
314

Ⅰ．研究の背景および目的
自然科学の重要な目的の一つとして，自然界から派
生する疑問に対しての説明を創造・考案することがあ
る（八田ほか３名，2005）．この過程は仮説設定と呼
ばれ，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）．理科教育
においても，仮説設定は，観察や実験の方法を検討し
やすくして，得られる結果をあらかじめ想定しやすく
する働き（猿田・中山，2011）や，概念変容への影響
（例えば，益田・柏木，2013）など，その重要性が多
く指摘されている．
これまで，理科における仮説設定の評価方法として
様々な方法が検討されてきた．初期の研究では，立て
られた仮説の数を評価する方法（福岡・竹村，1989；
中川ほか２名，1996）や仮説自体の質を評価する方法
（Quinn & George, 1975；Pouler & Wright, 1980）が多く
見られた．しかしながら，仮説設定のより詳細な指導
方法を検討する必要性から，近年では，仮説設定の下
位過程において必要となる能力（仮説設定能力）に
着目した評価が試みられている．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」の評価を行っている．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」の評価を行っている．
仮説設定能力の評価を試みた先行研究では共通して，
仮説設定能力を複数の要素から構成される能力として
とらえ，調査問題を用いた評価を行っている．しかし
ながら，仮説設定能力の定義，仮説設定能力の構成要
素についての理論的基盤およびその妥当性について言
及した研究は管見の限り見られなかった．仮説設定能
力の定義や理論的基盤が明確にならなければ，評価対
象が不明確であり，妥当性を損ねる要因となる．この
ため，仮説設定能力の評価方法を検討する上では，そ
の定義を明確にした上で，実証的データに基づき，仮
説設定能力の構成要素を検討する必要があると考えら
れる．この点を踏まえ，本研究における用語の定義お
よび仮説設定能力の構成要素を順に検討する．
はじめに，用語の定義について検討する．中村・松
浦（2018）は，先行研究における仮説に関する用語の
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定義の共通点と差異点を検討し，仮説を「目の前の問
題状況に対する暫定的な説明」，仮説設定を「目の前
の問題状況に対する暫定的な説明の構築」と規定して
いる．本研究においてもこれらの規定を用いるととも
に，新たに仮説設定能力を「目の前の問題状況に対す
る暫定的な説明を構築する過程において必要となる能
力」と規定する．
次に，仮説設定能力の構成要素について検討する．
これまでに筆者らは，仮説設定能力の構成要素を明ら
かにするために，仮説設定に共通した思考過程を検討
してきた．大学生を対象とした面接調査の結果，仮説
設定には図１に示す思考過程が存在することが明らか
になっている（中村・松浦，2018）．

図１　仮説設定に共通した思考過程

図１は，目の前の問題状況を理解し，明らかにする
ことの目標や考える方向性を定める過程を経て，ある
いは経由せずに変数を同定する過程へと移り，因果関
係を認識する過程との行き来を繰り返した上で，最終
的な仮説を言葉で表現するという思考過程を示してい
る．このうち，先行研究で測定されてきたのは，「変
数の同定」「因果関係の認識」に当たる能力であると
考えられる．
先行研究では，資質・能力の構成要素は融和的・一
体的に育成・評価されるべきだという考え方に基づく
研究（例えば，坂本ら，2007；NRC, 2012）も見られる
ものの，仮説設定能力の評価に関する先行研究（例え
ば，永益・小林，2007；山田・小林，2014）では，構
成要素別に能力を評価してきた経緯がある．また，仮
説設定能力を融和的・一体的に評価すると，仮説設定
過程のどこで学習者が躓いたのかを捉えづらいという
課題もある．そこで本研究では，思考過程の構成要素
ごとに異なる能力の存在を仮定する．
図１に示す思考過程に基づけば，仮説設定能力の構
成要素として各要素に対応した５つの能力を想定する
ことが妥当である．抽出した５つの能力とその内容を
表１に整理する．表１では，上段に能力名，括弧内に
能力名の略称，下段に内容の説明を記載している．例

えば，「問題状況を理解する能力」とは，問題を把握
し，状況を整理する中で，未知の問題状況を理解する
能力のことを指す．

表１　抽出した５つの能力と内容

これまでに示した仮説設定能力の定義やその構成要
素に基づき評価方法を開発することで，評価方法の先
行研究が抱える妥当性の問題を解消することができる
と考えられる．また，仮説設定能力の評価方法を検討
した研究は数が少なく，研究の蓄積が求められる．
以上を踏まえ，本研究では，仮説設定能力に含まれ
る５つの能力の評価方法を開発し，その妥当性を検証
することを目的とする．仮説設定能力の評価方法が確
立することで，子供の仮説設定の躓きの詳細や，指導
効果を検討することが可能になると考えられる．

Ⅱ．研究の方法
はじめに，先行研究より抽出した５つの能力を測定
するための方法について検討する．具体的には，５つ
の能力の特徴と測定方法，回答形式，調査問題の内容，
思考プロセス，評価基準，妥当性，調査対象を順に検
討する．その後，作成した調査問題を用いた調査を実
施した上で，量的分析を行う．量的分析では，基礎集
計やテトラコリック相関行列の作成を行った上で，確
認的因子分析（Confirmatory Factor Analysis: CFA）を
実施し，各問題群が想定通りの能力を測定できている
かを検討する．加えて，各能力の学年差の有無をベイ
ズ統計に基づき検討する．因子構造が想定していた通
りに分かれることは評価方法の因子的妥当性を示し，
学年進行に伴う能力の発達が観測されることは評価方
法の予測的妥当性を示すものと考えられる．続いて，
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階層的クラスター分析により学習者が能力の高低によ
りどのような集団に分かれるのかを検討する．最後に，
着目した集団に属する学習者に追加の面接調査を実施
し，開発した評価方法に基づく能力の高低と，実際の
仮説設定における学習者のパフォーマンスが一致する
かの検討を通して，評価方法の妥当性を確認する．
なお，量的分析においてはソフトウェアとして R

（ver. 3.3.4）および RStudio（ver. 1.1.423）を使用し，CFA

に際しては lavaanパッケージ（ver. 0.5-23.1097），ベイ
ズ推定に際しては rstanパッケージ（ver. 2.17.3）を追
加で使用した．

Ⅲ．結果
１．測定方法の検討
測定方法の検討手順は次の通りである．はじめに，
抽出した５つの能力について，各能力が高い学習者の
特徴を検討した上で，各能力の測定方法や問題の例を
示す．次に，当該能力の高低により，回答時の思考プロ
セスにどのような差が生じるかの想定を示す．最後に，
当該能力を測定する問題における評価基準を示す．上
記の流れに沿って，各能力を検討した結果を以下に示す．
a．問題状況を理解する能力
問題状況を理解する能力が高い学習者は，目の前の
状況から何が問題として成立し得るのかを判断するこ
とができる．また，複雑な問題状況を理解しやすい形
に整理することができると想定される．そこで，当該
能力を測定する上では，①特定の問題状況について説
明した文章を用意し，着目箇所に下線を引いておく，
②その下線部に着目した架空の登場人物がどのような
研究テーマを設定するかを選択肢から選ばせる，とい
う方法を用いることにした．問題の例を表２に示す．

表２の問題において，当該能力の高い学習者は，殻
の硬さの違いと発芽率の関係性が問題として成立し得
ることを判断し，選択肢の中から Dを選択すると考え
られる．また，実験や観察が不要という点から，Aを
除外する思考プロセスも考えられる．一方で，当該能
力の低い学習者は，問題として成立するかどうかを吟
味せず，発芽率という言葉のみに注目して Aや Bを選
択したり，選択肢の文章の長さといった表面的な情報
から Cを選ぶことが考えられる．よって，表２では D

を正答，その他の選択肢を誤答として評価する．
b．目標・方向性を確認する能力
目標・方向性を確認する能力が高い学習者は，変数
を検討する前に，何が手掛かりになりそうかを確認す
ると想定される．そこで，当該能力を測定する上では，
①問題状況を明示する，②仮説を立てる上で手がかり
となる視点は何かを選択肢から選ばせる，という方法
を用いることにした．問題の例を表３に示す．

表３　目標・方向性を確認する能力を測定する問題の例

表３の問題において，当該能力の高い学習者は，同
じような性質を示すという事実から，２つの物質の類
似性が仮説設定の手掛かりとなり得ることを導き，選
択肢の中から Dを選択すると考えられる．一方で，
当該能力の低い学習者は，同じような性質を示すとい
う事実から，２つの物質の類似性を検討するという全
体的な目標・方向性を立てられず，実験の手順といっ
た細かな部分に着目し，D以外を選択すると考えられ
る．よって，表３では Dを正答，その他の選択肢を
誤答として評価する．
c．変数を同定する能力
変数を同定する能力が高い学習者は，問題状況から
複数の変数を見出し，それらを比較検討した上で，関
連する変数を正しく選ぶと想定される．そこで，当該
能力を測定する上では，①問題状況を明示する，②問

表２　問題状況を理解する能力を測定する問題の例
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題状況に関連する変数を選択肢から選ばせる，という
方法を用いることにした．問題の例を表４に示す．

表４　変数を同定する能力を測定する問題の例

表４の問題において，当該能力の高い学習者は，燃
焼には空気の存在や温度の高さが関連することを見出
し，それらを比較して紙コップが燃えないという問題
事象への当てはまりから，選択肢 Cを選択すると考え
られる．また，紙コップを火の上に置くと燃えるとい
う事実から，Dを除外する思考プロセスも考えられる．
一方で，当該能力の低い学習者は，変数を吟味せず，
観察事実に当てはまらない Aや Dを選択したり，燃焼
との関連から Bを選択することが考えられる．よって，
表４では Cを正答，その他の選択肢を誤答として評価
する．
d．因果関係を認識する能力
因果関係を認識する能力が高い学習者は，見出した
変数について，原因と結果の関係性を捉えられると想
定される．そこで，当該能力を測定する上では，①問
題状況や変数を明示する，②変数間の関係性として適
切なものを選択肢から選ばせる，という方法を用いる
ことにした．問題の例を表５に示す．

表５　因果関係を認識する能力を測定する問題の例

表５の問題において，当該能力の高い学習者は，色
という原因と鳥に食べられにくいという結果の関係性
を検討し，黒と白の混合色という情報から糞に見える
という因果関係を導き，選択肢の中から Dを選択する
と考えられる．一方で，当該能力の低い学習者は，因

果関係を認識できず，選択肢の文章のみを読んで直感
で判断することが考えられる．よって，表５では Dを
正答，その他の選択肢を誤答として評価する．
e．仮説を表現する能力
仮説を表現する能力が高い学習者は，見出した変数
間の因果関係について，文章で適切に表現することが
できると想定される．そこで，当該能力を測定する上
では，①問題状況，変数，因果関係を明示する，②変
数間の因果関係を仮説という形で文章で表現させる，
という方法を用いることにした．問題の例を表６に
示す．

表６　仮説を表現する能力を測定する問題の例

表６の問題において，当該能力の高い学習者は，問
題文中に示された変数間の因果関係を文章にまとめて
表現することができると考えられる．一方で，当該能
力の低い学習者は，関係する変数のみを単語で記述し
たり，文章にまとめることを諦めてしまうことが考え
られる．よって，表６では問題文中に示された因果関
係を仮説として文章で表現できている記述を正答，そ
の他の記述を誤答として評価する．例えば，表６にお
ける正答の例としては，「砂の温度が上がるとメスが
生まれる確率が高くなるのではないか」などが挙げら
れる．
これらの方法を用いて，各能力５問ずつ，計25問の
調査問題を作成した．調査問題の作成にあたっては，
学習の理解度による影響が少ない題材を選択した．ま
た，調査問題が各能力を測定する上で妥当かどうかを，
理科教育を専門とする研究者および小学校教員１名ず
つで検討し，適宜修正を行った．作成した調査問題の
題材は，Appendix 1に示す通りである．
次に，調査対象者について検討する．各能力を測定
する上では，知識による影響を少なくし，正答の成否
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が実験参加者の能力の高低によって分かれる状況が理
想的である．そこで，知識の個人差が相対的に少なく，
調査問題の内容が理解可能な発達段階にある小学校高
学年の児童を対象に調査を行うことにした．また，通
塾率の低い地域からサンプリングを行うことにした．
以上を踏まえ，本研究における調査は，東京都内の
公立小学校第５・６学年を対象に，平成29年９月か
ら11月にかけて４回に分けて実施した．有効サンプ
ルサイズは N＝187（第５学年89名，第６学年98名）
であった．

２．基礎集計
各問題について，正答を１点，誤答を０点として集
計し，各問題における平均，標準偏差，項目識別力を
算出した．結果を表７に示す．
各問題の平均は，当該問題の困難度を表している．
表７より，問題22が一番難しく，問題５が一番簡単

であったことが読み取れる．標準偏差に各問題で大き
な差は見られない．項目識別力は，各能力を測定する
問題群において，問題群の合計点と当該問題の点数の
相関（ポリコリック相関）である．項目識別力が0.20
を下回る場合は除去の検討対象となるが（熊谷・荘島，
2015），表７において該当する問題は見られなかった．
次に，各問題群が想定通りの能力を測定できている
かを検討するために，テトラコリック相関行列を作成
した上で，確認的因子分析（CFA）を行った．５つの
能力因子からそれぞれ該当する問題項目が影響を受
け，すべての因子間に共分散を仮定したモデルで分析
を行ったところ，適合度指標は χ2＝216.79，df＝265，
p＝ .99，CFI＝1.00，TLI＝1.03，RMSEA＝ .00であ
り，十分な適合を示した．
しかしながら，潜在変数のうち「変数を同定する能
力」とその他の能力間に1.00を超える高い相関が存在
し，また，その他の能力でも因子負荷量が極端に低
い項目が見られた．そこで，「変数を同定する能力」
を他の能力から切り離すことが難しいと判断し，「変
数を同定する能力」を測定する項目（Q1, Q3, Q4, Q5, 
Q17）を対象から除外した．また，因子負荷量0.30を
基準に負荷量の低い項目（Q2, Q23, Q26）を除去した．
こうして再構成したモデルで再度分析を行ったところ，
表８に示す結果が得られた．なお，推定に際しては対
角重み付き最小二乗法（DWLS）を採用した．

表７　各問題の要約統計量

（理解：問題状況を理解する能力，確認：目標・方向性を確
認する能力，因果：因果関係を認識する能力，表現：仮説を
表現する能力）

表８　確認的因子分析の結果（標準化推定値）
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表８に示す適合度から，本モデルは当てはまりがよ
く，各能力は識別可能だと分かる．

３．学年差の検討
次に，各能力の学年差の有無をベイズ統計に基づき
検討する．検討に際しては，まず，各能力を構成する
項目の合計点とその標準化得点（z得点）を算出した．
z得点を算出したのは，項目数の異なる能力間で点数
を比較可能にするためである．そして，学年ごとの各
能力の z得点の分布をベイズ推定した．推定に際し
ては，長さ21000のチェインを５つ発生させ，バーン
イン期間を1000とし，マルコフ連鎖モンテカルロ法
（MCMC法）の１種であるハミルトニアンモンテカル
ロ法（HMC法）によって得られた100000個の乱数で
事後分布を近似した．なお，事前分布には正規分布を
用いた．収束判定指標 Rhatはすべてのパラメータに
おいて Rhat＜1.1であり，母数・生成量の全てに関し
て有効標本数が77971～100000個と十分な数であった
ことから，各パラメータは事後分布からの乱数の近似
と判断した．
また，「各能力は母集団において，第５学年（μ5）
よりも第６学年（μ6）の方が高い」という仮説が正し
い確率や，効果量の指標である Cohen’s dを算出した．
学年ごとの能力値の EAP推定値および，仮説が正し
い確率，効果量を表９に示す．

表９　各学年における各能力の平均値と学年差の検討（上
段：EAP推定値，下段 []：95％確信区間）

表９より，問題状況を理解する能力について第６学
年の方が高いという確率は96％であることが読み取
れる．同様に，目標・方向性を確認する能力について
は99％，因果関係を認識する能力については97％，
仮説を表現する能力については99％の確率で第５学
年よりも第６学年の方が高いという結果が読み取れる．
また，効果量の指標である Cohen’s dの EAP推定値が

0.26～0.38であった．Cohen（1969）は指標 dについ
て0.2で小規模，0.5で中規模の効果であるとしており，
この基準に照らせば，各能力の学年差は小さいと解釈
できる．ただし，Cohen’s dの95％確信区間は広い範
囲をとっており，一意的な解釈には慎重さが求めら
れる．

４．集団の分類
測定した仮説設定に関わる諸能力をもとにした指導
改善を検討する場合，どのような能力的特徴を持つ集
団が存在するのかを把握しておくことが重要になる．
そこで，階層的クラスター分析を用いて，実験参加者
を類似した能力的特徴を持つ集団に分類することを試
みた．分析に際しては，平方ユークリッド距離を基準
に，ウォード法を適用した．その結果，図２に示すデ
ンドログラムが得られた．
次に，図２に示すデンドログラムに基づき，解釈可
能性から実験参加者を８つのクラスター（Cluster1～
8）へ分類することを検討した．Clusterごとの能力値
（z得点）の平均値を図３に示す．
図３を解釈すると，異なる特徴を持つ８つの集団が
存在することが分かる．また，図３からは，「問題状

図２　デンドログラム

図３　クラスターごとの能力値（z得点の平均値）



中村・雲財：仮説設定能力の評価方法に関する基礎的研究320

況を理解する能力」が平均を下回る集団は，「仮説を
表現する能力」も平均を下回るということが読み取れ
る．各集団の特徴を表10に整理する．

表10　各集団の特徴

表10では，行に各クラスターを，列に各能力の高さ
を示している．例えば，Cluster1は４つの能力がすべ
て低い集団であることが読み取れる．

５．面接調査
次に，各能力と仮説設定における実際のパフォーマ
ンスの対応を検討することを通して評価方法の妥当性
を確認する．具体的には，Cluster3，Cluster6，Cluster8
の３つの集団を対象に，２つの追加の面接調査を行っ
た．以下，詳細を示す．
a．追加調査１（Cluster3を対象とした調査）

Cluster3は，目標・方向性を確認する能力が低く，
その他の能力がすべて高い集団である．そこで，当該
集団に属する実験参加者は仮説を立てる際に目標・方
向性を確認せず，そのことが仮説設定のパフォーマン
スの低下につながっているのではないかと考えた．そ
こで，仮説設定を求める問題状況を用意し，それぞれ
考えていることをすべて話しながら（発話思考法）の
仮説設定を求めた．用意した問題状況は，「軽石や割
り箸は削る前後で水に浮かぶかどうかが変わる．ミカ
ンも皮をむく前後で水に浮かぶかどうかが変わる．」
というものである．実験参加者には，「軽石も割りば
しもミカンも最初は浮かんでいるのに，後から沈むよ
うになってしまうのはなぜでしょうか？」と問い，仮
説設定を求めた．実験参加者は Cluster3からランダム
に３人を抽出した．面接調査の結果得られた発話プロ
トコルの例を表11に示す．なお，Tは面接実施者で
ある教師，C3は Cluster3に属する児童の実験参加者を
示す．
表11の下線部（24行目）において，児童は共通し

た原理をとらえるという目標や方向性を確認せずに変
数を検討し始めている．「水より重くなった」という
発話から，水との比重の比較を試みているともとれる
が，考える方向性が明確に意識づけられている様子は
見られない．そのため，思いついた変数と３つの事象
（軽石・割り箸・ミカン）を関連付けずに思考を進め
ている．その後の破線部（34行目）にいたっても，す
べての事象に共通した原理を説明できずにいることが
わかる．同様の傾向は他の２人においても確認された．
次に，新たな問題状況を用意した上で，教師による
介入を試みた．用意した問題状況は，「校庭に積もっ
た雪は，場所によってとけるまでの時間が異なる」と
いうものである．実験参加者には，「雪がたくさん残
るのはどのようなところでしょうか？」と問い，仮説

表11　追加調査１における発話プロトコル１
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設定を求めた．また，面接の途中で，教師は目標・方
向性の確認を促す補助発問を行い，実験参加者の仮説
設定に介入した．実験参加者は Cluster3からランダム
に３人を抽出した．面接調査の結果得られた発話プロ
トコルの例を表12に示す．なお，Tは面接実施者で
ある教師，C3は Cluster3に属する児童の実験参加者を
示す．

表12　追加調査１における発話プロトコル２

表12の下線部（16行目）において，教師が「何が
分かればよさそう？」と目標・方向性の確認を促すこ
とで，温度について考えようと方向性を定め，人の発
する熱や日光といった変数を導いている．しかしなが
ら実験参加者は，それらの変数と温度の結びつきを検
討せず，考える方向性を失ってしまっている．このよ
うに，目標・方向性を確認する能力が低い Cluster3の
児童は，実際の仮説設定場面においても目標・方向性
を確認しようとはしなかった．また，教師が目標・方
向性を確認するよう介入したにも関わらず，その効果
は持続しなかった．同様の傾向は他の２人においても
確認された．
このように，Cluster3の児童を対象とした追加調査
１では，目標・方向性を確認する能力の低い当該集団
の児童が，実際の仮説設定でも目標・方向性を確認し
ないことや，確認を促すよう教師が介入してもその効
果は持続しないことが示唆された．

b．追加調査２（Cluster6, 8対象とした調査）
Cluster6は，因果関係を認識する能力が高く，その
他の能力が平均的か低い状態の集団であり，Cluster8
は，因果関係を認識する能力が低く，その他の能力が
平均か高い状態の集団である．すなわち，これら２つ
の集団は相補的な関係にあるといえる．そこで，両集
団に所属する実験参加者が協同して仮説設定に臨めば，
パフォーマンスが向上するのではないかと考えた．調
査の実施に際しては，追加調査１と同じ問題を用いて，
発話思考法による仮説設定を求めた．実験参加者は各
Clusterからランダムに３人ずつを抽出した．面接調査
の結果得られた発話プロトコルの例を表13に示す．

表13　追加調査２における発話プロトコル

表13では，下線部（15～18行目）において，Cluster8
に属する児童が「表面の油分」「空気」といった変数
を立て続けに示すも因果関係までは認識できずにいた．
そこで，Cluster6に属する児童が「削ると隙間がなくな
る」という因果関係を示すことで，Cluster8に属する
児童の理解の助けとなっていることが読み取れる．同
様の傾向は，３ペアのうち２ペアで確認された．
このように，Cluster6と Cluster8の児童を対象とした追
加調査２では，因果関係を認識する能力の低い児童が
実際の仮説設定でも因果関係を認識することを苦手と
することや，当該能力が相補的な関係にある児童が協力
することで，仮説設定が促進される可能性が示唆された．
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Ⅳ．総合考察
本研究では，仮説設定能力に含まれる５つの能力の
評価方法を開発し，その妥当性を検証することを目的
としていた．目的を達成するために，まず，先行研究
における仮説設定の思考過程を理論的基盤とし，仮説
設定に関わる５つの能力を評価する問題を作成した．
各問題の作成にあたっては，当該能力の前提となる思
考過程を問題文中に明示することで，目的の能力を正
しく測定できるようにした．
作成した問題を用いた調査を実施し，得点を集計し
た結果，すべての問題において十分な項目識別力を有
していることが確かめられた．そこで，５つの能力を
測定する各問題群が，想定通りの能力を測定できてい
るかを検討するために，テトラコリック相関行列を作
成した上で，確認的因子分析（CFA）を行った．CFA

の結果，変数を同定する能力を除く４つの能力が抽出
され，各能力の因子的妥当性が示された．変数を同定
する能力を抽出することができなかった原因としては，
問題への回答形式を選択式にしたことが考えられる．
選択式にすることで，変数を選択する能力の測定にな
り，変数を見つけ出すという本来評価するべき能力を
正しく測定できていなかった可能性がある．また，
CFAによって，当該能力を抽出できなかったことから，
変数に関連した能力が，他の４つの能力全般に関わる
能力である可能性も考えられる．
次に，４つの能力の学年差の有無をベイズ統計に基
づき検討した．その結果，すべての能力において第６
学年が第５学年を上回る可能性が高いことが明らかに
なった．ただし，効果量の指標である Cohen’s dが小
さい値を示したことから，学年差の大きさは小さいも
のと解釈できる．これらの結果から，仮説設定能力は，
学年の進行とともに成長するものの，その幅は小さい
ということが示唆された．また，仮説設定能力は理科
の授業を通して向上していくと考えられることから，
学年進行とともに各能力が向上するという結果は，本
評価方法の予測的妥当性を示すものである．
次に，階層的クラスター分析を用いて，実験参加者
を類似した能力的特徴を持つ集団に分類した．その結
果，実験参加者は４つの能力の高低に基づき８つの集
団に分類できることが明らかになった．このことは，
学習者の仮説設定能力に特定の苦手パターンが存在す
ることを示唆している．加えて，問題状況を理解する
能力が平均を下回る Clusterは，仮説を表現する能力

も下回るという傾向も明らかになった．これは，２つ
の能力の背景に言語能力といった別の変数が存在する
可能性を示している．
最後に，４つの能力と仮説設定における実際のパ
フォーマンスとの対応や，仮説設定の指導の改善方法
を検討するために，追加の面接調査を実施した．追加
調査１の結果からは，目標・方向性を確認する能力が
低い Cluster3の児童は，実際の仮説設定においても目
標・方向性を確認しようとはしないことが示された．
追加調査２の結果からは，能力の高低が相補的な関係
にある児童が協同して仮説設定に臨んだ結果，仮説設
定が促進されることが示された．これらの結果は，今
回評価した仮説設定能力と実際の仮説設定におけるパ
フォーマンスの対応を示唆するものであり，評価の妥
当性を示すものである．
また，目標・方向性を確認する能力については，補
助発問による介入が効果を示さなかったものの，因果
関係を認識する能力については，児童同士の協同が効
果を示したという結果から，仮説設定の指導における
協同学習の部分的な有用性が示唆された．

Ⅴ．本研究の限界と今後の課題
本研究では，先行研究における仮説設定の思考過程
を理論的基盤とし，仮説設定能力の構成要素として５
つの能力を想定したものの，今回開発した評価方法で
は，４つの能力しか評価することができなかった．ま
た，各能力を測定する問題では，実験参加者が問題作
成者の想定通りの思考過程を経て回答に至ったかにつ
いての詳細な検討はできていない．よって，今回想定
していなかった能力が解答の正誤に影響した可能性も
考えられる．今後は，変数を同定する能力の調査問題
を修正するとともに，各問題において想定した思考過
程と実際の思考過程との対応を検討することが必要で
あると考える．また，量的分析の枠組みとして多次元
項目反応理論を用いることで，各問題の困難度や識別
力，評価の精度などを検証することが可能になると考
えられる．
加えて，各能力と仮説設定における実際のパフォー
マンスとの対応を検討した面接調査は，サンプルサイ
ズの小さい限定的なものにとどまっており，引き続き
の検証が必要である．
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附記
本論文は，平成29年度第５回日本科学教育学会研
究会において発表した内容に追加調査を加えて再構成
したものである．本研究において作成した調査問題は
以下に公開する．https://researchmap.jp/mufhfuyse-2139961
（2018年３月５日現在）

文献
Cohen, J. (1969): Statistical Power Analysis for the Behavioral 

Sciences. New York: Academic Press.

福岡，竹村（1989）：仮説設定能力に関する分析方法の開
発と児童の実態～ APUの評価問題（Generating Alternative 

Hypotheses）を使って～，日本理科教育学会研究紀要，
29, 3, 41–49.
熊谷，荘島（2015）：教育心理学のための統計学，誠信書
房，6．
益田，柏木（2013）：論理的推論に基づく仮説形成を図る
教授方略に関する実証的研究，理科教育学研究，54, 1, 
83–92.

McPherson, G. R. (2001): Teaching & Learning the Scientific 

Method. The American Biology Teacher, 63, 4, 242–245.

永益，小林（2007）：高校生の仮説設定能力に関わる要因
の構造―生物 I選択者における質問紙調査の分析から―，
理科教育学研究，48, 2, 63–70.
中川，西川，根本（1996）：小学生の事象に対する初発の
疑問と理解に関する研究，日本教科教育学会誌，19, 2, 
57–64.
中村，松浦（2018）：仮説設定における思考過程とその合
理性に関する基礎的研究，理科教育学研究，58, 3, 279–
292.

National Research Council. (2012): A framework for K-12 science 

education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. 

Washington, DC: The National Academies Press.

Pouler, & Wright (1980): An analysis of  the influence of  reinforce-

ment and knowledge of  criteria on the ability of  students to 

generate hypotheses. Journal of  Research in Science Teaching, 

17, 1, 31–37.

Quinn, & George (1975): Teaching hypothesis formation. Science 

Education, 59, 3, 289–296.

坂本，村山，山口，稲垣，大島，大島，中山，竹中，山本，
藤本，竹下，橘早（2007）：科学的思考としての原理・
法則のメタ理解：小学校第6学年「燃焼」を事例として，
科学教育研究，31, 4, 220–227.
猿田，中山（2011）：思考と表現を一体化させる理科授業，
東洋館出版社，19．
八田，丹沢，土田，田口（2004）：理科教育学，東京教学
社，4–6．
山田，小林（2014）：小学生の理科における仮説設定能力
に影響を及ぼす諸要因の因果モデル―第６学年の児童を
対象とした質問紙調査の結果に基づいて―，理科教育学
研究，55, 3, 351–361.

（受付日2018年３月28日；受理日2018年９月３日）
〔問い合わせ先〕

〒195-0074 東京都町田市山崎町1314-2
 町田市立七国山小学校
 中村　大輝
 e-mail: turidaiki@shirt.ocn.ne.jp

Appendix 1　調査問題の一覧




