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1.はじめに

1 

科学教育において実験が重要な役割を担っていることは明らかであろう。しかし，小学校から

大学までの教育の各段階で，その役割が同じかどうかは解きほぐしてみる価値のある教授学的問

題である。小中学校の生徒がなぜ理科を勉強しなければならないのかと賄うときは，おそらく彼

らの受けている理科の授業が楽しくないのであろう。このようなときには，楽しい実験やぴ、っく

り実験が，授業を楽しくし，生徒の好寄心を揖き立てるための有効な手段である1)。小中学校か

ら，高校，大学へと進む過程で，彼らは科学をなぜ学ばなければならないのかとあらためで疑問

に思う。しかし，このとき小中学校と問じように楽しい実験，び、っくり実験が彼らの問いに対す

る答えとなるだろうか。

モーリス・ドベス (MauriceDebesse) は16歳から20識の間を青春期・清熱の時代として区分

しており，そこでは， r知識の領域を拡げつつも，教師はそれらを関連づけ，また特に文明の拠

り所となっている様ざまの価穂に結びつけていくJような教育が行われなければならないと述べ

ている2)。近年，中学校での教育内容の一部を高校へ廻すことによって教育内容の削減を行おう
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とする傾向がある O しかし，そのようなカリキュラムは中学と高校における科学教育を同質化す

るだけである。ドベスのような発達段階の明確な区分が可能かどうかはひとまず置くとしても，

初等教育から中等教育，高等教育へと進むにつれて，教育内容が新しく，また高度になるだけで，

貿的に変化のない教授一学習過程を諌り返すというのでは困る。

仮説実験授業や構成主義の科学教育といった教授理論は，主に小中学校における科学教育を対

象としている。これら教授理論は，高校教育，そして近年では大学教育にまで外挿され，そこで

の科学教育の教授実践の基盤を提供することもある。この外挿自体は一概に悪いとは蓄えない。

高校や大学における科学教育は，全く新しい教授理論に基づいて展開されなければならないわけ

ではない。何かの教授理論に依拠することなく試行錯誤を繰り返し，饗の河原に石を積むよりは

ましである。しかし， r教育はそれが発達の前を進むときにのみよい教育である3)Jと言われる

ように，教授理論を高校，大学に外挿するにしても，そこでの学習者の知的発達を促すようなも

のでなければならない。

科学教育における教授理論では，学習者の持つ常識と科学知識の対立，矛盾から生じる知的葛

藤が， しばしば学習の契機として利用される。しかし，そのような対立，矛盾が想定できない状

況 後期中等教育，高等教育に多く見られると思われる一ーに対しては，旧来の教授理論を適

用することはできず，新たな教授一学習過程を検討しなければならない4)。本稿では，そのよう

な教授一学習過程の検討を，科学知識の構造と認識形成，実験の認識論の問題として考察する。

第2節「教授理論と常識Jでは，科学を学ぼうとする学習者が持っている常識について考える。

常識が重要な役割を果たしている教授理論として， 1反説実験授業と携成主義の科学教育を取り

げ，これら教授理論における「教えjと「学びjの過程を，常識と科学知識の対立，矛盾によっ

て生じる知的葛藤という観点から検討する。第3節「教授理論と科学の構造jでは，科学の構造

という観点から，科学知識と対峠する常識が存在しない場合を考察する。そのような状況では，

教授一学習過程を展開するための駆動力，つまり学習の契機としての知的葛藤状態をつくる力を，

科学知識と常識の対立，矛墳に求めることができない。また，生活体験を科用した教設の戦略も

考えられるが，現実の科学の特質を結えられないという問題がある。第4節 f実験の認識論」で

は，常識との対立，矛盾が想定できない状況で，科学知識を知侭に教授すべきかを考察する。学

習者の経験世界とつながりがない科学知識を学ぶ場合，認識の前提である世界観の教授という問

題を再験討しなければならない。また，教護一学習過程を展開する上で，合理性の重視と実在論

的エトスが重要な意味を持つ。科学知識と対持する知識の設定，実験の新たな役割について教育

内容購成のレベルで考察する。

数

(1) 生徒を驚かせるびっくり実験をやれば問題が解決するわけではない。それについては多くの所で指摘され，

議論されている。たとえば， r新理科教育法j編集委員会編『新理科教育法J(東京著書籍， 1996)第4章。

(2) モーリス・ドペス著『教育の段階』堀尾輝久，斎藤佐和訳(岩波書庖， 1982) 184頁。残念ながら，現在の

高校理科教育では，大穏な科目選択の導入がそのねらい通りに機能せず，高校生が大学入試に有用な科目だけ

を選択履修する状況を生み出してしまった。知識の領域を狭め，それらを友いに関連づけることなく終わって

しまい兼ねない。

(3) レフ・セメノヴイチ・ヴイゴツキー著『思考と言書籍i柴田義松訳(明治図著書， 1985)下巻95頁。

(4) 本稿全体を透して，高等教育における科学教育を，一般教育・基礎教育の絞鹿内lこ限定して考えている。
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2.教授理論と常識

2 -1.科学教育における常識

科学教育の自標を，学習者が科学の基礎的概念や法則を知識として獲得することであるとしよ

う1)。その場合，まずこの知識獲得過程がどのようなものであるかを明らかにしなければならな

い。学習者のこの知識獲得過程は，しばしば科学革命と呼ばれる歴史上の事象と比較して考察さ

れる。科学教育における学習過程と科学革命との相似性が注目されるのは，科学革命の前後で，

科学的事象を捉える意識の枠組みが大きく変化したという歴史認識があるからである。

科学革命という言葉が科学教育へ輸入される以前から，学習者が何も知らない白紙の状態で学

校教育を開始するのではないことは明らかにされていた。たとえば，ピアジ、ェ(JeanPiaget)は，

数，最，空間，時間といった科学の基本的概念が子どもの成長とともに自然発生的に形成される

過桂を研究している。また，ヴイゴツキー(凡C.BblrOTCK目前)は，生活的概念を持った学習者に

対して，教授一学留の過桂で科学的概念を如僻に形成するかについて論じている2)。

ピアジ、ェの言うような自然発生的な科学の基本的概念は，彼の認識発生や発達段階の諸説が妥

当か苔かにかかわらず，初等教育における科学の学習で重要な役舗を担っている。おそらく，わ

れわれは量や空関にかかわる自然発生的概念なしには，小学校での科学教育を順調に開始するこ

とはできないだろう。しかし，学習者はそのような自然発生的概念以外に，日常生活での失敗と

成功という経験を通して獲得，形成される生活的概念も持っている。ヴイゴツキーによれば，生

活的概念は体系性を欠いており，学習者にとっては非自覚的，非随意的ですらある。そして，教

授一学習の過程で学ぶことになる科学的概念としばしば対立，矛崩する。小中学校における科学

教育では，その教授一学習の過程で，生活的概念と対立する非自然発生的な科学的概念を如何に

形成するかが課題となる。

発達と概念形成の問題に科学革命という枠組みがあてはめられると，生活的概念と科学的概念

の開の複雑な相互関係は，学習者のもつ概念系に生じる変化と科学革命の賭にある相似性に着目

して把握されることになる。科学教育においては，科学革命の前にあるのは学習者の持つ生活的

概念であり，革命の後にあるのは，当然，教師が学習者に伝えようとしている科学的概念，知識

ということになる。学習の自標にある一連の科学知識は、注意深い実験によってある一定の妥当性

が明らかにされており，ある論理的体系の中に編み込まれている。そして教育の結果，学習者が

それらを自覚的，関意的に取り扱えるようになることが期待されている。

トーマス・クーン (ThomasKuhn)がパラダイム・シフトと呼んだ科学革命に対する理解3)が，

科学史・科学哲学の領域から科学教育に輸入され，構成主義の科学教育が展開された。それ以来，

科学革命という枠組みの中で科学教育を考察しようとする傾向はますます強くなった。パラダイ

ムという荊語は，さまざまな学問分野で多義的に使用され卑俗化したが，科学教育においても独

自の文服で使われている。そこでは知侍にして学習者が持つ生活的概念のようなi日いパラダイム

を科学知識という新しいパラダイムへ交替させるかが教育の課題であるとされる。

学習者が持つ旧いパラダイムは，構成主義の科学教育が展開される中で，“alternativeconcep-

tions"，“alternative frameworks"，“prior conceptions"，“misconceptions" ，“preconceptions"といった

具合にさまざまな名称で呼ばれている4)。教授理論の核となるはずの概念に多様な名称、が与えら

れていることは，構成主義の科学教育が一枚岩ではないことを知実に物語っている5)。しかし，

多様な構成主義の科学教育に共通して雷えるのは，学習者の持つ!日いパラダイムを具体的に把握
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するために，テストやインタピューによる精力的な調査が行われたことである。その結果を分鎖

すると，経験的にも推測できることではあるが，以下のようになる6)。

-先入観

日常生活によって培われた概念，知識である。生活していく上で有用です

らある。

常識一十・非科学的信念

天地創造説やオカルト宗教の教義など。科学教育以外から学習者が獲得し

た信念であり，科学知識と矛震する。

・専門用語の誤った理解

力，エネルギーなどの科学的概念が，日常用語として科学的概念とは異な

る意味，文紙で使用されている。

以下ではこれらを総称して常識と呼ぶことにする。常識は，経験世界の現象を総括的にとらえ，

それなりの説明を与えることのできる整合性を持った概念体系である。たとえば，運動している

物体には，その運動を維持するため，常に運動方向に何らかの力が働いていなければならないと

いう先入観は，大学生ですら持っているかなり強器な常識である。

科学教育を常識から科学知識へのパラダイム・シフトとみなすと，どのようにして学習者の概

念に革命的変化を引き起こすかが課題となるの。たとえば，概念変化が起きるための条件として，

クーン以後の科学史，科学哲学の諸研究を参考に，以下の 4条件が提唱されている8)。

(1) 現状の概念系に矛盾，不満足な点がある O

(2) 新しい概念は，理解可能なものである。

(3) 新しい概念は，まずはもっともらしくなければならない。

(4) 新しい概念は，実り轟かな研究プログラムの可能性を提示してくれる。

これらは具体的な授業過程について述べたものではなく，教授一学習の過程における概念変化

について認識論的に考察したものである。本稿で考察の対象として取り上げるのは I番自の条件

である。人は自分の持っている概念を使って何の問題も生じないのであれば，あえてその概念を

変えようとは思わないであろう。また，既存の概念がうまく機能してくれなくても，それを捨て

去るるよりは，何とか使えるように修撃を加えるほうを選ぶだろう。つまり 1番目の条件は，

学留の契機をつくりだす条件なのである9)。

学習者の持つ常識と対立する事実を示すことは有効な学曹の契機であり，古くから実践されて

いる。科学教育では，常識と矛盾する事実を示すための手段として実験がある。実験は，学習者

の眼前で，日常生活では経験できない現象を引き起こす。学習者の常識を裏切る実験結果は，学

習者の意識に知的な不均衡状態をつくりだし，この知的葛藤状態を脱けて解放された状態に向か

いたいという欲求が学習の動機づけとなる。

しかし，この知的葛藤状態はあくまでも学習の契機であって，その後，すぐに何らかの指導が

なければ，不均簡な状態に陥った常識は，もともとその論理的体系性を欠いているために，アド・

ホックな理由付けで容易く均衡を回復してしまう。科学教育における科学革命を意識した指導体

系の研究は，この知的葛藤状態をどのようにっくりだすのか，その後の指導を如何に行うべきか，

この二つを明らかにしようとする知的営為であったと言えよう。教捜一学習の過程で引き起こさ

れた知的葛藤状態に続く指導は大きく二つに分類される。ひとつは仮説実験授業に代表される教
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授の指導体系であり，もうひとつは構成主義の科学教育に見られる非教授の指導体系である。

2-2.短観実験授業

仮説実験授業は，板倉聖宣が科学史研究に基づく独自の認識論的考察を科学教育へ展開してつ

くった擾れた教授理論である。仮説実験授業は，発表当時の科学教育界の通説をことごとく批判

し，それらに抜本的変更を迫る内容を持っていた。

依説実験授業は，それまでの科学教育で行われていた実験が， rただ“やってみる"というこ

とのようであって，教蹄が生徒に“ある現象をみせる"ということにすぎないJと批判する 10)。

教師は，数回(多くの場合，ー剖だけ)の実験から，単純枚挙の帰納法のごとき推論を使って学

習者に結論を言い渡しているだけであった。この批判は当時としては的確に問題の核心を突いて

いた。このような出来の実験観に対して，実験とは何かが次のように述べられる。

実験とは，未知のことがらについて，自分の考えがどうなのかを関いかけていくことである。

いくつかの意見が対立したばあいにどれが正しいかをきめるためにおこなってみるものであ

る。……自分がわかっていても相手が疑問視しているときの説得に役立てるものである日)。

実験に対するこの説明は，仮説実験授業という教授理論の枠組みに限定されるものではなく，

実験というものの特質を端的に述べている。しかし，仮説実験授業における実験では， r自分の

考えがどうなのかを開いかけていくことjがなかでも重視される。つまり，自分の仮説に基づい

て予想するのである。予想なしに実験を行うことは， I日来の実験に見られる“ただやってみる"

だけと同じである。授業が始まったばかりのとき，学習者がもっている仮説は前節で述べた常識

である。常識に基づいた予想、が実験結果と異なることで，学習者は知的な緊張状態を経験する O

自分の持つ常識を構成している概念系に問題があることに気づくのである。

仮説実験授業では， r科学上の明確な概念をもとにした科学の論理と常識的・直観的な論理と

を意識的に対立させて，科学の論理・科学上の概念の優位を生徒自身に納得させるように努めな

ければならないjとされる 12)。つまり，学習目標である科学知識と対立し知的葛藤を百出走塁す

という重要な役割を学習者の常識は担っている。知的葛藤に夜間した学習者に対して，実験結果

を説明するための科学知識を教授した後，一連の開題に対して予想一討論一実験という授業蓄を

使った授業を繰り返していく。その過程を通して，学饗者は教えられた科学知識が常識よりも優

れた妥当性を有していることを確信し，それを自家薬龍中のものにしていく 13)。このような教

授一学習過程を一般化して描いたダイヤグラムを図 1に示す。

学習者が科学という知の体系にはじめて触れる初等教育では，科学知識と常識の対立による知

的葛藤を活用した優れた仮説実験授業の指導体系がある O 授業書 fばねと力jがそれである。わ

れわれは， r力J，rつりあいJ，r押す引くJといった科学の専門用語を誤って理解し，日常用語

として使用している。授業書 fばねと力jでは，与えられた実験に対してその結果を予想し，討

論することから始まる。学習者は自分の予想、を裏切る実験結果を眼にし，日常使用している「力J
という概念に問題があることを実感する。このような知的葛藤状態にある学習者に，学習目標の

科学知識が「力の原理jとして教授される 14)。その後，学習者は合理的に配列された一連の問

題に対して，先に教えられた「力の原理Jを使って取り組むことになる。そして，予想一討論一

実験という流れを繰り返すことで， r力の原理Jの普遍妥当性を理解していく。

近年， r教え」か「学びjかという議論が活発に行われているが，それらを対立項として捉え
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問題2 実験可能な条件

苦ご十急ム
ロ10岡

常識より科学知識が
優位であることを確認

常識に基づく予想

適切な f教えjへ

関1.仮説実験授業の教授一学習過程

問題一予想一討論一実験という過程が，適切な「教えjと「学びjのサイクルを構成
している。常識に義づく予想、の潤遠いを知ることから生じる知的葛藤を学習の契機とし，

科学知識の教授という「教え」を経て， r学びjのサイクルへ向かう。

ることは間違っている O 概説実験授業の枠組みで考えれば，関 lのダイヤグラムにあるように，

的確な「教えjがあるからこそ，意味のある「学び」が始まると言える。実験により明らかにさ

れた科学知識と常識の対立を学習の契機とし，適切な「教えjがあり，科学知識と常識の対立を

駆動力とする「学びjのサイクルが続く。 f力の原理Jという極めて基本的な原理を科学の体系

の中から選ぴ、取っているところも，この授業誉の強みである。「力の原理Jは「学びjのサイク

ルで登場する一連の課題を解決できる優れた依説であり，前節で述べた概念変化の条件を満足し

ている。

「教えjから「学びjへと移る仮説実験授業では，実験は二つの役割を拒っている。ひとつは，

f教えJを成功させることである。学習者の持つ常識にある矛窟を見事に露にする実験が，授業

書のはじめに用意されなければならない。その実験によって学習者は知的な不均衡状態に賂る。

もうひとつの実験の投離は，教授された科学知識が高い妥当性を有していることを学習者に納得

させることである。仮説実験授業では，さまざまな状況の実験によって，常識が科学知識と矛窟

することを何度も学習者に確認させる。その結果，学習者は教授された科学知識の普通妥当性を

充分に理解できるのである。いずれの場合にも，実験は，常識と科学知識の対立・衝突の中に学
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習者を置き，彼らに知的な緊張を強いる。この緊張と実験結果から得られる解放が，教授一学習

の過程を進めていく駆動力となる。

2-3.構成主義の科学教育

構成主義の科学教育では，教授による概念形成の過程を極力廃し，学習者がお互いの常識を比

較してその一致・不一致を確認する作業や実験結巣の解釈を議論しながら，科学的に妥当な説明

を学習者自身が構成していくという指導が行われる 15)。講成主義の科学教育は，パラダイム・

シフトという科学f象を明確に教育へ取り入れている。 18パラダイムである常識では予想できな

かった実験結果に直面した学習者は，それを契機にして，クラス内で討論しながら!日いパラダイ

ム(常識)を新しいパラダイム(科学知識)と交番させるのである。ここでは，クラスという集

自があたかもクーンのいう特定の科学者集団に相当する。科学知識の構成には学習者個人による

構成と，クラスという特定の社会集盟内でのコミュニケーションによる構成が考えられている。

これらは互いに排除しあう過程ではなく，社会構成の庄力によって学習者個人が知識を構成する

科学教育が提唱されている 16)。

構成主義の科学教育が一枚岩でないことは先に述べた。その認識論的基盤を跳めてみても，反

実在論に基づき科学知識の雷語伝達不可能性を強調するものから，物理的世界の実在は認めるが

科学知識は人間が実在を解釈した一種のシンボルであると考える立場まで，また個人による知識

の構成を重視するものから，授業の中での杜会的構成に着目するものまで輔広い17)。いずれに

しても， r学習者自身が知識を構成するjという書説はマントラではない。 徹成して教喪中心の

授業であっても，学習者自身が知識を構成していると言えなくもない。具体的な教授一学習過程

を吟味しなければならない。ここでは，ロザリンド・ドライパー (RosalindH. Driver)等の構

成主義の科学教育を見てみることにする。ドライパーの構成主義の科学教育は，極端な反実在論，

観念論に基づくものではなく，幡広いスペクトルの中程に位置すると蓄えるかもしれない。ドラ

イパーは，物理的世界の実在とそれを表現する記号としての科学知識を芭別しており，声高に反

実在論を唱えているわけではない。その教育呂標は，学習者が，世界について記述するためのひ

とつの方法として科学を理解することにある。したがって，学習者が自分の持っている言葉で世

界を表現するままに任せておくことを認めてはいない18)。

構成主義の科学教育では，教師は，まず教育目標としての科学知識を明確にし，それに対して

学習者が持っているさまざまな常識を調査する。そして，その結果に基づいて学習の過程を検討

する。構成主義の教育の授業過程では，まず，学習者はお互いが持っている援味な考え，観念を

ポスターなどで表現し，それらを他人とやり叡りすることで，常識を構成する概念の意味や考え

方を明確にしていく。このような過程を経て，学習者は他人との考え方の差異を認識し，自然現

象や実験結果には多様な解釈があることを理解する。適切な観察，実験を行い，学習者が，既存

の概念系には問題があることに気づき，新しい解釈を提案できるようにする。学習者の提案する

新しい解釈や擁念は観察，実験を用いてクラス内で評価される。このようにして学習者は科学知

識を構成していく。最後に，学習者は自分たちがはじめに考えていた常識と授業で構成した科学

知識を比較し，その変化について考える O この最後の段階は復習であるが，学びについて学ぶ

(learning命about-learning) というメタ認知的な価値があるとされる。

構成主義の科学教育が，そのねらい通りに機能するかどうかはひとまず蜜くとして，このよう

な学習の過程における実験の役割を考えてみよう。仮説実験授業における実験は，常識の誤りと
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科学知識の妥当性を確認することが主な役割であった。これに対して，構成主義の科学教育にお

ける実験の役割は，学習者に経験を与えることである。教師は学習者の誤った常識を明確にしな

がら，常識に基づく予想、とは矛盾する現象を実験を使って学習者に経験させる。さらに実験を通

じて経験を重ね，学習者が教師のねらい通りに現象を解釈し始めるように仕向ける。つまり科学

知識に基づく説明を学習者が構成するように，一連の操作として実験を設定するのである。たと

えば，光の反射という概念を構成していく次の事例は，一連の経験を与えるという実験の役割を

うまく表している。

13-14歳の子どもの多くは，鏡には光を反射する性質があることを知っている。たとえその

光が他の物体を照らしたときにはそこにとどまるのだと彼らが考えていてもそうである。この

考えを支持するために，彼らは，鏡で他の物体を明るく照らしたり，ぴかりと光らせて誰かを

舷しがらせたりできるという事実を引き合いに出す。 i湾様の経験を取り入れて，光は普通の物

体でも反射されることを彼らに納得させることができる。真夏の正午に，自い紙は太陽の光に

照らされてぎらぎら輝くだろう。暗い部屡の中でも，白い紙の反射光で照らされた明るい色の

物体は簡単にそれと認めることができる19)。

註

(1) 本稿で考察する科学教育の目標は，学資者が科学の暴礎的概念や法則を知識として獲得することである。近

年， r科学知識 (thebody of knowledge) を学ぶJのか， r科学の特質(thenature of science)について学ぶ」

のかという二分法の議論があるo しかし，両者は本来，不可分な潟係にある。科学の特質について学ぶために

は，科学の芸春礎的知識は不可欠であり，ある学閉鎖域を構成する知識から遊離して，その学問領域の特質を学

ぶことはできない。

(2) ピアジ、ェの発生的認識論については，ジャン・ピアジェ著『発生約認識論序説j83辺誠太郎，島雄元訳(三

省堂， 1976)，ヴィゴツキーについては前掲蓄を参照のこと。

(3) トーマス・クーン著『科学革命の構造j中山茂訳(みすず著書房， 1971)。パラダイムとは特定の科学者集団

によって規殺として維持される前提的碁盤であり，科学革命とは新旧パラダイムの交替，つまりパラダイム・

シフトであるというのがクーンの科学像である。

近年，科学史上の科学革命という事象についてのクーンの学説が批判されたり，クーン等の研究成果を科学

教育における概念変化に利用寸ることの限界が論じられている。たとえば，スティーブン・シェイピンは，

rr科学革命Jとは何だったのかJJII白勝訳(白水社， 1998)で科学革命という歴史的事件はなかったと主張

している。都城秋穂著 f科学革命とは何かJ(岩波書癌， 1998)は，物理学以外の科学の領域，たとえば，地

質学や生物学では，パラダイムという概念が成立しないことを指摘しているo また， R. A. DuschlとD.況

Gitomer は“EpistemologicalPerspectives on Conceptual Change : Implicatons for Educational Practice，" Jou押叫101

Research間 ScienceTeaching， 28(1991)， pp. 839.858で，クーン以後の科学史・科学哲学の研究成果と科学教育

について論じている。

しかし，いずれにせよ，物理的世界の諸現象に与えられる説明が，歴史上のある待燃に質的に変化したこと

は誰もが認めるであろう。その質的変化は連続的変容であったのか，ぞれとも不連続なものであったのか，ま

た，歴史的・文化的要因，政治・経済的要阪が変化に強い影響を及ぼしたのか奇か。論争は続いている。もち

ろん，科学史と科学教育に文字通りの相似性があるはずはない。しかし，科学教育では，如何にして学習者の

常識という概念系に変化を引き起すかが課題であり，科学史・科学哲学における論争から得るところは多い。
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(4) I日いパラダイムを表現するさまぎまな用語が使用されている科学教育の文献を挙げておく。“alternative

conceptions"は，たとえば‘.J. Ramadas. S. Barve， and A. Kumar，“Alternative Conceptions in Galilean Relativity 

lnertial and Non.inertial 0包servers，"Int. ]. Sci. Educ.， 18(1996)， pp. 615-6290 “alternative frameworks"は，

たとえば¥C.Terry and G. Jones，“Alternative Frameworks : Newton's Third Law and Conceptual Change，" 

Europe側 J側 rnalof Science Educαtion. 8(1986)， pp. 291-2980 “misconceptions"や、reconceptions"は，多数の文

献で使服されている。

(5) D. C. Phillips“The Good， the Bad， and the Ugly :'The Many Faces of Constructivism，" Educational Researcher. 

24(1995)， pp. 5-12. 

(6) たとえば，米闘のカレッジ教締用に編まれたハンドブックである Committeeon Undergraduate Science Edu司

caton， Sc畑 町eTeaching Reconsidered (National Academy Press， 1997)， pp. 27守32ここには，本文で挙げたもの

の他に，それまでの学校での科学教育の誤りや幼児期の体験なども含まれている。

(7) 学習者が持っている常識は，学習が進んでいく過程で科学知識によって霞き換えられたり，忘れ去られるの

か。それとも，科学会学習した後でも，日常生活で使用するために常識は混存されるのか。この点を明らかに

することは今後の課題であろう。

(8) G. J. Posner， K. A. Strike. P. W. Hewson， and W. A. Gertzog， "Accommodation of a Scientific Conception : To-

ward a Theory of Conceptual Change，" Science Education. 66(1982)， pp. 211-227. 

(9) 条件(2)は，適切な説明があれば，学習者は既に持っている知識を使って新しい概念を理解することが可能で

あること，条件(3)は，新しい概念が荒唐無稽であれば，それを受け入れる気にはならないこと，条?取4)は，学

習者を新しい概念を学ぶ気持ちにさせることについて述べている。

在。皮司手E晃事苦 f仮説実験授業J(毘卦士. 1974第6版)84頁。

制度湾和晃著，前掲書. 22頁。

(12) ~反倉袈笠著『仮説実験授業…ー授業書(ばねとカ〉によるその具体化.1 (仮説札 1974). 79頁。

(13) 仮説実験授業については多数の文献がある。たとえば，板倉獲笈著『科学と仮説J(季節社. 1971)。また，

板倉襲宣，上廻昭，皮湾和晃著『仮説実験授業の誕生J(仮説社. 1989)。

(14)板倉袈笠 (n.12). 92頁o f力の原理jとは1.ものにカが加わると，そのカの方向にうごきだしますo 2. 

反対向きのこつの力が加わっていて，一方のカが大きければ，大きなカのほうに動きだします。 3.止まって

いるものに加わるこつの力が反対向きで大きさが向じならば，そのものは動きません。

同構成主義の科学教育が多様であることは，その文献数が膨大であることを意味する。ここでは，本文にもあ

るように，ロザリンド・ドライパ一等のグループが提唱する構成主義の科学教育を中心に考察する。たとえば，

R. Driver and V. Oldham.“A Constructivist Approach to Curriculum Development in Science，" Studies包幻 Sci田町e

Education. 13(1986)， pp. 105-122.を参照o

a時 R.Driver， H. Asoko， J. Leach， E. Mortimer. and P. Scott，“Constructing Scientific Knowledge in the Classroom." 

Educati01叫 1Rese.αrcher. 23(1994)， pp. 5-12. 

m 反実在論の立場から，科学知識をつくる概念系は教締による苦言語伝達が不可能であり，学習者億人が構成す

るものであると主張する急進的構成主義としては. Ernst von Glasersfeld， "Cognition， Construction of Know-

ledge and Teaching，" Synthese. 80(1989)， pp. 121-140.を見よ。

構成主義の科学教育について批判的に検討することは本稿の目的ではないが，衛単にコメントしておく。急

進的な構成主義は，科学知識の概念系が言語伝達不可能であることを過大に取り扱っていると窓われる。言語

伝達には，確かに文化的背祭が影響しているo シェークスピアがその作品の中で使う f!iJという単語は，単

純に日本語の f!iJと向じ意味を持つわけではない。また，感情や信念の伝達手段として言言語に限界があるこ
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とも明らかであろう。 fftは悲しい」という言葉で私の心の中のどれだけが伝えられるだろうか。しかし，科

学知識を表現する言明は，問主鋭的な言言語的交通によって意味付けがなされており，その範凶内では立派に意

味の伝達が可能である。遂に言言えば，感情や信念とは切り離されて問主観的意味付けが可能である言明が科学

知識に分類されているのである。問主観的意味付けがなされた言明は経験世界に関わる内容を持っており，そ

の普遍妥当性は実験によって判断される。このように科学知識の概念系が言語伝達可能であるとすれば，唆味

な概念系を学習者にわざわぢ構成させる教脊とは侭かが関われなければならないだろう。反実在論，観念論に

立脚して，実り農かな科学教育が展開できるとは思えない。

仕掛 P. H. Scott and R. H. Driver，“Learning about Science Te昌ching: Perspecti ves From an Action Research Pro. 

ject，" in Internαtional H，側 dbookof Science Educαtion， ed‘ by B. J. Fraser and K. G“ Tobin (Kluwer， 1998). 

同 R. Driver， E. Guesne， and A. Tiberghien eds.， Children's ideas in science (OUP， 1985)， pp. 6.7内出lE男皇室訳，

震井lE納・鶴潟義彦f也訳 f子ども遼の自然理解と理主科授業j(東洋館. 1993). 19-20真に訳出されているが，

本論文の引用では使用していなしミ。原典を参照のこと。

3.教授理論と科学の構造

3…上科学知識と常識のネットワーク

科学知識は教授・形成されるのか，それとも構成するのかという問題はひとまず寵くとして，

前節で取り上げたいずれの教授理論も，科学知識と対立する常識が存在して，はじめてそのねら

い通りに教授一学習過税を進めることができる。構成主義の科学教育では，そもそものはじまり

から，科学知識と対立する常識を学習者が持っていることが高らかに調われ，学習者が自分の常

識に不満を持つことで概念構成が始まる1)。また，仮説実験授業においても，仮説としての科学

知識と対立するもうひとつの仮説，つまり学習者の持つ常識が不可欠であることは従来から指摘

されている。

まず実験によってテストされるく仮説〉のことであるが，実験に先だ‘って.fAという考え(叙

説)からは aという結果が予想されるし， Bという考えからは bという結果が予想される。現

象 aと現象bとの差異は， (ア)の点にあらわれる。では， AとBの考えのいずれが正しいかを決

定するために実験をおこない.(ア)について観察しよう」という計画がなされなければならない。

Aに対してBという〈対立仮説〉があるから実験の擦の観察の視点がきまるのである。世の授

業研究者はこの〈対立仮説〉の重要性にまだ気づいていなしミかのようである2)。

ここでいう〈対立仮説〉とは学習者のもつ常識である。〈対立仮説〉は，実験の際の観察の視

点を与えてくれるだけでなく，知的葛藤状態をつくり，教授過程を駆動する力を生み出す役割も

t旦っている。

仮説実験授業や構成主義の科学教育は，基本的には，初等教育から前期中等教育にかけての科

学教育を対象にしている3)。これら教授理論を，後期中等教育から高等教育へと外挿したときに，

上に述べたような役割を果たしてくれる常識が存在するのだろうか。以下では，科学の構造とい

う視点から，科学教育における常識の存在について考察しよう。

教護理論がその教育内容を紡ぎだすj原泉としての科学の構造を考えてみよう。ミクロな認識で

ある学習者の心理は重要であるが，それのみに、注目しでも教育内容を具体的に編成することはで

きない。教育内容の原石がある学問領域の構造を把握して，そこから教育内容を構成していくマ

クロな認識が必要である。俗に呼ばれる所のホーリズムには与しないが，哲学者クワインが論じ
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る知識総体の構造は科学教育で考摩する価値があると思われる。クワインは次のようにいう。

地理や鹿史についてのごくありふれた事柄から，原子物理学，さらには純粋数学や論理に属

するきわめて深遠な法則に至るまで，われわれの知識や信念の総体は，潤縁に沿ってのみ経験

と接する人工の構築物である。あるいは，別の比験を用いれば，科学全体は，その境界条件が

経験である力の場のようなものである。周縁部での経験との衝突は，場の内部での再調整を引

き起こす4)。

このような科学像を念頭において，国 2にあるダイアグラムを考えてみよう。

図2.科学知識のネットワーク構造

科学知識のネットワーク構造を示すダイアグラム。×却を付した結合は，言明間の対立，矛盾する関係

を表している。

科学知識のネットワークの基本部分は，科学的言明群 SH={Shl' shz，……}によってつくら

れる論理的整合性を持ったコヒーレントな結合から成る。原理や根本的な法別に相当する言明が

ネットワークの中核を構成しており，そのまわりに中核部分と結合した諸言明が位置する。ネッ

トワークの中核にある蓄明群を生み出すのは，理論家の澗察によることも，実験家による偶然の

発見によることもあろう。しかし，科学教育は学習者のひらめきに頼ってはいられない。依説実

験授業は適切な教授によって替明群 SHを学習者に怯えることが基本である。一方，構成主義の

科学教育では，何とかして学習者が言明群 SHを構成しようとする。

経験的内容をもっ言明群 sc={scJ， sCz，……}が言明群SHから導き出される。これら言明群
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SCの妥当性は，実験群 EX={eXh eX2，……}によって経験世界と照応することで判断される O

たとえば，言明群 SHをニュートンの運動の三法期や万有引力の法期などとすると，これら言明

群 SHから， r摩擦のない面上を運動している物体に重力と抗力以外の力が働いていない場合，

その物体は等速直線運動を続けるJという言明 SCが導出される。この言明 SCは， r滑らかな机

の土を浮詳して運動するドライアイスパックの位置を各時刻で測定する」という実験 exによっ

て経験世界と照応される。科学を構成する諸言明はこのような論理的構造をもったネットワーク

を築いており，科学上の諸概念は，このネットワーク構造に埋め込まれて定義されている5)。

先に述べた教授理論をそのねらい通りに機能させるためには，このような科学知識のネット

ワーク構造とは別に，常識のネットワークが存在しなければならない。常識のネットワークにも，

生活的概念からなる先入観や信念といった言明群 LH口{仇，Ih2，…・・・}がある。これら言明群

LHから，生活経験を通して経験世界と照応される言明群 LC={/cl，lC2，…・・・}が導出される。

たとえば，言明 lhを「運動している物体には，いつも運動の方向に力が働いているJ，r力が働

いていない物体は静止したままであるJという信念であるとしよう。そこから， r机の上の物体，

たとえば本は静止しているから力が働いていないJという言明 lcが導出される。ネットワーク

という構造は，先入観や信念，そしてさまざま体験の需に論理的結合があり，それによって経験

世界が説明できることを意味している O しかし，学習者は自分の持つ常識のネットワークを構成

している諸言明を，必ずしも自覚的，髄意的に把撞しているわけではない。また科学知識のネッ

トワークとちがい，常識のネットワークには論理的整合性のあるコヒーレントな構造が必ずしも

保証されていない。言明群 LHやLCの一部には互いに矛盾しているものすらあるだろう。しかし，

ネットワーク全体としては，経験世界の現象を総括的にとらえて説明を与えるだけの一貫性を

持っている。

科学知識のネットワーク内の言明 SCと常識のネットワーク内の言明 Icが対立，矛震一一一悶 2

で×印が付された結合一ーしているときに，先に述べたような学習の契機としての知的葛藤が生

じる O 形式論理としては，言明 shと蓄明 lh簡にも対立，矛盾はある。しかし，経験科学である

自然科学では，雷明の妥当性はつねに経験世界と照応して判断されなければならない。したがっ

て，その教授一学習の過程では，言明 scと言明 lcの衝突を通して，言明 lhの誤りと吉明 shの

妥当性を確認していかなければならない。このような言明 scと言明 lcの衝突によって生じる知

的葛藤は，仮説実験授業や構成主義の科学教育において震要な投割を担っている。

仮説実験授業や構成主義の科学教育といった教授理論を，後期中等教育や高等教育へ外挿する

場合を考えてみよう。この外挿には，言明 scと衝突し学習の契機をつくり出してくれる言明 lc

の存在が暗黙の了解となっている。しかし，後期中等教育や高等教育の学習者が適切な言明 lc

を持っているかどうかはそれほど昌明なことではない。

3 -2.教授理論の外捧と常識

前節では，学習者の持つ常識を常識のネットワークとして構造化した。しかし，ストライク等

(K. A. Strike and G. J. Posner) は，学習者の持つ常識が明確な構造を持っているかの如く取り

扱われることに疑問を呈している6)。彼らは次のような架空の学習者について述べている。その

学習者は，熱をある種の流体として考えるのか，それとも分子の運動と考えるのか，どちらかを

選ぶように質問される。学習者は，どちらを選ぶか決定できるような熱に対する強固な先入観や

信念を持っていない。しかし，熱という言葉の日常生活での使い方は知っている。人の感情ゃい
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ろいろな装置に熱という言葉が関係している O 日常用語としての熱は，あたかも伺かの流れであ

るかのように扱われている。結局，この学習者は，熱が流体だという考え方を採用することに決

める。

この架空の学習者は熱という言葉が何かの流れのように使われていることを見聞きしており，

その経験から，熱をある種の流体として考えようと決めただけである。学習者は儒即な体験，断

片的な観念しか持っておらず，常識のネットワークを使って経験世界の現象を総括的に説明しよ

うとしているのではない。ストライク等は，学習者のもつ暖味な観念を‘conceptualecology'と

いう枠組みの中に取り込み，概念変化・形成を促す環境もしくは場として把握しようとしている
7) 。

常識のネットワークの欠知は，仮説実験授業にとっては適切な「教えJに向かう駆動力を殺ぐ

ことになる。科学知識と常識の対立を学習の契機とし，そこから適切な「教えJに向かうことは

できなくなる。個別な体験，断片的な観念は科学知識と衝突して学習の契機を生み出すには役不

足であり，学習者のあてずっぽうと科学知識の聞の形式上の対立となる。また， r学びJのサイ

クルも，学習者のあてずっぽうよりも科学知識にもとづく予想の方が確かであることを認識して

いく過程となる。このように，常識のネットワークの欠落は仮説実験授業からその力強さを奪っ

てしまう。しかし，授業書による制御された授業形態があるおかげで，その教授一学習過程を形

式的に進めていくことは可能である。

構成主義の科学教育の場合，常識のネットワークの欠落が教授過程に与える影響は大きい。倍

加な体験はあてずっぽうの源泉にしかならない。そこに多少の矛盾が発見されでも，学習者はた

いした痛感を感じないだろう。そこで，構成主義の科学教育では，自分の非自覚的，非随意的な

常識のネットワークをポスターや文書などのさまざまな方法で表現し，明確にしていく作業が重

視されるべしかし，常識のネットワークがそもそも存在しないのであれば，学習者は儒別な体

験や断片的な観念を使って新しく“常識のネットワークもどき"を構成することになる O しかし，

最後には破棄されてしまう誤った“常識のネットワークもどき"をわざわざ構成するというのは，

学習者にとってどのような意義があるのだろうか。高校生や大学生はそのような作業に知的魅力

や何らかの意義を見いだしてくれるだろうか。また，学習者自身が構成するとは雷うものの，教

師が予めねらっていた常識のネットワーク像を学習者に構成するよう仕向けているのではないか

という疑念も残る。もしも，常識のネットワークの構成が仕向けられたものならば，その構成の

結果に矛盾が発見されても，それは主に構成の過程に開題があったとして片づけられてしまいか

ねない。

科学知識のネットワークと対立 矛窟する常識のネットワークが存在するかどうか。それは，

そこで問題となっている科学知識の内容に依害している。たとえば，仮説実験授業が力強く展開

されている授業香『ばねと力Jでは，その教育内容である静力学の基本原理に対して，日常生活

の中で培われた常識のネットワークが想定できる。しかし，学習者がそれまで経験したこともな

く，考えてみたこともないという話題に関しては，常識のネットワークの存在を想定した教投と

いうのは難しく，学習者のあてずっぽうに頼ることになるだろう 9)。

中等教育から高等教育へと向かうにつれて，科学知識のネットワークを構成する諸概念の抽象

度が増し，日常生活で臨接経験できない内容になる。たとえば，言明 scが物理量の鶴の定量的

関係を述べている場合，科学知識と対峠する常識のネットワークが存在しない可能性は高い。学

習者がその日常生活から直裁に把握できる定量的関係は，せいぜい 1次の比例関係程度であろう。
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自由落下する物体を少し注意して見れば，加速度運動していることはわかる。しかし， r自由落

下する物体の落下距離は落下時間の 2乗に比例するjという言明 scに対しては，対立，矛題す

る言明 lcがあるわけではないし，さりとて，その定量的関係を支持する経験事実もない。この

ような物理量の間の定量的関係を確認するためには，周到に準備された実験 exが必要となる。

教育過程が進んで内容が抽象的，定量的になると，言明群 SCと対峠した言明群 LCの存悲を想

定するのはますます掴難になる。

3-3.教接理論の限界と生活体験

科学知識と対持する常識のネットワークが存在しない場合，科学知識のネットワークが学習者

の世界と切り離されてしまう。仮説実験授業や構成主義の科学教育では，このような状況は学習

の契機としての知的葛藤の不在として表面化する O このような事態に対処するため，言明 scを

支持する生活体験 lxを学習者の過去の生活の中からつかみだし，実験 exの結果を生活体験 lxを

使って納得させるという教授の戦略がしばしば採用される。

言明 scを経験世界とつなげるのに生活体験 kを利用するという教授の戦略は，第 2節で述べ

た概念変化の条件(3)と関係する。つまり，生活体験 lxを使うことで，新しい概念である科学知

識は学習者にとってもっともらしくなる。この教授の戦略は常識のネットワークの有無に関わら

ず成立するものであるが，特に積極的に採用されるのは，なぜ科学を学ぶのかという学習者の問

いかけに対して，社会人として必要だから，社会で役に立っているからと答える立場で科学教育

を行うときである O たとえば，現行学習指導要領の IAを付した高校理科の科目は，日常生活と

の関連や，科学技術と人間生活とのかかわりについて理解を深めることをねらいとしており，そ

こでは生活体験lxとして自常生活と関係の深い事物・現象を積核的に利用することになってい

る。

生活体験 lxの活用は，言明 scが妥当で、あることを学留者に納得させる力はある。常識のネッ

トワークとの衝突が実現しにくいときに，生活体験で科学知識を支持しながら，学習者を納得さ

せつつ教育を進めるというのは教師にとっては魅力的である O しかし，そこには言明 scと言明

lcの衝突から生じる知的葛藤状態がっくりだすような緊張はない。なるほどという納得と知的葛

藤状態から生まれる緊張では，教授一学習過程の駆動力として質的に異なっている O

生活体験 lxを活用する教設の戦略は，つねに採用できるわけではない。科学という行為は，

生活体験からその内容が妥当であるとうなずけるような言明 scばかりを産出しているのではな

い。たとえば，言明 scが物理量の聞の高次の定量的関係を述べている場合，言明 scと矛盾する

ただけでなく，生活体験 lxを利用することもできないだろう。また，生活で体験する現象

は複雑である。たとえば，身の回りの物体のありふれた連動は，摩擦力，空気抵抗，重力，人の

加える力などが複雑にからみあって生じている O そのような複雑な体験の中から，言明 scに対

応した生活体験 lxを抽出してくるのはそれほど簡単ではない。もちろん，経験科学としての自

然科学，たとえば物理学で使用されている抽象的用語は，定義の鎖をたどって行けば，われわれ

の経験を記述する諾，直示的用語にたどり着くだろう。教授の戦略として適した生活体験 lxが

ないということは，このことを否定しているのではない。

このような教育上の国難とは別に，生活体験 lxを利用した教授の戦略には致命的な問題があ

るO この教授の戦略は，生活体験 lxを利用しているがゆえに，現実の科学を学習者に教えるこ

とができないのである。ある科学の言明が科学知識のネットワークの構成要素として位霞づけら
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れるのは，生活体験がその言明を支持するからではない。現実の科学では，ある言明が妥当であ

り科学法期として規定できるかどうかは一連の実験結果に基づいて判断される。生活体験の支持

があればそれに越したことはないが，それがなくとも実験活動を通して知識の妥当性は判断され

るのである。生活体験 lxを活用した教授の戦略は，学習者の体験に訴えることで納得が得られ

る反面，それだけで終了してしまうと，実験結果やそこから導出された知識の妥当性を評錨する

過程を教授していないことになる O

科学知識のネットワークが常識のネットワークと対立，矛粛する接点を失い，支持してくれる

生活体験だけでは充分な科学教育が行えない場合，科学知識のネットワークは学習者の世界から

切り離されてしまったかのように見える O しかし，このとき，科学知識を経験世界へつないでい

るのが実験である。常識との対立，矛盾を利用する教授理論が後期中等教育や高等教育へ外挿さ

れ，その操界に直面したとき，実験における認識形成とは何かを向い直してみる必要がある。
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解するのに，電流，電圧のミクロな描像を理解している必婆はない。科学の勝利を誇示する品物が溢れている

生活環境では，言明群 SCと言明群 LCが対立，矛盾することに，さほど驚かない学習者がいても不思議なこ

とではない。ハイテク製品の使用を通じて，科学が数多くのことを成し遂げたことは倒加な体験として了解さ

れており，それがぎ碗群 SCと言明群 LC照の知的葛藤を解治してしまうのである o

4.実験の認識論

4 -1.認識の前提

f反説実験授業と構成主義の科学教育は，科学知識と常識との衝突を，教授一学習過程の駆動力

とする教授理論である。これら教授理論を科学知識と対峠する常識が存在しない状況一一たとえ

ば，後期中等教育や高等教育一一へ外挿すると，教授一学習過程をそのねらい通りに進めること

ができなくなる。また，前節で議論したように，生活体験を活用する教授の戦略も開題の本質的

な解決にはならない。この教授の戦略だけでは，生活現象で学習者を納得させることはできても，

現実の科学の姿，実験という活動の力強さを伝えることができない。

科学知識のネットワークは実験という活動によって経験世界とつながっており，そこから遊離

してしまうことはない。このことは，科学が単なる経験主義を乗り越え，常識では捉えることの

できない経験世界の法尉を明らかにできるまでに成熟したことを意味している。これまでの科学

教育は，科学知識のネットワークを知何にして学習者の常識や生活体験と関係付けるかという課

題に取り組んできた。しかし，先に述べたような教授理論の限界が顕在化する局面では，科学知

識のネットワークが自力で存在しているということを積極的に捉えて行かなければならない。

科学知識のネットワークは，経験世界を認識するための枠組み，いわゆる科学的世界観ととも

にある O 科学的世界観は科学知識のネットワークが存在する土台であり，学びの場である。これ

までの科学教育では，一般に，科学的世界観は科学知識の適切な教授一学習過程の中で自ずと形

成されるものとされていた。このこと自体は間違いではない。たとえ科学的世界観を館条書きに

できたとしても，ぞれらを板番して学習者に説明することにどれほどの意味があるだろうか。し

かし，学官者が自分の散界とのつながりがない科学知識のネットワークへ入り込もうとする場合，

科学的世界観の形成を最初から学習者に任せてしまうべきではない。科学的世界観の「学ぴJを

始めるために，適切な「教えjが必要なのである。このことは，世界観という統一的，全体的な

認識を一度に教えてしまおうというのではない。学習者が科学的世界観を形成していくための前

提を，適切に教授しようというのである。

力学の学曹を例にしよう。間 3にあるように，机に描いた直径5cmの円形の標的をめがけて，

10円硬貨と切手程度の大きさの紙片を落とす。どれだけの高さから標的に命中できるだろうか。

条件にもよるが，紙片の場合，およそ10cm以上の高さになると命中率が極端におちる。 10円硬貨

の運動は予灘と制御が可能であるが，紙片の運動は下に落ちるということ以外は予溺不可能であ

る。この結果が示唆しているのは，経験世界の運動は，予測可能(容易)な運動と予測不可能(困

難)な運動の 2つに大きく分類されるということである。中等教育で行われる動力学の教育内響

は，図 3の10円硬貨の落下のような予測可能な運動を対象としている。つまり，基本的に線形で

連続な関数の微分積分で表現できる運動が問題とされているのである。そして，そこには経験世

界をできるだけ予測可能な運動に還元して認識しようとする前提がある。言い換えれば，より複

雑な運動を予測可能で単純な運動の合成として理解したいのである。力学という知のネットワー

クへ入り込もうとしている学留者は，このような認識の前提を把握しておかなければならない。
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函3.10円硬貨と紙片の落下運動

この認識の前提は，当面の教育内容を予測可能な運動に限定するが，予測可能な運動を学ぶこ

とによって予測不可能な運動を捉える意味がいっそう明確になり，カオス概念の学習へとつな

がっていく。図 3の実験の他に，水中で10円硬貨を落下させて標的にあてることを試みると，紙

片の複雑な運動が空気という媒体で引き起こされていることがよくわかる。水中で10円硬貨を垂

直，水平，それとも斜めに保持するかで，放した後の落下運動が異なる。特に， 10円硬貨を斜め

に毘定して放したときは命中率が著しく低下する。 10円硬貨の保持の仕方という初期条件のわず

かな違いがその後の運動に大きな影響を与えている。次に，硬貨大のまるい小石を使って水中の

標的をねらってみる。小石の場合は，最初の保持の仕方によらず命中率は高い。小石の落下のよ

うに予測と制御が可能な運動を学ぶことは，水中を落下する10円硬貨のカオス的連動について研

究する準備でもある。

このような認識の前提を教授する問題は背から議論されてきた。たとえば，物理学者寺田寅彦

はその随筆の中で次のように述べている。

中学校にて始めて物理学を学ぶ際に「何故かくのごとく考えざるべからざるかjとの疑問が

暗々裡に学生の脳複に起こりて何人もこれが解決を与えざるが故に，力と去い，費量と云い，

仕事と云うがごとき言葉は，あたかも別世界の言葉のごとく開え，しかもこれらの考えが先験

的必然のものなるにかかわらず畠分はこれを理解し得ずとの悲観を懐かしむる傾向あり。世人

一般の科学に対する理解と興味とを増進するには，少なくとも中等教育において科学的認識論

方法論の初歩を授くるも無用にはあらざるべしに

これまでの高校物理教育では，認識の前提を教授することがおざなりであった。それは現在の

物理教科書の中から適当に一冊を手に取ってみれば明らかであろう。教科書の冒頭に物理学とは

何かについての簡単な叙述はある o しかし，寺田寅彦の時代から本質的には何も変わっていない

と思われる叙述内容2)に続いて，連動の表現や力のつりあいの学習が始まったときには，予測可

能な運動について学習するという認識の前提は，教師だけが暗々裡に了解しているにすぎない。
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4 -2.合理性の重視と実夜諭

学習者は，認識の前提を学んで科学知識のネットワークに入り込む。そして個々の科学知識を

学び始める。このとき，科学知識 scが経験世界と実験で結ぼれていることが大きな意味を持つ。

実験は科学知識の妥当性を判断する上で重要な役割を担っている。科学知識のネットワークが常

識のネットワークとどのような関係にあろうとも，科学知識 scの妥当性は実験結果によって判

断される。このことは，科学知識 scを支持する生活体験 lxが存在したとしても事構は同じであ

り，実験の重要性が消えるわけではない。

このような合理性を重視した実験観は古典的だという批判があるかもしれない。特に，急進的

な社会構成主義の立場からすれば，認められない実験観であろう。急進的な社会構成主義は，実

験の役割を軽視し，科学知識を極端に相対化した科学論を展開している3)。単純化を恐れずに

えば，急進的な社会構成主義によれば，科学知識が妥当なものとして科学者集団に受け入れられ

るかどうかは，実験結果に基づく合理的な判断よりも，科学者の昇進人事，研究所や政府の方針，

社会的階級，宗教等々の社会的因子の影響を受けた科学者集団内の交渉によって決定される。

しかし，科学教育は科学論の流行を追う必要はない。語、進的な社会構成主義が主張する科学論

は，その学問領域での論争に留まらず，教育にも深刻な事態を引き起こしていると諸外国で問題

にされている4)。わが国でも学習者の科学に対する態度や学習の動機に否定的影響を与えている

のではないかと思われる O たとえば，クラス内で知識を構成する討論の過桂を科学者集団内の交

渉と考え，そこに学習の重心を置くと，実験結果に基づく合理的判断よりも相手を説得する巧さ

が開題となってしまう O これでは，オカルトや占いなどの非合理的言説と対時する力を持たない

知識が構成されるだけであろう。また，急進的な社会構成主義カf提出する科学像は，高校生や大

学生が斜に構えて科学を見るための格好の足場にもなる。科学知識がゲ}ムのルールのように特

定の社会集団内の交渉による合意で決まるものならば，将来，科学というゲームに参加しないと

決めた高校生や大学生には取り立ててそのルールを学ぶ必要はないだろう。このような科学観は，

学習者を科学へ誘おうとするいかなる動機づけも無効にしてしまう。

科学哲学，科学史といった学問領域には様々な論争，対立が確かにある O 科学教育の課題はこ

れらの論争を解消することではなく，これら学問領域の複雑な地形図のどこに立って学びを始め

るのかを学習者に示すことである。唯我論の立場で科学教育を始めても旨くいくとは思えない。

反実在論の立場から始めるべきだというのが急進的な構成主義の科学教育である。本稿では，合

理性の重視と実在論の立場から出発する科学教育を考察している。なぜなら，常識のネットワー

クとの対立，矛盾もなく，適切な生活体験との関係もない，いわゆる自存した科学知識のネット

ワ…クを学習する場合，実験という活動が極めて重要な役割を担っているからである O

合理性は合理主義と混同され，近年，否定的に使用されることの多い言葉である。しかし，合

理性は，本来，科学教育が犠牲にしてはならないものである。生活体験 lxが芥在するとき，そ

れを多用した実験は， rゃった，見た，わかったjという明解さがあり，直観的な納得のしかた

を学留者に与えてくれる O そういった意味で，一見，それらは擾れた実験活動のように思えるの

だが，学習者の納得のしかたには批判的思考から得られる強聞な基盤が欠けている。このような

学習で科学教育を埋め尽くすべきではない。学費者が，実験が旨くいったかどうかにかかわらず，

実験方法，実験結果，そして，そこから導かれる科学知識をすべて批判的に検討した上で，それ

らの妥当性を判断するという教授一学習過程が必要である。自存した科学知識のネットワークで

は，なおさらこのような批判的検討が必要であり，合理的であることを軽く扱うわけにはいかな
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しミ。

実在論の立場から出発するのは，実験活動を重視するからである。実在論は実験家の自然な態

度である。科学哲学者イーアン・ハッキング(ranHacking)は， r思弁家，計算家，モデル形成

者は反実在論者で、いることができても，実験家は実在論者でなければならないJと述べている5)。

産接観察することのできない存在，たとえば電子を， r新しい現象を作りだすために，また自然

の他の側面を研究するために規則的な仕方で操作するjような実験を行うとき，実験家は電子の

存在に関して実在論者になる6)。つまり，実在論を否定していては，ばからしくて実験活動がで

きないのである。科学者が実験活動を行う際の自然な認識論は実在論であり，科学教育はそのこ

とを無視してはいけない。反実在論の立場から出発すると，実験活動によって生じる実在論への

誘惑を振り切りながら学習すことになるだろう。学習者が反実在論に与するかどうかは，実在論

の立場という科学者の自然なエトスを学んだ後，学習者自身が判断すればよい。

4-3.科学知識と衝突する知識

科学教育における実験は，実在論の立場で行われる合理性を重視した活動でなければならない。

このことは，科学知識のネットワークが常識のネットワークや生活体験とどのような関係にある

かを問わない。しかし，常識のネットワークとの対立，矛盾がない臨存した科学知識のネットワー

クの場合，科学知識と何らかの意味で対立，矛盾する知識が設定されなければならない。設定さ

れた知識は，科学知識と対峠できるだ、けの整合性を持ったネットワークに埋め込まれており，か

っ荒唐無稽なものであってはならない7)。それでは，科学知識 scと衝突する知識をどこから見

いだし設定すればよいのであろうか。

科学教育においては，科学知識と衝突する常識を窺い知る上で科学史における知の変遷がこれ

まで参考にされてきた。しかし，常識のネットワークとの対立，矛請がない自存した科学知識の

ネットワークの場合，科学知識と衝突する別の知識一一これは常識ではないーーを見いだす所と

して，科学史をとらえ直してみなければならない。教育内容構成のレベルで具体的に見てみよう O

物理教育では，動力学の初歩として身近な落下運動が示す法期牲を学ぶことになっている。現

在の学習指導要領に従うならば，中学校では法則性の定性的理解にとどめ，高校でその数学的表

現や定量的理解を呂指すことになる。具体的には，落下運動の法別性として， r自崩落下する物

体では，落下距離 Sは落下の経過時間 tの2乗に比例して増加するJという科学知識 scが規定

できるだろう。落下運動の法郎性として科学知識 scを学習することは，通常，動力学学習の前

半部分に位置づけられている。しかし，この初歩的学習において，ネくも常識との衝突を当てに

できない状洗が生じている O 常識がわれわれに語るのは，落下運動が法則牲を欠いた無秩序な現

象であるということではない。落下運動に何がしかの法期性があることは，日常生活で漠然と当

てにされている。しかし，落下距離，速度，落下時間の開に成立する定量的関係は，日常の落下

運動を見て簡単に把握できるものではない。したがって，ビデオ録顕や斜簡の実験で精密な測定

を行い，上述の数学的表現が成立していることを示して済ませた場合，知的不均衡や知的葛藤が

生まれることなく教授一学習過程が展開することになってしまう O

落下運動の法則性を定式化したガリレオ・ガリレイ (GalileoGalilei)は， r重い落体の自然運

動が連続的に加速される，というような表面的な観察はこれまでも為されて来た8)Jと書いてい

る。落下運動の法射性に限定する限り，落体が加速度運動するために常識との関に知的葛藤が生

じるのではない。ガリレオは続けて次のようにいう。
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しかし，ここに現れる加速度が如何なる大きさのものであるかということについては未だ何

人も雷及していない。即ち静止状態から落下する物体の，等しい時間関陪毎に通過する距離が，

lに始まる寄数の比を成す，ということは未だ何人も証明していないのである針。

ガリレオの自然科学への最大の貢献は，落下運動の原因についての探究を始めたことではなく，

落下運動を数学的に定式化したことであるというのは，これまでも多くの所で述べられている。

もしもそうであるならば，ガリレオが定式化した落下運動の法則に対峠させるべき知識は，落下

運動の原菌にかかわる言説ではなく，落下運動を加速度運動としてとらえる全く別の数学的表現

形式であろう。

落下運動の誤った数学的表現として科学教育で紹介されるものに，落下速度が落下距離に比例

する，つまり v∞Sという定式化がある。しかし，この代数的比例関係には，科学知識 scと衝

突して学習の契機としての知的葛藤を引き起こすだけの内的整合性が欠けている O 世 ocSという

定式化によれば，S= 0のとき静止 (v= 0) している物体が落下を開始するためには，Sの不

連続な増加ムLが不可欠である。つまり ，v = a (S十ムL)でなければならない。 Sに不連続な変

化が起き，むコロ αムLの速度でいったん落下が始まる。しかし，不連続に落下を開始した後，連

続量 vが連続量 Sに比例するというのは矛題のように思われる。

科学史家ステイルマン・ドレイク (StillmanDrak己)は，もしもむ∞ Sという代数的比例関係

が中世の時代に提案されていれば，当時の自然哲学者逮はすぐにその誤りを明らかにしたにちが

いないと述べている 10)。なぜ、なら，彼らは v∞Sという関係ではなく，そしてガリレオのもの

とも異なる数学的定式化を既に試みていたからである。

ドレイクはガリレオの落下運動の法則で根本的に新しいことは，時開と距離が連続量であり，

速度も連続的に変化する量であると結論したことにあると述べている。落下運動に対するガリレ

オの数学的表現と対立していたのは，落体は単位時間毎に 1単位の運動(インベトゥス)を獲得

し，単位時間毎に 1単位の速度が増加するという運動の離散的定式化であった。時簡単位をムt

としてその離散的定式化を表現すると，

時刻 Oから ムtの閣に，速度ムvで，距離ムLを落下。

時刻 ムtから 2ムtの開に，速度 2ムvで，距離2ムLを落下。全落下距離3ムL。

時刻 2ムtから 3ムtの関に，速度 3ムUで，距離3ムLを落下。全落下距離6ムL。

時刻 3ムtから 4ムtの関に，速度4ム引で，距離4ムLを落下。全落下距離10ムL。

となる。この定式化では速度や距離といった物理量が離散化されてはいるが，速度と落下時間の

閤に一種の比例関係が成立している。芳、リレオ以前の，レオナルド・ダ・ヴインチ (Leonardo

da Vinci) を含む中世の自然哲学者だけではなく，ガリレオの死後にもオノーレ・ファブリ

(Honore Fabri)が問様の落下運動の離散的定式化を行っており，運動の原器としてのインベトゥ

スという中世の考えが頑強に残っている証しであるとドレイクは論じている 11)。また，この離
ムL->- r'->，~ 

散的定式化では，t:7を-7.巳ド保って，ム tとムLを徴少量にすると，S ∞Fと近似することが

でき 12) ガ1)レオが定式化した落下運動の法期と同じように観灘結果を説明することができる。

ガリレオが定式化した落下運動の法則一一一これが，ここで問題にしている科学知識 scである

一一ーを，上述のような離散的な形式で表現すると，

時刻 Oから ムtの簡に，速度ムUで，距離ムLを落下。
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時刻 ムtから 2ムtの間に，速度 3ムUで，距離3ムLを落下。全落下距離4ムL。

時刻 2ムtから 3ムtの開に，速度 5ムvで，距離 5ムLを落下。全落下距離9ムL。

時刻 3ムtから 4ムtの聞に，速度7ムUで，距離7ムLを落下。全落下距離16e>L。
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となり，単位時陪毎に通過する距離に関する奇数比の法郎がわかりやすくなる O ただし，ガリレ

オは速度や落下距離が連続的に変化する量であると認識していたのであり，物理最のとらえ方が

根本的にフアブリらとは異なる 13)。

ガリレオが定式化した落下運動の法尉と衝突する知識として，ファブ1)らによる落下運動の離

散的定式化を採用しよう。ファブ1)らによる落下運動の離散的定式化は常識のネットワークに含

まれていない。日常生活で落下運動を眺めていても，このような整合性のある数学的定式化を行

うことはないだろう。また，ファブリらの離散的定式化は科学知識 scと対立，矛盾するが，まっ

たく荒唐無稽なものではない。基本単位時間毎に運動の原因であるいきおい(インベトゥス)が

付与されることで加速度運動が生じるというのは一見もっともらしく，運動の原因に言及しない

ガリレオに比べて説得力があるとも言える O ファブリらが定式化した落下運動の法則は，落下運

動という現象を説明する能力という観点から蓄えば，ガリレオが定式化した法制と比べて遜色な

いものであり，それなりの整合性を持っている。

4-4.実験の新たな役割

前節で議論した科学史に見られる知識の衝突 数学的定式化における対立だけでなく，連続

か離散かという物理量のとらえ方に関わる根本的対立も含めて一ーを科学教育に反映させ，学習

の契機としなければならない。しかし，患弁的なだけの知識と知識の対立，矛震では，学習の契

機としての知的葛藤へはつながらない。そこには実験という活動が必要である。しかし，そこで

要求される実験は，これまでのように科学知識と常識との対立を明らかにするのではなく，科学

知識とある設定された知識の衝突を学習者に提示するという新たな役割を担うことになる。以下

では，落下糸の実験を具体例として説明しよう O

落下糸の実験は，明治時代のわが障の物理教科書にも掲載されている実験教材である14)。現在，

日本では広く授業で利用されていないが，米国では NSTAが出版する力学教科書に登場してい

る15)。落下糸の実験では，一本の糸におもりを下端からその関橋が奇数比一一たとえば，間関

が10cm，30cm， 50cm， 70cm--ーとなるように園定したものと，等間隔 たとえば，間隔が30cm

一一に固定したものを用意する(関 4参!照)。これら 2本の糸を落下させると，おもりの間捕が

奇数比にした糸では，おもりが等しい時開開捕で床を打つ(前節にある，ガリレオの落下運動の

法則の離散的な表現を参照)。しかし，おもりを等間捕で回定した落下糸では，おもりが床を打

つ時間間隔が短くなっていく O

近年，市販のコンピュータとソフトウェアを住用して，おもりが床を打つ膏をO.lmsの時間分

解能で記録できるため，落下糸を用いた高精度の定量的実験が可能となっている16)。たとえば，

コンピュータに記録されたおもりが床を打つ一連の音は，横軸を経過時開，縦軸を音の強度とし

て図 5のように出力される。また経過時間間簡は任意にマウス操作で簡単に導出できるように

なっている17)。
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関4.落下糸の実験

務下糸のおもりを等間隔と若手数比に国定したふたつの場合を示す。糸の端にあ

るクリップは落下糸を殴定するときの利便性のために付けられたもので実験結果

には影響しない。

立
闘
の
強
度

経過時間

コンピュータの出力伊j臨 5.

おもりの間隔を苦手数比に回定した場合の実験結果を示す。

おもりの間隔がlOcm，30cm， 50cm， 70cmと奇数比になるように間定した落下糸を用いた実験結

果を間 6示す。 1番目のおもりが床を打ってから 2番目のおもりが落ちてくるまでの経過時間，

2番目のおもりが床に衝突してから 3番自のおもりが落ちてくるまでの経過時間等をプロットし

たグラフが図 6である。この結果から，次の二つの仮説が成立していると考えることができる。

fあるおもりが床に衝突してから次のおもりが落ちてくるまでに経過する時間をム tとす

ると，ムtはすべてのおもりで詩じ。J
r 1番目のおもりが落下し始めて床に衝突するまでの経過時間 この実験方法では測定

仮説a

仮説b
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できない一ーは，仮説aですべて同じとした経過時間ム tに等しい。J

これら二つの仮説に基づいて実験結果を整理すると，関 7になる。この留は落下距離が落下後

の経過時間の 2乗に比例していることを，コンピュータからの出力結果を利用して視覚的に表現

している O ここまでのデータ処理では，落下距離や経過時間がそれぞれムL，ムtとして離散的
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破線は会データの平均値:141.9ms 

1番8と2番目の 2番おと3番8の 3番目と4番目の

どーズ去の閤 ピ}ズ玉の問 ピーズ支の関

圏6.おもりの間関を奇数比に闇定した場合の実験結果

おもりの間隔を， 10叩， 30cm， 50cm， 70叩とした落下糸で行った実験

結果。各おもりが床に衝突した後，次のおもりが落ちてくるまでの時潤

がブロットされている。

に取り扱われている。間 7において導かれた結論 S∞t2-ーまだ， sや tの離散性を払拭してい

ないが一一ーは上述の仮説aと仮説bが成立することに依拠しており，その妥当性を検討する必要

がある。この妥当性の検討のときに，前節で議論した知識の衝突をつくり出すことができる。

前節で紹介したファブリ等の学説を検証するための落下糸の実験を考えてみよう。落下する物

体には単位時間毎に一定量のインベトゥスを付与され，その速さが一定量ずつ増加していくとい

う運動を確認するには，おもりの間隅を 1: 2 : 3 : 4……の比に由定した落下糸を用いればよ

い(前節にあるファブリらの落下運動の離散的定式化を参照)。ここでは， lOcm， 20cm， 30cm， 40cm， 

50cmとした落下糸で実験を行った。もしも，この落下糸の実験でおもりの衝突する時間間隔が等

しければ，ファブリらの数学的定式化が妥当であることになる。

図8はその実験結果である。この場合にも上述の仮説aと仮説bが，測定精度の範囲内で成立

していると主張することも可能である。いま仮に図 8で仮説aと仮説bが成立しているとする

と，実験結果は図 9にあるように整理でき，結論は S∞(t2十 αt) となる O この結果は，当然，

鴎 7の結果と対立，矛盾するのだが，この対立，矛膚を解決し，図 7の結果の妥当性を評価する

ことが学習者の課題となる O ここでは，実験に本鷺的に伴う誤差によって，対立，矛臆する二つ

の実験結果が得られた。そこに学習の契機としての知的葛藤がある。
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図7.おもりの潤痛を奇数比に器定した場合の実験結果の解析

図6の結果と，文中で述べた仮説aと仮説bに基づいたデ}タ解析。落下距離が

経過時間の 2乗に比例していることが導的されている。
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破線lま全データの平均値:101.7ms 

l番Bと2番目 2番目と3番El 3番目と4番目 4番呂と5番目

のビーズ玉 のどーズ玉 のピーズ玉 のピーズ玉

図8.おもりの間離を整数比に回定した場合の実験結果

おもりの関摘を. 10cm. 20cm. 30棚. 40cm. 50cmとした落下糸で

行った実験結果。各おもりが床に衝突した後，次のおもりが寄与ちて

くるまでの待問がプロットされている。

4-5.妥当性の判酷
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ふたつの実験結果の間に生じた矛盾を解決するためには，実験方法，実験結果，そして結身さか

ら導かれた結論を批判的に検討することが要求される。ここでは，おもりの間隔を奇数の比で固

定した実験結果とそこから導出された結論 S∞t2と，整数の土とで国定した実験結果とそこから

導出された結論 S∞(t2十 αt)のどちらが妥当であるのかを判断しなければならない。この課

題に対しては，以下のような戦略が考えられる。

-実験精度の向上

実験結果に不都合がある場合には，精度を上げればよいと学習者は考えがちである。しかし，

どのような原因で誤差が発生しているのか，また，要求される実験精度を達成する程度に誤議を

取り除くことができるのかどうかを判断しなければならない。落下糸の実験では， lOcmの高さに

閤定した 1番目のおもりの位置が0.5醐程ずれていると，その後の経過時間の灘定結果が理論値

から約0.5msずれてくる。実験を繰り返すと 1ms程度のエラーパーとなってしまう。

・法期の説明能力の確認

結論 S∞t2を使って，おもりの間隔を整数の比で画定した実験結果(図 8及び図的を説明

してみる。図 8では，仮説aと仮説bが成立せず，実験誤差のために不明瞭であるが，経過時間

は徐々に減少している。

・法則の普遍性を確認

ムL(1番目のおもりと床までの距離であり，おもりそ固定する間隅の基本単位。前述の実験

では10cm) を変えて実験を行い，つねに問じ結論 S∞t2が導出されることを確認する。これは，

実験状況を変化させて，結果の整合性，つまり，法則の普遍性を確認することになる。縦軸を落

下甑離 S，横軸を経過時縄 tとして，実験結果をグラフ化すると，おもりの掲隅を奇数の比で屈
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おもりの揮隅を整数比に画定した場合の実験結果の解析

濁8の結果と，文中で述べた仮説aと仮説bに基づいたデータ解説。オノーレ・ブアブリ

らの離散的落下運動が導出されている O

罰 9.
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した落下糸の実験では，すべてのデ、ータが数式 S∞ t2で表現される一つの曲線上一一厳密に

ば，誤差の範囲内でだが一ーにプロットできる O これは，物理量 Sとtが連続最であること

を認識する契機にもなるだろう。

・実験装置の改良

1番目のおもりが落下を開始して，床を打つまでの時間を測定できるように実験を改良する O

これは仮説bが妥当かどうかを確認することである。おもりの間隔を整数の比で閤定した実験で

は，仮説bが成立していないことが明らかになる。

・他の実験による確認

他の実験，たとえば，ビデオ撮影を使った落下運動の解析を行う O

以上のような検討を経ながら，学習者は落下運動の法則 (s∞ t2) の妥当性を評価していくこ

とになる。知識や実験の妥当性を実験という活動によって評髄することは，第4-2節「合理性

の重視と実在論jで言及したように，自存した科学知識のネットワークを学習する際には不可欠

な教授一学習過程である。結果を鮮明に示して，学生に有無を言わせず納得させてしまう実験が

優れた教材であるという見解は，後期中等教育や高等教育においては必ずしも正しくない。

知識や実験の妥当性を評価する過程には，実験の認識論が深く関係する。近年，科学哲学にお

いて "Thenew experimentalism"と呼ばれることもある思潮の中で，実験の認識論は積権的に研

究されている 18)。ここでは，科学史家・科学哲学者のアラン・フランクリン (AllanFranklin) 

の展開する実験の認識論に注目しておこう 19)。フランクリンの実験の認識論を参考にする第一

の理由は，実験結果に基づく合理的な推論を経ることによって科学知識の妥当性が判断されると

いう考えを彼が掠用しているからである。フランクリンは，ポストモダニズムや急進的な社会構

成主義による実験の位置づけを批判し，科学知識は科学者集団の恋意的産物ではなく，実験結果

に基づく合理的営為によって得られたものであるとするO第ニの理由は，フランク 1)ンが科学と

いう人類の知的営為が合理的な活動であることを，現代物理学の歴史上の挙制を詳細に分析する

ことで明らかにしようとしているからである。彼は，高エネルギー物理学における実験事例など，

現代物理学における実験活動の現代史を詳細に分析している。 16，17世紀頃の自然哲学ではなく，

現代科学という知的営為，つまり“Doingscience"を理解することも科学教育の目標のひとつで

あるとするならば，現代科学の実態にも注意を払うべきであろう。フランクリンは現代物理学史

上のさまざまな実験を分析し，妥当な実験結巣と実験装寵によって人為的につくられた結果とを

区別する戦略として次の 9つを挙げている20)。

(1) 実験のテストと調整。実験装置が既知の現象を再現するかどうか調べる。

未知の分光スベクトルを検出したときに，その装童が既知のスベクトルを検出できるかどう

か調べる O

(2) 前もって知られている人為的な結果を再現できる。

ある物質の赤外線スベクトルを測定するのだが，その物質は単離できず，オイルベーストや

溶液中の混合物として観測しなければならないとしよう。このときは，オイルベ}ストや溶媒

のスベクトルが検出されるはずである。

(3) 介入。実験家は観測している対象を操作する。

実験家は実験対象に何らかの操作を施し，その後に何が起こるかを予想している。たとえば，
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ある条件の操作を施すと，特定の現象が観概されなくなると予想されるとき，その予想、が正し

いかどうかを実験で確認する。

(4) 異なる実験を使って，独立に確認する。

(5) 誤りのもっともらしい原関や，結果に対する他の説明を消去する。

フランクリンはシャーロック・ホームズの戦略と呼んで、いる。ヴォイジャー 1号と 2号が土

星で電気的シグナルを観測した。装置の欠陥，宇宙船と土星環境との相互作用，雷，塵などの

有り得ると考えられた原因が次々と消去されていった。残ったのは土星の輪が電気的に帝寵し

ているという説明であった。

(6) 結果そのものを使って，その妥当性を議論する。

ガリレオが観測した木星の衛星は，彼の望遠鏡が作り出した光点だと当時批判された。しか

し，そのような人為的な光点がケプラーの第三法則に従って運動するとは思えない。

(7) 独立に充分確認されている理論を使って結果を説明する。

(8) 充分確認されている理論に基づいて動作する装置を使う O

(9) 統計的議論を使う。

多数回の観測で確認されている。特に現象が確率的に生じる場合。

落下糸の実験結果の妥当性を評価するための戦略として先に挙げたものは，フランクリンの 9

つの戦略を参考にしているが，いずれかひとつに厳密に対応しているわけではない。フランクリ

ンの戦略は単なるマニュアルではなく，現実に対応した戦略を考えるための指針となるものであ

る。常識との対立，矛盾がない自存した科学知識のネットワークを学習する場合，上で述べたよ

うな実験の認識論にもとづく妥当性の評価を，教授一学習過程に組み込まなくてはならない。

註

(1) 寺田寅彦著， r自然現象の予報Jrミ宇宙寅彦全集 第5巻i所収(岩波書寄宿， 1997)， 46]"f。

(2) 寺田寅彦は「物理学序説Jrミ宇宙実彦会集 第10巻J所収(岩波警j苫， 1997)， 35頁において以下のように述

べている。
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裁上必要と恩われるからであろう，しかしそれは通例物理学を知らない人が読んだとしたら一通り分かった

気はしでも実はほとんど意味のわからないようなものが述べである事が多い。

ふつうの教科著書の箇援にあるような内容よりもヲ次の古い冗談のほうが認識の前援を考えるためには有効か

もしれない。ある牧場主が牧場の改善のためにエンジニア，心理学者，物混学者の 3人の毒事門家を凝った。 3

人は牧場を競べて次のように牧場主へ報告した。エンジニアは， r牧場の櫛を少し狭めたほうが，午をより効

率良く放牧できます。また，搾乳器のチューブの口径をあと 5%大きくすれ!;l:'...…Jと言った。心理学者は，

「牛舎の中の壁の色を薄いブルーにすると，lJ::が落ち着きます。それから，櫛のデザインを……Jと震った。

物理学者はチョークを持ち黒板の前に立って， r牛を球形と仮定しようjと言いながら黒板に白い丸を番いた。

(3) たとえば， A. Pickering， Co附 tructingQuarks (Univ. Chicago Press， 1984)や H.Collins and T. Pinch， The 

Gole隅 :What Everyone Should K即 wAbout Science (Cambridge Univ. Press， 1993)を参照のこと。科学の社会学

では，科学が人間社会の中での営為であり，他の活動と同様に，社会集問の政治・経済状況や文化的背景から

の影響を免れることはできないことが議論されている。本文にあるような念、進的な立場に走らなければ，科学
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の社会学自体は科学教育にとって意義ある教育内容を提供してくれる。なぜなら，社会の営みとして科学をと

らえることによって，当然，科学を社会の中で超越的に位置づけようとすることは幻想であることが明らかに

なるからである。つまり，これまで暗々裡に了解されてきた科学の権威主義を突き織すことになる。

(4) N. Koertge，“Postmodernisms and the Problem of Sc淀川ificLiteracy，" in A House B叫 lton Sand : Exposing Post. 

mode円tistMythsαbout Science， ed. by N. Koertge (Oxford Univ町 Press，1998)， pp. 257.271. 

(5) イーアン・ハッキング著『表現と介入J渡辺博訳(産業宮古参. 1986).前書き 18頁。

(6) 前掲番，第16章。ハッキングは存在に演する実在論と理論に関する実在論を区別している。理論に関する実

在論は. r科学は正しい環論を留指す (aimat) という信念である (429]'i)Jとしている。本稿でいう笑夜論

とは存在に隠する笑夜論である。

(7) 第 2-1長官で紹介した概念変化のための条件を見よ。

(8) ガリレオ・ガリレイ著『新科学対話』今野武雄. B田節次訳(者波文庫. 1948).下巻3頁。引用文は現代の

字体・表記に変更した。

(9) ガリレオ・ガリレイ，前掲番，下巻3頁。

(10) ステイルマン・ドレイク務 fガリレオの思考をたどるj赤木昭夫訳(産業図書. 1993).第2章者。ガリレオ・

ガリレイの科学史上の位麓づけは，思考実験を駆使したプラトン主義者という説もあるが，本稿では， ドレイ

クの説に代表される実験哲学者としてのガリレオ・ガリレイ像を採用した。

在1) Sti11man Drake，“Free Fall from Albert of Saxony to Honore Fabri，" Stud. Hist. Phil. Sci.， 5 (1975)， pp. 347・

336 

d.L "2 ムL 、 ムL
(12) 実験結来から， S=一一一τt"+ _--:. tといっ関係を導くことができる(図 9を参照)。ここで，一一ーす4 ムふる 2 ムt"""'" "."""vP.....-，:r..--，y .......--.... \~V '"-~'."/O ---， 2 品L

を一定に保ったまま，ムLとd.tが微少量になると，第 2項は第 1項に比べて無視できる。したがって，

d.L ワ

ヰ T ててす t"と近似できる。
2ムt"

(13) ドレイク (n.10)，また問じ著者による『ガリレオの生涯J問中一郎訳(共立出版. 1984) も参照のこと o

M 永田英治著 f臼本理科教材史.i (東京法令. 1994). p. 2580 

同 J.E. Gartrell， Jr.， Methods 01 Motion， 3rd ed. (NSTA， 1998)， pp. 50.54 

(1司 T.Callaway and J. Dennis， '‘Listening to Free Fall with the MacRecorder，" The Physics Teacher， 32 (1994)， pp. 

88.89. 

間本稿では. MACROMEDIA社のソフトウェア SoundEdit 16のVer.2Jをf吏用した。

任時 たとえば. A. F. Chalmers， What is this th開 gcalled science? 3rd ed. (Open Univ. Press， 1999)， ch. 13.に

“The new experimentalism"の鰐主幹な紹介がある。

(1司 A.Franklin， The Neglect 01 Experiment (Cambridge Univ. Press， 1986)や，同じ著者の.Can That Be Right? 

(Kluwer， 1999)を参照のこと。

腕 A. Franklin， Experi仲間包tRight or Wrong (Cambridge Univ. Press， 1990)， pp. 103.115. 

5.まとめ

後期中等教育や高等教育へ進むにつれて，学習目標となる科学知識はより定量的，抽象的にな

り，常識とのつながり一一特に，対立，矛膚する関係 は必ずしも自明ではなくなる。科学知

識と対峠する常識の存在が想定できない状況で，常識と科学知識の対立，矛盾を学習の契機とす

るような教授理論を利用しでも，それらはねらい通りには機能しない。また，学習者の過去の断

片的体験から科学知識を支持するものをつかみだし，教捜一学習過程の駆動力にしようとする戦
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略にも眼界があり，本質的な問題解決にはならない。初等教育，前期中等教育を対象とした教授

理論を，後期中等教育や高等教育へ無条件に外挿できるというのは根拠なき楽観主義である。

科学知識と対峠する常識が想定できない場合，常識に代わる知識 科学知識と対立，矛崩す

る知識一ーが，教授一学習過程の駆動力として設定されなければならない。設定される知識には，

科学知識と対持できるだけの内的整合性が要求される。このような知識と科学知識の対立，矛盾

は，思弁的に学習者へ提示されるのではなく，実験結果として具体的に示されなければならない。

そして，対立，矛崩した実験結果に産面した学習者は，いずれが妥当な科学知識であるかを実験

結果に基づく検討を経て，合理的に判断しなければならない。

本稿で述べた科学教育は，かちかちの合理主義者が考えるような科学の無謬性を学習者に教え

ようとしているのではない。むしろ，互いに対立，矛盾する複数の実験結果に直面している

者は，研究の最前線にいる科学者と同じ境遇 何が妥当な結論かをすぐには判断できない状況

ーーにあることを教えたいのである O 学習者も科学者も，実験の認識論として紹介したさまざま

な戦略を駆使して，実験結果やそこから導出した知識の妥当性を評価しているのである。その意

味では，得られた科学知識はそのような妥当性の評価によって許された範圏内でのみ正しい。し

かし，この妥当性の評錨こそ，科学知識が恋意的に決められたゲームのルールとは異質の知識で

あることを明らかにする過程なのである O 既存の科学知識の中に自分の視点を見いだし，実験と

推論によって妥当性を評価しながら新しい知識を獲得する快感がそこにある O 合理的に根拠づけ

られた知識を批判的に関守しつつ，それに支えられながらも!日い知識を修正し新しい知識を獲得

する可能性を持つということは，安易な相対主義や権力に寄りかかったシニシズムに飲み込まれ

てしまわないために必要な認識論的態度である。


