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研究成果の概要（和文）：トランス・サイエンス問題の一種である科学技術の社会問題に焦点を当て，問題の解
決に資する知識共創型アーギュメンテーションの教師教育プログラムの開発と検証を行った。遺伝子組換えを利
用したスギ花粉症緩和米の開発をテーマに，関連する科学的知識の学習と，ベネフィットとリスクのトレードオ
フ等を踏まえた解決策の共創を目指す議論を主要な学習活動とした。成果評価では，意見対立や複数の論点を踏
まえた意思決定能力に着目し，学習者が作成した意見文を，論証構造ならびに解決策の提言の観点から比較し
た。また，小学生向けの教育プログラムによる実験授業を実施し，教師教育用のコンテンツ開発につながる各種
データを収集した。

研究成果の概要（英文）：This study aims to examine the effects of an intervention for pre-service 
teachers which enhanced students’ socio-scientific decision-making through argumentation in the 
classroom or the groups. Our intervention focused on the consensus building on the socio-scientific 
issue, the development of a genetically modified organism. In the instructional unit, students 
identified conflicts among various stakeholders' opinions and proposed solutions to resolve multiple
 conflicts. In pre- and post-tests, students were asked to construct arguments on the focal issue. 
Their arguments were explored mainly in terms of the quality of their decisions; reasoning from 
multiple perspectives and generating solutions to resolve issues. These results demonstrated that 
the instruction promoted students’ socio-scientific decision-making toward consensus building. We 
also conducted an SSI-based instruction in elementary schools to enrich contents of the pre-service 
teacher education.

研究分野： 科学教育

キーワード： 科学技術の社会問題　教師教育

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の学術的意義は次の3点である。(1)市民が持つべき科学技術リテラシーの育成を目指す問題解決型の教育
プログラムを，他領域の研究者と協力した学際的な共同研究体制で開発したこと。(2)研究期間中，複数の実証
実験を行い，量的・質的な成果評価をもとに，知見を発信する他，教育プログラムの内容を改善したこと。(3)
市民の科学リテラシーの一側面を，理論と実践の裏付けを持った指導法を伴って，具体的に提案できたこと。社
会的意義としては，(1)現実社会の問題に関する，トレードオフや対立を踏まえた社会的意思決定という，現代
社会の要請に応えられる教員を養成するプログラムを開発したこと。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通）	
１．研究開始当初の背景 
 
現代社会が直面している問題には，科学技術と社会，資源や食糧とエネルギー等，種々のト

レードオフを包含し，多様なステイクホルダー（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。こういったトランス・サイエンス問題の解決には，
トレードオフ関係を踏まえ，科学者，一般市民を含む多様なステイクホルダー（利害関係者）
が参画する公共的な討論により，社会的判断としての合意形成を諮る必要がある。従って市民
には，積極的な科学関与の姿勢に加え，科学的議論（アーギュメンテーション）を行う力，科
学技術の利点と問題点を理解し，ステイクホルダー間のコンフリクトやトレードオフを踏まえ
た意思決定を下す力が求められている。こういった市民的資質としての科学的リテラシーの育
成，ならびにその教育を担う教員の養成は，わが国の科学教育研究では未開拓な状態にある。 
国外の科学教育においては，科学・技術に関する公共的な問題(Socio- Scientific Issues; SSI)

での意思決定を科学リテラシーの不可欠な要素に含め，SSI を科学のカリキュラムに組み入れ
ることの重要性が認知されている。一方，先行研究からは，大学生や教員志望者でも，SSI に
対し，科学的根拠に基づく社会的意思決定を適切に行えない実態が示され，明示的かつ体系的
な教育が必要とされている。中学校などいくつかの教育段階で，SSI を導入した教育実践が行
われているが，実証研究の蓄積は十分ではなく，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。多様な関係者とのアーギュメンテーションを通してトランス・サイエンス問
題に対する解決策を共創する問題解決のリテラシーを，発達段階に即してどう指導していくか。
市民のための科学リテラシーの具体的内容を明確化し，それを指導できる教員を育成すること
が，日本の科学教育研究における喫緊の課題である。しかし日本の科学教育では，市民の科学
関与を促進するような教育が，これまでほとんど行われていず，学習論・教授論が確立されて
いるとは言いがたい。 
このような学術的背景を踏まえ，研究代表者らは，2014年度-2016年度基盤研究(B)（一般）

において，SSI を扱った先行研究を収集し，指導事例や科学的議論の分析例を抽出するととも
に，学習者の思考を評価した研究に焦点化して，評価法の体系化を行った。抽出された評価法
を用い，遺伝子治療が関わる SSI等を対象に，大学生の思考を調査し，一定の知見が蓄積され
た。次の課題は指導法，特に教師教育プログラムの考案である。 
科学教育において，学習者の学びを支援するのは教師である。次なる課題は，トランス・サ

イエンス問題の解決に資するアーギュメンテーションを育成できる専門的な知識と技能を有す
る教師の育成である。しかし，経験の浅い教員にとって，被教育経験を超えた教育課題に対応
することは容易ではない。教師教育の一環として，まずは知識共創型のアーギュメンテーショ
ンを通した問題解決学習に習熟させること，その中で，指導への志向性と指導技術を身につけ
させることが必要である。教育プログラムではまた，人間を合理的な思考から遠ざける様々な
要因についての心理学の知見，ならびに申請者らの以前の研究で示唆された阻害要因―知識獲
得のみを学習と見なす認識論など―を明確化し，その克服に向けた学習活動を加味すべきであ
る。そこで申請者らは，指導や評価に関する上述した予備的知見をもとに，それらを教師教育
の観点から体系化することによって，効果的な理科／科学の教師教育プログラムを新規に開発
するという発展的計画を考案するに至った。 
 
２．研究の目的 
トランス・サイエンス問題の一種である科学技術の社会問題に焦点を当て，問題の解決に資

する知識共創型アーギュメンテーションの教師教育プログラムの開発と検証を行った。 
 
３．研究の方法 
	 2017 年度は，国内外の先進的実践事例や先行研究の収集とデータベース化を通して，指導理
論・指導法を暫定的に体系化し，その成果を踏まえた教師教育用プログラムを開発し，予備的
な実験授業を実施した。開発した教育プログラムは，受講生にとって身近なトランス・サイエ
ンス問題のひとつである，遺伝子組換えを利用したスギ花粉症緩和米の開発の是非を取り上げ
た。関連する科学的知識の学習と，ベネフィットとリスクのトレードオフ等を踏まえた解決策
の共創を目指す議論を主要な学習活動としたプログラムである。教育プログラムの成果評価で
は，意見対立や複数の論点を踏まえた意思決定能力の育成に着目した。具体的には，当該の社
会問題に対する公共的な意思決定を説明した意見文を授業の前後で作成させ，視点の多角性を
含めた論証構造，ならびに解決策の提言としての質の観点から比較した。並行して，教育プロ
グラムの内容と異なる文脈で意思決定を測定する転移課題を開発し，試行した。	
	 2018 年度は，前年度に行った予備的な実験授業の成果評価をもとに，教育プログラムを改善
し，規模を拡大した本格的な実証研究を行った。また，教師教育用のコンテンツ開発につなが
る各種データを収集するため，小学生向けの教育プログラムを開発し，神戸大学附属小学校の
総合的な学習の時間（第 5学年の 2 クラス）で実験授業を実施した。	
	 2019 年度は，本格的な実験授業の成果評価を進めるとともに，前年度分の検証結果から明ら
かになった問題点をもとに，小学生向けの教育プログラムの内容を改善し，神戸大学附属小学
校の総合的な学習の時間でさらなる実験授業を実施した。	
	



４．研究成果	
（１）指導理論・指導法の体系化	
	 国内外の先進的実践事例や先行研究を収集し，指導理論や指導法の体系化を進めた。教師教
育用プログラムの授業をデザインする際の，背景理論として有望な指導理論・指導法を抽出し，
このうち，Friedrichsen，Sadler 他による教授モデルの詳細と，Presley らが提案した授業フ
レームワークの詳細を，それぞれ理科教育，科学教育の学会で発表した。 
 
（２）教師教育プログラムの開発 
	 指導理論・指導法に依拠し，Figure1 の構造を有する
教育プログラムを開発した。科学技術の社会問題として，
遺伝子組換えによるスギ花粉症緩和米の開発の是非を取
り上げた。学習者は，当該テーマを理解するための基礎
的な科学知識を学習した後，賛否の意見を比較検討し，
グループまたはクラスでのアーギュメンテーションを通
して，論点を抽出し，各論点における賛成派と反対派の
対立の解消・緩和に向けた解決策を共同で創出した。 
	 教育プログラムの詳細とデザイン指針について，国
際学会等で発表した。 
	
（３）開発した教師教育プログラムを用いた予備的実践の実施と分析	
	 予備的な実践の分析にあたっては，(a)	教育プログラムで目指した意思決定の力の獲得，(b)	
獲得した意思決定の力が，授業で扱わなかった他のトランス・サイエンス問題でも発揮される
かどうか，すなわち獲得した力の転移，(c)	教育プログラムにおける学習活動の分析，の 3 点
から検討した。	
	 まず(a)については，授業で扱ったトランス・サイエンス問題に関わる意思決定の意見文を授
業の前後で作成させ，言及された論点の数を指標とした多角的思考の観点と，論証構造ならび
に提言としての質の観点から比較した。評価のルーブリックを Table1 の左欄に示す。意見の
対立構造を踏まえ，対立の解消に向けた解決策を提案した意見文を，高次の意思決定が反映さ
れたものと定義した。分析の結果，実験授業を通して，参加者の意見文が，持論補強型の記述
からコンセンサス形成を目指した提案型の記述に変化したこと（Table1右欄参照）が明らかに
なり，多くの参加者がプログラムの教育目標を達成したことが確認された。併せて，学習活動
の中で抽出された論点への言及数が，ポストテストの意見文で増えたことから，当該テーマに
対して，より多角的な視点から思考するようになったことも示され，教育プログラムの効果を
実証できた。	

Table 1  予備実践の各テストにおける意思決定レベル	(名) 
level 定義 プレ ポスト 

1 ターゲットとする論点に関わる賛成意見または反対意見に言及している。 4 0 
2 論点に関わる賛成意見と反対意見の両方に言及している。 4 0 
3 賛成意見と反対意見の両方に言及し，限定詞や反駁，裏付けなどの論証要

素を用いて意見の正当化を行う。 

4 1 

4 コンセンサス形成を試みる。具体性を欠くが解決に向けた方向性を示す。 0 0 
5 コンセンサス形成を試みる。具体的な代替策を提案する，または賛成のため

の条件を具体的に示す。 

0 11 

（坂本美紀ら（2018）日本教育心理学会第 60 回総会発表論文集，p.135.より再構成）	

	
	 （b）教育プログラムで獲得した意思決定の力の転移について，授業で扱わなかった他のトラ
ンス・サイエンス問題に関する意思決定を記述させる課題により検討した。参加者が作成した
意見文を，上記のルーブリックに基づいて分析・比較した結果，授業の前後でレベルの向上が
認められ，意思決定の力の転移が確認された。	
	 (c) 授業の成果評価の一環として，コンセンサス形成のための提案を創出する学習活動を分
析し，ポストテストとの関連を検討した。特に，ポストテストでの遂行が振るわなかった参加
者 1 名は，当該の学習活動において，創出した提案の数や質の点で，達成が十分でなかったこ
とが明らかになり，カリキュラム改善への示唆を得ることが出来た。 
	
（４）開発した教師教育プログラムを用いた本格的実証研究の実施と分析	
	 小学校教員養成の授業において，規模を拡大した本格的実証研究を実施した。この実験授業
の分析にあたっても，(a) 教育プログラムで目指した意思決定の力の獲得，(b) 獲得した意思決
定の力の転移，(c) 教育プログラムにおける学習活動の分析，の3点から検討した。今回は，複
数の視点・論点を俯瞰した意思決定に焦点を当て，Table2に示すルーブリックを用いて，意思
決定のレベルを評価した。分析の結果，(a)においては，プレテストでは8割以上の意見文が持
論補強型の記述であったのに対し，ポストテストでは，約半数が，１つないし複数の論点にお

Figure	1	教育プログラムの概要	



ける対立を解消するための提案を記述することができた（49名中12名と15名）。論理構造の点
では，自身の賛否と対立する意見に言及する際に記述した論点の数が，プレからポストにかけ
て増加したことも明らかになった。教育プログラムにより，参加者は，意見対立や複数の論点
を踏まえた意思決定の力を獲得することができたといえる。	
	

Table 2 本実践における意思決定の各レベルの定義 
level 定義 

1 ターゲットとする論点に関わる賛成意見または反対意見に言及している。 
2 論点に関わる賛成意見と反対意見の両方に言及している。 
3 コンセンサス形成を試みる。具体性を欠くが解決に向けた方向性を示す。 
4 コンセンサス形成を試みる。1つの論点について，具体的な代替策を提案する，また

は賛成のための条件を具体的に示す。 
5 コンセンサス形成を試みる。複数の論点について，具体的な代替策を提案する，また

は賛成のための条件を具体的に示す。 
（坂本美紀ら（2019）日本教育心理学会第 61 回総会発表論文集，p.178.より転載）	

	
  (b)においても同様に，授業の前後で，意思決定レベルの有意な向上が認められた（Table3
参照）。ただし転移課題の場合は，提案型の意⾒⽂の割合は，半数に届かず，意思決定の力が十
分に転移したとは言えない結果となった。これが，転移課題で扱ったトランス・サイエンス問
題の性質によるものか，あるいは教育プログラムに改善の余地があるのかについては，今後の
検討が必要である。なお，(c)に関しては，予備的実践と同様，コンセンサス形成のための提言
を作成する学習活動でのワークシートを分析し，各論点で作成された解決策の数などを集計し
た。分析結果は，現時点では未発表である。 
	

Table3 転移課題における意思決定レベル	(名)	

level 1 2 3 4 5 
プレテスト 3 33 7 7 2 
ポストテスト 0 21 10 6 15 

（若林和也・都倉さゆり・山口悦司・坂本美紀ほか（2018）	

『日本科学教育学会研究会研究報告』第33巻，第3号，pp.25-28.より転載）	

	
（５）教師教育用のコンテンツ開発につながる各種データの収集	
	 小学生向けの教育プログラムでも，遺伝子組換えによるスギ花粉症緩和米の開発の是非を取
り上げた。当該テーマを理解するための基礎的な科学知識を学習した後，賛否の意見 4 種類ず
つを比較検討して，環境，経済，人（治療など）の 3 つの論点を抽出し，対立の解消・緩和に
向けた解決策の共創と評価に取り組ませた。介入に先立ち，意見対立を踏まえた意思決定能力
についての，小学 5 年生におけるベースラインを調査した。その結果，特別な介入を受けてい
ない段階では，自身の意見の根拠となる情報に加えて，対立する意見に関わる情報にも言及し，
意思決定の意見文を記述できる児童は少数にとどまること，意見対立の解消を目指した提言を
自発的に記述した児童はいなかったことが明らかになった。	

	 小学生向け教育プログラムを用いた実験授業で得られたデータは，(a)意思決定の力の獲得，

(b)	獲得した力の転移，(c)学習活動の分析，(d)学習成果の可搬性，の 4点から検討した。	

	

Table 4 小学生向けプログラムにおける各テストでの意思決定レベル (名) 

level 0 1 2 3 4 5 
プレテスト	 2 37 15 0 2 5 
ポストテスト	 0 0 1 0 17 42 
（都倉さゆり・山口悦司・（3名省略）・坂本美紀（2020）	

『日本科学教育学会研究会研究報告』第34巻，第5号，pp. 61-64.より転載）	
	

	 (a)の分析に際しては，児童の回答の実態を鑑み，Table	2 のルーブリックに「レベル 0＝賛

否の主張のみ，正当化なし」を加えた 6レベルで評定を行った。評定結果を Table	4 に示す。

教育プログラムによって，小学生の意見文が，持論補強型の記述から対立の解消を目指した提

案型のものに変化したこと，特にポストテストでは，ほとんどの参加者が提案を記述できただ

けでなく，複数の論点を考慮した提案が多く生成されたことが明らかになった。また，	対立意

見に言及する際に記述された論点の数が，ポストテストでは有意に増加していた。これより，



適切な介入があれば，小学生であっても，複数論点を考慮した意思決定や，対立の解消・緩和

を目指した解決策の共創など，問題の解決に資するリテラシーを獲得できることが示された。 
	 (c)については，意見の対立の解消・緩和に向けた解決策をグループで議論する活動に焦点を
当て，解決策の考案と評価に関わる議論（アーギュメンテーション）の進行を，発話の分析に
より検討した。論点ごとに解決策を考案した計 3 回の授業における，4 名からなるグループ活
動のビデオ記録 2 グループ分の発話トランスクリプトを対象に，解決策の考案に関わる発話，
賛否の意見への言及，学習進行に関わる発話，学習無関連発話，その他の 5カテゴリー（Table 
5参照）を設定して，発話のタイプを分類した。 
 

Table 5 発話の分類カテゴリーと実例 

	
（坂本美紀ほか（2019）日本科学教育学会第 43 回年会論文集，p.646-647.より転載） 

 
	 各カテゴリーに該当する発話の出現数を，授業回ごとに集計した。解決策を考える授業の1
回目では，他の授業に比べ，「学習の進行に関わる発話」と「その他」が多かった。それに対し，
授業2回目は「解決策の考案に関わる発話」が，3回目は「賛否の意見への言及」と「学習に関
連しない発話」が，有意に多くなった。授業1回目から2回目にかけての，解決策の考案に関わ
る発話の増加は，対立の解消・緩和に向けた解決策を考え，賛成派や反対派の立場からその解
決策を評価する活動に，児童がある程度習熟したことによると考えられる。しかしながら，3
回目の授業で扱った論点では，例えば，花粉症緩和米の副作用に関わる対立や，開発停止と治
療ニーズへの対応との対立の解消が，小学生には困難であり，その困難を表明した発話が多く
観察された。その結果，意見の内容を確認する発話が増えたほか，私語などの学習に無関連な
発話の比率が高くなったと考えられる。この発話分析より，意見対立を踏まえた解決策の考案
は，小学5年生にも可能ではあるものの，論点の内容によっては，グループ議論に対する足場
掛けが必要であることが示唆された。 
	 これらの検証結果から示された問題点を踏まえて開発した，改善版プログラムによる成果に
ついては，現在，収集したデータの分析と発表準備を進めている。2 回の実践より，科学技術
の社会問題に対する解決策の共創を，小学校段階から教育する上での課題や困難について，様々
な知見が得られつつある。今後は，これらを元に，教師教育プログラムのコンテンツを充実さ
せていく。	
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