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理科授業における他者との認知の調整過程とメタ認知の機能に関する研究
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［要約］次期学習指導要領で掲げられている「主体的・対話的で深い学び」の実現や，学力調査で明ら
かになった課題の解決に向けて，自己の考えを他者との関わりの中で検討し，より妥当なものへと更新
していく過程，のメカニズムを明らかにする必要がある。本研究では，メタ認知の「自己理解」と「認
知の調整」の側面に着目した知見を援用して，情報処理的な概念変化の立場から，自己内の概念の発展
と，他者との関わりの中で生じる変化を統合することを検討した。中学校理科における「酸化・還元」
の授業実践を通じた事例的分析により，子どもが自己の考えの説明範囲を捉え，他者の考えを取り入れ
ながら自己の説明をより良くしていく段階的プロセスを捉えることができた。
［キーワード］概念変化，メタ認知，自己理解，認知の調整，対話的な学び，中学校理科
１．問題の所在と研究の目的

れる学びの姿は，単に話し合う場面を設定するだ

 今年３月に公示された次期学習指導要領にお

けでは実現しない。それは，認知心理学や構成主

いて，子どもに求められる資質・能力を育むため

義に立脚した数々の研究が明らかにしているよ

の授業改善の視点として，「主体的・対話的で深

うに，学習者は既有の知識・概念の制約を受けて

い学び（文部科学省，2017a）
」が位置づけられた。

おり，たとえ「正しい」とされる知識であっても，

このうち「対話的な学び」について，中学校学習

与えられた情報の総てを自己のものとして随意

指導要領解説理科編では，例として「課題の設定

的に使えるようになるわけではないからである。

や検証計画の立案，観察，実験の結果の処理，考

一方で，学習者が他者との対話を通じて他者のも

察・推論する場面などでは，あらかじめ個人で考

のを自分なりに取り込んでいく過程は，社会文化

え，その後，意見交換したり，科学的な根拠に基

的アプローチの立場から「アプロプリエーション

づいて議論したりして，自分の考えをより妥当な

(appropriation)」の概念で説明されている。ただし，

ものにする学習」の実現を図るよう示されている

積極的に社会に参加する姿を描くアプロプリエ

（文部科学省，2017b）。換言すれば，自己の考え

ーションとしての学習の観点でも，知識の構造化

を他者との関わりの中で検討し，より妥当なもの

に寄与するその複雑なプロセスまでは明らかで

へと更新していく過程の重要性が指摘されてい

はない。ここに，子どもが対話場面を通して他者

るのである。これは，平成 27 年度全国学力・学

や外部の情報を活用し，自己の考えをより妥当な

習状況調査理科で明らかになった課題の一つで

ものに調整していくためにはどのような認知的

ある，「自らの考えや他者の考えを検討して改善

プロセスが伴っているのかについて検討してい

すること」に関連していると考えられる（国立教

くことの必要性が浮かび上がる。

育政策研究所，2015）。このことから，自律的な

 そ こ で 本 研 究 で は ，「 概 念 変 化 (conceptual

学習者の育成が，我が国の学校教育の重要課題で

change)」と「メタ認知(metacognition)」の観点か

あると解釈できる。

ら上記の課題に迫ることを試みた。

 しかし，これらの課題を解決することや目指さ

― 181 ―

日本科学教育学会研究会研究報告

Vol. 32

No. 5（2017）

２．理論的背景

ここでは，学習者が他者の表現を自己の認知の枠

１)他者との関わりを考慮した概念変化モデル

組みで解釈し，自己のものとして取り込む過程と

 子どもの概念発達について，ターバー(Taber, K.

をメタ認知的活動の機能と合わせて事例的に分

S.)は,ヴィゴツキー(Vygotsky, L. S.)が指摘した生

析している。そこでは，他者の表現物に出会った

活 的 概 念 (everyday concepts) と 科 学 的 概 念

子どもが，自己の表現では表しきれていなかった

(academic or scientific concepts)の双方向の発達過

点に気づき，他者の論理の組み立て方を取り込ん

程(ヴィゴツキー, L. S., 2001)を基調として，融合

だ過程が見られた。しかし，そのとき他者の考え

概念(melded concepts)の形成を論じている(Taber,

を取り込んだ子どもの思考過程は，単純に「自己

2013)。また，自己が保持する概念を意識し，他者

と他者の認知をモニタリングしコントロールし

に伝わるよう表現したり，統合や類推(analogy)と

た」，という部分的な説明では十分でないと考え

いったその他の概念変化の様相とともにモデル

られる。なぜ，その子どもは他者の考えを取り込

化し，他者の存在と言語の使用を強調した(Taber,

もうとし，自分のものとして説明に組み込むこと

2014)。佐野らは，このターバーの認知モデルとネ

ができたのか。次項では，メタ認知に関する異な

ルソン(Nelson, T. O.)らのメタ認知的活動のモデ

る視点からのアプローチを加えるによって，その

ル(Nelson,T. O. and Narens, L., 1990)を関連付けた，

現象の全体像を捉える。

図１の概念変化モデルを提案している（佐野・和
田・宮村，2017）
。

２ メタ認知における「自己理解」と「 認知の調整」 
 メタ認知の構成要素の分類については諸説あ
るが，ブラウン(Brown, A. L.)は，メタ認知に関す
る研究領域を「認知についての知識 (knowledge
about cognition) 」 と 「 認 知 の 調 整 (regulation of
cognition)」の２つで捉えた(Brown, A. L., 1987)。
ホワイト(White, B.)らはその指摘を再整理し，科
学的探究とメタ認知との関連付けを図った(White,
B et al., 2009)。そのとき彼女らは「認知について
の知識」，「認知の調整」をそれぞれ「自己理解

図１ 概念変化とメタ認知の関連（佐野ら，2017）

(self-understanding) 」，「 認 知 の 自 己 調 整
(self-regulation)」と言い換えている。ホワイトら

 このうち，他者の考えを取り込む過程，すなわ

が整理した２要素の特徴と，それらが科学的探究

ち「融合概念」の形成を示すのが⑥の過程である。

でどのように表れるかを，以下の表１に示す。

表１ 自己理解と認知の調整 （White ら(2009)を基に作成）
特徴

科学的
探究と
の関連

自己理解

認知の調整

自分が何を知っていて何を知らないのかを知ること

自己の認知を支配し，調整すること

・自分の考えを説明し，理解をチェックする活動

・結果をどう分析・解釈するか，探究過程の各

・考えのギャップや矛盾に気づき，それらを解
消する新たな考えを得ようとする活動
・別のどのような考えが適切か，実際それは自
己のモデルに馴染むかどうか考える活動
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ステップを決めていく活動
・探究のプロセスやそこでの産物，メタ認知そ
のものの状況をモニターする活動
・探究のプロセスを改善する方法を考える活動
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 このことから，他者の考えを取り込み自己の認

１)自己の考えを表現した場面

知を調整する過程の成立には，子どもが「自分の

 この学級の子どもは以前から，実験結果に対す

考えは何を説明でき，何を説明できないのか」を

る解釈を，言葉や図（本単元では粒子モデルが中

知っていることと，その問題状況を解決する考え

心）で表すよう指導を受けてきている。第１時で

を形成するヒントを自己の学習状況をモニター

は，実験で黒かった酸化銅が元の赤色に戻り，二

しながら他者の表現の中に求めること，という２

酸化炭素が発生したことを確認した。つぎに『銅

つの段階的プロセスがあると考えられる。

原子を●，酸素原子を○，炭素原子を□としたと
き，この実験はどうなるだろうか』という課題に

３．事例的分析

個人で取り組んだ。子ども１は，「酸化銅と炭素

１)分析方法

を加熱すると」という自己の考えを図と言葉と化

 図１と表１の視点に基づき，自己の考えを自覚

学反応式で表現した（図２）
。

し，表現する子どもが，他者の考えを自己に取り
入れ我がものにしていく実態を捉えた。その際，
子どものワークシートや発話内容から分析した。
２)調査概要
 調査時期：2017 年 6 月
 調査対象：国立大学附属中学校第２学年 40 名
 実施単元：
「化学変化と原子・分子」
      酸化・還元についての学習
図２ 子ども１の個人の解釈

３)授業実践の概要
 本授業実践は，粒子領域の単元「化学変化と原
子・分子」のうち，表２に示す「酸化銅の炭素中
での還元反応」，実験前後の粒子の結びつきの変
化に着目した学習を２時間で実施した。

２

加熱すると，それらは一旦原子レベルに分解され，
が発生し，酸化銅は銅に戻った」という考えを言
葉と図と化学反応式で表現した。これは，これま

学習活動，
『課題』
渦巻き銅線を加熱して表面を酸化させたもの

１

発生したという実験結果から，「酸化銅と炭素を
炭素は酸化銅を構成していた酸素と化合して CO2

表２ 学習活動の概要
時

 子ども１は，酸化銅が銅に戻り，二酸化炭素が

での学習を踏まえた自己の考えを意識的に図や

を炭素中で再び加熱する実験を班ごとに行
い，その結果を個人で解釈した。
『銅原子を●，酸素原子を○，炭素原子を□

言葉に変換して表現した，図１のモデルにおける

としたとき，この実験はどうなるだろうか』

いるか自覚しており，既に持っている考え方で今

前時に個人で考えたことを持ち寄り班で話し
合い，その後班ごとに学級全体に向けて発表
し，その考えや表現について検討した。

「②意識化」及び「③形式化」の段階に達してい
ると解釈できる。また同時に，自己が何を知って
回の実験についても説明できると判断したと考
えられる。

４．結果及び考察
 本稿では，実験結果に対する個人の解釈を表現

２ 班での話し合いにおいて，他者の考えを受け入れた場面

した場面，班で話し合った場面，再度個人で考え

属する９班では，図２に示した子ども１の考えと

をまとめた場面を取り上げる。

同じような説明で合意が得られていた。そのとき，

 第２時の班での話し合い場面で，子ども１が所
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班の考えに対し，子ども１がさらなる説明を求め

５．本研究のまとめ

たことによって，酸素との結び付きやすさについ

 事例的分析を通じて，自己の説明の限界を捉え

ての新しい考えが生まれた（表３）
。

た子どもが，妥当性の高い説明を求め，その求め
に適合する他者の考えを取り込み自己の説明の

表３ 班での話し合い場面
子ども２
子ども１
子ども３
子ども１
子ども２
子ども３
子ども１

（iPad に図を描いている）じゃあ化学式で表
すと，2CuO＋C→2Cu＋CO2 で，
それさ，普通に化学式の説明になっちゃうか
らさ…
じゃあ「C の方が（O に）くっつきやすいか
ら」でいいんじゃない？
ああ，それだ，そうそう。
じゃあ C の方がくっつきやすい？
加熱することで 2CuO の結びつきは弱くなる
みたいな。
CuO の結びつきが弱くなる

 このとき子ども１は，反応前後を示すだけでな
く，その間に起きていることの説明を求めたと捉
えられる。すなわち，自分たちの説明で不足して
いる部分をも見いだしている，「自己理解」がな
されていると解釈できる。そして，子ども３が発
した「銅よりも炭素の方が酸素とくっつきやすい
性質がある」という考えを持ち込むことによって，
それが解決されると判断し，子ども３の考えを支
持したと読み取れる。
３ 再度個人で考えをまとめた場面
 学級での発表場面では，９班同様に炭素の方が
酸素と結び付きやすい，という考えの班が複数見
受けられた。子ども１は，第２時の最後で，「C
の方が O にくっつきやすいからまた CuO にはな
らない」，その理由を「一酸化炭素が二酸化炭素
になりたがる」という既有知識と整合するよう解
釈し，説明した（図３）
。これは図１における「⑥
融合」過程であると捉えられるとともに，自己の
考えのプロセスをモニターし，改善を図った「認
知の調整」
，がなされていると考えられる。

図３ 子ども１が他者の考えを追加した表現

一部とした過程を，メタ認知の「自己理解」と「認
知の調整」の特徴から捉えることができた。この
とき，「②意識化」や「③形式化」の段階におい
ても「自己理解」と「認知の調整」は機能し，個
人内の概念変化プロセスと他者との関わりにお
ける考えを取り込むプロセスは，この視点から一
貫して説明できると考えられる。
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