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が体系的に行われているものとそうでないものが
混在している状況がある。そこで本研究では、高

チームワークは、古今東西、馴染みの深い集団

校生のチームワーク形成を目的として開発・実施

的スキルであり、現代社会では企業や組織といっ

された産学連携・PBL 型教育プログラム（サイ

た集団における問題解決の一助になるとされてい

ボウズ社による「TPC プログラム」
）に研修評価

る。仕事におけるタスク（task）が個人のキャパ

アプローチを用いた分析を行い、体系的な効果測

シティ（capacity）を超えてしまうケースはもと

定・評価研究のあり方を検討する。

より、そもそもタスク自体が曖昧で、どの問題を
どう解決してよいか分からないケース、仕事上の

チーム研究

ミス（例：“ ヒヤリハット ”）やエラー（例：ヒュー

日常的に用いられるチーム（team）という概

マンエラー）を回避したいケース、さらには、複

念は、学術的には、
「タスクにおける相互依存が

数メンバーで早急な意思決定が常に必要になる

高く（強く）
、共有化されかつ重んじられた共通

ケースなど、チームワークが有効となる場面は多

のゴールをもつメンバーから構成された社会的存

い（Salas, Cooke, & Rosen, 2008）
。

在」と定義される（Dyer, 1984 as cited in Salas,

個人がチームというプラットフォームで活動す

Cooke, & Rosen, 2008, p. 541）1 。チームは集団

る機会が増えるなかで、チームワークによる問

での活動を想定しがちであるが、すべての活動が

題解決の方法に注目が集まっている。実際、企

メンバー全員で行われるという訳ではない。メン

業組織や教育機関で最も多く実施されるプログ

バーが各自で取り組む活動であるタスクワーク

ラ ム が Problem-Based Learning（PBL） 型 の

（task work）
、そして複数（または全員）のメン

チームワーク育成プログラムとされている（例：

バーが協力して取り組む活動であるチームワーク

Beauchamp, McEwan, & Waldhauser, 2017;

（team work）の 2 つに大別されるのがチームで

Klein, DiazGranados, Salas, Le, Burke, & Lyons,

ある（例：相川・髙本・杉森・古屋，2012）
。い

2009）。他方、チームワーク育成プログラムのコ

ずれの活動形式を取るにしても、メンバーが各々

ンテンツや教育効果はまちまちであり、効果検証

の立場からお互いを慮る行動をとり、ゴール達成
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が目指されることになる。チームを定義するうえ

徴）
、組織レベルの要因（例：組織環境や組織風土）

で「相互依存（interdependence）
」と「共通ゴー

から構成される「インプット（input）
」が、
②ゴー

ル（common goal）の認識」が鍵となる所以は

ル達成に向けたメンバー間の相互作用、即ち「プ

ここにある（e.g., OʼBrien, 1995）
。逆に、各々が

ロセス（process）
」を生み出し、最終的に、③ “ 質

独立した存在として別々のゴールを目指すのであ

的・量的 ” ともに高いパフォーマンスや心理的な

れば、そこにチームは成立し得ない。

反応（例：満足感やコミットメント）といった成果、
つまり「アウトカム（outcome）
」が導き出され

チームビルディングとチームの有効性：これ

るとされている。この IPO モデルを基本形とし、

まで社会心理学や産業・組織心理学領域を中心

さらなるモデルの精緻化がなされており、例えば、

に、様々な角度からチーム研究が行われてきた

Input-Mediator-Outcome（IMO）といったモデ

（例：山口，2008；縄田・山口・波多野・青島，

ルに基づいてチームの有効性の検証が行われてい

2015）。一般に、チームに関する実践研究の蓄積

る（参考：Mathieu, Maynard, Rapp, & Gilson,

は「どのようにチームが形成されるか（チームワー

2008）。

クが醸成されるか）
」というチームビルディング
（team building）
、そして「どのようにチームの

チームエンパワメント：これまでの研究では、

パフォーマンスが向上するか」というチームの有

チームが目指すゴールやメンバーの役割分担が比

効性（team eﬀectiveness）に大別できる。

較的明確なものが対象となることが多かった。ス

ま ず チ ー ム ビ ル デ ィ ン グ は、 ビ ル デ ィ ン

ポーツチームであれば、監督やコーチのリーダー

グ（building） と い う 名 が 示 す 通 り、 介 入

シップのもと、試合に勝利することが最終ゴール

（intervention） を 伴 う 概 念 で、 企 業 な ど で

であるし、職場におけるチームであれば、そのチー

最 も 採 用 さ れ て い る ア プ ロ ー チ で あ る（e.g.,

ムを率いるリーダーを中心としたチームワークの

Beauchamp et al., 2017; Klein et al., 2009）。具

もと業績（例：利益）を上げることがゴールである。

体的にチームビルディングは、広く一体感と団結

一方、現代社会では、多様な社会的課題の解決

を促進し、チームをよりスムーズに効果的に機能

を目的に、問題発見からゴール達成に至るまで、

させるために設計されたものと定義される（e.g.,

自らの力で行動するチームが求められている。昨

Bruner, Eys, Beauchamp, & Côté, 2013）。つま

今の学校や企業あるいは自治体では、そのような

り、単なる集団であるグループから相互依存と共

自律的なチームをどう形成しマネジメントしてい

通のゴールを有した “ チーム ” への変換を目指す

くかに力点が置かれている。従って、チームのメ

のがチームビルディングである 2 。これまで、メ

ンバーが自らを “ エンパワー（empower）” して

ンバー間の相互作用（例：人間関係）の改善・向

行動する、というチームエンパワメント（team

上を目的にしたグループの構造や力学（ダイナ

empowerment）の発想が必要となってくるので

ミクス）に立脚したチーム研究が行われてきた

ある。

（Schein , 1969）
。

チームエンパワメントは、端的には文字通り、

一方、チームの有効性に関する研究では、どの

チームをエンパワーすることであるが、その根底

ようなチームの構造がパフォーマンス向上につ

には “ パワー（power）” という複眼的な概念が

ながるかが理論化・モデル化されてきた。特に、

含まれている。例えば、パワーは “ 対象に対する

Input-Process-Outcome（IPO） の 枠 組 み（ 例：

力（power to）” であれば「影響力」となり、“ 対

McGrath, 1964）では、①チームメンバーつまり

象を覆う力（power over）” としては「支配力」

個人レベルでの特性（例：能力や性格）
、チーム

となる。その一方で、“ 対象に関する力（power

レベルの要因（例：リーダーシップやタスクの特

of）” となれば「関係力」、さらに “ ともに働く力
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（power with）” となれば「共働力」となる。こ

ワメント」の視点を取り入れることが鍵となって

れらはチームワークの基盤をなすパワーである。

くるのである。現代社会における質の高いチーム

さらにパワーは人間関係における作用だけに留ま

を創造するうえで、エンパワメントが果たす役割

らない。“ うちにある力（power within）” とな

は大きい（例：安田，2014）
。本研究では、エン

れば、個人における「内在力」ともなる（例：マ

パワメント概念を参考にしつつ、後述するチーム

クリーン・ハンソン，2019）
。

志向性（team orientation）が産学連携プログラ

このように多面的なパワー概念を包含するエ

ムによってどのように向上するかを検討する。

ンパワメントは、あえて本質のみを捉えること
を目的として、
「個人・組織・コミュニティが自

研修プログラムの効果測定とその問題点

らの問題をコントロールするプロセスやメカニズ

教育機関における学びはもとより、企業組織や

ム」と定義されている（Rappaport, 1987）
。チー

医療機関での人材育成や地域・自治体などでの生

ム研究におけるエンパワメント概念は、社会構造

涯学習の場で、様々な研修プログラムが実施され

面（social-structural）と心理面（psychological）

ている。これらの研修プログラムの中身は、問題

の 2 側面から考察が行われている（例：Seibert,

解決（problem solving）
、教育・訓練（education/

Wang, Courtright, 2011; Mathieu, Gilson, &

training）、予防・促進（prevention/promotion）

Ruddy, 2006）。

に関することに大別することができる一方で（例：

なかでも Mathieu et al.（2006）は、心理面

安田，2011）
、その効果測定については、実施さ

に軸足を置いたチームエンパワメント（team

れないケースや実施されても受講後の満足度アン

psychological empowerment）を、「チームメン

ケートなど、方法論上、不十分なケースがほとん

バーが、自らが近接する組織（職場）環境を自ら

どである。

がコントロールする権限を有し、チームの機能

例えば、参加者の事後の感想・コメントや受講

に対して自ら責任を持つという集団的な信念で

の満足度をもとに研修プログラムの効果測定を

ある」と定義している（p.98）3 。また Kirkman

行った結果、研修プログラムで有意義な時間を過

and Rosen（1999）は、チームエンパワメント

ごし、満足できた参加者がいたとする（例：
「と

は次の 4 つの下位概念から構成されるとした：効

ても満足である」と研修を評価）
。しかし、研修

能・潜在力（potency）
、意義・価値があるもの

に満足できた一方で、そもそもの意義ある学び

（meaningfulness）
、 自 律 性（autonomy）
、影響

（例：知識やスキルの習得）が起こっていなかっ

力（impact）
。さらに日本の文脈では、
三島（2007）

た場合、その研修は成功したとは必ずしも言えな

によるエンパワメントの定義に即して 4 、チーム

い5。

エンパワメントが「チームの各メンバーが自らの

研修の企画者や実施主体などのステークホル

力に気づいてそれを活用し、その力が個人・チー

ダーは、つまるところ、受講者（あるいは組織）

ム内外の各層で展開するプロセスやメカニズム」

に何らかの変化（“ どの程度の効果 ”）が認めら

と定義された（安田，2018）
。

れたのかについての情報を欲している。しかし、

以上の点に鑑みると、エンパワメント概念は現

このシンプルな問いを科学的に探究するために

代社会が求めるチーム像、即ち、問題発見からゴー

は、研修と効果の間に存在する因果関係を設定・

ル達成に至るまで自律的に活動できる集合体につ

実証する必要があり、そのためには、事前・事後

いての理解を深めるうえで、重要な役割を果たす

における測定はもとより比較群の設置や無作為化

と考えられる。つまり、チーム構造を理解する上

の実施などが必要となってくるのである 6 。

では、
既述した「相互依存」と「共通ゴールの認識」

また効果と一口に言っても、何をどう推し量

の他に、それらを下支えする基盤として「エンパ

るのか、という概念設定や測定上の課題もある。
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研修プログラムを実施するにあたっては、組織

動（behavior）
」
、④「結果（results）
」という 4

などが抱える問題解決への即時性や費用対効果

段階（4-level）における変化についての測定・評

が求められていることが多い。その場合、厳格

価である。従って、Kirkpatrick & Kirkpatrick

な（rigorous）科学的手法に則った効果測定が実

（2006）の FLA では、まず研修プログラムの参

施できるような時間的・経済的余裕を有している

加者（学習者）への影響が次の 4 段階から捉えら

ことはほとんどない。つまり、科学的に理想とさ

れることになる（参考：安田，2018）
：

れる研修評価アプローチを用いた効果測定の適用
は、残念ながら、実際には極めて困難となるので
ある。このような研修評価に関する問題点をもと

■Level 1 ：
「反応（reaction）レベル」学習者
は研修に満足したか。

に、簡易的かつ体系的な効果測定として開発され

■Level 2 ：
「学習（learning）レベル」学習者

たのがカークパトリック（D. Kirkpatrick）によ

に学びはあったか・知識等を習得したか。

る 4 段階アプローチ（FLA：4-Level Approach；

■Level 3 ：
「行動（behavior）レベル」研修後、

Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006）である。

学習者の行動が変化したか。
■Level 4 ：
「結果（results）レベル」学習者

カークパトリックの 4段階アプローチ（FLA：
4-Level Approach）

を取り巻く環境が肯定的に変化したか。

研修プログラムはどのようにすれば体系的・実

反応レベル： 反応（reaction）レベルは FLA

証的に評価することができるのか。この問いを突

における第一段階に位置づけられる。この段階で

き詰めて開発された研修評価アプローチがカーク

は、教育・研修プログラムを受けての受講者の感

パトリックによる FLA である（Kirkpatrick &

想や満足度について、それらが肯定的なもので

Kirkpatrick, 2006）。

あったのか、あるいは否定的なものであったのか

FLA は、評価には様々なステークホルダーが

が評価される。反応レベルの評価は、教育・研修

存在し評価を行う際には様々な立場や意見を取り

プログラムにおける一般的な評価形式として数多

入れる必要がある、という基本姿勢をとってい

く行われている。もし反応レベルが否定的な結果

る。例えば、研修後における受講生の行動変容に

を伴っていた場合には（例：研修に満足できなかっ

よってその研修の良し悪しが判断（評価）される

た）
、当然、次にみる学習レベルの高さは期待で

べきという立場がある。一方、研修後の職務上の

きない。しかし、仮に反応レベルに肯定的な結果

成果のみを研修評価の対象とすべきという見方も

であったとしても（例：研修に満足できた）
、そ

ある。さらには、研修後に収集される感想・コメ

れだけで学習レベルの高さが保証される訳ではな

ントや満足度の評定が研修評価において欠かせな

い（例：知識やスキルが習得できた）
（Kirkpatrick

いとする立場もある。または研修を受けるなかで

& Kirkpatrick，2006）。

受講生が習得する知識・態度・スキルこそが研修

反応レベルにおける評価基準や評価項目は研

を受けることの意義・価値であるとする立場もあ

修によって異なるが、具体的な評価基準として

る（Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006）
。

は「研修に満足したか 」
「役に立つ研修であった

Kirkpatrick & Kirkpatrick（2006）はこれら

か 」
「楽しく受講することができたか 」
「研修内

のすべての立場が重要であるとしたうえで、評価

容を理解できたか 」
「自分が興味を持っていた内

の対象から方法に至るまでの体系的な情報集約を

容であったか 」
「研修内容についてもっと知りた

FLA として行うことの可能性を提示した。即ち、

いと思ったか」
「新たな気づきが得られたか」と

研修を受ける側（例：受講者・学習者）の ①「反

いった例が考えられる
（Yasuda et al., 2018；安田，

応（reaction）
」
、 ②「学習（learning）
」
、③「行

2018）。
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学 習 レ ベ ル：FLA に お け る 第 2 段 階 は「 学

化できるかを学習者が分かっている。

習（learning）レベル」の評価である。ここで

③学習者が適切な環境（right climate）にいる。

は、学習者が研修で何をどの程度学んだか、即

④行 動 を 変 化 す れ ば、 学 習 者 に や り が い

ち、知識やスキルの習得の有無や多寡が評価の対
象となる。プログラムの実施前後において習得

（rewarding）や報酬がもたらされる。
これらの段階は、教育・研修プログラムのなか

した知識の量とともに、学習者の態度やスキル、

だけに留まらず、事後的な組織・環境要因（例：

興味・関心の変化（cf. 非認知能力）などについ

学習や労働環境）に左右されるものである。した

ての評価も行われることもある。これらは知識

がって、いかに教育・研修プログラムの内容や目

（Knowledge）
、態度（Attitude）
、スキル（Skill）
、

的が、受講者・学習者はもとより、その他の多く

興味・関心（Interest）の頭文字をとって「カシー

のステークホルダーに共有されているか、事後的

（KASI）
」と呼ばれ心理・教育測定における効果

にどのように行動変容に向けたサポートが行われ

の類型化として用いられる要因に他ならない（参

るか、がプログラムを成功に導くための鍵となる。

考：安田，2013）
。

変化・変容を促したいと考える行動は、時にプ

一般に、教育・研修プログラムでは予め達成目

ログラムのアウトカム（outcome）として捉えら

標・到達目標などが掲げられるが、それらは、こ

れる。そして、そのアウトカムの数は、研修の数

こで言うカシ―の枠組みから捉えられるものが殆

だけ存在することになる。ここですべてのアウト

どである。したがって、学習者の知識・態度・ス

カムは検討できないが、例えば、職場におけるチー

キル・興味などの変化をプログラムにおける到達

ムワーク向上プログラムであれば「チームの目指

目標および行動レベルの評価対象と関連づけなが

す方向を意識して行動しているか」
「自分の長所

ら、学習レベルの評価を行っていくことが求めら

がチームメンバーから認められているか」
「チー

れる。

ムにおいて自分と異なる意見にも耳を傾けるか」
といった行動レベルのアウトカムが想定できる

行 動 レ ベ ル： 教 育・ 研 修 プ ロ グ ラ ム を 受 講

（Yasuda, Umezaki, Mukuta, & Miyoshi, 2018；

した後に学習者に起こる行動の変化が「行動

安田，2018）
。行動レベルの評価には、次にみて

（behavior）レベル」の評価である。プログラム

いく結果レベルの評価と同様に、因果関係の特定・

のステークホルダーである人材育成などを依頼す

実証が必要となる。

る側やプログラムの運営側が知りたいのは、研修
後に社員・従業員の行動に望ましい変化があった

結果レベル：FLA における最後の段階が「結

か否かである。そのため、事後的に生じた行動の

果（results）レベル」の評価である。研修プロ

変化のみに着目し、評価が行われることも多い。

グラムという「原因（cause）
」によってどのよう

しかし、これまでみてきた「反応レベル」と

な「成果（eﬀect）
」 が生まれたのか、という因果

「学習レベル」の評価を行わずに、一足飛びに「行

関係がこの結果レベルの評価で明らかにされる。

動レベル」の評価を行うことは避けられるべきで

教育・研修後に学習者の成績が上がったのか、各

あるとされている（Kirkpatrick & Kirkpatrick，

種の領域において何らかの成果があったか（例：

2006）。少なくとも下記の 4 つの段階を経ては

受賞実績）
、ビジネスにおける研修であれば、従

じめて、行動レベルに変化が起こるからである

業員の業績や効率の向上・改善につながったか、

（Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006, p. 23）
：
①学習者が実際に（行動レベルの）変化を望ん
でいる。
②何を（what）
、どのように（how）すれば変

多様なコスト（例：時間的・経済的）を削減する
ことができたのかなどがこの段階での評価の対象
となる。
結果レベルの評価は、プログラムの存在価値の
15

試金石となる一方で、評価にあたってはいくつか

習者が複数回にわたるプログラムのなかで、何を

の困難が伴う。まず、結果を正確に定義・測定す

感じ取り、どのように肯定的な行動につながった

ること、つまり何をもって成績や業績の向上や仕

のかを、システマティック（体系的）に評価する

事効率の改善とするかなどを、教育・研修プログ

必要がある。そこで本研究では、カークパトリッ

ラムのコンテンツや方法と照らし合わせ、体系的

クの FLA（Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006）

に把握することは難しい。またプログラム以外の

のうちの 3 段階、即ち、反応レベル（level 1）
、

別の影響が常に存在するため、得られた結果が真

学習レベル（level 2）
、行動レベル（level 3）に

に教育・研修プログラムによるものなのかが不透

おける研修評価アプローチを用いた効果測定を行

明であることが多い。しかしエビデンス（科学的

う。具体的には、問題解決のためのチームワーク

根拠）を正確に提示することは即ち、原因（教育・

育成を目的とした高校生を対象とした産学連携・

研修プログラム）と結果（受講生の成果・効果）

PBL 型の教育プログラム（詳しくは、椋田・梅崎・

との間に確かに因果関係が成立することを実証す

安田・三好，2018 を参照）の効果測定に FLA を

るに他ならない。他のレベル（例：反応・学習）

応用し、より体系的な研修評価アプローチのあり

にも増して、評価デザインに注意を払う必要があ

方を検討することを目的とする。

る理由はここにある（例：安田，2018）
。

研究 1

体系的な研修評価アプローチの必要性：以上、
カークパトリックの FLA について検討してきた。

目的

一般に、教育・研修プログラムの企画・実施主体

研究 1 の目的は、産学連携・PBL 型教育プロ

（ステークホルダー）の主要な関心事は、学習者

グラムである TPC プログラムの実施状況や介入

への成果・効果（アウトカム）の有無や多寡であ

課程のモニタリングを行うことであった。具体的

る。これは即ち、行動レベル（Level 3）の変化

には、カークパトリックの FLA に基づく反応レ

に対する問いに相当する（i.e., 研修後に行動が変

ベル（ Level 1：学習者（生徒）は意欲的に学ん

わったか）7 。しかし、この問いの科学的な検証

でいたか）および学習レベル（ Level 2：生徒は

には実験デザインの整備を要するため（例：比較

知識・スキルを習得していたか）においてプロセ

群の設置や無作為化の実施）
、現実的ではないこ

ス指標を設置し効果測定を行った。

とが多い（参考：安田，2018；安田，2011）
。
し か し 一 方 で、FLA（Kirkpatrick &

方法

Kirkpatrick，2006）のように「反応レベル（Level

TPC プログラム：TPC プログラムは、チーム

1）」と「学習レベル（Level 2 ）」の評価を「行動

による問題・課題解決の方法を学ぶことを目的と

レベル（Level 3）
」の評価と併せて行い、実験デ

した計 5 回の講義（セッション）から成っている。

ザインとは別の角度から、体系的な研修評価を

“TPC” 即ち、チームワーク（Teamwork）
、問題

行っていくことも可能である。本研究ではそのよ
うな研修評価アプローチの可能性を追究する。

解決（Problem-solving）
、コミュニケーション
（Communication）を学びの柱とし、計 5 回（各
回 2 時間）のセッションでは、①ゲスト講師によ

本研究の目的

る講演、②チームワークや問題解決メソッドにつ

様々な領域でチームによる問題解決の重要性が

いて、③企画書の作り方、まとめ方、プレゼンテー

指摘され、チームワーク育成プログラムの開発や

ションの方法、④チームの進捗チェック、⑤最終

実施が増えるなか、効果測定・評価研究のあり方

発表会から構成されていた（詳細のプログラムの

が問われている。プログラムの効果測定では、学

実施報告は、椋田ほか、2018 を参照）
。
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調査対象と手続き：2017 年 5 月から 11 月にか

得していたか」という観点からプロセス指標が作

けて、神奈川県の高校（介入群 A）および北海

成された 8 。プログラムで学ぶ内容は毎回異なる

道の高校（介入群 B）の合計 2 つの高校で TPC

ため、受講内容の理解の度合いについての簡単な

プログラムが実施された。介入群 A（N=126）

客観テスト（小テスト）が各回のプログラム実施

は女子校であった。他方、介入群 B（N=90）は

後に行われた。小テストは、各回の重要ポイント

共学校であった。また介入群 A と同一高校にお

について問われたものであり、作問および採点は

いて、TPC を受講しないクラスである比較群

プログラム実施者（講義担当者）によって行われ

（N=118）からのデータ収集も併せて行った。比

た。問題数・得点範囲も各回において異なってい

較群には TPC プログラムの代わりに、異文化理

たため授業理解度としてパーセンテージ（%）表

解に関する授業が実施された。

示がなされた（表 1 の学習レベルを参照）
。

TPC プログラムは計 5 回から構成されており、
介入群 A および介入群 B については毎回のプロ
グラム実施後、反応レベルおよび学習レベルの測

結果と考察
反応レベル：反応レベルの平均値（SD）を

定が実施された（i.e., 時期 1 ～時期 5）
。また比較

表 1 に示した。介入群の種別および時期の変化

群については、プログラム実施開始（i.e., 時期 1）

による反応・学習の違いを検討するために、2

および終了時（i.e., 時期 5）の 2 時点においての

元配置反復測定分散分析（Two-way Repeated

み反応レベルの測定が行われた。

Measures ANOVA）を行った。その結果、交
互作用 [F(1, 135)=10.97, p <.01，η2 =.07]，時

プロセス指標の開発と有効化：反応レベルおよ

期 要 因（5 レ ベ ル ） の 主 効 果 [F(1, 135)=25.50,

び学習レベルの測定を行うために、それぞれのプ

p < .01，
η2 =.15] および群要因（A および B）
の主効果

ロセス指標が開発された。まず反応レベルでは
「生

[F(1, 135)=24.37, p < .01，η2 =.15] が認められた。

徒は意欲的に学んでいたか」という評価（リサー

反応レベルは時期 1 が他の時期に比べて低かっ

チ）クエスチョンのもと計 12 項目から成るプロ

た半面、それ以降、時期 2、時期 4、時期 5 と高

セス指標が作成された（ Appendix A ）。具体的

い水準で推移していた（時期の主効果）
。反面、

には、受講内容への興味や満足度、グループワー

時期 3 の反応レベルについては、他の時期に比べ

クでのコミュニケーションに関する項目から構成

て低かった。また介入群要因については、いず

された。これらの反応レベルに関する項目に対し

れの時期においても介入群 A が介入群 B よりも

て、
「そう思う（5）
」
「ややそう思う（4）
」
「どち

高い平均値で推移していた（群の主効果）
。デー

らとも言えない（3）
」
「あまりそう思わない（2）
」
「そ

タ全体では、交互作用が認められたものの、介

う思わない（1）
」の 5 件法による回答が求められ

入群 A・B ともに各平均値は 4.00（
「ややそう思

た。

う」
）に近い値を示していたため、一部の例外を

反応レベルの信頼性係数（Cronbachʼs alphas）

除き（例：介入群 B の時期 1）
、どちらの介入群

は、
介入群 A では .90（時期 1）
、
.93（時期 2）、.93（時

も TPC プログラムに満足し意欲的に取り組んで

期 3）
、
.94（時期 4）、.95（時期 5）、介入群 B では .79

いたと判断できる。

（時期 1）
、.93（時期 2）
、.93（時期 3）
、.93（時期

次に TPC プログラム（介入群 A）と非 TPC

4）、.91（時期 5）となっていた。比較群における

プログラムである他の授業（比較群）の反応レ

反応レベルの測定は初回（時期 1）および最終回

ベルを比較するために、同一高校である介入群

（時期 5）のみ実施され、それぞれ、.85 および .81

A と比較群における時期 1 と時期 5 の 2 地点デー

となっていた。
次に学習レベルでは「生徒は知識・スキルを習

タを分析した 9。その結果、両者の反応レベルに
は有意な交互作用が認められた [F(1, 210)=26.45,
17

表1

2 1元配置反復測定分散分析
（Two-way
Measures
の結果
表
2 元配置反復測定分散分析 (Two-way
RepeatedRepeated
Measures ANOVA)
の結果 ANOVA）
時期 1
Mean
SD

反応レベル
介入群 A
介入群 B
学習レベル
介入群 A
介入群 B
行動レベル
介入群 A
介入群 B

時期 2
Mean
SD

時期 3
Mean
SD

時期 4
Mean
SD

時期 5
Mean
SD

3.95
3.20

0.64
0.60

4.26
3.95

0.63
0.72

3.89
3.85

0.65
0.63

4.35
3.73

0.58
0.74

4.22
3.80

0.58
0.63

89.75
81.23

12.75
13.74

86.54
90.63

18.81
11.19

68.15
71.32

18.64
33.10

95.56
72.55

16.15
37.83

87.78
68.63

24.71
38.54

5.58
4.90

0.92
0.96

5.85
4.98

0.73
0.98

5.73
4.92

0.87
1.11

5.93
5.23

0.82
1.17

6.04
5.32

0.73
1.02

群
F値
24.37*

時期
F値
25.50*

交互作用
F値
10.97*

14.24*

15.97*

11.14*

31.18**

9.23*

.44

注 1：要因 1（介入群 A・B）、要因 2（時期 1~時期 5）。Mean: 推定周辺平均（Estimated Marginal Mean）。*p < .01

p < .01
注 1：要因
1（介入群 A・B）
、要因
2（時期A）および
1~ 時期
5）
。Mean:B）推定周辺平均（Estimated
Marginal
Mean）
注 2：反応レベルのサンプル数は
N = 90（介入群
N=
47（介入群
、学習レベルのサンプル数は N = 90（介入群
A）および
N = 。*
51（介入群
B）、行動レベルのサンプル数は N=77（介入群
N =A）および
45（介入群 B）であった。
注 2：反応レベルのサンプル数は
N = 90A）および
（介入群
N = 47（介入群 B）
、学習レベルのサンプル数は N = 90（介
入群 A）
および N = 51
（介入群 B）
、
行動レベルのサンプル数は N=77
（介入群 A）
および N = 45
（介入群 B）
であった。
p < .01，η2 =.11]。その一方で、時期要因 [F(1,

Measures ANOVA）を行ったところ、交互作用

210)=.52, p =n.s.，η =.00] および介入・比較群要因

[F(1, 139)=11.14, p <.01，η2 =.07]，時期要因（5 レベ

[F(1, 210)=1.70, p =n.s.，η2 =.01] における単純主

ル）の主効果 [F(1, 139)=15.97, p < .01，η2 =.10]

効果は認められなかった（図 1）
。これは介入群・

および介入群要因（A および B）の主効果 [F(1,

比較群の反応レベルが時期によって受ける影響が

139)=14.24, p < .01，η2 =.09] が認められた（表

異なっていたことを示している。

1）。群および時期による学習レベルへの影響とし

2

時期 1 では比較群における反応レベルが介入群

A よりも高かったが、時期 5 ではその傾向が逆転

23

ては、介入群 A における時期 3 の理解度が他の
時期よりも比較的低く（ps < .05）
、かつ時期 4・

し、今度は、介入群 A の反応レベルが比較群よ

時期 5 において特に介入群 A が介入群 B よりも

りも高かった。したがって、TPC プログラム（介

10 ということ以外（表
理解度が高かった（ps<.05）

入群 A）が開始時の学びの意欲や授業満足度は

1 参照）、解釈可能なパターンは存在しなかった。

その他の授業（比較群）よりも低いものの、終了

各時期・群ともに、70％から 90％程度の得点率

時では逆にプログラムでの学習意欲・授業満足度

となっていたことより、プログラムでの学習レベ

がその他の授業よりも高い状態となっていたこと

ルは良好であったと考えられる。

が明らかになった。

一方、表 2 の相関係数表をもとに、学習レベル

学習レベル：介入群の種別および時期の変化

が反応レベルとどのように関連していたかを検討

による学習レベルの違いを検討するために、2

したところ、一概に高い相関関係があったとは言

元配置反復測定分散分析（Two-way Repeated

えないことも明らかになった。両者の相関が高い、

図 1 反応レベルの変化：不等価（介入群・比較群）事前事後テスト
図 1 反応レベルの変化：不等価（介入群・比較群）事前事後テスト
デザインによる検討 デザインによる検討
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即ち、授業への意欲・満足度（反応レベル）が高

アウトカム指標（行動レベル）の開発と有効

ければ高いほど、理解度（学習レベル）が高かっ

化：
「行動レベル」でのアウトカム指標として、

たのは、介入群 A の時期 1（r = .74, p < .01）
，時

チーム志向性尺度が用いられた。この尺度は、こ

期 3（r = .48, p < .01）
，時期 5（r = .46, p < .01）

れまでみてきた高校生のチーム開発を目的とし

のみであった。逆に、介入群 A の時期 2（r = .04,

て設計・実施された産学連携・PBL 型教育であ

p = n.s.），介入群 B の時期 2（r = -.17, p = n.s.），

る TPC プログラムの効果測定研究の一環として

時期 4（r = .12, p = n.s.）および時期 5（r = .09,

開発されたものである（例：Yasuda et al., 2018;

p = n.s.）については、学習レベルと反応レベル

安田，
2018）。研究 1 のプロセス指標（反応レベル・

との間の相関は低かった。したがって、これらの

学習レベル）による測定に続き、研究 2 ではアウ

時期については、講義に楽しく、意欲的に取り組

トカム指標（行動レベル）による測定が行われた

めた一方で、必ずしも知識やスキルの習得にはつ

が、ここで使用されたのがチーム志向性（team

ながっていなかったとも考えることができる。

orientation）尺度である 11 。
チーム志向性尺度は合計 10 項目から構成され
ており、チームワークの基本とされるメンバー

研究 2

間の相互依存と共通ゴールの認識（e.g., OʼBrien,

1995）が主な設問の内容であった。具体的には、

目的
研究 2 の目的は、TPC プログラムのアウトカ

「自分の長所がチームメンバーから認められてい

ム評価を行うことであった。具体的には、カーク

る」
「自分で分からないことがあれば、他のチー

パトリックの 4 段階アプローチに基づくレベル 3

ムメンバーに聞くことができる」といった項目に

における「研修後、
学習者の行動が変化したか」
（行

よってメンバー間の相互依存が、
「チームの目指

動レベル）というリサーチクエスチョンに基づく

す方向を意識して行動する」
「チームが何らかの

効果測定が行われた。

成果・結果を出せるように、協力するほうだ」と
いった項目によって共通ゴールの認識が測定され
た。これらの項目に対して「とてもそう思う（7）
」

方法
調査対象と手続き： 研究 1 における調査対象と
手続きのとおり同時期・同様形式にてデータ収集

から「まったくそう思わない（1）
」までの 7 件法
による回答が求められた。

が行われた。
表2

時期
から時期
における反応・学習・行動レベルの相関係数
表 2 1時期
1 から時期5
5 における反応・学習・行動レベルの相関係数
時期 1
学習
1
.33**
**
.74
1
.37**
.56**
.49**
.48**
-.10
0.03
.35**
.45**
.42**
.51**
.14
.16
.30**
.45**
.47**
.34**
.33*
.23
**
.49
.39**
**
.38
.49**
.40**
.38**
.47**
.53**

反応
時期 1

時期 2

時期 3

時期 4

時期 5

反応レベル
学習レベル
行動レベル
反応レベル
学習レベル
行動レベル
反応レベル
学習レベル
行動レベル
反応レベル
学習レベル
行動レベル
反応レベル
学習レベル
行動レベル

行動
.32**
.05
1
.50**
-.10
.72**
.29*
.08
.64**
.38**
.22
.53**
.35**
.35**
.65**

反応
.31**
.35**
.32**
1
.04
.73**
.66**
.29*
.66**
.69**
.58**
.77**
.53**
.44**
.69**

時期 2
学習
.10
-.04
-.06
-.17
1
.11
-.02
.15
.11
-.08
-.01
-.08
.01
.09
-.01

行動
.14
.22*
.31**
.51**
.09
1
.54**
.23
.82**
.56**
.40**
.75**
.54**
.50**
.77**

反応
.32**
.15
.32**
.34**
.00
.25**
1
.48**
.60**
.55**
.51**
.53**
.68**
.35**
.55**

時期 3
学習
.20*
-.02
.13
.01
.18
-.02
.28**
1
.48**
.32*
.51**
.27*
.38**
.11
.27*

行動
.29**
.09
.45**
.30**
.06
.29**
.59**
.34**
1
.57**
**
.42
.72**
.52**
.40**
.76**

反応
.28**
.11
.19
.36**
.03
.25*
.50**
.18
.45**
1
.39**
**
.85
.60**
.42**
.72**

時期 4
学習
.12
-.02
-.10
-.09
.30**
.06
.10
.17
.02
.12
1
.37**
*
.26
.40**
.29*

行動
.30**
.01
.21*
.27**
.13
.36**
.39**
.31**
.57**
.69**
.00
1
.64**
**
.49
.81**

反応
.33**
.14
.16
.27**
-.03
.30**
.51**
.27**
.50**
.67**
.16
.62**
1
.46**
**
.65

時期 5
学習
.11
-.01
-.01
.07
.20*
.15
.18
-.10
.00
.14
.33**
.06
.09
1
.51**

行動
.35**
.13
-.07
.26**
-.02
.27**
.28**
.32**
.46**
.56**
.12
.65**
.68**
.03
1

注 1：行動レベル（チーム志向性）

注 1：行動レベル（チーム志向性）
注 2：上段（介入群 A）、下段（介入群 B）
注 2：上段（介入群 A）
、下段（介入群 B）
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因子分析と信頼性係数：チーム志向性尺度の因

ロンバックのα係数（Cronbachʼs alpha）を算出

子構造を検討するために、複数の介入群・統制

したところ、.88 から .95 と十分な値をとっていた

群および介入時期のデータへの探索的因子分析

（Yasuda et al., 2018）
。以上より、チーム志向性

（EFA：Exploratory Factor Analysis）を行っ

尺度は一定の構成概念妥当性（因子構造）と信頼

た。最尤法（maximum likelihood）による推定

性を有していたことが確認された。

で固有値 1 以上を因子抽出の基準とし、スクリー
プロットによる固有値の増減を考慮し判断したと

効果測定のデザイン：TPC プログラムの効果

ころ、すべてのデータにおいて一因子の抽出が妥

測定（アウトカム評価）は、
2 つのデザインによっ

当であることが明らかになった（i.e., 介入群 A・

て行われた。最初に、プログラム（介入群 A・

B は時期 1 ～時期 4 のデータ、比較群は時期 5 デー

介入群 B）による効果、
即ち学習者の行動変容（i.e.,

タ）
。

チーム志向性の向上）がどのようなプロセスで起

表 3 に示された通り、因子負荷は .52 から .93

こっていたか、についての検討を行った。そして

までとなっていた一方で、多くが .70s から .80s

次のフェーズでは、当該プログラム（介入群 A）

と十分な値を示していた。また当該因子によって

は他のプログラム（比較群）と比べてどの程度、

全体の 48.93% から 72.10% の分散が説明されて

効果があったか、についての評価が行われた。

いた。以上より、本尺度は 1 因子構造となってい
たことが確認された。

前者の分析には図 2 に示したモデルについての
多母集団潜在成長モデリング（MGLGM：Multi-

次に、EFA による 1 因子構造が確証的因子分

Group Latent Growth Modeling）、後者の分析

析（CFA：Confirmatory Factor Analysis）に

には不等価統制群事前事後テストデザイン（non-

よっても実証できるかを確かめるために、プログ

equivalent control design）が用いられた。最後に、

ラム実施後の別データ（介入群の時期 5 データ）

反応および学習レベルの分析と同様に、行動レベ

への多母集団確証的因子分析（MGCFA：Multi-

ルにおいても介入群の種別と時期による違い（変

Group Confirmatory Factor Analysis）を行った。

化）が認められるかの分析が行われた（i.e., 反復

その結果、EFA と同様に、1 因子構造によるデー

測定分散分析）
。

タ 適 合 が 確 認 さ れ た（ 例：CFI=.91, NFI=.89,

RMSEA=.09）。表 3 に示したとおり因子負荷も

結果と考察
まず MGLGM による分析について、図 2 の基

高い値を示していた。
最後に、尺度の信頼性を確かめるために、ク

表3

本モデルにおける切片（level）および傾き（slope）

表 3 チーム志向性尺度の探索的・確証的因子分析の結果
チーム志向性尺度の探索的・確証的因子分析の結果
因子負荷 [EFA]

チーム志向性

介入群A

因子負荷 [CFA]

介入群B 比較群

介入群A 介入群B 比較群

1. チームの目指す方向を意識して行動する。

.76 - .86

.73 - .84

.84

.80

.89

.82

2. チームが何らかの成果・結果を出せるように、協力するほうだ。

.79 - .86

.79 - .85

.84

.88

.88

.81

3. 自分の長所がチームメンバーから認められている。

.52 - .78

.53 - .73

.68

.78

.77

.68

4. チームでの自分の役割は明確だ。

.67 - .81

.47 - .79

.65

.81

.79

.71

5. チームでは自分の役割を、怠けることなく果たしている。

.67 - .87

.70 - .80

.69

.86

.88

.72

6. チームでの話し合いのときに、自分の意見をしっかりと言うほうだ。

.62 - .88

.46 - .84

.61

.83

.77

.66

7. 自分で分からないことがあれば、他のチームメンバーに聞くことができる。

.71 - .82

.56 - .93

.75

.80

.89

.59

8. 自分が勝手に行動をとって良いか分からないときには、事前に他のチームメンバーに相談する。

.75 - .91

.60 - .88

.79

.81

.85

.55

9. チームでの話し合いのなかで意見の食い違いがあった場合、自分と異なる意見にも耳を傾けるほうだ。

.76 - .85

.75 - .82

.80

.86

.83

.59

10. 結果を出すためにチームで「やること」を決められる。

.79 - .83

.72 - .89

.78

.85

.71

.68

注）EFA: Exploratory Factor Analysis [介入群A・B：時期1～時期4のデータ；比較群：時期5]; CFA: Confirmatory Factor Analysis [時期5データ]

注） EFA: Exploratory Factor Analysis [ 介入群 A・B：時期 1～時期 4のデータ；比較群：時期 5] ; CFA: Confirmatory
Factor Analysis [ 時期 5データ ]
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切片

1

1

1

時期 1

時期 2

(チーム志向性)
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傾き

0

1

1

2

3

時期 4

時期 3

e3

e2

4

時期 5

e5

e4

チーム志向性の潜在成長モデリング

図 2 潜在成長モデリング（Latent Growth Modeling）

の相関をコントロールしたモデルの分析を行った

以上より、介入群 A については、チーム志向性

結果、
モデル適合度は十分であった [χ2 (20)=46.50,

が開始時に低かった受講者にとってはプログラム

p < .01; the comparative fit index (CFI) = .93;

を受けることで確かにチーム志向性を高められて

the normed fit index (NFI) = .89; and the root

いた反面、もともとチーム志向性が高かった受講

mean squared error of approximation (RMSEA)

者は、プログラムを受講することにより逆にそれ

= .07]。モデル中のチーム志向性の切片（level ≒

を低めてしまっていた。一方、介入群 B につい

平均値）は介入群 A・B ともに高い水準で推移し

ては、もともとのチーム志向性の高低はプログラ

ており、介入群 A > 介入群 B となっていた。ま

ムによる変化には影響を及ぼさず、回を追うごと

た両群ともに切片の分散に有意な結果が認められ

に、着実にチーム志向性が高まることが明らかに

た（表 4）
。

なった。

また、チーム志向性の変化を示す傾き（slope）

次に、行動レベルは、FLA における前段階で

に関しても、介入群 A・B ともに有意な結果が

ある反応レベルや学習レベルによる影響を受ける

認められた（表 4）
。介入群 A では傾きの分散も

か、という点について検証するために、先にみた

有意な値を示していた一方で、介入群 B にはそ
のような結果は認められなかった。したがって、

基本モデル（図 2）に、時期 1 から時期 5 までの
27

反応レベルと学習レベルを外生要因として新たに

介入群 A よりも介入群 B のほうが、比較安定し

組み込んだモデルを作成し、MGLGM による分

た肯定的変化があったことが明らかになった。ま

析を行った。

た、切片と傾きの相関係数は介入群 A は r = -.62

(p<.01)，介入群 B は r = .05 (p=n.s.) となっていた。

その結果、反応レベルおよび学習レベルともに
確かに何らかの影響を及ぼすことが明らかになっ

表
表 44 潜在成長モデリング（LGM）における切片（Level）と傾き（Slope）
潜在成長モデリング（LGM）における切片（Level）と傾き
（Slope）
介入群A
切片
傾き

推定値
5.69**
(.07)
.06*
(.027)

介入群B
分散
.37**
(.08)
.06**
(.01)

推定値
4.98**
(.10)
.10**
(.02)

分散
.76**
(.14)
.01
(.00)

注：切片（Level）
、傾き（Slope）
；介入群A（N=）
A（N= 、介入群
）、介入群
B（N=）
。**p<.01,*p<.05
*p<.05
注：切片（Level）
、傾き（Slope）
；介入群
B（N=）
。**p<.01,
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た（表 5）
。具体的には、介入群 A については、

次に、介入群 B であるが、ここでは反応レベ

各回の行動レベルの「高低（切片≒平均値）
」が、

ルと学習レベルの影響はより強く表れていた（表

特に時期 2（β =.61, p < .01）と時期 3（β =.52,

5）。つまり、行動レベルの「高低（切片）」は、

p < .01）の反応レベルの高低に強く影響されてい

時期 2（β =.73, p < .01）
，時期 3（β =.51, p <

たことが明らかになった。一方、行動レベルの

.01）, 時期 4（β =.58, p < .01）の反応レベル、

「変化（傾き）
」については、時期 4（β = .44, p <

そして行動レベルの「変化（傾き）
」は、
時期 3（β

.01）と時期 3（β = .46, p < .01）における反応レ

=.47, p < .01），時期 4（β =.89, p < .01），時期 5（β

ベルの影響が大きかった。しかし学習レベルにつ

=.58, p < .01）の反応レベルにそれぞれ影響を受

いては、行動レベルの高低や変化に特に影響を与

けていた。また学習レベルについても、時期 1（β

えていなかったことも明らかになった。

=.58, p < .01）における学習レベルが高かった受

以上より、介入群 A については、時期 2 と時

講者は全般的な行動レベルが高かった人であった

期 3 におけるプログラム満足度が高かった受講者

一方で、時期 2（β = .46, p < .01）における学習レ

は全体的にそもそもの行動レベルが高い人たちで

ベルが高かった人ほど、プログラム全般において

あった一方で、時期 4 と時期 5 におけるプログラ

行動レベルを逆に低めてしまっていたことも明ら

ム満足度が高かった受講者は、プログラムを受講

かになった。さらに、時期 2（r=-.33, p < .01）お

することにより行動レベルをより一層高められて

よび時期 5（r = -.34, p< .01）において行動レベル

いた人たちであったと言える。また、切片と傾き

の切片と傾きには逆相関が認められたものの、全

の逆相関がすべての時期において強かったことよ

時期においてより強い逆相関を示した介入群 A

り（rs: -.67 から -.83；ps < .01）
、
先にもみたとおり、

と比べて、その関連性は限定的であった。

当該プログラムは行動の基本レベルがより低い受

続いて、不等価統制群事前事後テストデザイン

講者により肯定的な変化をもたらす一方で、行動

に基づきプログラム実施群（介入群 A）と非実施

レベルの高い受講者にはむしろ逆効果であること

群（比較群）から収集されたデータについて反復

も明らかになった。

測定分散分析（Repeated Measures ANOVA）

表 5表 5反応レベルおよび学習レベルが行動レベルの切片
（level）
・傾き（slope）に及ぼす影響
反応レベルおよび学習レベルが行動レベルの切片（level）
・傾き（slope）に及ぼす影響
反応レベル
切片
傾き
時期 1

時期 2

時期 3

介入群 A
介入群 B

.26*
-.04

.10
.61**

学習レベル
切片
傾き

切片-傾き

.01
.58**

.00
-.17

-.70**
-.10

介入群 A
介入群 B

.61**
.73**

-.15
.38*

.21
.10

-.08
-.46*

-.67**
-.33*

介入群 A
介入群 B

.52**
.51**

-.11
.47*

-.02
.00

.25*
.12

-.69**
-.23

介入群 A
介入群 B

.28*
.58**

-.16
.06

.10
.01

時期 4

.44**
.89**

χ2 /df(20)
2.57

モデル適合度
CFI
NFI
.90
.86

RMSEA
.08

2.45

.90

.86

.08

2.59

.89

.85

.08

2.49

.91

.86

.08

-.79*
-1.11**

1.60
.96
.91
.05
.22
.46**
.02
-.01
-.83**
介入群 A
.38**
.58**
.35**
-.03
-.34*
介入群 B
注1） 多母集団潜在成長モデリング（MGLGM：Multi-Group Latent Growth Modeling）による推定。
注 1）注2）
多母集団潜在成長モデリング（MGLGM：Multi-Group
Latent Growth Modeling）による推定。
β）、切片-傾き（相関係数 r）
切片・傾き（共に行動レベル）への影響、反応レベルおよび学習レベル（回帰係数
注 2）注3）
切片・傾き（共に行動レベル）への影響、反応レベルおよび学習レベル（回帰係数β）
、切片 - 傾き（相関係数 r）
時期 4（介入群 B）における推定値（r = -1.11, p <.01）は多重共線性等の影響も考えられたため解釈を行わなかった。
注 3）注4）
時期 4（
介入群
B）における推定値（r = -1.11, p <.01）は多重共線性等の影響も考えられたため解釈を行わなかった。
*p<.05,
**p<.01
時期 5

注 4）*p<.05, **p<.01
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を行った結果（図 3）
、交互作用が認められた [F(1,

ていた点（ps<.05）12 が挙げられる。このことよ

196) = 5.12, p<.01, η2 =.02]。また時期 [F(1, 196)

り、TPC プログラムの効果が最終時期において

= 8.78, p<.01,

確かに現れており、行動レベルの高さという点に

η2

=.04] および群 [F(1, 196) = 9.41,

p<.01, η2 =.04] の単純主効果も認められた。
Bonferroni による多重比較検定の結果、チー

おいては、介入群 A のほうがより高かったこと
が明らかになった。

ム志向性が統計的に有意に事後（時期 5）> 事前
（時期 1）となっていたのは介入群 A のみであっ
たと同時に、事前（時期 1）の段階では介入群 A・

総合考察

比較群に有意差は存在しなかったが、事後（時期

本研究の目的は、高校生を対象としたチーム

5）の段階ではチーム志向性が介入群が比較群よ

による課題解決スキルの向上を目的とした TPC

りも有意に高くなっていた
（ps < .01）
。以上より、

プログラムについて研修評価アプローチを用い

プログラムの非実施群と比べた場合、TPC プロ

た効果測定を行うことであった。そのために、

グラムの実施がチーム志向性の向上に有効である

Kirkpatrick & Kirkpatrick（2006）の FLA の
うちの 3 段階（反応・学習・行動レベル）に沿っ

ことが確認された。
最後に 2 元配置反復測定分散分析（Two-way

た測定指標を開発したうえで、介入群（A・B）

Repeated Measures ANOVA）を行い、介入群

と比較群からのデータ収集を行い、プログラム

の種別や時期によって行動レベルに違いが生じて

のプロセスとアウトカムに関する効果測定を行っ

いたかを検討した結果、交互作用 [F(1, 120)=.44,

た。その結果、TPC プログラムは受講生であっ

p =n.s.，η2 =.00] は統計的に有意ではなかったが、

た高校生に対して概ね、肯定的な効果を生み出し

時期要因（5 レベル）の主効果 [F(1, 120)=9.23, p

ていたことが明らかになった。つまり、当該プロ

<

.05，η2

=.07] および介入群要因（A および B）

の主効果 [F(1, 120)=31.18, p <

.01，η2

=.20] に

有意な結果が認められた（表 1）
。

グラムは確かにチームによる課題解決のための
チームワークの向上に一定の役割を果たしていた
ことが実証された。

群および時期による行動レベルへの影響として

実施回ごとに若干の違いはあったものの、全般

特徴的な点としては、時期 5 がどの時期と比べて

的に FLA における反応レベルが高かったことよ

も行動レベルが高かった点（ps < .05）
、いずれ

り、TPC プログラムの内容や実施方法に満足し

の時期の行動レベルも介入群 A> 介入群 B となっ

ていたことが明らかとなった。また、介入群 A

図 3 行動レベル（チーム志向性）の変化：不等価（介入群・比較群）
図 3 事前事後テストデザインによる検討
行動レベル（チーム志向性）の変化：不等価（介入群・比較群）事前事後テスト
デザインによる検討

23

は介入群 B よりも反応レベルが少し高かったこ

特に、プログラムの初期段階でそもそもチーム

とも確認された。介入群 A は女子高校で介入群

志向性が高かった介入群 A の高校生にとっては、

B は共学高校であったことや学びの質や学習能力

プログラムの実施がかえってチーム志向性の向上

の違いも何らかの影響を与えていたとも想定さ

の妨げとなってしまっていたことも明らかになっ

れる。しかし、その差は効果量にして 15% 程度

た。これは介入群 A におけるチーム志向性のそ

（η 2 =.15）に留まっていた。

もそもの高さ（i.e., 切片）と変化（i.e., 傾き）の

一方、介入群 A と比較群（同一高校）を比較

逆相関（表 5 参照）や同群と比較群における講義

した分析から、介入群 A はプログラム開始時に

内容への満足度の変化のパターン（図 1 参照）に

おいては満足度が高いが、逆に、終了時には満足

も呼応するものである。

度が低くなってしまうという効果（比較群はその

したがって、TPC プログラムの改善・向上に

逆のパターン）も認められた。その効果は 11％

際しては、これらのいわゆる “ 学びの上級者 ” に

（η 2 =.11）であった。以上のような留意点がある

対する配慮が必要となってくる。受講者がプログ

ものの、
介入群 A・B ともに各回の満足度が高かっ

ラムに何を求めるのか、あるいは逆に、プログラ

たことより、TPC プログラムは全般的に高校生

ムが受講者に何を期待するのかを明らかにするた

にしっかりと受けとめられていたと考えられる。

めに、ニーズの把握やそれに伴ったプログラム

先述のとおり、研修プログラムの価値や意義

のゴール設定や対象者のセレクションが有効であ

は、満足度（反応レベル）によってのみ評価され

ると考えられる（例：三好・安田・梅崎・椋田，

るべきものではない、という考えに立脚するのが

2018）。

FLA である。体系的な研修評価には、何を学ん

本研究では、FLA の枠組みに沿った研修評価

だか（学習レベル）とどのような変化が生じたか

アプローチの方法論の有効性も併せて確認でき

（行動レベル）という 2 つのレベルにおける効果

た。昨今、多種多様な研修プログラムが実施され

測定も併せて行うことが必要となる。本研究では、

るものの、体系的な効果測定が必ずしも行われて

客観（確認）テストによって学習レベルの測定を

いない実情がある。その主な理由として、方法論

行ったが、その結果、一部の時期（時期 3）や群・

的に厳格である（methodologically rigorous）こ

時期（介入群 B における時期 4 と時期 5）におい

とは科学的探究における前提であるものの、それ

て若干低めの得点推移が認められたものの、全体

を実際のフィールドで用いるのには様々な制約

的な理解度は 7 割から 9 割と十分であった。この

が伴うことが挙げられる（例：無作為抽出や無

ことより、TPC プログラムの難易度は適切に設

作為配置）
。これらの技術的な課題（チャレンジ）

定されていたと考えられる。

を乗り越えるべく提案されたのが FLA である。

次に行動レベルの変化であるが、これはプログ

FLA は、その構造（4 レベル）や連続性（反応

ラム実施にあたってのゴールであったチーム志向

から結果まで）が直感的に理解しやすいため、場

性が実際に向上したか否かの評価に関連するもの

当たり的ではない、体系的な研修評価の実践の推

である。本研究の結果、TPC プログラムは総じ

進という意味においては、有意義なアプローチと

て高校生のチーム志向性の向上に効果があったこ

いえる。また各レベルの指標に関しても比較的ス

とが確認された。受講生の多くにはチーム志向性

ムーズな導入が可能である。

の向上が認められ、その傾向はプログラムの内容

例えば、反応レベルの指標は多くの研修に共通

や方法に満足していた人ほど高かったという結果

しているため（i.e., 満足度の測定）
、先例を参考

となっていた。一方、各論として、チーム志向性

に信頼性・妥当性を担保しつつ、作成または既存

の向上が限定的であったり、予想に反して、逆効

の指標を活用することができる。学習レベルに

果をもたらしたケースも存在した。

ついては、客観的に確認テストなどによって数
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値化が可能で FLA における分析に役立てられる

ログラムが実施される前から、データ収集への協

ほかにも、受講者の理解度によっては、プログ

力を仰ぐことになる。本研究では、受講者の負担

ラムの難易度等の調整の判断材料とすることも可

を考慮して、事前データではなく時期 1 データを

能である。さらに、行動レベルに関して、測定指

便宜的なベースラインとした経緯がある。

標はプログラムの活動方針やゴールなどを参考に

第 4 に、本研究における行動レベルの測定概

して作成されるため、受講者におけるアウトカム

念はチーム志向性であり、これをチームワー

の効果検証に有用であることはもとより、そもそ

ク（の高低）の指標とした。しかし、PBL 型に

ものプログラムの目的や意義を再確認することに

おける教育プログラムでは自律的なチーム形成

つながってくる。これはプログラムの何をどう評

を目的としたものが多い。そのようなチームに

価するのかを予め考えながら、つまり “ 評価思考

は、チーム志向性（team orientation）の高さ

（evaluative thinking）” を行いながらのプログラ

はもとより、社会的な課題の解決を模索する際

ム開発に通底するところである。

に考慮すべき概念であるチームエンパワメント

最後に研究の限界と今後の展望について、4 つ

（team empowerment）の視点が必要となって

の視点から検討する。第 1 に、本研究では、FLA

くる。今後の展望として、批判的意識（critical

の 4 段階のうち、4 段階目（最終レベル）である

awareness）を重要要素に含むエンパワメント概

結果（results）の測定は行わなかった。プログ

念 13 を参考にしたチームエンパワメントの測定

ラムの運営上の課題（i.e., フォローアップ）に起

（Yasuda et al, 2018）およびプログラム開発・評

因するものであるが、完全な FLA とするために

価への応用が望ましいと言える。

は、結果レベルの測定も併せて行うことが望まし
い。本プログラムにおける結果レベルとしては、
例えば、受講者のチーム活動の成果（例：受賞実
績）などがあげられる。

注

1

members with high task interdependency

第 2 に、本研究ではプログラムの対象校が女子

and shared and valued common goals (Dyer,

高校（介入群 A・比較群）と共学高校（介入群 B）

1984 as cited in Salas, Cooke, & Rosen,

であったが、性差または学力レベルによる差の分

2008, p.541). その他、企業などの組織におけ

析は含めなかった。したがって、それらが介入効

る チ ー ム は、Kozlowski & Bell（2003） に

果の外生的な要因として作用する可能性も十分考

よ っ て、[Teams are] “collectives who exist

えられる。本研究の結果、TPC プログラムの実

to perform organizationally relevant tasks,

施効果は両校において確認されたものの、介入群

share one or more common goals, interact

B においてより発展的な効果が確認されたことも

socially, exhibit task interdependencies,

事実である。今後、TPC プログラムがどのよう

maintain and manage boundaries, and are

な対象に何を伝えていくのかによって、その内容

embedded in an organizational context that

や方法も変化することも想定できる。

sets boundaries, constrains the team, and

第 3 に本研究では、ベースラインとして時期 1

inﬂuences exchanges with other units in the

データを用いたが、これは初回プログラムの実施
後に収集したデータである。そのため、厳密な意
味でのベースラインとは言えない。事前データ

broader entity” (p. 334).
2

なる。また受講者や受講グループにおいては、プ

“While all teams are groups, not all groups

can be considered teams” (Parker, 1990 as

（ベースライン）の収集には、プログラムを実施
する以前からフィールドとの連絡・調整が必要と

Teams are social entities composed of

cited in Hardy and Grace, 1997, p. 2).
3

[T]eam membersʼ collective belief that they
25

4

5

6

have the authority to control their proximal

（Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006） の 反 応

work environment and are responsible for

（reaction），学習（learning）、行動（behavior）、

their teamʼs functioning (Mathieu et al., 2006

結果（results）の 4-level アプローチに基づく

p.98).

ものであったが、本研究は TPC プログラムに

エンパワメント概念には他に、エンパワーされ

よる行動変容の効果測定が最終ゴールであった

る対象についてのプロセス（“empowering”）

ため、プログラム実施後の長期の結果（results）

かアウトカム（“empowered”）かの視点が存

レベルの効果測定は行われなかった。

在する。

12 Bonferroni の多重比較による分析結果。

これは学びに関するアウトプット（結果）とア

13 エンパワメント（empowerment）は、自尊心・

ウトカム（成果・効果）の問題でもあり、学習

自 尊 感 情（self-esteem） や 自 己 肯 定 感（self-

者の年齢が高ければ高いほど（例：社会人 vs.

eﬃcacy）とどこがどう違うのか。端的には、エ

学生 vs. 児童・生徒）、アウトプット（例：満足度）

ンパワメントにあり自尊感情・自己肯定感にな

とアウトカム（例：知識・スキルの習得）の相

いのは、個人をとりまく社会的環境に関する

関も高くなることが予想できる。

意識、すなわち “Critical Awareness” である

詳しくは、安田（2011）の第 4 部「実験デザイ

（Gutierrez, 1994）。エンパワメント概念に独自

ンに基づく評価」
（pp. 191-228）；安田・渡辺

かつ必要不可欠なのがこの批判的意識（critical

（2008）の第 5 章「アウトカム評価」（pp. 101-

awareness）である。

118），第 6 章「実験的手法を用いたプログラム
7

評価」（pp. 119-149）を参照。
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Appendix A

サービスのアカウンタビリティ向上に役立つ視

モニタリング指標（反応レベル）

点（特集 対人援助職の必須知識 研究の方法を

1. 授業を楽しく受けることができた。

知る）--（臨床心理学における量的研究の基礎

2. 授業の内容を理解できた。

と発展）『臨床心理学』13（3）pp. 337-342. 金

3. 授業の内容は自分が興味を持っていることで

剛出版

あった。

安田節之（2014）コミュニティ介入の効果を高め
る組織特性の検討：臨床心理地域援助における

4. 授業の内容を実生活（学校生活）と結びつけて
考えることができた。

評価研究の試みとして『臨床心理学』14（3）

5. 授業に満足した。

pp. 402-411. 金剛出版

6. 授業で新しい知識を得ることができた。

安田節之（2018）産学連携・PBL 型教育プログラ

7. 授業の内容についてもっと知りたいと思った。

ムの評価研究：チームエンパワメントの効果検

8. 授業を真剣に聞けた。

証に向けて

9. 授業で新しい気づきが得られた。

日本心理学会大会発表論文集『日

本心理学会第 82 回大会』pp. 1PM-109. 日本心
理学会
安田節之・渡辺直登（2008）『プログラム評価研究
の方法』新曜社
山口裕幸（2008）『チームワークの心理学：よりよ
い集団づくりをめざして』サイエンス社

10. 演習（グループワーク）では自分の考えや意見
を言うことができた。

11. 演習では他のメンバーの考えや意見を尊重する
ことができた。

12. 演習では他のメンバーとのディスカッションで
新しい気づきが得られた。
Appendix B
チーム志向性尺度

1. チームの目指す方向を意識して行動する。
2. チームが何らかの成果・結果を出せるように、
協力するほうだ。

3. 自分の長所がチームメンバーから認められている。
4. チームでの自分の役割は明確だ。
5. チームでは自分の役割を、怠けることなく果た
している。

6. チームでの話し合いのときに、自分の意見を
しっかりと言うほうだ。

7. 自分で分からないことがあれば、他のチームメ
ンバーに聞くことができる。

8. 自分が勝手に行動をとって良いか分からないと
きには、事前に他のチームメンバーに相談する。

9. チームでの話し合いのなかで意見の食い違いがあっ
た場合、自分と異なる意見にも耳を傾けるほうだ。

10. 結果を出すためにチームで「やること」を決め
られる。
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Evaluation of a team building program for Japanese
high school students based on the Kirkpatrick’s 4-Level
Approach
YASUDA Tomoyuki
UMEZAKI Osamu
MUKUDA Asami
MIYOSHI Masato

Teamwork plays fundamental roles in groups

(comparison) group. Data were collected at five

and organizations alike. It is a teamwork that

points in time concerning Level 1 (Reaction),

enables members of the groups to accomplish

Level 2 (Learning), and Level 3 (Behavior) for

more than all of the members could do if each

the two intervention groups and twice in time

are working alone. Of particular importance

(pre and post) concerning Level 3 (behavior)

to both practitioners and researchers involves

for the control group. Both cross-sectional and

with how effective teamwork could be

longitudinal data analyses based on the quasi-

achieved and sustained in early stages of

experimental design indicated that the early

school lives. Furthermore, it is essential to

teambuilding intervention indeed worked by

assess/evaluate if and how team development

revealing the sustainable eﬀects in Reaction (L1)

intervention actually work in school settings.

and Learning (L2) as well as the incremental

The main purpose of this study was to

effects in Behavior (L3). Some different

examine the eﬀectiveness of a team-building

patterns of eﬀects were also evidenced, such

program for high-school youths by partially

that the intervention was especially eﬀective

adapting a measurement framework based

for students whose degrees of teamwork were

on the Kirkpatrickʼs 4-Level Approach (FLA).

comparatively low at the first stages of the

Two intervention groups (N=126 and 90,

study; yet not very (and some were adversely)

respectively) received the program along with

eﬀective for those who already possessed a

another group (N=118) received other school

certain level of it at first stages.

curricula in order to be served as a control
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