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１．はじめに

マニュアルに従って，てきぱきと処理する能力」
は「マニュアル力」と呼ばれ，この能力だけでは

イノベーティブ人材に必要な能力とは，
どのよ

イノベーションを生み出すことができない．
必要

うなものか．オスロ・マニュアルに基づくイノベー

なのは，「マニュアル力」の基礎の上に成り立つ

ションの定義の詳細（文部科学省科学技術政策
研究所,2012）を見ると，プロダクト・イノベーション，
プロセス・イノベーション，組織イノベーション，マ
ーケティング・イノベーションに大別され，「これま
でに利用したことのなかった新しいもの」や「既存
のものを大幅に改善したもの」の導入を指す．ま
た，池田(2012)は，行動経済学の立場から，認知
科学の知見に基づき，「イノベーションとは，既存
のフレームを疑い，新しいフレームを発見するこ
と」すなわち「認知論的転回」と考えることができる
「答えが一通
という．さらに，上田(2013)によれば，
りに決まっている問題を与えられた時間内に効
率よく解く能力」あるいは「ある課題をルールや

「問題の本質を見極める力・考える力」であり，

∗

「それを独自の方法で解決に至るまでやり遂げ
ることができる能力・創造する力」であるという．

つまり，いかなるイノベーションにおいても「創造」
という認知的能力が必要不可欠とされる．
高等学校までの科学教育においては，マニュア
ル力すなわち「科学的知識やスキルを学ぶこと
(learning of science) 」に重点が置かれ，自ら考
え，創造する力すなわち「新しい科学的知識を創
造 す る こ と ・ 科 学 を 実 践 す る こ と (doing
science) 」にはほとんど重点が置かれることは
なかった．ましてや，科学的知識が時代による影
響を受けた科学者によって創造され転換される
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などという「科学的知識の特質を理解すること

(Nature of Scientific Knowledge Scale)は，超道

(learning about science) 」には全くと言ってよ

徳性，創造性，発展性，簡潔性，テスト可能性，

いほど重点が置かれることはなかった．
そのよう

統合性の 6 尺度で，各尺度は肯定の 4 項目と否

な体系的な教育はこれまでなされてこなかった

定の 4 項目に分類され，計 48 項目から構成され

というのが実際のところではなかろうか．

ている．角屋（1998）が開発した変形 NSKS は，

筆者（2013・2014）は，
「科学教育におけるエ

科学の暫定性という視点から，創造性，発展性，

クセレンス・卓越性」を「新しい科学知の創造」
と捉えることを前提に，
創造的なプロセスに関わ

簡潔性，テスト可能性の 4 尺度に限定し，各尺
度は肯定の 3 項目と否定の 3 項目に分類され，

る認知的能力の側面から
「問題解決に必要な思考

計 24 項目から構成されている．この他，NSKA

力と知識の活用力」
に焦点を当てた学習コンテン

を研究目的に適合するように修正したものとし

ツの開発に取り組んだ．そして，その学習コンテ

て，Meichtry(1992)のものが挙げられる．

ンツの実践化においては，
創造的なプロセスに関

本研究の実態調査で用いた質問紙を構成する

連する認知的/社会文化的構成要因としてブレイ

尺度と項目は，Rubba & Andersen (1978)が開発

ンストーミング，メタ認知，足場づくり，一般的

した NSKS と角屋
（1998）
が開発した変形 NSKS

な発見を取り入れた協働的な学びを認知・思考と

の中から，次の表 1 に示したとおり，4 尺度×4

関連づけた学習プログラムの開発・実施・評価・

項目の計 16 項目を筆者が選び出したものである．

改善に取り組んだ．また，認知と感情は互いに密

なお，各項目の具体的な質問内容については，筆

接に関連し合っていることから，
知的探究心が問

者が文章表現に一部修正を加えた．また，それぞ

題解決の支え・原動力として必要不可欠なものと
して捉え，
問題解決ならびに協働的な学びに対す

れの質問項目について，
「5 =とてもそう思う，4 =

そう思う，3 =どちらでもない，2 =そう思わない，

る熱意・意欲を測るための情意の自己評価票を作

1 =全くそう思わない」の 5 段階評定によって回

成し，
情意の高まりと学習課題の達成度との間に

答を求めた．

相関関係が認められるかどうかを確認した．
「新しい科学知の創造」という点においては，
問題解決と協働的な学び・情意との関連に加えて，
「科学的知識の特質についての理解」が，創造的
なプロセスに関わる態度・構えに影響を与える要

表 1 調査質問紙の構成
尺度

肯定項目

否定項目

項目①

項目⑨

項目⑫

項目④

発展性
(developmental)

項目⑬

項目⑤

項目⑧

項目⑯

実証性
(testable)

項目⑮

項目⑦

項目⑩

項目②

簡潔性
(parsimonious)

項目⑪

項目③

項目⑥

項目⑭

創造性
(creative)

因であると考えられる．ここでいう「科学的知識
の特質」とは，一般に，科学史，科学哲学，科学
社会学，
科学人類学などの研究領域で描き出され
る科学に対する見方・考え方，科学とはどういう
性格のものかという科学観(nature of science)の
ことを指す（例えば，村上, 1980）
．

項目数
4 項目

4 項目

4 項目

4 項目

２．目的と方法
本研究では，中学校と高校生を対象に，
「科学的

調査 1 では，文部科学省から研究開発学校の
指定を受けている国立大学教育学部附属中学校

知識の特質についての理解」
の実態を明らかにす

の 3 年生全員 146 名を対象に，2014 年度 2 学

ることを目的とした．

期 10 月に質問紙調査を実施した．調査 2 では，

科学的知識の特質についての理解を測定する

文部科学省から SSH（スーパーサイエンスハイ

尺度とその構成項目としては，
科学を技術や社会

スクール）
の指定を受けている県立高校理数科の

という文脈から捉えたものが散見される．
例えば，

1 年生全員 38 名を対象に，2014 年度 2 学期 9

Rubba & Andersen (1978)が開発した NSKS

月に質問紙調査を実施した．
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(2) 科学的知識の発展性
「発展性」について，中学生・高校生ともに，

調査 1 と調査 2 の結果を表 2 にまとめて示し

「科学的知識は，絶対的・普遍的な真理で常に変

た．表中の数値は，
「5 =とてもそう思う，4 =そ

わらないというものではなく，
むしろ修正的で絶

う思う，3 =どちらでもない，2 =そう思わない，

えず変わる可能性があること（項目⑬⑤）
」につ

1 =全くそう思わない」の 5 段階評定尺度を尺度

いて理解できている．
なお，
「科学的知識は，科学者から離れたとこ

得点に換算したときの平均値を示す．平均値が中
央値の 3 より大きい場合は「肯定」
，3 より小さ

ろで厳密・客観的に決定されるというものではな

い場合は「否定」を意味する．表中で

で囲

く，むしろその時代の科学者集団が合意・承認し

んだ数値は，t 検定の結果，対になる肯定項目と

たものであること（項目⑧⑯）
」については，中

否定項目の 2 つの平均値の間に有意差(p<0.05)

学生は理解できているが，
高校生は未理解である．

が認められ，かつ平均値が中央値の 3 より大き
い場合を意味する．
本研究では，
科学的知識の特質についての理解

(3) 科学的知識の実証性
「実証性」について，中学生・高校生ともに，

状況を判定するための基準として，変形 HSKS

「科学的知識について，
確かな証拠を得るための

を用いた角屋（1998）の研究を参考にしつつ，

実験を繰り返し行う必要があること
（項目⑩②）
」

次の基準を用いることにした．

および「科学的知識は，信頼できる実験によって

・
「理解できている」
： 現代的科学観を反映した

実際に証明できること（項目⑮⑦）
」を理解でき

科学的知識の特質を記述した「肯定項目」に

ている．

対して「肯定的な反応（平均値が中央値の 3
より大きい）」，かつ肯定項目と対になる「否
定項目」に対して「否定的な反応（平均値が

(4) 科学的知識の簡潔性
「簡潔性」について，中学生・高校生ともに，

中央値の 3 より小さい）
」を同時に示し，対に

「科学的知識は，
できるだけ数を少なくして簡潔

なる肯定項目と否定項目の 2 つの平均値の間

に表現されること（項目⑪③）
」および「二つの

に有意差(p<0.05)が認められる場合．

科学的理論が対立する場合，
より簡潔な理論の方

・
「未理解」
： 上記の「理解できている」と判定
される場合以外のすべての場合．

が選ばれること（項目⑥⑭）
」について未理解で
ある．

科学的知識の特質についての理解状況は，
中学
生を対象にした調査 1 と高校生を対象にした調

上記の結果(1)(2)(3)(4)より，今回の調査対象者

査 2 の結果をもとに，中学生と高校生の共通点・

をもとにした結論として，次の 2 つの点が指摘

差異点を観点として，次のように要約できる．

できる．中学生・高校生ともに，科学的知識の特
質のうち，
「発展性（項目⑬⑤）」と「実証性（全

(1) 科学的知識の創造性

4 項目）」については理解できているが，その一

「創造性」について，中学生・高校生ともに，

方で，中学生・高校生ともに，
「創造性（項目①

「科学的知識は，
科学者という人間が創造したも

⑨）
」と「簡潔性（全 4 項目）
」については未理

のであること
（項目①）
」
について未理解である．

解であると言える【結論 1】．このような科学的

特に，中学生は，
「科学的知識は，人間の創造の

知識の特質についての未理解状況は，理工系学部

所産というよりも，
すでに存在しておりこれを発

の大学生を対象とした実態調査（中山, 2015）の

見していくものである（項目⑨）
」
と捉えている．

結果と，概ね共通する傾向である．したがって，

なお，
「科学的知識は，科学者の独創性を表現

科学的知識の特質についての未理解状況は，
この

していること（項目⑫④）
」については，中学生

種の固定観念や構えが中学校・高等学校・大学の

は理解できているが，高校生は未理解である．

科学教育を通して定着してしまっているのでは
ないかということが推察される【結論 2】．
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な理論の方が選ばれる。

⑥ 二つの科学的理論が対立する場合、より簡潔

2.4

3.0
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2.2

2.7

4.3

な理論の方が選ばれる。

⑭ 二つの科学的理論が対立する場合、より複雑

複雑に表現される。

③ 科学的知識は、できるだけ数を多くして、

実験を繰り返し行う必要はない。

② 科学的知識について、その証拠を得るための

する必要はない。

⑦ 科学的知識は、実験によって、実際に証明

厳密・客観的に決定される。

⑯ 科学的知識は、科学者から離れたところで、

常に変わらない。

⑤ 科学的知識は、絶対的・普遍的な真理で、

いない。

④ 科学的知識は、科学者の独創性を表現しては

ではなく、見つけだされるものである。

⑨ 科学的知識は、人間によって創造されるもの
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2.0
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3 年生
1 年生

注）表中の数値は、
「5 =とてもそう思う、4 =そう思う、3 =どちらでもない、2 =そう思わない、1 =全くそう思わない」の 5 段階評定尺度を尺度得点に換算したときの平均値を示す。

簡潔性

簡潔に表現される。

⑪ 科学的知識は、できるだけ数を少なくして、

の実験を繰り返し行う必要がある。

⑩ 科学的知識について、確かな証拠を得るため

実際に証明できる。

3.7

2.9

4.1

3.2

2.7

否定項目

玄

3.6

3.2

4.2

3.1

2.7

国立附属中 県立 SSH
3 年生
1 年生

山

⑮ 科学的知識は、信頼できる実験によって、

合意・承認したものである。

⑧ 科学的知識は、その時代の科学者集団が、

性がある。

⑬ 科学的知識は、修正的で、絶えず変わる可能

いる。

⑫ 科学的知識は、科学者の独創性を表現して

したものである。

① 科学的知識は、科学者という人間が、創造

肯定項目

中

実証性

発展性

創造性

尺度

表２ 科学的知識の特質についての理解
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