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教科書分析から見る高等学校物理教育における表象変換の課題
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［要約］本研究では，物理教育における課題を教科書分析によって顕在化していく。物理ではグラフや
図，写真などの外部リソースを用いて思考していく。そこで，外部リソースが思考に及ぼす影響につい
て考察していく。具体的には，和田らの提起する表象ネットワークモデルを援用し，高等学校物理基礎
の教科書に示された外部リソースが表象ネットワークモデルに及ぼす影響について分析を行い，表象変
換の課題を顕在化した。
結果として，外部リソースを読み取る視点によって，表象変換が異なること，表象と外部リソースを
相互作用させることによって，より有機的に変換が促されることが明らかとなった。これらは教授方略
の検討には有益な視点になると考えられる。
［キーワード］物理教育，表象変換，相互作用，教科書分析
１．問題の所在と解決の視点

レベルで事象を把握する映像的表象，数式やこと

子どもは事象を捉えたり思考をしたりする過

ばなど非常に抽象的なレベルで事象を把握する

程において，多様な表象（心的な表現）を操作し

記号的表象の３つの形式によって捉えられ，それ

ていくことで事象に対する概念の理解を深めて

らを有機的に相互連関させることによって認識

いく。理科学習においては，表象の相互連関を活

を深め，知識を精緻化されていくことが表象ネッ

性化させることが重要であることを和田らは表

トワークモデルにより明らかにされた。

象ネットワークモデル（図１）を用いて示してい

また，Redish は，
「物理教育では多くの異なる

る（和田ら，2010）
。表象を３つの形式に分けて，

表象を取扱い，それらの形式を変換することは重

それらを有機的に関連付けることにより，概念が

要 であ るが， 容易 ではな い 」 と指摘 して いる

構築されるということである。より具体的には，

（Redish，2003）
。つまり，実験，数式，グラフ，

実験，観察など具体的な活動を通して事象を把握

図など物理の事象を捉えるには多くの道具が存

する活動的表象，イメージや図といった視覚的な

在し，それらの利用は事象のさまざまな側面のつ
ながりを捉えるためには不可欠であるとする一
方で，相互のつながりは簡単には捉えることはで

活動的表象

きないということである。このため，物理につい
ての子どもたちの知識構造において，それらを構
記号的表象㻌

映像的表象㻌

成する知識要素の結び付きは微弱であることが
多く，精緻化された知識構造として機能すること
が困難になるのである（Redish，2003）
。
さらに，平成 24 年度から完全実施されている

図１表象ネットワークモデル

現行の高等学校学習指導要領「物理基礎」の目標
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の解説には「観察，実験などを通して原理・法則

の相互作用によって促進されると考えられる。主

を見いださせるとともに，基本的な概念を理解さ

な外部リソースとして，事象の観察を始め，グラ

せること」
，
「物理の基本となる概念や原理・法則

フや図，写真などがあげられ，これらの多くは教

は抽象化された形で与えられているが，重要なこ

科書に記されているものである。すなわち，教科

とはそれらを単に記憶することではなく，それら

書の構成や特徴を分析していくことで，表象変換

を理解し活用する能力を身につけること」と示さ

に関わる具体的な要素とその影響を考察できる

れている。すなわち，物理の学習では，概念や原

と考えられる。本研究では高等学校物理基礎の教

理・法則を理解する際には事象を捉える様々な表

科書のうち，等加速度直線運動を扱っている箇所

象を結び付けて捉える必要があると言える。

について４社の教科書を分析し，表象の変換過程

以上ことから，物理教育では表象の形式を変換

でどのような影響を及ぼしているか検討した。

していく中で，それらの相互連関を活性化するた
めの教授が必要になると言える。

２教科書分析

表象を変換させるにあたり，そこには外的な要

等加速度直線運動におけるリソースとして，教

因が介在する。例えば，モデル図やグラフ，数式

科書では，ストロボ写真，グラフが取り上げられ

などの外部リソースから情報を読み取り，取り込

る。この２つのリソースと表象の変換の関係につ

むという，表象と外部リソースとの相互作用によ

いて考察していく。

って，思考は深化していく。それを表象ネットワ
ークモデルにおいて，模式化したものが図２であ

２１活動レベルと映像レベルの変換過程

る。このように，表象の変換は，外部リソースと

いずれの教科書も冒頭に物体の斜面運動につ
いてのストロボ写真（図３）を用いている。これ

外部リソース㻌

に示されている情報を読み取ることにより，時間

外部リソース
活動的表象

が経つにつれて一定時間当たりの移動距離が変
化している，あるいは速さが大きくなっていると
記号的表象㻌

いう事柄を活動，映像間で捉えることができる

映像的表象㻌

（図４）。つまり，観察した事象を映像的に捉え直
すことを促す機能をすべての教科書が有してい
外部リソース㻌

ると考えられる。
また，v-t グラフについて，B 社，C 社，D 社は

図２外部リソースと表象変換
A 社㻌

B 社㻌

C 社㻌

D 社㻌

図３教科書のストロボ写真
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v-t グラフ

活動的表象㻌

映像的表象㻌

映像的表象㻌

図６v-t グラフと活動―映像間の変換

図４ストロボ写真と活動―映像間の変換
A社
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B社

C社

D社

図５加速度に関する v-t グラフ
v=v0+at という式を導入した後，グラフの傾きは

りに具体的な数値が振られている。こうした提示

加速度であるとグラフ中に示されていた（図５）
。

は，映像レベルから記号レベルへの変換の要素と

このことから，グラフ情報が観察事象における加

なり得る（図７）
。

速であることを示しており，活動レベルでグラフ

グラフに関して，図５から，A 社はグラフから

を捉える視点が与えられていると考えることが

速さの変化（v-v0）と時間（t）という情報を抽出

できる（図６）
。さらに，C 社，D 社に関しては v0

させるような表記となっており，その情報から傾

と at の示す意味をグラフ上に記している。そのた

きを求めている。そのグラフ表現から加速度を計

め，このようなグラフ中の表記は，グラフを用い

算で求めており，ここでは映像レベルから記号レ

て速さの変化を捉えるための視点となり，これは

ベルへの変換が行われることになると考えられ

次項で述べる，記号レベルから映像レベルへの変

る。それに対して，B 社，C 社，D 社は v=v0+at

換が促されることになると考えられる。

という式をもとに，グラフを示したうえで，グラ
フの形と式を対応付けて加速度（傾き）を表して
いることがわかる。ここでは記号レベルから映像

２２映像レベルと記号レベルの変換過程
図３から，A 社は，ストロボ写真に加え，変位
の具体的な情報を同時に示していることがわか

活動的表象

る。一方で，B 社は目盛りのある斜面上を運動し
ている様子が示されている。A 社のようにストロ
ボ写真中に数値を具体的に示すことは，事象と数

記号的表象

映像的表象

値データを関係付けてより事象を抽象化して捉
えることを可能とする。したがって，A 社は映像

ストロボ写真の位置情報

レベルから記号レベルへの変換をより促しやす
い示し方をしていると言える。また，C 社，D 社

図７ストロボ写真の位置情報と

に関しても変位を容易に捉えやすいように目盛

映像―記号間の変換
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レベルへと変換が促されることになると考えら

２３等加速度直線運動の概念の導出プロセス

れる（図８）
。これらのことから，グラフに付随す

と表象変換

る情報によって，異なる解釈の視点が与えられ，

各教科書の等加速度直線運動の学習プロセス

表象変換のプロセスも異なってくることがわか

を表１に示した。４社いずれも，まず，導入にお

る。また，グラフで加速度について扱った後，こ

いて，ストロボ写真（図３）を用いて台車の運動

のグラフから変位が面積であることも学習する。

の様子を捉える（ただし，D 社は実験をして事象

このことから，v-t グラフは多くの要素を含んでお

を捉えてみる活動をストロボ写真の前に示して

り，読み取りの視点によって取り込む情報に違い

いる）。ストロボ写真から時間を追っていくごと

が生じると言えよう。そのため，いずれの教科書

に移動距離が大きくなること，すなわち，速さが

も面積が変位であることを説明する際は図５と

徐々に大きくなることを視覚的に捉え，前述した

同じグラフを帯状に書き直している（図９）
。

図４に示したような表象変換が起こることにな

C 社，
なお，
A 社は v=v0+at の導出方法が B 社，

る。

D 社と異なるため，図 5 にあるようにグラフの示

このあと，A 社は加速度の定義から，a=(v-v0)/t
として，式の変形から v=v0+at という情報を得て

し方が異なっていると考えられる。

いる。これは単なる式の操作を意味しており，表
象において，映像レベルから記号レベルの移行へ
活動的表象

の影響は小さいと考えられる。つまり，何らかの
視点を得られない限り，ストロボ写真と導出され

記号的表象

た式の関係を捉えることはできない。ただし，

映像的表象

v=v0+at とグラフの傾きの関係については触れら
B 社，C 社，D 社

れており，グラフの介在によって，記号レベルと

A社

映像レベルでの表象の関係付けは行うことがで

v-t グラフ

きる。しかし，ストロボ写真と v-t グラフについ

図８v-t グラフと映像―記号間の変換

ての表象を促すものの，ストロボ写真と v-t グラ
フ間では関係付けを行う視点をこれらは有して
いない（図 10）
。したがって，この関係付けを促
す教授が必要となるであろう。
B 社はストロボ写真のあと，速度は a ずつ大き
くなるので a〔m/s2〕×1〔s〕=a〔m/s〕と表記され，

図９面積について説明する際のグラフ（Ｃ社）


既有の知識を用いて v=v0+at を導出している。し

表１等加速度直線運動に関わる外部リソースと系統性
A社
ストロボ写真
↓

v-t グラフの読み取り
↓

等加速度直線運動の定義
↓

v=v0+at の導出

B社
ストロボ写真

C社
ストロボ写真

↓

等加速度直線運動の定義
↓

v=v0+at の導出
↓

v-t グラフの読み取り

↓

等加速度直線運動の定義
↓

v=v0+at の導出
↓

v-t グラフの読み取り

D社
実験
↓

ストロボ写真
↓

等加速度直線運動の定義
↓

v=v0+at の導出
↓

v-t グラフの読み取り
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表象の相互連関には表象変換に関わる要素が
？

有機的に結びつく必要がある。上述したように，

ストロボ写真
活動的表象

教科書には表象の相互連関に関わるリソースは
十分にあるものの，教科書のプロセス通りでは一

v=v0+at

方向的な結び付きしか得られない。そのため，初

映像的表象㻌

記号的表象㻌

めに扱う外部リソースと学習後の成果には乖離
？㻌

傾きと加速度

が生じてしまう恐れがある。例えば，活動レベル

v-t グラフ

と映像レベル間の変換では，一つはストロボ写真
が，もう一つはグラフが担うことになる。しかし，

図 Ａ社の外部リソースとの相互作用

これらの外部リソースが結び付かない限り，表象
かし，この式をグラフで表しているものの，グラ

間の相互連関は生じず，両者のリソースは別々の

フにおける v0 および at の示すことについては考

ものとして処理されかねない。また，映像レベル

察する視点は与えられていない。

と記号レベル間の変換では，同じ v-t グラフを扱

C 社は a=Δv/Δt に Δt=t-0 と Δv=v-v0 を代入して

ったとしても，グラフの見方や導出プロセスによ

v=v0+at を導いている。この式をグラフ化したも

って，表象の変換やそれによって得られる知見が

のが，図５（C 社）である。グラフ上での v0 およ

異なることもある。さらに A 社と D 社のプロセ

び at の示すことについて考察する視点が示され

スを比較すると，A 社は v-t グラフとストロボ写

ることになっている。

真を対応付けたりグラフにおける v0，at の示す内

D 社は，at は t〔s〕後の増加した速さ，v0 は時

容について考察したりする場面を設けることが

刻 0 での速さであると実際の事象と対応付けて考

望まれる。一方，D 社はそれらの視点になり得る

えたうえで，式では v=v0+at と表せ，さらに v0 と

表記はされているものの，加速度の定義には触れ

at のそれぞれについてグラフに対応させて示して

ていないため，その点は教授で扱う必要がある。

いる。これは，実際の観察事象，あるいは，スト

以上から，
図 12 に示すように事象に関する様々

ロボ写真や数値データなどと対応付けるための

な外部リソースについて，それらを結び付けるこ

視点となり，有機的な表象変換を促すことにつな

とや，あるいは創り上げた知識について外部リソ

がると考えられる。D 社の外部リソースを用いた

ースとの相互作用を活性化するための方策につ

場合の表象プロセスを図 11 に示した。

いての検討が必要になってくる。

活動的表象
ストロボ写真
活動的表象

v=v0+at

v=v0+at

概念

記号的表象㻌

記号的表象㻌

映像的表象㻌

映像的表象㻌
ストロボ写真

グラフ上の
v=v0+at

v-t グラフ

グラフと写真㻌
それぞれの㻌
v0，at の意味㻌

グラフ

図 外部リソースと内的な思考の関係

図 Ｄ社の外部リソースとの相互作用
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３表象変換に関わる教授の視点

映像レベルへと相互連関が起こると考えられる

表象の変換やそれに伴う有機的な結び付きを

（図 14）。なお，学習活動において他者との交流

促進するためには，教師による介在が不可欠であ

も行うことで外部リソースの多様性を増強させ

る。ここでは，図 12 でのモデルを参考にして教

ることは，重要な学習活動となろう。

授について提言をしていく。例えば，まず，記録
タイマーを用いた実験を行い，得られたデータを

４おわりに

処理するプロセスで，運動の様子を図で描いたり，

表象の変換因子は多様である。その因子，すな

グラフにしたりする活動を行う。この活動により，

わち外部リソースを読み取り内的な思考に取り

活動レベルから映像レベルへの表象の変換が生

入れる際，読み取りの視点によって取り入れる情

じやすくなると考えられる（図 13）
。その中で，

報が異なると言える。それにより，表象の変換経

グラフからわかることや運動の様子，さらには数

路が異なってくることを検討した。変換は一方向

値データを関連付けて考察を行うのである。ここ

だけでなく，双方向に促すことが相互連関に寄与

では，「データのこの部分はグラフで言うとこの

する。そのためには，表象と外部リソースとの相

部分を示している」といった具合に対応付けを行

互作用の活性化が不可欠である。このような知見

う。これによって，外部リソースが関連付き，表

から，今後は具体的な教授方略についてより詳細

象の相互連関に作用すると考えられる。そして，

に検討をしていく。

加速度 a の定義や，ある時間における速さ，速さ
の増し方などの視点を与えることで，v=v0+at と
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