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中学生の科学的推論にテキスト形式が及ぼす影響
― 表形式とグラフ形式を中心として ―

広島大学大学院教育学研究科 院生　雲　財　　　寛

広島大学大学院教育学研究科　松　浦　拓　也

　本研究は，科学的推論において使用するテキストの形式の違いが，推論の過程や結果にどの

ような影響を与えるのかを明らかにすることを目的とした。このため，科学的推論を Kuhn の「理

論と証拠の調節」という視点から捉え，科学的推論を「理論から証拠への推論」，「証拠から理

論への推論」，「思考過程を吟味する推論」という３つの側面に分けて捉えた。そして，証拠と

してのテキストの形式の違いが，理論と証拠の調節の過程や結果にどのように関わっているか

を検討するために，推論する際のテキストの形式に着目した問題を作成した。この調査問題に

おいて着目したテキスト形式は，表形式とグラフ形式の２種である。中学生を対象に調査を実

施した結果，「理論から証拠への推論」と「証拠から理論への推論」では，テキスト形式によっ

て推論結果に差が生じた。このことから，これら２つの側面では，証拠となるテキストの形式

の特性が，推論の結果に影響を及ぼしていると考える。また，「過程を吟味する推論」では，提

示したテキストの形式の特性が推論の結果に影響を及ぼしているとはいえなかった。
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１．研究の背景

　現代社会は，社会のあらゆる分野に情報化が浸

透し，膨大な量の情報が社会に溢れる情報化社会

である（中央教育審議会答申，1996）。このよう

な情報化社会においては，大量かつ多種にわたる

情報から適切な情報を選択し，それらを論理的に

組み合わせ，新たな情報を生み出したり，情報を

正しく判断したりする科学的な推論が従来よりも

重要になってくる。

　科学的推論に関する研究は，理科教育研究にお

いても，その特徴や発達，育成など数多くの視点

から研究が行われている（大島，1993；小倉，

1993；市川・堀，2008など）。また，平成24年に

実施された全国学力・学習状況調査では，理科が

調査教科に新しく加わり，理科の活用問題では，

単に科学的な知識を再生するのではなく，提示さ

れた実験結果などの証拠をもとに，筋道を立てて

推論することを求める問題が出題されている（国

立教育政策研究所教育課程研究センター，2012）。

このように，科学的推論は理科における重要な能

力の一つとして捉えられているといえる。

２．問題の所在と目的

　推論とは，すでにある情報（前提）から新しい

情報（結論）を生み出す過程のことであり（服部，

2010），科学的推論とは，物理学における力といっ

た科学の内容や，実験の計画といった科学的な活

動に関係する推論である（Dunber & Fugelsang，

2005）。しかし，科学的推論は，研究者が持つ科

学のイメージによって，その捉え方には違いがあ

る（湯澤，2010）。Lehrer & Schauble は，科学の

イメージを，「論理的推論としての科学」，「理論

の変化としての科学」，「実践としての科学」の３

タ イ プ に 分 類 し て い る（Lehrer & Schauble，

2006）。例えば，「論理的推論としての科学」のイ

メージを持つ研究者は，領域普遍的な科学的推論

を科学の中心に捉え，そのような科学的推論の論

理や方略，プロセスが科学的思考であるという。

この捉え方に基づく研究者として，例えば，

Kuhn（2002）は，科学的思考を「知識の追求」と

捉え，科学的推論における重要な特徴の１つに，

「理論と証拠の調節」を挙げている。理論と証拠

の調節とは，既存の理論と新たな理論を支持する

証拠を意識的に吟味する思考操作のことである。
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Kuhn は，このような科学的推論の特徴を実態調

査の視点とし，子どもは自身の既有知識によって

勝手にデータを解釈してしまう傾向があることな

ど，子どもの科学的推論の実態を明らかにしてい

る（Kuhn & Pearsall, 2000）。

　一方で，推論に関する研究においては，推論に

影響を与える要因に着目した研究が行われてい

る。例えば，松井（1995）は先行研究を整理し，

推論に影響を与える要因として，バイアスや実用

論的スキーマなどを挙げている。また，鈴木（2010）

は，問題解決という視点から，推論に影響を与え

る要因として，外的資源（テキスト）を挙げてい

る。推論に影響を与える要因の１つであるテキス

トについては，文章読解に関する分野においても

研究がなされており（犬塚，2010など），近年では，

テキストの表現の形式という視点から，文字のみ

で表わされた連続型テキストだけでなく，文字に

加えて表，グラフなどを併記した非連続型テキス

トの読解にも関心が集まってきている（岩規，

2006など）。また，PISA2006における科学的リテ

ラシーの調査問題においても，連続型テキストだ

けでなく，非連続型テキストを読み取る問題が出

題されていることから（国立教育政策研究所，

2007），科学的文脈においても，使用するテキス

トの形式に着目していると考えられる。すなわち，

近年の推論研究においては，様々な形式で表わさ

れたテキストを，人がどのように読み取っている

かに注目しているといえる。

　この考え方を科学的文脈に当てはめるならば，

科学者が読み取る外的資源（テキスト）とは，表

形式，グラフ形式などで示されたデータ，すなわ

ち証拠である。つまり，科学者は，様々な形式で

示された証拠と，自分の既有の知識や仮定した理

論を意識的に調節することで，科学理論を作り上

げていく。しかし，理科教育研究において，科学

的推論をする際に，テキスト形式によって思考過

程や推論結果にどのような違いがみられるのか，

その特徴について調査したものはあまりみられな

い。そこで，このような特徴を明らかにすることで，

これまでの研究では顕在化されていなかった科学

的推論の特質を見いだすことができると考える。

　以上のことから，本研究は，理論と証拠の調節

という視点で科学的推論を捉え，科学的推論にお

いて使用するテキストの形式が，思考過程や推論

結果にどのような影響を及ぼすのかを明らかにす

ることを目的とする。

３．本研究における科学的推論の規定

　本研究では，Kuhn が示した理論と証拠の調節

という枠組みから推論を規定する。Kuhn によれ

ば，理論と証拠の調節とは，既存の理論と新たな

理論を支持する証拠を意識的に吟味する思考操作

のことである。ここでいう理論は，既存の理論や

自身の既有知識などであり，証拠はテキストに対

応すると考えられる。つまり，科学的推論とは，

既存の理論や既有知識を支持する証拠を選んだ

り，証拠を組み合わせ，既存の理論を修正した

りする推論であると捉えることができる。また，

湯澤は，Kuhn の研究に基づいて，本物の科学

的推論のプロセスを以下の６点にまとめている

（湯澤，2010）。

①既存の理論（理解の仕方）が認識の対象として

表象される。

②その理論を吟味し，可能ならば改善しようとす

る意図がある。

③理論の間違いの可能性または修正のされやすさ

が認識される。

④理論を支持（不支持）する可能性のある証拠が

認識される。

⑤証拠がコード化され，理論と区別されて表象さ

れる。

⑥理論に対する証拠の意味が同定される（両者の

関係が構成される）。

　Kuhn のこの捉え方は，推論の方向性という視

点から，以下のように整理できる。まず，①～③

は既存の理論や既有知識をもとに，それを支持す

る証拠を選択するといった，理論から証拠への推

論と捉えることができる。また，④～⑥は，認識

した証拠をもとにして，新たな理論を導出したり，

既存の理論を再構成したりするといった，証拠か

ら理論への推論と捉えることができる。

　さらに，楠見は，科学的推論には批判的思考が

関わっていると述べている（楠見，2010）。つまり，

理論から証拠を推論する，または証拠から理論を
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推論する際，それらの思考過程が本当に適切かど

うかを吟味するような思考を行っていると考えら

れる。このような思考は，推論の精度を高め，よ

りよい推論を行う上で重要な思考である。した

がって，科学的推論には，理論から証拠を考える

推論，証拠から理論を考える推論に加え，それら

の思考過程を吟味する高次の推論の３種類の推論

があると考える。本研究では，これら３種類の推

論を科学的推論の３側面として図１に示したよう

にとらえ，調査を行うことにした。

４．調査問題の作成

4-1．調査方法の検討

　これまで，科学的推論の特徴を明らかにする研

究では，面接法，パフォーマンス課題，発話分析

などの方法が用いられている。しかし，これらの

方法は，多くの被験者を対象に実施することが難

しいため，科学的推論の特徴を，統計的手法を用

いて数量的に捉えるのは困難である。一方で、ペー

パーテスト形式の評価問題は、質的分析にはあま

り適さないものの、時間短縮，一度に多くの子ど

もに実施可能といった利点を有している。そこで，

本研究においては，多くの生徒を分析の対象とし

て科学的推論の特徴を明らかにするため，ペー

パーテスト形式の問題を用いることにした。

　また，理科の授業場面において，実験結果など

の様々な情報は表形式やグラフ形式で表わされる

ことが多い。このため，本調査では，表形式とグ

ラフ形式の２種のテキスト形式に着目することに

した。作成した調査問題の具体例を図２に示す。

4-2．作成した調査問題の具体例

　図２に示した問題は，植物の光合成の条件に関

する問題である。この問題は，情報カードと呼ば

れる推論の前提（証拠）となる観察・実験の結果

が表形式やグラフ形式でまとめてあるカードを用

いて，各小問に答える形式としている。なお，こ

の問題形式は，2006年に実施された「特定の課題

に関する調査（理科）」を参考にした（国立教育

政策研究所教育課程研究センター，2007）。小問

は３問で構成されており，（1）が科学的推論の側

面①，（2）が側面②，（3）が側面③に対応している。

以下に，それぞれの問題の特徴について述べる。

4-2-1．側面①を問う問題

　理論を支持する証拠を選択するためには，理論

を支持する証拠を解釈し，選択する必要があると

考える。したがって，側面①を問う問題では，問

題文中に提示された結論（理論）を支持するため

に，複数の観察・実験の結果から，どの観察・実

験の結果を選ぶか，その選び方を問う問題を作成

した。問題の具体例を以下に示す。

　図２に示すように，科学的推論の側面①を問う

（1）の問題は，実験結果のどれとどれを比べたら，

光合成に必要な条件として「水が必要である」と

いう結論を導くことができるかを問う問題であ

る。解答者は，複数存在する実験の条件のうち，

水の有無という条件に着目し，二酸化炭素と光の

条件を揃えたものを選択することが求められる。

4-2-2．側面②を問う問題

　理論を導くためには，与えられた証拠を解釈し，

そこから得られた情報をもとに結論づけることが

必要であると考える。したがって，側面②を問う

問題では，与えられた観察・実験結果を証拠とし

て，そこから導かれる結論を記述する問題を作成

した。問題の具体例を以下に示す。

　図２に示したように，科学的推論の側面②を問

う（2）の問題は，２つの実験結果を比べることで，

光合成に必要な条件について正しい結論を導くこ

とができるかという問題である。解答者は，与え

られた実験結果の条件を比較し，光と水の条件が

同じで二酸化炭素の条件が違うことから，「光合

成をするためには，二酸化炭素が必要である」と

いう結論を導くことが求められる。

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

図１　科学的推論の３側面
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4-2-3．側面③を問う問題

　推論過程が正しいかどうかを吟味するために

は，一連の推論の過程を解釈し，それが正しいか

どうかを吟味することが必要であると考える。し

たがって，側面③では，問題文に提示された結論

に対し，それが正しいか否かを判断し，その理由

を記述する問題を作成した。問題の具体例を以下

に示す。

　図２に示すように，科学的推論の側面③を問う

（3）の問題は，光合成に必要な条件について，２

つの実験結果から「光合成をするためには，光が

必要である」という結論を導いた過程が正しいか

否かを判断し，その理由を問う問題である。解答

者は，結論を支持する実験結果の条件に着目し，

二酸化炭素の有無という条件が制御できていない

ことから，結論を導いた過程が正しいとはいえな

いと判断することが求められる。

　以上のような構造で，４つの題材「光合成」，「振

図２　光合成の問題
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り子」，「天気」，「温暖化」のそれぞれについて，

科学的推論の各側面を調査する問題を作成した。

問題数は，表形式のテキストを読み取る問題（３

問×２題），グラフ形式のテキストを読み取る問

題（３問×２題）の計12問である。作成した12問

と科学的推論の各側面，及び各問題の問題形式と

の対応を表１に示す。

５．結　果

　科学的推論の各側面において，使用するテキス

トの形式の違いが，推論の過程や結果にどのよう

な影響を及ぼすのかを明らかにするために，2011

年12月，広島県の公立中学校２校の第２学年251

名，及び第３学年20名（Ａ中学校第２学年24名，

第３学年20名，Ｂ中学校第２学年227名）を対象に，

作成した評価問題を用いて調査を行った。まず、

調査結果の基礎集計として，各問題の得点の平均

値，標準偏差を表２に示す。

　調査に用いた調査問題は，科学的推論を３つの

側面に分けて，使用するテキストの形式が思考過

程や推論結果に及ぼす影響を把握できるように作

成している。そこで，まず３つの側面ごとに表形

式の問題，グラフ形式の問題それぞれの得点を合

計し，これを各側面におけるテキスト形式別の得

点とした。また，３つの側面ごとに両形式の問題

の得点を合計した得点を各側面の得点とした。以

下の表３に各側面の得点の平均値とテキスト形式

別の平均値を示す。そして，この結果をもとに，

科学的推論の各側面における，テキスト形式によ

る影響を明らかにするために分析を行った。分析

の視点として，まず，科学的推論の各側面にどの

ような違いがあるのか，そして，科学的推論の各

側面において，テキスト形式が推論にどのような

影響を与えているのかの２点を設定した。以下で

は，これら２つの視点に基づく分析結果の詳細に

ついて述べる。

5-1．科学的推論の各側面について

　科学的推論の各側面の得点の平均値に違いがあ

るか否かを検討するために，分散分析を行った。

その結果，各側面による平均値に有意な主効果が

みられた（F（2,540） = 32.468，p<.05）。そこで，

どの側面において差があるのかを明らかにするた

め，Bonferroni の方法を用いて多重比較を行った。

その結果を表４に示す。

　表３及び表４に示した値より，側面②の値が側

面①の値よりも有意に低いこと，側面③の値が他

の２つの側面の値よりも有意に低いことが明らか

になった。

表１　推論能力の各側面と評価問題の対応

表２　各問題の得点の平均値と標準偏差

表３　各側面の平均値とテキスト形式別の平均値

側　面 問題形式 問　題

側面①

理論から証拠を

推論する

表
光合成（1）

振り子（1）

グラフ
天気（1）

温暖化（1）

側面②

証拠から理論を

推論する

表
光合成（2）

振り子（2）

グラフ
天気（2）

温暖化（2）

側面③

思考過程を

吟味する

表
光合成（3）

振り子（3）

グラフ
天気（3）

温暖化（3）

科学的推論の

側　面
問　題

平均値

（各２点満点）
標準偏差

側面①

光合成（1） 1.48 0.82

振り子（1） 1.32 0.91

天気（1） 1.64 0.62

温暖化（1） 1.48 0.80

側面②

光合成（2） 1.40 0.81

振り子（2） 1.44 0.88

天気（2） 1.44 0.83

温暖化（2） 0.83 0.95

側面③

光合成（3） 1.12 0.88

振り子（3） 1.01 0.86

天気（3） 1.15 0.88

温暖化（3） 0.90 0.95

側　面 平均値 形　式 平均値

側面① 5.93
表 2.80

グラフ 3.13

側面② 5.12
表 2.84

グラフ 2.28

側面③ 4.18
表 2.13

グラフ 2.05
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5-2．テキスト形式による影響について

　科学的推論の各側面における、テキスト形式別

の平均値に違いがあるか否かを検討するために，

分散分析を行った。その結果，各側面におけるテ

キスト形式別の平均値に有意な主効果がみられた

（F（2,540） = 32.468，p<.05）。そこで，どの側面

において差があるのかを明らかにするため，

Bonferroni の方法を用いて多重比較を行った。そ

の結果，側面①においては，表形式よりもグラフ

形式の方が，側面②においては，グラフ形式より

も表形式の方が，有意に得点が高いことが明らか

になった（p<.05）。また，側面③においては，表

形式とグラフ形式で有意な差はみられなかった。

６．考　察

6-1．科学的推論の各側面について

　前項の分析から，科学的推論の各側面の得点の

平均値は，側面②の値が側面①の値よりも有意に

低いこと，側面③の値が他の２つの側面の値より

も有意に低いことが明らかになった。このことか

ら，科学的推論の各側面によって，推論の難易度

に違いがあり，側面①よりも側面②の方が，側面

①や側面②よりも側面③の方が，より難易度の高

い推論であると考えられる。

6-2．テキスト形式による影響について

　前項の分析から，科学的推論のテキスト形式別

の得点の平均値は，側面①においては，表形式よ

りもグラフ形式の方が，側面②においては，グラ

フ形式よりも表形式の方が，有意に得点が高いこ

とが明らかになった。また，側面③においては，

表形式とグラフ形式で有意な差はみられなかっ

た。これらのことから，側面①と側面②について，

テキスト形式が推論結果に影響を及ぼしており，

側面③については，テキスト形式が推論結果に影

響を及ぼしているとはいえないと考えられる。

７．総合的考察

　本研究では，Kuhn が示した理論と証拠の調節

という視点に基づき科学的推論の規定を行い，科

学的推論の各側面におけるテキスト形式による影

響を検討した。その結果，科学的推論の各側面の

難易度に違いがあること，また，側面①「理論か

ら証拠への推論」と側面②「証拠から理論への推

論」において，テキスト形式が推論結果に影響を

及ぼしていること，側面③「推論過程を吟味する

推論」において，テキスト形式が推論結果に影響

を及ぼしているとはいえないことが明らかになっ

た。これらについて，科学的推論における理論と

証拠の調節とテキスト形式という観点から，科学

的推論の側面ごとに，中学生の科学的推論の特質

について考察するとともに，総合的な考察を行う。

7-1．中学生の科学的推論の特質

　まず，側面①「理論から証拠への推論」につい

て述べる。表形式のテキストでは，変数が明示さ

れており，２つのデータ間での比較が容易である

と考える。しかし，今回の調査のように，読み取

る実験結果の数や実験における変数が多い場合，

証拠の組み合わせが煩雑となり，適切な推論をす

ることが困難になると考えられる。一方，グラフ

形式のテキストでは，変数の関係性が視覚的に表

されていることから，読み取ることが容易であっ

たため，適切な推論をすることができたのではな

いかと考えられる。

　次に，側面②「証拠から理論への推論」につい

て述べる。表形式のテキストでは，２つのデータ

間において，条件の有無といった単純な比較が可

能であるため，適切な推論をすることができたの

ではないかと考える。一方で，グラフ形式のテキ

ストでは，ある一点の数値に着目するべきなのか，

それとも全体の傾向に着目すればいいのか，とい

うように，表形式に比べて着目する視点が多様で

複雑であるため，証拠から理論への推論が困難で

あったと考えられる。

　最後に，側面③「過程を吟味する推論」につい

て述べる。この側面に関しては，テキスト形式の

影響に有意な違いはみられなかったが，科学的推

論の３側面の中で最も得点が低かった。これは，

テキスト形式の影響というよりもむしろ，一連の

推論過程を吟味する思考操作自体に慣れていない

表４　Bonferroni の方法による多重比較

＊：p <.05

平均値の差

側面① 側面② 側面③

側面① － .404＊ .873＊

側面② － － .469＊

側面③ － － －



－ 67 －

中学生の科学的推論にテキスト形式が及ぼす影響

ことによる影響が大きかったためであると考える。

7-2．科学的推論とテキスト形式

　最後に，本研究における科学的推論の各側面に

関するこれまでの考察を踏まえ，科学的推論とテ

キスト形式の関係性という視点から総合的な考察

を行う。

　本研究で明らかになったことは，理論から証拠

への推論または証拠から理論への推論といった，

科学的推論の方向性と，表形式またはグラフ形式

といったテキスト形式との間に関係性がみられた

ことである。これは，表現内容やその媒介物とし

てのテキストの形式の特性が科学的推論の結果に

影響を及ぼしたことを意味する。例えば，表形式

では，各種の変数を文字や数字を媒介として表現

している。一方，グラフ形式では，各種の変数の

関係性を直線や曲線といった図形を媒介として表

現している。このように，表形式とグラフ形式の

特性を比較すると，各種の変数の関係性の提示の

仕方に違いがあるといえる。これを先の調査結果

と対応させると，次のように整理できる。まず，

結論を支持する証拠を選択する際には，着目する

視点は定まっているため，各種の変数の関係性が

視覚的に表現されているグラフ形式の方が，表形

式よりも結論と証拠の対応関係を見いだしやす

い。一方，証拠からある結論を導く際には，着目

する視点は複数存在するため，各種の変数の関係

性を個別に吟味しやすい表形式の方が，グラフ形

式よりも適切な推論をしやすいと考えられる。こ

れらのことから，科学的推論の方向によって利用

しやすいテキストの形式が異なり，推論の結果に

も影響を及ぼしているといえる。

　一方で，「過程を吟味する推論」については，

テキスト形式の違いによる差異は見いだされな

かった。しかし，この推論の側面は，科学的推論

の精度と密接に結びついていると推測されるた

め，今後さらなる検討が必要である。
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Effects of Different Text Representation Styles on Lower Secondary School Students’ Scientific Reasoning:

Focus on Table Style and Graph Style

by

Hiroshi UNZAI

Graduate School of Education, Hiroshima University

Takuya MATSUURA

Graduate School of Education, Hiroshima University

　　 The purpose of this study is to search for a relationship between scientific reasoning among lower 

secondary students and information representation in forms of tables and graphs. Kuhn (2002) assumed “the 

coordination of theory and evidence” to be the central role of scientific reasoning.  Based on Kuhn’s 

framework, we divided scientific reasoning into the following three categories: “reasoning from theory to 

evidence,” “reasoning from evidence to theory,” and “reflective reasoning of thinking process”.  In addition, 

we focused on the effects of two styles, i.e., tables and graphs, in the research booklet on the process and 

result of adjustment on theory and evidence.  The result of this investigation on junior high school students 

shows differences between “reasoning from theory to evidence” and “reasoning from evidence to theory”. 

Therefore, the representation style appears to affect scientific reasoning between “reasoning from theory to 

evidence” and “reasoning from evidence to theory”.  However, there appears to be no difference of reasoning 

in the “reflective reasoning of thinking process”.


