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導入的概念地図の諸要素と択一式テスト成績との関係
皆川　順

The Relation between Elements of Introductory Concept Map and the Score of Multiple-Choice Test
Jun Minagawa

要約
　本研究の目的は，導入的概念地図において見出されるクロスリンクや概念分岐現象が有する意味を，後の単位修得試験結果
との関連で検討することであった。実験は教育心理学の講義の中で行われた。実験参加者は大学 1 年生 61 名であった。刺激
語として “教育心理学” を用い，そこから連想される概念を，連想順位をつけて紙の上に 30 分間記入させた。実験後，単位修
得試験における試験得点を従属変数とし，正連想数，誤連想数，これらを加えた全連想数，クロスリンク数（以下、クロス数
と呼ぶ），分岐数を独立変数として変数減少法による重回帰分析を行ったところ，独立変数はクロス数および分岐数の２つの
みに収束し，このとき調整済みR ２＝ .38 となり，最大値を示した。またクロス数及び分岐数の多少によって後の成績に違いが
みられるかを検討したところ，いずれの変数も多い群の方が成績が有意に優れた。これらのことから，知識の体制化，精緻化
の作業である概念分岐作成方略，抽象化の作業であるクロスリンク作成方略が，概念群全体の構成に有効であり，かつ後の試
験得点をも部分的に予測することが明らかになった。

キーワード : 概念地図法，クロスリンク，概念分岐，導入的概念地図法

問 題
　概念地図法（concept mapping）とは元来，Novak 

& Gowin（1984）によって提唱された技法であり，

概念と概念同士の関係や全体的な概念群の体系化を

目指すものである。

　Novak らによれば，概念地図とは一群の概念群を

体系的にまとめたものであり，上位概念から下位概

念に向かって，上から下に階層的構造をなす（Figure 

1）。ある概念と関係ある別の概念をつないだ線をリ

ンクと呼び，そのリンクの上に概念同士の関係を書

く。記述されたこの関係はリンクラベルという。

　かくして概念地図の基本要素は概念，リンク，リ

ンクラベルの 3 つである。所与の単元についての学

習が進むにつれ，学習者はある概念が別の概念に分

かれることを発見する。こうして概念地図上に分岐

が生じ，新しい概念が付け加えられ概念の数も増え

る。

　また，異なったリンクの概念の間に，新たに別の

関係が発見されることもあり，その場合それらの概

念同士は新たにリンクされる。これをクロスリンク

という。

　概念地図と関連のある研究は数多い。例えば

Cachapuz & Maskill（1987）は連想課題を用いて概

念間の関係を知ろうとした。彼らはまた，概念地図

のような方法を，非常に時間のかかる方法と示唆し

た。この連想課題に対しては Stewart（1979, 1980）

や真貝（1981）から，連想課題では概念間の関係

を明確化できない，という批判がある。連想課題の

結果からグラフを作成することは可能であるが，実

験参加者は何ゆえにある概念を別の概念から思いつ

いたのかを明確化するのは困難であると言える。

　またリンクについての検討も行われた。大辻・赤

堀（1994）はリンクの意味分析を行った。結合語

の内容に踏み込んだ詳細な分析を行っている。

　Rohwer（1973）は補償教育に関して実験的研究

を行った。対連合学習を用いて精緻化群にのみ，概

念間の関係を結ぶ文を作成させた。実験参加者たち

が学習環境に恵まれているか否かの指標として実験
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Figure 1. 概念地図の例

注）高等学校化学 “糖類” 単元の主要な糖（概念）を階層的に配列
してリンクし，リンクの上に説明（リンクラベル）を書き込ん
だもの。概念地図作成者は，高校２年生女子生徒。

　

参加者の社会経済的地位を採用した。群分けして実

験した結果，精緻化群においては学習環境に恵まれ

ない群の実験参加者も，恵まれている実験参加者と

同様の好成績を示した。この実験は精緻化の効果を

検討したものであり，概念地図法もまた，体制化と

ともに精緻化をはかる方法であるから，概念地図法

の持つ効果を部分的に説明する実験と言える。

　さてそれでは概念地図と学習内容理解とはどの

ような関係があるのであろうか。Novak & Gowin

（1984）によれば，学習者がより良く学習内容を理

解していることを示す概念地図とは①概念群が上位

概念から下位概念へと階層的に体系化されているこ

と，②リンクラベルが適切に書かれていること，③

地図が細かく分岐し，多くの概念からなっているこ

と，④クロスリンクが見られることなどを指摘し

ている。また学習がさらに進むといくつかの概念

の間に本質的な共通性が見つけられ，上位概念化

（superordination）が生じるとした。

　これらの主張はわが国においても多くの実践的研

究で裏付けられているが，上記の①の階層的体制化

については否定的な意見が多い。実際，Okebukola

（1990）の研究は，概念地図研究として著名である

が，Novak & Gowin（1984）が “概念地図ではない”

として否定する循環構造（例えば生態系における物

質の循環を，矢印などを用いて表現したもの）となっ

ている。また田中・宮脇（1992），大辻・赤堀（1994），

森田・榊原（1996）らは，いずれも階層的構造と

いう考えに批判的であり，階層的構造でなくても，

概念地図による知識の体制化および知識獲得支援に

効果的であった旨の報告をしている。

　これらの研究報告から，それではなぜこれらの研

究における概念地図作成が，知識の体制化に効果的

であったのかという疑問が生ずる。知識の体制化と

いう場合，上位概念—下位概念という厳密な概念間

関係の構築以外に，概念地図作成が有効である別の

理由が考えられる。そのためには概念自体の内包や

外延をより正確に知ること，概念間関係を表すリン

クラベルをより精緻なものにすること，概念間関係

を見直してクロスリンクや概念分岐を探すことなど

が考えられる。いわば，上位概念—下位概念という

体制化方略の効果以外に，精緻化方略の効果が含ま

れていることが示唆される。

　ところでこの上位概念—下位概念間の関係につい

ての議論は，Novak & Gowin（1984）の理論が元来，

Ausubel（1968）の教授理論，すなわち知識の体系

化は概念群の上位から達成され徐々に下位に向かう

という理論に基づいていることから，理論と実践の

乖離の問題として重要である。Novak らによれば，

Ausubel は，思考の流れは上位概念から下位概念へ

と向かうと主張しており，それゆえ概念地図も人間

の思考を表現したものであるから，上位概念から下

位概念へと階層的構造をなす，とされる。

　しかし研究報告の多くは実践的研究に由来するも

のであり，そこでは学校教育上のひとつの単元が必

ずしもひとつの上位概念で表されてはいないことが

多い。そのため必然的に上位概念が複数並んだり，

無関係の概念が混在したりしやすい。また実験参加
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者の学力，単元に関する予備知識，また実験材料の

簡素化など，条件統制が困難になり，分析的研究が

乏しく，例えば概念地図作成のどの段階が，あるい

はどの要素がどのような働きをしているかについて

の研究が見当たらない。多くの研究は①概念地図作

成を行わせて概念理解促進を狙うか，②授業実践・

実験の前後に概念地図を作成させてその差を見出し

て授業効果を見ようとするものかのいずれかであ

る。

　さらに上述の “概念地図は上位概念から下位概念

へと階層的構造をなす” という点についての問題に

ついては未だに一致した見解が得られないままであ

り，小学校現場における活用という必要性から概念

地図を単純化しようとする教育現場の動きもあり，

結果的に，概念地図という概念は非常に意味が拡散

し，今日ではある概念に関して連想するものを順次

書き入れていく方法までをも概念地図と称されるに

至っている。ただし，Novak & Gowin（1984）は

その方略を，概念地図への導入として用いることだ

けは認めている。

　ところで概念地図の諸要素と知識獲得支援とはど

のような関係があるのであろうか。この点について

はこれまでほとんど研究報告が見られなかった。 

　そこで皆川（1997）は概念地図完成法として，

概念，リンク，リンクラベルなどの数や作業時間を

統制し，それが知識獲得支援に与える影響を検討し

た。この結果未完成の部分が全体の約半分のとき効

果は最大になること，また空所に概念を挿入すると

いう行為が単なる記憶の再生によるものではなく，

概念群全体に関する認知構造を変化させる行為であ

ることが判明した。また皆川（1998）は，従来の

概念地図法と連想課題とを比較し，その間の相違点

とともに共通点についても指摘した。その結果，連

想課題は概念の内包と外延とをよく理解している場

合には知識の体制化に有効であるが，理解不十分な

場合には通常の概念地図法の方がすぐれることが判

明した。

　さて今日に至るも概念やリンク，リンクラベル，

分岐，クロスリンクなどの数が授業効果とどのよう

な関係にあるかを検討した定量的研究は見当たらな

い。

　リンクラベルに関しては皆川（1999）が高等学

校の化学の授業を自ら行い実験を行ったところ，理

解不十分な実験参加者には概念地図のリンクラベル

を詳細に書かせることによって，飛躍的に学習内容

理解が促進されることを見出した。

　これらの研究を基に本研究においては，上述の連

想課題を用いた方略を仮に導入的概念地図（Figure 

2）と名づけ、教育心理学という概念の内包と外延

とがある程度理解された時期を選び導入的概念地図

を描かせ，その諸要素と学習後の単位修得試験（択

一式テスト）の試験得点との関係を検討することに

した。

　初めに検討する変数は正連想数，誤連想数，全連

想数，クロスリンク数，分岐数とし，これらのうち

試験得点との関連において，変数減少法による重回

帰分析の結果，妥当な変数のみを残し，それらの変

数とテスト得点との関係を調べることにした。連想

の対象となるターゲット語には “教育心理学” を用

いた。なおここで誤連想というのは，教育心理学と

は無関係で，かつ連想元の概念からの繋がりが明確

でないと判断された連想を言う。

　概念地図法の効果は①概念自体を記憶する，②上

位—下位概念間関係を確実に把握することにより知

識の体制化が図られる，また概念の分岐を考えるこ

とも同様な効果を有する，③リンク，あるいは概念

自体を記入することにより生成効果（読むだけより

も自ら考えて記述した方が再生・再認成績が良いこ

と）が生じる，④それらを記入するとき，概念およ

びそれらの関係を理解しようと努めることにより，
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Figure 2. 　導入的概念地図の例

注）刺激語は “教育心理学”。ｘ大学１年女子学生が作図したもの。
リンクラベルは記入しない。概念同士の横のつながり（クロス
リンク）が多くみられる。数字は本人が思い出した順序）。

精緻化が図られる，⑤クロスリンクを発見すること

により，概念群全体の精緻化と体制化が図られる，

などが考えられる。

　本研究においては導入的概念地図法を用いて，

（1）想起された概念数を基とした，実験時点までの

記憶量及び誤った記憶量，（2）クロスリンク数によ

る，体制化・精緻化の一部，（3）分岐数による体制

化の一部，を検討し，これらと単位修得試験におけ

る得点との関係を考察する。

　なお本研究においては “分岐” を，“ある概念か

ら 2 つ以上の概念が分かれ，そのうち少なくとも 1

つにはさらに別の概念がつながる状態” と定義する。

方　法

　概念 “教育心理学” に対する連想検査を，導入的

概念地図を描かせることによって行い、その諸要素

と後に学ぶ内容も含めた単位修得試験得点との関連

について検討する。

実験参加者

　x 大学 y 学部 1 年生 61 名，そのうち導入的概念

地図作成を実際に行い，かつ単位修得試験にも出席

した 53 名（男子 32 名，女子 21 名）のデータを分

析対象とした。

実験年月

　2007 年 6 月

実験場所

　x 大学 y 学部内 c 教室

手続き

　実験は “教育心理学” の講義の中で行われた。A4

版の用紙を学生各自に配布し，“今から教育心理学

について，関連すると思う言葉を順に書いて行って

ください。書き方は，まず教育心理学という言葉を

書き，その周囲に関連する言葉を書きます。例えば，

この様にです” と言って，身近な言葉として “動物”

という単語を提示し，導入的概念地図の書き方を示

した後で，“それではまず，用紙の上に学籍番号と

氏名を書いて始めてください” と教示した。書き始

めから用紙回収までの時間は 30 分であった。

結　果

　正連想数，誤連想数，全連想数，クロスリンク数（以

下，クロス数と呼ぶ），分岐数を独立変数，（単位修

得）試験得点を従属変数として，独立変数の変数減

少法による重回帰分析を行った。各変数の平均値と

標準偏差を Table 1 に示す。また Table 2 は各変数

間の相関係数を示す。

　この結果から正連想数（r =.54，p<.001），分岐数

（r=.57, p<.001），クロス数（r=.41, p<.01）はテス

ト得点とある程度の相関があり，またそれらの相関

は有意であることがわかる。

　しかしこれら 3 つの変数を用いて重回帰分析を行

うとすれば，正連想数の標準偏回帰係数は p>.10 と
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Table 1  各変数の平均値と標準偏差

M SD

試験得点 59.15 21.64

正連想数 12.55 7.99

誤連想数 4.08 8.68

全連想数 16.62 9.77

クロス数 0.51 1.05

分岐数 2.25 1.91

注）N =53, 試験得点は 100 点満点

Table 2  各変数間の相関係数
試験
得点

正連
想数

誤連
想数

全連
想数

クロス
数

分岐数

試験得点 1.00

正連想数 .54*** 1.00

誤連想数 -.21 -.32* 1.00

全連想数 26* .54***  .63*** 1.00

クロス数  .41** .36**  -.18 .14 1.00

分岐数  .57***  .82*** -.29*  .42***  .23*  1.00

注）*p <.05, **p <.01, ***p <.001

なり，有意にはならなかった。

　最終的にクロス数と分岐数のみが残り，その時調

整済み重相関係数 R2 ＝ .38 と，最大値を示した。

また 2 つの変数の標準偏回帰係数βは分岐数：.50，

クロス数：.29，となり，それぞれ p<.001 ，p<.05

のレベルで有意であった。

　VIF の値は両変数ともに 1.06 であった（Table 3）。

　またこの時，分散分析による検定統計量は，

F (2,50) ＝ 16.68(p<.001) となった。この結果から

求めた重回帰式は試験得点予測に役立つといえる。

　次にクロス数の平均は 0.51, 分岐数の平均は 2.25

であるから，クロス数は 0 のグループと 1 以上の

グループに分け，また分岐数は 2 以下のグループ

と 3 以上のグループに分けて，テスト成績との関

係を求めた結果を Table 4 に示す。

Table  3　クロス数，リンク数の
標準偏回帰係数βとt の有意確率 p 及びVIF

β t p VIF

クロス数 .29 2.56 .05* 1.06

分岐数 .50 4.42 <.001*** 1.06

注）従属変数：試験得点 , *p <.05, ***p <.001, N =53

Table 4　クロスおよび分岐の数と試験得点
クロス 分岐

N M SD N M SD

クロス 
0 39 54 21.71 分岐 2

以下 32 51.56 21.98

クロス
1 以上 14 74 13.79 分岐 3

以上 21 70.71 15.35

　 こ れ ら の 変 数 に つ い て 両 群 を 比 較 す る た め

に t 検 定 を 行 う と ，ま ず ク ロ ス 数 に 関 し て は

t(51)=3.14(p<.01) で有意であり，また分岐数に関

しては t(51)=3.47( p<.01) で有意であった。いずれ

の場合も、クロス、リンクの数が多いほうの群が，

後の試験得点がより優れた。

考　察

　正連想数，誤連想数，全連想数，クロス数，分岐

数を独立変数とし，試験得点を従属変数とした変数

減少法による重回帰分析の結果は，独立変数がクロ

ス数と分岐数のみ残り，またその時調整済み重相関

係数 R 2 ＝ .38 となり最大値を示し，数値自体はか

なり小さいが検定統計量 F の値は有意となった。

　重相関係数の値が小さいのは，独立変数の数が少

なく，またとりわけ実験参加者たちが試験のために

用いる主要な学習方略である，試験直前における講

義内容の記憶という独立変数が投入されていないこ

とに原因があろうと考えられる。
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皆川 ： 導入的概念地図の諸要素と択一式テスト成績との関係

　本研究の目的は，作成された概念地図の諸要素と

後に行うテストとの関連を見ることにあり，テスト

得点予測のための独立変数同定のみが目的ではない

が，調整済み重相関係数が小さいことから，予測は

部分的なものにとどまると考えられる。

　実験結果からはまた，正連想数，クロス数，分岐

数が試験得点と中程度の有意な相関があることが見

出された。これらのうち正連想数は正しい知識の量

を示すものであるが，概念地図課題において生じた

概念と試験内容とはまったく異なるにもかかわらず

有意な相関があり，また重回帰分析においてクロス

数と分岐数の標準偏回帰係数が有意であったこと

は，記憶に関する何らかの能力が，共通して促進的

に作用しているとも考えられる。クロスリンクは

Novak らによれば，創造性を示しているとのこと

である。その主張によれば創造性は能力とともに試

験得点に影響を与えて，クロス数と試験得点との間

に因果関係が生じたと考えられる。しかしより一般

的に言い換えれば，クロスリンクは異なった概念同

士の間に新しい関係を見出すことであり，一種の上

位概念化，つまり抽象化能力を表すといえ，この能

力が試験得点と関連していることが推測できる。

　また分岐数は多いほど，より多くの下位概念と上

位概念との関係をよく知っていることを示すと考え

られ，精緻化と体制化の双方に関わることであると

言える。こちらは概念の分析能力を示すと考えられ

る。

　これらのことから導入的概念地図においては，概

念分岐やクロスリンクを見出すことができるか否か

が，部分的にではあるが後の択一式試験得点予測に

寄与する可能性があると言える。

　そのことは試験得点を従属変数とした重回帰分析

において，①この 2 つの変数の相関係数が中程度で

あり有意なこと，②この 2 つの変数のみ，標準偏回

帰係数が有意なこと，また③導入的概念地図はテス

ト内容の知識とは明らかに異なるにもかかわらず，

この 2 つの変数の大きさをそれぞれの平均値をもと

に多群と少群とに分割して試験得点との関係をみた

とき，いずれも後の試験得点に有意な差が見出され

たことなどで推測できる。

　すなわち概念分岐やクロスリンクの発見，あるい

は概念群の体制化や精緻化，言い換えれば概念群全

体を見渡しそれらの関係どおりに適切に各概念を配

置したり，概念の内包や外延について詳しく考えそ

の上でほかの概念との関係を定義したり，異なった

概念同士にある関係を見抜いて適切にリンクしたり

することがいかに良くできているかが，試験得点に

影響を与えるといえる。

　この概念分岐の発見能力は，いわば概念に対する

分析的思考能力を表現するとすれば，クロスリンク

の発見能力は，異なった概念群において本質的な共

通性を見出すことであるから，抽象的思考能力を示

すと考えられる。それゆえ能力の方向としては反対

ではあるが，この実験の結果から，概念地図作成に

おいて不可欠な能力であろうと思われる。また、知

識の絶対量を反映する正連想数は，重回帰分析にお

いて後の単位修得試験成績予測に役立たなかった

が，概念分岐作業とクロスリンク作成作業が予測に

役立つこと，言い換えれば択一式テスト得点自体が

部分的にせよ分析的思考や抽象的思考を反映するこ

とが明らかになったのは，従来のこの分野の研究に

は報告されていなかった新しい発見である。
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