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科学的推論は，論理学，科学哲学，認知心理学な
どの領域において，これまでにも数多くの研究がな
されてきている。そして，科学的推論の捉え方につ
いては，研究者が持つ科学のイメージによって違い
がある（湯澤，2010）。例えば，Lehrer & Schauble
（2006a）によれば，科学のイメージとして「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タイプが示されている。
このうち，「実践としての科学」のイメージを持つ研
究者は，科学の実践的側面を考慮する。Giere（1991）
によれば，科学理論は，現実世界の現象を理想化・
抽象化した「モデル」であり，科学者の活動は，モ
デルの構築とテストで説明される。このようなモデ
ルをもとにした科学理論の捉え方は，近年の理科教育
の文脈において注目を集めている捉え方であり（例え
ば，Adúriz-Bravo, 2013；Develaki, 2007），このような
捉え方に基づく科学的推論は，特にモデルベース推
論（Model-Based Reasoning）と呼ばれている。

Lehrer & Schauble（2006b）によれば，これまでの
モデルベース推論に関する研究は，実験室で行われ

1．�研究の背景
科学技術の進歩や高度情報化が進む現代は，企業
間，国家間の競争が激化しており，常に新しい知識
の創造が求められている。一方で，新しい知識は，
既存の知識をもとにした推論が基盤となって生ま
れる。推論とは，単一のあるいは複数の前提をもと
に，何らかの結論を導く精神活動のことである（山，
2010）。日本の理科教育においては，推論を問題解決
の能力として位置づけており，理科の教授 -学習を
通して推論する力を育成することが重要な目標の 1
つになっている（文部科学省，2008）。しかし，平成
24 年度全国学力・学習状況調査の結果から，観察・
実験結果をもとに，解釈・考察し，説明すること，
すなわち科学的に推論する力に課題があることが明
らかになっている（国立教育政策研究所教育課程研
究センター，2012）。
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【要　　　約】

本研究は，中学生の科学的モデルに対するメタ的な認識に着目し，その実態を明らかにす
ることを目的とした。このため，公立中学校の第 3学年 227 名，国立大学の理系学生 200 名
を対象に，20 項目からなる質問紙調査を実施し，理系学生との比較を通して中学生の実態を
顕在化させることを意図した。その結果，中学生は，大学生と比べて科学的モデルに対する
メタ的な認識が確立していないことが明らかになった。また，中学生の傾向としては，モデ
ルを，目に見えにくい現象を可視化させたり，複雑な現象を単純化させたりするものとして
捉える一方で，モデルは現象の説明や予測に使われるものであることや，暫定的なものであ
ることについての認識が十分に確立していないことが明らかになった。特に，モデルが現象
の説明や予測に使われるという，モデルの目的に関する認識は大学生においても相対的に低
くなっており，課題となりうることも明らかになった。これらの実態を踏まえ，科学的モデ
ルを用いた推論（モデルベース推論）を促進させるためには，様々な学習場面においてモデ
ルを用いて推論させ，モデルが役に立つことを実感させる必要があることを指摘した。
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デルのデザインや作成」などの観点で整理し，それ
ぞれの観点において認識の類型化を行っている。そ
して，中等学校の生徒の多くは，モデルを，様々な
時間的・空間的な見方を具現化する現実の物理的な
コピーとして認識していることなどを明らかにして
いる。
同様に，Treagust et al.（2002）も，中等学校の生
徒を対象に，五件法による質問紙調査を行い，「様々
な表現としてのモデル」，「正確な模型としてのモデ
ル」，「説明の道具としてのモデル」などの観点から，
統計的手法を用いて学習者の科学的モデルに対する
認識を調査している。そして，中等学校の生徒の多
くが，科学の考えや理論の発展において，科学的モ
デルがどのように使われているのかを理解していな
いという実態を明らかにしている。
これまで述べてきたように，科学的モデルに対す
る認識はある程度調査されているものの，これらの
研究は海外で実施されているものが多い。また，科
学的モデルに対する認識は，カリキュラムや教科書
など，具体的な学習内容とその取り扱い方からも大
きく影響を受けると考える。しかしながら，日本の
理科教育における研究では，モデルに対する認識に
ついて調査したのは丹沢ら（2003）のみであり，そ
の質問項目も 1問だけであるため，日本の生徒を対
象とした研究の蓄積は十分とはいえない。また，研
究の背景で述べたように，モデルベース推論の促進
には，モデルに対するメタ的な理解が重要であるこ
とが示唆されているものの，これまでのモデルベー
ス推論を促進する指導法に関する研究においては，
科学的モデルに対するメタ的な理解に着目した研究
がみられない。そこで，本研究では，科学的モデル
に対するメタ的な理解に着目したモデルベース推論
を促進する指導法への示唆を導出するために，日本
の生徒の科学的モデルに対するメタ的な認識の実態
を把握する。
その際，モデルベース推論を促進する指導法に関
する研究の多くが，中学生を対象としていること，
日本においては，モデルを用いて思考するような学
習内容が中学校から増え始めることから，本研究に
おいては中学生を主な対象とする。また，本研究で
は，科学的モデルに対する中学生のメタ的な認識の
特徴を顕在化させるために，理系の大学生（高等学
校時代に理系コースを選択し，大学においても理系
の学科等に所属する学生）を比較対象として設定し
た。その理由は以下の通りである。
理系の大学生は，小学校から高等学校まで理科を
継続して学んできており，科学的モデルに接してき

るモデルベース推論を精査する研究，著名な科学者
の研究史を精査する研究，研究中の科学者を直接観
察し，モデルベース推論と科学的な実践の関係性を
調査する研究，といった 3つの観点から整理できる
という。そして，これらの研究の知見をもとに，モ
デルベース推論の促進を目指した学習環境のデザイ
ンについて提案している。具体的には，モデルの構
築（モデル化）を促進させるためには，どのような
場面でどのような表現方法を用いればよいのか，と
いった表現方法に関するメタ的な理解や，モデルは
どのように構築されていくのか，といったモデルの
構築サイクルに関するメタ的な理解が重要であると
述べている。また，Schwarz et al.（2009）もモデル
のメタ的な理解に着目しており，科学的モデルの目
的や性質に関する認識が，モデルベース推論を促進
すると述べている。これらの研究から，モデルのメ
タ的な理解がモデルベース推論を促進することが示
唆されているといえる。
一方，モデルベース推論を促進する指導法に関
する研究としては，Raghavan & Glaser（1995）や
Penner, Giles, Lehrer, & Schauble（1997）などが報
告されている。Raghavan & Glaser（1995）は，中学
生を対象とし，「力のつりあい」を説明するモデル
を構築する学習活動を設定し，コンピュータによる
支援によって，生徒の概念構築やモデルベース推論
が促進されたことを報告している。また，Penner et 
al.（1997）は，小学生を対象とし，ひじの模型（モ
デル）の構築・修正を繰り返す学習活動を通して，
児童のモデルベース推論が促進されたことを報告し
ている。しかし，このような成果が報告されている
一方で，モデルの構築過程を教えることが困難であ
ることや，生徒がモデルの構築の意味を理解して
いないことが報告されている（例えば，Schwarz & 
White, 2005）。

2．�問題の所在
科学的モデルのメタ的な理解，つまり科学的モデ
ルの目的や性質については，1960 年代ごろから科学
哲学の領域において言及されてきた（例えば，Black, 
1962）。そして，理科教育の文脈において，これま
でに学習者の科学的モデルに対するメタ的な理解を
調査した研究として，Grosslight, Unger, Jay & Smith
（1991）や，Treagust, Chittleborough & Mamiala（2002）
などを挙げることができる。

Grosslight et al.（1991）は，中等学校の生徒を対
象に，科学的モデルに対する認識について幅広く調
査しており，「モデルの種類」，「モデルの目的」，「モ
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いて共通する観点を抽出し，抽出した観点をもとに
質問項目を作成することにした。
まず，科学的モデルの目的や性質について，先行
研究において共通している観点を抽出する。先に示
した 3つの先行研究のうち，Schwarz et al.（2009）が，
科学的モデルの目的や性質について最も詳しく整理
している。Schwarz et al.（2009）は，科学的モデル
の目的や性質についての知識を「メタモデリング知
識」と呼んでおり，表 1に示すように，メタモデリ
ング知識を 11 個の観点に分けている。そこで，本研
究では，Schwarz et al.（2009）を中心に，Grosslight 
et al.（1991）がまとめた調査結果の 5つの観点（「モ
デルの種類」，「モデルの目的」，「モデルのデザイ
ンと作成」，「モデルの変化」，「多様なモデル」）と，
Treagust et al.（2002）が設定した 5つの尺度（「様々
な表現としてのモデル」，「正確な模型としてのモデ
ル」，「科学的モデルの性質の変化」，「説明の道具と
してのモデル」，「科学的モデルの使われ方」）に共通
する観点を抽出することにした。
まず，Schwarz et al.（2009）の「モデルは，現象
を例証したり，説明したり，予測したりするのに使
われる」，Grosslight et al.（1991）の「モデルの目
的」，Treagust et al.（2002）の「説明の道具としての
モデル」と「科学的モデルの使われ方」については，
モデルが現象を説明したり予測したりするのに使わ
れるという，モデルの目的について共通している観
点である。したがって，質問紙を構成する観点の 1
つとして，「現象の説明・予測」という観点を抽出
した。
次に，Schwarz et al.（2009）の「モデルは目には
見えないまたは身近でない過程や特徴を表すことが

た経験が中学生よりも多い。このため，科学的モデ
ルに対するメタ的な認識も中学生と比べて確立して
いると仮定した。そして，このような理系の大学生
と中学生を比較することにより，中学生の科学的モ
デルに対するメタ的な認識の特徴を相対的にも分析，
考察できると考えたからである。

3．�研究の目的
以上のことから，本研究では，モデルベース推論
を促進する指導法への示唆を導出するために，中学
生と大学生の科学的モデルに対するメタ的な認識の
実態を把握し，大学生との比較によって，中学生の
科学的モデルに対するメタ的な認識の特徴を明らか
にすることを目的とした。

4．�研究の方法
はじめに，科学的モデルに対する認識を調査する
ための質問紙を作成した。次に，作成した質問紙を
用いて，中学生と大学生を対象に調査を実施し，得
られた回答をもとに科学的モデルに対する認識の実
態を分析した。

4.1　�質問紙の作成
Schwarz et al.（2009）は，モデルベース推論を促
進するうえで重要となる科学的モデルの目的や性
質などについて整理している。また，Grosslight et 
al.（1991）は，モデルの目的に対する中等学校の生
徒の回答を類型化しており，Treagust et al.（2002）
も，科学的モデルの目的や性質に関する尺度を作成
している。そこで，本研究では，科学的モデルの目
的や性質といった観点から，これらの先行研究にお

表 1　Schwarz�et�al.（2009）のメタモデリング知識

モデルの性質
モデルは目に見えないまたは身近でない過程や特徴を表すことができる
様々なモデルは様々な強みがある
モデルによる現象の説明には限界がある
現象の理解を促進することをもたらすためにモデルは変えられる
ダイアグラム，物質的なモデル，シミュレーションなど，モデルには様々なタイプがある
モデルの目的
モデルは知識を構成するための意味を構成する道具である
モデルは理解または知識を伝えるためのコミュニケーションツールである
モデルは，現象の新たな側面を予測することで，新しい理解を発達させるために使われる
モデルは，現象を例証したり，説明したり，予測したりするのに使われる
モデルを評価・修正するための基準
モデルは現象についての証拠をもとにすることが必要である
モデルは目的と関連があることだけを含むことが必要である
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えるモデルベース推論を行う上で重要な観点である
と考える。そこで，質問紙を構成する観点の 1つと
して，「限界性」という観点を抽出することにした。
以上のことから，本研究では，「現象の説明・予
測」，「特徴の顕在化」，「暫定性」，「限界性」という
4つの観点で質問紙を構成することにした。
以上の 4つの観点から作成した質問項目を表 2に
示す。なお，質問紙は，「1．全くそう思わない」，
「2．あまりそうは思わない」，「3．どちらでもない」，
「4．ややそう思う」，「5．強くそう思う」の五件法で
回答を求めた。また，回答の得点化に際しては，選
択肢に付した数字をそのまま用いた（ただし，逆転
項目に関しては得点を反転させた）。

4.2　�調査時期及び対象
2013 年 5 月，2014 年 11 月に，広島県の公立中学
校第 3 学年 111 名，兵庫県の公立中学校第 3 学年
116 名，国立大学の理系の学生 200 名を対象に調査
を行った。なお，本研究における比較の意図を考慮
すると，大学生については，高等学校以降において
も理科を継続して学んでいる学生を主な調査対象と
することが望ましいと判断したため，男女の比率に
ついては特に考慮していない。

できる」，Grosslight et al.（1991）の「多様なモデル」，
Treagust et al.（2002）の「様々な表現としてのモデ
ル」については，現象の特徴を顕在化させる役割に
ついて共通している観点である。したがって，質問
紙を構成する観点の 1つとして，「特徴の顕在化」と
いう観点を抽出した。
そして，Schwarz et al.（2009）の「現象の理解を
促進することをもたらすためにモデルは変えられ
る」，Grosslight et al.（1991）の「モデルの変化」，
Treagust et al.（2002）の「科学的モデルの性質の変
化」については，モデルが持つ暫定性について共通
している観点である。したがって，質問紙を構成す
る観点の 1 つとして，「暫定性」という観点を抽出
した。
以上，3つの先行研究全てにおいて共通する観点に
ついて説明してきた。さらに，Schwarz et al.（2009）
の「モデルによる現象の説明には限界がある」，
Treagust et al.（2002）の「正確な模型としてのモデ
ル」については，モデルはターゲットとなる現実の
事物のある部分について正確に説明している一方で，
モデルによる現象の説明には限界があるという，説
明の限界性という点で共通している。Grosslight et 
al.（1991）にはみられなかったものの，モデルによ
る説明の限界性は，モデルをもとに現象の説明を考

表 2　抽出した観点と作成した質問項目
観点 作成した質問項目

現象の説明・予測

Q1　 科学では，モデルを用いることで，現象を説明・予測することができる。
Q2　 科学における現象の説明や予測は，モデルを用いて行われる。
Q3　 科学では，これまでに作られたモデルを別の現象に適用することで，新たな予測を行う。
Q4　 科学において，モデルは現象の説明や予測など，重要な役割を果たしている。
Q5　 自然現象を科学的に説明したり，予測したりするのにモデルを使うことはない。（R）

特徴の顕在化

Q6　 モデルは，現象の特徴を明確に表現することができる。
Q7　 モデルは複雑な現象を単純にし，簡潔に表すことができる。
Q8　 モデルは理解しにくい抽象的な性質を，分かりやすく表すことができる。
Q9　 モデルは目に見えにくい現象を，目に見える単純な形で表すことができる。
Q10　モデルは複雑な現象の特徴をわかりやすくすることはできない。（R）

暫定性

Q11　モデルは，一時的なものであって，変化する可能性がある。
Q12　科学におけるモデルは，科学者の間で議論されて修正されていくものである。
Q13　現在科学者の間で認められているモデルは，時代が変わると，変化することがある。
Q14　モデルは現象を説明する仮のものである。
Q15　科学におけるモデルは，一度作られると将来変わることはない。（R）

限界性

Q16　モデルによる現象の説明には限界がある。
Q17　モデルは現象を完全に説明することはできない。
Q18　モデルには，現象を説明する上で利点と欠点が存在する。
Q19　モデルには，科学的には誤りである部分が存在する可能性がある。
Q20　モデルはどんな現象も説明することができる。（R）

※「作成した質問項目」の（R）は逆転項目
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表 3 に示した因子負荷量に基づき，各因子につい
て検討すると，第Ⅰ因子は，「モデルによる現象の説
明には限界がある」，「モデルは現象を完全に説明す
ることはできない」などに対して負荷量が高く，モ
デルによる説明の限界性を表す質問項目で構成され
ているため，第Ⅰ因子を「限界性」と解釈した。
第Ⅱ因子は，「モデルは目に見えにくい現象を，目
に見える単純な形で表すことができる」，「モデルは
複雑な現象を単純にし，簡潔に表すことができる」
などに対して負荷量が高く，現象の特徴を顕在化さ
せるモデルの性質を表す質問項目で構成されている
ため，第Ⅱ因子を「特徴の顕在化」と解釈した。
第Ⅲ因子は，「科学におけるモデルは，一度作られ
ると将来変わることはない」，「モデルは，一時的なも
のであって，変化する可能性がある」などに対して負
荷量が高く，モデルの暫定性を表す質問項目で構成さ
れているため，第Ⅲ因子を，「暫定性」と解釈した。
第Ⅳ因子は，「科学では，モデルを用いることで，
現象を説明・予測することができる」，「科学におけ
る現象の説明や予測は，モデルを用いて行われる」
などに対して負荷量が高く，科学におけるモデルの
役割である現象の説明や予測に関する質問項目で構
成されているため，第Ⅳ因子を「現象の説明・予測」
とした。

5．�結果と考察
分析及び結果の導出にあたっては，まず作成した
質問項目の妥当性と信頼性の確認を行った。次に，
各項目への回答をもとに，中学生と大学生の科学的
モデルに対するメタ的な認識の実態を分析した。そ
の詳細を以下に示す。

5.1　�質問項目の妥当性と信頼性の検討
作成した 20 項目の質問項目の妥当性を検討するた
め，質問紙調査の結果を用いて因子分析（最尤法，
プロマックス回転）を行った。使用したソフトは，
IBM SPSS 21 である。分析においては，因子負荷量
が .350 に満たなかった 5項目（「Q4　科学において，
モデルは現象の説明や予測など，重要な役割を果
たしている。」，「Q5　自然現象を科学的に説明した
り，予測したりするのにモデルを使うことはない。」，
「Q6　モデルは，現象の特徴を明確に表現すること
ができる。」，「Q12　科学におけるモデルは，科学
者の間で議論されて修正されていくものである。」，
「Q14　モデルは現象を説明する仮のものである。」）
を削除し，再度，因子分析を行った。なお，因子数
は固有値の減衰状況及び解釈可能性により判断し，4
因子構造を採択した。以上の手順によって実施した
因子分析の最終的な結果を表 3に示す。

表 3　因子分析結果（プロマックス回転後の因子パターン）
質問項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Q16 モデルによる現象の説明には限界がある。 .792 .021 －.025 －.171
Q17 モデルは現象を完全に説明することはできない。 .760 －.095 －.064 .027
Q19 モデルには，科学的には誤りである部分が存在する可能性がある。 .489 －.048 .075 .294
Q18 モデルには，現象を説明する上で利点と欠点が存在する。 .486 .257 .148 .035
Q20 モデルはどんな現象も説明することができる。 .383 .100 .291 －.355
Q9 モデルは目に見えにくい現象を，目に見える単純な形で表すことができる。 .113 .706 －.141 .046
Q7 モデルは複雑な現象を単純にし，簡潔に表すことができる。 .086 .656 －.087 .029
Q8 モデルは理解しにくい抽象的な性質を，分かりやすく表すことができる。 .002 .477 .086 .253
Q10 モデルは複雑な現象の特徴をわかりやすくすることはできない。 －.288 .454 .306 －.097
Q15 科学におけるモデルは，一度作られると将来変わることはない。 －.087 .082 .855 －.065
Q11 モデルは，一時的なものであって，変化する可能性がある。 .182 －.078 .615 .134
Q13 現在科学者の間で認められているモデルは，時代が変わると，変化することがある。 .204 －.136 .578 .155
Q1 科学では，モデルを用いることで，現象を説明・予測することができる。 －.040 －.071 .038 .689
Q2 科学における現象の説明や予測は，モデルを用いて行われる。 －.107 .212 .009 .554
Q3 科学では，これまでに作られたモデルを別の現象に適用することで，新たな予測を行う。－.012 .274 －.015 .358

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ ― .406 .637 .277
Ⅱ ― ― .343 .493
Ⅲ ― ― ― .257
Ⅳ ― ― ― ―
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る水準であるという三輪（2007）の解釈を参考に，
内部一貫性が保証されたと考え，信頼性があると判
断した。

5.2　�中学生と大学生の科学的モデルに対する認識
作成した質問項目の妥当性と信頼性を確認するこ
とができたため，得られた回答をもとに，中学生と
大学生の科学的モデルに対するメタ的な認識を分析
した。まず，各質問項目における得点の平均値およ
び標準偏差を算出した。そして，観点に対応する
質問項目の得点を合計し，これを各観点の得点とし
た 1）。各質問項目の平均値，標準偏差，各観点の平
均値及び標準偏差を表 4に示す。
表 4に示したように，中学生と大学生の解答傾向

以上，得られた因子構造が，質問紙作成時に想定
した因子構造と一致したため，作成した質問紙の妥
当性が得られたと判断した。
なお，因子間相関については，表 3に示すように，
第Ⅰ因子と第Ⅱ因子，第Ⅰ因子と第Ⅲ因子，第Ⅱ因
子と第Ⅳ因子において .400 を超えており，その他の
組み合わせと比較して強い相関を示した。
また，各因子の信頼性を検討するために，Cron-

bachの α係数を算出した。その結果，第Ⅰ因子「限
界性」が .775，第Ⅱ因子「特徴の顕在化」が .686，
第Ⅲ因子「暫定性」が .800，第Ⅳ因子「現象の説
明・予測」が .645 であった。第Ⅱ因子と第Ⅳ因子の
値がやや低いものの，個人レベルの調査データでは，
0.7 以上であれば十分よく，0.6 以上ならば許容でき

表 4　各質問項目の平均値及び標準偏差，各観点の平均値及び標準偏差
観
点 質問項目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

現
象
の
説
明
・
予
測

Q1
科学では，モデルを用いることで，現象を説明・予測することができ
る。

3.52 0.85

3.35
3.69

0.61
0.61

3.88 0.81

Q2 科学における現象の説明や予測は，モデルを用いて行われる。
3.41 0.80
3.74 0.68

Q3
科学では，これまでに作られたモデルを別の現象に適用することで，新
たな予測を行う。

3.14 0.82
3.45 0.89

特
徴
の
顕
在
化

Q7 モデルは複雑な現象を単純にし，簡潔に表すことができる。
3.86 1.04

3.70
4.25

0.72
0.44

4.35 0.69

Q8 モデルは理解しにくい抽象的な性質を，分かりやすく表すことができる。
3.73 1.03
4.44 0.69

Q9 モデルは目に見えにくい現象を，目に見える単純な形で表すことができる。
3.91 0.98
4.37 0.60

Q10 モデルは複雑な現象の特徴をわかりやすくすることはできない。（R）
2.72 0.99
2.17 0.83

暫
定
性

Q11 モデルは，一時的なものであって，変化する可能性がある。
3.33 1.02

3.42
4.28

0.82
0.63

4.21 0.83

Q13
現在科学者の間で認められているモデルは，時代が変わると，変化する
ことがある。

3.40 1.04
4.22 0.70

Q15 科学におけるモデルは，一度作られると将来変わることはない。（R）
2.46 1.04
1.60 0.70

限
界
性

Q16 モデルによる現象の説明には限界がある。
3.75 0.96

3.53
4.34

0.60
0.52

4.37 0.77

Q17 モデルは現象を完全に説明することはできない。
3.51 1.01
4.43 0.75

Q18 モデルには，現象を説明する上で利点と欠点が存在する。
3.72 0.88
4.49 0.63

Q19 モデルには，科学的には誤りである部分が存在する可能性がある。
3.15 0.98
4.12 0.82

Q20 モデルはどんな現象も説明することができる。（R）
2.46 0.88
1.72 0.78

※上段が中学生，下段が大学生。（R）は逆転項目
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1） 中学生では，「現象の説明・予測」（下位尺度得
点：3.35）は，「特徴の顕在化」（同 3.70），「限
界性」（同 3.53）と比べて，有意に低い。

2） 中学生では，「特徴の顕在化」（同 3.70）は，他
の 3 つの観点（「現象の説明・予測」（同 3.35），
「暫定性」（同 3.42），「限界性」（同 3.53））と比
べて有意に高い。

3） 中学生では，「暫定性」（同 3.42）は，「特徴の顕
在化」（同 3.70）と比べて有意に低い。

4） 中学生では，「限界性」（同 3.53）は，「現象の説
明・予測」（同 3.35）と比べて有意に高く，「特
徴の顕在化」（同 3.70）と比べて有意に低い。

5） 大学生では，「特徴の顕在化」（同 4.25），「暫定
性」（同 4.28），「限界性」（同 4.34）は，「現象の
説明・予測」（同 3.69）と比べて，有意に高い。

6） 大学生は，中学生と比べて，全ての観点におい
て，有意に高い。
これらの結果を踏まえて，中学生と大学生の科学
的モデルに対するメタ的な認識のそれぞれの特徴を
考察し，その特徴を比較する。
・中学生
調査した 4つの観点の中では，「特徴の顕在化」が
他の 3つの観点と比べて最も高かった。このことか
ら，中学生においては，モデルは現象の特徴を顕在
化させるものであるという認識が最も高いといえる。
一方で，「現象の説明・予測」や「暫定性」は，「特
徴の顕在化」よりも有意に低かった。このことか
ら，モデルが現象の説明や予測に使われるものであ
ること，モデルが暫定的なものであることについて
の認識は相対的に低いことがわかる。また，「限界
性」は，「現象の説明・予測」と比べて有意に高く，
「特徴の顕在化」と比べて有意に低かった。このこと
から，モデルによる説明の限界性の認識については，

に違いがみられる。そこで，①各観点の平均値につ
いて，校種間で違いがあるかどうか，また，②各校
種について，各観点の平均値に違いがあるかどうか
を統計的に検討するために，「中学生」・「大学生」の
2校種×「現象の説明・予測」・「特徴の顕在化」・「暫
定性」・「限界性」の 4観点の 2要因混合計画の分散
分析を行った。その結果を表 5及び表 6に示す。
表 5 に示した分散分析の結果より，校種の主効
果（F(1, 425)＝263.80，p ＜ .05） がみられた。ま
た，表 6に示した分散分析の結果より，観点の主効
果（F(2.56, 1089.75)＝57.47，p＜ .05）と観点×校種
の交互作用（F(2.56, 1089.75)＝19.58，p＜ .05）がみ
られた。そして，4つの観点のうち，どの観点とど
の観点に差がある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
7に示す。
表 4に示した平均値，表 7に示した多重比較の結
果より，以下のことがいえる。

表 5　分散分析の結果（被験者間要因）

変動因 平方和 自由度 平均平方 F値
校種 171.90 1 171.90 263.80*
誤差 276.95 425 0.65

*：p＜ .05

表 6　分散分析の結果（被験者内要因）

変動因 平方和 自由度 平均平方 F値
観点 54.05 2.56 21.08 57.47*

観点×校種 18.41 2.56 7.18 19.58*
誤差 399.66 1089.75 0.37

*：p＜ .05

表 7　多重比較の結果
平均値の差

中学生 大学生
説・予 顕在化 暫定性 限界性 説・予 顕在化 暫定性 限界性

中
学
生

説・予 ― －0.345* －0.070 －0.181* －0.336* ― ― ―
顕在化 ― ― 0.274* 0.164* ― －0.549* ― ―
暫定性 ― ― ― －0.110 ― ― －0.852* ―
限界性 ― ― ― ― ― ― ― －0.806*

大
学
生

説・予 ― ― ― ― ― －0.558* －0.587* －0.651*
顕在化 ― ― ― ― ― ― －0.029 －0.093
暫定性 ― ― ― ― ― ― ― －0.064
限界性 ― ― ― ― ― ― ― ―

*：p＜ .05
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るものとして捉える一方で，それが現象の説明や予
測に役に立つという意識が弱いため，様々な学習場
面においてモデルを用いて推論させ，モデルが現象
の説明や予測に役に立つことを実感させる必要があ
る。ここで，モデルが現象の説明や予測に役に立つ
ことを意識させるような学習活動を展開している実
践例の 1つに，松浦・佐伯（2013）を挙げることが
できる。松浦・佐伯（2013）は，中学校理科第一分
野「化学変化と原子・分子」の酸素を取り除く反応
（酸化銅の還元）の単元において，「酸化銅から銅を
取りだすにはどのようにしたらよいか」という課題
を設定し，既習事項である化学反応式を用いて仮説
を設定させるために，「化学反応式カード」という教
材を用いている。「化学反応式カード」は，原子や分
子のモデル図が薄く印刷された物質カードと，丸く
切り抜いた原子のチップで構成されている。そして，
生徒は，この化学反応式カードとチップを試行錯誤
しながら組み合わせることで，酸化銅から銅を取り
だす化学反応について，様々な仮説を形成すること
ができたことを報告している。さらには，モデルを
もとに形成された仮説を一度現実場面に当てはめる
ことで，仮説を修正したり，棄却したりすることも
できたという。
このような学習活動は，仮説形成場面において，
化学反応式というモデルを推論の前提として，思考
を補助する「化学反応式カード」を用いて，酸化銅
から銅を取り出す化学反応に必要な物質について推
論している活動と捉えることができる。このような
学習活動を展開することで，生徒は，仮説形成場面
において，物質の化学変化を考える際には化学反応
式が役に立つと実感することができると考える。さ
らに，この実践例から示唆されることは，化学反応
式カードのような，生徒が実際に具体物を用いなが
ら思考，または試行できるような教材が生徒の推論
を促進するということである。したがって，モデル
ベース推論を促進する際には，推論場面と適用する
モデルに着目させ，思考を補助する教材を媒介とし
ながら推論させることが重要であると考える。

7．�まとめと今後の課題
本研究では，公立中学校の第 3学年 227 名，国立大
学の理系学生 200 名を対象に質問紙調査を実施し，科
学的モデルを用いた推論（モデルベース推論）を促
進させるためには，様々な学習場面においてモデル
を用いて推論させ，モデルが現象の説明や予測に役
に立つことを実感させる必要があることを指摘した。
今後の課題としては，以下の 2 点が挙げられる。

「特徴の顕在化」と「現象の説明・予測」の間に位置
することがわかる。
・大学生
大学生においては，「特徴の顕在化」，「暫定性」，

「限界性」が，「現象の説明・予測」と比べて有意に
高く，「特徴の顕在化」，「暫定性」，「限界性」の 3つ
の観点においては相互に有意な差はなかった。この
ことから，大学生においては，モデルは現象を単純
化したり可視化したりしている，モデルは暫定的で
ある，モデルによる説明には限界があるという認識
が，モデルは現象の説明や予測に使われるという認
識よりも高いといえる。
・中学生と大学生の比較
大学生は，中学生と比べて全ての観点において有
意に高かったことから，理科を継続して学んでいく
ことで，モデルの目的や性質に関する認識は深まっ
ていくと考えられる。
しかしながら，大学生においても，中学生と同様
に「現象の説明・予測」はその他の性質よりも有意
に低いという特徴がみられる。このことを踏まえる
ならば，モデルが現象の説明や予測に使われると
いった，モデルの目的に関する認識は，限界性など
のモデルの性質に関する認識に比べて，認識の深ま
り方に違いがあると考えられる。「現象の説明・予
測」というモデルの目的に対する認識は，科学にお
いてモデル化して考えることの有用性の認識に繋が
るものであり，その他の観点とともにメタ的な認識
を高める必要があると考える。

6．�モデルベース推論を促進する指導法への示唆
最後に，これまでの分析を踏まえて，モデルベー
ス推論を促進する指導法への示唆を導出する。
本研究によって明らかになった，中学生の科学的
モデルに対するメタ的な認識の主な特徴は，次の 2
点である。第一に，現象の特徴を顕在化させるもの
としてモデルを捉えていることである。換言すると，
科学におけるモデルは，目に見えにくい現象を可視
化させたり，複雑な現象を単純化させたりするもの
であるという認識が強いということである。第二に，
モデルが現象の説明や予測に使われるといった，モ
デルの目的に関する認識が深まりにくく，将来理系
の進路選択をした場合でも課題となる可能性がある
ことである。これらの実態を踏まえ，モデルベース
推論を促進する指導法を構想する際には，次の点に
留意する必要があると考える。
中学生は，科学的モデルを，目に見えにくい現象
を可視化させたり，複雑な現象を単純化させたりす
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第一に，Schwarz et al.（2009）はメタモデリング知
識に関する観点として 11 種類を提案しており，本研
究で取り扱った 4つの観点では限定的な側面しか評
価することができていない可能性がある。このため，
本研究において調査していない観点についても，今
後検討していく必要があると考える。
第二に，導出した指導法への示唆については，そ
の示唆を踏まえた指導を行うことによって，実際に
モデルベース推論が促進されるか否かについて調査
していく必要があると考える。

附記
本論文は，平成 25 年度日本理科教育学会第 63 回
全国大会，平成 26 年度日本理科教育学会第 64 回全
国大会，平成 26 年度日本科学教育学会研究会研究報
告にて発表した内容に加筆，修正して発展させたも
のである。

註
 1） 因子分析後の分析には，下位尺度得点を利用する方法

と因子得点を利用する方法がある。小塩（2005）によ
れば，まず，下位尺度得点を利用する利点としては，
今後研究が続く場合に，下位尺度得点を比較すること
ができること，下位尺度得点を利用する欠点として，
因子分析によって得られる構造の情報が失われる可能
性があることを挙げている。次に，因子得点を利用す
る利点としては，因子分析によって得られる構造の情
報を後の分析で利用することができること，因子得点
を利用する欠点として，今後研究が続く場合に，調査
データの得点を比較することが困難であることを挙げ
ている。本研究では，研究の継続を考慮し，尺度の汎
用性という観点から，下位尺度得点を利用する方法を
採用している。
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SUMMARY
The purpose of this study is to clarify students’ understanding of scientific models. A 20-

item pencil-and-paper questionnaire consisting of four constructs was conducted on 227 lower 
secondary school students and 200 science course college students. The results of this analysis 
revealed that lower secondary school students indicate lower scores than science course college 
students in four constructs (explanation/prediction, characterization, limitation, and tentativeness). 
Lower secondary school students realize that models can represent natural phenomena that are 
difficult to see directly or simplify complex natural phenomena. Lower secondary school students 
do not understand that models are useful for explanation/prediction of natural phenomena, and 
their models are tentative. It is especially difficult to learn the purpose of models; college students’ 
score on models for explanation/prediction of natural phenomena is also relatively low. Based on the 
results of this analysis, lower secondary school students need to understand that models are useful 
for explanation/prediction, through practice using models to explain and predict natural phenomena.
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