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研究成果の概要（和文）： 本研究の目的は，学習者の複数の生理学データを同時計測することにより，指導者
からの助言が，学習者に及ぼす情意面の影響を明らかにすることである。具体的には，課題遂行中の脈波，呼
吸，皮膚コンダクタンスの計測を行い，学習者を後押しする助言「正の助言」，注意喚起を行う助言「負の助
言」の2つの助言が学習者に及ぼす影響の違いを検討した。
　その結果，試行錯誤を求める課題において，ストレスに対して促進性の変化を表す呼吸数は，負の助言時の方
が増加した。覚醒水準の高さを反映する皮膚コンダクタンスは，負の助言時の方が高い結果となった。負の助言
は，学習者の覚醒水準を高めるだけでなく，ストレスを高める可能性が示された。

研究成果の概要（英文）： This study simultaneously measured physiological indices of learners in an 
experimental environment similar to the typical learning environment. The aim was to elucidate the 
affective influence that an instructor's advice has on learners in physiological terms. 
Specifically, pulse wave, respiration, and skin conductance were simultaneously measured and the 
effects that two kinds of advice-“positive advice,” advice that encourages learners, and “
negative advice,” advice that promotes awareness in learners-have on learners were examined. 
 As a result, the respiratory rate, which represents a reaction to stress, increased during negative
 advice. Skin conductance, which reflects the level of arousal, was higher during negative advice. 
Our findings suggested the possibility that negative advice not only increases learners' level of 
arousal but also increases their stress level. 

研究分野： 数学教育学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　日本における生理学データを扱う教育研究は，欧米諸国と比較すると十分とはいえない。そうした中，学習者
に与える影響を生理学的に分析した点に，本研究の学術的意義がある。
　また，本研究では，教育場面を想定して，他者からの関与である助言を取りあげ，生理指標の計測を行った。
教授－学習場面で実際に起こりうる，学習者を後押しする助言「正の助言」，注意喚起を行う助言「負の助言」
を設定し，その影響を検討することにより，教育への還元を目指した点に社会的意義がある。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
1990 年代以降，生理学データの計測技術の急速な発展によって，負担が少なく，より簡便な

計測が可能になった。その結果，成人のみならず子どもに対する計測も容易になり，教育学研
究においても生理学データを扱う研究が世界的に広まりを見せている。 
例えば，経済協力開発機構（OECD）教育研究革新センター（CERI）は，“脳”に着目し，1999

年に「学習科学と脳研究プロジェクト」を発足させた（OECD 2002）。この流れを汲む形で，2001
年には日本においても文部科学省が「脳科学と教育」研究に関する検討会を立ち上げている。
最近では，欧米を中心に Educational neuroscience（教育神経科学）という研究領域が提唱さ
れ，国際的に教育学と生理学の研究領域の接近が進んでいる（Thomas 2013）。 
筆者らは，これまで，生理学データとして“脳”及び“視線”に着目し，算数・数学の課題

解決過程における脳活動と視線のデータの計測実験を実施することで，思考の程度や解決手順
などの学習の様相を明らかにしてきた（岡本 2012）。これらの研究において，実験中に問題が
発生して声掛けを行った際，被験者に極度の緊張や焦りなどの情意面の変化が生じ，誤答や所
要時間に影響を与えていることが明らかになった。 
同様に，教育現場においても学習者に対する指導者の指示や助言は，学習者の情意面を正の

方向にも負の方向にも影響を与える。したがって，生理学データによって，緊張や焦りなどの
情意的な側面の検出ができれば，より適切な助言のあり方の検討が可能になると考えられる。 
 
２．研究の目的 
指導者からの助言を想定した環境において，算数・数学の課題解決時の学習者の脈波，呼吸

などの生理指標を同時計測することにより，助言が学習者に及ぼす影響を明らかにする。具体
的には，指導者から学びを後押しする「正の助言」を受けた場合，注意を喚起される「負の助
言」を受けた場合の特徴を比較し，相違について考察を行う。 
 
３．研究の方法 
 複数の基礎的実験を実施した結果を踏まえ，最終的な方法として下記の実験を設定した。 
（１）対象 
大学生10名を対象に実験を実施したが，その内1名は条件が合わず助言ができなかったため，

9名（男性 6名，女性 3名，平均 21.4 歳±1.74，右利き）を分析対象とした。 
 

（２）実験課題 
実験課題には，タングラム（三角形，四角形の 7つのピースを用いて，指定された形を構成

するパズル）を設定した（図 1）。左手に生理指標計測のセンサーを装着するため，パズル操作
は右手のみで行うこととした。1 試行 1 問とし，全部で 4 試行を行った。1 試行の制限時間は
120 秒に設定し，試行間には，安静状態に戻るよう 60 秒以上のレストを設けた。 

 
図 1 実験課題設定 

 
4 試行中 2 試行の課題中には，正しくピースを置いた後に「正の助言」音声を流した。具体

的には，「いい調子ですね」「うまく進められていますね」「その調子で続けましょう」「よくで
きていますね」「順調に進められていますね」の 5種類とし，ランダムな順序で提示した。 
上記以外の 2試行の課題中には，誤ってピースを置いた後に「負の助言」音声を流した。具

体的には，「よく見てみましょう」「落ち着いて考えてみましょう」「よく考えてみましょう」「慎
重に取り組みましょう」「注意深く考えましょう」の 5種類とし，ランダムな順序で提示した。 
助言音声は，ナレーション作成ソフト（かんたん！AITalk3，エーアイ社）を用いて作成した。

正の助言 2試行，負の助言 2試行の順序は，対象者ごとに異なるように設定した。 
 

（３）生理指標計測 
バイタルモニターProComp Infiniti（Thought Technology Ltd. 製）を用いて，脈波，呼吸，

皮膚コンダクタンスの計測を行った。脈波センサーは左手第 3指に装着した。皮膚コンダクタ
ンスは通電法を用い，センサーを左手第 2指と第 4指に装着した。呼吸は，胸部あるいは腹部
にベルト状のセンサーを装着して計測した。計測中，センサーを付けた左手は机の上に置き，
動かさないように教示を行った。サンプリング間隔は，脈波が 2048 回/秒，呼吸と皮膚コンダ
クタンスが 256 回/秒であった。実験課題前は，安静状態で 2分間のデータ計測を行った。 
 
（４）分析方法 
 分析ソフトウェアには，BioGraph Infiniti （Thought Technology Ltd. 製）を用いた。脈
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波データについては，脈拍数（回／秒），脈波 HF 成分（ms2），LF/HF 成分を算出した。LF 成分
は低周波数領域（Low Frequency band）であり，0.04Hz～0.15Hz とした。HF成分は高周波数領
域（High Frequency band）であり，0.15Hz～0.4Hz とした。LF 成分，HF 成分の算出にあたっ
ては，FFT（Fast Fourier Transform）を用いたパワースペクトル解析を行った。呼吸データに
ついては呼吸数（回／秒）を，皮膚コンダクタンスについては皮膚コンダクタンス変化（μS）
を分析対象とした。いずれの結果についても，正の助言，負の助言間で t検定を実施した。 
 
４．研究成果 
刺激への馴化を考慮し，正の助言，負の助言それぞれの 1試行目を分析対象とした。 

（１）行動データ 
正の助言，負の助言それぞれについて，9名の平均所要時間と平均助言回数を算出した（表 1）。

所要時間，助言回数とも，有意な差は認められず（所要時間：t(8)=0.36，n.s.，助言回数：
t(8)=2.00，n.s.），問題難度や助言条件に大きな差はなかったと判断した。助言間隔としては，
約 110 秒間に約 3回の助言であったことから，およそ 37 秒に 1回の頻度で助言を行ったことに
なる。 
 

表 1 1 試行あたりの平均所要時間と平均助言回数 

 正の助言（標準誤差） 負の助言（標準誤差） t 検定 

所要時間（秒） 110.3（8.7） 111.7（7.0） n.s. 

助言回数（回） 3.0（0.3） 3.3（0.3） n.s. 

 
 
（２）生理指標データ 
脈拍数（回／秒），脈波 HF成分（ms2），LF/HF 成分，呼吸数（回／秒），皮膚コンダクタンス

変化（μS）を算出したが，とりわけ脈波 HF 成分（ms2），LF/HF 成分数値の個人差が大きかっ
たことから，いずれについても，各試行の平均値を安静時の平均値で除した割合を算出するこ
ととした（表 2）。したがって，数値が 1のときは安静時と同じであることを，数値が 1より大
きい場合は安静時よりも高い割合であることを表す。 
 

表 2 安静時に対する生理指標データの割合平均 

 正の助言／安静時 

（標準誤差） 

負の助言／安静時 

（標準誤差） 
t 検定 

脈拍数 1.02（0.01） 1.02（0.01） n.s. 

脈波 HF成分 1.40（0.52） 1.10（0.18） n.s. 

脈波 LF/HF 成分 1.20（0.15） 1.43（0.31） n.s. 

呼吸数 1.04（0.03） 1.07（0.04） * 

皮膚コンダクタンス 1.65（0.37） 2.33（0.61） * 

* p < 0.05 
脈拍データについて，脈拍数は，正の助言，負の助言いずれも 1.02 となり，安静時と比べて

大幅な増加は見られなかった。また，正の助言，負の助言の間に有意差は認められなかった
（t(8)=0.61，n.s.）。 
心拍，脈波の LF 成分 HF成分は，自律神経系と関連があることから，ストレス指標として用

いられている。具体的には，ストレス状態時に活発になる交感神経は LFを媒介して伝わるため，
ストレス状態時に LF パワーの増大につながり，リラックス状態時に活発になる副交感神経は
LF，HF を媒介して伝わるためリラックス状態時に両者のパワーの増大につながる（秋山，加藤 
2016）。これらの特徴を利用し，HF 成分はリラックス状態時にのみ増加することから，HF 成分
の数値の高さをリラックスの高さとして，また，LF/HF 成分の値の高さをストレスの高さとし
て活用がなされている。本研究の各成分を分析した結果，数値としては，リラックスを反映す
るHF成分は負の助言時に低く，ストレスを反映するLF/HF成分は負の助言で高い結果となった。
ただし，いずれについても有意な差は認められなかった（HF：t(8)=0.75，n.s.，LF/HF：t(8)=0.94，
n.s.）。 
呼吸は，ストレッサーに対し，速くなる，あるいは深くなるような変化が生じ，換気量の増

加がなされる。すなわち，呼吸はストレスに対して促進性の変化を表すとされている（寺井 
2017）。呼吸数を算出した結果，正の助言時よりも負の助言時の方が，有意に高い値となった
（t(8)=2.75，p < 0.05）。このことから，負の助言時の方がストレスの高さを感じていたこと
がうかがえる。 



皮膚コンダクタンスは，覚醒水準の高さを反映する指標とされている。ネガティブな感情か，
ポジティブな感情かといった感情価ではなく，覚醒の高さに対して反応が増加する（本多 2017）。
分析の結果，皮膚コンダクタンスは，正の助言時よりも負の助言時の方が，有意に高い値とな
った（t(8)=2.66，p < 0.05）。負の助言によって注意が喚起され，覚醒水準が高まったと考え
られる。 
以上のことより，タングラムのような試行錯誤を必要とする課題において，負の助言は，学

習者の覚醒水準を高める効果がある一方，同時にストレスを高める可能性があることが示され
た。特に，注意を喚起する助言を行う際には，学習者のストレスを高めてしまう可能性を理解
し，各学習者の性格特性や学習状況を踏まえて，適切なタイミングを計る必要があるといえる。 
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