
                                   授業名：コロキアムⅠA 
               発表日：2005年 12月 8日 

  発表者：前田・唐牛・西浦 

 1

  子どもの類推課題解決におけるスキーマ帰納 
Journal of Educational Psychology, 91,703-715,1999 

Schema Induction in Children’s Analogical Problem Solving, Zhe Chen, Carnegie Mellon University 

                         単語の訳 

  

Abstract schema Problem:課題 

General schema: 汎用スキーマ Problem solving: 課題解決 

  Representation:表象 

Condition:条件 Semantic domains: 意味領域 

Control:統制条件 Source example:ソース例 

Formular:公式 Source problem: ソース課題 

Goal structure: 目的構造 Schema induction: スキーマ帰納 

Induce:帰納   

Mental representation: 心的表象 Target:ターゲット 

  Variant ⇔ invariant: 変化⇔不変化 

 
1.用語説明 
 1.1類推（アナロジー）とは何か？ 
 
・「類推とは以前に経験したことがら（ベースドメインと呼ばれる）を現在直面している

ことがら、あるいは問題（ターゲットドメイン）に当てはめる（写像する）こと。過去

の経験を制約として利用して、未知のものについての学習、推論を行うことである。」 
  （鈴木、1996） 
・ 「類推学習では、いくつかの対象の間の類似性に着目して、一方で成立する事実や関係

などの知識を他方に対して変換することにより問題解決を行う。(-中略- 構造を持つ対
象の間の類似性、目的や価値観などのバイアスを考慮した類似性の尺度などが重要であ

る。)」（石崎,1996） 
 
   
            転移 

     ベース                ターゲット 

    過去の経験               現在の課題 

 
→類推によって未知の課題を解く 
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・類推の基本的なプロセス（鈴木、1996） 
1.ターゲット問題の表象―問題が与えられ、それを何かの形で表象すること 
2.ベースの検索―関連する過去の経験を長期記憶から検索すること 
3.写像―検索されたものの中から重要な事項を現在の問題にあてはめてみること 
4.正当化―写像が適切であると正当化すること 
5.学習―類推の結果をスットクし、それを一般化すること 

             
類推のその他の特徴： 
・ 類推は類似に基づく推論のこと。現在の状況、あるいは問題となんらかの意味で似てい

る過去の経験を用いること。  
→人は概念の特徴を全て事前に保持しているわけではない。類似性判断の過程において、

推論を通して必要な特徴を生成していると考えるべき。 
・ 構造化の度合いが高い知識は容易に転移される（Goswami,1992; Goswami＆Brwon, 

1989）→必要な関係を抽出する知識が存在している限り、人間は適切に類推をするこ       
とができる。 

・類推は発達的にも比較的後期に可能になることが指摘されてきた（Gallagher ＆   
Wright,1979） 

 
1.2 転移（transfer） 
 
☯与えられたベースをどの程度一般化出来るかで転移の度合いが決まる。 
☯ベースとなる例題を 2つ与えた場合、自発的な転移が起こる（Gick ＆Holyoak、1983） 
 →理由：一般的なスキーマ（汎用スキーマ）が抽出されたから（スキーマの帰納） 
☯ベース問題での失敗が同型の転移問題のパフォーマンスを向上させる。(Gick,1992) 
 →失敗を経験すること（しそうになること）で正しい解法のための手がかりになる 
 
転移が生じない時： 
・ターゲット問題を解く際に、ベースを使うことに気付かなかった時。 
・ ベース問題を良く理解していない時（Gick ＆ Holyoak,1980） 
 

→転移に関する研究の多くは、転移の問題は教えられた事例、手続きの抽象化の問題とし

て捉えている。 
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1.3スキーマ（schema）とは何か？ （宮田、1996） 
スキーマ:構造化された知識 
 

 a）人間は駅でどのように振舞えば良いか、深く考えずに動くことができる。 
    b) 台所にはどのようなものがあるかをおおむね見当することができる。 
→ 経験で身につけた知識によりある場所にいると何をしたら良いか(aに該当)を理解
し、どのようなものがあるか（bに該当）を推測する能力のこと 

 
従来のスキーマ理論：・「台所スキーマ」が存在し、そこには台所のさまざまな性質が記述

されていると想定された。 
・各スキーマが独立したもの、個別的なものであると考えられていた 

 
最近のスキーマ理論（宮田,1996）： 
・「窓とカーテン」のようにつながりが明確なものはサブスキーマという。人間は学習する

際は「台所スキーマ」を形成するかどうかという判断は必要なく、小さな要素的なつな

がりを積み重ねていくことで無数のサブスキーマになり、それらがさらにつながりあっ

て「台所」のような大きなつながりが徐々に作り出される。（相互結合型ネットワーク） 
・スキーマ同士がつながっており、相互作用的に機能している。 
・「ベースとターゲットとカテゴリー（スキーマ）との三者関係」（鈴木・村山,1991） 
（→割愛1） 

   
1.4本論文における仮説 
1. 変化(Variant)手続きを必要とする課題を解いた子どもの方が不変（invariant）な手続
きを必要とする課題を解いた子どもより、汎用課題スキーマ2を構築しやすい。 

 
例）子ども A群： 同じ解決の相関関係を必要とするソース例を与える。3 

（invariant手続き） （例：A-B+C） 
  子ども B群： さまざまな手続き上の相関関係を必要とする課題を与える。 

(variant手続き)   (例：A-B+C, A-2B+Ｃ) 

                                                  
1従来は「ベースとターゲット間の写像」だったが、鈴木・村山（1991）によれば、類推は「ベースとターゲットとカ

テゴリー（スキーマ）との三者関係」により成立するとした。ベースとターゲットは本質的に違うが類推の過程にお

いて同一視されている側面があり、そのメカニズムが存在するとした。（ベースとターゲットをその事例として持つ

カテゴリが形成される） 
2 他の課題にも適用可能なスキーマ 
3ソース例: 学習者が解決法を獲得し、後に転移することができる課題 
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2.変化手続きを必要とする課題を解いた子どもは、新しい手続きを必要とする新しい課題を
解くのに長けている 

 
3.不変な手続きを必要とするソース課題を解いた場合、安定した成績を見せるが新しい課題
を解く際、あまり高いレベルの転移が行われない。子どもが変化手続きを必要とするソ

ース課題を解くと、そこまで良い成績は見せないが、課題から帰納（得られた）汎用ス

キーマのため、高いレベルの転移を見せる。 
 
4. 年齢の高い子どもの方が年齢の低い子どもよりもソース課題から得るものが多い。これ
は、汎用スキーマを構築し、それを転移する能力が年齢の高い子どもの方が優れてい

るためである。 
 
5. さまざまな課題手続きから生まれた汎用スキーマは（類推を応用する過程を通して） 

転移を容易にする。 
 
 
実験の目的 
1. さまざまな年齢の子どもが後の転移を容易にするような汎用課題スキーマをどのよう
に構築するかを見ること 

2. 課題例におけるさまざまな手続きがこの過程にどのように影響を与えるかを調べる 
 
 
 
実験 1 
◆ 問題 
① ソース課題の多様さはどのように汎用スキーマの形成を促進するのか 
② ソース例を汎用スキーマとして、あるいは特定の手続きとして表象することは、転移に

影響を与えるか 
③ 年齢は、子供の汎用スキーマ形成の能力や課題間で解決原理を転移させる能力に影響を

与えるか 
○ 予想 
・ いろいろな種類の公式を経験した子供は、単一の公式のみを経験したものに比べて、汎

用スキーマを帰納させることができ、新たな公式を必要とする課題の解決もできる 
・ 年長児の方が年少児に比べて汎用スキーマを形成しやすく、ソース課題・ターゲット課

題ともに成績がよい 
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◆ 方法 
○ 被験者 
・ 8～11歳の 71人の子供 
・ 8～9歳―年少児 younger、10～11歳―年長児 older 
・ 平均値 

 変化条件(variant)：年少児―8歳 7ヶ月、年長児―10歳 10ヶ月 
 不変条件(invariant)：年少児―8歳 8ヶ月、年長児―10歳 10ヶ月 

 被験者の人数、割り当て方は適切だろうか？ 
 数学的な知識や能力などによって統制を行う必要はないだろうか？ 
 
○ デザイン 
・ ソース課題…水差し課題 5問 

 変化条件：すべて異なる方程式を必要とする課題 
 不変条件：すべて同一の方程式を必要とする課題 

・ ターゲット課題（6番目の課題） 
『A－2B＋C』という方程式を必要とする課題 

 
○ 材料 
・ 容量の異なる空の水差し３つ、水が入った大きな容器、空の大きなボウル 
 
○ 手続き 
・ Warm-upフェイズ…関係のない、なぞなぞ課題 
・ ソース課題に入る前に実験者が計測の基本論理を見せた 
・ 課題（付録Ａ参照） 

 目標となる量にするように指示 
 制限時間―120秒 
 問題が解けない場合…実験者が手続きを教えた（方程式は明示しない） 
 3番目の課題と 5番目の課題後、子供に何を学んだかをたずねた 
 課題はすべてビデオテープで記録 

 
◆ 結果 
・ 課題解決の成績…1つの課題につき 1点 
・ スキーマ…３つに分類 
(a) 関係のない表象、(b)特定の手続き、(c)一般的スキーマ 

 信頼性：課題解決―97％、スキーマ分類―92％ 
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・ 3つのタイプの分析を行った 
① 一般的なスキーマを形成できた子供の割合 
② ソース課題とターゲット課題が解けた割合 
③ 汎用スキーマの形成とターゲット課題解決との関係 
 
○ 課題成績（表 1参照） 
・ ソース課題 
分散分析 ANOVA―２(条件)×２(年齢) 

 年齢の主効果が有意 年長児＞年少児 
 条件の主効果、および交互作用効果は見られなかった 

・ ターゲット課題 

 χ
2

検定 
 年長児では、変化条件(83%)＞不変条件(40%) 
 年少児では、条件による有意な差はなかった（変化条件 47%、不変条件 31%） 

 
○ スキーマの帰納（表 2参照） 
・ 年長者…汎用スキーマ形成者率は、課題３・課題５ともに、変化条件＞不変条件 
・ 年少者…2つの条件間における有意な差なし 
 
スキーマの形成・課題の成績どちらについても、変化条件＞不変条件、年長児＞年少児 
 
○ スキーマ形成とターゲット課題解決の関係 

χ
2

検定―汎用スキーマあり(71%)＞汎用スキーマなし(31%) 
◆ 考察 
・ 経験する公式（手続き）の多様性は、一般的スキーマの形成を促し、ターゲット課題解

決をより可能にする 
・ 変化・不変どちらの条件においてもソース課題の成績は向上した 

 同じ手続きの課題ばかりやると、解決法を早く学習するが限定的な適用傾向 
 多様な課題をやると、解決法がより柔軟で広い適用 

・ 年齢の差も顕著に見られた 
 年長児―スキーマ形成・課題解決ともに変化条件＞不変条件 
 年少児―スキーマ形成・課題解決ともに有意な差はなし 
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実験 2 
◆ 問題 
① 課題内容（problem class）の多様性は、汎用性スキーマ形成に影響を与えるか 
② そのようにして形成された汎用スキーマは、結果として転移を促進するか 
③ 年齢によって効果に差はあるか 
 
 
◆ 方法 
○ 被験者 
・ 8歳～11歳の子供 116人 
・ 平均値 

 変化条件：年少児―8歳 6ヶ月、年長児―10歳 7ヶ月 
 不変条件：年少児―8歳 8ヶ月、年長児―10歳 9ヶ月 
 統制条件：年少児―8歳 9ヶ月、年長児―10歳 8ヶ月 

 
○ デザイン、素材、手続き 
デザイン：２(年齢)×３(学習条件)×３(課題内容の順番) 
 
①変化条件 
・ (a)量、(b)面積、(c)長さの３つの課題をそれぞれ２問ずつ解いた。（付録Ｂ参照） 
・ 課題はすべて同じ方程式（A－B＋C） 
②不変条件 
・ ある課題内容の課題 4問を解いた後、別の課題内容の課題 2問を解いた（例：量の問題
を 4問―長さの問題を 2問） 

・ 課題はすべて同じ方程式（A－B＋C） 
③統制条件 
・ 課題は変化条件と同じだが、フィードバックを与えなかった 
 
☺ ターゲット課題は 3セット目（最後の 2問）の課題 
☺ 1セット目と 2セット目の課題後にスキーマ評定 
 
 
◆ 結果 
・ 評定の仕方は実験 1と同様 

 信頼性：課題解決―93％、スキーマ分類―90％ 
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○ 課題成績（表３参照） 
分散分析：２(年齢)×３(条件)×３(課題内容の順番；それぞれの課題内容での成績) 
・ 条件、年齢、課題内容の順番、それぞれの主効果 
・ 条件×課題内容の交互作用効果 
多重比較検定（Fisher’s post hoc tests） 
・ 課題１セット目での条件による差はなかった。 
・ 課題２セット目では、変化条件は成績の向上が見られなかったが、不変条件では成績が

向上しており、２セット目では不変条件＞変化条件＞統制条件であった。 
・ 課題３セット目では、変化条件＞不変条件、変化条件＞統制条件で、一方不変条件は少

し統制条件の成績を上回るだけで有意差はなかった。 
 
○ スキーマの帰納（表４参照） 
・ 最初の評定では条件によるスキーマの違いはなかった 
・ ２番目の評定では、年長者において、変化条件＞不変条件、変化条件＞統制条件 
・ 年少者では条件間の有意な差は見られなかった。 
→子供の問題スキーマ形成は年齢と課題条件によって異なる 
変化条件の年長者は他の群よりもより効率的に一般的スキーマを形成する 

 年長児－有意差あり・年少児－有意差なし、だからといって、年齢による条件の効果の

違いが存在するといえるだろうか？ ※有意差なし＝効果がない、ではない 
 
○ スキーマ形成とターゲット課題解決の関係 
t検定 →汎用スキーマ形成者の方がより効率的にターゲット課題を解いているか 
・ 汎用スキーマあり(80％)＞汎用スキーマなし(32％) 
 
 
◆ 考察 
・ 変化・不変の両条件においてソース課題成績は向上 

 同一種類の課題をやると、解決法を早く学習するが限定的な適用傾向 
 多様な種類の課題をやると、学習は比較的遅れるが解決法がより柔軟で広い適用 

・ 変化条件の年長児は、ターゲット課題解決・汎用スキーマ形成ともに優れている 
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実験 3 
◆ 問題 
・ 公式 formulaと課題内容 problem classの両方を操作 
・ 「スキーマ帰納→類推による応用過程→転移」であることを確かめる 
（「スキーマ帰納→アクセス・マッピング→転移」ではなく） 

 変化条件と不変条件両方においてソース課題がターゲット課題を解く際に役立つ

ことを被験児に教えた 
 
◆ 方法 
○ 被験者 
・ 8歳～12歳の子供 72人（うち、12歳は変化・不変の各条件に２人） 
・ 平均値 

 変化条件：年少者―8歳 5ヵ月、年長者―10歳 8ヶ月 
 不変条件：年少者―8歳 6ヵ月、年長者―10歳 8ヶ月 
 統制条件：年少者―8歳 4ヵ月、年長者―11歳 0ヶ月 

  
○ デザイン、材料、手続き 
① 変化条件―ソース課題において、全課題が公式、課題内容ともに異なる 
←公式、課題内容、課題順序についてカウンターバランス 

② 不変条件―ソース課題において、全課題が同一の公式と課題内容 
←公式－課題内容についてカウンターバランス 

③ 統制群―ターゲット課題前に、ソース課題の代わりにまったく関係ない課題 
 
☺ ターゲット課題…重さに関する課題２問（どのソース課題とも異なる） 

 １問目と２問目は公式が違い、２問目の方が難しい 
☺ 以前の実験と異なり、課題の意味的文脈（意味内容）をより豊かにし、課題間の表面的な

違いをより大きくした 
☺ ソース課題がターゲット課題を解くのに有効だと教えた 
☺ ソース課題―120秒、ターゲット課題―240秒 
☺ 各ソース課題後にスキーマ評定 

 
◆ 結果 
・ スキーマ：汎用スキーマかそうでないかだけを判断材料に用いた 

 汎用スキーマには 1点、それ以外は 0点 
 信頼性：課題解決―96％、スキーマ分類―87％ 
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○ 課題成績（表 5参照） 
ソース課題について分散分析―２（条件）×２（年齢） 
・ 条件、年齢の主効果 
・ 年少者・年長者の両方ともにおいて、ソース課題では変化条件(56％)＜不変条件(74％) 
・ 年長児＞年少児 
・ 交互作用効果はなし 
ターゲット課題について分散分析―３（条件）×２（年齢） 
・ 条件・年齢の主効果が見られた 
・ 条件×年齢の交互作用効果 
多重比較検定 
・ 年長児において、変化条件(60%)＞不変条件(16%)、変化条件＞統制条件(6%) 
・ 年少児では、３条件間での差はなし（変化条件 13％、不変条件 4%、統制条件 0%） 
 
○ スキーマ帰納（表６参照） 
・ 第３評定時の汎用スキーマ形成者率 

 年長児では、変化条件(65%)＞不変条件(15%) 
 年少児では、有意差なし 

 
○ スキーマ形成とターゲット課題解決の関係 
t検定 
・ 汎用スキーマあり（42%）＞汎用スキーマなし(14％) 
 
◆ 考察 
・ データのパターンはほぼ実験 1・2同様 
・ ターゲット課題成績―ヒントを与えられてもなお、変化条件＞他条件 

 変化条件における成績の良さは、アクセスやマッピングのしやすさのためという

よりは、多様な手続きを経験することが転移を促進するからだと考えられる 
・ ソース課題―変化条件＜不変条件 ⇔ ターゲット課題―変化条件＞不変条件 

 変化条件の子供は、不変条件に比べて成績の向上はゆっくりであるが、そのかわ

り柔軟で汎用性の高いスキーマの形成を促し、課題成績が向上 
・ スキーマ形成とターゲット課題解決の両方において年齢差見られる 

 年長児―汎用スキーマ形成・ターゲット課題解決ともに、変化条件＞不変条件 
 年少児―汎用スキーマ形成・ターゲット課題解決ともに条件の差は見られない 
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今回の研究の全体考察 
 
1.判明したこと 

a) 学童は様々な状況から学んだ解決原理を新しい類推課題に転移できる 
b) 単調な課題で訓練すると、解法を速く習得できるが応用の利く幅が狭い。変化
に富んだ課題で訓練すると、解法習得に時間はかかるが広く柔軟に応用できる 

c) ソース課題の解法がターゲット課題に応用できるというヒントを与えても転
移は顕著であった 

d) 年長児は年少児よりもスキーマを帰納しやすく、年長児の転移には汎用スキー
マ帰納能力との間に相関があった 

 
2.スキーマ構築の複合次元 

・これまで、意味的な次元で内容を変化させた課題を用いてスキーマ帰納を研究

した例は多い。 
・今回は手続きの次元で変化に富んだ課題を用いて転移が促進されることを示す

ことが出来た。 
 
3.変化に富んだ手続きとスキーマ帰納 

・色々な手続きを必要とする課題に取り組ませることで、個々の具体事象に縛ら

れない汎用性の高いスキーマが獲得されうる。 
・1.b)のような学習速度と柔軟性に関する相補性を持っている。 

 
4.一般化と転移に関わる認知過程 

・今回確認された変化条件と不変条件の成績の差は、情報の参照(accessing)や配
置(mapping)過程の影響もあると考えられるが、主には方策の応用過程の影響と考
えられる。 

 
5.スキーマ帰納と類推転移の年齢差 

・年長児の卓越は、変化に富んだ手続きから汎用スキーマを引き出す能力による。 
・年少児は既習知識を具体的な事象に準えたまま用いているという報告もある。 
・年長児の比較的豊富な知識量と数学的技能の高さが影響を与えているためもあ

るに違いないが、問題の表象を効果的に構築する能力に長けていることが大きな

要因と考えられる。 
 

6.教育に向けた願意 
・生徒に応用問題を効率よく解けるように導くには、既習の概念と新課題の類似
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性に気付かせる必要がある。 
・先行研究から、表面的な要素を入れ替えた例を示すのが効果的とされてきた。 
・しかし、今回の結果から、変化に富んだ手続きを必要とする例を示すと生徒は

より柔軟に新課題に対応できることが判った。 
 
7.結論 

・様々な手続きを踏ませることで、単一の解法に縛られることを防ぐことができ、

より柔軟に対応できるようになることが判った。 
単調な学習は応用が利かないが効果が早く現れるのに対して、変化に富んだ学習

は応用が効く代りに効果が現れるまで時間がかかる。 
・年長児は知識が豊富で数学力が卓越していることも考慮されるべきであるが、

年齢による成績の差はより柔軟で汎用性の高いスキーマを帰納する力の発達を示

していると考えられる。 
これからの課題としては、汎用スキーマの新課題への応用過程に関する研究や類

推力発達と汎用スキーマ帰納力発達の相関研究が挙げられる。 
 
今回の論文の位置付け 
 
知識による認知モデルの 2つの限界 
1. 知識をどのようなメカニズムを用いて引き出しているのか。 
2. どうやって領域固有性を脱するのか。 
 
類推先行説：  ソース⇒ (写像)  ⇒ターゲット 
 (従来。Clement & Gentner, 1991他) 
 ・ソースの要素の階乗数だけ写像の場合が考えられるが、現実的でない。 

・知識は与えられたままの状態で保存されるのではなく、再構成されている。 
 

カテゴリー化先行説： ソース⇔ スキーマ ⇔ターゲット 
 (新案。鈴木･村山, 1991他) 

・ソースとターゲットが共にその内に於てあるようなカテゴリーを発見できれば

良い。 
・ソースの指示するカテゴリーが検索され、来るべきターゲットの理解に要する

時間を軽減できる。 
・既習のカテゴリーで捉えきれないターゲットに対しては、ソースとターゲット

が対等な事例となるように、絶えず新しいターゲットを包摂する形でより一般化

なカテゴリー(スキーマ)が形成されてゆく。 
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疑問①――慣れと汎用スキーマ帰納の効果の判別が明確にされていない。 
 
それぞれの条件に置かれた被験者の立てる方策を検討してみると、今回の条件による成

績の変化が必ずしも汎用スキーマ帰納の結果ではないことが指摘できる。 
 
a)変化条件 
ソース課題は解法が 1 問ずつ変化するため、被験者はターゲット問題に対して解
法を立てることから始めるように順化されているはずである。したがって、必ず

しも汎用スキーマが帰納されていない場合でも、多様な解法を要求されているこ

とを予測して適応してゆける可能性がある。 
b)不変条件 
ソース課題は解法が似ているため、被験者は最初の 1 問で使用した解法に代入す
るようにして次の問題を解いてゆくと考えられる。したがって、複雑なターゲッ

ト問題が多様な解法を要求していることを予測しえず、これまで使用していた解

法に拘泥して成績が伸びない可能性がある。 
c)統制条件 
今回の結果では統制条件の成績は不変条件との間に優位な差が見られなかったが、

若干統制条件の成績が劣るのは、不変条件において少なくとも単一ではあっても

ターゲット課題に通じる解法の一つに順化されているためであった可能性がある。

統制課題の場合、ソース課題はターゲット課題とは無関係であるため、被験者は

ターゲット課題について何の予測も立てられない。 
 
疑問②――汎用スキーマ帰納は転移促進の必要条件ではあるが十分条件ではない。 
 
結果 a) すべての実験において、汎用スキーマを機能することのできた被験者はできなか
った被験者よりも正解を得やすかった。 
 
結果 b) しかし、実験 1、実験 2 において計算してみると、正解に到達した被験者の数は
変化条件でも不変条件でも同じであった。実験 3 についても、実験者の手違いによりデー
タに混乱が見られるため正確な人数は判らないが、大方同数であった。 

 
⇔正解を得やすくさせるために汎用スキーマを帰納する訓練をさせることは有効な手段の

一つかもしれないが、正解を得た者のほぼ半数は汎用スキーマを構築しえていないため、

回答を求める際に必ずしも汎用スキーマが必要なわけではない。したがって、今回の結果

からは、汎用スキーマ帰納が学習効果を上げる要因の一つではあるが、回答するのに必ず

しも不可欠な方策であることは示されていない。 


