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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は，科学教育におけるアーギュメンテーション (argumentation) の理論と指
導法を科学教育の専門家と学習科学の研究者による総合的・学際的な共同研究によって，世界に先駆けて構築すること
である。アーギュメンテーションとは，理由付けや反証例の想定など,科学的な主張を構成するプロセスとして定義さ
れている。本研究では，（１）科学的アーギュメンテーションのメカニズムと機能を体系化した理論を構築し,（２）
指導法及びICTを活用した学習支援環境を開発するとともに，（３）附属実験校における実証的な研究に基づいて，理
論と指導法の両面からの先導的成果を得ることができた。

研究成果の概要（英文）：The objective of this study is to pioneer a theory of argumentation in 
science　education and to develop a teaching method for it through interdisciplinary joint research by 
science education experts and learning　sciences researchers. Argumentation is defined as the process of 
constructing　scientific arguments, including providing reasons and preparing for　counterexamples. 
In　this study, I was able to (1) establish a theory in which the mechanism and　function of scientific 
argumentation is systematized, (2) develop a teaching　method and learning-support environment utilizing 
ICT, and (3) obtain　pioneering results both in terms of argumentation theory and teaching method　based 
on empirical research conducted at an affiliated experimental school.

研究分野： 科学教育
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１．研究開始当初の背景 
 学習者におけるアーギュメンテーション能
力の支援と促進は，科学教育の重要課題の一
つである。21世紀初頭，Duschl,R. & Osborne, 
J.[1]，Driver, R. et al.[2]が的確に論じた
ように，科学を学習することの本質は，従来
のように知識，事実，法則を知ること，実験
や観察をすること，科学的に説明できること
だけではなく，むしろ，科学者及び科学者共
同体が日常的に行っているように，科学的に
主張したり，根拠を取り上げたり，反駁しな
がら議論することであるとされた。こうした
科学的議論は，広義に表現すれば，アーギュ
メンテーションとして研究されてきている。 
 この分野の研究は，近年，精力的に展開さ
れ て お り ， Erduran, S. et al. (2008) 
Argumentation in Science Educetion, 
Springer[3]の出版が一つの到達点として公
刊され，その枠組の一端が整理されている。
現在，アーギュメンテーションは，科学者の
行為としては，トーキングとライティングに
集約されている。しかしながら，これらの研
究によって，一定の成果は挙げられているも
のの，課題は山積している。最も大きな課題
は，アーギュメンテーションの理論と指導法
が必ずしも体系的に示されていないことであ
る(e.g., Duschle, R.[4]; Shimpson,V., & 
Clark, D.[5])。例えば，トーキングとライテ
ィングのメカニズムと機能をどう策定すれば
よいのか，という問題も未解決のままである。
2010年の時点においても，Osborne, J.は科学
教育における科学的アーギュメンテーション
の理論，指導法及び実践の欠如を指摘してい
る[6]。 
 国内においてもアーギュメンテーションへ
の着目がなされている。それは，PISAショッ
クを背景とした「言語活動の充実」への傾倒
である。この言語活動は，科学教育において
はアーギュメンテーションに対応している。
さらに，最近では，21世紀型学力としてOECD
のPISAに対して影響を与える位置づけにもな
りつつあるATC21Sの活動も展開されてきてお
り[7]，その中で本格的に定義されようとして
いる批判的思考・問題解決・意思決定や協調
的学習環境などは，アーギュメンテーション
と密接な関係にあるといえる。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は，科学教育におけるアーギ
ュメンテーション(argumentation)の理論と
指導法を科学教育の専門家と科学者を含む学
習科学等の研究者による総合的・学際的な共
同研究によって世界に先駆けて構築すること
である。アーギュメンテーションとは，理由
付けや反証例の想定など，科学的な主張を構
成するプロセスとして定義されている。現在，
科学教育におけるアーギュメンテーションの
理論的整備とその指導法の確立は，世界的に
も急務の課題である。それは当該の能力が，
近未来の学習者に求められる学力ないしスキ

ルとして着目されてきていることに起因して
いる。本研究では，まず科学的アーギュメン
テーションのメカニズムと機能を体系化した
理論を構築し，そこから導出される指導法に
ついて，附属実験校との緊密で継続的な連携
のもとに実証的な研究を展開し，理論と指導
法の両面からの先導的成果を得ることを目的
とする。 
 
３．研究の方法 
 本研究では，科学教育におけるアーギュメ
ンテーションの理論と指導法の開発を行った。
研究方法の概要は，以下の通りであった。 
(1)科学教育，学習科学，教育心理学，教育工

学，科学者等の研究者が共同で着手した。 
(2)アーギュメンテーションの２側面として

のトーキングとライティングの理論構築
に注力するとともに，仮説的な理論に対応
した指導法を考案し，主に附属学校の小学
生5/6年を対象にした実証実験を実施した。 

(3) ICTを活用した学習支援環境の開発を行
った。 

 
４．研究成果 
 研究結果は次のようにまとめることがで
きる。 
 (1)科学的アーギュメンテーションの理論
を構築し，指導法も提案することができた。
ライティングについては， Krajcik, J．& 
McNeill, K．L．[8]の所論を手掛かりに，アー
ギュメントの５つのレベルについて検討で
きる可能性を示した。また，それぞれのレベ
ルにおける具体的な指導法を提案すること
ができた。トーキングについては，Osborne,J.
ら[9]の研究からその教授方略モデルを導出
することができた。とくに，根拠付き主張の
促進が鍵となることを明らかにし、指導法を
提案することができた。これらの指導法につ
いては、小学校 5/6 年の単元「電気」「振り
子」「植物の養分」などで，実証実験が実施
され，一定の有効性を示すことが明らかにさ
れた。 
 (2)ICT を活用した学習支援環境を開発し
た。アーギュメンテーションを促進するため
のデジタル運勢ラインシステムを提案でき
た。本システムは，学習者のアイデアに関す
るコミットメントの変化を可視化するもの
であり，それがアーギュメントに対して，有
効に機能することが実証された。 
 科学教育におけるアーギュメンテーショ
ンの位置付けは，その重要性を増すものと考
えられる。それは，すでに述べたように，PISA
型学力や言語活動の充実という昨今の日本
の教育の方向性に沿うものである。よって，
今後は，本研究で得られたアーギュメンテー
ションを促進する指導法の知見を基にして，
その指導法を授業デザインの中に具現化す
ることのできる教師のための教育プログラ
ムを開発することが期待される。 
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