
琉球大学学術リポジトリ

The Antithetical Rubrics:
市民性のためのコンピテンシー育成の評価を目指し
て

言語: 

出版者: 琉球大学法文学部国際言語文化学科（欧米系）

公開日: 2019-02-27

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 與儀, 峰奈子, Yogi, Minako

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24564/0002011947URL



1. はじめに

本研究は 21 世紀の学びにおいて不可欠な要素である協働学習の複雑な評価

体系に対する一つのソリューションとして、“antithetical rubrics（以下、相反ル

ーブリック）”を提案することを目的とする。ルーブリックは学びの成果のア

セスメントにおいて不可欠なツールである。ルーブリックはあらゆる学びの領

域で効果的であるが、例えば、「内容 :3 − 0」のように一方向的なスケールで学

習成果を測るものがほとんどで、協働学習のように多様で複雑な環境での成果

を測定する際には無理が生じる。なぜなら、協働学習の場では「リーダーシッ

プ : 補助的役割」や「一貫性 : 柔軟性」等の相反する要素が共存し、それらを

同時に測定しなければならいからである。立田（2009）によるとコンピテンシ

ーとは「個人の人生に渡る根源的な学習の力（p.9）」のことであるが、その中

でも、批判的思考、問題解決、革新性、コミュニケーション、協働性と言った

21 世紀型コンピテンシーの習得においては、必要な社会的スキルや態度を身

につけ、それらを効果的に組み合わせていくことが求められる。特に協働学習

の場においては、チームとしての成果がそこに参加するメンバーの個々の能力

と必ずしも一致するわけではない。チームとしての成果は、その背後に機能し

ているメンバー個人の取り組みの様相を反映しているとは言えない。それゆ

え、学習成果としてはチームの成果と共に、個人の成果も測定されなければな

らないのである。しかしながら、先に述べたように協働学習の場においては相

反する要素が共存しているので、多様な能力の組み合わせによってその問題を

解決するために開発したのが「相反ルーブリック」である。

The Antithetical Rubrics: 市民性のためのコンピテンシー育成の

評価を目指して

與儀 峰奈子

Ryudai Review of Euro-American Studies No.62, 2018
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2.21 世紀のコンピテンシーとは

21 世紀のグローバル社会に対応できる人材とは、正しい答えを再生産でき

る人物ではなく、不確定な要素をイノヴェイティヴに結合しながら、暫定的で

あっても最も有効な「最適解」を導き出せる能力を有する人材のことであ

る。こうした 21 世紀のグローバル社会に求められる能力をスキルあるいはコ

ンピテンシーと呼び、具体的な育成の対象とする教育改革には世界的にみて大

きく二つの流れがある。一つは OECD（経済協力開発機構）による「コンピテ

ンシーの定義と選択（Definition and Selection of Competencies: DeSeCo）プロジェ

クトであり、もう一つがアメリカにおいて雇用に値する能力を育成するための

SCAN プロジェクト、21 世紀型スキルパートナーシップ（p.21）等の活動であ

る。両者とも流動的な社会情勢に適応可能な能力の育成を核としている（松

尾，2016）。

協働性は 21 世紀の学びにおけるキー・コンピテンシーの一つである。21 世

紀の協働学習全体の成果を測定することも大事であるが、その複雑なプロセス

の中で個人の学習として何が達成されたのかを測定することはさらに重要であ

る。例えば、Alghandi（2014）は言語習得における協働学習と伝統的な学習と

の間の違いに注目し、Almadi and Zadehv（2013） は、ピア評価が言語学習に与

える効果に焦点を当てている。協働学習には複数の参加者と多様な活動が含ま

れるため、そこで発生する事象は極めて複雑にならざるを得ない。一方で、こ

のような複雑な事象を測定するために、ルーブリック、ポートフォリオ、自己

評価、ピア評価等の効果的なアセスメント・ツールが開発されてきた。こうし

た様々なツールや手法の中でも、ルーブリックは多様な学習環境において最も

効果的で汎用性が高く、他のアセスメント・ツールとの組み合わせも容易であ

る。

ルーブリックは特定の学習状況をスキルや知識のような具体的な要素に分割

し、その要素ごとに昇順、あるいは降順に「0， 1， 2， 3， 4」、「優れている、平

均的、劣っている」といった基準をあてはめ測定する。協働学習において

は、求められる要素の中に「リーダーシップ : 補助的役割」、「一貫性：柔軟

性」等の，相反するものが共存する。そのため一方向的な評価基準では、協働
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の場における参加者の資質を適切に評価することが困難となる。例えば生まれ

持ってのリーダー的資質を持つものはメンバーを補助する基準においては低く

評価されるかもしれない。一方、指示に従って着実に作業をこなすものはリー

ダーの基準において良い評価を得られないであろう。もちろん、最初からチー

ムにおける役割が割り振られていれば、評価は単純である。しかし、異なる役

割に与えられた評価の重みがフェアであるかどうかは疑問である。Wren

（2009）が指摘するように、アセスメントはバイアスのかからないフェアなも

のであることが重要である。それゆえ、チーム活動においては、すべてのメン

バーにフェアな目配せと評価が行われなければならない。

相反ルーブリックは、協働学習に内在する複雑で不安定なアセスメントに対

する一つの解決策である。相反ルーブリックが用いるのは双方向指標であ

る。それは「一貫性」と「柔軟性」という、相反するが、相反的な関係性を持

つ要素を一つの指標の中で、相互に逆向きに位置付ける。そうすることによっ

て、相反ルーブリックは協働の場における構成メンバー個々の貢献の多様な様

相を想定することが可能となる。そしてその評価は、チームとしての成果から

独立したものとして個人の成果を測定することにもなる。言うまでもなく、21

世紀型スキルとしての協働性の舞台となるのはグローバル化社会であり、そこ

では多様性の認識が強く求められている（嶺井， 2007）。その中で、チームワ

ークの統一的な成果としての評価の一方で、個々のメンバーの多様性にもバラ

ンスのとれた目配せをすることは、新しい学びの在り方において不可欠なもの

となる。

3. 単方向指標と相方向指標

ルーブリックは測定すべきあらゆる学習要素を統合できる。例えば「発展

性」、「文法」、「独自性」、「時間」といった指標を組み合わせることによっ

て、ほぼすべての学習状況の測定に対応できる。通常個々の指標は「0， 1， 2， 

3， 4」、「優れている、平均的、劣っている」といった基準が適用され、昇順に

せよ、降順にせよ単方向である。下記に典型的なルーブリックの例を示す。
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表 1

典型的とはいえ、チームによる協働学習の評価においては、こうした単方向

の指標がうまく機能しないことがある。なぜなら個別の指標の記述子に相反的

で複合的な要素が入り込んでくるからである。例えば、協働学習に典型的な以

下のルーブリックを見てみよう。

表 2
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この指標において、“self-directed（自律的）”、“has a positive attitude（積極

的 ）”、“draws on other’s ideas（ 傾 聴 力 ）”、 “responds to them appropriately without 

dominating the conversation（気配り）”等の、少なくとも 4 つの要素が取り上げ

られている。ここで、まず問題となるのが、この 4 つの要素がすべて備わって

いなければならないのかという点である。もちろんそれは望ましいことではあ

っても、現実的に同時に満たされることは困難である。また、それぞれの要素

はそれぞれの達成度で見られるべきであり、例えば “very self-directed” な人が

必ずしも　“consistently has a positive attitude” でなくてもよく、“sometimes has a 

positive attitude” であっても構わない。その場合評価者は大いに戸惑うことにな

る。

それぞれに達成状況が異なる場合は、それぞれの要素を切り離し、独立した

指標にすれば解決する問題である。しかしながら、それぞれの要素が異なる方

向性を向いていて、特に相反する方向を向いている場合は、独立した指標にす

れば解決するというものでもない。例えば、与えられた作業に対し、一貫して

集中して取り組む人もいれば、変化に対応し、他の方法を柔軟に取り入れなが

ら回り道をする人もいる。いずれにせよ、両者共がチームとしての目標達成に

寄与していることは間違いない。それぞれのチーム内における貢献の様相は全

く逆であるが、それぞれに相応の評価がなされるべきである。その評価におい

て、もし「一貫して取り組む」と「変化に柔軟に対応する」がそれぞれ独立し

た単方向の指標で測定された場合、一方が加点され、他方が減点されてしま

う。相反ルーブリックでは、この問題を解決し、両方の要素を双方向指標とし

て統合することによって、両者を適切に評価することを可能にする。

4. 研究の目的

調査の焦点は、この相反ルーブリックによって協働活動における個人の様相

が、アセスメントの数値として適切に表現されることを検証することにあ

る。その課題は以下のように設定される。1）協働学習における多様な役割は

数値として表現できるか。2）協働学習において、チームの成果から独立した

ものとして、個人の学習成果は測定できるか。
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5. 対象者と方法

調査対象者として、一般教養科目の英作文演習クラスの学生 16 名と英語専

攻対象の教職科目クラスの学生 6 名が参加した。両クラスとも対象学生は 3 な

いし 4 名のグループに分かれ、協働的プロジェクトに取り組んだ。受講者の課

題は ICT ビデオカンファレンスにおいて海外の聴衆に対しグループプレゼンテ

ーションを行うことである。その目的のために、グループメンバー同士で特定

のトピックについてブレイン・ストーミングを行い、コンテンツの素材につい

て議論をした上でスライドやクイズを作成し、Q&A に備えた。この協働的プ

ロジェクトの評価として相反ルーブリックを使用した。また、相反ルーブリッ

クはピア評価であるため、その比較検討の材料として、相反ルーブリックと

“collaborative paradigm”の指標をそれぞれ対応させ、以下のような自己アセス

メントを実施した。

相反ルーブリックを用いた協働活動における個人の貢献度を測定する調査に

おいて個人の貢献度は、“collaborative paradigm（協働パラダイム）”として、

“director（指導力）” “specialist（専門性）” “innovator（革新性）”　“facilitator（円

滑性）” の 4 つの指標を仮説として立て測定することとした。

下記 4 点の差し替えをお願い致します。(p.6,10,11,13) 

(p.6)に下記のアンケートを差し替えお願いします。

(p.10)に以下の表 6 を差し替えお願いします。

表 6 

Global Collaborative Learning Questionnaire 

*The following questions ask you what your perceptions are toward collaborative group activities.
The questions are related to how you feel when you are participating in collaborative group activities. 
Please circle and write the appropriate number in the bracket (   ).

A. I like to concentrate on pursuing group tasks to accomplish the ultimate group goal. (   )
1. Strongly Agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly Disagree

B. When group members wander in different directions or have alternate opinion regarding the task, 
I would like to have an open mind and be flexible toward them. (   )
1. Strongly Agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly Disagree

C. I like to take initiative and provide suggestions to achieve the group goal. (   )
1. Strongly Agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly Disagree

D. I would like to listen to each group members’ perceptions and opinions for collaborative teamwork. (   )
1. Strongly Agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly Disagree

E. I consider myself as a leader in the group. (   )
1. Strongly Agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly Disagree

F. I think I concentrate on the given task and act as a professional within the group. (   ) 
1. Strongly Agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly Disagree

G. I consider myself as an innovative person who can provide creative ideas to the group members. (   )
1. Strongly Agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly Disagree

H. I think I serve as a coordinator in the group that values teamwork and group unity. (   )
1. Strongly Agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly Disagree
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図 1

この分類は協働活動の 2 つの側面、“management（運営）”と “engagement（参

画）”を基盤としており、「運営」はチームにおける他者との関りにおける組織

性のことを指し、“focus（焦点化）” と“flexibility（柔軟性）”という、相反する

双方向の指標に沿って測定される。一方、「参画」はチームにおける個人的な

関りを指し、“progress（進展）” と “harmony（調和）”という双方向の指標に沿

って測定される。
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表 3

これら 2 種類のカテゴリーによるルーブリックは、相反する要素を独立して

並べただけである。もちろん、これだけでも相反するそれぞれの要素が独立し

て加点されるという点においては、スコアとしての意味は持つ。それでも、ル

ーブリックの役割は、特定の取り組みにおいて、達成されるべき要素がどのよ

うに組み合わされ、どのような関係性を持っているのかを視覚的に配列し

て、学習者、評価者双方にとって、そこでの学習がどのような構造を持ってい

るかを提示できることに、より重要な意味を持つ。例えば、 “management”に

おいて以下のような評価がなされたとする。
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表 4

この評価の場合、スコアとしては 3 点プラス 1 点の合計 4 点であり、相反す

る要素がそれぞれに加点されたことになる。しかしながら、この合計点の中に

それぞれの指標の持っている特性が埋もれてしまい、学習者としても、評価者

としても、この学習における取り組みおよびその達成度の意味合いが認識でき

ない。

相反ルーブリックは、この 4 つの指標の 2 組ずつの組み合わせにより、協働

活動における参加者個人のチームに対する貢献度を適切に測定するものであ

る。2 組の相反する指標、「焦点化」と「柔軟性」、「進展性」と「調和」はそ

れぞれ反対方向を向いた指標で組み合わせられ、当然のことながら、いずれも

が得点とされる形で設定される。
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表 5: Antithetical Rubrics

このルーブリックを用いた場合、上述の “management”の評価は以下のよう

になる。

表 6

もちろん、合計スコアとしての 4 点は同じであることは言うまでもない。し

かしながら、この”“management”という協働学習の取り組みの軸に沿って、

相反する要素である“focus”と“flexibility”の指標の方向性が明示され、その

ことによって、両指標にプロットされた得点の位置関係により、そのまま学習

者の取り組みの様相が視覚的に表現されていることがわかる。このようにして

下記 4 点の差し替えをお願い致します。(p.6,10,11,13) 

(p.6)に下記のアンケートを差し替えお願いします。

(p.10)に以下の表 6 を差し替えお願いします。

表 6 

Global Collaborative Learning Questionnaire

*The following questions ask you what your perceptions are toward collaborative group activities.
The questions are related to how you feel when you are participating in collaborative group activities.
Please circle and write the appropriate number in the bracket ( ).

A. I like to concentrate on pursuing group tasks to accomplish the ultimate group goal. ( )
1. Strongly Agree        2. Agree           3. Disagree   4. Strongly Disagree

B. When group members wander in different directions or have alternate opinion regarding the task, 
I would like to have an open mind and be flexible toward them. ( )
1. Strongly Agree        2. Agree           3. Disagree   4. Strongly Disagree

C. I like to take initiative and provide suggestions to achieve the group goal. ( )
1. Strongly Agree        2. Agree           3. Disagree   4. Strongly Disagree

D. I would like to listen to each group members’ perceptions and opinions for collaborative teamwork. ( )
1. Strongly Agree        2. Agree           3. Disagree   4. Strongly Disagree

E. I consider myself as a leader in the group. ( )
1. Strongly Agree        2. Agree           3. Disagree   4. Strongly Disagree

F. I think I concentrate on the given task and act as a professional within the group. ( ) 
1. Strongly Agree        2. Agree           3. Disagree   4. Strongly Disagree

G. I consider myself as an innovative person who can provide creative ideas to the group members. ( )
1. Strongly Agree        2. Agree           3. Disagree   4. Strongly Disagree

H. I think I serve as a coordinator in the group that values teamwork and group unity. ( )
1. Strongly Agree        2. Agree           3. Disagree           4. Strongly Disagree
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相反ルーブリックは、協働学習における、個々の学習者の取り組みの様相を視

覚的に表現し、学習者、評価者双方にその取り組みの達成度に加えてその実態

をより深いレベルで提示することを可能にさせる。学習状況の自己発見はルー

ブリックにおける重要な利点の一つである（佐藤，2014）。したがって、協働

学習におけるより複雑な達成度の様相が視覚化できることは、ルーブリックが

持っている本来の意義も増大させることになる。

6. 調査結果

調査対象者は相反ルーブリックを使用し、協働プロジェクトについてピア評

価とグループ評価を実施した。ほとんどの対象者において、対になった指標の

うちの一方が他方を上回る数値を示した。

それは双方向の指標を使用することによって、対象者の協働活動における様

相がより細かく表現されたということを意味している。もちろん対になった指

標の両方ともに同様の数値を示した対象者もいるが、この場合、その対象者が

バランスの取れた能力を有するものか、極めて基本的なスキルしか有していな

いものかのいずれかである。いずれの場合も、そうした形でその対象者の協働

活動における役割の特質が数値として表現されたといえる。

 
(p.11)の棒グラフの差し替えをお願いします。 

 
 
 
(p.13)の棒グラフの差し替えをお願いします。 
 
 

 

- 11 -



加えて、相反リーブリックのスコアは % 換算でチームの成果とは異なる数

値を示した。チームの成果よりも個人の活動が高い数値を示したものもいれ

ば、逆の場合もあるが圧倒的に前者の方が多かった。

評価を対象化するべく、% で表示した上記のグラフのうち、チームの成果が

個人の貢献度の評価と同等、あるいは下回ったのは印をつけたわずか 3 例のみ

であった。それは、相反ルーブリックがチームの成果に隠れていた個人の貢献

の様相を独立した形で取り出すことを可能としたことを示している。また、チ

ームの成果だけでは個人が何を学んで、どこまで達成できたのか、それが高く

達成されたものであれ、低く及ばないものであれ、全く見えてこないというこ

とでもある。このように、相反ルーブリックは協働学習における複雑な活動の

深層を測定する方法として有効であるといえる。

7. 結論

個人の資質や個性に応じて、グループにおいて果たす役割は異なるため、相

反ルーブリックは協働学習に参加する一人一人の個人的な様相を数値の形で掘

り下げるために有効なツールであることが今回の調査でわかった。加えて、こ
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のツールは教育者から学習者へと重点がシフトした 21 世紀型の学びにおいて

重要な役割を果たす。なぜならそのアセスメントの在り方が、評価者のための

成果指標というより、学習者の状況をより詳細に表現する形成的な指標として

活用されうるからである。

本調査で興味深いのは、同時に実施した自己評価とピア評価の値が大きく異

なるということである。それはつまり、自分はこうであろうというイメージ

と、他者が客観的に観察した実態が異なるということである。今回の調査にお

けるピア評価と同時に実施された自己評価の結果が以下の通りである。

この自己評価の結果が示しているのは、ピア評価に比べて多くの対象者が、

すべての指標に対してほぼ同じ数値を与えており、自分を万能型であるとイメ

ージする傾向が強いということである。一方で対になる指標が異なる数値を示

すことが多かったピア評価はこうした自己イメージが実態とは異なるというこ

とを明らかにしている。この自己評価とピア評価の相違は協働学習における建

設的相互作用を生じさせる（三宅，2016）。ピア評価を対象者に対し、自己の

メタ認知情報として機能させることによって、その情報を以下の 3 つの形で使

用することができる。一つ目は学習者の協働学習環境における適正を強化する

こと。二つ目は学習者個人が協働学習環境において求められる役割にとって必

 
(p.11)の棒グラフの差し替えをお願いします。 

 
 
 
(p.13)の棒グラフの差し替えをお願いします。 
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要な要素を提示すること。三つ目は、万能型を目指すにあたって必要な要素を

提示することである。

今回、相反ルーブリックの結果から、協働学習環境において個人特有の適性

を示す場合が多いことが分かったわけだが、もし、その対象者にピア評価を単

なる成果評価ではなく、自己適性の様相についてのメタ認知情報として提示

し、その情報を自ら進んで自分の目標として設定するならば、本人がその適性

を強化するための学習の在り方が明確になる。

　自己評価とピア評価の食い違いは、自己のイメージと他人から見た客観的

なイメージが異なるという厳しい事実を提示することにもなる。 それでも、

その招かれざるメタ認知情報は自己改革の向上心と結びつけることができ

る。自分が必要とすべきものを知ることは、それを獲得する方法を探すことに

つながる。自ら最適方法論を見出すことになり、その中で設定されていく目標

は、当初の漠然としたものより“well-defined（より明確に規定された）”もの

となる（OECD/CERI，2008:3）。当然のことながら、指導者側はその目標達成

のために有益な情報を提供でき、直接、特定の効果的なトレーニングを施すこ

ともできる。あるいは、指導者自身がより良い指導法を見出し、提供すること

にもつながる。なぜなら、学習者に重点の置かれた協働学習の場において

は、指導者側もより良い指導法や評価スキルを「学ぶ」ことができるからであ

る （Ross， Rolheiser， & Hogaboam-Gray， 1998）。つまるところ、ACT（2008）に言

及されているように、「アセスメントとは学習者と指導者が学習者の学習実態

と進むべき方向、そして目標を達成する手段を特定するためのツール」

“assessment is used by learners and their teachers to decide where the learners are at in their 

learning， where they need to go， and how best to get there（p.6）” なのである。このよ

うに望まれぬメタ認知情報は、逆に学習者の向上心を刺激し、必要なスキル獲

得の方法論を見出すことにつながる。結果として学習者はより信頼度の高い自

己評価のための指標を獲得でき、能動的に自己の学びを展開することができる

ようになるのである（Ross， 2006）。

先に述べたように、本調査対象者の多くが、協働学習のすべてのスキルに自

信を持っていることが自己評価の結果に現れている。参加者は協働活動のスキ
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ルのすべての項目において自己を高く評価しているが、これはピア評価の結果

に反する。ピア評価においては、すべてのスキルに対し高い評価を得ているも

のは数人にすぎず、多くは各項目にばらつきがある。ピア評価によるメタ認知

情報の二つ目の活用方法として先に示したように、対象者本人にとっての不都

合な真実は取り組むべき明確な目標設定に活用できる。たとえその目標の数が

増えたとしても基本的なアプローチは同じである。何が自分に欠けているの

か、それを獲得するにはどうしたら良いのかを明確化すればよいのである。そ

の意味で、メタ認知情報を提供するアセスメントは “higher order intellectual skills 

（p.18）” （より高い階層の知的スキル）を獲得するために極めて効果的と言える 

（Wood， Darling-Hammond， Neil & Roschewski， 2007）。現実的にはすべてのスキル

に秀でた人物の数は限られてくるが、そこに到達しようとする意欲は妨げられ

るべきではない。少なくとも、そこに至る道筋はこのメタ認知情報によって提

供可能である。

これらのメタ次元の学習は、OECD がいうところの省察性（reflectiveness）で

あり、EU のキー・コンピテンシー参照枠組み（Reference Framework of Key 

Competencies）やヒューレット財団のより深い学びのコンピテンシー（Deeper 

Learning Competencies），と呼ばれているものに相当する （岸学，2016）。また、

OECD/CERF（2008）では学習者の“formative assessment builds students’ ‘learning 

to learn’ skills （p.2）” （学び方を学ぶスキル）と呼んでいる。こうした高次元の

学習は、Dweck（2017）の分類する、固定的思考態度（fixed mindset）と成長的

思考態度（growth mindset）のうち、明らかに後者に働きかけることになり、向

学心（love of learning）や、リジリエンス（resilience）をもった学習者を育成す

ることにつながる （岸学，2016）。

このように相反ルーブリックは、協働学習における多様な深層にアクセスで

きる詳細な評価を可能とするという意味において、こうした学習プロセスの変

容あるいは形成に大いに貢献できるといえよう。
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Antithetical Rubrics: Effective Assessment Tools for Collaborative Learning

Minako Yogi

This study proposes antithetical rubrics as an innovative solution to the challenges faced 

by dual assessments indispensable for collaborative learning. Rubrics， in their existing 

form， are useful assessment tools of learning outcomes. However， while they are effective 

in every field of learning， the learning outcomes are measured on single scales such as 

“content: excellent to poor.” Single scales are not suitable for collaborative learning where 

mutually opposing pairs of competencies such as “leadership and assistantship” and 

“consistency and flexibility” need to be simultaneously measured. Learning 21st century 

competencies such as critical thinking， problem solving， innovating， communicating， and 

collaborating， require acquisition and integration of complex social skills and attitudes. In 

collaborative learning， particularly， the outputs of teams are not always consistent with the 

individual qualities of members. Therefore， individual qualities must be assessed 

appropriately with the qualities of the team products. However， the individual qualities 

involved consist of mutually opposing pairs of competencies， a problem which antithetical 

rubrics attempt to resolve.
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