加えて動的なイメージを加えるこ
となどがこれに該当する。これは，表2における
観察的レベルと関連していると考えられる。すな
わち，教師から提示されたモデルや，他者の表現

表3 表象の操作レベルと自己調整学習の発達の
レベルとの関係
自己調整の発達レベル

表象内容の描画

など，モデルの型や様式などの特徴を学習するの
である。
レベル3は，事象に対する解釈をモデル，数式，

化学式等フォーマルな表現により捉えることであ
る。例えば，「化学反応は原子・分子モデルや化

表象の操作レベル

観察的レベル

学習初期における記号レ
ベルでの操作

模倣的レベル

表象の統語的操作

自己制御のレベル

表象の意味的操作

自己調整のレベル

表象の反省的・レトリッ
ク的操作

学反応式で表すことができる」といった表象の操
作の多様性を認識し，それを試みることである。
これは表2における模倣的レベルに相当すると考
えられる。こうして，子どもはモデルの全体的な

様式を構造的に捉え，それを遂行することになる
のである。

5．自己調整学習の成立に向けた教授論的視
点の構想
これまでの議論から，自己調整学習の成立過程

に関して，Zimmerman，B．J．らの碇起する自己

レベル4は，例えばびんの中で，物を燃やし続

調整学習に関する理論を基盤として，その循環過

ける方法に関して，それまでの学習内容を踏まえ

程を理科教育の観点から捉えることが可能となっ

て，その方法を考案することなどである。このレ

た。また，その循環過程を表象の相互変換過程と

ベルでは，子どもが文脈に即して独自の表象を形

対応付け，自己調整学習の成立が表象ネットワー

成するまでには至らないが，それまでに学習した

クの精微化と相互連関していることを明らかとし

スキルや方略を子どもが自己の内的基準に別して

た。さらに，自己調整の発達のレベルに関して，

独立に操作できる段階にある。したがって，これ

表象の操作レベルとの関連を精査することによっ

らの表象の操作因子は表2における自己制御され

て，自己調整学習の認知科学的な側面からの考察

たレベルと捉えることができる。

を深化させることが可能となった。
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これらの議論を踏まえ，最後に自己調整学習に

もとで解決可能になるレベル（潜在的な発達可能

関する教授論的な視点について明確化しておきた

水準）があると指摘した。この2つの水準の相違

い。Zimmerman，B．J．と同様に，Paris，S．G．（2001）

から決定される範囲が発達の最近接領域である。

らは自己調整学習の成立を，自己を含め，社会文

そして，この領域に働きかけを行うことによって，

化的文脈との関わりで捉えている。それは，以下

発達の可能水準が，現在の発達水準へと変容して

の5つの原則としてまとめられる。

いくのである。これは，換言すれば他者調整から

1）学習は，社会的歴史的文脈に埋め込まれて

自己調整への移行に関する教授の確立が不可欠で

おり，こうした文脈が思考の内容とプロセスを

あることを強力に指摘するものなのである。それ

形作る。

が換言すれば足場づくりに関する考察の要請であ

2）ある特定のコミュニティのメンバーになろう
と努力している新たな参加者は，実践的な活動

る。

足場づくりに関する基礎的な概念を確立した

を通して，そのコミュニティにおける手段や道

Bruner，J．（1975）によれば，それは「親が子ど

具，価値，習慣を身につける。

もに用いる教授方略としての支援」と定義される。

3）自己は，個人と周囲の社会的グループによっ
て構成される。
4）人は，自分の人生や行為について，個人的な

これを，自己調整学習の立場からの説明を試みる
とき，ブルーアーの指摘は極めて有用である（ブ
ルーアー，2002）。すなわち足場づくりとは，「教

解釈を作り上げる。そこには自己の一貫性や楽

師によるモデリングとコントロールから子どもに

観的なものの見方が反映される。

よるコントロールへの移行期間」という主張であ

5）思考や学習は，ふつう，適応的で役に立つも

のであると考えられるが，非適応的な考えや行

る。

これまでの先行研究において，自己調整学習に

為をも導ける。

対する足場づくりの体系的な研究は未だ実施され

これらの指摘は，自己調整学習の成立に向けた

ていない現状がある。そうした状況ではあるが，

教授論的視点を構想する上で，有用な視点である

Winne，P．H．ら（2010）は，自己調整学習におけ

といえる。すなわち，子どもの自己調整学習を促

る足場づくりに関して，重要な指摘を行っている。

進させるためには，他者との相互作用の中で，こ

すなわち，足場づくりを通じて対話の協同調整を

れまで論じてきたような自己調整学習の循環過程

形成することである。具体的には，教師は子ども

を確立し，自己調整の発達のレベルの向上を図る

の学習成果や理解の程度などを確認したり，モデ

必要があることが明確となる。この際，重要となっ

ルよる思考や判断を要求したりする。これに対し

てくる視点，それは教師による時宜に適した足場

て子どもは，教師の教授内容の解釈に努め，課題

づくりを通じた自己調整学習への介入である。そ

や学習目標を確認したり，学習活動に対する評価

れが，子どものメタ認知的な洞察を促すことやグ

を要求したりする。足場づくりには，こうした相

ループによる話し合いを活性化させることにも繋

互作用を活性化させる要素が含まれていなければ

がっていく。

ならないのである。そして，対話過程において，

こうした議論を深化させるためには，ヴイゴツ

教師が子どもの学習を支える足場を形成し，その

キーの碇喝する発達の最近接領域（ZoneofPro−

後，子どもの自己調整の発達のレベルの向上に合

ximalT）evelopment）の概念および13runer，J．の

わせて，その足場は徐々に取り払われていくので

足場づくり（Scaffolding）の概念への焦点化は必

ある。

須であると考える。ヴイゴツキー（2005）は，子

当然のこととして，自己調整の発達と同期して

どもには独力で問題解決可能なレベル（現時点で

向上する表象の操作レベルの状況は，子どもの学

の発達水準）の他に，教師や有能な仲間の援助の

習過程において潜在化されているものであり，明
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確に示されるものではない。しかし，効果的な足

・Schunk，D．H．らが指摘する自己調整の発達の

場づくりを具現化するためには，教師による子ど

レベルは，表象の操作レベルと密接に関連してい

もの表象の様態に対する的確なアセスメントが求

た。

められる。そのためには，表象の外化
（externalization）が不可欠となってくる。同時

・自己調整学習の過程と同期して形成される表象

ネットワークの内実に関して，その形成過程をメ

に，表象の外化が，子ども自身のメタ認知のもと

タ認知的に表象させることは，これらの連動を深

で意図的になされるとき，子どもの表象の操作は

化させるためには不可欠である。

活性化され，自己調整の発達のレベルが一層高次

・Paris，S．G．らが指摘する自己調整学習の成立と

化されると考えることができる。こうして外化さ

社会文化的文脈との関わりの観点から，他者との

れた子どもの学習に対して，多様な足場づくりを

相互作用の活性化，および自己調整学習の内実の

施し，フィードバックを行うのである。自己調整

外化と，そこへの教師の介入（足場づくり）といっ

学習の成立は，こうして達成されてこよう。

た視点が教授方略の策定には不可欠であることが

以上の論考を総括すれば，自己調整学習の成立
に向けた教授論的視点は，図7のように模式化で
きると考えられる。

明らかとなった。

今後は，本研究で見出した自己調整学習の成立
に関わる教授論的視点を踏まえ，具体的な教授方
略を策定し，授業実践を通じた検証を行っていく
必要がある。

【付記】

本研究は，科学研究費補助金研究活動スタート
支援・課題番号22830005（研究代表者：和田一郎，

研究テーマ「理科教育における自己調整学習の成
立過程に関する研究」）の成果の一部である。
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