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Abstract
lt goes without saying that science education is based on science as a discipHne.
Therefore,the development of

an adequate understanding of the nature of science"or

an

understanding of what is science"continues to be a desired outcome of science instruction.

Although students'and teachers'conceptions of the nature of science,development
of curricula designed to improve student conceptions of the nature of science,and relation‐

ship among teaChers'conceptions,classroonl practice,and students'conceptions have been
investigated in several Westerrl Europe countries for about a century, even students'
conceptions of the nature of science are not assessed sufficiently in Japanese science

education communities.
Then,students'and teachers'conceptions of the nature of science are dealt with in
this article,reviewing the quantitative data which were gained fronl the investigation
made prior to this study.

Although very sinlilar results were obtained between quantitative and qualitative
research,several interesting information was also gained,that is,co― existence of contra‐
dictory conceptions in his/her nlind,existence of ambiguous conceptions which were not
categorized in quantitative research,selection of one answer based on several different

reasons,and so on.
In this article,strategies for improving students'conceptions are also discussed.

1.は じめに
とか く教授 「内容」 に重点が置 かれがちな 日本 の理科教育 において も、理科が学問 としての
科学 にその基礎 を置 く以上、「科学 とは何 か」
「科学 は何 を目的 としてい るのか」等、科学 の本
質 についての理解 (understanding)あ るい は感得 (appreciation)を 目標 として掲 げる ことに
異論 を挟 む人 はいないで あろう。

Lederman(1992)に よると、西欧諸国 においては、 この 目標 はおよそ一世紀 に も及 ぶ長 い間、
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形 を変 えなが ら追求 されてきた とい う1ヽ その間科学 の本質 に関す る子 どもと教師 の捉 え方の
特色 の解明、科学 の本質 に関す る生徒 の捉 え方の変容 を意図 したカ リキ ュラムの開発 と使用 そ
してその評価、 さらには教師 の捉 え方 と日常 の授業実践 そして生徒 の捉 え方の間の相互 関連 の
解明へ と、研究 は進展 してきてい る。
一方学校理科 にお ける理解内容 として、科学 の本質 のいかなる内容 と側面 を押 さえるべ きか
については、現代科学論 の世界 における論争状況 を反映 し、今 もなおその議論 は続 いてい るa。
しか しなが ら科学 の本質 についての理解 を目指す理科教育 を構想 する以上、そ こには特定 の教
授内容 が存在 せねばならず、 か と言 って Abd― El― Khalickら (1998)の 言 うように「 K‑12学
年 の生 徒 は科学哲学者 や科学史家 の ミニ チ ュアで は決 してな い し、 そ うで あって はな らな
ぃ」3)。
このような論争 が研究 の レベル において行われつつ も、 アメ リカにおいてはすでに こうい っ
た科学 の本質 についての教育 が全米 レベル の報告書 の中で具体的 に提言 されてい る。。 ここで
はその具体的内容 について言及 しないが、学校教育 の実践 レベルでは、前述 した コンセンサ ス
がすでに存在す る ことの裏 づ けとなる出来事 で ある と言 えるのか もしれない。
さてそ こで、振 り返 って我 が国 の研究 の現状 を見 てみると、西欧諸国で20世 紀初頭以来続 け
られてきた子 どもたちの科学 の本質理解 の現状 さえも、い まだ 日本 では明 らかにされていない。
少 な くとも組織 的、体系的 な取 り組 みは皆無 とい ってよい。筆者 もそのメ ンバ ーの一人 として
加 わった、 日本学術振興会 の「 日韓科学協力事業」 において行われた、 日本 と韓国の中学生・
高校生の有 する科学観 と技術観 の解明 は、 その数少 ない試 みの一つで あるつ。

2.研 究の 目的 と方法
本研究 においては、前述 した「 日韓科学協力事業」 において行 われた研究 をベ ースに しなが
ら、以下 の 2点 を解明する ことを目的 とする。

1)「 日韓科学協力事業」研究 が対象 としなかった、大学生、中学校・ 高等学校理科教師
の有 す る科学 の本質理解 の現状 をア ンケー ト調査 を用 いて明 らかにし、 それ らを相互比
較す る ことによってその変容 のプロセス を吟味す る。

2)ア ンケー ト調査のみでは明 らかにで きない子 どもたちの科学 の本質理解 の現状 を、質
的調査方法 で あるイ ンタ ビュー を用 いて詳細 に検討 し、 ア ンケー ト調査 の持 つ課題 につ
いて検討す る。
なお研究方法 については、上記 2つ の 目的 それぞれについての結果 を報告す る中で、以下詳
細 に述 べ る こ ととする。

3.量 的調査方法 に よって明 らかにされた科学の本質理解 の現状
1)研 究方法
「 日韓科学協力事業」
研究 で用 いたア ンケー ト項 目 とまった く同一の ものを用 い
本調査では、
た。 その理 由は、中学生 と高校生のデー タを大学生 と理科教師 に対す るア ンケー ト結果 と同一
の枠組 みで比較 で きる ことで ある。 なおア ンケー ト用紙 は本稿末 に資料 として載 せて あるので
適宜参照 されたい。調査対象 と人数 は以下 の通 りである。
中学生 :山 形、茨城、埼玉、千葉、静岡、愛媛 の各県の公立中学校 2年 生402名
高校 生 :中 学生 と同 じ 6県 の公立普通高校 2年 生540名
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大学生 :愛 媛大学教育学部 3年 生 152名
教

師 :愛 媛県松山市内の中学校理科教師46名 (90名 郵送、回収率51.1%)

愛媛県内の県立 高等学校理科教師52名 (81名 郵送、回収率64.2%)
大学生 のサ ンプル として教育学部 の学生 を選 んだのは、理科系・ 文科系 の学生が混在 してい
る こ とを考慮 しての ことで ある。なお調査時期 は、中学生 と高校生 が平成 10年 2月 、大学生 と
理科教師が平成 10年 10月 で あった。

2)結 果 の概要
本研究 が明 らかにしよう とした科学 の本質理解 の柱、す なわち調査 問題 の枠組 みは、Aiken¨
headら (1989)に よって開発 された科学観調査 問題バ ッテ リー VOSTS Follll CDNo Mc.5"
の枠組 みを基 にして作成 されたの。 その大枠 は
「科学 と技術」
「科学、技術、社会間の相互作用」
「科学的知識 の本質 (認 識論 )」 「科学的営為」 の 4本 か らな り、 これ らの各項 目はさらに細分
化 され、それぞれに対応す る調査 問題 を作成 した。調査問題 は、い くつかの先行研究つで使用 さ
れた調査問題 を上記 の枠組 みに従 って分類 し、 それをベ ース にしなが ら独 自に作成 した もので
ある。問題 の妥当性 は 3度 にわたる試行 テス トを通 して高 めた。
さて、Abd― El― Khalickら (1998)は 、初等・中等学校 の生徒 にも理解 で き、彼 らの日常生活
にも関わ りの深 い科学 の本質 に関す る内容 として、以下 の 7項 目を上 げてい る助。

(1)科 学知識 は暫定的 な ものである こ と (変 化 にさらされてい る こと)
(2)科 学知識 は経験 に基礎 を置 くこと (観 察結果 に基 づ き引 き出 されて くる こと)
(3)科 学知識 は主観的 な ものである こ と (理 論負荷的で ある こと)
(4)科 学知識 は一部人間 の推論 や想像力、創造性 の生産物 で ある こと
(5)科 学知識 は社会的・ 文化的 な文脈 の中 に置 かれてい る こと

(0

観察 と推論 の区別

(7)科 学理論 と法則 の間 の関連性 と、 それぞれの働 き
同様 の議論 は McComas(1998)も 展開 してお り、彼 は西欧諸国 の 8つ の科学教育 スタ ンダー
ドか ら抽出 した14項 目を提言 してい る9L彼 の提言 は Abd― El― Khalickら の ものよ り詳細 な記
述 となってい るが、両者 の間 に基本的 な違 い はない。 そ こで ここで は、本研究 が使用 した調査
問題 とこれ らの提言 との重複部分、な らびに現代科学論 の明 らかにしてきた中心的成果 として、
以下 の 5項 目を分析 の視点 として議論 を進める。 なお本稿末 の資料 に示 す問題 9)と 10)に つ
いては、 ここでの分析視点 と直接関わ りがないため特 に言及 しない。
(1)科 学 の 目的 (実 利的・ 功利的科学観、説明 。解釈 としての科学)

(2)観 察 の理論負荷性
(3)科 学 の方法 (特 に帰納・ 演繹的方法
(4)科 学理論 とは何 か
(5)科 学・ 技術・ 社会間 の相互 関連

)

(1)科 学 の 目的

科学 の 目的 は、直接的か間接的か を問わなければ複数存在す るであろう。 しか しなが ら、究
極的 には自然界 に見 られる現象 のし くみを、 これ までに築 き上 げられてきた科学知識 の体系 に
照 らして「解釈・説明」す る学問で ある と言 える。 この点 を直接聞 いたのが調査 問題

1)と 2)

で ある。その結果 はグラフに示 してある。
これを見 ると、全体 として科学 の 目的 を「説明」
「解釈」と答 えた者 の割合 が最 も高 くなって
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グラフ :科 学観 アンケ ー ト調査結果 (問 題番号 1〜 8)
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い るが、実利的・ 功利的観点 か ら科学 の 目的 を捉 えてい る者 がかな り存在す る ことが うかがえ
る。 た とえば調査問題 1で は、選択肢 a、

b、

dが それに該当す るが、 その合計 の割合 は 4割

か ら 5割 に達する。同 じ内容 を表現 を変 えて聞 いた問題 2に おいて も同様 の傾向が見 られ、実
利的・ 功利的科学観 に該当す る選択肢 dを 選 んだ者 は 3割 か ら 4割 とい う結果 で あった。 ここ
で注 目すべ きは、特 に中学校 の理科教師 の約 4割 が実利的・ 功利的科学観 を有 していた ことで
ある。なお科学 の 目的 を自然界 の「説明」
「解釈」と捉 える者 の割合 は、学校段階が あが るにつ
れて増大す る傾向 にあった。
また、科学 の 目的 とは直接的 な関連 はないが、科学 における実験 の 目的 を聞 いた調査問題 6
の結果 を見 ると、実利的・ 功利的 な 目的 を表 した選択肢 Cを 選 んだ者 の割合 は低 くな り、全体
としての科学的営為 の 目的 を聞 く場合 と異 なる結果 が得 られた。 おそら く科学 の最終的 に 目指
す ものは実利的 な もの と捉 え、 そのための実験 は実利性 とつ ながっていない と考 えてい るので
あ ろ う。
さらに、 もし科学 が「説明」「解釈」をしてい るのであれば、理論的には他 にも異 なる説明や
解釈 の仕方 はあ り得 るはずで、 自然科学以外 にも自然理解 の方法 はあってよい はずである。 こ
の点 を聞 いたのが問題 3で あ るが、大部分 の者 が「 あってよい」 と答 えてい る。 この結果 は間
題 1と 2の 結果 と矛盾す るようにも思 えるが、回答者 が他 にあるはず の「 自然理解 の方法」 を
具体的 にどうイメー ジしたかが ここでは問題 となる。 つ まり他 の学問体系 の存在 を肯定 したの
か、単 に人間 の感覚や直感 のような ものを通 した 自然理解 の方法 をイメージ したのかは、 この
問題 か ら計 り知れないか らである。
12)観 察 の理論負荷性

続 いて調査問題 4)と

5)に おいて、観察 が観察者 の持 つ知識、体験、見方等、 いわゆる広

義 の「理論」によって影響 を受 けてい るか どうかを聞 いた。 この「理論」の中 にはもちろん誤 っ
た先入観 や偏見 も含 まれ、問題 4)と

5)で は この用語 を使 い分 ける形 で質問 を行 った。

問題 4)の 結果 を見 ると、回答者 の大部分 の者 が先入観 や偏見 にとらわれてはい けない とす
る aを 選択 した。確 かにこの問 い方 は、常識的 に考 えればそうであると考 えやす い問題 で あっ
た。 おそら くそ こに、観察 の理論負荷的要素 を想定 する者 は少なかった と思われ る。 むしろ こ
の点 を的確 に描 き出せたのは問題 5)の 方 で ある。結果 を見 ると、理論 負荷性 を肯定す る者 と
否定す る者 が、見事 に 2つ に別 れた (選 択肢 aと b)。 すなわち この点 に関 しては両方 の捉 え方
がほぼ半数ずつ存在す る ことが結論 され る。 しか しなが ら教師 においては肯定す る者 の割合 の
方が高 い とい う結果 になった。
(3)科 学 の方法

調査問題 6)は 、直接的 には科学 の実験 の 目的 を聞 くもの となってい るが、同時 に科学 の方
法 として帰納的 な方法 を重視 してい るかをも聞 いてい る。観察 に限 らず、広 く科学的営為一般
に理論負荷性 を認 めるとす ると、実験 の 目的 は科学者 の頭 の中 に先行す る考 え方 を検証 する こ
とにある と言 える。 したがって調査者側 としては、選択肢 bを 選 ぶ ことを期待 してい るのであ
るが、結果 を見 ると、生徒 の場合 その割合 は 3割 程度、教師で約半数 となってい る。生徒 の場
合 その他 は「発見」 を行 うこと(a)と 、帰納的方法 を用 いた法貝Jの 導 き(d)を 選択 した。 ただ し前
者 は学校段階が進む につれて減少 し、逆 に後者 は増大 す る。 また教師 の場合、後者 が圧倒的 に
多 い ことか ら、学校教育 における影響 が ここには推測 される。
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14)科 学理論 とは何 か

日本 の理科教育 においては、事実 あるい は法則 については「〜の法則」 とい う形 で頻繁 に取
「〜の理論」とい う表現 はな くと
り扱 いが なされてい るが、理論 に関 してはその扱 い は少 ない。
も、 自然事象 についての説明・ 考 え方 として教科書 に掲載 される ことは多 いが、 それはまだ十
分 に証明 されていない説明 として提示 され る程度 で ある。 さらに教科書中 には自然界 に見 られ
るさまざまな科学的事実が埋 め込 まれてい る。 したがって これ らの間 の区別 ならびに科学研究
におけるその役割 について は、理解 が きわめて不足 してい る ことが予想 される。
10(Ryan and Aiken‐
本稿 では「理論 は説明 (解 釈)で あ り、…法則 は一般的 な記述 で ある」
head,1992)、 あるい は「法則 は観察可能 な事象 の中 に区別 で きるパ ター ンを記述 した り述 べ た
1⇒
りす る ことであ り、理論 は これ らの事象 のための推論 された説明で ある」 (Abd― El― Khalick,
「科学 においては証拠 の蓄
1998)と す る立場 をとる。本調査 にお いて この点 を取 り上 げたのは、

積 によって理論 が事実へ と転換 す る ことはない。 むしろ理論 は科学 の到達地点 なのである。理
論 は広範 な観察や実験、 そして批判的 な思考 を通 して発展す る理解 なのである。それは膨大な

la(National
科学的事実 や法則、検証 された仮説、 そして理 論的 な推論 の本体 を取 り込 む」
Academy of Science,1998)と い う認識 に立 つか らである。
さて以上の認識 に立ち、科学理論 とは何 かを聞 いた調査 問題 として 8)を 、 また事実・理論 0
法則等 を含 めた総体 としての科学知識 の性質 を聞 いた調査問題 として 7)を 設定 した。 まず 8)
の結果 か ら見 ると、回答者 のかな りの者 が調査者 の期待 した bを 選択 したが、 2割 か ら 3割 の
者 が Cを 選択 し、理論 を事実 と混同 してい る実態が明 らかになった。特 に約 2割 の中・ 高理科
教師が この Cを 選択 した ことは興味深 い。
一方科学知識 の性質 について聞 いた問題 7)の 結果 であるが、全体 として約半数が過去 の科
学的見方や考 え方、解釈 に基 づいてい るとする bを 選択 したが、科学知識 を事実 の集 まりとす
る aを 選択 した者 も約25%か ら50%に のぼった。特 に理科教師 に この割合 が高 く、高校 の理科
教師 の場合 その値 は46%に も達 した。 ところが表 2に 示す調査 問題 12)の 結果 (意 味 のよ く分
か らない用語 を聞 いた問題 の結果)を 見 ると、選択肢の aす なわち「科学知識」 とい う用語 が
よく分 か らない とする教師 はきわめて少数 で ある ことか ら、理解 してい ると思 い こんでい る教
師 の存在 が推測 され る。 しか しなが らまた一 方で、 gの 「科学的事実」 についてよく分 か らな
い とする者 の割合 はまた高 く(約 3割 )、 科学的事実 と知識 との関係 について は混沌 とした理解
の現状 が ある ことが うかが い知れ る。
生徒 については このような矛盾 した状況 は基本的 にな く、
問題 7)と 問題 12)の 結果 は一致 してい る。
これ らの結果 か ら科学 における事実 とは何 か、理論 とは何 か、 さらには科学知識 とは何 かに
ついて は、生徒 も教 師 もきわめて曖昧 な理解 をしてい る実態 を知 る ことができる。
15)科 学・ 技術・ 社会間の相 互 関連

科学 や技術 の社会 との関連 (科 学 や技術 の社会的文脈、STS)に ついて述べた文章 について、
同意 す るか同意 しないかを聞 いた問題 が11)で あ る。 その結果 をま とめた表 1か ら第一 に指摘
できる ことは、全体的 に、科学 と技術 の社会 に対す るネガティブな影響 を指摘 した文章 C、 g
に対 して同意す る意見 が多 く、逆 に肯定的 な影響 を指摘 した d、 fに 対 しては同意 しない とす
る意見 が多 かった ことで ある。特 に fの 文章 「科学 と技術 が私 たちの生活 に対 して害 をもた ら
す ことはほ とん どない」 とい う意見 に同意 す る者 はほ とん ど見 られなかった。 つ まり科学 と技
術 が必ず しも我 々の生活 の向上 に貢献す るものではな く、副次的 な害 をもた らす こともあ り得
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表

1.調 査問題 11)の 結果

(表 中の数値 は回答者 の%)

a

b

C

d

e

g

h

1

中

学

10.5

22.4

62.9

39.8

36.6

7.0

61.0

6.5

46.3

高

校

7.6

16.1

65.6

35。

7

59.6

3.0

70.6

2.6

56.3

大

学

1.3

18.4

67.1

33.6

78.9

2.6

78.3

3.9

77.6

教師・ 中

4.3

17.4

39.1

39.1

58.7

0

82.6

0

84.8

教師・ 高

9。

6

19.2

57.7

55.8

67.3

0

73.1

0

80.8

表 2.調 査問題 12)の 結果 (表 中の数値 は回答者 の%)
学 校 学

中 高 大

教師 0中
教師・ 高

g

a

b

C

d

e

38.3

54.7

83.1

42.8

39.8

27.4

47.5

32.8

52.8

78.0

36.9

32.6

23.3

39。 1

24.3

53.3

65.1

27.0

30.3

17.1

34.2

10.9

23.9

39.1

13.0

13.0

0

23.9

9.6

11.5

25.0

15.4

7.7

1.9

30.8

る ことはほ とん どの回答者 が理解 してお り、む しろ否定的 な影響 を強 く認識 してい る傾向が見
られる。
第二 に、科学 の独立性、客観性、没社会性 について述 べた a、

b、

hに ついて も同意す る意

見 は少 な く、 むしろ科学 と技術、社会間の相互 に影響 し合 う関係 について述 べた iを 肯定す る
意見 が多かった。 つ まり科学的営為 の社会性 についてはかな りの回答者 が認識 してい るとい う
結果 が得 られた。これは近年科学 や技術 に関連す る社会問題 が顕在化 し、それを取 り扱 うメデ ィ
ア も増 え、多 くの情報 に触 れる機会 が多 い ことの反映 で あるか もしれない。
学校段階間の変化 で あるが、特 に顕著 な変化 が見 られるのは、選択肢 eと iで ぁ る。 つ まり
日本 の繁栄が科学 と技術 に非常 に依存 してい る現状 と、かつそれ らの間 の複雑 な影響関係 につ
いては、学校段階が あが るにつれ、認識 の度合 いが高 まってい る。 これは科学 に対す る捉 え方
とい うよりも社会認識 の発達 と大 きな関係 が あるもの と思われる。なお中学 と高校 の教師間 に
は、 この ような大 きな差異 は見 られなかった。

3)ま

とめ

以上 の結果 を振 り返 ってみると、現代科学論 が明 らかにしてきた諸点 に関 しては、本研究が
対象 とした内容 について見 る限 り、生徒である と教師 で ある とを問わずその理解 の実態 はきわ
めて不安定 な ものであると言 える。 た とえば、科学 の 目的 に関す る実利的・ 功利的科学観 を有
する者の高 い割合 (約 4割 前後)、 観察 にお ける理論負荷性 を認 めない者 の多 さ (約 半数)、 実
験 の 目的 として「発見」 を指摘 し、 そこ における帰納的方法 の重要性 を指摘 した者 の高 い割合
(合 計 で半数以上 )、 科学理論 と事実、科学知識 の間 の識別 の困難 さ等 で ある。

しか しなが ら、科学的営為 の社会性 について は回答者 のかな りの割合 が認識 してお り、特 に
科学 や技術 が社会 に対 して与 える副次的な影響 について、肯定す る者 が相当の割合 い る ことが
明 らかになった。
また学校段階間 の移 り変 わ りで あるが、科学 の 目的 な らびに科学理論 を「 自然界 の解釈、説
明」 と捉 える者、科学 の方法 として「帰納的方法 による法則 の導 き」 を選択する者、 さらには
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科学 と技術、社会間 の複雑 な影響関係 を認識 してい る者等 は、学校段階が あが るにつれて増大
す る傾向にある。今回の調査問題 については、 ほぼ全体 にわたって このような増大、あ るい は
減少傾向が見 られた。 この ことは学校教育 における理科 の役割 の大 きさを想起 させ るし、 また
科学・ 技術・ 社会間の相互 関連 の認識 について は、子 どもの社会認識 の発達 の影響 を思 い起 こ
させ る。
最後 の点 は、理科教師 の科学 の捉 え方の特色 で ある。子 どもも含 めて見 た場合 の全体的傾向
はほぼ類似 した状 況 で あった。 しか しなが ら中学校理科教師 に見 られる実利的 0功 利的科学観、
科学 の方法 として帰納的方法 を重視 す る教師、理論 と事実 の混同、科学知識 と事実 を混 同す る
高校理科教師等、理科教師 に特徴的 な問題点が数多 く指摘 された。 この ことは、高等学校 まで
の学校教育 の あ り方 のみならず、大学 における教員養成 カ リキ ュラムの あ り方 まで もが問われ
てい る ことを示 してい る。 日々教師が 自分 の授業実践 を通 して科学 の本質理解 について間接的
に子 どもたちに影響 を与 えてい る ことが想像 される以上、 この点 は改善 が強 く求 められるべ き
旨摘 で きる。
事項 として才

4.質 的調査方法 によって明 らかにされた子 どもたちの科学の本質理解 の現状
1)研 究方法
これ までに述 べ てきた調査の結果 は、子 どもたちや理科教師の科学 についての捉 え方を一定
程度明 らかにしてきたが、 い くつかの課題 もそ こに見 られた。 た とえば、 ア ンケー ト調査 の質
問内容 について どの程度理解 をして回答 してい るのか、 また、 いかなる理 由 を根拠 として選択
肢 を選んだのかな どが、量的調査方法 では明 らかにならない。
10す べ く

「生徒 が抱 いてい る多様 で複雑 な認識 を同定」
そ こで これ らの問題点 を克服 し、 かつ

調査対象 は愛媛大学教育学部附属中学校 2年 生、
イ ンタ ビュー方式 を用 いた質的調査 を行 った。
計20名 で あ り、調査期間 は平成 10年 9月 25日 より10月 26日 までの約 1ケ 月間で あつた。調査の
概要 は以下 の通 りで ある。
日韓科学協力事業」研究 で用 いたア ンケー ト調査問題 に最初 に答 えて もらい、各問題
の選択肢 を選んだ理由、な らびにそ こで用 い られてい る用語理解 の状況 について一人30

(1)「

分程度 イ ンタ ビュー を行 った。 イ ンタ ビュー は長時間 にわたる ことを避 け、問題 の前半
と後半 に分 け、それぞれ 5名 ずつ、計 10名 にイ ンタ ビュー を行 つた。
じ調査 問題 の中か ら、 その意味 を十分 に理解 していない と想定 される用語 を抽出 し、
その意味す るところを新 たな調査 問題 に答 えて もらう中でイ ンタ ビューする。 これ もイ

(2)同

ンタ ビュー内容 を 2つ に分 け、それ ぞれ 5名 に対 してイ ンタ ビュー を行 った。
イ ンタ ビューの結果 はテープに録音 し、それをすべて原稿 にお こし、3.で 分析 した 5つ の視
点 それぞれについて分析 を行 った。 なおイ ンタ ビュー にあた り、回答者間の回答内容 にずれが
生 じない よ う、尋 ねる内容 の基本的事項 は同一 の もの とし統一 を図った。

2)結 果 の概要
以下 においては、上記 2種 類 の調査 を別 々に論ず るのではな く、3.で 述 べた分析 の枠組 みに
従 って両者 を適宜参照 しなが ら、科学 に対す る子 どもの捉 え方の実態 を明 らかにする。
(1)科 学 の 目的

前述 したア ンケー ト調査の結果 では、科学 の 目的 について実利的・ 功利的 な観点 を有 する者
が 3割 か ら 4割 いた。 イ ンタ ビューで もほぼ同様 の結果 が得 られ、 5名 中 2名 がた とえば以下
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のように答 えて、 この捉 え方 を肯定 した。
「科学者 は最初、収穫 を多 くす る方法 を考 えた と思 うのですが、 そ こか らよりよ
い薬 をつ くる ことに発展 させて調べ てい ると思 い ます」
彼 は科学 の実利的側面 を肯定 す るのみならず、 その実利性 にもさらに順序性 が ある ことを指
摘 してい るのである。 また他 の 1名 は、直接的 に科学 の実利性 を肯定 しない ものの、以下 のよ
うに答 えて、結果 としてそ うなる こ ともある とす る考 え方 を表明 した。
「植物 が どのように成長す るかを調 べ る ことによって、収穫 をのばす方法や薬 を
つ くる方法 につ ながって くる と思 い ます」
彼 は、科学 の 目的が直接的 にはその応用 にはない とするものの、結果 としての科学 のあ り方
を指摘 してい るのであ り、回答者 による問題 の捉 え方の違 いが浮 き彫 りになった。
そして、科学 に対す る この見解 を完全 に否定 したのは 1名 だけであったが、最後 の一人 は選
択肢 のすべ てが 自分 の考 え方にあてはまると答 えてい る。 つ まり選択肢 を 1つ 選 ぶ とい うア ン
ケー ト調査 の限界 が ここには存在す る。
一方「説明」
「解釈」としての科学 とい う捉 え方 も、 5名 中 2名 が これを肯定 した。 しか しな
が らその うちの 1名 は、理 由が よ く分 か らず (あ るい は説明で きず)感 覚的 にそ うだ と答 えて
い る。 また技術 は「発明」 の学問で あ り科学 は「発見」 の学問で ある と一般的 にはよ く言 われ
るが、 この「発見 としての科学」 とい う捉 え方 を明確 に述 べた子 どももい る。
「集 め分類す る ことや、説明 し解釈 を行 うこ とも科学者 の 目指 してい るものだ と
は思 うのですが、 そのために何 か事実 の発見 が い ると思 い ます」
この子 どもは、あ る自然事象理解 のための説明理論の先行 よりも、科学 はまず事実 の発見 か
ら始 まるとす る、発見 の先行性 を強 く主張す るのである。
さらに、上述の問題 とも関係 す るが「 自然理解 の他 の方法 が あ り得 るか」 とい う問題 につい
て、 ア ンケー ト調査 の結果 ではほ とん どの子 どもたちが「 あってよい」 と答 えてい る。 しか し
なが ら調査者 が ここで明 らかにしたかった ことは、
「科学 の 目的が説明・ 解釈 にあるとした ら、
別 の方法 で解釈 を行 う学問 の可能性 もあるに違 いない」 とい うことであつた。 そ こで彼 らが こ
のような意味合 い において答 えてい るか どうか聞 いた ところ、中学生 とい うこともあるのか も
知 れないが、 ほ とん どの者 が人間 の感覚 による自然理解 をイメー ジしてい る ことが分 かった。
つ まリア ンケー トの結果 だけか らは、 このような認識論的 な理解 がで きてい るとは決 して言 え
ない ことが明 らかになった。
「 自然 や植物 の持 つ素晴 らしさを発見 してい くことも(科
最後 に非常 に独特 な考 え方 として、
学 の 目的 として)あ ると思 う」 とい った、科学 の美的・ 鑑賞的側面 を強調す る者 が いた。
このように、科学 の 目的 に関す るイ ンタ ビューの結果、選択肢 にもない きわめて多様 な考 え
方 の存在、複数 の考 え方の同時的・ 共存的状況、質問 の文章 に対す る多様 な理解 の方法 な どが
明 らかになった。
12)観 察 の理論負荷性

イ ンタ ビューでは、観察 における理論負荷性 を認 める者 と認 めない者 はほぼ同数 で あった。
しか しなが ら以下 の回答 に明 らかなように、実際 の観察 においてはあ りのままに対象 を観察 す
る ことが重要 とす る、 いわば「べ き」論 として客観的観察 の重要性 をすべての子 どもたちが肯
′
定 した。 つ まり理論負荷 性を認 める者 も、現実 としてそうな らざるを得 ない と感 じてい るに過
ぎず、理想的 にはそうであってはな らない と考 えてい るのである。 ア ンケー ト調査 の結果 では
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ほぼ半数が この理論負荷性 を認 めていたが、現実 の問題 と理想の問題 とは異 なるとい う新 たな
視点が ここで は得 られた。
「や っば り決めつ けてはい けない と思 い ます。 もし何 かを決 めつ けて実験や観察
をした ら、気 づ けない部分 が生 じて くる と思 い ます」
「知 ってい る ことがすべ てだ と思わず に、姿 をあ りのままに記録 して理解 してい
くことが必要 だ と思 い ます」
(3)科 学 の方法

学校段階 の上昇 に伴 い増大 し、 また理科教師 の多 くにも見 られ る帰納演繹的 な科学 の方法 の
捉 え方 は、
「 データを取 って、その ことか ら考 えられる ことを見 つ けて、またデー タを取 ってい
くとい うふ うになると思 い ます」 とい う答 えに典型的に見 られるように、今回イ ンタ ビュー し
たすべ ての子 どもたちが何 らかの形 でそれを承認 した。ただ、以下 の答 えに現 れてい るように、
先行す る理論 に基 づ く検証 のプ ロセス をも同時 に認 める子 どもも見 られた。
「最初 に理論 とか あって、科学者 の側 に考 えとしてあって、 それで探 してい るの
か、 それ ともデー タが先 にた くさんあってそれを分析す る中で出て くるのかな。
全部入 ると思 い ます」
もちろん科学 の方法 にこれ といった確定的 な方法が存在す るはずはな く、文脈 に依存 したさ
まざまなプ ロセスが あ り得 るであろう。 したがって両方 のプロセスの存在 を認 める彼 らの考 え
方 は、妥当な もの と思われるが、 いずれ にせ よ大多数 の回答者 が この帰納演繹的 な方法 を承認
した とい うのは、 イ ンタ ビュー調査の成果 の一つで ある。
14)科 学理論 とは何 か

科学理論 とは何 かについては、 イ ンタ ビュー に先立 って こちらで作成 した問題 にあ らか じめ
答 えて もらい、その内容 についてイ ンタ ビューする とい う形態 をとった。具体的 には科学理論・
法則・ 事実等 を項 目 として並 べてお き、 それを分類 して もらうとい う問題 で ある。 その回答結
果 は各項 目についてばらつ きがあ り、 きわめて混沌 とした理解 の現状 をうかが い知 る ことがで
きた。 しか しなが ら、科学理論 とは
「予想 を立 てて
「今持 つ知識 が変 わる可能性 を持 った もの」
「ある現象 に対 して予想 をし、分 か りやす くした もの」
「何
結果 まで導 き出す まで に論 じた こと」
かを証明す る感 じ」等 のイ ンタ ビュー結果 に見 られるように、科学理論 をある自然事象 に対す
る説明理論 あるい は仮説 と捉 える傾向が あ り、 これは科学理論の定義 として受 け入れ られるも
ので ある。 つ まり明確 な形での理解 は形成 されていないが、イメージ として科学理論 をか な り
正確 な形で捉 えてい る可能性 はある。 この結果 は、西欧諸国での調査結果 をもとに従来言われ
ていた事柄 と異 なる結論 を示唆す る。
しか しなが らなぜ そのように考 えるか理由を尋ねた ところ、 ほ とん ど回答不能 か、あ るい は
通常我 々が 日常生活 の中で使用す るような意味合 い (仮 説 としての理論 の捉 え方)に おいて答
えてい る こ とが明 らか となった。 したがって、全体的 に安定性 の高 い知識 を法則 と答 え、低 い
もの を理論 と答 える傾向が見 られ、科学 における理論 の役割 や理論 と法則 の本質的 な区別等、
科学理論の本質 については理解 が不十分 で ある と言 えよう。
(5)科 学・ 技術

0社会間の相互 関連

科学観 ア ンケー ト調査 の結果 か ら、科学 と技術 が社会 に対 して副次的 な悪影響 を与 える こと
もあると認識 してい る者 がかな りの割合 を占める ことが指摘 された。 この結果 はイ ンタ ビュー
において も裏 づ けられ、回答者 のほ とん どが これを承認 してい る。
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「科学、た とえばアイ ンシュタイ ンが核融合 を説明 したために原子爆弾なんかが
で きて しまった し、 へた した ら人類、地球 自体 が滅 んで いたか もしれない」
「 自分 たちが生活 してい くには快適 になった と思 い ます。 だけどその生活 が健康
的だ とは言 えない と思 い ます。 さっきも出たんだけど、酸性雨 とか排気 ガス とか
をイメー ジしたんで」
しか しなが ら「科学 と技術 だけで問題 を解決す る ことがで きる。環境汚染 とか も電気 自動車
をつ くる とか、 フロンガスを使 わな くて も同 じ働 きをするものがつ くれた りす るか らです」 と
い った 回答 に見 られるように、科学 へ の全面的な信頼感 を寄せてい る子 どももいた。
一 方科学観 ア ンケー ト調査では、社会的活動 か ら切 り離 された科学 の あ り方 に同意 しない と
す るものがほ とん どで あ ったが、イ ンタ ビュー調査 によると、
「科学 は客観的 な知識 になると思
「 自分 のイメージ としては、科学者 は自分
うので、揺 らぐことな く研究 されなければい けない」
が調 べた い ことを調 べ るとい うイメージが あ ります」 とい った回答 に見 られるように、科学 の
社会 か らの独立性 を強 く主張する意見 がかな り見 られた。 つ まリー般論 として科学 が社会的価
値 やニーズ とは無縁 で ある と聞 く場合 と、科学者 の仕事 とい う具体的な文脈 の中で科学 の あ り
方 を聞 く場合 とでは、 かな り異 なった結論 が得 られる可能性 が ある。

3)ま

とめ

以上の結果 を見 てみると、
科学観 ア ンケー トで明 らかにされた子 どもたちの科学 の捉 え方は、
基本的 にイ ンタ ビュー調査 で も確認 された と言 ってよい。 ただ、 ア ンケー ト調査 のような量 的
調査方法 のみでは明 らかにで きなかった、考 えの複雑 さと曖昧 さが指摘 で きた。
第一 に、科学 の実利性 の中 にも順序性 が あった り、審美的・ 鑑賞的価値 としての科学 の捉 え
方な ど、
選択肢 の中 にはない子 どもたちの多様 な考 えかたの存在 が明 らかになった ことで ある。
第二 に、特定 の選択肢 を選びつつ も複数 の選択肢 に対 して同意 をするとい う、複数 の考 えかた
の同時的・共存的状況 が ある ことで ある。 しか しなが ら大高 (1991)が 指摘す るように、
「 自然
科学 をどんな文脈 か ら観 るか、 また この科学 の どの側面 に主 として着 目す るか、 …等々によっ
て、現実 に見 られ る科学観 は多種多様 で ある」10の で あるか ら、この結果 はむ しろ当然 の ことと
考 えられる。第二 に、調査 問題 の意図 に対 して子 どもたちは多様 な解釈 を行 うことで ある。た
とえば科学 の実利性 について結果 としてそ うな るとす る解釈、あ るい は観察 の理論負荷性 につ
いて現実 の問題 としてそ うで あるが、
論 としてはそ うあってはならない とするな どで あ
「 べ き」
る。 そして最後 に、選択肢 を選んだ理由の曖昧 さで ある。 た とえば、前述 した「説明」
「解釈」
としての科学 とい う捉 え方 をしてい るある子 どもにその理 由を尋 ねて も、その理由が よ く分 か
らず感覚的 にそ うである と答 えてい る事例 はそれに当たる。 ア ンケー ト調査では このよ うな結
果 はすべ て同一選択肢 を選 んだ ものの中 に くくり込 まれて しまう危険性 が ある。 この問題 に限
らず、 日常生活の中で培 われてきたイメー ジや感覚 を用 いて答 えてい る例 が多数見 られ、質的
調査方法の必要性 が改 めて認識 される。
5。

おわ り:こ

今回の調査 は、 サ ンプル の問題 として大学生、教師が愛媛県内 に限定 されていた点 は批判 を
のがれない。またイ ンタ ビュー調査の対象 も附属中学校 の生徒 とい う限定 された集団で あつた。
しか しなが ら、全国 にわた り均質化 された教育 が行 われてい る現在 の日本 にあって、県単位 の
特殊性 が この ような調査 によって顕在化す るとは考 えに くい し、本調査 に先行 して行 われた複
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数県でのパ イ ロ ッ トテス トの結果 もきわめて類似 していたため、一定程度 の妥当性 は保証 され
るもの と考 える。 さらには、 これ まで先進諸国で行 われてきた この種 の研究結果 と基本的 に一
致 してい る ことも、信頼性 を高 めるもの と解釈 で きる。 もちろん、発達段階の推移 による科学
の捉 え方の変化や、中学校 と高等学校 の教師間の相違 など、 これ までほ とん ど報告 のなかった
点 に関 して新 しい知見 を得 る ことがで きた ことは付記 してお きた い。
さてそ こで、以下 においては、今後 の理科教育 にお ける科学 の本質 の取 り扱 い、 な らびに子
どもの科学観 の変容 を目指 した授業 のあ り方 について、課題 を何点 か指摘 してお きた い。 まず
は理 科 を教 える教 師 の有 す る科学観 と子 どもの科学観 との 関係 の 問題 で あ る。Solomon
(1996)10や Hodson(1985)10が 指摘す るように、理 科 の教師が科学 の本質 についての子 ども

の理解 に、何 らかの形で影響 を与 えてい る こ とはまず異論 のない ところである。 ところが教師
が ある科学観 を有 していて も、必ず しも彼 らの授業実践 に直接影響 を与 えない ことも明 らかに
なってきてい る。 つ まりここで言 う科学観 が、信念 にまで高 められていない と教師 の教授行動
をよりよ く理解 で きない ことが指摘 されてい る (Hashweh,1996)10。
確 かに我 々は、子 どもたちに何 らかの内容 を教 えるとき、教授内容 に対す る一定 の 自信 や信
頼 を有 していない と授業 での取 り扱 いや態度 に不安 を覚 える。 しか しなが ら Hashwehの 議論
に欠 けてい るのは「教 える価値 がある、必要が あ る」 とい うことに対す る教師 の信念、すなわ
ち教育 に関す る信念 で ある。 つ まり伝統的科学観 よりも現代 の科学観 の方が より適切 で ある と
考 えるだけでな く、 それを教 える ことが意味が ある とする信念 がなければ、 おそら く彼 らの教
授実践 は変わ る ことがないで あ ろ う。 この点 は未 だ仮説 の域 を出ないが、今後検討 する価値 の
あ るテーマで ある10。
では科学 の本質 について教 える価値 が ある とい う同意 が得 られた として、理科教育 はいかな
る方策 を立て られ るか。科学 のある側面 について「〜で ある」 と断定的 な教 え込みをすれば、
子 どもたちはお うむ返 しにそう答 えるで あろう。 しか しこの事実 によってその子 どもが、 より
熟考 された科学観 を有す るに至 った とは結論 で きない はずで あ り、そ こには教 え込みではない
何 らかの「教育」活動 が必要で ある。そ もそも科学知識以上 に科学観 は暫定的・仮説的であ り、
このような押 しつ けは避 けなければな らない。同様 の議論 の中で、Matthews(1998)は「教育
とは単 に正 しい信念 を持 てるようにする ことで な く、 これ らの信念 のための適切 な理由を持 て
るようにす る ことで ある」1の と述 べ てい る。同 じ議論 は Bybee(1980)20を 初 め とす る多 くの科
学教育研究者 たちによって も展開 されてお り、より適切 な科学観 を持たせ るための根拠、経験、
理由 こそが今授業 の中で求 め られてい ると言 える。
一 方「科学 とは何 で あ るかについて知 るには、科学 を体験 させればよい」 とする経験主義的
な議論 も可能 である。確 かに科学 についての理解 にとって、科学 の体験 は必要条件 で あるか も
しれないが、人間 は自分 の行動 や振 る舞 い をメタ的、反省的 に認識す る行為 がなければ、 その
意味 や位置 づ けを相対的 に見 る ことがで きない。 したがって、科学 の体験 の中 に、科学 とはい
かなるものかを認識 させ るような活動 をいかに組 み込むかが課題 となろ う。
では具体的 にいかなる点 に留意 して授業 を展開す るか。この点 について Ledellllan(1992)は 、
「支援的で リス クフ リーな環境 の中での問題解決、探究 を志 向 した教授、 そして頻繁 になされ
る高 い次元 の問 いか け等 の継続的強調 が、少 な くとも生徒 の (科 学 についての)捉 え方の変化
20こ とを
に関連 してい る」
指摘 してい る。つ まり前述 した問題解決や探究活動 を単 に行 うだけで
な く、 そ こに支援的 な環境 と高次 の問 いか けが必要で ある と言 うのである。 これは批判的、反
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「そ
「 いかにしてそれを知 る こ とがで きるのか」
省的思考 を促す問 いかけと言 い換 えて もよい。
の結論 は事実 に基 づいた ものか、推論 か」とい った問 いか けの使用 によって、関連す る経験的、
概念的課題 についてしっか りとした感得 が可能 になるであろ う。
今後残 された課題 は、現在 の子 どもたちの科学観 を、 よ り望 ましい方向 に転換す るための教
材 づ くり、あ るい はカ リキ ュラム開発、指導法 の工夫 をいかに進 め、学習 の成果 を検証す るか
にある。そして教師 のいかなる教授上 の変数が子 どもたちの科学 の捉 え方に影響 を与 えるか、
さらに前述 した教師 の教育 に対す る信念 が子 どもの科学観 といか に関連 してい るか等、課題 は
多 い。 また現在、科学教育 の中 に積極的 にその内容 が包含 されつつある技術 について も研究 の
視野 におさめ、技術 の特色、技術 とは何 か を、量的・ 質的研究方法 を併用す る形 で、科学 との
対比 の中で明 らかにしてい く必要が あ ろ う。
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資料 :科 学の捉え方 に関す る調査問題
1)科 学者 が植物 について調 べ る理 由は何 だ と思 い ますか。

a.農 家 の人 々に もっ と収穫 を多 くさせ る方法 を教 えるため
b.植 物 か らよりよい薬 を作 る方法 を学 ぶため
C.植物 が どのように成長す るか を説明で きるようにす るため
d.植 物 に とって最 もよい土壌 とは何 かを説明す るため
e。

わか らない

2)科 学 の 目指 してい るものは何 だ と思 い ますか。
a。

人間 の身 の回 りの世界 について発見 してきた ことが、正 しい こ とを確認す る こと

b.自 然 の中で絶 え間 な く起 こってい る変化 や性質 を理解 し、説明 し、解釈 を行 うこと
C.自 然 に関 して事実 を発見 し、集 め、分類す る こと
d.人 々の生活 をより良 くする方法 を発見 す る こと
e。

わか らない

3)「 科学 は自然 を理解す るための唯一 の正 しい方法 ではな くて、一つの見方 にす ぎない。他
にも自然 を理解す る方法 はあって もよい」
。 この文章 について、あなたはどう思 い ますか。
a。

そ う思 う

b。

そ う思わない

。
C.わ か らない
4)「 科学 における観察 では、先入観 や偏見、すでに知 ってい る ことにとらわれず、あ りのま
まに物事 や現象 を見 る ことが大切 で ある」。 この文章 について、あなたはどう思 い ますか。
a。

そ う思 う

b.そ う思わない
C。

わか らない

5)「 観察 する人の 自然 についての見方、捉 え方、 そしてすでに知 ってい る ことに基 づ いて、
観察 は行われ る」
。 この文章 について、あなたはどう思 い ますか。
a。

そ う思 う

b.そ う思わない
C.わ か らない
6)な ぜ科学者 が実験 を行 うとあなたは考 えますか。
a.新 しい発見 を行 うため
b.な ぜ その現象が起 こるかについて、 自分 の考 えを確 かめるため
C.人 々の役 に立 つ ものを作 るため
d.デ ー タをで きるだけ集 めて分析 し、 そ こか ら法則 を導 き出すため
e.わ か らない
7)科 学知識 について最 も正 しい とあなたが考 えるものは、以下 の どれですか。
a.科 学知識 とは、互 い に関係 づ けられた事実 の集 まりの こ とで ある
b。

今 日の科学知識 は、過去 か ら引 き継 がれた科学的見方や考 え方、解釈 に基 づいてい る

C.今 日の科学知識 は、今 の科学者 によって生み出された ものである
d.科 学知識 には、 100%正 しい内容 だ けが含 まれてい る
e.わ か らない

丹

沢

哲

郎

8)科 学理論 とは何 だ と思 い ますか。
a.将 来起 こるであろうことについての考 え方 の ことで ある
b.科 学者たちによって認められた、自然現象 についての最 も適切な解釈や説明のことである
C.多 くの実験 によって証明 された事実 の ことで ある
d。

わか らない

9)技 術 の力 を借 りてある橋 を設計する とき、以下 の どの考 えにあなたは賛成 しますか。

a.渡 るとい う目的 にかなってい る ことが大切 で ある
その場所 の景観 および 自然環境 を損 なわない ものが よい
C.最 も安 く造 れる方法 が よい

b。

d.橋 の安全性 を考 える ことが大切 で ある
e。

い ろい ろな設計 のあらゆる側面 を考 える ことが大切 で あ る。

f.わ か らない
10)テ レビの設計 とは、以下 の どの領域 の問題 だ と思 い ますか。

a.科 学 の領域 の問題 で あ る。 なぜ な ら電気 に関す る ことだか ら
b.科 学 の領域 の問題 で あ る。 なぜ なら実験 が必要 になるか ら
C.技 術 の領域 の問題 である。 なぜな ら、 より便利 な手段 を工夫する ことだか ら
d.技 術 の領域 の問題 で あ る。 なぜ な ら電気 に関す る ことだか ら
e。

わか らない

11)以 下 の選択肢 の中か ら、あなたの考 えと一致す るものすべ てに○ をつ けて下 さい。
a。

b。

「科学 は科学者 の興味 や関心 に従 って行 われ るので、 その応用 について考 える必要 は
ない」
「科学 は客観的 な知識 を求 めることが 目標 なので、社会の人 々が何 を望んでい るかに
よって影響 される ことはない」

C.「 環境汚染 や酸性雨 といつた今 日の環境問題 は、 これ までなかった技術革新 や科学 の
進歩 によって生 じる」
d。

「科学 と技術 は私 たちの生活 をより健康的で過 ごしやす く、快適 な もの にする ことが
多 い」

「私 たちの国の繁栄 は、科学 と技術 に非常 に依存 してい る」
f.「 科学 と技術 が私 たちの生活 に対 して害 をもた らす ことはほ とん どない」

e。

「科学 と技術 だけでは、今 日のあ らゆる問題 を解決 する ことはできない」
h。 「科学、技術、社会 のそれぞれ は、違 った営 みなので、互 い に影響 し合 う ことはない」
g。

「科学 と技術 は社会 に対 して影響 を与 える一 方、社会 も科学 と技術 に影響 を与 える」
12)以 下 の用語 の中で、 その意 味が よ くわか らない ものに○をつ けて下 さい。
i。

a。

科学知識

b.科 学理論
C.科学 の概念
d.科 学 の法則
e.科 学 と技術 の違 い
f.科 学 における観察 と実験
g.科 学的事実

