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［要約］本研究では，小学校現行学習指導要領（理科編）で扱われている問題解決能力の一部として位
置付けられている「推論(resoning)」に着眼した。この推論の能力を理科学習において習得させようと
するとき，その成立過程の検討が不可欠である。しかし，筆者らが知る限り，科学的な推論の成立過程
や要因についての詳細な研究は少ない。そこで，本研究では，この科学的な推論の成立過程について教
授・学習論の立場から検討を行うことを目的とした。まず，思考活動の一部である科学的な推論を可視
化する方法として和田ら(2010)が開発した，表象ネットワークモデルを用いる。この表象ネットワーク
モデルと Tytler(2013)が示す「表象を通じた推論の成立過程」のモデルと合わせて分析することで，科
学的な推論の内実を明らかにした。その上で，科学的な推論を促進する為の教授法についても検討した。
［キーワード］問題解決能力，科学的な推論，表象構築，メタ判断的表象
１．はじめに

ければならないといえる。しかし，理科学習にお

周知の通り，現在の理科教育では全国学力学習

ける推論過程について，それを成立させる要素や

状況調査などの結果を受けて，科学的な思考力・

手立てについての具体的な研究が十分なされて

表現力育成の強化が目指されている。現行の学習

いるとは言い難い。そこで，本研究では科学的な

指導要領(理科編)では，小学校ではその育成に関

推論の成立過程に関する考察を次に示す表象の

わり，各学年を通して育成すべき問題解決能力が

立場から明らかにし，理科教育での具体例を示

設定されている。その上で中学校では，第六学年

す。

で培われた「推論(reasoning)」を基軸に探究活動
を展開し，更に高校では，それを深めていくこと

２．推論と表象の関連

になる。当然ながら理科学習の中における推論活

 家野によれば，「推論とは，いくつかの前提か

動では，再現性・実証性・客観性を具備した学習

ら結論を導き出すことである」(家野,2000)と定義

を進めることによって，理科教育で求められてい

される。また，藤田は，推論は科学的思考スキル

る科学的な推論となる。

の基礎的思考スキルに位置付けられるとしてい

Zimmerman は「科学的な推論は学力および内

る(藤田,2013)。すなわち，推論は科学的な思考の

容領域の両方に対し，理科教育や科学的な概念化

一部と捉えることができる。従って，推論過程を

に働きかけ，影響を及ぼす可能性を持っている」

精査するためには，その過程を具体的に捉えるた

(Zimmerman,2000)と主張している。また，Kuhn

めの方法が必要となる。そこで，理科学習におけ

は「科学的な推論育成の最重要点は，意識的に制

る思考の内実を可視化する方法として，和田らが

御された中で理論と証拠の調整を図ることであ

提案している図１の「表象ネットワークモデル」

る」(Kuhn,2000)と主張している。これらの主張

(和田ら,2010) を援用し，推論過程を精査するこ

を踏まえれば，科学的な推論を行う能力が理科学

とを試みた。すなわち，この表象ネットワークを

習では必要不可欠なものであり，教師はその中で

援用することで，科学的思考スキルとされる推論

推論能力を育成するための視点で教授を行わな

の過程を可視化できると考えた。この表象ネット
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ワークモデルでは,まず子どもの現実的な世界と

３．推論と表象の変換過程の対応付け

捉えられる観察・実験などを三次元である活動的

理科を通じた推論過程と表象(representation)

表象（3D）としている。3D の表象は実体験が重

の関連について Tytler らは，「子どもは理科学習

要視され，子ども自身が事象に対してどのような

の推論過程の中で，表象構築を行うことにより推

活動・体験を行ったかどうかが大切である。この

論を成立させ科学概念の構築を行っている」と主

活動的表象をモデルや図やグラフ,さらにはスケ

張し，さらに「子どもの知覚・言語などの表象は，

ッチで表す活動などを通じ,二次元である映像的

理科学習や科学的な推論の重要な構成要素であ

表象（2D）への変換が促される。そして,子どもに

る」としている（Tytler,2013)。図２は，Tytler ら

事象を文字として表現させる活動を通じ,表象は

が示した「表象を通じた推論過程」のモデルに表

最も抽象的である記号的表象（1D）へと変換され

象の変換過程を対応付け，模式化したものであ

ていく。1D の表象には，文字・数式なども該当す

る。これは，以下のように推論を通じ表象の変換

る。このようにすべての表象が相互変換されるこ

が活性化されていくことを示している。
まず，このモデルは，ABC の３つの段階から，

とで子どもは知識要素を結合していくと考えら
れる。この知識要素の内実は，White,R.T.が分類

構成されている。「A 事象の調査」の段階は，学

した記憶要素から，説明できる。具体的には，ス

習の見通しを持ち，事象に対するパターンの発見

トリング，命題，知的技能，イメージ，エピソー

や特徴を見出す活動が行われる。さらに，実験観

ド，運動技能，そしてこれらを必要に応じて使用

察から得た情報に対する分析を行う。このような

できる認知的方略である(White,R.T．1988)。この

展開により表象は，3D の活動的表象から 2D の

ような知識要素が相互に関連し体制化されるこ

映像的表象へ変換されることになる。

とによって科学概念が構築される。換言すれば，

次いで「B 表象の構築」段階では，A で構築さ

表象の相互変換が起こることによって科学概念

れた表象に修正が図られた上で，可視化された表

構築が促進され，同時に学習も促進するといえる

象と「ことば」をコミュニケーションによって対

のである。

応付け，抽象化していく。その抽象化された考え

こうした表象の変換は推論過程において繰り

と他者から得た考えなどを統合することで新た

返されている。すなわち，推論過程において表象

な考えを導き，視覚的で首尾一貫された自分なり

の変換を捉えることは推論の内実を可視化する

の「物語り(narrative)」を創造していく。この「物

ことと言えるのである。

語り」に対しメタ認知を適用することで，子ども
は自己の構築した物語りを客観的に捉え直すこ
とが可能となるのである。このように B の段階で
は，表象を俯瞰的に捉えながら 3D と 2D，さらに
1D へと移行させていく。つまり，図１で説明すれ
ば活動的表象から始まり，映像的表象を通じて記
号的表象まで変換されている段階である。
そして，「C 正当化」段階では，概念の共有を
図るため相手に効果的に伝える方法の決定を行
う。その方法を基に説明し，社会的に説明できる
ようクラスで共有することで概念の一般化を図

図 1 表象の変換過程の内実

る。ここで，一般化された概念を他の事象の説明

（表象ネットワーク）

に用いることでより広い意味について説明でき
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図 2 表象を通じた推論過程
るようになる。この構築した概念を伝え合うこと

例えばこの単元では，始めに種々の物質を溶か

を通じ，3D・2D・1D レベルでの表象を相互連関

し冷やすことで結晶として物質を取り出す活動

することで体制化された表象ネットワークを形

が行われるが，この活動は言うまでもなく，パタ

成していく。これら，ABC の段階を通じて種々の

ーンや特徴の発見場面である。さらに，データや

レベルの表象の相互変換が活性化する中で，推論

スケッチを取ることにより情報の整理・抽出を行

過程は成立するのである。

う。
図 3 は教科書に載っている結晶の写真である。

理科学習の中で前時を振り返ったり，実験や観

子どもは顕微鏡から見えるこのような結晶を観

察をやり直すという場面は容易に想像できるが，

察し，スケッチすることで情報の抽出を促進す

このような場面では，上記の A~C の段階を戻る

る。つまり，ここでの表象は，表象ネットワーク

と考えられる。そうした活動の中で表象変換は活

モデルの活動的表象(3D)が映像的表象(2D)へ変

性化するといえることから，「表象の構築」は重

換される場面に他ならない。このような表象の変

要な推論過程となる。段階が移行する際は，子ど

換が行われると同時に，子どもは学習の中で考察

もの自発的な行動によって展開されることが望

を行い，得た情報から事象に対してどのようなこ

ましい。しかし，学習は自然に解決へと展開され

とがいえるか解釈するのである。

ていかないので教師の支援が必要となる。A・B の

 「B 表象の構築」の段階では，A で観察した再

段階では，教師は A の実験観察で得た指示対象に

結晶の表象に対し修正が図られる。子どもはその

対する表象の捉え直しを促す必要があり，さらに

修正された表象を基に，子ども同士または教師と

B・C の段階では説明を明確にするために表象を

の対話を通じて映像的表象と「ことば」を対応付

調整することが要請される。

けていき，さらに表象の抽象化を進める。その中



で自分の考えや他者から得た考えを統合し新し

４．推論過程の事例

い考えを導出する。子どもはこのようにして，自

推論過程の段階と表象に

分なりに物語りを創造していくのである。例え

ついて説明するにあたり，

ば，再結晶の様子と溶解度曲線そして，温度や物

今回は中学校第一学年「水

質の量などを対応させ，「再結晶には温度や物質

溶液の性質」の水に溶けた

の量が大きく関係していること」を見出したりす

物質を取り出す学習を取り

る。さらにこのような自分なりの物語りに対し

上げ，具体的に説明する。

図 3 映像的表象の例

て，メタ認知を稼働させることによって，「再結
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晶の要因は本当に温度と物質の量なのか」という

「ことば」が結びつき精緻化された科学概念へと

ように自分の考えを客観視し C の段階でより相

なるのである。

手に伝わるよう調整を図っていく。この際表象



は，再結晶の観察という 3D から，再結晶のイメ

５．おわりに

ージ図や結晶のスケッチなどの 2D，さらに言葉

 このように ABC の段階を通じ表象の変換は行

という 1D へ移行する。つまり， 表象が変容する

われ，最終的に他の内容に概念と移行させられる

ことで子どもの論理が構築されていくのである。

ことができたとき科学的な推論は成立したとい

そして，「Ｃ正当化」段階では，概念の共有を

える。今後は本研究における視点を基軸として，

図る。
B の段階で創造された自分なりの物語りは，

教授法についての検討を行っていきたい。

C 段階に移る前に相手に伝えるために一度調整を



行う。子どもはこの調整をした考えを基に，まず
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