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自己制御学習におけるコーピングモデルの提唱
東京学芸大学上淵寿1
The

new coping−model of self−regulated learning
Hisashi Uebuchi（1）epartment qプEducational Psアcholog）ろFacultアqブEducation，
1（oganei

Tokアo

Gakugei

Universめ〜ノ＞ukui−kita，

184−8501）

In a study of self−regulated learning study， we proposed a new coping model， in order to comprehensively treat
emotional regulation and learning strategies． We also included meta−emotion variables in the model for interven−
tion， so that we could discuss them in relation to intervention． We hypothesized speci且cally that achievement goals
and meta−emotions influenced emotional reactions， and which in turn in且uenced coping strategies． A questionnaire
study was conducted with I 93 schoolchildren， and result seemed to support our new model．
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人の日常における学習状況においては，強制的に知
識を獲得させられるだけではなく，自発的に学習状況
にコミットして，学習行動を制御しようとすることが
ある．これを自己制御学習（self−regulated

learning）

と呼ぶ（Zimmerman，2001）．

自己制御学習においては，セルフモニタリングを中
心とするメタ認知活動が重視されている（Hacker，
1998）．また，その活動を始発し，支える過程として，

動機づけの存在が不可欠と考えられている
（Zimmerman，2001）．さらに，プランニングなどの学

習方略がよく研究対象とされる（Pintrich＆DeGroot，
1990）．

自己制御学習には，様々な要因が影響する．たとえ
ば，自己効力（Schunk＆Ertmer，2000），達成目標
（Ames，1992）等が影響するといった研究が知られて
いる．中でも，近年，達成目標に寄せる関心は大きい
（Pintrich，2000）．達成目標とは，達成行動への価値づ

けであり，学習目標と遂行目標の2種類が想定されて
いる（Dweck＆Leggett，1988）．学習目標の内容は，
能力を伸ばすことであり，遂行目標の内容は，低い能
力を示すのを避けて高い能力を示すことである．その
ために，学習目標をもつ傾向の人は，自己制御学習を
積極的に行うが，遂行目標をもつ傾向の人は，自己制
1調査に際して，ご協力を賜りました，政井卓実君と黒沢奈
津美さんに，感謝申し上げます．

emotional

regualtion，

meta−emotions・

御学習に消極的であるという一連の結果が得られてい
る（Pintrich，2000）．

一方，自己制御には，情動や感情の制御もある（以
下， 情動制御 と総称する）．情動制御とは，情動に
よって認知や行動を制御する働きと，認知によって情
動を制御して，低減させる働きの両者が想定される
（Thompson，1994）が，ここでは代表的な後者を扱
う．

学習においては，テスト不安や無力感のような負の
情動が喚起されたり，反対に興味や喜びなどの正の情
動が喚起される．ゆえに，このような情動状態をうま
く制御することによって，学習をうまく調整すること
が重要であろう．自己制御学習研究では，多くの場
合，情動制御は坪外におかれていた．
しかし，最近，Boekaertz＆Niemivirda（2000）が，

情動制御を自己制御に包括するモデルを示した．
Boekaertz＆Niemivirda（2000）の適応的学習モデル

によれば，自己制御学習は，Lazarus＆Folkman
（1984）のストレス・コーピングモデルと同様の形で
生じるとされる．すなわち，学習時には，一次的評価
と二次的評価がなされる．一次的評価では刺激の価値
の評価，正負の評価がされ，情動反応が生じる．二次
的評価では，問題状況に対するコーピング方略とし
て，自己制御学習方略が選択される．
このモデルの特徴に，自lj，，L，防衛のための情動制御

隔噺℃

方略（セルフハンディキャッピング，挑戦的な課題の
回避など：Midgley，2002）と並んで，一般の問題解
決のための自己制御学習方略（セルフモニタリング，
プランニングなど）も，ストレス・コーピング方略と
みなす点がある．学習状況を一一Ptのストレス事態とみ
れば，学習状況にかかわる行動をコーピング方略とと
らえられる．Boekaertzらのモデルは，従来，自己制
御学習研究の対象であった学習や認知の方略と，情動
制御研究の対象である，不安低減のための回避行動の
両者を統合的に説明できる．

しかし，Boekaertzらの適応的学習モデルには二つ
の問題点が見受けられる．第1に，彼らは，一次的評
価の手がかりとして，個人がもつ素朴理論や素朴信念
を重視し，特に能力に対する価値の信念として，達成
目標（Dweck＆Leggett，1988）が，影響力をもつこと
を指摘している．しかし，実際にぱ，モデルの中に，

この達成目標は組み込まれておらず，若干の示唆の記
述にとどまっている．ゆえに，本研究では，モデル中
に達成目標を組み込んで，その影響を積極的に検討す
る．

第2は，介入的な視点の欠如である．情動制御方略
は，一時的なストレスや負の情動（不安，苦痛など）

を低減するのに効果がある．だが，学習状況では，情
動制御方略を用い続けれぼ，学習の機会を自ら減ら
し，学習それ自体が成立しない可能性がある．そのた
めに，適当な状況においては，情動制御方略の使用を
控えさせる介入が必要である．だが，Boekaertzらの
モデルは，介入を特に考慮していない．

そのため，メタ情動概念を導入する．メタ情動と
は，情動に関する情動，認知，理解等の総称である
（Gottman，

Katz，＆Hooven，1997）．メタ情動は，情動

の意識や自覚としての情動への覚知と，情動への評価
にあたる，情動の価値づけの2種類に分けられる．

Gottmamらの研究によれば，子どもはメタ情動能力
が高いと，自己や他者の情動に気づき，それを評価し
て，情動に続く行為を制御できる．その結果，幼児期
における子どもの社会的適応が高まるという．このよ
うにメタ情動は，情動経験や情動反応としての行動を
制御する上で重要な役割をもつ．そのために，メタ情
動概念を，モデルに組み込むことで，介入への示唆が
得られると思われる．
目

鴇魅◎

的

本研究の目的は，達成目標とメタ情動概念を導入し
た，自己制御学習の コーピングモデル を構成し，
それを実証することにある．なお，本研究では，実際
に教室の学習場面でストレスを生じさせてモデルを実
証するのは，倫理的に問題があり，多くのデータの収
集が難しいため，特性間の関係からそれを類推するこ
ととした．

仮

説

学習者は，テストを受けたり，難しい学習課題を解
、決する場面におかれた場合，学習課題や学習の刺激
を，自分にとって有害か，有益か，無害（中立）かを
評価する．その評価によって情動反応が生じる■：本研

究では，情動反応として，学習場面に関係する情動反
応であり，さらにコーピング方略との関係がよく研究
される（島津，2002）テスト不安を選択する．

この経路は，Lazarus＆Folkman（1984）のモデル
における，一次評価とそれに続く反応にあたる．これ
らはうまく区別できないという指摘（島津，2002）に
より，本研究は両者を区別しない．以下，仮説を述べ
る．

＼

達成目標から情動反応への影響 学習課題，学習状
況をどう評価するかに達成目標が影響する．学習目標
を設定する傾向（以下 学習目標志向性 と呼ぶ）1が
高いならば，難しい課題を自分にとって有益な情報源
とみなす．そのため，テスト不安反応は抑制されるだ
ろう．一方，遂行目標を設定する傾向（以下 遂行目
標志向性 と呼ぶ）が高い場合は，課題を自分の有能
さに対する脅威とみなす．そのため，テスト不安反応
が促されるだろう．

これは従来の研究でも示されている（Boekaerts＆
Niemivirda，

2000；Elliot＆McGregor，2001）．しかし，

Boekaerts＆Niemivirda（2000）のモデルでは，評価
からコーピング方略へのプロセスの仮定は，本モデル
と共通するが，達成目標の影響は示唆にとどまってい

る．また，Elliotらの

階層モデル

（Elliot＆

McGregor，2001）では，達成目標をモデルに位置づけ
ているが，学習事態への評価からコーピング方略の使
用へのプロセスを考慮しない．ゆえに，上記の仮説は
両者の問題を補っている．

情動反応からコーピング方略への影響

学習者が学

習状況に適応するために用いるコーピング方略は，

学

習課題そのものに対する方略（自己制御学習方略や学
習方略）と， 自尊心防衛のための情動制御方略 （以
下 情動制御方略 と略す）に分けられる．ここで
は，前者の例として，自己制御学習方略をとりあげ，
その中でも，セルフモニタリング，プランニング，情
報探索をとりあげる．情動制御方略の例としては，セ
ルフ・ハンディキャッピング，挑戦・新奇性の回避を
とりあげる．

情動反応からこれらのコーピング方略への影響は次
のように考えられる．テスト不安反応が高いほど，自
己制御学習方略は，使用に際して通常の学習方略2よ
りも心的な負担が高いため，その使用は抑制されるだ
ろう．反対に，テスト不安が高いほど，失敗した時の
2機械的な記憶，リハーサル等のことを指す．

自尊心の防衛をはかるために，情動制御方略の使用は

促進されるだろう．つまり，失敗の言い訳や失敗を回
避することで自尊心を守る方向に行動するだろう．
この経路は，Lazarus＆Folkman（1984）のモデル
における，二次評価とそれに続くコーピング行動にあ

たる．これらはうまく区別できないという指摘（島
津，2002）のため，ここでは両者を区別しない．

メタ情動からコーピング方略への影響 テスト不安
に関する情動の評価が低い場合，自己制御学習の使用
が促進されて，情動制御方略の使用が抑制されるだろ
う．

方

法

調査対象

東京都の公立小学校の児童5年生，6年生．計193

情報探索 上淵他（2004）の項目を再度検討し，現
在の小学生の理解の程度に適した項目を抜粋して使用
した．6項目．

セルフ・ハンディキャッピングUrdan， Ryan，
Anderman，＆Gheen（2002）の使用項目を翻訳し，小
学生にわかるように表現を修正した．6項目．

項沓糠簿讐、鵬鰍、黙鑑
た．5項目．

上記の各質問項目を，現役の小学校教師2名が検討
して，小学校5年生や6年生にわかりやすいかどうか
を，判断した．それに基づいた修正も加えた．各質問
項目は数が多いため，二つの冊子にまとめた．項目の
配列はランダムにした．回答方式はすべて5件法であ
った．各質問に とてもあてはまる から 全くあて
はまらない のいずれかに○をつけるという指示を明

名．

記した．

材料

手

材料は，いずれも自己報告評定尺度を用いた．具体
的な内容は以下のとおりである．

達成目標志向性尺度 上淵（1995）の算数用達成目
標志向性尺度を，学習一般に表現を修正した，上淵・
沓澤・無藤（2004）の項目を，現在の小学生の理解の
程度に適した表現に若干修正したものである．学習目
標ll項目，遂行目標9項目，計20項目である3．

テスト不安坂野（1988）のTAS（Test

Anxiety

Scale）日本語版から，内容の重複する項目を除き，現
在の小学生に適した表現に修正した．8項目である．
メタ情動 鈴木・木野・速水・中谷（1999）の作成
した 自己と他者に関する不快感情尺度 ，坂上・菅

沼（2001）の作成した 個別情動に対する意識的態度
尺度 ，向山（1998）が作成した 日本語版特性メ
タ・ムード尺度

，Gottman

et

al．（1997）のmeta−

続

授業時間中に，調査者が直接各教室で，教室ごとに
質問紙を配布して，一斉に回答させた．教室ごとに全
員が回答し終えた段階で，質問紙を回収した．
結

果

各調査対象者の各質問紙への回答は，二つの質問紙
をあわせて約20分を要した．
数量化

各質問項目への調査対象者の回答を， とてもあて
はまる を5点， 全くあてはまらない を1点とい
うように，数量化した．以下，分析には，SPSS 9．OJ
及びAmos

4．Olを使用した．

観測変数の構成

emotion interviewの内容をもとにして作成した．テ
スト不安用に表現を統一し，現在の小学生の理解の程
度に適した表現に修正した．テスト不安に対して抱い

まず，セルフハンディキャッピング，挑戦・新奇性
の回避をまとめて主因子法により因子分析した結果，

ている価値観を測定する項目（情動の価値）が5項

2因子を抽出した4．プロマックス回転を施して，各

各尺度ごとに，因子分析を行った．

目，テスト不安の覚知を測定する項目（情動の覚知）

因子のみに負荷量の高い項目を検討した結果，二つの

が5項目ある，計10項目．
セルフモニタリング Pintrich＆DeGroot（1990）
の自己制御学習方略に関する自己報告尺度からセルフ
モニタリングに関する項目を選択して，現在の小学生

因子はそれぞれセルフハンディキャッピングと，挑

の理解の程度に適した表現に修正した．7項目．

プランニング Pintrich＆DeGroot（1990）の自己
制御学習方略に関する自己報告尺度からプランニング
に関する項目を選択して，現在の小学生の理解の程度
に適した表現に修正した．6項目．
3具体的な項目の例は，紙幅の制限のためにやむを得ず省略
した．以下の各尺度についても同様である．

戦・新奇性の回避の内容に該当するものであった5．
各因子の一つだけに負荷量の高い項目を各因子の代表
項目として選択し，それぞれの合計点をもって，セル
フハンディキャッピング得点，挑戦・新奇性の回避得
点と名付けた．なお，挑戦性・新奇性の回避項目中の
逆転項目は，5点を1点のように得点を逆にして合計
4以下，いずれの因子分析でも，スクリープロットを参考に，
抽出する因子数を決定した．

5以下，紙幅の都合上，やむを得ず，因子分析の結果に関し
て具体的な因子負荷量等を掲載した表は省いた．

鴇亀

した．

モデルの構成

次に，セルフモニタリング，プランニング，情報探
索を主因子法により因子分析した結果，1因子性が高
かった．ゆえに因子負荷量の低かった2項目を除くす
べての項目を合計して，自己制御学習方略得点と名付

学習目標，遂行目標の構成概念を，各々学習目標得
点，遂行目標得点の観測変数に対応して構成した．テ
スト不安では，テスト不安得点の観測変数に対応して
構成概念を構成した．自己制御学習方略では，自己制
御学習方略得点の観測変数に対応して，構成概念を構
成した．また，情動制御方略の構成概念を，せルフハ
ンディキャッピング得点，挑戦性・新奇性の回避得点

けた．

第3に，情動の覚知に関する項目，情動の価値に関
する項目をまとめて主因子法により因子分析した結
果，2因子を抽出し，プロマックス回転をして，各因
子のみに負荷量の高い項目を検討した．二つの因子は
各々上述の二っの内容にほぼ該当していた．想定した
因子に一致しない2項目を削除し，各因子の一つのみ

に対応して構成した．さらに，メタ情動の構成概念
を，情動の覚知得点，情動の価値得点の2観測変数に
対応して構成した．

以上の観測変数，並びに構成概念を用いて，先述の
仮説の関係によってモデルを構成した．

に負荷量の高い項目を各因子の代表項目として選び，

各々の合計点を，情動の覚知得点，情動の価値得点と

名付けた．得点が高いほどテスト不安への覚知が高

モデルの検証

く，価値づけが低い．

主因子法により因子分析した結果，1因子性が高かっ
た．そのため因子負荷量の低い2項目を削除し，残り
すべての項目を合計して，テスト不安得点と名付け

モデルを検証するために，共分散構造分析を行っ
た．その際，1変数の観測変数が構成変数に対応する
場合は，誤差変数の分散をα係数より推定して，固
定した．分析の結果，Figure Iのモデルを採択した．

た．

構造変数から観測変数への影響指数は，．31−．91で，

最後にz達成目標志向性尺度をまとめて主因子法に
より因子分析した結果，2因子を抽出した．プロマッ
クス回転を施して各因子のみに負荷量の高い項目を検
討した結果，二つの因子はそれぞれ学習目標と遂行目
標の内容に該当した．各因子の一つだけに負荷量の高
い項目を各因子の代表項目として選択し，それぞれの

一つを除けば，すべて．43以上あり，想定した構造変

第4に，テスト不安の質問項目10項目をまとめて

数は適切だと判断した．適合度指標は，RMR＝
3．88，

GFI＝．90，

．12，AIC＝105．64，

AGFI＝．81，

CFI＝．55，

モデルが，データの共分散構造をよく説明したと判断
した．また，構造変数間の影響指数はt検定の結果，
すべて5％水準で有意だった．
三つの外生的構造変数問の相関はFigure lのよう

合計点を，学習目標得点，遂行目標得点と名付けた．
上記の各指標のα係数は．60−．84であった．

学習目標
自己制御
学習方略

舜
．91

テスト

㍉な

04

自己制御学
習方略

不安

学習目標

．r酵

．78

テスト不安

遂行目標

セルフ
ハンディキ

壁

愈・

ヤツピング
86

遂行目標

・61

㊥
90
，19

情動制御
方略
葛

メタ情動
4e
58

情動の
覚知
馬

情動の
価値

い

Figure

RMSEA＝

CAIC＝172．37であり，想定した

l．自己制御学習に関するコーピングモデルとその分析の結果．

兆戦・

新奇性の
回避

であり，学習目標のメタ情動との間は，かなり高かっ
た．各内生変数の説明率は，テスト不安（43％），自
己制御学習方略（80％），情動制御方略（62％）であ
り，いずれも外生的変数でよく説明されていると判断

が有意であった．ゆえに，この仮説は支持されたとい
えよう．

習方略への効果は，有意で正の影響があった．反対

先述のように，Boekaertz＆Niemivirda（2000）の
モデルでも，同様の結果を予測していた．しかし，こ
のモデルは，実証的知見が示されていたわけではな
い．そのために，本研究の結果は，意味が大きい．
メタ情動からコーピング方略への影響 テスト不安
に関する情動の評価が低い場合，自己制御学習の使用
が促進されて，情動制御方略の使用が抑制されるだろ
うという仮説を立てた．メタ情動から自己制御学習方
略へは正の影響が有意であり，情動制御方略へは負の

に，メタ情動から情動制御方略への効果は，負の影響

影響が有意であった．ゆえに，この仮説は支持され

があった．

た．

された．

学習目標，遂行目標，メタ情動からテスト不安への
効果は，それぞれ負，正，正の有意な影響であった．
テスト不安から自己制御学習方略へは負の影響が有意
であり，反対にテスト不安から情動制御方略へは正の
影響が有意であった．一方，メタ情動から自己制御学

考

察

滋

各仮説の吟味

Gottman

et

al．（1997）は，メタ情動から具体的な

コーピング方略への影響を調べたわけではなかった．

さらに，学校での学習に対して適用しているわけでは
ない．そのため，本研究の結果は，有意義である．

達成目標から情動反応への影響 学習目標志向性が
高いならば，難しい課題を自分に有益な情報源とみな
す．そのため，テスト不安反応は抑制される．一方，
遂行目標志向性が高い場合は，課題を自分の有能きに

このように，自己制御学習のコーピングモデルに近
い結果となった．先述のように，本研究は特性間の関
係を調べたという限界があるが，それから類推して，

対する脅威とみなす．そのため，テスト不安反応が促
進されるという仮説を立てた．データの分析の結果，
学習目標からテスト不安へは負の影響が有意であり，
遂行目標からテスト不安へは正の影響が有意であっ
た．ゆえに，この仮説は支持されたといえる．
達成目標がテスト不安や無力感等の負の情動に影響
するという知見は，かなりの数にのぼる（Elliot＆
McGregor，2001；Elliott＆Dweck，1988）．本研究の結
果は，そのような知見を追試した結果といえるだろ
う．しかし，達成目標と負の情動性に関する研究で
は，ストレッサーへの一次的評価の結果としての情動
反応は，ほとんど考えられていない．本研究は，測定

る．

1988），なぜこの両者が結びつくのかについて，媒介
的な過程を明らかにしていない．本研究では，達成目
標が，テスト不安反応を媒介として，プランニング等
の自己制御学習方略に影響することを，実証データに

上の問題から一次的評価を検討していないが，

基づいて示した．

Lazarus＆Folkman（1984）のストレス・コーピング
モデル上に，達成目標を位置づけることで，達成目標

えられる（Paris，

とテスト不安とをつなぐ，理論的な構成概念を示すこ
とができた．それに基づく結果であるので，その意義
は大きいと考えられる．ただし，ここでのテスト不安
は，不安反応ではなく，特性不安であることに注意す
る必要がある．

情動反応からコーピング方略への影響 情動反応か
らコーピング方略への影響は次のように考えられる．
テスト不安反応が高いほど，自己制御学習方略は，使

用のコストが高いため，その使用は抑制されるだろ
う．反対に，テスト不安が高いほど，失敗時の自尊心
防衛を図るため，情動制御方略の使用が促進されるだ
ろうという仮説を立てた．データの分析の結果，テス
ト不安から自己制御学習方略へは負の影響が有意であ
り，反対にテスト不安から情動制御方略へは正の影響

実際の学習場面でも同様のことが生じると考えられ
まとめ

上淵（1995）は，達成目標が文章題の解決プロセス
に影響することを示し，達成目標が問題理解やプラン
ニングに影響すると述べているが，示唆にとどまって
いる．一方，達成目標とプランニング等の自己制御学

習方略との関係を調べた研究もあるが（Nolen，

達成目標は，個人的理論や認識論的信念の一種と考
Byrnes，＆Paris，2001）が，こうした

理論が実際の学習方略や行動とどのように関係するの
かについては，ほとんど研究がなかった．その点で，
本研究は一次的評価，二次的評価を媒介とするコーピ
ングプロセスが，その間を媒介することを示せた．
さらに，メタ情動が，一次的評価の産物としての情
動反応（ここではテスト不安）に対して，二次的評価
が下されて実際のコーピング方略が決定されるのに，
一定の影響力をもつことが示唆された．
最後に，今後実際の学習場面でこのモデルを検討し
ていく必要があると思われる．
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