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哲学の分野において仮説設定が重視されてこなかっ
た歴史的経緯がある。
例えば，Newton（1713）は，「われ仮説を作らず」
と述べ，帰納的な論証と仮説を区別した上で，仮説
を立てる行為を否定した。Newtonの著作の影響から，
初期の自然科学においては仮説を立てるべきではな
いという考え方が根強く残っていた。また，20 世紀
に入ると，科学哲学の分野において，科学の営みを
科学的発見の文脈と正当化の文脈の二段階に分けて
捉える考え方が浸透し，正当化の文脈のみが論理的
な過程として分析の対象とされた（内井，1995）。そ
して，科学的発見の文脈に該当する仮説設定場面は
論理的分析の必要ないもの（Reichenbach, 1951）とし
て，研究の対象から外されてきた。例えば，Popper
（1968）は，科学的仮説は科学者の推測や自由な創
造，詩的な直感力の結果にすぎないと主張している。
また，Feynman（1965）も仮説設定はただの推測で
あると主張している。国内においても，千葉（1919）
は，仮説を「憶測・揣摩に過ぎない」とし，「想像の
力によって構成されたものである」と述べている。
また，大嶋（1920）は仮説を「一種の科学的想像」
と定義している。
これらの考えに対して，1950 年代後半以降，仮

1．�研究の背景および目的
科学的な仮説の設定とその検証は現代の科学的な
手法において特に重要な構成要素だとみなされてい
る（McPherson, 2001）。また，理科の授業における
問題解決の過程においても，問題状況を理解し，仮
説を設定する場面は仮説設定と呼ばれ，様々な観点
からその重要性が指摘されている。例えば，木村
（2016）は仮説設定が学習者の主体的な活動を促進
させることを示している。この他にも仮説設定の重
要性としては，実験計画や考察，推論能力，概念変
容などへの影響が先行研究において指摘されている
（例えば，福岡，1989；Lawson, 2001；中山，2011）。
しかしながら，仮説設定の重要性は多く指摘され
ているものの，理科教育においては，そもそも仮説
とは何なのかの共通理解が図られておらず（Wenham, 
1993；小林，2007；Gyllenpalm & Wickman, 2011），ま
た，多くの科学教育，科学哲学の研究者は問題解決
における仮説設定に関心を示してこなかった（Park, 
2006）。このような状況の背景には，自然科学や科学
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書館を利用した目視による論文の収集を行った。検
索におけるキーワードとしては，日本語論文につい
ては，「仮説」「仮説設定」「仮説形成」「予想」「ア
ブダクション」，英語論文については「Hypotheses」
「Hypothesis」「Prediction」「Abduction」をキーワー
ドに検索を行った 1）。論文の検索に際しては，論文
のタイトルとキーワードを対象にした検索方法を用
いた。なお，「予想」「Prediction」を検索キーワード
に入れたのは，予想と仮説を混同した論文が見られ
たためである 2）。
実際の論文検索においては，日本語論文は国立情
報学研究所が運営する「CiNii」を，英語論文は John 
Wiley & Sons社が運営する「Wiley Online Library」，
Taylor & Francis社が運営する「Taylor & Francis 
Online」，Springer社が運営する「Springer Link」を
用いた。対象となる年代範囲は，各方法で閲覧でき
る最大範囲を採用した。また，論文の収集は 2017 年
1 月に実施した 3）。収集対象，年代範囲，収集方法を
表 1に示す。
論文を収集した後，具体的な記述内容を確認し，仮
説設定以外の研究（例えば，予想に関する研究）を
除外した。以上の手続きをもって収集された論文を，
本研究におけるレビュー対象とした。なお，前述の
検索基準によって抽出された日本語論文数は重複を
含めて 92 件であり，仮説設定以外の論文として除外
された論文は 74 件であった。同様に，抽出された英
語論文は 36 件であり，仮説設定以外の論文として除
外された論文は 26 件であった。除外された論文の例
としては，「仮説検証（hypothesis-testing）」や「仮
説実験授業」を主題とした研究などが挙げられる。

説設定を論理的・合理的な過程として定式化しよ
うとする試みが多くなされるようになった。例え
ば，Hanson（1958）は，科学者が実際に行う推論
を分析し，発見のパターンを 3つの過程によりモデ
ル化している。また，その後も多くの研究者によっ
て，発見の文脈の定式化が試みられている（例えば，
Koestler, 1964；Blackwell, 1969；Kuhn, 1970）。そし
て現在の科学哲学においては，科学的発見の文脈を
分析の対象とする研究には一定の評価がなされてい
る（Brannigan, 1981）。
以上の経緯を受けて，理科教育においても仮説に
関する研究は近年になるまであまり行われてこな
かったと考えられる。しかしながら，数少ない研究
をたどれば，理科教育においても自然科学・科学哲
学分野を追従する形で，1970 年代後半から仮説の評
価に関する研究（例えば，Quinn & George, 1975），
1980 年代末から仮説の思考過程に関する研究（例え
ば，福岡・竹村，1989）が行われてきた。
このような研究の発展があるにも関わらず，国
内において仮説の研究動向を整理した先行研究は
管見の限り見られなかった。また，国外において
も，Wenham（1993）による仮説の定義についてのレ
ビューがあるのみで，広範な仮説研究の整理は見ら
れない。加えて，国内の仮説に関する研究は，実践
研究が中心であり，海外とは動向が大きく異なるに
もかかわらず，国内外の状況を比較する研究は今ま
でに見られなかった。
以上を踏まえ本研究では，仮説設定に関する国内
外の研究を収集・整理し，国内外の差に留意しつつ，
研究の動向や課題を明らかにすることを目的とする。
研究の動向や課題が明らかになることで，当該分野
における研究の基礎資料を提供し研究を促進するの
みならず，今後の研究の方向性を示すことができる
ものと考える。

2．�仮説設定研究の収集と整理
2.1　�論文の収集対象と検索基準
仮説設定に関する先行研究の収集手順について
述べる。論文の収集にあたっては，国内外の理科
教育に関する主要な学術論文誌である『日本理科
教育学会研究紀要』，『理科教育学研究』，『科学教
育研究』，『Journal of Research in Science Teaching』，
『International Journal of Science Education』，『Science 
Education』，『Research in Science Education』およ
び，国内において理科教育に関する論文が見られ
る『日本教科教育学会誌』『臨床教科教育学会誌』を
対象にオンラインデータベースを利用した検索と図

表 1　収集対象・年代範囲・収集方法
論文誌名 年代範囲 収集方法
日本理科教育学会研究紀要 1959–1999 図書館（目視）
理科教育学研究 1999–2016 CiNii

科学教育研究 1977–2016 CiNii

Journal of Research in Science 

Teaching
1963–2016

Wiley Online 

Library

International Journal of 

Science Education
1979–2016

Taylor & 

Francis Online

Science Education 1916–2016
Wiley Online 

Library

Research in Science Education 1971–2016 Springer Link

日本教科教育学会誌 1976–2016 CiNii

臨床教科教育学会誌 2009–2016 CiNii
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3．�結果と考察
前節で示した方法に従って仮説設定に関する先行
研究を検討した結果，計 28 件をレビュー対象として
収集した。収集した論文を表 2 および図 1 に示す。
また，追加で収集した文献を表 3に示す。
表 2に示したように，「仮説の定義」は◎が 2件，

「思考過程」は◎が 3件となっており，仮説設定に関
する論文において相対的に数が少ないことが読み取
れる。また，国内外の収集論文に占める「指導」の
比率は，国内において 67％（18 件中 12 件），国外
において 60％（10 件中 6 件）となっており，国内
において「指導」に関する研究の比率がやや高いこ
とが読み取れる。このように用語の定義や学習者の
詳細な思考過程を扱う研究が少なく，指導方法を検
討する研究が多いのは，理科教育における論文全体
の傾向であり，これらの研究が相対的に少ないこと
は，仮説設定に関する研究に特有の傾向とは考えに
くい 4）。また，図 1 より，2000 年代以降に仮説設定
に関する論文数が増加していることが分かる。研究
内容の内訳を見ると，国内において仮説設定の「指
導」に関する研究が 2000 年台以降に急激に増加した
ことに起因することが見てとれる。
本節では，表 2および表 3を基に，各観点におけ
る研究動向や課題を具体的な研究事例を挙げながら
考察する。

3.1　�仮説の定義に関する研究動向
はじめに，仮説の定義に関する研究の現状につい
て整理する。仮説の定義に関する理解度の実態と
して，Gyllenpalm and Wickman（2011）は，教員養
成課程の大学生が仮説（Hypothesis）という用語を
正しく理解していない実態を報告している。また，
Wenham（1993）は，仮説（Hypothesis）という用語

2.2　�内容整理の観点
収集した論文の整理にあたり，次の手順で内容を
整理する観点を設定した。まず，収集した論文を読
み，何を研究対象としているのかを書き出した。次
に，書き出した内容を分類した結果に基づき，4つ
の観点を設定した。設定した観点は，「仮説の定義」
「実態の評価」「思考過程」「指導」の 4点であった。
「仮説の定義」は，仮説という語句の定義について言
及したり，その用法や意味認識の実態について検討
した研究が該当する。「実態の評価」は，仮説設定に
関する学習者のパフォーマンスの実態を評価したり，
評価方法を開発・検討した研究が該当する。「思考過
程」は，仮説設定の思考過程について検討した研究
が該当する。「指導」は，仮説設定の指導において重
要な要素や影響要因を検討したり，指導方法を開発
し効果を検証した研究が該当する。続いて，抽出し
た論文に再度目を通し，各論文が 4つの観点から整
理可能であることを確認した。

2.3　�観点別集計の実施手順
前項で設定した観点に基づき，次の手順で抽出し
た論文を整理した。まず，収集した論文を年代順に
並べ替えた。次に，論文を行，整理の観点を列に配
置し，表に集計した。次に，各論文の主題と一致す
る観点のセルに◎印を付した。また，各観点に当て
はまる事項への言及が少しでもなされていた場合に
は，該当セルに○印を付した。

2.4　�文献の追加収集
論文を観点ごとに集計した結果，「仮説の定義」と

「思考過程」に関する論文が相対的に少ないことがわ
かった。そこで，文献の少なさに起因する不十分な
考察を避けるため，「仮説の定義」に関する研究につ
いては，文献の収集範囲を広げることにした。具体
的には，次の手順で文献を追加収集した。まず，国
内の大学図書館を 3か所訪問し，過去 100 年間の理
科教育に関する書籍を選別した。選別に際しては，
日本十進分類法（NDC）新訂 10 版（もり，2014）に
おける「理科（375.42）」「科学教育（375.4）」「科学
教育（407）」の分類を対象とした。次に，選別した
書籍から，仮説の関連語の定義について言及した記
述を抽出した。なお，「思考過程」に関する研究につ
いても同様の方法で文献の追加収集を行ったものの，
該当する文献が見当たらなかった。そこで，「思考過
程」については，研究の少なさに留意しつつ，研究
の動向や課題について考察することとした。

図 1　年代別の論文主題
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国内外において混乱が見られ，現在まで解決に至っ
ていない。このような混乱の一因として，Wenham
（1993）の指摘する通り，仮説の定義が一義に定まっ
ていないことが考えられる。そこで，仮説の定義の
混乱の実態を明らかにするために，抽出した論文お
よび追加収集した文献より仮説に関連する用語の定
義を抽出した。結果を表 4に示す。

表 4　仮説に関連した用語の定義

文献 用語
定義

大嶋（1920）

假說
從來吾人の知れる法則では說明する
ことのできない事實に遭遇した時，
之等の事實を說明しやうとして設く
る一種の科學的想像

が理科の授業において頻繁に用いられるものの，理
科教育の文脈において一貫した仮説の概念が定めら
れていないことを指摘している。国内においても，
「仮説」と「予想」の異同は明確ではなく，仮説とは
何かについての共通理解ができているとは言い難い
（小林，2007）。このように，仮説の定義に関しては，

表 2　収集論文
No. 文献 仮説の定義 実態の評価 思考過程 指導
1 Atkin（1958） ◎
2 Quinn & George（1975） 〇 ◎ ◎
3 Wright（1978） ◎
4 Pouler & Wright（1980） ◎ ◎
5 福岡・竹村（1989） ◎ 〇
6 Wenham（1993） ◎
7 中川・西川・根本（1996） ◎
8 Tomkins & Tunnicliffe（2001） ◎
9 Park（2006） 〇 ◎
10 Guisasola, Ceberio & Zubimendi（2006） ○ 〇 ◎
11 小林・永益（2006） ◎
12 永益・小林（2007） ◎
13 五島・小林（2009） ◎
14 Oh（2010） ◎
15 金子・小林（2010） ◎
16 Gyllenpalm & Wickman（2011） ◎
17 金子・小林（2011） ◎
18 福本・白神・木下（2012） 〇 〇 ◎
19 益田・柏木（2013） ◎
20 山田・小林（2014） ◎
21 山田・寺田・長谷川・稲田・小林（2014） 〇 ◎
22 宮本（2014） ◎
23 川﨑・角屋・木下・石井・後藤（2015） ◎
24 山田・田代・田中・小林（2015） ◎
25 山口・田中・小林（2015） ○ ◎
26 益田・半田・本郷（2015） ◎
27 宮本（2016） ◎
28 林・桂木・木下（2016） 〇 ◎

合計 〇 3 /◎ 2 〇 5 /◎ 7 〇 2 /◎ 3 〇 0 /◎ 18

表 3　追加で収集した文献
文献

1 大嶋（1920） 7 岡田（1986）
2 高野（1969） 8 髙橋（1986）
3 伊藤（1974） 9 竹下（1988）
4 徳光（1975） 10 SEAC（1990）
5 荻須・乾（1975） 11 Lawson（1995）
6 Gilbert & Matthews（1986）12 角屋・林・石井（2009）
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山口・田中・小林
（2015）

説明仮説
ある事象を説明するための仮説

作業仮説
作業を伴う仮説

角屋・林・石井
（2009）

仮説
事物・現象から見いだした問題を合
理的に説明するために，前もって仮
に立てた考え。

表 4に示すように，仮説に関連した用語の定義に
は，その構成要素にいくつかの共通点が見られる。
例えば，仮説・仮説設定・説明仮説には共通して
「説明」という要素が含まれていることがわかる。ま
た，「一時的」「仮」「暫定的」といった説明の暫定性
の強調が複数の定義に見られる。仮説設定の状況に
ついては，「現象」や「事象」，「所与の問題状況」，
「与えられた情報」，「観察された現象」など，表現は
異なるものの，目の前の状況や現象・事象から情報
を得られる局面であるという点で共通している。自
然科学における仮説は観察された事象に対して立て
られることが多く，観察に基づいて仮説が立てられ
ない場合は理論物理や宇宙物理といった各領域の特
徴に起因する。それに対して，理科教育の文脈にお
いては，学校教育の制約から，問題となる事象が学
習者に具体的に示されるとは限らない。例えば，小
学校第 5学年「流れる水の働き」の単元では，川の
上流と下流の石を比較し，流水の働きについて仮説
を立てることが考えられる。ここでは，写真が示さ
れることはあっても，川に出向いて上流と下流の石
を目の前に仮説を立てることは現実的ではない。こ
のように，理科教育においては，仮説を立てる際に
現象・事象がいつも目の前にあるとは限らないとい
う制約の下で探究を実施している。このことを踏ま
えれば，問題状況という表現をもって，実際の現
象・事象が目の前に示されない状況における仮説を
内包することが，理科教育固有の仮説の定義として
必要になると考えられる。
一方で，説明する対象については，「変数関係」，

「原理や法則」，「現象が起きた理由」と多様である。
これは，問題状況の種類や構造によって，説明する
べき内容や説明の方法が変わるためだと考えられる。
また，仮説・説明仮説と予想・作業仮説はその意味
に基づき明確に区別されていることがわかる。先行
研究の中には仮説と予想を同等のものとして捉える
考え方（例えば，Gilbert & Matthews, 1986）も存在
するものの，多くの研究においてこれらの用語は明
確に区別されている。

高野（1969）

仮説
科学においてある現象を説明するの
に用いられ，その確実さが経験的な
方法でまだ実証されない仮定

伊藤（1974）

仮説
多くのデータを解釈し，多くの事実
に一般的に通用する原理や法則が提
出されたもの

徳光（1975）
仮説

いろいろな事象を統一的に説明する
ために設ける仮の前提

荻須・乾（1975）

仮説
合理的説明のために仮りに立てた説

予想
まえもってこうなるだろうと想像す
ること

Quinn & George
（1975）

仮説（Hypothesis）
所与の問題状況における検証可能な
変数関係の説明

Gilbert & Matthews
（1986）

仮説（Hypothesis）
説明を提案し，予想を構成すること

岡田（1986）

仮説
複数の類似の事実や現象を統一的に
説明するために設けられた，仮の前
提である

髙橋（1986）

仮説
観測された事実から一般に立とうと
するようにまとめられた経験法則を，
説明・理由づけするために，人間が
考察するもの

作業仮説
具体的な作業を遂行する上での仮説

竹下（1988）

仮説
複数の事象が生起する原因やメカニ
ズムを矛盾なく説明するために，暫
定的に設定された命題

SEAC（1990）

仮説（Hypothesis）
なぜそのようにして現象が起きたの
か（あるいはこれから起きるのか）
についての理由の説明であり，「私は
こう思います。なぜなら…」という
発言で特徴づけられる。

予想（Prediction）
仮説（hypothesis）と明確に区別され
るものであり，何が起きると思うか
といった発言で特徴づけられる。

Lawson（1995）

仮説（Hypothesis）
観察された現象に対して提案可能な 1
つの説明。それによって特定の結果
を引き起こしうるもの

予想（Prediction）
仮説が正しいとしたときに予測され
る実験・観察の結果

Guisasola, Ceberio & 
Zubimendi（2006）

仮説（Hypothesis）
探究の過程を導く暫定的な説明
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説設定に関する初期の研究から見られる方法である。
例えば，Quinn and George（1975）は，科学哲学の研
究を参考に，表 5 に示す仮説品質尺度（Hypothesis 
Quality Scale）を作成し，子供が立てた仮説の科学性
を仮説の品質として 6段階で評価している。

Quinn and George（1975）は，3人の科学教育の研
究者にこの尺度を用いて 50 個の仮説を得点化するよ
う求めている。そして，それらの信頼性係数を算出
し，尺度の十分な信頼性を確認している（Quinn & 
George, 1975）。また，Pouler and Wright（1980）は，
これらの尺度を用いた評価や被験者の立てた仮説の
数の評価を行っている。国内においても，福岡・竹
村（1989）および中川・西川・根本（1996）は，英
国の APU（Assessment of Performance Unit）調査を
参考に，1つの問題事象に対して被験者が立てた仮
説の数を評価している。福本・白神・木下（2012）
では，仮説の根拠や論理性を評価している。山田・
寺田・長谷川・稲田・小林（2014）は，物の燃焼や
消火に関する仮説について，酸素との因果関係に基
づいて科学的に説明できているかという観点から評
価している。このような，未知の問題状況に対して
被験者が立てた仮説自体を評価しようとする手法は
近年も用いられ続けている（例えば，川﨑・角屋・
木下・石井・後藤，2015；林・桂木・木下，2016）。
2 種類目は，「仮説に至るまでの思考過程を対象
とした評価方法」である。これは，理科教育におい
ては今世紀に入ってから見られ始めた評価方法であ
る。それまでブラックボックス化されていた仮説設
定の思考過程が，科学哲学の分野において論理的分
析の対象として扱われ始めたこと（例えば，Hanson, 
1958）を受け，理科教育においても仮説に至るまでの

以上のことから，仮説の定義の多様性は，仮説の
定義文を構成する要素（例えば，「説明」「暫定性」）
全体に見られるものではなく，説明する対象の違い
に由来するものであることが明らかになった。
次に，仮説の定義に関する混乱への対応の現状
について整理する。前述の状況への対応策とし
て，学習者によって立てられた具体的な仮説を分類
することで，仮説の定義を試みる研究が試みられ
ている。例えば，Wenham（1993）は，理科教育
の文脈において用いられている仮説の種類を，説
明仮説（hypothesis-as-explanation），予想的仮説
（hypothesis-as-prediction），描写的仮説（descriptive 
hypothesis）の 3つに分けて整理したうえで，包括的
な仮説の定義を試みている。Park（2006）は被験者
の立てた仮説を，仮説の論理構成に基づき，補助的
仮説（auxiliary hypothesis），論理的仮説（theoretical 
hypothesis），経験的仮説（experiential hypothesis）
の 3つに分けて整理している。このように，仮説自
体を分類し，分類ごとにその特徴を分析することで，
仮説の包括的な定義が抱える多様性の問題に取り組
もうとする試みが見られる。
次に，仮説の定義に関する研究の課題について考
察する。仮説の包括的な定義に関する研究の課題と
しては，自然科学や科学哲学にはない，理科教育の
独自性を加味した定義があまり試みられていないこ
とがあげられる。今後は，自然科学と理科教育の違
いを意識した仮説の定義が求められる。
また，仮説の定義の多様性は，問題状況の種類や
構造によって説明する対象が異なることに由来する
ものであるのに対して，仮説の定義の混乱への対応
を試みた先行研究では，立てられた仮説自体の論理
構成に着目していることも課題である。本研究を踏
まえれば，今後は説明する対象に着目した仮説の分
類とその定義も必要だと考えられる。

3.2　�実態の評価に関する研究動向
はじめに，仮説設定の評価方法の種類について整
理する。仮説設定は，明確な評価基準が定まってい
ない（小林，2017）ものの，これまでに様々な評価
方法が検討されてきた。本研究では，先行研究にお
ける評価方法を「学習者によって立てられた仮説や
その根拠を対象とした評価方法」「仮説に至るまでの
思考過程を対象とした評価方法」「仮説設定能力とい
う構成概念を仮定した評価方法」の 3種類に分類し
た。以下，それぞれの分類の詳細について述べる。
1種類目は，「学習者によって立てられた仮説やそ
の根拠を対象とした評価方法」である。これは，仮

表 5　�仮説品質尺度（Quinn�&�George,�1975,�TABLE�II,�
p.�290 をもとに作成）

点数 評価基準

1点
説明のないもの。例えば，意味のない文，質問，報
告，単一の具体的な対象についての単一の推測

2点
非科学的な説明。例えば，「それは魔法だから」「誰
かがボタンを押したから」

3点
部分的に科学的な説明。例えば，変数の不完全な参
照，否定的な説明や類推

4点
一般的・非専門的用語で少なくとも 2つの変数を関
連付けた科学的説明

5点 正確な科学的説明。変数の定性／定量化

6点
仮説の検証の明示的な記述（註：ここでは，仮説の
検証について述べた子供は適切かつ正確に仮説を立
てることが出来ているという仮定がなされている）
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みが存在せず，どのような観点から仮説設定を評価
すればよいのかが明らかになっていない。また，仮
説設定を評価した先行研究では，多くの場合，評価
の観点についての理論的基盤が示されていない。
第三の課題としては，妥当性の検証がなされてい
ないことが挙げられる。先行研究では，仮説設定を
評価する上で，測定しようとしているものを正確に
測定できているかという妥当性がほとんど検討され
てこなかった。
これらの課題を解決するためには，最初に仮説設
定を評価する観点とその理論的基盤を明確にする必要
性があると考えられる。なぜなら，これらの観点の上
に，評価対象や妥当性の議論は成立するからである。

3.3　�思考過程に関する研究動向
はじめに，思考過程に関する研究の種類について
整理する。仮説設定の思考過程に関する研究は，理
論的検討と調査に基づく検討の 2種類に分類できる。
理論的検討としては，福岡・竹村（1989）および五
島・小林（2009）が挙げられる。
福岡・竹村（1989）は次のように述べた上で，仮
説設定の思考過程を図 2のように整理している。

“仮説の設定とは，問題解決の過程において，子
どもは［が］問題を把握して，問題解決のために
自然の事象から情報を選択・収集して，推論して
仮の結論を導き出すような一連の行為を言う。そ
の際，子どもの持っている既有の概念を適用して
仮説の設定にあたる。（福岡・竹村，1989，p. 41）”

福岡・竹村（1989）によるモデルでは，図 2に示し
たように思考過程が 2つのまとまりから整理されてい
る。上段は情報処理のプロセス，下段は概念・知識へ
のアクセスを表していると考えられ，仮説の設定と並
行して概念が再構成されることが想定されている。
五島・小林（2009）では，仮説設定に至る過程を
詳細に示している。五島・小林（2009）は，川喜田

過程が評価の対象となり始めた。例えば，Guisasola, 
Ceberio and Zubimendi（2006）は，大学生の書いた
レポートに見られる思考過程を分析し，多くの学生が
個人的な直感と学習された理論的枠組みを混ぜた仮説
を構築していることを明らかにしている。また，Park
（2006）は，面接調査を通して仮説設定の思考過程を
分析している。これらの研究では共通して，仮説設定
の思考過程を評価の対象としている。これは，最終的
に生成された仮説が同じであっても，そこに至るま
での思考過程によって評価が異なることを意味する。
3種類目は，「仮説設定能力という構成概念を仮定
した評価方法」である。これは，21 世紀に入って
から国内で見られ始めた評価方法である 5）。例えば，
永益・小林（2007）は，仮説設定能力の構成要素と
して独立変数の抽出に着目した測定を行っている。
また，山田・小林（2014）は，仮説設定能力の構成
要素として，「従属変数を同定する能力」「独立変数
を同定する能力」「因果関係を認識する能力」の測定
を行っている。これらの研究では，仮説設定に必要
な能力が複数の要素から構成されると捉えている点
で共通している。
次に，前述の 3つの評価方法について，国内外の傾
向を比較する。実態の評価に関する研究を，評価方法
の違いから前述の 3種類に分類した結果，「立てられ
た仮説やその根拠を対象とした評価方法」が，かね
てより国内外で用いられていたことが明らかになっ
た。一方で，「仮説に至るまでの過程を対象とした評
価方法」は海外でのみ，「仮説設定能力という構成概
念を仮定した評価方法」は国内でのみ見られること
が明らかになった。これらのことから，仮説設定の
評価方法には，国内外で傾向差が存在するといえる。
次に，仮説設定の評価方法の課題について考察す
る。第一の課題としては，何を評価の対象とするか
が定まっていないことが挙げられる。例えば，最終
的に立てられた仮説が同じでも，直感的に仮説を設
定した者と，様々な変数を吟味・選択し仮説を設定
した者では，前述の 3つの評価方法では異なる評価
が与えられる。立てられた仮説自体を評価の対象と
した場合には，両者に同じ評価が与えられることに
なる。仮説に至るまでの過程を評価の対象とした場
合には，後者の方が肯定的に評価される。仮説設定
を能力という側面から評価する場合には，仮説設定
の成否を仮説設定に必要な諸能力の高低という観点
で捉えることになる。
第二の課題としては，どのように評価するのかの
観点が定まっていないことが挙げられる。先行研究
では，仮説設定の評価基準についての共通した枠組

図 2　�仮説設定の思考過程（福岡・竹村，1989，p.�41，
図 1をもとに作成）
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討している点が異なる。このタイプの仮説では，問
題となっている現象を関連した実験との類似性から
説明する思考過程が示されている。
次に，仮説設定の思考過程に関する研究の課題に
ついて考察する。第一の課題としては，研究の蓄積
が十分でない点が挙げられる。特に，調査データに
基づき思考過程を検討した研究が国内では福本・白
神・木下（2012）の 1 点のみであり，研究の蓄積が
求められる。
第二の課題としては，実際の理科授業における状
況との乖離が挙げられる。例えば，Park（2006）は
調査の方法として構造化面接（調査者の関心に基づ
く固定的な質問による面接）の形式を使用しており，
被験者の実際の思考過程を忠実に反映できていると
はいい難い。また，仮説設定のヒントとなる補助実
験を設定するなど，実際の理科授業における仮説設
定場面とは状況が大きく異なる。実際の理科授業に
おける仮説設定の思考過程を捉えられるよう改善を
図る必要があると考えられる。
これらの課題を克服し，理科授業における仮説設
定の思考過程に関する研究が蓄積されることで，学

二郎のW型問題解決モデル（川喜田，1967）を応用
し，理科教育のためのW型問題解決モデルを提案し
ている。ここでは，問題解決過程を細分化すること
で仮説設定に至る科学的探究のプロセスを示してい
る。図 3に五島・小林（2009）によるW型問題解決
モデルを示す。
図3に示した理科教育用W型問題解決モデルでは，
仮説設定に至るまでの過程として，「問題提起→情報
収集→観察→分類・整理→要約化→統合化」を想定
している。
前述の 2つの研究における思考過程は理論モデル
であるのに対して，調査データに基づいて思考過程
を示した研究としては，Park（2006）がある。Park
（2006）は，大学生 6名を対象とした面接調査を通し
て，被験者が立てた仮説のタイプと仮説に至る思考
過程を表 6に示す 3つのタイプに分類している。
表 6 に示した 3 つのタイプの仮説のうち，1 つ目
の論理的仮説とは，既存の考えを棄却して，自身の
考えと矛盾した現象を説明した仮説である。このタ
イプの仮説では現象に関する既有知識が重要な役割
を果たし，現象と既有知識を対応させ類推によって
仮説を立てる思考過程が示されている。2つ目の補
助的仮説とは，既存の考えを維持したまま現象を説
明した仮説である。このタイプの仮説では，学習者
が自身の考えに合う情報を実験状況から収集し，そ
れをもとに仮説を立てる思考過程が示されている。3
つ目の経験的仮説とは，論理的仮説と同様に，既存
の考えを棄却して，自身の考えと矛盾した現象を説
明した仮説であるが，関連した実験との類似性を検

図 3　�理科教育用W型問題解決モデル（五島・小林，
2009，p.�43，図 3）

表 6　�仮説のタイプと思考過程（Park,�2006,�Figure�
6–9,�pp.�481–485 をもとに作成）

仮説の
タイプ

思考過程

論理的仮説
（Theoretical 

hypothesis）

①（自身の考えと）矛盾した現象を観察する
②現象が生じる理由を求める
③現象を説明できる仮説を既有知識から探索
する
④現象と既有知識間の類似性に基づく推論を
行う
⑤現象に関する既存の考えを棄却して，現象
を説明できる論理的仮説を提案する

補助的仮説
（Auxiliary 

hypothesis）

①現象を観察する
②現象が生じる理由を求める
③現象を説明できる仮説を実験状況から探索
する
④現象に関する既存の考えを維持して，実験
状況についての補助的仮説を提案する

経験的仮説
（Experiential 

hypothesis）

①（自身の考えと）矛盾した現象を観察する
②現象が生じる理由を求める
③現象を説明するための補助実験を観察する
④問題現象と補助実験の現象の類似性に基づ
き，2つの現象を関係させる
⑤問題現象に関する既存の考えを棄却して，
2つの現象の類似性に基づき経験的仮説を
提案する
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られているかの状況把握も容易になると考えられる。
次に，「②共有化」による指導方法について検討す
る。宮本（2014）および宮本（2016）は，生徒が個
人で立てた仮説をクラスで共有化し，教師との対話
をもとに精緻化する指導法を実践している。このよ
うな仮説の共有化による効果としては，仮説を立て
られない学習者にも考えるきっかけを与えることが
できること，複数の仮説が吟味されること，仮説の
批判的検討過程を共有できることなどが挙げられる。
次に，「③ 4QS」による指導方法について検討す
る。4QSとは，Cothron, Giese, and Rezba（2000）が
提唱した“The four question strategy（4QS）”を用いて，
仮説を導くための独立変数と従属変数の存在を意識
化させる指導であり，図 4に示すワークシートが開
発されている。
図 4に示すワークシートの使用方法について，山
口ら（2015）は以下のようにまとめている。

“ STEP1 は，変化する事象を従属変数として簡潔
に記述させる段階である。STEP2 は，従属変数に
影響を及ぼす独立変数に気付かせる段階である。
STEP3 は，STEP2 で挙げた独立変数を実験条件

習者の躓きをより詳細に捉えることができるように
なると考える。

3.4　�指導に関する研究動向
表 2に示したように，仮説設定の指導に関する先
行研究は 18 件見られた。このうち，5件は仮説設定
の指導全般に関わるポイントを検討したものであり，
13 件は具体的な指導方法を示すものであった。該当
する 18 件の論文全てを紹介することは難しいため，
本節では代表的な研究を挙げて解説するとともに，
分類の詳細は後の表 8に示す。
まず，仮説設定の指導全般に関わるポイントを検
討した研究について述べる。Tomkins and Tunnicliffe
（2001）は，中学生を対象とした調査を通して，仮説
設定に方向付けられていない観察であっても，その
経験が後に仮説を立てる際の基礎となっていること
を明らかにしている。これは，仮説設定の指導が当
該過程において完結するものではなく，現象の観察
といった前過程からの影響を考慮せねばならないも
のであることを示している。また，Oh（2010）は，
生徒の仮説設定を促す教師の発問のカテゴリーとし
て，（1）生徒の背景知識の拡大と活性化，（2）類似
内容の提供，（3）補助質問，（4）代替表現の使用を
促す発話の 4つを同定している。これは，特定の種
類の発問が仮説設定における補助として有効に作用
することを示している。
次に，仮説設定の具体的な指導方法に関する研究
について整理する。先行研究における具体的な指導
方法の内容を検討し分類を試みたところ，表 7に示
す 4種類に分類された。
以下，各分類から代表的な研究を取り上げ，指導
方法を吟味した上で，各指導方法における課題を明
確化する。
まず，「①段階的な思考」による指導方法について
検討する。福本・白神・木下（2012）は，仮説を論
述する活動を 7つの段階に分けたワークシートとそれ
らを用いた指導法を開発し，効果を検証している。ま
た，Quinn and George（1975）は，教師と学習者が仮
説設定の要点を確認しながら，仮説設定を段階的に進
めていくというセッションを通して，良い仮説の立
て方を教えることを試みている。これらの指導方法
では共通して，問題解決や推論の流れを提示したり
意識化させたりすることで，段階的に考えていくこ
とを促している。各段階で考えるべき内容や道筋が
明確化されることで，仮説設定に困難を感じる学習
者でも考える視点を持つことができると考えられる。
また，段階を設けることで，学習者がどこまで考え

表 7　指導方法の分類
番号 分類 内容
① 段階的な思考 段階的に考えていくことを促す方法

② 共有化
立てた仮説をクラスで共有・精錬し
ていく方法

③ 4QS 4QSのワークシートを用いた方法

④ 評価基準の提示
仮説の評価基準を示し，より上位の
評価に達するよう繰り返し仮説の修
正を行わせる方法

図 4　�4QSをもとに開発されたワークシート（山口・
田中・小林，2015，p.�441，図 3）
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「②共有化」の課題としては，能力育成の視点の欠
如が挙げられる。当該分類の研究においては，仮説
を立てるまでの思考過程が共有されないため，他の
学習者によって立てられた仮説を吟味する能力は身
についても，学習者自身の仮説設定の能力が育成さ
れていない可能性がある。
「④評価基準の提示」の課題としては，効果検証の
方法が挙げられる。Pouler and Wright（1980）は，効
果検証の際に学習者に提示した評価基準をそのまま用
いている。しかしながら，このような方法では，評価
基準を示された実験群が評価基準を示されていない
統制群より高い評価を獲得するのは当然であり，効
果検証の方法を検討する必要性があると考えられる。
今後は，各指導法の理論的基盤を明確にし，指導方
法の実践と効果検証を蓄積することが求められる。例
えば，仮説設定の思考過程を検討したPark（2006）は，
指導方法を開発する上での理論的基盤となり得る。

4．�結論
本研究は，仮説設定に関する国内外の研究を収集・
整理し，国内外の差に留意しつつ，研究の動向や課題
を総合的に考察することを目的とした。目的を達成す
るために，まず，仮説設定に関する先行研究を抽出
し，それらを「仮説の定義」「実態の評価」「思考過
程」「指導方法」の 4観点から整理することで，各分
類における研究の現状と課題を整理した。また，各
分類における研究内容を整理し，必要に応じて下位
分類を設定した。各観点における仮説設定の先行研
究は表 8に示す通りである。なお，表 8における該
当論文 No.は，表 2における No.と対応している。
次に，「仮説の定義」に該当する研究について検討
した。その結果，多くの先行研究が仮説の定義の混乱
を指摘していた。そこで，研究の現状を明確化するた
めに，仮説に関する用語の定義に言及した文献を収
集・整理した。その結果，仮説の定義の多様性は，仮
説の定義を構成する要素全体に見られるものではな
く，説明する対象の違いに由来するものであることが
明らかになった。また，現状の課題として，自然科学
や科学哲学にはない，理科教育の独自性を加味した定
義があまり試みられていないことが明らかになった。
次に，「実態の評価」に該当する研究について検討
した。先行研究における評価方法を検討した結果，
「立てられた仮説やその根拠を対象とした評価」「仮
説に至るまでの過程を対象とした評価」「仮説設定能
力という構成概念を仮定した評価」の 3種類に分類
できることが明らかになった。そして，各分類にお
ける研究の動向について国内外の差を検討した結果，

としてどのように変化させるのかを考えさせる段
階である。STEP4 は，STEP1 で挙げた従属変数
を数量としてあらわす方法を考えさせる段階であ
る。このように，仮説設定シートは四つの STEP
で構成され，最後に STEP3 と STEP4 とを関連付
けて「…すれば，…は，…になる」というように
仮説を記述させることができる（山口ら，2015，
pp. 437–438）”

このように，4QSによる指導法は，段階的に考えて
いくことの促進という観点から見れば，「①段階的な
思考」と同じ特徴を有している。①と異なる 4QSの
特徴としては，独立変数と従属変数の意識化に重き
を置いている点が挙げられる。4QSを用いた指導方
法は多くの実践研究が行われ，その効果が確認され
ている（例えば，小林・永益，2006；金子・小林，
2010；金子・小林，2011）。
次に，「④評価基準の提示」による指導方法につ
いて検討する。Pouler and Wright（1980）は，Quinn 
and George（1975）による仮説品質尺度を学習者に
提示し，学習者が立てた仮説の得点をフィードバッ
クすることを繰り返すことで，学習者の立てる仮説
の質や量が有意に向上することを示している。これ
は，立てられた仮説というアウトプットの部分の直
接的な改善を目指す指導法という点で，①～③の指
導法と大きく異なる。
次に，仮説設定の指導に関する先行研究について，
国内外の傾向を比較する。国内外の研究傾向の差と
しては，指導方法の具体性が挙げられる。国外では，
Oh（2010）のように，仮説設定の指導全般に関わる
要素を検討しているのに対して，国内では 4QSによ
る指導法のように，具体的な指導法を考案し，効果
を検証している。これらのことから，仮説設定の指
導に関する研究には，国内外で具体性の差が存在す
るといえる。
次に，各指導法の課題について考察する。「①段階
的な思考」「③ 4QS」の課題としては，理論的基盤の
不足が挙げられる。当該分類の研究において何を理論
的基盤として指導方法を考案したのかがほとんど示さ
れていない。どうしてそのような指導を行うのかとい
う根拠が示されないと，たとえ指導効果が認められた
としても，そのメカニズムを明らかにすることは難
しい。また，これらの指導方法において示される段
階というのは科学哲学などの分野において定式化さ
れた科学者の論証過程であり，実際の学習者の思考
過程とは異なる可能性がある。学習者の仮説設定の
思考過程に適合した段階設定を検討する必要がある。
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法の理論的基盤をもたらすと考えられる。また，国
内外の傾向差の実態は，国内における研究の視野を
広げる必要性を示すものと考える。

註
 1） 検索キーワードに用いた「アブダクション」「Abduc-

tion」は，仮説設定と同義とは言えないものの，仮説
設定に関する論文で用いられることが多いことから検
索キーワードに加えた。ただし，「アブダクション」
「Abduction」をキーワードに抽出された論文のうち，
本研究のレビュー対象となった論文はすべて他のキー
ワードによる抽出で網羅されていた。

 2） 3.1 で述べた通り，仮説・説明仮説と予想および作業
仮説はその意味に基づき明確に区別されており，本研
究はこの区別において仮説・説明仮説を対象とした研
究をレビューの対象としている。しかしながら，小林
（2007）の指摘する通り，「仮説」と「予想」の異同は
明確ではなく，先行研究においてもその用法に混乱が
見られる。そこで，検索キーワードに「予想」を入れ
つつ，研究内容からどの意味で用いられているかを判
断し，レビュー対象に入れるかどうかを判断した。

 3） 論文の収集時期は，CiNiiから J-Stageへの移行期であっ
たため，CiNiiで検索した結果，本文は J-Stageにリン
クされていた論文も収集対象に含む。

 4） 過去の理科教育学研究において，用語の定義を主題と
した研究は，2017 年 1 月現在，松森・佐々木（2009）
の 1 本しか見られない。なお，松森・佐々木（2009）
は，高校生を対象に「天球」という用語の認識の実態
を調査したものである。

 5） SAPAのプロセス・スキルを測定する調査問題である
TIPS IIには，「仮説の設定」を測定する問題が含まれ，
実際に国内においても 1980 年台に調査が行われた例
がある（小倉，1992）。しかしながら，仮説設定に能
力という言葉を明示的に用いた研究が見られるのは，
21 世紀に入ってからである。

附記
本論文は，第一著者の修士論文「理科における仮
説設定の思考過程に関する基礎的研究」（広島大学大
学院）および中村（印刷中）「発見の文脈における評
価に関する基礎的研究」を基底とし，文献の追加収
集を加えた上で加筆・再構成したものである。また，
本研究は JSPS科研費 JP18H00137 の助成を受けたも
のである。
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SUMMARY
The purpose of this research was to gather and organize research on hypothesis setting, and 

to comprehensively consider research trends and issues with attention to differences between 
domestic and overseas science education. Research on hypothesis setting was classified into 4 
types: “definition of hypothesis”, “evaluation of actual situation”, “thought process”, and “teaching 
method”. From the results of examining the trends and issues of research in each classification, 
the following four points were revealed. 1) The diversity of the definitions of the hypothesis is not 
found in the whole elements that make up the definition of the hypothesis, it is derived from the 
difference in the object to be explained. 2) There is a trend difference in domestic and overseas in 
the evaluation method of hypothesis setting. 3) In research on thinking processes, it is necessary to 
improve so that we can capture the thought process of hypothesis setting in actual science classes. 
4) Domestic teaching methods research is more effective than that of foreign studies based on its 
concrete nature, but there are equally valid issues to be taught in each teaching method.
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