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日本の理科教育における予想と実験を中心とした教授法の系譜
−概念変化研究の知見に基づいて−
大学発教育支援コンソーシアム推進機構
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The History of Prediction and Experiment Instruction in Japan
―An analysis on based on Conceptual Change Research―
Moegi SAITO
The goal of this paper is to clarify conditions of learning environment that support learners to change their folk knowledge
into scientific understanding. This research is a prerequisite for presenting a model of successful intentional conceptual
change in the classroom. To achieve this goal, this paper examines arguments of Heiji Oikawa and Isaburo Kanbe. They
assumed that predicting the outcome of experiments before experiments is useful for learnersʼ successful conceptual change.
Comparing their ideas with knowledge from research on conceptual change, this paper has revealed that cumulative and
collaborative processes of prediction-experiment can meet the conditions necessary for fostering conceptual change of
learners.
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1 ．課題の設定
本研究の目的は，教室において学習者 1 人ひとりの
科学的概念形成を効果的に促進する学習環境デザイン
の条件を明らかにすることである。
日本において，科学的概念を教えることの重要性が
指摘されて久しい。明治30年代，小学校理科教育の指
導的立場にあった棚橋源太郎は，その著書においてす
でに，
「いつでも理科教授の帰着点は概念でなければな
らぬ」と述べ，
「個々の事実に関する知識」だけでなく，
「幾多同類の事実に通じている概念，すなわち理法に関

する知識」の教育の重要性を主張していた 。しかし近
年にいたっても教室において科学的概念を教えること
2）
は，教師にとって困難な課題であり続けている 。学習
者の実態に関するClementの調査（1982）でも，大学の
理工学部 1 年生に，ニュートン力学の力の概念を身に
つけていれば正しく答えられるはずの＜落下物に働く
力＞や＜振り子に働く力＞を正しくとらえられない学
3）
生が少なくないことが明らかになっている 。
このような状況をふまえ，現在求められているの
は，教室における個々の学習者の学習の実態に即して
自然科学の各領域についての概念の教育を効果的に達
成させるための教授方略の具体像を明らかにすること
であろう。これまで，科学的概念の形成のための教授
方略については多くの提案と実践報告がなされてい
4）
5）
る。新奇な事例の提示 ，予想の出し合いや討論 ア
6）
ナロジーの提示 ，コンセプトマッピングやビジュア
7）
ライゼーションツールの活用 などその例は様々であ
る。しかし，教授方略の効果を実験的に検証すること
は非常に難しい。学習者の認知過程には，実験条件下
での教授的働きかけ以外の社会文化的文脈からの入力
が不可避に作用しており，教授方略のみの効果をはか
ることは困難である。そこで重要なのは，科学的概念
の形成には複雑で長期的な教授方略が必要だというこ
とを踏まえたうえで，ある教授方略に基づいてある科
学的概念の形成を目指して行われる具体的な実践の事
1）
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ない学習」と対比される，発達や学習に伴う知識構造
例において， 1 人ひとりの学習者の認知過程を詳細に
の変化の過程を「概念変化」と定義し，そのメカニズ
明らかにする研究であろう。ある実践に共に参加する
ムについて様々な知見を蓄積してきた。認知科学にお
集団を基本的分析単位としながら，活動に従事する
個々の学習者の学習過程を明らかにすることにより， ける概念変化研究の歴史を概観したdiSessa（2006）に
よれば，これらの研究は，Piagetによる発生的認識論
教室のような社会的学習環境における教授方略の具体
（genetic epistemology）の研究とKuhnによる科学史に
的なポイントを探っていくことが可能になると考えら
おける理論変化の研究の影響を受けて始まったもので
れる。
8）
あるという 。
日本では，教室において科学的概念を教える方略の
研究は，これまで教師を中心とした授業改善のための
概 念 変 化 研 究 に 関 す る 現 時 点 で の 成 果 は，
草の根的運動として行われてきた。日本の教師たちの
Vosniadou（2008）編のハンドブックにおさめられて
9）
間には，伝統的に，授業の具体的な進め方および授業
いる 。それらの成果が共通に示す知見は，第 1 に概
における教師と子どもたちのやりとりや子どもたちの
念変化は人間の社会的な成長の過程で自然に生じるも
書いたものなどを記録し，教授法の改善や授業の評価
のだということである。体系的な教授の有無にかかわ
に生かそうとする取り組みがある。これらの教授法研
らず人は物質世界について自分なりの概念を作り，作
究と授業記録の蓄積は，実際の授業の場における個々
り変えながら生きている。
の学習者の認知過程を分析するための素材として活用
た と え ば，Ioannides&Vosiniadou（1993） は， 幼 稚
することができる。日本の場合，科学的概念の形成を
園児，10歳児，12歳児の場合で，力と運動についてど
目指した教授法や授業記録の例は，戦前から存在す
のような概念を持っているかを調査した。その結果，
る。しかしこれらの成果の体系的，理論的な分析はま
幼稚園児では「その物体が運動しているかどうかに関
だあまり行われたことがない。
係なく重い物体には力が内在している」とみなす「力
一方，発達心理学や認知科学の分野では1980年代以
の内在説（internal force）」を使っている割合が多く，
降概念変化研究と呼ばれる領域が発展してきた。概念
10歳児では「物体には運動していなくても力が内在し
変化とは，単一の知識や技能の獲得と対比される発達
ているが，物体が運動している場合はそれに加えて更
及び学習の過程であり，知識構造の変化の過程であ
に力が獲得されている」とみなす「力の内在＋運動に
る。概念変化研究では，この知識構造の変化のメカニ
よる力の獲得説（internal force & acquired force）」を使
ズムや，変化が生じる条件などについて知見を蓄積し
う割合が多く，12歳児になると「運動している物体だ
てきた。自然科学の原理や法則の学習も，目に見えな
けに力が獲得されている」とみなす「運動による力
い自然のしくみについての構造的な知識を学習者が有
の獲得説（acquired force）」を使う割合が増えること
10）
意味のうちに取り入れ，知識を再構造化することを要
を明らかにした 。また，幼児の自然認識に注目した
11）
12）
請する点で概念変化の過程とみなすことができる。そ
Carey（1985） やInagaki&Hatano（2002） によれば，
こで，この概念変化研究の知見は，科学的概念の学習
就学前の幼児でも「生物」や「動物」，「植物」などに
を分析する際に有益であろう。
ついて自分なりの概念を持っている。概念を構成し，
以上より，本稿では，日本の理科教育における科学
それに基づいて物質世界を認識する能力は発達のかな
的概念形成のための教授法研究の蓄積と，概念変化研
り初期段階から存在しており，したがって人間は学校
究において明らかになってきた概念変化を達成するた
などで自然科学の体系的な教授を受ける前から「白紙
めの認知的条件との比較検討を行う。それにより，学 （tabra rasa）
」の状態ではない。
習過程の分析の素材として適当な実践の条件を明らか
しかし，概念変化研究にはもう 1 つの重要な知見が
にするとともに，概念変化研究に実践的知見を付け加
ある。それは，既にその領域についての経験や知識を
えることを目指す。
比較的豊富に持っている場合でも，ある種の領域で
は，現在科学的に正しいとされている概念と異なる概
2 ．自発的な概念変化と教授に基づく意図的な概念変化
念（誤概念）を持っている例が少なくないということ
である。誤概念の研究は，科学教育や発達心理学など
認知科学の分野では，1980年代ごろから「概念変化
の分野で多くの研究者によって盛んに行われた。その
研究」と呼ばれる領域が発達してきた。この領域で
結果，誤概念は様々な具体的事例の解釈に広く影響し
は，技能の獲得や事実の認識といった「あまり問題の
ており，また非常に強固で教室での講義によってもそ

日本の理科教育における予想と実験を中心とした教授法の系譜

461

う簡単には変化しないということも示された 。特に
認知的不調和は，自分の既有の知識や考えの状態を
物理，化学，天文学，数学のように目に見えない物事
意識し，それとの比較において新しい事実や情報に出
の仕組みや関係をとらえる学問領域においては，学校
会うとき，驚き（surprise），困惑（perplexity）
，協調
17）
で関連領域についての授業を受けた学生でも，かな
欠如感（discoordination）として自覚される 。認知的
りの割合で誤概念を持っていることが明らかになっ
不調和が自覚されたとき，人はその不調和を解決する
た。代表的なものは大学の理工学部 1 年生を対象にし
ための学習へと動機づけられる。不調和の自覚は，必
ずしも，ものの見方や考え方の変化を伴う学習（概念
たClementの調査（1982，1983）であり，振り子，投
変化）につながるわけではないけれども，認知的不調
げ上げたコインの落下，周回するロケットといった事
和が自覚されなければ，学習者が概念変化を生じさせ
例において「動き続ける物体には力がかかり続けてい
るための理解活動に従事することはない。その意味で
る」という誤概念に基づいているとみなせる誤答が多
14）
（ 1 ）は，学習者を概念変化へと動機づけるための条
くみられたという 。
こ の よ う な 研 究 成 果 を ふ ま え，Hatano＆Inagaki
件であるということができる。
（1996）は，概念変化を 2 種類に区別してとらえるこ
ただし，学習者が理解活動に従事しているとして
15）
も，既有の知識を科学的概念へと再体制化するために
とを提案した 。 1 つは学校などでの体系的な教授な
必要なパーツを自身で持っていなければ，科学的概念
しに生じる「自発的な概念変化」である。学校などで
への概念変化が達成されることはない。パーツの持ち
の教授を含む社会文化的要因は自発的概念変化に対し
方としては， 1 つには目指す科学的概念の重要な構成
て影響はするけれども，必要条件ではない。もう 1 つ
は，教授に基づく「意図的な概念変化」であり，自然
要素となる新しい概念を持っている場合が考えられ
科学の基本的な原理や概念を理解することによる知識
る。たとえば，「動植物の進化」の概念を獲得させた
の再構造化は，このような形の概念変化として生じ
い時に「種」の概念を持っているような場合が想定さ
る。したがって，自然科学の概念を獲得するための教
れる。もう 1 つには，目指す科学的概念と構造のよく
育においては，学習者が自発的な概念変化の結果とし
似た別の領域の概念を持っているといった場合が考え
て達成することが難しい科学的概念への概念変化を， られる。たとえば「電流」の概念を獲得させたいとき
どのように援助するかが焦点となる。学習者は 1 人ひ
に「水流」の概念を持っているような場合がありうる。
前者の場合であれば，その新しい概念を核として知識
とりが物質世界についての自分なりの概念を持ってお
の再体制化が促されるであろうし，後者の場合であれ
り，さらにその概念を獲得した経験や知識に応じて変
ば，その別の領域の概念からの類推で知識の再体制化
化させていくことのできる存在なのだということを踏
が促されるであろう。そのどちらであれ，教授に基づ
まえたうえで，学習者 1 人ひとりが科学的な概念への
いて科学的概念への概念変化を達成するには，概念変
概念変化を達成するための教授方略を研究することが
化の指針となる新しい概念を持っている必要があると
必要なのである。
考えられるのである。
したがって科学的概念への概念変化を支援するため
3 ．教授に基づく意図的な概念変化のための認知的条
には，認知的不調和の自覚を促すことと，既有の知識
件と教授方略
構造の中に再体制化に必要な新しい概念が存在するよ
うに支援するという 2 つのはたらきかけが必要という
概念変化研究の成果を教授の観点から展望した波多
ことになる。
野＆稲垣（2006）は，教授に基づく意図的な概念変化
従来，認知的不調和の喚起には「学習者の既有概念
を可能にするための認知的条件を以下の 2 つにまとめ
16）
と矛盾すると考えられる事例の提示」という方略が多
ている 。
くとられてきた。具体的には，実験事実やデータを提
示して，学習者が既有概念と提示された事実の矛盾を
（ 1 ）学習者が，自分の持つ知識のうちに不整合があるこ
発見するように仕向ける方略である。しかし前掲の波
と（認知的不調和）を自覚すること
（ 2 ）学習者が，既有の知識構造の中に，再体制化に必要
多野＆稲垣（2006）やClement（2008）が指摘するよ
な新しい概念，言い換えれば不整合を修復するのに必要
うに，矛盾事例の提示という方略は，少なくともそれ
な新しい概念を，何らかの形で持っていること
だけでは概念変化への十分な動機づけを引き起こせな
表 1 教授に基づく意図的な概念変化のための認知的条件
い場合も多い。教授者が学習者の概念と矛盾する（は
13）
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することを通して，別の知識構造の中に存在していた
ずの）事例を提示しても，学習者は教授者の意図通り
矛盾を自覚せず，事例を無視する，否定するなどの 「原子・分子」という概念を「物質の状態変化」に関
18）
する知識構造の中に位置づけ，知識の再体制化の核と
様々な対応をとることがある 。
して機能させることによって，「物質の状態変化」に
不調和喚起の方略に注目した研究では，このような
ついての概念をうまく変化させていったと考えられ
失敗の原因を，提示する事例の数の少なさや「誤概
19）
20）
る。
念」の強固さ ，生徒の学習態度 などに求めてきた。
Brown（1992）は，普通のテーブルの上におかれた
しかし，以下のような対話研究の知見を参照すれば，
本に働く力を科学的概念に基づいて説明できるように
失敗の原因は，矛盾事例の提示に際して，学習者自身
なるための学習の過程で，柔らかい板の上やスポンジ
が既有の知識や考えの状態を意識する機会が十分にな
の上に置かれた本にはたらく力について「口に出して
かったためとも考えられる。
説明してみる」ことを通して，テーブルの事例でも科
前述のように，認知的不調和は，新しい事実や情報
学的に正しい「作用・反作用」の概念に即した説明を
を自分の既有の知識や考えと比較した結果生じる感覚
23）
行うことが可能になることを示している 。この事例
である。そこで認知的不調和を自覚するには学習者が
既有の知識や考えの状態を意識し，それとの比較にお
の場合は，スポンジや柔らかい板のように，本を押し
いて新しい事実や情報に向かうことが必要と言える。 返していることが感覚的にわかりやすい場面における
Miyake（1986）によれば，自分の考えの実態を意識
力のはたらきから類推することによって，知識の再体
するには，他人に説明してみる活動が有効であるとい
制化が促されたとみなすことができる。
21）
う 。Miyakeの研究では，「ミシンはなぜ縫えるか？」
Miyake，Hatano&Inagaki，Brownの事例は，いずれ
も，課題探究の過程で現在の学習者自身の理解を言語
という問題を解決するための対話を分析している。こ
化するというはたらきかけによって，教授に基づく意
の問題は知識構造の変化を伴う学習を要請する点で，
図的な概念変化を可能にするための 2 つの認知的条件
自然科学の原理や法則の学習に類するものと考えられ
る。分析の中では，「自分はミシンの仕組みをよくわ
を満たす状況をつくりだしていると言えよう。日本の
かっている」と考えている被験者が相手に説明するこ
理科教育の場合，課題の探究は，実験や観察から見出
とで知識の不十分さに気づいたこと，また，はじめに
される事象の特徴，更には法則や考え方の探究として
課題について知識を持たなかった人の場合も「こうな
行われる場合が多い。そこで，課題の探究の過程に学
んじゃないか」と予想を述べたりすることが理解を次
習者が自分の現在の知識を言語化して表明する機会を
のレベルに進めるきっかけになっていたことが明らか
設けるための 1 つの方法としては，書く，話す，選
にされている。これによれば，学習者があらかじめ自
択肢から選ぶなどの形で実験や観察の結果を「予想」
分の現在の知識や考えを書く，話す，選択肢から選ぶ
させ，それを出し合うという方法がありそうである。
などで表明する機会を設け，そのうえで新しい事実や
「予想」というかたちで，自らの既有知識を課題に即
情報を提示するような教授方略が，認知的不調和の自
して言語化したうえで，他者の意見や実験事実として
覚に有効であると考えられるのである。
提示された新しい情報に出会うことで，認知的不調和
また，自分の考えを言語化するという活動は，既有
の自覚が促される。また既有知識を課題に即して言語
の知識構造の中に再体制化に必要な新しい概念が存在
化する過程では，既習事項や他領域の概念を参照する
する状態を作りだすのにも有効であるという議論もあ
ことが要請され，知識を科学的概念へと再体制化する
る。Hatano＆Inagaki（2003）は，小学生の理科の授業
ために必要なパーツを，既有の知識構造の中に位置づ
において「物質の状態変化」について学習する過程で，
けることが可能になると考えられる。次節では，日本
「原子・分子」の概念を使って自分の考えをクラスメ
の理科教育に視点を移し，科学的概念を教えるための
イトに説明してみることを繰り返すことで，概念変化
授業における「予想」の重要性を主張した 2 つの議論
22）
が促された事例を紹介している 。「原子・分子」の
を参照し，予想‐実験という教授方略と 2 つの認知的
条件の関係について更に検討を行う。
言葉は，「物質の状態変化」の学習以前に，質量保存
則についての学習の過程で教師によってヒントとして
提示されたものであり，目指す「物質の状態変化」と
いう科学的概念の重要な構成要素でもある。この事例
の学習者たちは，課題についての自分の考えを言語化
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4 ．「予想」と科学的概念の形成−日本の理科教育史
の中で−
Ａ．神戸伊三郎「新学習過程」における「結論の予想」
概念変化のための認知的条件（ 1 ）と関連する「動
機づけ」への着目から，理科教育における「予想」の
意義を論じている例が，大正期の理科教育論に見出せ
る。奈良女子高等師範学校附属小学校教諭兼訓導神戸
伊三郎の「新学習過程」である。神戸は1922年に，著
書『学習本位理科の新指導法』において「理科学習指
導の最も適切なる順序方法」として，以下のような 5
つの段階からなる一連の学習過程，「新学習過程」を
24）
提案した 。
第一段
第二段
第三段
第四段
第五段

疑問
仮定
計画
遂行
批判

図１

問題の構成
結論の予想
解決方法の工夫
観察，実験，考察，解決
検証，発表，討議

神戸伊三郎の「新学習過程」

この五段階のうち神戸が最も重要視したのは，「仮
定 結論の予想」であった。同書において神戸は，
「学習を遂行せんとする動機にはいろいろあるが，そ
の中で最も内的刺激の主となるものは，結果の予想の
閃きであります。結論の予想の閃きが見えた時に，学
習の動機は最高潮に達します」と述べ，学習の動機づ
けとしての予想の意義を強調している。
ただし，神戸の論じる予想の意義は，単に子どもた
ちの学習への興味関心を喚起するという心情レベルで
の動機づけにとどまってはいない。1923年に発表した
「独創工夫の精神発揮と結論の予想」では，「空気の成
分」を事例とし，「新学習過程」に基づく指導手順に
即して，理科の学習における児童の予想の位置づけを
説明している。以下に「結論の予想」にあたる部分を
引用する（引用は現代仮名遣いに直し，句読点等を
25）
補った。下線は引用者） 。
「今日も火の研究だ。此の中で火を燃やして見る
（原文ママ）」と言って，あらかじめ広口瓶に捕集し
ておいた酸素中においてろうそくを燃やして見せ
る。空気中で燃やした場合と比較せしめる。「アッ，
よく燃えるな。あの中には空気と違った気体が入れ
てあるに違いない」と児童は思う。普通と違った現
象を見て，何とも思わぬ児童はない。「アッ，空気

463

と違った気体が入れてあるに違いない」と思う，そ
れが，児童の脳裏に湧いてきた結論の予想である。
これが大いに学習欲をそそる。「先生!もう一度燃や
して見せてください」児童は一度では満足しない。
そこで空気中で燃えがたき鉄を燃やす。
空気と酸素の燃える程度を比較して，その思い付き
を発表せしめる。
私は新理科指導上，この仕事を大事のものとしてい
る。私がこの教材を取り扱った経験によると，この
思い付きは次の二種しかでなかった。
（一）空気の根源はたぶん酸素であろう
（二）空気は酸素と何か酸素を助けない気体とが混
合しているのであろう
前の方の意味はよく質して見た結果，空気のもと
は酸素であって，その酸素がよごれるかどうかし
て，又は古くなって空気のように助燃力の弱いもの
になったのであろうというのであった。これも思い
付きとしては無理もないことであるから大に尊重す
る。独創工夫の第一線はここにあると思うからであ
る。
結論の予想がついたならば，実験法の工夫に移
る。
…（中略）…
少なくとも 1 つの問題にはなんらかの内容がなく
てはならぬ。酸素の色はいかに，味は？臭いは？な
どの内容がなくてはならぬ。更に進んで，酸素の性
質を問題とする以上，これを既知の空気などと比較
して，異同を問題としているのでなければならぬ。
酸素は空気とどれだけの差ありや，たぶん似ている
のであろうとか，たぶん違っているのであろう，と
かの結論の予想を含んでいるものでなければなら
ぬ。
上の例において神戸は，「普通と違った」，新奇な事
象に出会った驚きを言葉にしたものを「予想」と呼ん
でいる。「驚き（surprise）」が認知的不調和の一種で
あることをふまえると，神戸における予想とは，第一
に認知的不調和の自覚を言語化したものであるとみな
すことができる。更に，言語化された気づきから空気
と酸素の性質の違いに対する具体的な探究課題へと焦
点を絞っていく指導の様子からは，「予想」は自覚さ
れた認知的不調和を解消するための学習の方向性を整
理する機能も担わされていると考えられる。「予想が
生まれた時に問題の内容が明瞭となり，探究の目的が
確立する」と神戸はいう。新しい事実や情報を自分の
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動的教育法』に即して及川の科学的概念獲得のプロセ
既有の知識や考えと比較した結果を言語化して探究す
28）
スを図示すれば以下の通りである 。
べき内容を明らかにし，学習の到達点のイメージを描
くものとして「予想」が位置づけられているのである。
「新学習過程」における「予想」は探究の課題を自ら
（ 1 ）固体に熱を加える →熱くなった，膨張した
の既有知識との関係において明確に把握させるための
↓
活動ともいうことができるだろう。また，このような
（ 2 ）液体に熱を加えて予断の態度をとる
→熱くなるだろうか，膨張するだろうか
「予想」を「発表せしめる」ことは， 1 つの事象につ
膨張しないだろうか
いて同等に妥当そうないくつかの考えに出会わされる
↓
状況を準備し，学習者に困惑（perplexity）というタ
（ 3 ）液体は →熱くなった，膨張した
イプの認知的不調和を自覚させる可能性もある。
↓
神戸は自身の著書や発表論文で「新学習過程」につ
この結果により予断の行動に変更を生じる
いて繰り返し論じ，教授の具体例をも数多く提示し
26）
→熱くなった，膨張した（承認）
た 。神戸が「新学習過程」の定式化を試みたのは，
膨張しない（排斥）
理科の学習を児童生徒本位のものに組織しなおそうと
↓
いう問題意識からであった。「教師の持っている概念
（ 4 ）気体に熱を加えて，また予断の態度をとる
の授与…概念の詰め込みを避け」，「児童の自働性を
図 2 『分団式各科動的教育法』における概念獲得
利用し」，「個性を重んずるところの指導」によって，
のプロセス
「児童の持っている科学的心性の萌芽を生長」させる
ことを目指して理科を教えようと彼は考えていた。そ
のため，神戸の議論は学習者 1 人ひとりがあらかじめ
はじめに学習者は「固体に熱を加える」と，「熱く
なった，膨張した」という経験を持っている。次に
持っている概念を問題に即した「予想」のかたちで引
き出すことを出発点とし，観察，実験の方向性を定 「液体に熱を加えて予断の態度をとる」と，「熱くな
るだろうか，膨張するだろうか，膨張しないだろう
め，実際の観察，実験を経て吟味しながら深めていく
か」という仮定が得られる。そして「液体は」，「熱く
という概念変化の過程として理科の教育をとらえる視
なった」，「膨張した」という新しい経験により，「予
点を含んでいたのだと考えられる。
断の行動に変更を生ず」。すなわち「熱くなった，膨
張した」という仮定が承認され，「膨張しない」とい
Ｂ．及川平治『分団式各科動的教育法』における「予
う仮定が排斥されたことが認識されることで，来るべ
断」
き「気体に熱を加えて，また予断の態度をとる」際に，
次に，教授に基づく意図的な概念変化を可能にする
得られる予測の内容が変わることになる。このように
ための認知的条件の（ 2 ），「学習者が，既有の知識構
して「固体についての具体的経験は漸次，増補訂正せ
造の中に，再体制化に必要な新しい概念，言い換えれ
られて，ついに物は熱によって膨張すという法則に至
ば不整合を修復するのに必要な新しい概念を，何らか
るのである」と及川は述べている。
の形で持っていること」に関して「予想」の意義を論
具体的経験から得られた概念を出発点とし，それを
じている例を見てみよう。明石女子師範学校付属小学
新しい問題状況に「応用」して自分なりの新しい概念
校長及川平治の『分団式各科動的教育法』（1915）で
を「予断」として見出し，それを持って新しい経験を
ある。これは日本の理科教育において，「予想」の意
得る，このような活動の積み重ねを通して，概念は，
義について論じたもっとも古い例の 1 つである。及川
承認されたり排斥されたりすることを繰り返し，「一
はこの本の「学習動機論」において，学習者の科学的
体となり，次第に明晰になる」。これが及川の構想す
概念獲得を「不易の仮定及実験の過程」と表現してい
27）
る概念の認知過程なのである。
る 。
以上のような及川の議論には，科学的概念の獲得を
及川は概念の獲得の過程を， 1 つの経験から得られ
単一の知識の獲得の過程ではなく，知識を再構造化す
た概念が「次第に加除されて成長する」過程と表現し
る過程，すなわち概念変化の過程とみなす視点が存在
た。具体的には，「ものは熱によって膨張する」とい
している。この過程において「予断」は，過去の経験
う概念を例に， 1 つの経験から得た知識が核となって
から得られた知識から，新しい経験を説明しそうな概
概念の獲得に至る過程を説明している。『分団式各科
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に即して言語化するという活動は，学習者が自分自身
の既有の知識や考えの状態を意識し，認知的不調和を
自覚することを促すことによって「探究の課題」を明
確化するとともに，既有の知識構造の中に再体制化に
必要な新しい概念を見出して現在の課題とつなぎ，そ
の概念を豊かにしながら知識の再体制化を引き起こし
ていくプロセスと考えることができる。今後，教室に
おいて学習者 1 人ひとりの科学的概念形成を効果的に
促進する学習環境デザインの条件を明らかにするとい
う目的のためには，予想−実験の系譜に位置する実践
を対象に，教室における概念変化の実態を学習者の理
解過程に即して検討することが必要であろう。
この課題に取り組むにあたり，分析対象とする実践
の選択と分析枠組みの設定が重要な課題となる。まず
対象とする実践について述べると，日本における予想
−実験の系譜に位置する実践として，もっとも典型的
なのは1963年に板倉聖宣によって提唱された「仮説実
験授業」であろう。仮説実験授業は 1 つの科学的概念
を主題とする一連の実験について結果を予想し，その
予想を出し合ったあとで実験結果を明らかにするとい
5 ．結論と課題
う活動を繰り返して，学習者の科学的概念形成を効
30）
果的に促進しようとする理論である 。仮説実験授業
以上，本稿では，神戸伊三郎と及川平治による科学
が概念変化に対する高い効果を持つことは，Hatano＆
的概念形成のための教授法理論と，概念変化研究が明
Inagaki（1991），Miyake（2008）などによって明らか
31）
らかにしてきた概念変化を達成するための認知的条件
にされており ，実践記録の蓄積も豊富であるが，一
とを比較検討することにより，予想−実験を中心とし
連の授業における学習者の理解深化の過程を継続的に
32）
た学習環境デザインに，学習者の概念を科学的なもの
追う研究は少ない 。クラスを基本的分析単位としな
へと変化させるための 2 つの認知的条件を満たすため
がら，活動に従事する個々の学習者の学習過程に着目
した分析を行うことによって，教室という社会的な学
の仕組みが用意されていると見なせることを指摘し
習の場で科学的概念の形成を目指して行われる実践に
た。
おける学習者の概念変化の様相を描きだすことが可能
神戸と及川は，児童本位の教育への志向と関連して
であろう。
学習者の認知過程に着目し，学習者を主体的で能動的
分析枠組みとしては，複数の参加者が共有する課題
な存在とみなしていた。これは，学習者を，体系的な
の解決に取り組む協調的な学習場面における理解深化
教授を受ける前から物質世界について自分なりの概念
の仕組みを説明する「建設的相互作用」を活用する可
を構成しており，さらに獲得した経験や知識に応じて
33）
能性がある 。教室のような社会的な場で，予想−実
その概念を変化させていくことのできる有能な存在で
あるとみなす概念変化研究の視点と共通していた。
験の活動を繰り返し行うという学習環境においては，
また，神戸は学習者を概念変化へと動機づけるとい
他者と考えを出し合うという相互作用的な活動を通し
う観点から，及川は再体制化の核となる新しい概念を
て 1 人ひとりの認知的過程が進行すると考えられる。
引き出して言語化するという観点から予想‐実験を中
そこで他者との相互作用の過程で，概念変化を可能に
心としたはたらきかけの重要性を議論していた。これ
するための認知的条件がどのように満たされていくの
は，概念変化研究において提示された教授に基づく意
かに着目した分析が必要であろう。今後，先行研究の
図的な概念変化を可能にするための 2 つの認知的条件
知見と授業記録の比較検討を進め，二者間や少人数グ
と重なる観点であった。神戸と及川の議論によれば， ループでの対話の場面を対象として論じられてきた
1 人ひとりの既有概念を「予想」というかたちで課題 「建設的相互作用」が，教室においてどのように機能

念をみいだし，それを核として新しい概念を仮定とし
て言語化する機会として位置づけられている。新しい
経験から得られた知識が加除されると，「予断」の際
に引き出される概念は次第に変化する。それに伴い仮
定として言語化される概念も変化するというかたち
で概念が変化していくと考えられている。すなわち，
「不易の仮定及実験の過程」においては，既有の知識
構造の中に見出された再体制化に必要な概念をとらえ
なおしながら，その概念を核として，新しい概念が
「成長」していくと考えることができる。
近代教育学における認識論の系譜に着目した小野
（2007）によれば，及川の科学的概念の学習について
の議論はJ. Deweyによる『How We Think』初版の内容
29）
を踏襲したものであるという 。及川もまた，学習者
（及川は「児童」と呼んでいる）の動機と学習の過程
に注目し，進歩主義教育の思想に基づき，「児童の部
面より教育法を組織」つまり教授方略を学習者の認知
過程の実態に即してとらえなおすという問題意識から
この議論を展開したのである。
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するかを想定し，分析を進める予定である。
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