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１．はじめに

私立大学情報教育協会［２０１１］によれば，学生

に関する問題として基礎学力と学習意欲が焦眉の

課題であるとともに自発的に質問・発言をしよう

としない指示待ちで消極的な学生が多いと４割の

教員が指摘している。大学等における５０人超の大

中規模の授業では，一般的に教授側が受講生側に

対し一方的に教えるという形式を取る。教授側は

質問することはできるが，それに答える機会のあ

る受講生は１人か２人である。通常，教授側は自

発的に答えたい者を募るので，解答を知っている

者がこれに応じ，結局，このような授業形式で行

うと，受講生側から練習のためのパフォーマンス

を引き出し，修正フィードバックを掛けることも

なく，大半の受講生に対し能動的な学習機会を十

分に与えないことになる。そこで受講生間の刺激

や相互作用による自己啓発や自発的教育の効果を

期待して，授業期間中にある課題を与え，その課

題をテーマとして受講生が主体となって行う発表

会形式の参加型授業が多くの大学で取り入れられ

ている。さらには，ある課題について担当の教授

ではなく，スポット的に学外の実務家等の特別ゲ

ストを招聘し，受講生の発表時により実社会に近

い環境設定の上で授業を行い，受講生側の能動的

な学習機会を期待する参加型授業の事例も出てい

る。河地［２００５］も「討論・プレゼンを含めた学

生参加型の授業」に関する学生の要望が多いこと

を指摘している。

一方，大学等における授業評価に目を転ずると，

教授側からと受講生側からという二者間評価が現

状では一般的である。文部科学省［２０１１］によれ

ば，平成２１年度に調査対象とした７５３大学の中で受

講生による授業評価を実施した大学は約８割で，

参加型授業に対する受講生評価の定量化に関する考察

―受講生相互作用と外的刺激作用の効果比較―

楠田　昭二＊

　

要　旨

　受講生に対し能動的な学習機会を持たせる観点から，受講生が主体となる参加型授業が多くの大学で

取り入れられている。受講生による授業評価は，最近ではわが国の８割の大学で取り入れられているが，

これらは必ずしも参加型形式の授業に焦点を当てた評価手法ではない。本報告では，ポジティビティ比と

いう心理学評価手法を活用し，参加型授業を取り入れた授業への実証的評価を行った。多変量解析として

因子分析を用いてその効果を定量的に測定し，受講生相互作用と外的刺激作用の効果を比較した。併せて，

今回実施したハイブリッド・タイプの参加型授業そのものに纏わる課題と改善策を明らかにした。この結

果，参加型形式を含め，昨今の多様化した授業の評価手法としてポジティビティ比を活用して定量的かつ

客観的指標で表現することは可能であり，また，因子分析により受講生が有する「変容時ポジティブ思考

力」と「常時ポジティブ思考力」といった共通の心理学的要因で説明することができた。また，受講生相

互作用と外的刺激作用の効果を比較検討したところ，参加型授業前後の平常時授業も含めたシリーズとし

て捉えれば，学習可能性（Learning Potential）という観点からは両作用の効果として大きな差異はなかった。

キーワード

　参加型授業，授業評価，ポジティビティ比，因子分析

＊　早稲田大学　創造理工学部　非常勤講師，博士（経済学）
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授業評価結果を授業改善に反映するために組織的

取組を行っている大学も同じく約８割という。多

くの大学では評価項目として，授業のわかりやす

さ，担当者の熱意・意欲，授業に対する興味・関

心等といった事項について期末に一回アンケート

を取る直後評価形式で実施している。しかし，こ

のような二者間評価は，受講生が主体となって行

う発表会形式授業や特別ゲスト招聘も加えた形式

の授業に焦点を当てた評価手法でもない。参加型

授業を始めとした授業運営の多様化の動きの中

で，新たな評価アプローチの開発や客観性のより

高い定量的評価の実施の重要性が高まっていると

言える。

本報告では，ミシガン大学の Fredrickson

［２００４，２００９］等による先行研究を参考に，受講

生に対してポジティビティ比（以下「P/N比」と

略記）という心理学評価手法を活用し，このよう

な参加型授業を取り入れた授業への実証的評価を

行う。多変量解析として因子分析も用いてその効

果を定量的に測定しつつ，多様化した授業の評価

手法として P/N比評価の適用可能性を実証的に

分析し，併せて，今回，実施したハイブリッド・

タイプの参加型授業そのものに纏わる課題と改善

策を明らかにした。

２．先行研究と本報告の評価手法

今日の先端的な学習理論では，従来のペーパー

テストによる「測定できるもの」のみを測定する

という考え方から，学習者の「発達」に関するあ

らゆる材料を用いて評価するという考え方に移行

しつつある（植野・荘島［２０１０］）。このような教育

現場での評価方法の一つに動的評価法がある。こ

れは，Vigotsky,L.S.が主唱した最近接発達領域の

考え方に起源をもち，学習された結果（＝静的評

価法）ではなく，学習可能性（Learning Potential）

を捉えようとするものである。つまり，学習者が

置かれている状況や学習者に関わっている人々が

学習に与える影響を積極的に解釈するもので，学

習を社会的なものとして考える。教授側中心では

なく，学習者側を中心とし，学習者の能動的・自

律的な態度を含め主観的な評価を行おうとする。

今回のような大学等で実施する一般社会での実践

を意識した参加型授業への評価もこのアプローチ

の延長線上に位置づけられよう。

このような動的評価法の代表として，パフォー

マンス評価がある。伝統的な択一式の標準テストへ

の依存を改めたいと願う人々によって，例えば，学

習者の問題解決プロセスをアセスメントする評価

手法として広く使用され，Grigorenko ＆ Sternberg

［１９９８］による Dynamic Testingもこの評価の代

表的な手法である。しかし，Gipps［１９９４，１９９９］

によれば，パフォーマンス評価では，パフォーマ

ンス自体の標準化ができないため，常に一般化可

能性が課題として挙げられ，伝統的な意味での信

頼性は高くないと言われる。

このような中で，進化の過程で視野を広げる心

理として，ポジティビティ（自己肯定的な心の状

態）が近時の心理学研究の中で注目されている。

ポジティビティを身につけた人間は，それが成長

に欠かせないと本能的に知っており，植物が光を

求めるようにポジティブ感情に向かう「向日性」

があると言われる。つまり，ポジティブ感情には

思考や心の幅を広げる拡張効果と，人が持つ能力

やエネルギーを多面的に育成する形成効果が期待

できる。逆に，ネガティブ思考が人々の負の連鎖

を引き起こすことは人々の経験則でもよく知られ

ている。

Fredrickson［２００４，２００９］は，このようなポジ

ティブ思考による言動・行動が，正の連鎖を他人

との間に引き起こす現象に注目し，この上で，人々

が有するネガティブ思考自体も考慮した上で，P/N

比を提唱している。そして，例えば，Fredrickson 

＆ Losada［２００５］では，会社のようなビジネス社

会でも P/N比の高い組織は成果を出せるという

いくつかの実証実験の分析結果が報告されている。

また，P/N比を利用した心理測定法による授業評

価研究として，楠田［２０１１a］では，大学の受講生

が主体となって行う発表会形式の参加型授業に対

し主成分分析を用い，また，楠田［２０１１b］では，

ゲスト・スピーカー形式の参加型授業で受講生の

抽象化思考力を補えるのかという点に焦点を当て

ロジスティック回帰分析を用いて実証分析を行い，

いずれも P/N比により有効な評価ができること

を示している。本報告では，以上のような先行研

究も踏まえつつ，P/N比を利用した心理測定法を

活用する授業評価を行った。

さて，具体的な評価方法として，Fredrickson

［２００４，２００９］は，「本日一日を振り返ってみて」
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という条件設定（一日再現法，Day Reconstruction 

Method：DRM）のもと，どんな感情を味わった

かという２０問の心理状況項目（１０問ずつポジティ

ブ状況項目とネガティブ状況項目を表現したも

の）の質問を心理計測用アンケートとして用意１，

５段階のレベルで回答させて計測している。P/N

比は，定義上，

ポジティブ状況項目のうちレベル２以上を選択

した数／ネガティブ状況項目のうちレベル１以

上を選択した数

としている。ポジティブ状況とネガティブ状況の

段階レベルで２と１と差異を付けているのは，人

がネガティビティに対しより強く感じるネガティ

ビティ・バイアスと，より頻繁に現れるポジティ

ビティ・オフセットを加味し，調整したものであ

る。そして，この P/N比の値が，３以上であれば，

「ポジティブ」，１以上３未満であれば，「中間」，

１未満を「ネガティブ」というグルーピング化し

て分析する。

本報告では，P/N比による評価手法を応用し，こ

の条件設定を一日再現法（DRM）ではなく，リア

ルタイムに情報を集める経験抽出法（Experience 

Sampling Method:ESM）として「本授業を受講し

て」と変更した。この条件で各授業直後の時点に

おいて，どんな感情を味わったかという質問を行

い，上述の２０問の心理状況項目に対応した５段階

のレベル評価の回答を得，P/N比という形で受講

生の学習可能性（Learning Potential）を捉えるこ

ととした。そして，一つのシラバスの中で，通常

の授業に加え，受講生が主体となって行う発表会

形式と受講生の発表時にゲスト・スピーカーも招

聘する形式の二種類，２回の参加型授業を行うハ

イブリッド型の参加型授業を取り入れた授業に対

し，P/N比を利用して授業全体の定量的かつ客観

的指標で表現するとともに受講生相互作用と外的

刺激作用の効果比較を行なうものである。

次に，これらの P/N比評価データが如何なる構

造で構成されているかを明らかにするため，多変

量解析，その中でも因子分析法を用いた。因子分

析法は，P/N比評価データの背後に潜む共通の因

子（要因）を探る統計的手法である。すなわち，

受講生から得られた P/N比（＝観測変数）の背景

に潜む，例えば，通常の授業時の心的な状態とし

ての「常時ポジティブ思考力」や参加型授業時の

心的な状態としての「変容時ポジティブ思考力」

といった受講生が有する生来の能力（＝潜在変数）

を探り，これにより評価分析するものである。図

１に具体的分析構造を示したが，矢印が示すよう

に，例えば参加型１の P/N比が高いレベルとし

て計測される場合，ある受講生が生来有する高い

レベルの常時ポジティブ思考力 f1と変容時ポジ

ティブ思考力 f2が参加型１のP/N比に反映される

ものである。しかしながら，このモデルでは参加

型１によって受講生の常時ポジティブ思考力 f1と

変容時ポジティブ思考力 f2が高まったとは解釈で

きない。

今回の因子分析においては，探索的因子分析に

よるアプローチを行うこととし，具体的には，授

業毎の P/N比をまず基準化することから始めた。

因子分析では因子数の選び方によって大きく因子

構造（パターン）が変わる。現在，代表的な因子

数選定方法として，固有値１以上の基準（カイ

１　設問については http://www.positivityratio.com/single.phpでも公開されている。

図１　因子分析の構造
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ザー基準），スクリープロット，MAP，平行分析

等の方法が挙げられるが，今回の分析ではカイ

ザー基準の弱点を補正した平行分析２を活用し因

子数を選定した。そして，任意の共通因子間の単

相関係数の値は０と仮定しない斜交回転モデルを

使用し，回転はプロマックス法により実施し，各

共通因子の意味を解釈する。使用ソフトとして

SSRIのエクセル統計２０１０を使用した。

３．データ

都内私立大学二年生７５名（登録ベース）が受講

する「環境資源経済論」という２０１１年度後期講義

を対象とし，全期間中に行った２回の参加型授業

以外は通常の教授側が受講生側に対し一方的に教

える形式で行った。７５名の受講生は，性別構成と

して，男性６４名，女性１１名で，平均年齢では２０.３

歳，また，中国からの留学生４名を除き，他は日

本人の学生といった特徴を有する。この２回の参

加型授業では，予め課題を与えた上で選ばれた複

数の受講生によるプレゼンと受講生からの質疑を

基本とし，これに加え，第三回講義（タイプ：参

加型１）では受講生全体でグループ・ディスカッ

ションする形式を取り，また，第十三回講義（タ

イプ：参加型２）ではこのような複数の受講生に

よるプレゼンに招聘した特別ゲストも加えた形式

（但し，グループ・ディスカッションは実施せず）

を取って授業を実施した（表１）。

第２回講義から第５回講義までの４回，第１０回

講義から第１４回講義までの５回の計９回の授業直

後にアンケート（表２）を実施した。

２　堀［２００５］に詳しいが，平行分析は，標本誤差によって生じる固有値の増加を考慮する点が新しく，乱数データの相関

行列の固有値でも１以上の値を取り，固有値の順序によっては１以上にも１以下にもなる。この乱数データの相関行列

の固有値と比較し，乱数データから作成した相関行列の固有値よりも小さくなる１つ前の順位を因子数とする。

表１　参加型授業の概要

グループ・
ディスカッション

特別ゲスト
受講生の

プレゼンテーション
授業運営該当授業タイプ

有り無しプレゼンテーター４名
モデレター１名，モデレー
ター・アシスタント１名

第三回授業参加型１

無し有り（１名）プレゼンテーター３名
モデレター１名，モデレー
ター・アシスタント１名

第十三回授業参加型２

表２　使用したアンケート
ポジティビティ比テスト

記入時間学生番号氏名
２分

問い：本日の５限授業にどんな感情を味わいましたか？授業を振り返って，それぞれの
感情を最も強く感じたときの度合いを０，１，２，３，４のいづれかの数字で答えて下さい。

０：まったく感じなかった 
１：少し感じた
２：中くらいに感じた
３：かなり感じた
４：非常に強く感じた

回答 
１.面白い，愉快，バカげていておかしい 
２.怒り，いらだち，不快
３.恥辱，屈辱，不面目
４.畏敬，驚異，驚嘆
５.軽蔑，さげすみ，見下す気持ち
６.嫌悪，嫌疑，強い不快感
７.最もはずかしかった，人目が気になった
８.感謝，ありがたい気持ち，うれしい気持ち
９.罪の意識，後悔，自責の念
１０.憎しみ，不信，疑惑
１１.希望，楽観，勇気
１２.最も鼓舞され，高揚感を覚え，元気づけられた
１３.興味，強い関心，好奇心
１４.うれしさ，喜び，幸せ
１５.愛情，親しみ，信頼
１６.誇り，自身，自分への信頼
１７.悲しみ，落胆，不幸
１８.おびえ，恐怖，恐れ
１９.安らぎ，満足，平穏
２０.ストレス，緊張，重圧感
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P/N比計測方法としては，２０問の心理状況設問，

５段階のレベル評価回答を受講生各々に記載させ，

p２１の定義に従って P/N比を算出した。具体的に

は，心理状況設問の中でポジティブ状況項目のう

ちレベル２以上を選択した数が０である場合には

P/N比として最小値０となる。逆に，心理状況設

問の中でネガティブ状況項目のうちレベル１以

上を選択した数が０である場合には，P/N比自

体は∞となってしまう。そこで Fredrickson

［２００４，２００９］が行った処理と同様に，簡便上こ

の数を１として処理し，P/N比の最大値が１０とな

るとして算出した。なお，今回の分析ではこれら

全９回の授業のうち欠席や参加はしたが抵抗回答３

を行った学生が多い講義を除いた６回のアンケー

ト（５６名，登録ベースの受講生の７４.７％）を対象４と

した（表３）。

４．分析結果

４.１　P/N比の計測結果とグルーピング化分析

図２には６回のアンケートから得られた P/N

３　ここでいう抵抗回答とは，回答した学生が，アンケート上の２０項目の質問に対し，全ての項目で「まったく感じなかっ

た」としたものをいう。
４　９回の授業で P/N比を測定したが，第五回，第十回，第十一回の３回の授業時での受講生の回答比率が低く，９回全体
を通して有効回答を得られた受講生数は４９名と５０名を割ってしまうことになった。この４９名の受講生による９回の授業

の P/N比（平均）の推移は以下の図のようになった。本報告では７５名（登録ベース）により近い受講生サンプル数の参
加型授業に対する評価の定量化を試みる観点から６回の授業を選んだ。

表３　各授業時のP/N 比の記述統計量

最大値最小値標準偏差平均n変　数

１００２.３２２.０２５６平常時事前１（第二回授業）

８０２.０６２.２４５６参加型１（第三回授業）

１００２.４１１.７９５６平常時事後１（第四回授業）

１００２.３４１.８２５６平常時事前２（第十二回授業）

１００２.３４２.７５５６参加型２（第十三回授業）

１００２.０６１.５２５６平常時事後２（第十四回授業）

図２　６回の授業でのP/N 比（平均値と標準誤差）推移
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比の平均値と標準誤差を表したエラーバーチャー

トを示したが，これによると平常時授業より参加

型授業での P/N比の平均が相対的に高いことが

分かる。次に受講生を男女別に分けた P/N比の

平均を図３に示した。これによると参加型授業時

における P/N比の平均は，男子受講生より女子受

講生で上昇している傾向が見られるものの，t検

定を行ったところ母平均上男女間で有意な差は必

ずしもない５。

さらに，P/N比の値が，３以上であれば，ポジ

ティブ・グループ，１以上３未満であれば，中間

グループ，１未満をネガティブ・グループとグ

ルーピング化して分析した。図４から得られる事

項として，まず，この６回の授業で中間グループ

は全体の３９─５１％と多く，中心となるグループであ

ること，さらに参加型授業（特に参加型２）では，

ネガティブ・グループの受講生が大きく減少し，

逆にポジティブ・グループの受講生が大きく増加

していることが判明した。

４.２　因子分析の結果

今回の因子分析では，探索的因子分析を行った。

まず６回の授業毎の P/N比を基準化し，共通性の

初期値は SMC（重相関係数の２乗）で行い，因子

推定法として最尤法で行った。そして，プロマッ

クス法により斜交回転し，各共通因子の意味を解

釈した。

ここで，因子数選定はカイザー基準の弱点を補

５　Fredrickson ＆ Losada［２００５］でも５４％の女子学生と４６％の男子学生を被験者とした実証研究を行っているが，P/N比
の性差への影響は統計的に確認できていない。今回の参加型授業では，サンプル数が少ない中で特定の女子学生に対し

感情的な興奮が顕著に表れた影響と考えられる。

図４　３段階のP/N 比レベルに分けた場合の該当人数推移

図３　男女別に分けたP/N 比の平均の推移
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正した平行分析を活用することとした。この結果，

最小因子数１から最大因子数６となり，今回は因

子数として２を選定した６。表４でも明らかなよ

うに共通因子として因子１により５０％程度が説明

でき，続いて因子２で１０％程度が説明でき，２因

子で６０％程度が説明できることになった。

次に２因子の解釈として，因子１は「変容時ポ

ジティブ思考力」として，参加型授業時のような

平常時とは異なる授業での受講生の心的な状態と

してのポジティブ思考力を表わすものとした。つ

まり，参加型授業の場においてそれぞれの学生が

持つ「変容時ポジティブ思考力」が P/N比として

現れ，また発揮されるものと考えた。一方，因子

２は，「常時ポジティブ思考力」として，平常時の

授業での受講生の心的な状態としてのポジティブ

思考力を表わすものとした。

このような解釈のもとで，図５の因子パターン

行列グラフがうまく説明できよう。そして因子２

表４　固有値表

回転後抽出後初期解

因子構造の平方和累積寄与率寄与率固有値累積寄与率寄与率固有値因　子

２.３９５８４６.９０％４６.９０％２.８１４０５４.８３％５４.８３％３.２８９６１

２.３７６２５５.９１％９.０１％０.５４０５６９.５８％１４.７５％０.８８５３２

８２.５０％１２.９２％０.７７５０３

９１.０４％８.５５％０.５１２８４

９６.２８％５.２４％０.３１４３５

１００.００％３.７２％０.２２３０６

６　平行分析では，対角１の９５％点 Parallel Analysisの結果を起点（最小値，上図）とし，対角 SMCの９５％点 Parallel Analysis
の結果を最大値（下図）と算定した。なお，グラフの横軸は因子の番号，縦軸は固有値を示す。

図５　因子パターン行列グラフ
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のグラフから，平常時授業では２段階目（平常時

事前２及び平常時事後２（第十二回及び第十四

回））授業時での因子得点が１段階目（平常時事前

１及び平常時事後１（第二回及び第四回））授業時

より相対的に高くなっていることが読み取れ，こ

れは，時間経過とともに本授業を受講して「常時

ポジティブ思考力」も高まる傾向があると考えら

れよう。

また，因子１：「変容時ポジティブ思考力」，因

子２：「常時ポジティブ思考力」の因子パターンの

値を X軸と Y軸にとった因子散布図として図６，

図７を作成した。図６は，授業ベースで散布図に

表わしたものであり，参加型１及び参加型２で

「変容時ポジティブ思考力」が高まっていること

が分かる。また，図７は，受講生ベースで散布図

に表わしたものであり，男女別にサンプルの色分

けを行った。

以上のように P/N比を利用した心理測定法を

活用することで，まずは，授業に対する受講生の

学習可能性（Learning Potential）に対し定量的か

つ客観的指標として表現することが可能であるこ

とを示せた。また，因子分析の解釈結果から，受

講生が有する「変容時ポジティブ思考力」や「常

時ポジティブ思考力」といった共通の心理学的要

因による説明で，例えば，参加型授業を取り入れ

た授業において「変容時ポジティブ思考力」が顕

著に現れることも示せた。そして，このようなポ

ジティブ思考力が高まることで，受講生間の学習

可能性が高まる可能性も有すると考えられた。

４.３　受講生相互作用と外的刺激作用の効果に関

する定量比較

今回，参加型授業を取り入れた授業を行ったが，

複数の受講生が主体となって行う発表会形式と複

図７　斜交回転（プロマックス法）後の因子散布図（受講生ベース）

図６　斜交回転（プロマックス法）後の因子散布図（授業ベース）
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数の受講生の発表時にゲスト・スピーカーも招聘

する形式の二種類，２回の参加型授業を一つのシ

ラバスの中で行うという，いわばハイブリッド型

の参加型授業を実施している。このような二種類

の形式の参加型授業の比較するため，参加型１に

着目して，受講生相互作用により，例えば「変容

時ポジティブ思考力（因子１）」がどれほど現れた

のか，また，参加型２に着目して，ゲスト・スピー

カーによる外的刺激作用により，同様に「変容時

ポジティブ思考力（因子１）」がどれほど現れたの

かを因子得点の変化として比較することができる。

今回の場合，参加型１（因子１＝０.７６１５）が参加

型２（因子１＝０.６４５５）より相対的に大きい効果

として定量的に現れている。何故そのようなこと

になっているのか，その理由を検討してみたい。

参加型２のように，より外的刺激の要素が多い

特別ゲスト・スピーカーが加わった授業のほうが，

一般的には受講生同士のみで行う参加型授業より

因子１が高くなると想定される。一方，受講生に

よる発表，討議などを主たる内容とする参加型１

では，受講生相互作用が生じると期待され，いわ

ゆる受講生間の「ピア効果」７があることがよく知

られる。

今回のケースでは，外的刺激作用を受けるタイ

プの参加型２より受講生相互作用によるピア効果

が期待される参加型１で高い変容時ポジティブ思

考力が現れている。これには本授業である「環境

資源経済論」を設置している理系学科としての講

義構成上の特殊性と大学二年生という時期が背景

にあると考えられる。つまり，この理系学科の一

年次，二年次では本授業を除いて教授側が受講生

側に対し一方的に教えるという５０人超の大中規模

クラスで取られる通常の授業形式の講義しかない。

二年次になって今回の参加型１を体験し，初めて

他の受講生の考え方に触れる機会を持つ受講生が

多い。この意味で，受講生にとっては想定以上に

大きな刺激を受け，データとしても因子１が高い

レベルの受講生が多く占め，受講生全体としても

因子１が高いレベルとなっていると考えられる。

他方，参加型２では今回の授業運営上の成否にも

繋がるが，時間制約で受講生間のグループ・ディ

スカッションを見合わせざるを得なかったことも

あり，データとして因子１が高いレベルの受講生

の数は限定的であった。むしろ，参加型２では因

子１が低いレベルの受講生のほうが多かったとい

う結果で，受講生全体としても因子１が相対的に

は低いレベルとなっている。

ところが，視点を変えてシラバスの準備・実施

の実際やその設計の観点からは，これらの２回の

参加型授業の前後に実施する平常時授業も当該参

加型授業の予行と反省の部分も含まれるのが実態

である。本シラバスの初期段階に実施した参加型

１シリーズ（平常時事前１＋参加型１＋平常時事

後１）より後期段階に実施した参加型２シリーズ

（平常時事前２＋参加型２＋平常時事後２）の方

で，もう一つの因子２（＝常時ポジティブ思考力）

が高まっているという特徴があることは前述の通

りである。

そこで，最初に，参加型１シリーズと参加型２

シリーズにグルーピングしてこれらの授業シリー

ズとポジティブ思考力因子間のパラメトリックな

分散分析を行った。３回の繰り返しのある二元配

置分散分析を行い，仮説の設定として，授業シ

リーズとしての効果がない（A），２因子によるポ

ジティブ思考力としての効果がない（B），そして

授業シリーズとポジティブ思考力との交互作用の

効果がない（AB）という帰無仮説を立てて分析を

行った。この結果，授業シリーズ，２因子による

ポジティブ思考力及びそれらの交互作用は，各々

FA＝０.６２ ＜F０.０５（１，８）＝５.３１，FB＝０.０３ ＜F０.０５（１，８）

＝５.３１，FAB＝２.６０＜ F０.０５（１，８）＝５.３１ と算出さ

れ，全てについて上記帰無仮説を棄却できなかっ

た。つまり，授業シリーズとポジティブ思考力と

の交互作用については「効果がない」という仮説

を支持しないという判定ではなかった。

続いて，授業シリーズ毎に線形近似を行ったと

ころ，以下のようになり，これを図８に示した。

参加型１シリーズ：y＝－０.５７４９x＋０.４１６３

（R2＝０.７７９１）

参加型２シリーズ：y＝－０.９６４６x＋０.８９８８

（R2＝０.９８９）

但し，y：常時ポジティブ思考力，x：変容時ポジティ

７　ピア効果とは，仲間と共感し合うことでより高い能力が引き出される効果を指す。例えば，偏差値上位校などで意欲が

高い仲間と一緒に勉強すると，お互いに刺激し合うことで，高い学習効果が得られるといった事例。
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ブ思考力

前述のように受講生相互作用を基本とする参加

型１の方が変容時ポジティブ思考力はより高く，

近似した線形式上の傾き係数も，仮に参加型２の

変容時ポジティブ思考力が今回の計測結果以上に

高ければ参加型１シリーズと同じレベルの係数に

なったはずである。しかしながら，後期授業全体

として見た場合には，授業実施経過に伴いシリー

ズ回数の増加に伴い常時ポジティブ思考力が高

まっていること自体は授業としての着実な向上が

図られているとも言える。このような観点からは，

外的刺激作用を特徴とさせた参加型２について，

単一の授業としてではなく，むしろ前後の平常時

授業も含めたシリーズとして捉えれば，学習可能

性（Learning Potential）という観点からは参加型

１シリーズと遜色のない十分有効な授業シリーズ

であったと言える。
　

５．今次の参加型授業に対する定性的評価
との比較と授業改善策の考察
　

２～４で述べたとおり，大学等における５０人超

の大中規模授業での受講生の学習可能性

（Learning Potential）を定量的かつ客観的指標で

捉える尺度の一つとして，P/N比を利用した心理

測定法が活用でき，また，因子分析により受講生

が有する共通の心理学的要因を説明できた。特に，

今次の参加型授業について，受講生相互作用と外

的刺激作用という２つの効果に関し実証的な定量

比較を試みた。この結果と通常の授業評価で用い

られる授業への興味・関心等に関し記述による定

性的評価と比較することで P/N比という心理測

定法による定量的かつ客観的指標尺度が有用な評

価手法であるかどうかを検証してみたい。まずは，

二種類，２回の参加型授業においてプレゼンテー

ター等として参加した者も含めた受講生の反省，

感想等のアンケート，メール等による定性評価か

ら得られた授業評価と比較する。そして今次の参

加型授業そのものにかかわる課題と改善策を考察

する。

５.１　参加型１（第三回講義，グループ・ディスカッ

ション実施）の評価

［プレゼンテーター等の主な評価］

参加型１終了後，プレゼンテーター等として参

加した受講生に対し，メールにて自己評価や反省

点について報告を求めたところ以下のような内容

であった。期待通りのパフォーマンスではなかっ

たという自己評価を行っているものの，他の受講

生からのそれなりの手応えを感じている様子が分

かる。

・初体験，準備期間が短いこと等からメンバー間で

の調整も不十分，結果として参加型授業で期待通

りに行動が取れず，能力発揮できなかった。

・相手に理解してもらえるプレゼンを行うことの重

要性を初めて理解した。

・受講生の皆がプレゼンを聞こうとする雰囲気があ

り良かった。質問もよく出た。

・グループ・ディスカッションでは，時間が短く，

スケジュール管理もできず十分な議論ができな

かった。事前にある程度の情報提供も必要と反省。

［アンケートから得られた受講生全体の主な評価］

アンケート（表２）には P/N比の計測項目以外

に毎回授業内容へのコメント等の自由記載の項目

を設けた。平常時事前１では２０人，参加型１では

２４人，平常時事後１では９人がこれに記載してお

り，参加型１で記載が最も多くなっていることは，

受講生間の刺激や相互作用がより多くあったこと

を窺わせる。

図８　散布図で参加型授業シリーズ毎に分類した因子組合せ
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しかし，参加型１で２４人の自由記載の内容は，

１５名（６３％）が特にグループ・ディスカッション

で十分に議論ができなかった不満等を記載，平常

時事前１及び平常時事後１の自由記載事項の多く

で積極的な評価をしていたことと明らかに異なる

内容であった。

５.２　参加型２（第十三回講義，特別ゲストを招聘，

グループ・ディスカッション見合わせ）の評価

［プレゼンテーター等の主な評価］

参加型２終了後，プレゼンテーター等として参

加した受講生に対し，参加型１と同様にメールに

て自己評価や反省点について報告を求めたところ

以下のような内容であった。発表，議事進行等の

パフォーマンス向上はあったものの，議論の内容

が参加型１の時に比べ重いものとなり，そのレベ

ルまで十分な事前準備を行っていない多くの受講

生が参加型２に対し心理的にも物理的にも距離感

を置いていると評価していることが分かる。

・経験済みで，準備時間の余裕もあったものの，逆に

気の緩みがあり，必ずしもメンバー間での調整が十

分とは言えなかった。

・受講生の皆が教室の後方に座る等積極性が見られ

ず，質問が参加型１と比べ少なかった。

・参加型授業の発表の議事進行等は参加型１の時に

比べ格段に良くなっており，安心して聞くことがで

きた。

・議論の内容が参加型１の時に比べ重いテーマであ

るので，多くの受講生が付いて行くことが難しいと

感じたと思う。

［アンケートから得られた受講生全体の主な評価］

授業内容へのコメント等を自由記載してもらっ

たアンケートには，平常時事前２では１２名，参加

型２では９名，平常時事後２では４７名が記載して

いた。なお，参加型１シリーズ（第一回）と異な

り，参加型２では今回ボランティアで招聘した特

別ゲストに対する感謝コメントの記載も依頼，殆

どの受講生が記入しており，時間制約の観点から

授業内容へのコメント数は少ないと考えられる。

また，平常時事後２は最後の授業であり，内容と

して本授業の総括コメントを求めた。４７名と６割

以上の受講生からの記載があったが，このうち参

加型授業に前向きなコメントがあったのは１０名で

あった。

殆どの受講生がボランティアで招聘した特別ゲ

ストに対する感謝コメントを記入した参加型２で

は，５名もの受講生が特別ゲストに対する質問を

記載していた。つまり，参加型２において潜在的

には受講生から質問する等の行為が起こっていた

と考えられ，この行為が顕在化しなかったこと自

身に授業運用上の課題があったと考えられる。

５.３　定性評価から得られた授業評価と定量評価

との比較

まず，参加型１においては，授業実施時に受講

生からの質問も多く出され，受講生アンケートに

対し自発的に自由記載した者の数が相対的に多く，

受講生間の刺激や相互作用がより多くあったこと

を窺わせる定性評価であった。一方，定量評価で

も，今回の参加型１で初めて他の受講生の考え方

に触れる機会を持ち，想定以上に大きな刺激を受

けたと考えられる受講生のデータが多く占め，因

子１＝０.７６１５と相対的に高い数値とこの定性評価

は一致する結果となった。また，参加型１を受講

して，「相手に理解してもらえるプレゼンを行うこ

との重要性を初めて理解した」といったコメント

に代表されるように，普段からの基礎的なポジ

ティブ思考力はそれほどないという定性評価と定

量評価上の因子２がマイナスであったこととも平

仄は合う。ただ，平常時事前１及び平常時事後１

でも因子２は０.２以上のプラスであり，シリーズと

して定量評価を行った結果では，受講生が参加型

１で感じたほど，「常時ポジティブ思考力」が低い

わけではない。

次に，参加型２においては，発表，議事進行等

のパフォーマンス向上はあったものの，議論の内

容が参加型１の時に比べ重いものとなり，十分な

事前準備を行っていない多くの受講生が参加型２

に対し心理的にも物理的にも距離感を置いたこと

を窺わせる授業評価であった。一方，定量評価で

も因子１＝０.６４５５と相対的に低いことはこれを裏

付けることとなった。また，参加型２において受

講生から質問する等の行為が潜在的にあったにも

かかわらずこの行為が顕在化しなかったという授

業運用上の課題はあったものの，逆に言えば，受

講生にそれだけの質問を行おうという意欲があっ

たという定性評価は，参加型２シリーズとして因

子２のレベルが高くなっていることと矛盾するこ
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とではない。

以上，定性評価と定量評価との比較を試みたが，

殆ど平仄の合った結果を示しており，このことから

大中規模授業での受講生達の学習可能性（Learning 

Potential）に対して P/N比を利用した心理測定法

が定量的かつ客観的指標で捉える尺度の一つとし

て利用可能であることを示せた。

５.４　今次の参加型授業そのものにかかわる課題

と改善策の考察

授業の改善とは，単に教授側の「授業テクニッ

クの向上」といったものではなく，受講生達自身

が主体的・能動的に自己の学習態度を向上させる

かという点も含めた，いわば教授側と受講生側の

双方向の改善と考えることが重要である。このよ

うな視点から前述の５.１及び５.２を総合すると，今

次の参加型授業への受講生側評価としては，①参

加型１では，慣れないながらもプレゼンと質疑の

やり取りに対し受講生全体として前向きな姿勢が

見られ，また，グループ・ディスカッションに参

加することに積極的な意義を感じている受講生も

多かったことを挙げることができる。また，②参

加型２では，議論のレベルが参加型１より高度化

し，内容面でキャッチ・アップできない受講生が

出てきたこと，特別ゲスト招聘がこのような高度

な議論の促進に役立った反面，このような外部専

門人材の存在自体が受講生全体として活発な議論

を誘発できない雰囲気を作り出してしまったこと

も挙げられる。

今次の参加型授業そのものに纏わる具体的な課

題と改善策として，以下のように考えられる。す

なわち，参加型授業での設定課題に関し，第一回

目と第二回目で同一レベルのものを検討するので

あれば，授業運営にかかわる受講生の習熟効果も

期待でき，今回，課題を残したグループ・ディス

カッションの運営方法の改善を図ることでより効

果的な参加型授業の実施が期待できる。しかし，

設定課題・議論をレベル・アップさせる場合には，

第一回目の繰り返しという運営では受講生側の人

材的にも限度があることが懸念される。例えば，

教授側で決定するプレゼンテーターの選択におい

てもレベル・アップに適合できる受講生を限定的

に精選するインセンティブが生じてしまい，可能

な限り多くの受講生に幅広く経験を積ませるとい

う教育効果を果たせないディレンマの可能性も出

てくる。長尾［２００８］は，「活発なやりとりが成立

している（ように見える）参加型授業においては，

「実はわかっている人の議論で進められ，何かそ

こにいることによって『わかったつもり』になる

あるいはその流れをみだしちゃいけないんじゃな

いかというような『強者の学習空間』になる危険

性」が孕まれていると指摘している。

したがって，今次の参加型授業については，後

期授業という一つの短いサイクルの中だけでこの

ようなレベル・アップを指向するのではなく，例

えば次の年の前期授業において類似授業で本授業

の延長として設定課題・議論をレベル・アップさ

せるといった中長期的な視点で参加型授業を含ん

だシラバス設計を捉えることが重要と考えられる。

６．まとめと今後の課題

本報告では，大学等における５０人超の大中規模

授業での受講生の学習可能性（Learning Potential）

に対する定量的かつ客観的指標で捉える尺度の一

つとして，P/N比を利用した心理測定法が活用で

き，特に，参加型授業を取り入れた大学の授業で

は，P/N比を利用した心理測定法が有効であるこ

とを示すことができた。次に因子分析により受講

生が有する「変容時ポジティブ思考力」と「常時

ポジティブ思考力」といった共通の心理学的要因

で説明することができた。さらに受講生相互作用

と外的刺激作用の効果についても，このような共

通因子を用いることでそれらの定量的比較を行う

ことができ，また，その評価に当たっては当該参

加型授業そのものの計測より前後に実施される授

業も含めてグループ化して計測する等のほうがよ

り現実的な実態を現わすことに繋がることを示し

た。また，授業評価として定性評価と定量評価と

の比較を試みたが，殆ど平仄の合った結果も示し

ており，受講生の学習可能性（Learning Potential）

に対して P/N比が定量的かつ客観的指標で捉え

る尺度の一つとして利用可能であることを示せた。

この P/N比を利用する授業評価の今後の課題

として，まず，定量化された指標の目標水準をどこ

まで求めるのかという点が挙げられる。Fredrickson

［２００４，２００９］等の先行研究では P/N比として３

以上であればポジティブ・グループと分類してい

るが，参加型授業を取り入れた大学の授業でもこ
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のような目標水準をそのまま適用できるとは限ら

ないと考えられる。受講生の人数規模や大学の年

次によってこれらの水準自体は異なる可能性もあ

り，今後，色々なバリエーションでの授業評価を

継続することで本評価手法がより実務的に利用可

能な方法となると考えられる。また，P/N比の変

化が受講生の有する思考能力にどのように影響を

与えるのかという点については本報告では分析で

きていない。例えば，大学等における５０人超の大

中規模授業において，今後 P/N比の高い参加型授

業を多用することで，受講生の思考能力を変化さ

せるのかといったテーマは大変興味深いテーマで

あり，引き続き検討してみたい。
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Many universities are adopting participatory learning from the standpoint of providing more active 

learning opportunities for students. In recent years, around 80% of universities in Japan have adopted a 

system for teaching evaluation by students; however, these systems do not necessarily directly focus on 

participatory learning. In this paper, psychological evaluation methods by positivity-ratios are utilized for a 

syllabus including two different types of participatory learning as an empirical teaching evaluation. 

Quantitative effects are also measured for comparison by mutual enlightenment among students and by 

external stimulation using factor analysis. As a result of this study, it is possible to conduct quantitative 

evaluation using evaluation methods by positivity ratios for diversified teaching design in recent years, 

including participatory learning. Moreover, the transformation psychological change of students can be 

adequately explained by common factors such as “positive thinking power at changing” and “positive 

thinking power at all times” through factor analysis. The comparison of the two types of participatory 

learning produced few significant differences as learning potential for students in this study.
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