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科学コミュニケーションにおける�
ブラックボックスの分析と応用

村岡恒輝1，山邉昭則2

An Analysis and Application of the Black Box in Science Communication

MURAOKA Koki, YAMABE Akinori

Abstract
A black box is defined as a theoretical device with concealed inner mechanisms, where output 
can be obtained simply through input. While lay people utilize the black box when they confront 
given scientific knowledge, experts have a more complex grasp of it; their knowledge is a 
clear box. This paper examines how the black box is used in the learning process of people 
who fall between specialists and the general public by analyzing several textbooks for science 
students. We categorized the practiced methods into three models and expanded the science 
communication by envisaging concrete examples. The first model is a constructing-type; initially 
the author describes the inner mechanism, and then summarizes it as a black box. Second is 
a disclosure-type; he/she begins by introducing the knowledge as a black box and then gives 
a minute explanation of it. Third is an analogy-type; the author refers to existing knowledge 
and compares it to further knowledge without specific details. We suggest studying science 
communication from the viewpoint of these models.
 
Keywords: black box, clear box, science education, science communication

1.　背景
　「ブラックボックス（black box）」は様々な分野で用いられる重要な概念である．科学技術社会論
では，Latour（1987）が「作製段階の科学」について語る中，科学研究の場におけるブラックボック
スについて言及している．Winner（1993）は「ブラックボックス」を隠喩として使いつつ，技術の
社会構成主義について論じた．Gibbons（1994）のモード論の中でも言及がある．Rosenberg（1994）
は，経済学においてブラックボックス化されていた「テクノロジーの中身」を考えた．
　このように多用される言葉でありながら，「ブラックボックス」という概念そのものに焦点をあて
た研究は少ない．広辞苑・英英辞典・ソフトウェア工学の文献を参照すると，「機能は分っている
が構造の分らない装置．回路網や機械系・生体系などで，入力と出力だけを問題とする場合にいう」

（新村 1998, 2362），“a complicated piece of equipment, usually electronic, that you know produces 
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particular results, but that you do not completely understand”（Hornby 2000, 114），「ブラックボッ
クステストでは，テスト対象のプログラム（ソフトウェア）を中身の見えない箱とみなして，その
内部構造などには入り込まず，外部からの見方である仕様書などをもとに，プログラムの機能を確
認するという方針でテストケースを設計します」（宮沢他 2005, 532）と，「ブラックボックス」が中
立的に定義されていることがわかる．これらの引用から，「ブラックボックス」を以下の特徴を備え
たものと定義する．

　①メカニズム・内部構造を隠す．（図1-1）
　②入力と出力のみが肝要となる．（図1-2）
　③思考の節約に寄与する．（図1-3）

　「磁石が鉄を引きつける」ということを初めて耳にした
とき，量子力学にまで踏み込んだ説明を受けることはな
い．つまり，我々がある科学知識を初めて認識するとき，
その内部構造まで含めすべてを一度に理解する，という
ことはほぼないと言って良い．「磁石が鉄を引きつける」
というステートメントには，その理由「磁石が磁性を持つ」
が隠されている（①メカニズム・内部構造を隠す）．しか
し，それでも「磁石を近づける」という条件（入力）が整
えば，「鉄が引きつけられる」という結果（出力）が得られ
ることは分かる（②入力と出力のみが肝要となる）．詳細
な理由を省き，入力と出力のみを考えているため，何が
起こるかはすぐに分かる（③思考の節約に寄与する）．
　このように，非専門家が専門知識を得るとき，多くの
場合ブラックボックスが介在する．仮に「磁石が磁性を
持つ」という内部構造が分かっていたとしても，「電子の
スピンにより磁性が生まれる」という更なる内部構造が
存在する．ブラックボックスの中にブラックボックスが
あり，入れ子構造をなす．それは関数のようなものだと
言える．関数はある値を受け取り，ある値を返す．値を
変換する経路がいかに複雑であっても，「y = f （x)」とい
う形式で表すことができる．メカニズムに蓋をし，思考
を簡略化する．重要なのはインプットとアウトプットだ
ということになる．
　一方専門家は，自分の専門分野を一般市民よりも深く
理解している1）．定理・法則・公式・ルール・用語・概
念を，入出力として理解するだけでなく，その内部構造
まで理解している．この状態を，「クリアボックス（clear 
box）」と呼ぶとする（図2）．語源は「ブラックボックス」
と同様，ソフトウェア工学にある．プログラムのテスト
を行う場合に使われ，「ホワイトボックス（white box）」，

「透明ボックス（clear box）」と呼ばれることもある．「ど

図1-1　hide the mechanisms

図1-2　 input and output

図1-3　 compromise the thought process

図2　clear box
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のような分岐命令があるか，どのような反復命令があるかなどに基づいて検査データを作成しよう
とする考え方である．このようにしてつくられたデータによる検査をホワイトボックス検査（white 
box testing）（内容物が見えない白い箱ではなく，内容物が透けて見える箱と，プログラムをみな
すことに由来する）と呼ぶ」（社団法人 情報処理学会 1995, 732）
　上山（2010）によれば，専門家にとっての科学知識とは，単なる「情報」ではない．「その知識の
生産に関わっている関係者の行動や理解，そしてその人そのものに刷り込まれるように存在する」

（上山 2010, 293）のである．この状態こそクリアボックスであると言えるだろう．ある知識がブラッ
クボックスからクリアボックスへ移行するとき，学習者は専門家となる，と「専門家」を定義する
こともできる．ここでは，

　①内部構造が明らかである．
　②入出力に注目した使い方もできる．

状態の知識を，「クリアボックス」とする．
　本稿では，大学教育で使われる理系の教科書から，「ブラックボックス」を用いた科学コミュニケー
ションのモデルを見出し，実践への応用を仮想的な事例を交えて考察する．

2.　理系教科書におけるブラックボックス
2.1　専門家と非専門家と科学教育
　ある知識が非専門家にとってブラックボックスであり，専門家にとってはクリアボックスである
とする．このとき，一般人と専門家の間の存在たる学習者にとってはどうか．理系の学習者とて，
最初は前提知識がない状態から学ぶ．となると，一般人と同様に，ブラックボックスを使って知識
を身に付け，そこからクリアボックスに近づけていくこととなる．非専門家から専門家への「中間体」
が学習者であるならば，彼ら彼女らの科学知識習得の過程に，ブラックボックスからクリアボック
スへの移行が存在するはずである．科学コミュニケーションが専門家と非専門家との間の理解を深
める役割を果たすとするならば，両者の狭間を扱う科学教育からの寄与が期待できる．
　科学教育が広義の科学コミュニケーションであるとすると，非専門家の科学知識習得への考察に
は，教科書の分析が有効であろう．教育の過程を記述的に捉えることができ，構造を分析しやすい
ためである．2.2節では，教科書を題材に「科学を伝える」営みにおける理論的枠組みを抽出し，3
章で科学コミュニケーション一般への応用を考える．

2.2　教科書の分析
　本稿は，大学教育で使用されるものを中心に，理系の教科書を研究対象として選んだ．これらを
分析すると，ブラックボックスを利用した教授法が三通り見出せる．
　一つ目は，まず内部のメカニズムを説明し，最後にブラックボックス化する，という方法である．
これを「構築型」と名付ける（図3-1）．最初にステートメントを羅列し，その帰結をブラックボック
ス化する．これにより，定理・法則・公式・ルール・用語・概念が一度導出されてブラックボック
ス化されれば，説明が省かれ，以降成立が自明のものとして扱われる．つまり，メカニズムが隠さ
れる（①メカニズム・内部構造を隠す）．重要なのは，どのような前提条件を与えると，どのよう
な結果となるか—つまり，入力と出力は何か—ということになる（②入力と出力のみが肝要となる）．
このような公式は，非常に「効率」が良く，試験のために覚えることが最小限で済む（③思考の節
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約に寄与する）．このような教授法を明示的に行って
いる教科書には，『リッター生化学2）』，『キャンベル生
物学3）』，『マクマリー一般化学4）』などが挙げられる．
　例えばMcMurry（2010 萩野他訳）のテキストは，
サマリー部分においてそれまでの議論をまとめ，以
後はこれを既知とする，と宣言することで，「構築型」
の教授法を明確に行う．ブラックボックスの生成を
明示化していると考えても良い．実際，以後の議論で，
宣言したブラックボックスが定義抜きに使用されて
いることが分かる．
　第二の方法は「開示型」と名付けるべきものである

（図3-2）．最初に，大枠としてブラックボックス化さ
れた定理・法則・公式・ルール・用語・概念を導入
し，全体像を把握してもらう．どのようなインプッ
トに対し，どのようなアウトプットが出てくるのか
を理解させる．それを飲み込んでもらった上で，詳
しい説明を行う．なぜそのような入出力となるのか
を，詳細に説明する．『ジョーンズ有機化学5）』，『微分
積分学』（齋藤 2006），『熱力学の基礎6）』が好例である．
最初に与えられたブラックボックスでは，内部メカ
ニズムが隠されているが（①メカニズム・内部構造
を隠す），入出力だけは説明されている（②入力と出
力のみが肝要となる）．これにより，後述される詳細
な説明において，何について議論しているのかが明
確になる（③思考の節約に寄与する）．
　現代日本の高校教育において，「開示型」が特に顕著なものの一つは，数学Ⅲの範囲たる「極限」で
ある．齋藤（2006）の微積分学の教科書を見ると，「極限」の記述において，概形としてブラックボッ
クスを飲み込ませたあと，その内容を詳しく明らかにしていく，という開示型の教授法が読み取れ
る．「極限」の厳密な定義は，高校のカリキュラムでは取り扱わず，大学で導入することになる．なぜ，
これまで問題のなかった数学Ⅲでの前提を，わざわざ再定義するのか．それは，高校で隠していたメ
カニズムが，大学数学においては非常に重要なものとなるため．あるいは，厳密な定義ができる道具
が揃ってくるからであろう．日本の「極限」のカリキュラムそのものが「開示型」であると分かる．
　また，清水（2007）の熱力学の教科書を分析し「熱」と「エネルギー」の定義に着目したところ，
三段階の定義拡張が行われていることが分かった．一段階目の定義は限られた条件でしか成立しな
いが，段階を追うごとに一般的な条件でも有効になる．最初から一般性に優れた定義としないのは，
三段階目の定義に必要な用語・公式があまりにも多く，複雑になってしまうからである．それを避
けるため，入れ子構造のブラックボックスを用いたのだと言える．
　第三の方法は，既存知識からのアナロジー7）で，新たなブラックボックスを理解するという方法
である．これを「類推型」と呼ぶことにする（図3-3）．既存の知識からの類推を行うため，新しい知
識の内部構造に立ち入る必要はなく，詳細な議論を省くことができる（①メカニズム・内部構造を
隠す）．従って，当該箇所では，入出力のみが解説される（②入力と出力のみが肝要となる）．これ
により，一度行った議論を繰り返す必要がなくなる（③思考の節約に寄与する）．

図3-1　constructing-type

図3-2　disclosure-type

図3-3　analogy-type
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　例えば『統計学入門』では，標本分散s2を，母分散σ2のアナロジーによって導入している（東京
大学教養学部統計学教室 1991, 184-5）．また『ジョーンズ有機化学』では，過マンガン酸カリウム
と四酸化オスミウムのアルケンに対する付加反応を，1,3-双極子のアナロジーで説明している（Jones 
2005 奈良坂他訳 2006, 440）．新たなブラックボックスの内部構造の詳細は，類推元の詳しさに依
存する．

3.　科学コミュニケーションへの応用
3.1　科学教育と科学コミュニケーション
　前章では，理系の教科書を分析することにより，非専門家がブラックボックスとして専門知識を
理解するときのモデルを考えた．科学の構造は複雑であり，単なる箱の積み重ねや入れ子構造に還
元できるものでは必ずしもない8）が，学習者が習得していく科学と，本来の科学は異なるという主
張9）から分かるように，専門家と非専門家では，知識に対する捉え方・身に付け方が異なる．
　学習者や市民が未知の知識と出会うとき，内部構造の単純化−ブラックボックスが介在する．こ
れを踏まえて，教科書を使って明らかにしてきた「ブラックボックス」による三つのモデルを，同
じ「科学を伝える」営みである，科学コミュニケーションへ応用することを試みる．

3.2　仮想事例へのブラックボックスの応用
　例えばサイエンスカフェ・アウトリーチ等の冒頭で紹介する場合，「構築型」・「開示型」・「類推型」
に対応した三つの説明の方法が考えられる．ここでは「ゲノム」という概念を伝えるとしよう．

◯構築型
（前半）
　皆さん御存知の通り，人間の身体は，細胞によって作られています．細胞の中には染色体があり，
それを拡大すると，DNAがあります．DNA分子上には，四種類の塩基によって，遺伝情報が記載
されています．このDNAに書きこまれた情報が，「ゲノム」と呼ばれるものです．

（後半）
　ゲノムの情報が発現すると，DNAに記載された遺伝情報の中で必要なものが選び出され，
mRNAという分子に写し取られていきます．これを転写といいます．mRNAが細胞質に移動すると，
写し取った遺伝情報をもとに，生命の基本素材，つまりタンパク質が合成されていきます．すなわ
ち，生命の基本的な素材であるタンパク質は，DNAの遺伝情報，ゲノム情報をもとに合成される，
ということになるわけです．

◯開示型
（前半）
　一言で，「ゲノム」とは何かというと，遺伝情報のことです．この遺伝情報というものは，DNA
分子上に四種類の塩基によって書かれており，そのDNA分子は染色体の中に存在します．染色体
は細胞の中に，細胞は身体の中に存在する，という具合になっています．

（後半）
　このゲノム情報をもとに，タンパク質が合成されることになります．タンパク質とは生命の基本
素材のようなものだと考えて下さい．遺伝情報がタンパク質に合成される過程，つまり「転写」の
ためには，mRNAと呼ばれる分子が必要です．ゲノムの情報が発現すると，mRNAは，DNAに記

Japanese Journal of Science Communication, No.10 （2011） 科学技術コミュニケーション 第10号 （2011）

− 106 −



載された遺伝情報の中で必要なものを写し取ります．その後，mRNAが細胞質に移動すると，写
し取った遺伝情報をもとに，タンパク質が合成されます．
　
◯類推型

（前半）
　「ゲノム」は，いわば暗号のようなもので，四種類の文字によって表されていると考えることが
できます．この暗号が皆さんの身体中に散らばっているわけですが，ただ散らばっているのではな
く，細胞という小さな部屋の中にある「染色体」の中に，糸のような形で存在しています．この糸
がDNAです．

（後半）
　この暗号が，どうやってもとの文章に戻るかというと，mRNAという小さな解読者が一役買う
ことになります．ゲノム情報が発現すると，mRNAは，DNA上の暗号文を書き写します．この転
写という過程の後，mRNAは暗号文を細胞質まで運び，解読します．ゲノム情報を解読すると，
タンパク質という物質が合成されます．このタンパク質は私たちの身体の材料になっています．

　前半部での話題は，「ゲノムとは何か」である．「構築型」では，ゲノムという概念を導入する上
で下準備となる情報として，DNAの所在と，そこに遺伝情報が記載されていることを述べている．
これらのステートメントを内部構造として，「ゲノム」というブラックボックスが登場することにな
る．一方「開示型」では，「ゲノムとは遺伝情報である」と，概形としてのブラックボックスを先に
提示し，その後で詳しい情報として，DNAの所在・遺伝情報の記載法について述べる．「類推型」
では「暗号」，「文字」，「小さな部屋」，「糸」などの比喩（ただし，類推型で用いられるのは必ずしも
比喩だけではない）を用いることで，聞き手の既存の枠組みを利用した説明を行っている．後半部
分では，どの場合でも，前半部分で作った「ゲノム」というブラックボックスを既知のものとして
扱い，説明を続けている．核となる主張は「ゲノム情報をもとに，タンパク質が合成される」こと
であるが，そのために各々の類型に従った説明を行っている．
　ここでは，文字にして300字程度の短い導入文の中で，ブラックボックスを意識した科学コミュ
ニケーションの仮想的な例を紹介したが，設計によっては，全く異なるブラックボックスの在り方
があり得る．具体例を挙げよう．非専門家の行う質問に対し，専門家が応えていく形であれば，質
問がブラックボックスであり，専門家はその内部構造を明らかにする役割を担う．これは開示型に
分類できる．また，専門家のイントロダクションの中で登場した知識を道具として用いて非専門家
が議論していくというスタイルならば，構築型と見なせるし，科学知識の内容そのものを議論して
いくなら，更に内部構造を明らかにしていく開示型と考えることができる．生活の身近な事象のア
ナロジーで概念を説明することは，類推型であると言える．あるいは，科学知識の厳密な中身は扱
わないというスタンスをとるなら，ブラックボックスの入出力のみを利用することになる．

4.　考察
　専門家・非専門家間のコミュニケーションには，科学知識を巡る越えがたい溝が生じ得る．それ
がブラックボックスとクリアボックスの差によるものだとすれば，科学コミュニケーションを行う
際，この構造を両者が認識しておく必要がある． 
　ブラックボックスを利用した科学コミュニケーションの最大の利点は，それが思考の節約に寄与
するという点である．詳細を省くことで論点とすべき部分が明らかになるためだ．内部構造に固執
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するあまり本質的な議論から逸れること（村上 2010, 178）を，ブラックボックスにより回避するこ
とができる．
　欠点は，内部構造を知らないがゆえに見落としてしまう論点が存在し得るという点である．明ら
かにする必要のないブラックボックスはそのままとし，目的に応じてクリアボックスに近づけてい
くことが望ましい．
　以上の議論を踏まえると，ブラックボックスという考え方を科学コミュニケーションの場に活
用するには，以下の点に注意するべきである．一点目は，テーマ・目的を明らかにし，その科学コ
ミュニケーションにおける「専門知識の役割」を定めることである．科学知識そのものの中身を伝
えることが主眼であれば，全体の設計を開示型とすべきであり，知見の社会的意味の議論が主目的
ならば，構築型で導入したブラックボックスを使って進行させていけば良い．詳細な議論は省き，
雰囲気のみを楽しんでもらうことが目的なら，類推型を用いて，多くの知識をブラックボックスの
まま扱うべきであろう．あるいは知識の中身・社会的役割の両方への議論を行うのであれば，場合
に応じて内部構造と入出力を「行き来10）」する必要がある．二点目として，テーマ・目的に応じて

「専門家の役割」及び「非専門家の役割」を考えておくことが挙げられる．クリアボックスとして知
識を持つ専門家は，ブラックボックスの中身を開く際に必要となるが，どの段階で，どの水準の話
を，どれくらいの時間を取って語るのか，ということが，非専門家の知識の程度によって左右され
るためである．三点目は，ブラックボックスとクリアボックスの間の知識を持つ，「インタープリ
ター」の役割である．3.1節で述べたように，専門家と非専門家では，専門知識への捉え方が異なる．
専門家は科学知識を複雑な学問体系として，つまりクリアボックスとして理解しているが，非専門
家はブラックボックスの入出力を理解し，その内部を次のブラックボックスとして，入れ子状に理
解していくことしかできない．だとすれば，複雑な学問体系としての専門知識と，ブラックボック
スの入れ子構造としての専門知識の両方に精通した人材が，科学コミュニケーションの司会として
適切であると考えられる．専門家の説明があまりに詳細な内部構造にまで達してしまえば，要約を
行って入出力に還元し構築型の形を取る，あるいは類推型で身近なものに喩える．知識の内容につ
いて，より突っ込んだ議論が必要と感じれば，質問を募集してブラックボックスの中身を明らかに
する．このような誘導を通じて，聴衆を置いて行かず，かつ単純にし過ぎないという裁量を，目的
とテーマに応じて行っていくべきである．

5.　まとめと今後の課題
　本稿では，科学コミュニケーションにおけるブラックボックスのモデルを，教科書の分析によっ
て抽出し，仮想例を通じて実践への応用を考察した．これにより，科学コミュニケーションの設計
の新しい分析方法と，実践の際の留意点が得られた．この結果は，科学コミュニケーションの実践
や評価に応用できると考えられる．
　今回は定性的な議論のみとなったため，定量化を通しての分析が求められる．見出したモデルの
一般性を担保するには，教科書分析の定量化，モデルが既存の科学コミュニケーションに一致する
ことの確認，モデルの教育および科学コミュニケーションへの有効性の証明が必要となる．教科書
分析定量化のためには，サンプル数・テスターを増やして評価し，教科書の章立ての構成や論理展
開からモデルが見出せると示すことが考えられる．モデルが既存の科学コミュニケーションに合致
することを示すために，記録や実践報告を用いて，ブラックボックスという考え方に基づく分析を
試みる．モデルの有効性を示すためには，3.2節で考えたような，同じ情報を三通りに説明し，理
解度を評価するといった実験が有効であろう．
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注
1） ただし，異分野の研究や日常知といった，専門家にとってしばしばブラックボックスとなり得るものも

存在する．
2） Ritter （1999, 43-44） の「まとめ」などが好例である．
3） Campbell （2005 小林他訳 2007） のp.103，p.119，p.122，p.590から，「ミトコンドリア」という概念がブラッ

クボックス化されたことがわかる．「概形としてブラックボックスを導入→内部構造を説明する→ブラッ
クボックスとして入出力のみを使用」という流れを経て概念が習得できれば，学習者にとって「ミトコン
ドリア」はクリアボックスに近いものとなる． 

4） 『マクマリー一般化学』は，「構築型」ブラックボックスを明示的に利用した教授法の好例であると言える．
この教科書には，「鍵シンボル」と，「思い出そう…」が本文の随所に登場する（（McMurry 2010 萩野他訳 
2011, 324）など）．当該箇所の「鍵シンボル」部分では，「水の解離」の式を示し，「水のイオン積定数」を
定義している．つまり，それまでの議論をまとめ，以後はこれを既知とする，という宣言で，ブラックボッ
クスの生成を明示化していると見なせる．実際，以後の議論で酸解離定数Kwが定義抜きに使用されてい
ることが分かる（McMurry 2010 萩野他訳 2011, 329）．更に，『マクマリー一般化学』では，章末に要約を
設け，その章で解説されたブラックボックスが，全体のどこに位置づけられるかを確かめさせると共に，
詳細な定義・議論を忘れていた場合は，学習者が本文に戻って復習できるようにしてあり，Kw，25℃と
いったブラックボックスが再確認されている（McMurry 2010 萩野他訳 2011, 348）．また，「鍵シンボル」，

「思い出そう…」，「要約」などの構築型のみならず，開示型も「25℃において」という表現が繰り返し登場
している箇所から確認できる（McMurry 2010 萩野他訳 2011, 325）．水溶液の酸塩基性の区別について議
論した後，説明なしに使っていた25℃という値の理由を述べ，使われていたブラックボックスの中身が
明かしている（McMurry 2010 萩野他訳 2011, 325）．また，この内部メカニズムを，練習問題で身につけ
させていることが分かる（McMurry 2010 萩野他訳 2011, 326）．

5） Jones （2005 奈良坂他訳 2006, 3） などが好例である．
6） 清水（2007）による，『熱力学の基礎』は，「歴史的な発展を追うのではなく，完成した熱力学の姿を最初から

示す」（清水 2007, iii）ことを目指す教科書である．その中の「仕事」と「熱」の定義に関わる箇所について見
ていくとする．7章に存在する記述（清水 2007, 155）を見ると，「仕事」と「熱」を6章・7章・13章と，三段階
に分けて説明していることが分かる．簡単な例から始め，一般化していき，入れ子構造を作っている．13
章に登場した三段階目の定義（溜を用いた拡張がなされたもの）（清水 2007, 307）は，7章の二段階目の定義

（準静的過程における一般のもの）を内包する．7章の二段階目の定義は，一段階目の定義（簡単な場合）を
内包することがわかる．一般性に優れた三段階目の定義を最初から導入しなかった理由（詳しい解説は清水

（2007）に譲る）の一つは，説明順序という文脈を考慮したためであろう．13.8節は，「溜を用いた仕事の定義
の拡張」（清水 2007, 307）であるから，理解のためには「溜」を知る必要がある．「溜」に関する記述はクラウ
ジウスの不等式の定義と共に，p.198に登場するが，その理解のためにはp.164の「平衡状態」を考えなければ
ならない．仮に，清水が最初から「溜を用いた仕事の定義」を行おうとしたとすると，仕事・熱の定義の前
に準備段階を経なければならなくなる．そのため，6章・7章・13章の段階で，既に説明した道具のみで，説
明の文脈に沿った定義を行ったのであろう．13章での詳細な仕事・熱の定義を，7章ではブラックボックス
を使いつつ定義している．この7章の定義を，6章では更にブラックボックスを使いつつ定義している．こ
の場合のブラックボックスの特徴について考えるとしよう．6章の定義は，7章の定義に必要な「準静的過程」
というメカニズムを隠している．7章の定義は，13章の定義のために必要な，「溜」というメカニズムを隠し
ている．これらから，第一の特徴「メカニズムを隠す」は満たされていると言える．第二の特徴，「入力と出
力が肝要となる」を確認するために，6章の力学的仕事と熱の定義後の記述を見る（清水 2007, 138）．ここでは，
第6章で行った最も簡単な定義を使い定理を得ている．熱の定義に戻ることなく，熱という語を入力し，そ
の出力を利用していると言え，第二の特徴が満たされる．このように，順次定義を拡張しながら説明する
ことで，学習者が各箇所で理解すべき情報の量を抑える効果があると考えられる．熱や仕事の定義のために，
準静的過程や溜といった，それ自体説明を要する概念を定義していくのでは，教科書の構成そのものが変
化してしまう．「歴史な発展を追うのではなく，完成した熱力学の姿を最初から示すことにした」（清水 2007, 
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iii）ということは，説明順序には気を遣い，分かりやすさに努めているはずである．ブラックボックス的説
明が教科書全体の読みやすさに寄与していると考えるならば，第三の特徴も満たされていると言える． 

7） Campbell（1953）によれば，科学理論は常に類推により発見される．
8） Campbell（1953）は，理論と法則の複雑な関係について述べている．ただし，「法則」はブラックボック

ス的性質を備えている．
9） 佐伯（1995）や，湯澤（1999）など．
10） ブラックボックスをクリアボックスに移行させるには，入出力への注目と，メカニズムへの注目を両

方行う必要があり，その内部と外部の行き来により，知識は「身につく」と考えられる．また，純粋科学
も「行き来」に相当するものを採用している（Campbell 1953 森訳 1979, 220）．
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