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研究成果の概要（和文）：トランス・サイエンス問題の解決能力について，科学的探究能力の育成，科学的アー
ギュメンテーションの理解，科学技術を扱うトランス・サイエンス問題に対する思考の評価，の3点から取り組
んだ。思考の評価については，科学技術の社会問題を取り上げ，先進的な指導事例や，解決能力の測定課題と評
価法に関する実証的知見を蓄積し，指導法と評価法の体系的理論化をはかった。検討結果を元に作成した測定課
題を用いて調査を実施し，トランス・サイエンス問題に対する大学生の思考の特徴を明らかにするとともに，評
価用のルーブリックを精緻化した。また，発話分析から，科学的アーギュメンテーションの認識論的理解の獲得
過程を解明した。

研究成果の概要（英文）：This study focuses on three aspects of teaching trans-science 
problem-solving skills. First, we focused on students’ inquiry skills of science and technology 
contents. We conducted experimental lessons that aimed to nurture the skills of generating 
well-defined scientific questions and so on. Second, we elucidated the acquisition process of 
epistemic understanding from an analysis of learners’ discourse during peer critique. Third, we 
collected examples of socio-scientific issues-based instruction as well as empirical findings on 
measurement tasks and evaluation methods from the literature, and attempted to theorize the 
instruction and evaluation methods systematically. We made a Japanese version of the measurement 
task and conducted a survey of Japanese college students. Having analyzed the survey results, we 
determined the characteristics of college students’ decision-making on trans-science problems and 
elaborated the rubrics.

研究分野： 科学教育

キーワード： トランス・サイエンス問題　アーギュメンテーション

  １版
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１．研究開始当初の背景 
現代社会が直面している環境問題には，科

学技術と社会，資源や食糧とエネルギーとい
った，種々のトレードオフを包含し，多様な
ステークホルダー（利害関係者）間のコンフ
リクトが解決の妨げになっている課題が，少
なからず存在する。このようなトランス・サ
イエンス問題を解決するには，トレードオフ
関係を踏まえて，異なる利害関係者の合意を
形成する必要がある。より具体的には，科学
者の他，利害関係者や市民も参画する公共的
な討議により，社会的判断としての合意を形
成することが望まれる。このような場で建設
的な意思決定をするためには，市民の積極的
な科学関与に加え，科学者の側も，市民らに
理解可能な形で専門的知識を伝達するスキ
ルを発揮する必要がある。 
 科学教育は，これらの要請に十分応えてい
るのだろうか。欧米では，中学校，高校など
で，トランス・サイエンス問題を導入した教
育実践が行われている。しかし研究知見はま
だ十分とは言えず，体系的な指導法や成果の
評価法を提供するには至っていない。さらに
日本国内では，これに類する実践や研究がわ
ずかしか存在しなかった。 
 
２．研究の目的 
トランス・サイエンス（科学技術と社会的

意思決定政策が交わる領域）で生じる問題へ
の市民参加が課題になって久しい。アーギュ
メンテーションすなわちサイエンス・トーキ
ングとサイエンス・ライティングの教育は，
科学関与を可能にする能力を持った市民，お
よび，専門性を背景に多様な関係者とコミュ
ニケーションするスキルを持った科学者の
育成に貢献できる。指導法と評価法の体系的
理論化をはかる。本研究は，トランス・サイ
エンス問題の解決能力について，(1)科学的な
探究や推論の能力の育成，(2)科学的アーギュ
メンテーションの理解，(3)科学技術を扱うト
ランス・サイエンス問題に対する思考の評価，
の 3 点からアプローチした。 
 
３．研究の方法 
研究目的の 1点目，(1) 科学的な探究や推

論の能力の育成については，科学や科学技術
が関わる内容について探究する能力に焦点
を当て，協調的な探究活動の中で，良定義の
科学的問いを生成する力や，理論と適合する
証拠を選び出す力の育成を目指した実験授
業を実施し，その成果を検証した。(2) 科学
的アーギュメンテーションの理解について
は，ライティングのアーギュメンテーション
に焦点化し，作成したアーギュメンテーショ
ンを学習者同士が相互に評価する場面での
発話の分析から，認識論的理解の獲得プロセ
スを解明した。(3) 科学技術を扱うトラン
ス・サイエンス問題に対する思考の評価につ
いては，科学技術の社会問題を取り上げ，科
学教育及び関連領域の学術論文と関連書籍

を収集し，先進的な指導事例や，解決能力の
測定課題と評価法に関する実証的知見を蓄
積し，指導法と評価法の体系的理論化をはか
った。評価法に関する検討結果を元に，測定
課題の日本語版を作成し，日本の大学生を対
象にした調査を実施した。調査結果の分析か
ら，トランス・サイエンス問題に対する大学
生の思考の特徴を明らかにするとともに，採
取したデータを元に，策定したルーブリック
を修正・精緻化した。 
 
４．研究成果 
(1)科学や科学技術が関わる内容について
探究する能力 
科学的な推論や探究の力は，トランス・サ

イエンス問題の解決能力の構成要素のひと
つである。科学的探究の基本プロセスは，仮
説の生成，観察・実験の計画と遂行，証拠の
評価の３つに大別され，様々な探究スキルや
科学的推論が必要である。理科教育では，学
習者を科学的探究に従事させる実践がスタ
ンダードになりつつあるが，科学的探究の指
導方法に関する実証研究は十分ではない。
我々は，小学校高学年を対象に，協調的な探
究学習の中で，科学的推論とその表現を育成
する介入研究を実施した。5年生の授業では，
科学的探究のうち，証拠の評価に焦点を当て，
理論と適合する証拠を選び出す力の育成と
その評価を行った。その結果，複数の証拠を
利用するよう動機づけられた学習者におい
ても，証拠の持つ特性が選択に影響し，理論
と適合する証拠の全てを抽出できるわけで
はないことが明らかになった。6 年生の授業
では，探究の出発点である「問いの生成」に
焦点を当て，科学的知識の活用を重視した探
究活動を通して科学的原理・法則に基づく思
考を活性化させる介入研究，探究活動に質問
生成への介入を組み込んだ介入研究を実施
した。授業の成果を評価するにあたり，授業
とは異なる題材で問いを生成させる課題を，
事前，事後ならびに授業中の 3 回実施した。
生成された問いをテスト間で比較した結果，
どちらの介入でも，授業後に問いのレベルが
向上し，科学的原理・法則が持つ性質を理解
することにより，原理・法則に基づく科学的
思考が促進され，科学的な問いを生成できる
ようになることが示された。また，探究活動
に質問生成への介入を組み込んだ介入での
向上が，探究活動のみの介入を上回ったこと
から，質問生成に対するより直接的な支援を
付加することで，介入の効果がさらに高まる
ことが明らかになった。 
 
(2)科学的アーギュメンテーションの理解 
 科学的アーギュメントに関する認識論的
理解に焦点を当てた研究も行われ始めてい
る．我々は，この認識論的理解を，適切な科
学的アーギュメントが有する特徴の理解と
定義し，科学的アーギュメントを構成する力
の獲得を目指した実験授業において，学習者



が認識論的理解を獲得するプロセスを検討
した。実験授業では，実験を通して水溶液の
性質を明らかにする探究活動と，実験結果を
科学的アーギュメントとして記述する練習
を反復した。作成したアーギュメンテーショ
ンを学習者同士が相互に評価する場面での
発話を分析し，教授された認識論的理解が反
映された発話を抽出し，発話カテゴリーごと
の出現率や出現したカテゴリーの数を算出
した。相互評価場面間の比較を通し，デザイ
ンした実験授業により，学習者が構成する科
学的アーギュメントの質が向上しただけで
なく，科学的アーギュメントに関する認識論
的理解を深められていたことが明らかにな
った。あわせて，構成した科学的アーギュメ
ントの変化と，認識論的理解の変化とを関連
づけた事例的検討も実施した。 
 
(3)科学技術を扱うトランス・サイエンス問
題に対する思考の評価 
文献の収集を通し，先進的な指導事例や，

解決能力の測定課題と評価法に関する実証
的知見を蓄積し，指導法と評価法の体系的理
論化をはかった。科学技術を扱うトランス・
サイエンス問題に対する思考の評価方法に
ついて，主要な先行研究で用いられた評価方
法の紹介，ならびに先行研究で採用された評
価方法の比較検討結果を，それぞれ学術論文
として公表した。後者の論文は，トランス・
サイエンス問題に対する思考，具体的には，
意思決定や推論，議論を対象にし，かつ評価
フレームワークを明示した研究論文計 14 編
を対象に文献レビューを行った。用いられた
評価課題の他，思考を評価するフレームワー
クすなわち観点，指標，ルーブリックについ
て整理し，当該研究領域における現在までの
到達点と今後の課題を考察したもので，科学
教育研究に掲載された。 
続いて，先行研究のレビュー結果を元に，

トランス・サイエンス問題に対する解決策の
創出を測定する課題の日本語版を作成し，日
本の大学生を対象にした調査を実施した。調
査で取り上げたトランス・サイエンス問題は，
遺伝子治療，ヒトのクローニングであり，具
体的な個別状況を描写したシナリオを問題
領域ごとに各 3本ずつ，計 6本用意し，技術
利用への賛否やその理由などについて質問
した。回答の音声を記録してトランスクリプ
トを作成し，分析を行った。日本科学教育学
会では，大学生の思考の特徴を，推論パター
ンの観点から分析し，先行研究の知見と比較
した結果を，日本教育心理学会では，2 本の
問題シナリオに焦点化し，思考に影響する要
因とその差異を検討した結果を，それぞれ発
表した。 
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