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Change in undergraduates’ image of “science” was assessed during a course they 

took to improve their experiment demonstration skills in elementary science classes. 

The assessment was done using the FUMIE Test (Mori, et al., 2008), a newly 

developed group-performance test based on the Implicit Association Test (Greenwald 

et al., 1998). The FUMIE Test was administered twice, at the beginning and end of an 

undergraduate course, to assess undergraduates’ implicit associations toward the target 

concept, “science.” Forty-seven students taking the course showed a significant 

increase in their implicit association scores toward the target concept. The results 

verified the effectiveness of the course. It also demonstrated that the FUMIE Test 

could be a useful method for assessing the non-observable efficacy of educational 

practices. 
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Ⅰ．問題と目的 

１）共生社会システムの共通言語：科学 

多様な文化的社会的生得的背景を持つ人々が互いに尊重し合って生きる共

生社会を形成するために不可欠なものは，科学（自然科学）である．ここで言

う「科学」には科学的知識だけでなく，科学的な思考や態度，研究方法を含む．

現代社会において，科学とは「人間の叡智」そのものだからである．  

共生社会は文化の異なる人々との共生だけを意味しない．動植物を含む，自

然との共生も重要である．そして，自然と私たち人間の共通言語もまた科学以

外にはありえない．動物や植物と会話ができるのはおとぎ話の世界だけであり，

人間の言葉を通して，直接に動物や植物の生態を理解することはできない．し

かし，私たち人類は科学によって，動物を知り，植物を知る．さらには，私た

ち自身を含む地球という共生社会のありとあらゆることは科学や，科学的研究

方法を通してしか理解することはできない． 

しかし，その科学が次世代を担うはずの日本の子どもたちにしっかりと学べ

ていないという問題がある．いわゆる「科学離れ」「理科離れ」と呼ばれる現

象である． 

２）子どもの科学離れと理科授業の実験離れ 

青少年の科学技術離れを「平成5年版科学技術白書」（科学技術庁，1994）

が報告してからもう17年になる．この間，多方面からの改善策が提案されてき

たが，なかなか改善が進まないのが現状である（文部科学省，2006）．さらに

は，教師の側も「実験離れ」していると言われ，小学校の教師が理科実験への

苦手意識を持っていることも明らかとなった（神戸新聞2003.03.12）．指導す

る教師自身に自信がない背景を，高野（2006）は解剖を例にあげ，次のような

堂々巡りなのだと言う．教師が解剖を教える自信がない，なぜなら彼らが生徒

だったころに解剖を教わらなかったから．そしてそれは，そのころの教師に解

剖を教える自信がなかったから． 

結局のところ，「理科離れ」問題の根本的な解決のためには，遠回りのよう

であっても，理科好きの教員を育てるところから始めなければならない．子ど



 
 
 

実験実習による「科学」イメージの変化 
	 

	 3	 

もたちが実際に体験できる面白い実験を，教師達自身がまず体験し，工夫した

り自ら新たに考え出したりして，子ども達に教えることのできる能力を身につ

ける必要がある．教師の側が「実験が苦手」と考えていたのでは，子ども達に

理科実験の魅力が伝わるはずがない．理科好きの子どもを育てるためには，ま

ず理科好きの教師を育てることから考えていかなくてはならない． 

３）教育効果の客観的評価の難しさ 

教育に関わる現象は複雑な要因が輻輳し，種々の対策の効果を客観的に検証

することは難しい．理科大好きスクール（小中学校）や，子どもたち向けの科

学の祭典や実験教室などでは，アンケートによって参加者の主観的な評価を調

べ，そうした試みの成果を評価していることがほとんどである．しかし，アン

ケート調査は適切に実施されたとしても，社会的に望ましいと思われる回答を

しがちであるという回答バイアスの問題がある．意図的でないにしても，「科

学の祭典」の参加者は主催者側アンケートに「楽しかった」「面白かった」な

ど好意的に答えがちである．アンケート調査のもう一つの難点は，回答者自身

が気づかないような事柄には回答できないことである．たとえば，実験に親し

むことで知らず知らずのうちに身に付いた科学に対する好意的な感情は自分

ではなかなか意識することがない． 

４）潜在的態度の新しい測定手法:潜在連想テスト 

アンケートのような回答者の意識的な内省に基づく顕在的指標の問題点は，

人種差別などを研究対象としてきた社会心理学では古くから問題とされてき

た．顕在的な指標を補完するものとして，潜在的な態度を測定するための新し

い手法が最近になって相次いで提案されてきた．なかでもGreenwaldら（1998）

が開発した「潜在連想テスト（IAT: Implicit Association Test）」は，幅広い領

域に急速に活用されるようになった. 

IATの特徴は，２つの分類課題を組み合わせ，個々の反応時間をミリセカン

ド単位で計測するものである．具体的な方法は，第１課題として，ターゲット

となる概念（たとえば「黒人」「白人」）の分類を行なう．パソコンの画面に

写真や名前を提示し，「黒人」ならば左手で，「白人」ならば右手でキーボー
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ドの指定されたキーをできるだけ速く押すよう求める．第２課題は，第１課題

と同様に画面に提示される単語が「良い意味」か「悪い意味」かに応じて，左

右のキー反応をできるだけ速く行うことが求められる． 

その後，２つの課題を同時に実行させる．この際，２通りの組合せが可能と

なる．それは，「黒人」と「良い意味」を同じキー（「白人」と「悪い意味」

を別の同じキー）にする組合せ課題と，「黒人」と「悪い意味」（「白人」と

「良い意味」）を同じキーにする組合せ課題である. 

IATの基本原理はこの２つの組合せ課題間の反応時間の差を測定することに

ある．普段から白人に対して良い感情・イメージを抱いている者は，「白人」

と「良い意味」の組合せ課題の方が，逆の組合せ課題よりも速く実施でき，間

違い反応も少ないことが予想される．逆に言えば，黒人に対してあまり良くな

い感情を抱いている場合には，「黒人」と「良い意味」の組合せ課題ではどう

しても反応が遅くなり，間違いも多くなるということである． 

Greenwaldら（1998）は，人種以外の種々の概念を用いて同様の反応時間の

差を見いだし，また，反応キーの左右の違いや組み合わせ課題の順序の違いに

ついても実験的に確認した上で，IATが潜在的な態度の測定に活用できると結

論した． 

５）IATの問題点とその改良版FUMIEテスト 

画期的かつ万全のように見えるIATテストであるが，一度に大人数に実施す

ることが難しいという欠点もある．例えば，パソコンを一人につき１台使用す

る必要があるために，日本の40人１学級のような学校では行なうことが予算や

状況的に困難である．そこで，Moriら（2008）は，IATを筆記式に改良し，同

時に複数の被験者に実施することを可能にした集団式潜在連想テスト(FUMIE

テスト)を開発した． 

具体的な改良点は次の２点である．①課題提示反応方法の変更：キー押し反

応の代わりに，紙に印刷された単語に○×をつける方法に変更した．このこと

によって，パソコンを使わずに紙と鉛筆だけでのテストが可能となった．②反

応時間計測方法の変更：パソコンを用いて個々の反応をミリセカンド単位で測
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定する代わりに，一定時間（20秒間）にできた作業量を調べる方法に変更した．

この変更の利点は， 20秒間という時間内での作業量を量るため，何人でも同時

に測定できるという点にある．学校で用いる場合，授業時間内にクラス全員に

一斉に実施してデータを得ることができる． 

パソコンで反応ごとに計測するのに比べ，計測の精度は犠牲とせねばならな

い．それでも，Moriら(2008)は，20秒間での作業を数回（通常5回程度）繰り返

すことで，ある程度安定したデータを収集できることを確認している．さらに，

FUMIEテストがIATと同様の妥当性や信頼性を有することも実験で確認してい

る（詳細はMoriら, 2008を参照されたい．FUMIEテストの具体的な実施要領と

テスト用紙見本は著者から入手可能である．）． 

６）実験実習授業の効果の潜在指標による測定 

本研究は，教員養成課程における実験実習を中心とした授業を実践し，その

効果を，新しい潜在連想テストによって測定することを目的とした．具体的に

は，理科や実験を包含する概念である「科学」をターゲット語とし，「科学」

に対する潜在的なイメージが授業の受講を通してどれだけ変化するかを検証

するという研究手続きを用いた． 

 

Ⅱ. 方	 法 

１）被験者 

 被験者は，Ｎ市の教員養成系学部に所属する，初等理科指導法の授業を受講

した学生50名であった．このうち，データに欠損のない47名（男子25名，女子

22名：19-22歳）を被験者とした（授業名にある「初等」というのは，「（幼

稚園）小学校」を意味する教育関係の用語である.）． 

実験デザインとして同一被験者によるプリテストーポストテスト比較とし

たため，統制群(control group)は設置しなかった．これは同一時期に比較対象と

なる同一条件の授業が存在しなかったためである．また，対象となった授業の

受講者数も，２群に分割するには無理があると判断された．性別の要因も考慮

しないこととした． 
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２）刺激となる実践授業の内容 

「初等理科指導法」では，どこにでも手に入る材料で，小学生自身が自ら実

施でき，かつ安全な実験の指導法を学ぶ．授業には，川村（2004a, 2004b）に

よる実験集を活用した．この実験集は，視覚や聴覚など感覚に訴える定性的な

実験を多く用意している． 

授業は実践的なもので，受講生を10班に分け，各班に２つの課題を体験させ

た．１つめの課題は，指導案を作成せずに５分間の理科実験の模擬指導を，３

回ずつ実施するものであった．もう１つは，学習指導案を作成して30分間の理

科の模擬授業１回を行なうものであった． 

この授業の中で，各班の学生は理科実験の模擬指導や理科の模擬授業を体験

した．模擬授業では，当番の班が指導を行い，残りの班の受講生が児童役とな

った．児童役の受講生たちは，実験の指導を受けた後，模擬授業についてのコ

メントを述べることが求められた． 

３）FUMIEテスト実施時期 

FUMIEテストは，２回行った．１回目はこの授業全般のオリエンテーション

時（10月）に，２回目は，すべての模擬授業が終了した後の最終の授業時（翌

年１月）に実施した．ターゲット語としては，「科学」を用い，○を付ける課

題と×を付ける課題をそれぞれ5回ずつ実施した． 

４）潜在連想スコア（IAS）の算出方法 

Moriら（2008）にしたがって，以下の式により潜在連想スコア（Implicit 

Association Score: IAS）を被験者ごとに算出した． 

IAS = (科学に○を付ける課題の作業量) - (科学に×を付ける課題の作業量) 

「科学」に対して良いイメージを持つ被験者ほど○を付ける課題での作業量

が多くなり，反対に悪いイメージを持つほど×を付ける課題での作業量が多く

なる．そこで，IASが正値なら「科学」に対する潜在的イメージが良いことを

意味し，負値なら悪いイメージであることが操作的に定義できる． 

 

Ⅲ. 結果と考察 
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１）潜在連想スコア（IAS）の変化の検証 

授業の前後でのIASの平均値と標準偏差は表-1の通りとなった．受講学生は

もともと「科学」に対して良いイメージを持っていたこと，そして授業の終了

時にはその程度がさらに高まったことがわかる．１要因被験者内分散分析の結

果，IASの上昇は統計的にも有意であることが確認された（F(1,46) = 4.17, p < 

0.05）．  

表-1．事前・事後の潜在連想スコア（IAS） 

測定時期	    	 	 	        平均値	 	   	 	 標準偏差 

授業開始時 	 	 	 2.03 	 	 	 4.03 

授業終了時 	 	 	 3.40 	 	 	 4.19 

 

FUMIEテストだけでなく、反応時間を指標とするデータはどうしてもデータ

が変動しやすく、標準偏差が大きくなる難点がある。本研究におけるIASにお

いても，被験者間の測定値のバラツキの指標である標準偏差はかなり大きくな

った．しかし，分散分析の結果から，そうした変動因以上に有意なIASの上昇

が認められたことは実験実習の効果があったことを示していると言える． 

２）理科実験指導を重視した大学授業の効果 

学生が，理科実験を指導する立場となって模擬授業形式で，実際に人前で授

業を行ってみることにより，彼ら自身が科学をより好ましく感じるようになっ

ていったことがわかった．これまでは，授業における学習効果をアンケートや

アチーブメントテストを用いて測定してきたが，表層的なもので，「とりあえ

ず，よかった」のようなアンケート結果が集計され，授業効果があったように

まとめられがちであった．しかし，FUMIEテストを利用すると，学生達の潜在

意識の変容をとらえることができる．この授業では，授業の前後で，科学に対

する潜在意識がより肯定的に変化していることがFUMIEテストによって確認

できたという点に大きな意義がある． 

より厳密な検証のためには，統制群を置いて，２（実験群 vs 統制群）x ２（事



 
 
 

実験実習による「科学」イメージの変化 
	 

	 8	 

前 vs 事後）の２要因実験計画とすべきであった．本研究では，実験実習の授

業の履修学生数が少なかったことから，統制群を設けることはできなかった．

今後は，統制群を置いた実証研究がなされるべきである．さらには，FUMIE

テストや，従来のアンケート形式による理科興味度調査などを用いて，事前に

理科への興味度を測定した上で，興味度がもともと低い学生が実験実習によっ

てどのように興味関心を高めていくかの検証を行う必要がある． 

 

Ⅳ. FUMIEテストと共生社会システム研究 

FUMIEテストは，実施が簡便で集団で実施できる利点があるため，IAT以上

に活用の範囲が広く，本研究と同様に理科教育実践の効果測定に活用した研究

（坂口ら，2009）や，中学校教科の好き嫌い調査（守と守， 2007）など教育に

関する領域だけでなく，「オタク」に関するイメージ調査（菊池ら，2007）や

「外国人」に対する潜在感情調査（Sakai & Koike, 2011）「障碍者」に対する

潜在・顕在態度測定（Kurita & Kusumi, 2009）などにも活用されてきている． 

「オタク・外国人・障碍者」といった社会的マイノリティとどうつきあって

いくかは共生社会の課題の一つであり，共生社会システム研究にもFUMIEテス

トの活用範囲は広いと考えられる．人種差別などの社会的問題の多くは本音と

建前とが食い違っていることが多く，アンケートなどの意識調査では本心がな

かなかわからないからである．潜在連想を反応時間で計測するFUMIEテストは，

本音を探るための手法として簡便に活用することができる．潜在意識とか無意

識といったものは従来，科学とは相容れないものが多かった．しかし，FUMIE

テストもその原型となったIATも科学的方法論に基づく客観性の保証された技

法である．本論文が，共生社会システム研究にFUMIEテストを活用する道標と

なれば幸いである. 
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