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概 要
本研究では，今後の理科教育において強力に要請される子どもの科学的な思考力・表現力の育成を志向し
た理科授業を開発するための視点を明らかにすることを目的とした。具体的には，子どもが思考過程におい
て心の中で構成するメンタルモデルに着目し，さらに社会的構成主義およびGilbert．J．K．が指摘する視覚化
の視点を援用して，子どものメンタルモデルの外化と具象化（視覚化）を基調とした教授論的展開について
検討した。

結果として，子どものメンタルモデルを連続的に外化させ，それを基調に適宜，教師が視覚化を施して事
象を解釈するための質的，量的モデルへと修正，発展を図ることによって，科学概念の形成が促進されるこ
とが明らかとなった。

1．問題の所在

て国際的に評価している。この最新の調査結果で
あるPISA2009（国立教育政策研究所，2010）に

経済協力開発機構（OECD：9rganizationfor

おいて，日本の子どもは理科教育に関連する科学

些COnOmic⊆0−Operationand塑evelopment）は，

的リテラシー分野に関して，全体としては前回調

世界標準の学力としてキー・コンビテンシーを規

査のPISA2006と比較して大きな変化は見られず，

定し，その一部をPISA（！rogrammefor

調査に参加した65か国・地域の中で5位（OECD

InternationalStudentAssessment）調査を通じ

加盟国34か国中2位）と，国際的にみて上位グルー
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プにあることが明らかとなった。

その一方で，日本の子ども固有の教育課題も指
摘された。すなわち，PISA2009においても前回
調査のPISA2006と同様に，成績上位国の中では
「無回答率が高い」，「学力下位層の比率が高い」

といった課題が明らかとなったのである。特に，
「無回答率が高い」という課題に関しては，平成

2．科学概念構築におけるメンタルモデルの
意味付け

一般にメンタルモデルとは，人間が問題解決を
したり，文章を理解したりするときに，心の中に
構成する作業用のモデルと定義される（山，2007）。
この際，留意すべき点は，メンタルモデルが外部

23年度より小学校において本格的に実施される新

から与えられる単なる模型物ではないということ

しい学習指導要領における重点項目である「科学

である。すなわち，モデルとは基本的に対象と同

的な思考力・表現力の育成」（文部科学省，2008）

型な構造物を意味するが，表象過程におけるメン

に関連する重要課題であり，看過することはでき

タルモデルは，対象を捉えるべく常に変化し，「動

ない。

く」ことができる操作可能なモデルを意味するの

これらの課題解決のためには，まず子どもの思

である。例えば，波多野は演緯的推論におけるメ

考の内実，換言すれば科学概念の構築過程を明瞭

ンタルモデルについて，次のような二つの特徴を

化する必要がある。その上で，子どもが思考内容

提起している（波多野，1982）。一つ目の特徴は，

を自分なりに表現できるよう，そのための具体的

特別な訓練なしで動かせるということである。二

な支援方法を含めた教授論的視点の構想が要請さ

つ目は，日常的な経験，既有知識に基づいて構成

れよう。そこで本研究では，まず子どもの科学概

され，操作される，という点である。すなわち，

念構築の内実に関して，表象（representation）

メンタルモデルを操作することによって，新規に

の一形態であるメンタルモデル（mentalmodel）

取り組まなければならない課題について，慣れ親

に着目した。その理由はこうである。科学的な思

しんだ操作を加えてアプローチできるようになる

考力の向上のためには，子どもが自分なりに事象

のである。また三宅は，人間が既有する知識を日

を捉え，推論を行える必要がある。その際，子ど

常経験に基づいて獲得した知識（インフォーマル

もは心の中に対象のふるまいについてのモデル，

な知識）と学校教育や専門的訓練を経て獲得した

すなわちメンタルモデルを作り，予想や説明を

対象をできるだけ反映することを目指した知識

行っているため（中山，2000），このメンタルモ

（フォーマルな知識）に区別し，この中のイン

デルを基調とした理科学習の成立過程を精査する

フォーマルな知識にみられるモデル的知識をメン

ことは一定の意義があると考えたためである。さ

タルモデルと規定した（三宅，1984）。すなわち，

らに本研究では，社会的構成主義を基調として，

メンタルモデルによって促進される思考過程と

そうした子どもの心に格納されているメンタルモ

は，わかっていることに対しで慣れ親しんだ操作

デルの外化（表現）を活性化させ，科学概念構築

を加えることによって，未だ親しみのないものに

を促進させるための教授論的展開について検討し

対する推論を行うことである。これによって，新

た。この際，教帥は子どもの科学概念の萌芽段階

しい事物に対しても納得性の高い認識を導き得る

にある外化物をより具体的にわかりやすい形に置

のである。このとき，メンタルモデルは思考の対

き換えを図る（本研究では，この操作を視覚化と

象としたい事象についての，既有知識に基づく一

呼ぶ）必要がある。そうした視覚化のための視点

つのシステムを形成しており，頭の中で操作を加

について検討し，足場づくり（scaffolding）の指

えることができるものなのである。

針の導出を志向した。

こうした特性を持つメンタルモデルに着目する

ことで，科学的な思考の内実をより具体的に論じ
ることができると考えられる。例えば理科学習に

72

子どもの科学的な思考力・表現力の促進を志向する理科授業に関する一考察

おいて，子どもは電流を慣れ親しんだ「水の流れ」

すなわち子どもは，はじめ文化の体現者である大

に見立てることによって，電気の流れを頭の中で

人との社会的相互交渉を通じて環境の獲得を行う

表象することができる。また，電圧は水の流れ落

（これを精神間機能という）が，次第にそうした

ちる「高さ」に見立てることによって理解できる

大人との関係で機能していた精神活動が内面化し

のである。このように子どもは，未知の事象をさ

ていき，子ども自身の中で行われるようになる（こ

まざまな経験や情報と関連付け，メンタルモデル

れを精神内機能という）のである。ここで「精神

を操作することによって推論を行っている。そう

内機能」とは，子どもの固有の問い，考え方を意

した過程を通じて，イメージによる対象の意味付

味する。理科学習に即して表現すれば，子どもが

けや，言語化や記号化によるより抽象的なレベル

自然事象を観察したとき，何らかのイメージをし，

における事象の解釈も可能とするのである。こう

様々な考えを思い巡らしている内容と言える。「精

して子どもは学習の文脈を意味あるものとして再

神間機能」は，教科書や教師のことばに現れる用

構成していく。なお，本研究では思考過程におい

語や記号，モデル，論理などである。換言すれば，

て操作可能な広義の心的モデルをメンタルモデル

子どもが自力では認識不可能な内容の総体である

として扱う。

（森本，2003）。

上述の議論を踏まえれば，理科学習におけるメ

このようにヴイゴツキーは，人間の高次精神機

ンタルモデルの意味は，図1のように整理するこ

能は，はじめ他者との協同の中で外的な精神間機

とができよう。すなわち，観察，実験を起点とし

能として現れ，それがやがて子どもの思考内部の

た子どもの多様な体験が，メンタルモデルを媒介

方法，すなわち論理的思考や意志などへと転化し，

として意味付けが図られ，知識・技能として内化

内化（internalization）すると定式化した。その際，

されていくのである。

認識の成立には，子ども固有のメンタルモデルに
よる媒介が不可欠なのである。それは，精神間機

観察・実験

科学概念構築

（具体的活動）

能と精神内機能との対話を促進させるための役割
を担うことになる。すなわち，子どもの既有の考
え方や興味・関心などを包含する精神内機能は，

子ども固有のメンタルモデルという形で，精神間
メンタルモデル
図1 理科学習におけるメンタルモデルの意味

機能との対話を果たすのである。換言すれば，精

神間機能と精神内機能は，メンタルモデルが媒介
となって相互に補完的な役割を担い合うことに

3．メンタルモデルの外化を基調とした理科
授業開発の視点

3．1．教授論的展開の視点

よって，相互の融合を実現していくのである。
このような論考を通じて，科学概念構築に関わ
るメンタルモデルを踏まえた教授論的展開につい
ての議論が可能になる。具体的には，まず科学概

前述したメンタルモデルを基調とした子どもの

念構築における精神間機能と精神内機能との対話

科学概念構築の内実を踏まえ，具体的な教授論的

を促進させるためには，その媒介となっているメ

展開の可能性を見出すためには，子どもの知識構

ンタルモデルを外化させる必要があろう。なぜな

成の背景に目を向ける必要があろう。つまり子ど

ら，必ずしも科学的に精微化されていないメンタ

もの知識構成は，社会や文化といった文脈で，子

ルモデルの外化を通じて，教師は子どもの思考の

どもと周囲との絶えざる相互交渉によって成立し

内実を具体的に把握することが可能となり，子ど

ているのである。これは，ヴイゴツキーの主張を

もの論理に即した足場づくりを拡充させることが

援用すればこうである（ヴイゴツキー，2005）。

可能となるからである。すなわち，メンタルモデ
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ルの外化は教授過程において子どもの学習過程を

てこれまで研究されていなかった事象に対して新

明示する重要な役割を果たす。さらに，メンタル

規のモデルを提案できることを指摘する。そして，

モデルの外化を通じて，その妥当性や矛盾点を議

そうした質的モデルの発展に伴い，C）に示され

論することによって，子どもに新たな知識や意味

るような事象を包括的に取り扱うことができる量

を見出させる創造的な活動を構想することも可能

的なモデルヘと高次化する。このように理科学習

となっていく。こうして，外化された対象に子ど

において，子どもに内在するメンタルモデルを外

もが内から積極的に働きかけることによって，既

化させ，それをa）からC）の視点に留意しなが

有知識の修正や発展が促され，新たな知識や技能

ら視覚化を施すことによって，科学概念の精微化

の内化が促進されるのである。その結果，メンタ

が具現化すると考えられる。

ルモデルは，その外化と内化の往復を通じて新た

このように，子どもに事象の解釈に関わるメン

な文化や意味の創造的活動としての機能を発展さ

タルモデルの内実を外化させ，教師は子どもの科

せることになるのである。これによって，同時に

学概念構築に関わるメンタルモデルの操作内容や

子どもは自律的な学習を生起させてこよう。換言

質などを把握することによって，時宜に応じて視

すれば科学的な思考・表現の表裏一体化構造の確

覚化の手段を講じていくのである。これまでの議

立である。

論を総括し，メンタルモデルの外化と視覚化を基
調とした理科授業開発の視点を模式化すれば図2

3．2．メンタルモデルの視覚化の重要性

のように示すことができる。

これまでの議論から，科学概念の精赦化は，子
ども固有のメンタルモデルの外化と内化の往復運

外化く表現）

動の活性化を通じてもたらされることが明らかと
なった。この際，教授学習過程において，重要な

位置付けとなる子どものメンタルモデルの外化

ことば，記号．

イメージなどに
よる思考活動

は，例えば描画法といった手段を採用することに
よって，その内実を明示することが可能である。
しかし，Norman，D．A．が指摘するように，メン
タルモデルは不完全であり，科学的でない場合が
ある（Norman，D．A．，1992）。そうした不安定なメ

図2 メンタルモデルの外化と視覚化を基調とした
理科授業開発の視点

ンタルモデルの精微化を図るためには，教師や有
能な他者による具象化のための足場づくり，すな

本研究では図2の観点から，次に高等学校の理

わち視覚化が不可欠となってくる。こうした理科

科授業を事例として分析を試みることによって，

学習に関わる視覚化の重要な側面として，Gil−

構想した理科授業開発の視点の妥当性について具

bert，J．K．は以下の3つの事項を指摘している

体的に検証していく。

（Gilbert，J．K．，2008）。
a）合意モデルの学習
b）新規の質的モデルの形成

4．理科授業を通じた事例的分析

C）新規の量的モデルの形成

4．1 事例分析の詳細

a）では，DNA（デオキシリボ核酸）の2垂

・対象：神奈川県内の私立高等学校3年生70名

らせん構造モデルのように，視覚化を通じて一定

・単元名：高等学校化学Ⅲ「溶解」

のコンセンサスを得られた科学モデルに関して学

・実施期間：平成19年9〜10月

習できることを指摘する。b）では視覚化を通じ
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4．4 結果および考察

4．2 授業展開の概要
表1に示すような内容で授業を実施した。

4．4．1 合意モデルの学習場面
1校時では，まず子どもにとって日常経験との

表1 単元「溶解」の授業展開の概要
時

授業展開の内容

ロ ・塩化ナトリウムの溶解に関するシュリーレン
現象を観察し，考えを粒子モデルで表現させた。
・水への溶解に関して，塩化ナトリウムの粉末
状態との相違を明確にして記述させた。
【メンタルモデルの外化】
【合意モデルの学習】
2 ・水酸化ナトリウムおよび硝酸アンモニウム粉
末の水への溶解を観察し，水への溶解に関して，
溶解前の状態との相違を明確にしながら考えを
描画させた。
【メンタルモデルの外化】
【新規の質的モデルの形成】
・熟の出入りと溶解の可否との関係性につい
て，エネルギー的な視点（安定，不安定）から

関わりが深い塩化ナトリウムの水への溶解につい
て観察させた。ここでは，水への溶解に関して，

塩化ナトリウムの粉末状態との相違を明確にしな
がら，これまでの学習を通じて習得している知識
を活用し，粒子モデルを用いて事象に対する解釈
を外化させた。その表現事例が岡3である。
この描画から明らかなように，子どもは既有の
知識を活用して，塩化ナトリウムや水に関する微
視的な世界について粒子モデルを用いて的確に表
現したのである。このことから，学習初期ではあ

るが子どものメンタルモデルの内実は一定の科学

考えを描画で表現させた。ここでは，グループ

的モデルとなっていることが明らかとなった。そ

ごとに議論を実施した。
【メンタルモデルの外化】
【新規の量的モデルの萌芽】

して，こうした描画を教師が教室全体で取り上げ，

3 ・熟の出入りに加え，乱雑性の増大を考慮した
エネルギーモデルを構築させ，描画で表現させ
た。ここでも，グループごとに議論を実施した。
【メンタルモデルの外化】
【新規の量的モデルの形成】
4 ・水とエタノール，水とヨウ素，水とヘキサン，
ヨウ素とヘキサンなどの混合の様子を観察し，
分子の極性の立場から溶解のしくみを説明し
た。

補足的な説明を加えて電子黒板上で視覚化を施す
ことによって，子どもの描画は溶解の現象を質的
に捉えるための合意モデルとしての機能を有する
ことになったのである。すなわち，こうしたモデ
ルを参照した他の子どもは，事象の説明，解釈に

有効に機能することを実感することによって，自
己のメンタルモデルへの取り入れを積極的に行っ
ていくことになった。

4．3 使用した学習ツール
①電子黒板（内田汗行社InteractiveuniteB−P）
子どもの表現内容をプロジュクタ一にてホワイ

トボードへ投影し，その画面への書き込みを実施

こミニ碇
」ユ・t映摘と・‥」ユ

した。

②プレゼンテーションソフト（Microsoft社

PowerPoint2003）
子どもの表現内容に基づき，シミュレーション
画像を提示するなど，メンタルモデルの視覚化を
J極性巾セた∫■）嘩直Ⅰ押

図る際に用いた。

③ドキュメント・スキャナー（Canon社製

水如咽て￣簸れtll弓．
上うに水lこ＃＃しているのだ与うか？＞
竃畳に珊てい帥だ与うか

DR−2050C）

鱒・臆即堅珊畦

子どもの描画内容をその場でコンピュータにデ
ジタル・データとして取り込み，電子黒板上に投

軌飢呵

園‖…釘

影するために使用した。
図3 塩化ナトリウムの水への溶解に関する描画
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4．4．2 新親の質的モデルの形成と量的モデ

この図5の描画内容からも明らかなように，子
どもはエネルギー論の立場から，発熱を伴う水酸

ルの萌芽場面

2校時では水酸化ナトリウムおよび硝酸アンモ

化ナトリウムの水への溶解に関して，具体的な説

ニウム粉末の水への溶解の観察，実験を行った。

明を施している。すなわち，自発的に溶解が起こ

その結果，図4に示すように大部分の子どもが前

るのは，エネルギーが減少する向きに変化が生じ

時に合意形成を図った粒子モデルを思考における

ているとの解釈である。これを一種の数学的モデ

作業用モデルとして援用し，事象に対する説明を

ルであるエネルギー図として視覚化したのであ

試行したのである。こうして，新たな物質に関す

る。こうして，溶解に関わる解釈を深化させるた

る水への溶解についての新規の質的モデルを形成

めの新規の量的モデルの形成が具現化した。

することが具現化した。このことから，メンタル

一方，硝酸アンモニウムの水への溶解に関して

モデルの外化と視覚化を通じた科学的なモデルの

は，実験事実から吸熱反応であるにも関わらず自

形成とその合意が，その後の学習の深化・拡大に

発的に溶解する現象が確認されたことから，多く

大きく寄与していることが明らかとなった。

の子どもが認知的葛藤の状態に陥った。すなわち，
吸熱によってエネルギーレベルが高くなり不安定
な状態に至るにも拘らず，自発的に溶解が進行し

q

たことへの矛盾の生起である。図6は，この際に
表現された描画である。こうした認知的葛藤を生
じさせた原因は，当然ながら図5で考案した溶解

図4 水酸化ナトリウムの水への溶解に関する描画

を説明するための量的モデルを吸熱反応の場合に
も適用したためである。これによって，子どもは

さて，ここでは溶解現象を観察すると同時に，

熱の出入りの観点だけでは溶解について包括的に

液温の変化についても注視させた。すなわち，水

説明ができないことを認識するに至ったのであ

酸化ナトリウムの水への溶解では発熱の現象が，

る。

硝酸アンモニウムの水への溶解では吸熱の現象が
観察されることへの着眼である。その上で，既習

事項である「反応速度」において取り扱った「エ
ネルギー図」を利用し，溶解に伴う熟の出入りに
ついて説明させた。図5は水酸化ナトリウムの水
への溶解に関して説明を施した例である。

図6 硝酸アンモニウムの水への溶解に伴う吸熱現
象に関する説明

こうした子どもの認知的葛藤を解消するため，

教師は，まず図4で示された溶解に関わる質的モ
デルを用いることによって，溶解に伴い粒子のバ
ラバラ度（乱雑性）が増していることに気付かせ
図5 水酸化ナトリウムの水への溶解に伴う発熱現
象に関する説明

た。そして，この点は水酸化ナトリウムと硝酸ア

ンモニウムの両物質の水へ溶解における共通の現
象であることを確認した。その上で，図7に示す
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ような新規の質的モデルをアニメーションモデル

さらに，子どもはこれらのモデルを統合して溶

として提示し，溶解は熟の出入りと粒子が乱雑に

解を包括的，合理的に説明することが可能な量的

なる度合いの2つの側面から，総合的に事象を捉

モデル（図9）を考案するに至ったのである。

える必要があることを具体的に説明したのであ
る。

ここまでの学習によって，子どもは科学的な思
考と表現とが表裏一体化した構造を有する活動で
あることを実感できたと考えられる。新規のモデ
ルの考案とその表現を通じての教室における合意

一■▲

＊＿

▼▼

形成が，それを促進したのである。

一▲＿ ＋ ▼ ▼−′巧′巧

図7 溶解のしくみを説明する質的モデル

4．4．3 新規の量的モデルの形成場面
これまでの学習を通じて，子どもは自己に内在
しているメンタルモデルを自分なりに表現し，そ

図9 溶解のしくみを説明する量的モデルの形成（塾

の視覚化を通じた合意モデルの形成や新規の質
的，量的モデルの考案を通じて，事象をより科学

さて，図9は溶解の可否をいわゆるギプスの自

的に説明できる精緻化されたモデルを導出するこ

由エネルギー（△GO）の視点から説明している

とができることを実感できたと考えられる。それ

と同時に，その後の平衡論の学習においても適用

は，子どもの自らの意思に基づく学習の確立，換

可能なモデルへと精緻化することができるモデル

言すれば自己調整学習の萌芽を意味しよう。そう

である。すなわち，こうした子どもの表現に基づ

した学習を通じて，3校時では図7で示した溶解

き，化学変化はエンタルピー（△HO）の減少の

のしくみを包括的に捉える質的モデルを基調とし

方向へ，逆にエントロピー（△SO）は増大する

て，これを量的モデルへと置き換えを図る学習を

方向へ自発的に進行することを明確化することが

展開することを可能とした。図8は，その際に子

可能となる。そして，エンタルピー変化が大きな

どもから示されたモデルである。

負の値を有する発熱反応であれば，エントロピー
変化の効果は隠れてしまうこと，逆に吸熱反応の
場合は，エンタルピー変化を打ち消すほどのエン

讐転匡≡二

言三≡

トロピーの増加が生じた場合には，溶解が自然と
進むことを容易に捉えることができるのである。
これらの学習成果は，図10のような総合的なモデ
ルとして提示し，教室における新たな合意モデル
とすることが可能となった。

図8 溶解のしくみを説明する量的モデルの形成（彰
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ションソフトを利用して具象化し，より科学的な
モデルへと発展させて碇示することが可能となっ
た。

筆者は，これまでに子どものメンタルモデルな

＼・−

どのアナログ情報の一部をデジタル情報に置き換

．

図10 溶解を包括的に説明するモデル

え，そのフィードバックによる子どもの考えの修
正，発展が科学概念構築を促進することを碇言し
ている（和田，2011）。本研究においても，メン
タルモデルの視覚化の視点を踏まえたアナログ情

このように，本研究における子どものメンタル
モデルを基調とした理科学習では，高等学校化学

報とデジタル情報の融合が，教授学習活動の活性
化を一層促進させることが明らかとなった。

の学習の域を超えた科学概念をも萌芽させ，本質
的な学習を可能にすることを明示している。
こうして，4校時では子どもに水とエタノール，
水とヨウ素，水とヘキサン，ヨウ素とヘキサンな

5．研究のまとめ
本研究では子どもの科学的な思考力・表現力の

どの混合の様子を観察させ，分子の極性の立場か

育成を志向した理科授業を開発するための視点を

ら溶解のしくみを説明した。そこでは，極性分子

明確化することを目的とした。結果として，以下

と無極性分子との溶解に関わる法則性を単に扱う

の諸点が明らかとなった。

のではなく，これまでの学習を踏まえて溶解過程

・子どもが思考過程において心の中で構成するメ

に関わるエネルギー特性を踏まえて考察すること

ンタルモデルを連続的に外化させ，その視覚化

を可能としたのである。

を繰り返すことによって，子どもの科学的な思

4．4．4 理科授業におけるアナログ情報とデ

考・表現活動が活性化された。

ジタル情報の視覚化

・子どものメンタルモデルの外化物を基盤に，そ

本研究では，子どもに内在するメンタルモデル

の視覚化を通じた合意モデルの形成，新規の質

を対話の促進のための媒介として有効に機能させ

的，量的モデルの形成といった足場づくりを通

るため，授業ではそれを積極的に外化させ，具象

じて，子どもの知識の精微化が達成された。

化を図るために視覚化の手立てを加えることを試

・社会的構成主義およびGilbert．J．K．が指摘する

みた。その際に導入した外化，視覚化の手段とし

視覚化の視点を援用して構成した，子どものメ

て，静的モデルを表現する際には描画法を，動的

ンタルモデルの外化と視覚化を基調とした教授

モデルを表現する場合にはプレゼンテーションソ

論的視点の有用性が，授業分析を通じて確認さ

フトを導入した。

れた。

この際，子どものメンタルモデルをアナログ情

・子どものメンタルモデルの外化と視覚化の過程

報として連続的に表現させる場合に用いた描画法

において，そのアナログ情報とデジタル情報の

の導入は，学習評価の点で極めて有用であった。

融合化が，教授学習過程の活性化の要素として

すなわち，事象に対する解釈を描画によって連続

機能していることが明らかとなった。

的に表現させることを通じて，教師は子どもが学

今後も，子どもの科学的な思考・表現の育成に

習の文脈の中で，対象の全体像をどのように把握

向けた理科授業の開発に関して，多面的な検討を

しているのかを即時的に評価することが可能と

加えていきたい。

なったのである。そこでの評価内容に基づき，教

師はその一部をデジタル情報としてプレゼンテー
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