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は し が き

国立教育政策研究所は､ 文部科学省所轄の政策研究機関として､ 教育行政の諸課題に的確かつ迅

速に対応し､ また､ 教育現場の要請に応えうるような総合的調査研究を推進するとともに､ 教育関

係者に対する教育研究情報の提供・発信､ 教育分野における国際的な共同研究､ 地方公共団体の教

育研究所・センターとの共同研究等様々な調査研究・事業を推進しているところである｡

昨年末には､ 教育基本法が約60年ぶりに改正され､ この新しい教育基本法の理念の下で､ 学校教

育法､ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律､ 教育職員免許法等の教育関連法の改正や教育振

興基本計画の策定への取組が進められている｡ また､ 教育再生会議においては､ 様々な教育改革の

推進方策が急ピッチで議論されている｡

本研究所においては､ 教育政策の動向等を踏まえた､ 総合的な調査研究を推進するとともに､ 所

員個々人の問題意識にしたがった研究も実施している｡ 研究所が基礎的な研究の力量を身につける

ためには､ 双方の研究活動が不可欠である｡

この紀要は､ 所が実施する総合的な調査研究の成果と個人研究の成果をとりまとめて公表するこ

とにより､ 我が国の教育研究の発展に寄与することを目的とするものである｡ 今年度は､ ｢理科及

び算数・数学の学習状況の経年変化｣ を特集とした｡ このほかに所員および研究協力者の個人研究

の成果を９編集録している｡

関係各位の忌憚のないご批評をいただきたい｡

平成19年３月

国立教育政策研究所長

矢 野 重 典
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Abstract

This paper shows the frameworks of �Longitudinal Study on Science and Mathematics� and

�Periodical Survey of Science and Mathematics�. The purposes of these researches were to esti-

mate the achievement in science and mathematics and the various factors considered having an

influence on this, in addition to attempting a grasp on the influence of revision of the course

of study and social influence. Survey contents included problems concerning science and mathe-

matics and questions on learning environment, etc. The target involved establishing seven age

cohorts. In Longitudinal Study on Science and Mathematics, follow-up surveys were conducted

with students starting in 1989 school year. In Periodical Survey of Science and Mathematics,

survey targets were limited to the three grades of 5th grade in elementary school, 2nd grade in

lower secondary school and 2nd grade in upper secondary school to carry out the follow-up sur-

veys.

As features of these researches we can mention the following four: follow-up method, signifi-

cance of the establishment of target cohorts, selection of target localities and extraction of sub-

jects, method of implementing continuing research. Because the surveys are follow-up ones, the

method was adopted in which the surveys were conducted while moving up the grade in the ele-

mentary, lower secondary and upper secondary schools. To insure that the survey data would

have significance every year, the targets involved three cohorts at the start. The target locali-

ties were limited to one locality each in five prefectures and the follow-up subjects were ex-

tracted later with ID numbers given to the individual students. While conducting Longitudinal

Study on Science and Mathematics, Periodical Survey of Science and Mathematics as continu-

ing research was newly planned in order to estimate the influence of revision of the course of

study in each school level. In this research, the target grades were limited to three grades in

order to lessen the burden on the survey.

はじめに

国立教育政策研究所では､ 前身である国立教育研究所時代の1961 (昭和36) 年より IEA 国際到

達度評価学会に加盟し､ これまで国際数学教育調査や国際理科教育調査 (現在の国際数学・理科教

育動向調査 TIMSS)､ 情報と教育に関する国際共同研究等を実施し､ 国際的な数学教育や理科教
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育などに関する情報を蓄積するとともに､ 初等・中等教育における理科及び算数・数学 (以下､ 理

数と記す) の到達度や科学に対する態度などについて国際的にみたわが国の状況を調べたり､ 理数

の到達度に対する諸因子の寄与などについて分析したりしてきた｡ この調査の結果､ 国際的にみる

とわが国の理数の成績がトップレベルにあることや､ 中学生になると理科や数学が好きな生徒が国

際的にみて少ないことなどがわかった (Comber & Keeves, 1973；国立教育研究所, 1993)｡

しかし､ これらの調査では理数教育の現状や当該学年での諸因子との関連を把握することはでき

たが､ いずれも個人を追った調査ではないため､ それ以前の寄与やそれ以後への寄与､ 学年による

諸因子との関連の変化の情報､ 例えば､ 児童・生徒が成長していくに従って理数の成績や理数に対

する意識がどのように変化し､ また､ 成績と好き嫌いの相互の影響はどのように変化していくのか

などに関して､ 個人を基にした情報を得ることは難しかった｡ このような情報を得るためには追跡

調査が必要となる｡

学校種をまたがった理数に関する長期的追跡研究には､ 米国 School Mathematics Study Group

による National Longitudinal Study of Mathematics Abilities (1962～66年度､ 第４～12学年､

初年度調査対象者数11万人) (ハウスン他, 1981；瀬沼, 1994) 及び北イリノイ大学の Jon D.

Miller ら (1991) による Longitudinal Study of American Youth (1987～1990年度､ 10学年と

７学年から始まる２集団､ 調査対象者数各3000名程度) が知られている｡

我々も､ 年度を超えての寄与や学年による諸因子との関連の変化を見出すため､ 1986 (昭和61)

年に追跡調査 ｢理科および算数・数学の到達度とそれに影響を与える諸因子との関連に関する長期

的追跡研究 (略称：理数長期追跡研究)｣ を計画し､ 翌年の1987 (昭和62) 年には東京近県及び東

北､ 北海道の13の都道県教育センターに本調査研究への参加を呼びかけ､ 最終的に､ 岩手､ 宮城､

福島､ 茨城､ 山梨の五つの教育センターからこの調査に協力を得られることになった｡ ２年間にわ

たる予備調査の後､ 1989 (平成元) 年度より小学校第５学年から高等学校第３学年に至る本調査を

実施した (松原・猿田, 2000)｡ さらに､ 1995 (平成７) 年度からはその継続調査として同一地域

で小学校第５学年､ 中学校第２学年､ 高等学校第２学年の３学年を対象とした追跡調査 ｢理科及び

算数・数学の到達度とそれに影響を与える諸因子に関する定点調査研究 (略称：理数定点調査研究)｣

を行ってきた (理数定点調査研究プロジェクト, 2006)｡

本調査研究は､ 米国での追跡研究に比べるとその規模や調査項目数においてかなり小さいが､ 調

査年数の長さ､ 及び､ 個人を追跡している期間の長さにおいて優り､ 他に比類のない調査研究となっ

ている｡ したがって､ データそのものがこれまで得られなかった貴重な情報であり､ 初等中等理数

教育に関する基礎的な情報をもたらすものと考えている｡

１ 調査の目的及び意義

本調査研究の目的は次のとおりである｡

｢主として理科および算数・数学の到達度とそれに影響を及ぼすと思われる諸因子に関して､

10歳から10数年間の経年調査を行うことにより､ 小・中・高等学校及び大学､ 社会人に至るまでの､

到達度や科学的態度に対する諸因子の寄与及び変化についての分析を試みる｡ 併せて､ 長期間にわ

たって収集蓄積してきた調査データを分析することで､ 教育課程の移行による影響や社会的な影響

の把握を試みる｡｣

このような調査研究を遂行することにより､ 例えば､
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� 成績と興味・関心との相関が高いことが言われているが､ それらの関係は学校段階や学年

とともにどのように変化していくのか｡

� 理数の学習や自然科学に対する意識は､ いつごろどのように変化していくか｡

� 教育課程の改訂は指導法にどのような影響を与えているであろうか｡

などの研究仮説を基に同一児童生徒に対して長期間実施した経年調査の結果について一連の分析を

試みることで､ 教育改善の資料に供することが可能となることが考えられる｡

なお､ 小・中・高等学校において本調査を実施してきた結果､ 理数の問題項目､ 態度に関する質

問項目など多くの項目において､ 数年を隔てても同一学年での多くの反応率が似ており､ 成績や態

度の変化は少ないことがわかった (松原, 1994)｡ このような結果が本調査を遂行する間に得られ

てきたので､ 回答傾向に変化が見られた項目については､ 教育課程の改訂や社会に起因する変化な

どから何らかの影響があったものと推定できるようになった｡

２ 調査対象地域及び調査時期

理数長期追跡研究及び理数定点調査研究の対象地域と調査対象校は共通であり､ 次の５県の各１

地域を調査対象地域とし､ それらの地域にある公立小・中・高等学校を調査対象校とした｡

調査校数は公立小学校が34～35校､ 公立中学校は12～14校､ 公立高等学校は７～８校である｡ 各

校種の学校数が一定していないのは､ 小学校は統合と新設により１校の増減､ 中学校は新設により

２校の増加､ 高等学校は対象者数確保のため途中で１校の増加があったことによる｡

調 査 県：岩手県､ 宮城県､ 福島県､ 茨城県､ 山梨県

調査時期：８月下旬から11月末日までの約３か月間

当初､ 調査時期は９月初めから11月末日までの約３か月間に３校時の調査を各調査校に要請した

が､ その後東北地区では８月下旬に２学期が始まるので､ その時期を調査実施時期に加えた｡ なお､

一部の学校では事情により調査時期が11月以降にずれ込むこともあった｡

調査の実施に際して､ 小学校第５学年から高等学校第３学年にかけては学校で調査を､ また､ 高

校卒業後２年および６年､ 10年を経過した卒業生に対しては郵送票による調査を実施することとし

た｡ 学校での調査の回答形式は､ いずれも５肢選択であり､ 1996年度まではマークシートを用い､

それ以降は調査用紙の各項目について選択肢の記号に直接○をつける方法によった｡ 個人 ID や回

答のコード化､ データ入力､ 採点等は､ 調査終了後に調査用紙等一式が調査校より返送された後､

国立教育政策研究所で行った｡

３ 調査の内容

上述より明らかなように､ 本研究は主に教育的諸因子の影響を分析するものである｡ そのため､

調査項目には理科・数学の到達度調査だけでなく､ さまざまな角度からの質問項目が含まれる｡ な

お､ 調査の内容については､ IEA 第２回国際数学教育調査 (国立教育研究所, 1982) と IEA 第２

回国際理科教育調査 (国立教育研究所, 1985) の項目を参考にし､ また､ その中から多くの項目を

選択し､ 使用している｡

理数長期追跡研究及び理数定点調査研究の枠組み
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調査内容としては､ 表１に示すとおり児童生徒に対して５調査７項目群がある｡ このほか､ 学校

長に対しては学校環境等に関する学校質問紙､ 調査対象学年の理数担当教諭全員に理数に関する意

識及び理数問題項目の既習状況について尋ねる教師質問紙がある｡ また､ 高校卒業後には郵送票調

査を実施している｡ これらの調査は今回の分析対象外であり､ 調査項目の内容については省略する｡

なお､ これまで長期にわたって実施されてきた調査において､ 長期に及ぶ調査の意義が生かされ

ない例としては､ 調査内容をその時々の関心事や形式に変更することで､ それ以前の調査結果との

比較が不可能になることがあった｡ 例えば､ 理科の好き嫌いに関して第２回国際理科教育調査

SISS (国立教育研究所, 1985) では ｢どちらかといえば､ 他の教科より好きな方だ｣､ ｢他の教科

とくらべて､ 好きとも嫌いともいえない｣､ ｢どちらかといえば､ 他の教科より嫌いな方だ｣ の中立

を含む３段階で尋ねているが､ 第３回国際数学・理科教育調査 TIMSS (国立教育研究所, 1996)

では ｢大きらい｣､ ｢きらい｣､ ｢好き｣､ ｢大好き｣ の中立を含まない４段階で尋ねており､ この間の

変化を見積ることは難しいことになった｡ 本調査研究にあってはこのようなことが起こらないよう

にするため､ つまり､ 当初設定し､ 調査・蓄積してきたデータを利用して､ どのような変化がみら

れるかを把握できるようにするため､ 当初と同じ地域で､ 多くの質問項目が同一となり､ 選択肢も

同じ調査を実施していくことにした｡ このことにより､ 所期の目的である教育諸因子の到達度や科

学的態度への影響の変化､ 例えば理数の好き嫌いなどへの影響を見出すことのできる基礎データを

得ていくことができると考えられる｡

調査時間に関しては､ 学校現場の状況について熟知している各県教育センターの指導主事や小・

中・高等学校の校長､ 教諭等に意見を聞いた｡ 得られた意見を総合すると､ 調査に使える時間数は

３校時が限度と考えられた｡ そこで､ 調査時間を３校時に設定し､ それぞれの調査内容毎に表２に

示したとおりの時間を配分して実施することとした｡ なお､ 質問紙については､ 漢字の読みや意味

を中心とした内容の ｢読み問題｣ を除いて､ 時間不足による無回答を減らすため､ 適宜時間の伸縮

を認めた｡
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表１ 本調査の内容

対 象 調 査 内容および項目数

児 童
生 徒

算数・数学問題 算数・数学問題 20問

理 科 問 題 理科問題 20問

児童生徒質問紙� 学習環境､ 進学観・就職観 (背景) 20問
算数・数学の授業､ 理科の授業 (学習) 20問

児童生徒質問紙� 理数の学習､ 科学の価値､ 情報など (態度) 40問

児童生徒質問紙� 読み問題 20問
科学観 15問

表２ 調査の種類及び調査時間

調査群 調査の種類 調査時間 調査の種類 調査時間

Ａ 児童生徒質問紙� (背景・学習) 約15分 算数・数学調査 25分

Ｂ 児童生徒質問紙� (態度) 約15分 理科調査 25分

Ｃ 児童生徒質問紙� (読み) 15分 児童生徒質問紙� (科学観) 約25分



４ 調査項目

児童生徒に対する調査内容としては､ 前節で示したとおり､ 算数・数学及び理科問題のほか､ そ

れに影響を及ぼすと思われる教育諸因子としての児童生徒質問紙調査項目を選択した｡

算数・数学及び理科の問題については､ 教育課程に沿って出題することになるが､ 長期にわたる

調査となることと､ 学年が進むとともに正答率がどの程度の伸びを示すか調査するため､ 異なる学

年で同じ問題項目を出題することから､ 問題作成当時の教育課程に完全に準拠するようには問題項

目を選択しなかった｡

算数・数学問題の選択にあたっては､ 出題が偏らないよう内容領域と目標領域の２次元の枠組み

を採用し､ 内容領域としては､ 代数､ 幾何､ 解析､ 確率・統計の四つ､ 目標領域としては､ 計算､

理解､ 応用､ 分析の四つの枠組みを使って問題項目を選択した｡ また､ 異なる学年で共通の問題を

設定した｡ 難易度は各学年での算数・数学問題の正答率が60％程度となるよう問題を選択した｡

理科問題の選択においても､ 出題が偏らないよう内容領域と目標領域の２次元の枠組みを採用し､

内容領域としては､ 物理､ 化学､ 生物､ 地学の四つ､ 目標領域としては､ 知識､ 理解､ 応用､ 高次

の過程の四つと実験を加えた五つの枠組みを使って､ それぞれの領域に均等に問題項目を選択した｡

また､ 学年間で共通の問題も配置した｡ 難易度については､ 各学年での理科問題の正答率が60％程

度となるよう問題を選択した｡

児童生徒質問紙については､ 理数問題の得点に影響があると考えられる質問項目を課すことにな

るが､ 学習環境や進学観・就職観､ 学校での理科及び算数・数学の教授／学習方法に関する児童生

徒質問紙�､ 教科としての理数の学習に対する意識や自然科学の価値に対する児童生徒の考えなど

を問う児童生徒質問紙�､ 学習の基礎となる漢字の読み問題と科学観に関する児童生徒質問紙�の

３冊に分けて質問することとした｡

児童生徒質問紙�の質問項目は､ 学習環境や進学観・就職観に関する項目 (背景質問項目) と算

数・数学及び理科の授業に関する項目 (学習質問項目) から成る｡ 学習環境に関しては､ 家庭環境､

学校外での学習､ 教科の成績及び好き嫌いに関する質問項目､ 進学観・就職観に関しては､ 進学希

望や将来の職業の希望のほか､ クラブ・部活動やテレビの視聴時間などの質問項目を採用した｡ 算

数・数学の授業に関しては､ 授業の進め方､ 問題解決､ 実験及び応用､ 電卓とコンピュータの使用

に関する質問項目､ 理科の授業に関しては､ 授業の進め方､ 興味・関心の育成､ 実験・観察等の活

動､ コンピュータの活用に関する質問項目を選んだ｡

児童生徒質問紙�の質問項目は､ 理数の学習や科学の価値に対する意識などに関する質問項目

(態度質問項目) から成る｡ この質問項目には､ 上記のほか､ 情報・計算機器の利用､ 科学の職業

観､ 科学の害の面､ 学校に対する意識､ 意見の発表や考えることに関する質問項目を選択した｡

児童生徒質問紙�は､ 読み問題と科学観 (数学観を含む) に関する質問項目から成る｡ 読み問題

には､ 算数・数学や理科用語を含む漢字の読み､ 同類の単語､ 同類の２語関係､ 算数・数学や理科

用語の意味・概念理解に関する問題を選んだ｡ 科学観に関しては､ 科学・技術に関する判断､ 理科

及び科学に対する見方､ 算数・数学に対する見方に関する質問項目を採用した｡

理数長期追跡研究及び理数定点調査研究の枠組み
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５ 調査実施年度と調査対象集団

表３に示した調査計画に基づいて､ 調査年度ごとの対象学年に対して調査を実施した｡ 調査方法

や質問項目については､ 地域の選定と並行して､ 1987 (昭和62) 年度及び1988 (昭和63) 年度の２

年間に予備調査を実施し改訂した｡ その後､ 1989 (平成元) 年度より本調査を開始した｡

表３のとおり､ 理数長期追跡研究では､ 1989年度に小学校第５学年であった児童を集団１､ 中学

校第２学年であった生徒を集団２､ 高等学校第２学年であった生徒を集団３と定義した｡ 続く､ 理

数定点調査研究は理数長期追跡研究の継続研究であり､ 1995 (平成７) 年度に中学校第２学年であっ

た生徒を集団Ａ､ 1996 (平成８) 年度に小学校第５学年であった児童を集団Ｂ､ 2000 (平成12) 年

度に小学校第５学年であった児童を集団Ｃ､ 2004 (平成16) 年度に小学校第５学年であった児童を

集団Ｄと定義した｡

理数定点調査研究の調査対象は､ 理数長期追跡研究と同一地域にある学校の児童生徒である｡ な

お､ 一部の学校は統合や新設などで調査集団により異なっている｡ この調査研究では､ ４年毎に同

一学年の児童生徒や卒業生を対象とした定点調査であるとともに､ 小学校第５学年､ 中学校第２学

年､ 高等学校第２学年の３学年での同一児童生徒の追跡調査でもある｡

12

表３ 調査年次計画

調査
年次

調査
年度

調査
内容

理数長期追跡研究 理数定点追跡研究

備考：
教育課程
の実施

予１ 1987 予備[1] 小６ 中３ 高３

予２ 1988 予備[2] 中１ 高１ 卒業生

４地域 小５ 中２ 高２

年次 年度 調査 集団３ 集団２ 集団１ 集団Ａ 集団Ｂ 集団Ｃ 集団Ｄ

１ 1989

学校で
の質問
紙調査

高２ ◇ 中２ ◇ 小５ ◇ 告示

２ 1990 高３ ◇ 中３ ◇ 小６ ◇

３ 1991 － 高１ ◇ 中１ ◇

４ 1992 卒後２ 高２ ◇ 中２ ◇ － 小学校

５ 1993 － 高３ ◇ 中３ ◎ － 中学校

６ 1994 － － 高１ ◎ － 高校１年

７ 1995

各個人
に対す
る郵送
票調査

－ 卒後２ 高２ ◎ (中２ ◎) 高校２年

８ 1996 卒後６ － 高３ ◎ － (小５ ◎) 高校３年

９ 1997 － － － － －

10 1998 － － 卒後２ (高２ ◎) － 告示

11 1999 － 卒後６ － － (中２ ◎)

12 2000 卒後10 － － － － 小５ ◎

13 2001 － － 卒後２ － －

14 2002 － 卒後６ － 高２ ◎ － 小・中学

15 2003 卒後10 － － 中２ ＊ 高校１年

16 2004 － － － 小５ ＊ 高校２年

17 2005 卒後６ 卒後２ － － 高校３年

１) 年次欄の ｢予｣ は予備調査段階を指す｡ 調査欄の ｢予備｣ は東京近郊での小規模な調査､ ｢４地域｣ は調査対
象である５地域中４地域で実施した調査である｡

２) 集団１～３は理数長期追跡研究での追跡対象集団｡ 集団Ａ～Ｄは理数定点調査研究での各対象集団を示す｡
３) 学年の後の◇は昭和52・53年告示の教育課程､ ◎は平成元年告示の教育課程､ ＊は平成10・11年告示の教育課

程の対象者を示す｡ また､ 卒後とは高等学校卒業後を意味し､ 続く数値は卒業後の年数を表す｡
４) ( ) は生徒数にして約半数の調査であることを示す｡



６ 調査規模

調査対象者数は､ 表４に示すとおり､ 全対象校で調査を実施した年度については､ 各学年おおよ

そ2,000名程度である｡ ただし､ 同一地域で調査しているにもかかわらず､ この間に少子化の影響

と思われる調査対象者の減少が認められた｡ ちなみに､ 1989年度の小学校第５学年 (集団１) の調

査対象者は2702名､ 2004年度の同学年 (集団Ｄ) の調査対象者は1966名であった｡ なお､ 表４中で

調査対象者数を [ ] で括った1995年度中学校第２学年､ 1996年度小学校第５学年､ 1998年度高等

学校第２学年､ 1999年度中学校第２学年の４回の調査においては､ 次節�に示す事情により､ 調査

対象校を減らし､ 調査対象者数にして約半数で調査を実施した｡

調査データのうち､ 同一選択肢のみを回答したり､ マークカードで１, ２, ３, ４, ５, ４, ３,

２, １などの規則的なパターンの回答をしたりするなど､ 明らかにおかしな回答をしていた児童生

徒については分析対象データから削除 (クリーニング) した｡ クリーニング後の各学年での調査対

象者数は表４のとおりである｡

理数長期追跡研究及び理数定点調査研究の枠組み
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表４ 各調査学年での調査対象者数及び追跡対象者数

集
団

各調査学年での調査対象者数及び調査対象学級数､ 調査対象学校数､ 調査年度 追跡調査
対象者数小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

３ － － － － － － 2117名 1960名 －
51学級 51学級
７校 ７校

(1989) (1990)
２ － － － 2556名 2374名 2101名 2005名 1906名 458名

70学級 70学級 51学級 51学級 51学級 ５学年追跡
12校 12校 ７校 ７校 ７校

(1989) (1990) (1991) (1992) (1993)
１ 2702名 2694名 2436名 2436名 2406名 2253名 2142名 1980名 314名

81学級 81学級 73学級 73学級 73学級 57学級 57学級 57学級 ８学年追跡
35校 35校 13校 13校 13校 ８校 ８校 ８校 258名*

(1989) (1990) (1991) (1992) (1993) (1994) (1995) (1996) ３学年追跡
Ａ － － － [1284名] － － [638名] － －

[37学級] [19学級]
[６校] [３校]
(1995) (1998)

Ｂ [1159名] － － [1171名] － － 1967名 － 245名
[38学級] [35学級] 52学級 ３学年追跡
[13校] [６校] ８校
(1996) (1999) (2002)

Ｃ 2058名 － － 1834名 － － － － －
70学級 55学級
34校 14校

(2000) (2003)
Ｄ 1966名 － － － － － － － －

70学級
35校

(2004)

注) 表中の数値は各集団での毎年度の調査対象となった児童生徒数を､ ( ) 内は調査年度を示す｡ なお､ [ ] 内
は調査対象校を減らして実施した際の調査対象者数と学級数､ 学校数である｡

追跡調査対象者数は､ 集団１では小５から高３までの８年間､ 集団２では中２から高３までの５年間､ 集団Ｂ
では､ 小５と中２､ 高２の３学年での調査の対象となった児童生徒の数を示す｡ また､ *は集団Ｂとの比較のた
め､ 同じ小学校13校､ 中学校６校､ 高等学校８校での追跡対象者を示す｡



７ 調査の設計における特徴

� 調査の方法

本調査研究の計画を立てるにあたっては､ まず追跡調査を実施する方法の検討を行った｡

調査の方法としては､ 第一に小学校での調査対象者を追跡対象として高等学校まで個別に追跡し

ていく方法､ 第二にある地域に所在する小・中・高等学校の児童生徒を対象に毎年学年繰り上がり

で調査を実施し､ 後から高等学校第３学年まで調査対象となった児童生徒を抜き出す方法が考えら

れた｡

第一の方法では､ 各学校での調査を実施するにあたって､ 一部の児童生徒のみを集めて調査する

ことになるが､ 多くの学校のほとんど全学級に調査対象者が散らばり､ その対象者を特定の時間に

集めて調査を実施しなければならないことから､ 実際問題としては実施不可能に近い｡ 特に､ 高等

学校へ進学する際にはどの学校に進むかは直前まで不明であるため､ 進学先が決まってから当該学

校の調査協力を依頼することになり､ 短期間で承諾を得なければならないことから､ 大きな困難を

伴うことが明らかになった｡

そこで､ 第二の方法を選択し､ 最終的に高等学校３年生を終了した段階で､ 各個人につけられた

ID 番号により分析対象となる調査を受けている個人を抜き出して､ 追跡対象とすることにした｡

その追跡対象者をできるだけ増やすためにも､ また､ 生徒やクラスを選択することによる抽出の問

題を回避するためにも､ 各調査学年のすべてのクラスに在籍する児童生徒全員を調査対象とした｡

なお､ この方法を採用することで､ 分析内容に応じて対象者を抽出することができ､ 当初予期し

ていなかった事態にも対応しやすいことになった｡ 例えば､ 集団Ｂの小・中学校では､ 学校数を減

らして調査を実施しているが､ それと集団１を比較する場合､ 集団１でも集団Ｂと共通の小・中学

校を抜き出すことで､ 同一学校での児童生徒の比較として両集団を対応させることができた｡

� 調査対象集団設定の意味

本調査を開始する段階で､ 調査対象集団として小学校第５学年､ 中学校第２学年､ 高等学校第２

学年の３集団を設定した｡ この主な理由は､ 本調査研究で得られるデータは他の調査では得られな

い情報を含み､ 他の調査データを傍証とすることが難しいので､ 複数回の調査を行うことで､ 新た

な傾向が見出された際､ それが一時的な傾向であるか､ 一般的な傾向であるかを区別するためであ

る｡

しかし､ それに加えて次のような事情を考慮に入れたことが大きい｡ すなわち､ 予備的に選定し

た調査対象地域に位置する調査対象の候補校に協力を求める際､ 調査期間が長期にわたるため､ 学

校関係者のだれもが先々までの協力を約束できないとして躊躇されることが考えられ､ 実際､ 学校

に調査依頼の要請をした折､ 将来にわたる協力の約束はできないとする話が学校側からも出された

ことである｡ そのことに対応するため､ ３集団で同時に調査を実施するように設計し､ 追跡調査と

しての目的とは別に､ １年ごとの調査の目的を示すこととした｡ このことにより毎年の調査が実施

できれば､ それぞれの調査自体から意味のあるデータが得られることとなり､ 途中で調査の継続が

不可能となった場合であっても､ それまでの調査が無意味になることは無くなった｡ 具体的には以

下の調査年ごとにそれぞれの目的が達成されていくよう設計した｡

・毎年の調査では､ 校種を越えて同一項目が設定されており､ その比較をし､ 違いを見出す｡

(例えば､ 三宅他, 1990)

14



・２年目以降は前学年との比較が可能となり､ 児童生徒の伸びや変化を見積る｡ (例えば､ 猿

田他, 1991)

・３年目以降は､ 小学校５年生から高等学校３年生まで同一地域でのデータがそろうので､ 全

学年での意識の変化等を見積り､ 擬似縦断的研究とする｡ (例えば､ 松原他, 1992)

・３年目以降､ 小学校から中学校､ 中学校から高等学校へと学校種が変わったことによる影響

も見積る｡ (例えば､ 猿田他, 1992)

・４年目以降は､ ３年前の同一地域同一学年の生徒との比較をし､ 横断的研究とする｡ (例え

ば､ 松原, 1994)

� 調査地域及び追跡対象の抽出

調査地域は５県の各１地域､ 計５地域とした｡ 調査対象地域にある小学校の大多数の児童はその

地域の中学校へ進学するので､ このように調査対象地域を限定したことにより､ 小・中学校での調

査対象児童生徒はその多くが追跡対象となると推定された｡ その一方､ 調査対象小学校の児童が同

じ地域の高等学校へ進学する割合については不明であった｡ そのため､ 1988年度の高等学校第２学

年に対する予備調査 (四地域調査) を実施した際に､ 高等学校の生徒がどの小学校出身かをたずね､

各地域で約100名の追跡対象者が残るように調査対象学校を選定した｡ その結果､ 集団１では公立

の小学校35校､ 中学校14校､ 高等学校８校において調査を実施し､ 最終的な８年間追跡調査対象者

は314名であった｡ これは､ 当初予定していた各地域100名､ ５地域合わせて500名には遠く及ばな

い人数であった｡ この主な原因は､ 予備調査の結果から欠席率を各学年５％と当初見込んでいたが､

実際には高学年で10％以上あったことである｡ なお､ 調査対象学校数については､ 表４に示すとお

り､ 調査対象地域の学校の統合や新設などのため調査年度 (調査対象集団) により集団１とはその

数が異なっている｡

� 継続研究の実施方法

理数長期追跡研究を継続していく中で､ 教育課程の改訂によってその影響と思われる調査結果が

見出された｡ そのことから､ 教育課程が改訂されることにより教育諸因子の重みが変化する可能性

が考えられた｡ そこで､ 理数長期追跡研究の継続調査である理数定点調査研究を計画するに至った｡

この理数定点調査研究は当初の計画には含まれておらず､ 各調査対象校､ 特に､ 高等学校では予備

調査を含めると９年にわたる調査が終了する時点でさらに新たな負担をかけることになるため､ そ

の軽減方法を模索した｡

その結果､ 中・高等学校については､ 上級学校受験の年 (各校種第３学年) を避け､ なおかつ､

それぞれの学校の影響を見積ることから調査対象学年を第２学年のみとし､ 小学校は当初からの調

査で最も低学年である第５学年の１学年に限定することで､ 学校側の負担の軽減も図った｡ また､

４年ごとに同一学年を対象とする調査計画を立てることにより､ 理数長期追跡研究での３年ごとに

同一学年を対象とするよりサイクルが１年長くなるものの､ 高等学校調査､ 中学校調査､ 小学校調

査､ 郵送票調査の順にローテーションで調査を実施していくことで､ 児童生徒を３年ごとに追跡調

査することになるとともに､ 調査実施における負担の軽減を図った｡

なお､ 理数定点調査研究は付加的な調査として開始し､ 初期は予算措置が十分でなかったことも

あり､ 最初の４回の調査は児童生徒数にして半数になるよう対象校を減らした｡ その後1999年度よ

り国立教育研究所の調査研究等特別推進経費による研究として位置づけられ､ 2000年度からは理数

理数長期追跡研究及び理数定点調査研究の枠組み
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長期追跡研究と同じ､ 全対象校調査として実施した｡

結 び

本調査研究は､ 個人を追跡することにより､ 集団を調査した結果の集積だけでは得ることの出来

ない知見を見出すことを目的として設計され､ 17年間にわたる調査データを蓄積し､ 分析してきた｡

その中で､ 分析の際に最も難しい問題として出てきたことは､ そのデータが表す数値が大きいのか

小さいのかの判断であった｡ 一般に､ 調査結果を分析する際には､ それ以前にある調査結果をある

程度の目安として､ 数値の大小を判断することが出来る｡ しかし､ これまで得られていないデータ

の判断は､ その中で基準を決めていかなければならない｡ その点では､ 理数長期追跡研究だけでな

く､ その継続研究である理数定点調査研究を実施でき､ いずれの学校段階においても複数回のデー

タが得られたのは大きな意義があることと考えている｡

さらに､ 調査の実施方法やデータの分析方法についても､ 前例がほとんどないため､ 自分自身で

考えていく必要があり､ その方法を見出すためにかなりの試行錯誤を繰り返してきた｡

これまで1989年度より小学校５年から高等学校３年までの児童生徒を対象に追跡調査したデータ

を使って､ 理数の成績や理数に対する態度､ 科学の価値意識等について､ その変化や相互の関連を

調べてきた｡ 理科の結果として､ 理科の得点や好き嫌いなどは前年度からの影響は強いものの､ 学

習内容の定着の割合は全般的に低いこと､ 理科に対する態度は集団としてみると高学年で好ましく

ない方へと変わっていることが多いが､ その場合でも高学年で好ましい方へと変わる生徒が必ずい

ることなどの知見が得られている (松原, 2004)｡

また､ 得られた結果の中には､ 集団１の生徒のように中学校２年から高等学校２年へ進んでも理

科に対して好きとする回答の割合に変化がなかったが､ その前後の集団では中学校から高等学校へ

と進むと理科を好きとする回答の割合は大きく減少していることがあった｡ 生徒個人を追ってみる

と好きの割合が減少した集団でも変化しなかった集団でも意識が変わった割合の合計 (好きから嫌

いまたは中立への変化とその逆の変化の合計) はおおよそ３人に１人の割合であった (松原,

2001)｡ この知見も､ 継続して理数定点調査研究を進めてきたことによる成果であると考えられる｡
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Abstract

The purpose of this paper was to use part of the data of �Longitudinal Study on Science and

Mathematics� and the continuing research known as �Periodical Survey of Science and Mathe-

matics� in order to clarify the achievement in science, contribution of factors considered to

have influences on that achievement, and secular variation in the period from elementary and

lower secondary schools up to the upper secondary school.

There were two cohorts: Cohort 1, which underwent the survey three times every three years

starting in 1989, corresponding to 5th grade of the elementary school; Cohort B, which under-

went the survey three times in the same way starting in 1996. The results of investigating

changes in scores obtained on science problems showed that the correlation was high in both

cohorts in the adjoining school grades of 5th grade in elementary school and 2nd grade in lower

secondary school, and 2nd grade in lower secondary school and 2nd grade in upper secondary

school. In addition, the rating values for individual scores were computed to investigate secular

variation. This showed that, throughout elementary, lower secondary and upper secondary

schools, there was a higher ratio of students for whom the science achievement changed com-

pared to those students for whom the achievement remained fixed. The greater part of these

changes was gradual. It also became clear that there was a common tendency in both Cohort

1 and Cohort B for a low rate of students for whom there was a large change in the achieve-

ment.

In order to estimate the contribution of factors having an influence on science scores, synthesis

variables were compiled that summed up multiple question items with principal component

analysis, after which multiple linear regression analysis was conducted with the science scores

as the target variable. Results showed that, as a common tendency for Cohort 1 and Cohort B,

the contribution was largest for the science scores in the prior school levels. However, the con-

tribution of mathematics scores of the same school year in science scores was also quite large.

Results were also obtained allowing the supposition that interest in science has an influence on

the how science is viewed as a valuable subject, and connects up with an increase in liking for

science that eliminates resistance among students toward science subjects.
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昨今の学力問題の議論においては､ TIMSS や PISA の国際的な学力調査の結果から､ 成績は全

体としては国際的にみて上位にあるものの､ 学習意欲や学習習慣などの面で課題がみられる (中央

教育審議会, 2006) という現状認識が出発点となっている｡ ただし､ これらの学力に関するデータ

は国内の調査を含め､ ある時点においてある集団のみを抽出して実施した横断的な調査にすぎない｡

横断的調査によって､ ある時点での学力の状況をとらえることはできるが､ 学年が進み学校断階が

変わると学力がどう変化するか､ という個々の子どもの変化を把握するには､ 同一人物を追跡する

縦断的調査が必要である｡

学力をめぐっての縦断的追跡調査としては､ 兄弟姉妹間での学業成績の類似が発達的にどのよう

に変化していくかを小学校第２学年から中学校第３学年まで教研式標準学力検査を用いて追跡調査

した心理学的研究 (丹藤, 1993) や中学校第１学年から高等学校第３学年まで国・数・社・理・英

の５教科の成績の相互関連がどのように変化するかを６年間にわたって追跡調査した研究 (戸苅,

1976) がみられる｡ 前者は中学校１校への進学者のうち数十組の兄弟姉妹を対象とした調査､ 後者

は国立の附属中学校から併設の附属高等学校へと進学した約200名を対象とした調査である｡ これ

らの調査の目的は､ 兄弟姉妹の学力の類似性の把握であったり､ 校内の学力向上を目指して実施し

たりしたものであり､ 必ずしも調査結果の一般化を目指したものではない｡ また､ いくつかの地域

を対象とした大規模な縦断的調査は皆無に等しい｡ したがって､ 学校教育の成果として学力がどの

ように変容するか､ という疑問に明確なデータを示して答えることは過去の調査からは難しかった｡

そういう状況を踏まえ､ 当研究所の旧科学教育研究センター (現在の教育課程研究センター基礎

研究部) の研究員が中心となり､ 1989 (平成元) 年度に理数長期追跡研究 (松原・猿田, 2000) を

開始した｡ その継続研究である理数定点調査研究 (理数定点調査研究プロジェクト, 2007) におい

ては､ 小学校第５学年､ 中学校第２学年､ 高等学校第２学年の三つの時点で､ 同一人物を対象とし

た追跡調査を､ 年代を変えて繰り返し行ってきている｡

本稿では､ 一連の調査データの一部を用いて､ 成績や学習意欲等を含めた理科の学力が学年進行

に伴ってどのように変化していくかを明らかにしたいと考えた｡

このテーマに関しては既に前報 (松原・猿田, 2000) において､ 理科の個人成績の推移をみると

成績が極端に変動する者は少ないこと､ 理科の成績には前年度の理科の成績および算数・数学の成

績からの寄与が大きく､ 次いで理科の好き嫌いも何らかの寄与を示していることが明らかとなって

いる｡

これらの知見は､ 小学校第５学年から８年間の調査を終え､ さらに調査を継続している途中の段

階での中間まとめとして分析した結果であり､ 追跡調査の結果の再現性や特徴を検討するにはデー

タが不十分であった｡ そのため本稿では､ 同一地域の小・中・高等学校において1989 (平成元) 年

度から調査を開始した集団１と1996 (平成８) 年度から調査を開始した集団Ｂのデータを用い､ 同

じ三つの学年を対象にした２回の追跡調査データの比較を通して､ 主に再現性の検証を行うもので

ある｡

１. 目 的

本研究の目的は､ 小学校第５学年､ 中学校第２学年､ 高等学校第２学年の三つの時点での調査を

すべて受けた被験者を対象として､ 小・中学校から高等学校に至るまでの､ 理科の到達度とそれに

影響を及ぼすと思われる諸因子の寄与および経年変化について分析することである｡
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２. 方 法

� 分析対象

ここで扱うデータは､ 岩手､ 宮城､ 福島､ 茨城､ 山梨各県１地域の５地域の公立高等学校８校に

進学した生徒のうち1989年度 (小学校第５学年)､ 1992年度 (中学校第２学年)､ 1995年度 (高等学

校第２学年) の３回調査を受けた集団１の追跡対象者 (男子129名､ 女子129名の合計258名)､ およ

び同じ公立高等学校に進学した生徒で1996年度 (小学校第５学年)､ 1999年度 (中学校第２学年)､

2002年度 (高等学校第２学年) の３回調査を受けた集団Ｂの追跡対象者 (男子121名､ 女子124名の

合計245名) のデータである｡

追跡対象者のみを分析対象とするが､ 以降､ 集団１および集団Ｂと呼ぶこととする｡

表１に示すように､ 両集団とも毎回の調査受検者は1,000名を越える人数であるが､ 欠席者や進

学による影響で３回すべてを受検した者を抽出すると人数が大幅に減っている｡ また､ 集団Ｂの小

学校第５学年および中学校第２学年は経費等の関係で調査対象者数を半数に減らしている｡

集団１は小学校第５学年および中学校第２学年ともに1977 (昭和52) 年告示の学習指導要領にお

ける教育課程のもとで指導を受けている｡ 一方の集団Ｂは､ ３回の調査時のすべてにおいて1989

(平成元) 年告示の学習指導要領における教育課程のもとで指導を受けており､ 分析結果に違いが

みられるとすれば､ 学習指導要領の影響を考慮しなければならない｡

理科の学力とそれに影響を与える諸因子の経年変化
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表１ 調査対象と調査年度

調 査 年 度
分 析 対 象 集 団

教育課程の実施
集 団 １ 集 団 Ｂ

1989 (平成元) 年度 小学校第５学年 2,702名 学習指導要領告示

1990 (平成２) 年度 小学校第６学年 2,694名

1991 (平成３) 年度 中学校第１学年 2,436名

1992 (平成４) 年度 中学校第２学年 2,436名 小学校

1993 (平成５) 年度 中学校第３学年 2,406名 中学校

1994 (平成６) 年度 高等学校第１学年 2,253名 高等学校第１学年

1995 (平成７) 年度 高等学校第２学年 2,142名 高等学校第２学年

1996 (平成８) 年度 高等学校第３学年 1,980名 小学校第５学年 1,159名 高等学校第３学年

1997 (平成９) 年度

1998 (平成10) 年度 高卒２年目 (郵送票調査) 学習指導要領告示

1999 (平成11) 年度 中学校第２学年 1,171名

2000 (平成12) 年度

2001 (平成13) 年度

2002 (平成14) 年度 高卒６年目 (郵送票調査) 高等学校第２学年 1,967名 小・中学校

2003 (平成15) 年度 高等学校第１学年

2004 (平成16) 年度 高等学校第２学年

2005 (平成17) 年度 高卒２年目 (郵送票調査) 高等学校第３学年

追跡対象者 258名 245名

注) 表中､ 分析対象学年をゴシック体で示した｡



� 分析内容・方法

１) 理科問題項目の選定

理科問題の選択にあたっては､

① 各学年ともに20題ずつ出題することとし､ 内容領域としては､ 物理・化学・生物・地学の４

領域それぞれ５題ずつとする｡ さらに､ これら５題は IEA 第１回国際理科教育調査の目標分

類 (IEA, 1973；国立教育研究所, 1973) に倣い､ 知識・理解・応用・高次の過程・実験の五

つの目標領域に１題ずつ属するようにする｡

② 学年間で共通の問題をローテーションで配置する｡ 表２に理科問題の構成を示したが､ 問題

の識別番号のうちアルファベットは初出の学年 (Ａ：小学校第５学年､ Ｂ：小学校第６学年､

Ｃ：中学校第１学年､ ………､ Ｇ：高等学校第２学年､ Ｈ：高等学校第３学年) を表している｡

したがって､ 物理領域の知識の問題Ａ１は小学校第５学年､ 中学校第２学年､ 高等学校第２学

年の３回出題された共通問題である｡

③ 予備調査の正答率をもとに各学年とも20題の平均正答率が約60％となるように問題の選択を

行う｡

以上の３点に基づき､ 問題選定を行った｡ また､ 各問題とも五つの選択肢から答えを一つ選ぶ形

式であった｡

２) 理科得点に影響を与えると思われる項目の選定

児童・生徒を対象とした調査内容は､ 上述の理科問題20題のほかに､ 算数・数学問題20題と漢字

の読みに関する問題20題がある｡ また､ それに影響を及ぼすと考えられる諸因子として､ 学習の背

景､ 教師の指導､ 理数の学習への意識､ 科学に対する考え､ 科学観などを尋ねる調査項目が用意さ

れている｡ 質問項目への回答はいずれも５肢選択形式であり､ 問題への解答を含めた調査全体を実

施するには３校時を要する｡

本稿の分析にあたっては､ 理科問題の得点に影響を与える理科に関する学習の背景､ 授業での児

童・生徒の学習活動､ 理科や科学への態度といった質問項目に絞ることとし､ 表３に示す背景に関

する４項目､ 学習に関する５項目､ 態度に関する14項目の計23項目を選んだ｡

表３において､ 学習に関する質問項目 (学習34､ 35､ 36､ 37､ 40) には､ 内容の頻度について､

共通の五つの選択肢 (ア. ほとんど毎時間､ イ. 週に一度くらい､ ウ. 月に一度くらい､ エ. 学期

に一度くらい､ オ. ほとんどない) が用意され､ どれか一つを選ばせた｡ 得点化にあたっては､ 各
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表２ 学年間共通問題からみた理科問題の構成

対象学年
物理領域 化学領域 生物領域 地学領域 学年間共通問題数

知
識

理
解

応
用

高
次

実
験

知
識

理
解

応
用

高
次

実
験

知
識

理
解

応
用

高
次

実
験

知
識

理
解

応
用

高
次

実
験
小
５

小
６

中
１
中
２

中
３

高
１
高
２

小学５年 A１ A３ A４ A５ A２ A３ A１ A５ A４ A２ A３ A１ A５ A４ A２ A３ A２ A５ A４ A１

小学６年 B１ B３ A４ B５ B２ B３ B１ B５ A４ B２ B３ B１ B５ A４ B２ B３ B２ B５ A４ B１ ４

中学１年 C１ C３ C４ B５ A２ C３ C１ B５ C４ A２ C３ C１ B５ C４ A２ C３ A２ B５ C４ C１ ４ ４

中学２年 A１ D３ C４ D５ B２ D３ A１ D５ C４ B２ D３ A１ D５ C４ B２ D３ B２ D５ C４ A１ ４ ４ ４

中学３年 B１ C３ E４ D５ E２ C３ B１ D５ E４ A２ C３ B１ D５ E４ E２ C３ A２ D５ E４ B１ ２ ４ ６ ４

高校１年 C１ D３ E４ F５ F２ D３ C１ F５ E４ B２ D３ C１ F５ E４ A２ D３ B２ F５ E４ C１ １ ２ ５ ６ ４

高校２年 A１ G３ G４ F５ E２ C３ A１ F５ G４ G２ G３ B１ F５ G４ B２ C３ G２ F５ G４ A１ ３ ２ ２ ４ ４ ４

高校３年 B１ H３ G４ H５ F２ D３ B１ H５ G４ H２ C３ H１ H５ G４ A２ D３ H２ H５ G４ B１ １ ３ ２ ２ ４ ４ ４

注) ゴシック体で示した学年が調査・分析対象である｡



選択肢への回答を､ ア：４点､ イ：３点､ ウ：２点､ エ：１点､ オ：０点とした｡

また､ 理科や科学に対する態度に関する質問項目には､ 内容への賛否について､ 共通の五つの選

択肢 (ア. 賛成､ イ. やや賛成､ ウ. 反対､ エ. やや反対､ オ. どちらともいえない) が用意され､

どれか一つを選ばせた｡ 得点化にあたっては､ 質問の内容が肯定的な６項目 (態度03､ 05､ 06､ 07､

33､ 40) については､ ア：２点､ イ：１点､ ウ：－２点､ エ：－１点､ オ：０点とし､ 否定的な８

項目 (態度01､ 02､ 09､ 16､ 21､ 25､ 26､ 39) については､ 逆に､ ア：－２点､ イ：－１点､ ウ：

２点､ エ：１点､ オ：０点とした｡

３) 分析方法

理科問題については､ 両集団の各調査学年の基礎統計量を算出するとともに､ 各個人の得点を上

位 (25パーセンタイル値以上)､ 中位 (25パーセンタイル値～75パーセンタイル値)､ 下位 (75パー

センタイル値未満) の三つの水準に分類し､ ３回の調査における評定値の推移を調べることにした｡

さらに､ 理科問題の得点の変動に影響を与える諸因子を導き出すため､ 各質問項目への回答デー

タを主成分分析し､ 合成変数を作成することとした｡ そして､ 得られた合成変数を説明変数とし､

理科問題得点を目的変数とした重回帰分析を行い､ 中学校第２学年および高等学校第２学年におけ

る理科問題得点に影響を与える因子を明らかにすることとした｡

理科の学力とそれに影響を与える諸因子の経年変化
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表３ 分析に使用した質問項目

番号 質問項目の内容 得点化

背景 05 あなたは､ 学校以外でふつう１週間にどれくらいの時間勉強をしていますか｡ (すべ
ての教科を合わせて答えなさい｡ また､ 学習塾・進学塾などでの勉強時間も入れなさ
い｡)

ア. 2時間くらいまで｡
イ. ２～５時間くらいまで｡
ウ. ５～10時間くらいまで｡
エ. 10～20時間くらいまで｡
オ. 20時間より多い｡

０
１
２
３
４

07 あなたは､ 学校以外でふつう１週間にどれくらいの時間を､ 理科の勉強に使っていま
すか｡ (学習塾での理科の勉強時間も入れなさい｡)

ア. ０時間｡
イ. ２時間くらいまで｡
ウ. ２～５時間くらいまで｡
エ. ５～10時間くらいまで｡
オ. 10時間より多い｡

０
１
２
３
４

09 あなたの理科の成績は､ 他の教科と比べてどうですか｡
ア. 最も良い｡
イ. 他の教科より良い方だ｡
ウ. 他の教科に比べて､ 良いとも悪いともいえない｡
エ. 他の教科より悪い方だ｡
オ. 最も悪い｡

２
１
０

－１
－２

11 他の教科と比べて､ 理科は好きですか｡
ア. 最も好きだ｡
イ. 他の教科より好きな方だ｡
ウ. 他の教科に比べて､ 好きともきらいともいえない｡
エ. 他の教科よりきらいな方だ｡
オ. 最もきらいだ｡

２
１
０

－１
－２

学習 34 先生は､ 理科の授業で､ 生徒の考えや希望を入れてくれます｡ ４～０

35 先生は､ 興味深い理科の授業をしてくれます｡ ４～０

36 理科の授業では､ わたしたちに実験・観察をやらせてくれます｡ ４～０

37 理科の授業では､ 先生が実験を見せてくれます｡ ４～０

40 理科の授業で､ 先生は科学がいかに生活と深くかかわっているかを説明してくれます｡ ４～０

態度 01 理科は学ぶ内容が多すぎます｡ －２～＋２

02 科学の発明は､ 世の中をあまりにも複雑にしてきました｡ －２～＋２

03 理科で､ 実験があると楽しいです｡ ＋２～－２

05 数学や科学をよく身につければ､ 一層生活が豊かになります｡ ＋２～－２

06 自然科学 (数学や科学) は､ 日常生活の問題を解決するのに役立ちます｡ ＋２～－２

07 数学や科学は､ 国の発展にとって非常に重要なものです｡ ＋２～－２

09 科学的な発見は､ 益よりも害を多くもたらします｡ －２～＋２

16 科学のために､ 世界がだんだん破壊されていきます｡ －２～＋２

21 科学上の発見が続いていくと､ しまいには人間は自分でものを考えないようになるでしょう｡ －２～＋２

25 世の中の問題の多くは､ 科学と技術が原因となっています｡ －２～＋２

26 理科は計算が入るとむずかしいです｡ －２～＋２

33 屋外で生物を観察することや地形を観察することは楽しいです｡ ＋２～－２

39 理科は器具の取り扱いがあるとむずかしいです｡ －２～＋２

40 理科はおもしろいと思います｡ ＋２～－２



３. 理科の学力の経年変化

� 理科得点について

表４に､ 集団１ (258名) および集団Ｂ (245名) それぞれにおける理科問題20題に対する得点に

ついて各学年の基礎統計量を示した｡ 理科得点は１題１点とし､ 20点が満点である｡ また､ 図１に

理科得点の平均値の経年変化をグラフに示した｡

理科得点の平均値をみると､ 20点満点で９点から13点の間にあり､ 平均正答率としてパーセント

に直すと､ 45～63％の間でばらついている｡ 中学校第２学年および高等学校第２学年では両集団間

に差はみられないが､ 小学校第５学年において両集団間には20点満点で約２点 (10％) の差があり､

これは新教育課程のもとで集団Ｂが履修しなくなった問題の正答率が低下したことによると考えら

れる (猿田, 2000)｡

そういった問題の例を図２に示す｡ 小学校の問題番号 (４) は､ 集団１の正答率は74％であった

が､ 集団Ｂでは18％へと正答率が56％ポイントも大幅に低下している｡ この問題では､ 北極星の位

置を尋ねており､ 集団１が調査を受けた1989 (平成元) 年度においては調査学年である小学校第５

学年で履修する内容であったが､ 1992 (平成４) 年度の学習指導要領改訂により履修学年が小学校

第６学年へと移動し､ 集団Ｂが調査を受けた1996 (平成８) 年度には未履修の内容となっている｡

このことが主な原因となって､ 集団Ｂでは正答エに18％が回答した以外に､ 他の四つの選択肢にほ

ぼ均等に回答している (ア：22％､ イ：18％､ ウ：16％､ オ：24％､ 無答：４％)｡ 出題内容が未

履修であったため､ 被験者たちがランダムに選んで回答した結果であると考えられる｡

理科の学力とそれに影響を与える諸因子の経年変化
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表４ 理科得点の基礎統計量

学年
集団１ (258名) 集団Ｂ (245名)

平均値 標準偏差 最小値 最大値 変動係数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 変動係数

小５ 10.9 3.1 3 18 0.28 9.0 2.7 3 15 0.30

中２ 12.6 3.7 1 20 0.29 12.2 3.5 2 19 0.29

高２ 10.6 3.1 2 17 0.29 11.2 3.2 2 18 0.29

図１ 理科得点の平均値の経年変化



次に､ 学年ごとの得点の分布をみてみる｡ そこで､ 理科得点の平均値の異なる分布のばらつきを

調べるために､ 標準偏差を平均値で割って得られる変動係数 (Coefficient of Variance､ 変動係数＝

標準偏差／平均値；池田, 1989) をグラフに表したのが図３である｡

両集団とも0.28から0.30の範囲に収まっており､ 変動係数はほとんど変化していない｡ つまり､

両集団とも､ 理科得点の分布のばらつきは３回の調査でほぼ同じような程度で推移したということ

ができよう｡

また､ 理科得点の学年間の相関係数を算出したところ､ 表５に示すように､ 小学校第５学年と中

学校第２学年､ 中学校第２学年と高等学校第２学年という近接学年間での相関が高いことが分かる｡
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図２ 小学校第５学年で正答率が大幅に低下した問題例

図３ 理科得点の変動係数の経年変化

表５ 理科得点の学年間相関係数

学年
集団１ (258名) 集団Ｂ (245名)

小５ 中２ 高２ 小５ 中２ 高２

小５ 0.548 0.428 0.456 0.361

中２ 0.548 0.558 0.456 0.555

高２ 0.428 0.558 0.361 0.555



� 個人成績の推移について

両集団の三つの時点での理科得点について､ 生徒一人ひとりの成績がどのように推移したかを調

べた｡ そのために､ 調査ごとに､ 個人得点を全体の得点分布の中に位置づけ､ 得点水準を３段階に

分けた｡ 得点分布において25パーセンタイル値以下を下位 (人数の割合にすると全体の約25％､ 評

定値を１とする)､ 75パーセンタイル値以上を上位 (人数割合で約25％､ 評定値を３とする) とし､

25パーセンタイル値から75パーセンタイル値の間を中位 (人数割合で約50％､ 評定値を２とする)

という評価尺度に直し､ 全員の３回の成績を数値化した｡ 実際には､ 四分位点の前後の得点にかな

りの人数が存在したため､ 表６に示すように､ 上位25％､ 下位25％という人数割合からずれている｡

表７は､ ３回の調査時の得点水準を１～３の評定値のパターンで示したとき､ 被検者がどのよう

なパターンをとるか分布を示したものである｡ たとえば､ 評定値のパターン (111) は３回の調査

すべてにおいて集団内での得点が25パーセンタイル以下の下位の成績であったことを表している｡

評定値パターンは全部で27 (３３) 通り考えられるが､ そのうち集団１は24通り､ 集団Ｂは22通り

のパターンが存在する｡

３回の調査の成績が評定値１～３の間でどのように推移するかに注目し､ １から３まで変化した

者から､ 変化しなかった者まで､ 変動幅の段階ごとに人数を集計した (表８)｡ 表８には､ ３回の

調査すべてで評定値が変化しなかった者の評定パターン (111､ 222､ 333) の内訳を合わせて示し

た｡

３回の調査で成績が下位の１から上位の３まで成績が変化した者は､ 両集団とも約10％にすぎな

い｡ 評定値が１～２､ または２～３という２段階の範囲で変動する者が最も多く､ 集団１では60％､

集団Ｂでは65％である｡ ３回の調査で評定値がまったく変化しなかった者は､ 集団１で31％､ 集団

Ｂで27％であった｡ これらのことから､ 理科の個人成績の推移をみると､ 極端に成績が変化する者

はあまり多くない｡ 約６割の者の成績は２段階の範囲で変化しており､ 合わせると全体の７割は小・

中・高を通して､ 成績が変化していることが明らかとなった｡ また､ 教育課程が異なる二つの集団

で同じ傾向がみられることが分かった｡

分析の結果から､ 小学校､ 中学校､ 高等学校を通じて､ 理科成績が固定している生徒よりも変化

する生徒の割合の方が高いが､ その変化の大半は緩やかなものであり､ 成績が大きく変化する生徒

の割合は低いと考えられる｡

理科の学力とそれに影響を与える諸因子の経年変化
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表６ 理科問題の得点水準の度数分布

評 定
集団１ (258名) 集団Ｂ (245名)

度数 ％ 累積％ 度数 ％ 累積％

小５

下位(１) 55 21.3 21.3 48 19.6 19.6

中位(２) 128 49.6 70.9 125 51.0 70.6

上位(３) 75 29.1 100.0 72 29.4 100.0

中２

下位(１) 72 27.9 27.9 58 23.7 23.7

中位(２) 122 47.3 75.2 130 53.1 76.7

上位(３) 64 24.8 100.0 57 23.3 100.0

高２

下位(１) 65 25.2 25.2 67 27.3 27.3

中位(２) 115 44.6 69.8 120 49.0 76.3

上位(３) 78 30.2 100.0 58 23.7 100.0
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表７ 得点水準のパターンの度数分布

評定パターン
集団１ (258名) 集団Ｂ (245名)

度 数 ％ 累積％ 度 数 ％ 累積％

111 24 9.3 9.3 11 4.5 4.5

112 9 3.5 12.8 ７ 2.9 7.3

113 3 1.2 14.0

121 5 1.9 15.9 10 4.1 11.4

122 10 3.9 19.8 18 7.3 18.8

123 3 1.2 20.9 ２ 0.8 19.6

131

132 1 0.4 21.3

133

211 13 5.0 26.4 16 6.5 26.1

212 12 4.7 31.0 16 6.5 32.7

213 3 1.2 32.2 ２ 0.8 33.5

221 13 5.0 37.2 18 7.3 40.8

222 35 13.6 50.8 37 15.1 55.9

223 26 10.1 60.9 16 6.5 62.4

231 3 1.2 62.0 ２ 0.8 63.3

232 11 4.3 66.3 ９ 3.7 66.9

233 12 4.7 70.9 ９ 3.7 70.6

311 3 1.2 72.1 ２ 0.8 71.4

312 5 1.9 74.0 ４ 1.6 73.1

313

321 2 0.8 74.8 ６ 2.4 75.5

322 17 6.6 81.4 12 4.9 80.4

323 11 4.3 85.7 11 4.5 84.9

331 2 0.8 86.4 ２ 0.8 85.7

332 15 5.8 92.2 17 6.9 92.7

333 20 7.8 100.0 18 7.3 100.0

合 計 258 100.0 245 100.0

注) 空欄は人数がゼロであることを示す｡

表８ 小学校・中学校・高等学校の３回の調査における評定値の変化

評定値の変化
集団１ (258名) 集団Ｂ (245名)

度 数 ％ 度 数 ％

３回とも同じ 79 30.6 66 26.9

内訳 すべて下位 (111) 24 9.3 11 4.5

すべて中位 (222) 35 13.6 37 15.1

すべて上位 (333) 20 7.8 18 7.3

２段階 (１～２または２～３) 154 59.7 159 64.9

３段階 (１～３) 25 9.7 20 8.2



４. 理科や科学に対する意識の経年変化

� 理科得点に影響を与える諸因子の抽出

まず､ 理科問題の得点の変動に影響を与える諸因子を導き出すため､ 選択肢が順位を示す理科に

関する変数 (｢２-(2)-３) 分析方法｣ で示した表３の質問項目) のすべてを対象として主成分分析

を行った｡ 統計ソフトウェアとしては SPSS15.0J を使い､ カイザーの正規化を伴うバリマックス

回転による主成分分析を行った｡ 固有値を１とした場合､ 25回の反復でも収束しなかったため､ 抽

出する成分の個数を変えて安定した解が得られる条件を探した結果､ 抽出する成分が８個の場合に､

両集団とも各学年に共通の成分を抽出することができた｡

表９および表10には､ 因子負荷量が0.448 (寄与率にして20％) 以上の項目のみ示したが､ 学年

により差異が見られたものの､ 集団１と集団Ｂの間に類似の傾向が認められた｡

過去の調査・分析からは､ 理科の成績には前年度の理科の成績および算数・数学の成績からの寄

与が大きく､ 次いで理科の好き嫌いも何らかの寄与を示していること (松原・猿田, 2000)､ 理科

の好き嫌いには学習内容の理解が関与していること (澤田編, 1996) などが明らかとなっている｡

これらに関連する変数は今回の主成分分析による成分としても抽出されたが､ 新たに､ 科学が世界

や人間社会にもたらす害の面について尋ねた五つの項目がひとつのまとまりを示しており､ これを

｢科学の害の面｣ と名付けた｡

各学年および両集団での結果を総合し､ 最終的に表11に示すように､ 全学年で共通な八つの合成

変数を決定した｡ なお合成変数は､ 抽出した各成分に含まれる項目を､ 合成変数として意味付けで

きるように取捨選択した｡ たとえば､ 他の教科と比較したときの理科の好き嫌いと理科の成績は同

じ成分 (表中の ｢理科の成績・好き嫌い｣) として抽出されてくることが多いが､ 理科の成績が良

いことが好き嫌いに影響している場合と､ 逆に理科の好き嫌いが成績に影響している場合の両方が

考えられる｡ しかし､ それらを合成した成分の示す内容はどちらが主体か明確でなくなるので､ 理

科の成績に関する項目をはずし､ 理科の好き嫌いを同じ成分として抽出されている理科への興味と

合わせてひとつの合成変数とした｡

� 理科得点に影響を与える諸因子の経年変化

主成分分析によって抽出・合成された成分について､ 基本的な統計量を表12に示した｡ 表12にお

いては､ 理科得点と算数・数学得点のデータも合わせて掲載した｡ これらの成分のうち､ 特に集団

１と集団Ｂで変化があったものをグラフで示した｡

まず､ 図４の ｢理科の好き嫌い｣ については､ 集団Ｂの中学校第２学年で若干ではあるが､ 好ま

しい態度の生徒が増えていることが分かる｡ 図５の ｢学習時間｣ については､ 集団Ｂの中学校第２

学年で時間数が減り､ 高等学校第２学年でも若干減っている｡

それに対して､ 図６の ｢児童・生徒中心の理科授業｣ が行われている頻度については､ 中学校第

２学年で集団Ｂが集団１を大きく上回り､ 中学校での理科授業に変化が見られることが分かる｡ 図

７の ｢実験の頻度｣ についても中学校第２学年で集団Ｂが集団１を上回っており､ 中学校の理科授

業で実験・観察を行う頻度が増えていることを表している｡
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表９ 主成分分析の結果 (集団１)

小学校第５学年

成分 (略称) 番号 質問項目 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 平均値 SD

理科の成績・
好き嫌い

背景09 理科の成績 0.617 0.30 0.74
背景11 理科の好き嫌い 0.804 0.55 0.85
態度40 理科への興味 0.730 1.20 1.16

理科の難しさ
態度01 内容の多さ 0.691 0.47 1.31
態度26 計算の難しさ 0.529 －0.40 1.44
態度39 器具の難しさ 0.611 0.39 1.44

実験の楽しさ
態度03 実験楽しい 0.565 1.73 0.69
態度33 野外楽しい 0.458 0.94 1.32

学習時間
背景05 校外学習時間 0.791 1.49 1.04
背景07 理科学習時間 0.742 0.82 0.75

生徒中心の
理科授業

学習34 生徒の希望 0.785 2.62 1.50
学習35 興味深い授業 0.697 2.79 1.40
学習40 生活との関連 0.562 1.64 1.43

実験の頻度
学習36 生徒実験 0.779 3.22 1.11
学習37 演示実験 0.720 2.66 1.34

科学の価値
態度05 生活向上 0.696 0.40 1.31
態度06 日常に役立つ 0.699 0.86 1.10
態度07 国の発展 0.721 0.79 1.19

科学の害の面

態度02 世界の複雑化 0.506 －0.09 1.39
態度09 科学的発見の害 0.497 0.07 1.31
態度16 世界の破壊 0.699 －0.44 1.45
態度21 思考の停止 0.699 －0.29 1.48
態度25 社会問題の源 0.560 －0.21 1.31

中学校第２学年

成分 (略称) 番号 質問項目 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 平均値 SD

理科の成績・
好き嫌い

背景09 理科の成績 0.805 0.28 0.92
背景11 理科の好き嫌い 0.785 0.26 1.01
態度40 理科への興味 0.714 0.63 1.25

理科の難しさ
態度01 内容の多さ 0.589 －0.23 1.27
態度26 計算の難しさ 0.487 －0.92 1.33
態度39 器具の難しさ 0.723 0.04 1.28

実験の楽しさ
態度03 実験楽しい 0.785 1.29 1.10
態度33 野外楽しい 0.657 0.80 1.20

学習時間
背景05 校外学習時間 0.859 1.32 0.97
背景07 理科学習時間 0.811 0.85 0.63

生徒中心の
理科授業

学習34 生徒の希望 0.625 1.88 1.50
学習35 興味深い授業 0.721 2.18 1.42
学習40 生活との関連 0.732 0.69 0.99

実験の頻度
学習36 生徒実験 0.803 2.77 0.92
学習37 演示実験 0.819 2.58 0.84

科学の価値
態度05 生活向上 0.818 0.29 1.23
態度06 日常に役立つ 0.742 0.52 1.17
態度07 国の発展 0.709 0.66 1.11

科学の害の面

態度02 世界の複雑化 0.607 0.00 1.35
態度09 科学的発見の害 0.533 －0.06 1.17
態度16 世界の破壊 0.649 －0.59 1.23
態度21 思考の停止 0.772 －0.13 1.36
態度25 社会問題の源 0.766 －0.24 1.23
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高等学校第２学年

成分 (略称) 番号 質問項目 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 平均値 SD

理科の成績・
好き嫌い

背景09 理科の成績 0.713 0.16 0.91
背景11 理科の好き嫌い 0.801 0.16 0.98
態度40 理科への興味 0.686 0.60 1.26

理科の難しさ
態度01 内容の多さ 0.580 －0.70 1.19
態度26 計算の難しさ －0.558 －1.37 0.94
態度39 器具の難しさ －0.545 0.02 1.29

実験の楽しさ
態度03 実験楽しい 0.696 1.19 1.06
態度33 野外楽しい 0.742 0.79 1.19

学習時間
背景05 校外学習時間 0.880 2.00 1.13
背景07 理科学習時間 0.734 0.50 0.66

生徒中心の
理科授業

学習34 生徒の希望 0.701 1.29 1.42
学習35 興味深い授業 0.673 2.07 1.47
学習40 生活との関連 0.665 1.05 1.30

実験の頻度
学習36 生徒実験 0.730 1.73 0.94
学習37 演示実験 0.636 1.40 1.06

科学の価値
態度05 生活向上 0.826 0.01 1.34
態度06 日常に役立つ 0.839 0.26 1.19
態度07 国の発展 0.709 0.57 1.19

科学の害の面

態度02 世界の複雑化 0.632 0.90 1.33
態度09 科学的発見の害 0.692 －0.09 1.18
態度16 世界の破壊 0.721 －0.48 1.26
態度21 思考の停止 0.520 0.12 1.37
態度25 社会問題の源 0.651 －0.18 1.22

表10 主成分分析の結果 (集団Ｂ)

小学校第５学年

成分 (略称) 番号 質問項目 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 平均値 SD

理科の成績・
好き嫌い

背景09 理科の成績 0.786 0.48 0.77
背景11 理科の好き嫌い 0.769 0.64 0.85
態度40 理科への興味 0.597 1.21 1.02

理科の難しさ
態度01 内容の多さ 0.659 0.56 1.25
態度26 計算の難しさ 0.723 －0.29 1.42
態度39 器具の難しさ －0.573 0.17 1.32

実験の楽しさ
態度03 実験楽しい 0.764 1.76 0.73
態度33 野外楽しい 0.687 0.97 1.25

学習時間
背景05 校外学習時間 0.809 1.29 1.15
背景07 理科学習時間 0.820 0.88 0.77

生徒中心の
理科授業

学習34 生徒の希望 0.695 2.70 1.38
学習35 興味深い授業 0.742 2.99 1.20
学習40 生活との関連 0.526 1.64 1.35

実験の頻度
学習36 生徒実験 0.716 3.06 1.06
学習37 演示実験 0.713 2.36 1.29

科学の価値
態度05 生活向上 0.713 0.47 1.17
態度06 日常に役立つ 1.03 1.04
態度07 国の発展 0.769 0.92 1.08

科学の害の面

態度02 世界の複雑化 0.591 －0.19 1.30
態度09 科学的発見の害 0.599 －0.13 1.31
態度16 世界の破壊 0.699 －0.76 1.30
態度21 思考の停止 －0.39 1.40
態度25 社会問題の源 0.717 －0.44 1.21
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中学校第２学年

成分 (略称) 番号 質問項目 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 平均値 SD

理科の成績・
好き嫌い

背景09 理科の成績 0.826 0.21 1.08
背景11 理科の好き嫌い 0.875 0.44 1.02
態度40 理科への興味 0.766 0.78 1.13

理科の難しさ
態度01 内容の多さ 0.562 －0.42 1.24
態度26 計算の難しさ －1.04 1.27
態度39 器具の難しさ 0.591 0.07 1.26

実験の楽しさ
態度03 実験楽しい 0.756 1.59 0.83
態度33 野外楽しい 0.511 0.64 1.26

学習時間
背景05 校外学習時間 0.831 1.00 0.95
背景07 理科学習時間 0.841 0.69 0.65

生徒中心の
理科授業

学習34 生徒の希望 0.782 2.18 1.43
学習35 興味深い授業 0.777 2.64 1.41
学習40 生活との関連 0.641 1.13 1.31

実験の頻度
学習36 生徒実験 0.706 3.09 0.85
学習37 演示実験 0.818 2.84 1.01

科学の価値
態度05 生活向上 0.772 0.11 1.19
態度06 日常に役立つ 0.793 0.28 1.17
態度07 国の発展 0.617 0.57 1.18

科学の害の面

態度02 世界の複雑化 0.635 －0.24 1.28
態度09 科学的発見の害 0.767 －0.06 1.13
態度16 世界の破壊 0.721 －0.53 1.21
態度21 思考の停止 0.726 －0.42 1.30
態度25 社会問題の源 0.680 －0.33 1.17

高等学校第２学年

成分 (略称) 番号 質問項目 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 平均値 SD

理科の成績・
好き嫌い

背景09 理科の成績 0.448 0.13 0.91
背景11 理科の好き嫌い 0.541 0.15 0.99
態度40 理科への興味 0.638 0.47 1.19

理科の難しさ
態度01 内容の多さ 0.541 －0.72 1.25
態度26 計算の難しさ 0.794 －1.24 1.10
態度39 器具の難しさ 0.733 0.10 1.25

実験の楽しさ
態度03 実験楽しい 0.788 1.28 1.02
態度33 野外楽しい 0.723 0.70 1.19

学習時間
背景05 校外学習時間 0.867 0.85 1.08
背景07 理科学習時間 0.808 0.40 0.61

生徒中心の
理科授業

学習34 生徒の希望 0.803 1.26 1.42
学習35 興味深い授業 0.776 2.05 1.48
学習40 生活との関連 0.494 1.18 1.33

実験の頻度
学習36 生徒実験 0.848 1.69 1.16
学習37 演示実験 0.824 1.41 1.22

科学の価値
態度05 生活向上 0.799 0.07 1.20
態度06 日常に役立つ 0.814 0.28 1.19
態度07 国の発展 0.749 0.70 1.16

科学の害の面

態度02 世界の複雑化 0.451 0.615 －0.43 1.24
態度09 科学的発見の害 0.659 －0.16 1.08
態度16 世界の破壊 0.753 －0.60 1.13
態度21 思考の停止 0.711 －0.33 1.37
態度25 社会問題の源 0.645 －0.36 1.07
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表11 各合成変数に含まれる質問項目

成分 (略称) 番号 質問項目 質問項目の内容

理科の好き嫌い

背景09 [理科の成績] [－あなたの理科の成績は､ 他の教科と比べてどうですか｡]

背景11 理科の好き嫌い －他の教科と比べて､ 理科は好きですか｡

態度40 理科への興味 －理科はおもしろいと思います｡

理科の難しさ

態度01 内容の多さ －理科は学ぶ内容が多すぎます｡

態度26 計算の難しさ －理科は計算が入るとむずかしいです｡

態度39 器具の難しさ －理科は器具の取り扱いがあるとむずかしいです｡

実験の楽しさ
態度03 実験楽しい －理科で､ 実験があると楽しいです｡

態度33 野外楽しい －屋外で生物を観察することや地形を観察することは楽しいです｡

学習時間

背景05 校外学習時間 －あなたは､ 学校以外でふつう１週間にどれくらいの時間勉強を
していますか｡ (すべての教科を合わせて答えなさい｡ また､
学習塾・進学塾などでの勉強時間も入れなさい｡)

背景07 理科学習時間 －あなたは､ 学校以外でふつう１週間にどれくらいの時間を､ 理
科の勉強に使っていますか｡ (学習塾での理科の勉強時間も入
れなさい｡)

生徒中心の
理科授業

学習34 生徒の希望 －先生は､ 理科の授業で､ 生徒の考えや希望を入れてくれます｡

学習35 興味深い授業 －先生は､ 興味深い理科の授業をしてくれます｡

学習40 生活との関連 －理科の授業で､ 先生は科学がいかに生活と深くかかわっている
かを説明してくれます｡

実験の頻度
学習36 生徒実験 －理科の授業では､ わたしたちに実験・観察をやらせてくれます｡

学習37 演示実験 －理科の授業では､ 先生が実験を見せてくれます｡

科学の価値

態度05 生活向上 －数学や科学をよく身につければ､ 一層生活が豊かになります｡

態度06 日常に役立つ －自然科学 (数学や科学) は､ 日常生活の問題を解決するのに役
立ちます｡

態度07 国の発展 －数学や科学は､ 国の発展にとって非常に重要なものです｡

科学の害の面

態度02 世界の複雑化 －科学の発明は､ 世の中をあまりにも複雑にしてきました｡

態度09 科学的発見の害 －科学的な発見は､ 益よりも害を多くもたらします｡

態度16 世界の破壊 －科学のために､ 世界がだんだん破壊されていきます｡

態度21 思考の停止 －科学上の発見が続いていくと､ しまいには人間は自分でものを
考えないようになるでしょう｡

態度25 社会問題の源 －世の中の問題の多くは､ 科学と技術が原因となっています｡

注) [ ] を付した項目は､ 合成変数からはずしたことを示す｡
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表12 理科および算数・数学得点と各合成変数の基礎統計量

成分 (略称) 学年
集 団 １ 集 団 Ｂ

有効数 最小値 最大値 平均値 (se) S.D. 有効数 最小値 最大値 平均値 (se) S.D.

理科得点

小５ 258 3 18 10.9 (0.2) 3.1 245 3 15 9.0 (0.2) 2.7

中２ 258 1 20 12.6 (0.2) 3.7 245 2 19 12.2 (0.2) 3.5

高２ 258 2 17 10.6 (0.2) 3.1 245 2 18 11.2 (0.2) 3.2

算数・数学得点

小５ 258 4 20 12.6 (0.2) 3.3 245 2 19 12.3 (0.2) 3.7

中２ 258 3 19 12.6 (0.2) 3.6 245 3 20 11.9 (0.2) 3.5

高２ 258 0 20 11.7 (0.2) 3.9 245 1 20 11.9 (0.3) 4.1

理科の好き嫌い

小５ 258 －2 2 0.9 (0.1) 0.9 245 －1.5 2 0.9 (0.1) 0.8

中２ 258 －2 2 0.4 (0.1) 1.0 237 －2 2 0.6 (0.1) 1.0

高２ 258 －2 2 0.3 (0.1) 1.0 245 －2 2 0.3 (0.1) 1.0

理科の難しさ

小５ 258 －2 2 0.2 (0.1) 1.0 245 －2 2 0.1 (0.1) 0.9

中２ 258 －2 2 －0.4 (0.1) 0.9 238 －2 2 －0.5 (0.1) 0.8

高２ 258 －2 2 －0.7 (0.0) 0.8 245 －2 2 －0.6 (0.1) 0.9

実験の好き嫌い

小５ 257 －2 2 1.3 (0.1) 0.8 244 －1 2 1.4 (0.1) 0.8

中２ 258 －2 2 1.0 (0.1) 0.9 235 －2 2 1.1 (0.1) 0.8

高２ 258 －2 2 1.0 (0.1) 0.9 245 －2 2 1.0 (0.1) 0.9

学習時間

小５ 256 0 3 1.2 (0.0) 0.7 244 0 4 1.1 (0.1) 0.8

中２ 258 0 3.5 1.1 (0.0) 0.7 244 0 3 0.8 (0.0) 0.7

高２ 257 0 3.5 0.8 (0.0) 0.8 244 0 3 0.6 (0.0) 0.7

児童・生徒中心の
理科授業

小５ 258 0 4 2.3 (0.1) 1.1 245 0 4 2.5 (0.1) 1.0

中２ 258 0 3.7 1.6 (0.1) 1.0 242 0 4 2.0 (0.1) 1.1

高２ 258 0 4 1.5 (0.1) 1.0 241 0 4 1.5 (0.1) 1.0

実験の頻度

小５ 258 0 4 2.9 (0.1) 1.0 245 0 4 2.7 (0.1) 1.0

中２ 258 0 4 2.7 (0.0) 0.8 239 0 4 3.0 (0.1) 0.8

高２ 258 0 4 1.6 (0.1) 0.8 242 0 4 1.6 (0.1) 1.1

科学の価値

小５ 258 －2 2 0.7 (0.1) 0.9 245 －1.7 2 0.8 (0.0) 0.8

中２ 258 －2 2 0.5 (0.1) 0.9 235 －2 2 0.3 (0.1) 0.9

高２ 258 －2 2 0.3 (0.1) 1.0 245 －2 2 0.3 (0.1) 1.0

科学の害の面

小５ 258 －2 2 －0.2 (0.1) 0.9 245 －2 2 －0.4 (0.1) 0.8

中２ 258 －2 2 －0.2 (0.1) 0.8 242 －2 2 －0.3 (0.1) 0.8

高２ 258 －2 2 －0.1 (0.1) 0.8 244 －2 2 －0.4 (0.1) 0.8

図４ ｢理科の好き嫌い｣ の経年変化



なお､ ｢実験の楽しさ｣ や ｢実験の頻度｣ という合成変数については､ 成分を構成する各項目に

対して賛成およびやや賛成と回答する割合がどの学年も７～９割を占めることから､ 反対と回答し

た少数派の児童・生徒の寄与が大きく反映されることになるため､ 実験に関するこれらの合成変数

を以降の分析では対象から除くこととした｡

理科の学力とそれに影響を与える諸因子の経年変化
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図５ ｢学習時間｣ の経年変化

図６ ｢児童・生徒中心の理科授業｣ の経年変化

図７ ｢実験の頻度｣ の経年変化



� 理科得点や理科の好き嫌い､ 科学に対する価値観に対する諸因子の影響

最終的な目的である理科の得点や理科や科学に対する態度に影響を与える諸因子の影響を見積も

るために､ まず同一学年における諸因子相互の関連の強さを相関係数で確認することとした｡

表13および表14に掲げた相関係数でみるかぎり､ 理科得点と算数・数学得点との間には強い関連

があることが分かる｡ ｢理科の好き嫌い｣ と ｢理科の難しさ｣ との間にも強い関連性があり､ 理科

が好きであるかどうかということと理科に難しさを感じるかどうかということに対して同じような

回答傾向があることが見てとれる｡

｢学習時間｣ については集団Ｂの高等学校第２学年を除いて､ ｢科学の害の面｣ については集団

１の中学校第２学年を除いて､ 他の合成変数との関連があまり大きくないため､ これらの合成変数

を分析から除くこととした｡
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表13 理科および算数・数学得点と各合成変数間の相関係数 (集団１)

小学校第５学年
理科
得点

算数
得点

理科の好
き嫌い

理科の
難しさ

学習
時間

児童中心の
理科授業

科学の
価値

科学の
害の面

理科得点 0.485 0.155 0.157 0.214

算数得点 0.485 0.191

理科の好き嫌い 0.155 0.330 0.200

理科の難しさ 0.157 0.330 0.132 0.139

学習時間 0.132 0.132 0.142

児童中心の理科授業 0.139 0.142

科学の価値 0.214 0.191 0.200

科学の害の面

中学校第２学年
理科
得点

数学
得点

理科の好
き嫌い

理科の
難しさ

学習
時間

生徒中心の
理科授業

科学の
価値

科学の
害の面

理科得点 0.561 0.348 0.346 0.129 0.199 0.213

数学得点 0.561 0.187 0.275 0.139 0.134 0.145

理科の好き嫌い 0.348 0.187 0.337 0.135 0.290 0.173 0.125

理科の難しさ 0.346 0.275 0.337 0.147 0.346

学習時間 0.129 0.139 0.135 0.147 0.144

生徒中心の理科授業 0.290 0.201

科学の価値 0.199 0.134 0.173 0.201 0.221

科学の害の面 0.213 0.145 0.125 0.346 0.144 0.221

高等学校第２学年
理科
得点

数学
得点

理科の好
き嫌い

理科の
難しさ

学習
時間

生徒中心の
理科授業

科学の
価値

科学の
害の面

理科得点 0.503 0.271 0.188 0.135 0.210

数学得点 0.503 0.168 0.200 0.283 0.142

理科の好き嫌い 0.271 0.168 0.303 0.136 0.242 0.326

理科の難しさ 0.188 0.200 0.303 0.197

学習時間 0.135 0.283 0.136 0.151 0.138

生徒中心の理科授業 0.242 0.171

科学の価値 0.210 0.142 0.326 0.151 0.171

科学の害の面 0.197 0.138

注) 表中の相関係数は１％水準で有意なものを示し､ イタリック体は５％水準で有意であることを示している｡



最終的に残った合成変数は ｢理科の好き嫌い｣ ｢理科の難しさ｣ ｢生徒中心の理科授業｣ ｢科学の

価値｣ の四つであった｡ これらの合成変数が理科得点に与える影響を見積もるのであるが､ 前の学

校段階での理科得点がどのように影響しているかを調べるために､ 中学校第２学年と高等学校第２

学年の時点での理科得点および理科や科学に対する態度を目的変数とし､ その他の合成変数を説明

変数とする重回帰分析を行うこととした｡

具体的には､ 中学校第２学年における理科得点に影響を与える諸因子として､ 小学校第５学年時

の理科得点､ 中学校第２学年時の数学得点､ ｢理科の好き嫌い｣､ ｢理科の難しさ｣､ ｢生徒中心の理

科授業｣､ ｢科学の価値｣ の６個の変数を選び､ 強制投入法による線型回帰分析を行った｡ ｢理科の

好き嫌い｣ に影響を与える諸因子の寄与を調べる際には､ 小学校第５学年時の ｢理科の好き嫌い｣

に中学校第２学年時の理科得点､ 数学得点､ ｢理科の難しさ｣､ ｢生徒中心の理科授業｣､ ｢科学の価

値｣ を加えた６個の変数を説明変数とするモデルとした｡ 同様に ｢科学の価値｣ に影響を与える諸

因子の寄与を調べる際には､ 小学校第５学年時の ｢科学の価値｣ に中学校第２学年時の理科得点､

数学得点､ ｢理科の好き嫌い｣､ ｢理科の難しさ｣､ ｢生徒中心の理科授業｣ を加えた６個の変数を説

理科の学力とそれに影響を与える諸因子の経年変化
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表14 理科および算数・数学得点と各合成変数間の相関係数 (集団Ｂ)

小学校第５学年
理科
得点

算数
得点

理科の好
き嫌い

理科の
難しさ

学習
時間

児童中心の
理科授業

科学の
価値

科学の
害の面

理科得点 0.482 0.163 0.184

算数得点 0.482 0.194 0.153 0.163

理科の好き嫌い 0.252 0.127 0.155 0.125

理科の難しさ 0.163 0.194 0.252 0.135

学習時間 0.184 0.153 0.127 0.135 0.169 －0.156

児童中心の理科授業 0.163 0.155 0.169 0.210

科学の価値 0.125 0.210

科学の害の面 -0.156

中学校第２学年
理科
得点

数学
得点

理科の好
き嫌い

理科の
難しさ

学習
時間

児童中心の
理科授業

科学の
価値

科学の
害の面

理科得点 0.607 0.202 0.193

数学得点 0.607 0.147 0.142

理科の好き嫌い 0.202 0.147 0.321 0.165 0.268 0.333

理科の難しさ 0.193 0.321 0.199 0.193

学習時間 0.165 0.199

生徒中心の理科授業 0.268 0.146

科学の価値 0.142 0.333 0.146

科学の害の面 0.193

高等学校第２学年
理科
得点

数学
得点

理科の好
き嫌い

理科の
難しさ

学習
時間

児童中心の
理科授業

科学の
価値

科学の
害の面

理科得点 0.639 0.354 0.263 0.283 0.203 0.160

数学得点 0.639 0.360 0.306 0.463 0.139 0.249 0.231

理科の好き嫌い 0.354 0.360 0.452 0.257 0.260 0.283

理科の難しさ 0.263 0.306 0.452 0.293 0.163 0.295

学習時間 0.283 0.463 0.257 0.293 0.255

生徒中心の理科授業 0.139 0.260

科学の価値 0.203 0.249 0.283 0.163 0.255

科学の害の面 0.160 0.231 0.295

注) 表中の相関係数は１％水準で有意なものを示し､ イタリック体は５％水準で有意であることを示している｡



明変数とした｡ 高等学校第２学年の分析においては､ 目的変数と同一の中学校第２学年時の変数を

説明変数に含め､ 残りは高等学校第２学年時の変数を用いた｡

表15から表17に､ 理科得点､ ｢理科の好き嫌い｣､ ｢科学の価値｣ に対する諸因子からの寄与の大

きさを表す標準化回帰係数β (パス係数､ ５％水準で有意なもの) とモデルの適合度を表す重相関

係数Ｒの二乗値を示した｡ その結果､ 中学校第２学年および高等学校第２学年､ 集団１および集団

Ｂともに､ 理科得点に関するモデルの適合度が0.4以上 (集団１の高等学校第２学年のみ0.386) の

高い値を示した｡ ｢理科の好き嫌い｣ に関するモデルでは､ 適合度が0.266～0.383と理科得点に次

ぐ高い値を示した｡ それに対して､ ｢科学の価値｣ に関するモデルでは適合度が0.103～0.159で値

は低かった｡

そこで､ もっともモデルの適合度が高い理科得点についてのみ､ 図８および図９にパス図および

パス係数 (５％水準で有意なもののみ) を掲げることとした｡

これらの図より､ 中学校第２学年および高等学校第２学年､ 集団１および集団Ｂともに､ 共通し

て理科得点に影響を与えているのは前学校段階での理科得点および同一学年での数学得点である｡

集団Ｂでは､ 中学校第２学年および高等学校第２学年ともに､ 理科得点に前の学校段階での理科得
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表15 理科の得点に対するパス係数および適合度

中学校第２学年 集団１ 集団Ｂ 高等学校第２学年 集団１ 集団Ｂ

小５ 理科得点 0.315 0.305 中２ 理科得点 0.381 0.253

中２

数学得点 0.318 0.465

高２

数学得点 0.301 0.475

理科の好き嫌い 0.152 理科の好き嫌い 0.110 0.108

理科の難しさ 0.138 理科の難しさ

生徒中心の理科授業 0.108 生徒中心の理科授業

科学の価値 科学の価値

適合度 0.463 0.421 適合度 0.386 0.482

表16 理科の好き嫌いに対するパス係数および適合度

中学校第２学年 集団１ 集団Ｂ 高等学校第２学年 集団１ 集団Ｂ

小５ 理科の好き嫌い 0.211 0.245 中２ 理科の好き嫌い 0.298 0.273

中２

理科得点 0.208

高２

理科得点 0.116

数学得点 数学得点 0.173

理科の難しさ 0.203 0.263 理科の難しさ 0.200 0.293

生徒中心の理科授業 0.242 0.208 生徒中心の理科授業 0.153 0.178

科学の価値 0.234 科学の価値 0.223 0.132

適合度 0.266 0.284 適合度 0.307 0.383

表17 科学の価値に対するパス係数および適合度

中学校第２学年 集団１ 集団Ｂ 高等学校第２学年 集団１ 集団Ｂ

小５ 科学の価値 0.197 0.250 中２ 科学の価値 0.234 0.197

中２

理科得点 0.159

高２

理科得点

数学得点 数学得点 0.145

理科の好き嫌い 0.304 理科の好き嫌い 0.297 0.206

理科の難しさ 理科の難しさ

生徒中心の理科授業 0.183 生徒中心の理科授業

適合度 0.103 0.159 適合度 0.153 0.130



点の影響以上に､ 同一学年の数学得点からの影響が大きい｡ また､ 集団Ｂの中学校第２学年を除い

て､ ｢理科の好き嫌い｣ が理科得点に与える影響がみられる｡

パス図としては示さなかったが､ 表16および表17より､ ｢理科の好き嫌い｣ および ｢科学の価値｣

に関するモデルの結果からは､ 次のようなことが言える｡

集団１においては ｢理科の好き嫌い｣ に対しても理科得点からの影響がみられ､ 理科の好き嫌い

や理科への興味・関心と理科の成績とは相互に影響を与えている様子がみられる｡ 集団Ｂでは ｢理

科の好き嫌い｣ に理科得点からの影響がみられず､ その代わりに ｢理科の難しさ｣ からの影響が大

きくなっている｡

｢科学の価値｣ についてはモデルの適合度が低いものの､ 前の学校段階での同一変数からの影響

以外に､ 当該学年の ｢理科の好き嫌い｣ からの影響がみられるのが特徴である｡ 理科が好きである

ことや理科がおもしろいと思うことが科学を価値あるものとみなす態度に影響を与えるものと考え

られよう｡

以上の結果から､ 理科得点や理科の好き嫌いや科学に対する価値観に影響を与える諸因子は､ 集

団１と集団Ｂとでほぼ同じものであることがわかった｡ すなわち､ 異なる教育課程のもとで学習し

ている集団においても､ 理科の成績には前学校段階の理科の成績だけでなく同一学年での数学の成

績の影響が大きいこと､ また､ 理科の成績には理科の好き嫌いや興味・関心が影響を与えること､

が共通にみられる｡ したがって､ これらの傾向には再現性があることが確認できた｡

一方で､ ｢理科の好き嫌い｣ に影響を与える因子については､ 集団間で違いがみられた｡ 集団１

では ｢理科の好き嫌い｣ に対して理科得点からの影響がみられるが､ 集団Ｂでは理科得点からの影

響ではなく､ ｢理科の難しさ｣ からの影響がみられた｡ ｢理科の難しさ｣ は､ 学習内容が多いかどう

か､ 計算があると難しいかどうか､ 器具の取り扱いが難しいかどうか､ という質問項目から構成さ

れる合成変数である｡ これらの質問項目に対して否定的な回答をする生徒の方が ｢理科の好き嫌い｣

に肯定的な回答をすることを物語っている｡ すなわち､ 集団Ｂでは理科で学習する事項の分量や計

算や器具の取り扱いに対する生徒の抵抗感を払拭することが理科好きを増やすことにつながってい

く可能性があることが推測でき､ 理科授業の改善を図る際に役立つ知見と言えよう｡

理科の学力とそれに影響を与える諸因子の経年変化
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図８ 理科得点に対する諸因子の影響 (パス図) －集団１－
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図９ 理科得点に対する諸因子の影響 (パス図) －集団Ｂ－
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Abstract

Data based on �Longitudinal Study on Science and Mathematics� and �Periodical Survey of Sci-

ence and Mathematics� were used in analyses of longitudinal changes of perceptions on science

in the course of advancing from elementary school to lower secondary school and on to upper

secondary school. The analysis subjects were students (Cohort 1 and Cohort B) who were 5th

grade in 1989 and 1995 school years respectively. Those students in both cohorts were enrolled

in the same schools and participated in surveys regarding 5th grade in elementary school, 2nd

grade in lower secondary school and 2nd grade in upper secondary school. Investigation concen-

trated on the rate of non-change of perceptions on science. For the non-change rate, compari-

sons were made of the following three: rate at which attitudes did not change with an advance

in the school level when viewed as a group (apparent non-change rate), rate at which attitudes

did not change when computing from individual data (actual non-change rate), rate at which

the same answer was obtained by chance (non-change probability).

In comparisons in terms of school levels between elementary school and lower secondary school

or between lower secondary school and upper secondary school, the apparent non-change rates

often showed values of about 0.8-0.9. The actual non-change rates were between 0.4 and 0.6 in

many cases. Meanwhile, there were many cases of non-change probabilities in a range between

0.3 and 0.5. The actual non-change rate was generally larger than the non-change probability

and smaller than the apparent non-change rate. In all items relating to science, the actual non-

change rates were between the other two non-change rates. Moreover, in almost all cases the

actual non-change rates showed values that were closer to the non-change probabilities than

the apparent non-change rates. In computing the ratio (corrected actual non-change rate)

after subtracting the non-change probabilities from the actual non-change rates, the value was

small at about 0.1-0.2. These results suggest that the opportunity to change the perception on

science was large in any school level.
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はじめに

理数嫌い､ 理工系離れが叫ばれて久しい｡ 現在では､ 理科に対する関心や意欲､ 科学技術に対す

る意識の向上等は､ 科学的な考え方や表現する力の育成とともにわが国の科学教育政策を進めてい

く重要な柱の一つとなっている｡ これまで国立教育政策研究所及び前身の国立教育研究所が実施し

てきた国際教育調査や国内の教育課程状況調査等では､ いずれの調査でも小学校での理科は好きな

教科であったが､ 中学校､ 高等学校へと進むにしたがって好きな生徒の割合は減っていった｡ 理数

長期追跡研究及びその継続研究である理数定点調査研究の結果からは､ 学校段階が進むと理科が面

白いとする生徒の意識は､ 賛成とその他に２分類した場合､ 反応率からは変化の認められないとき

にも変化が認められた場合と同様､ ほぼ３人に１人が変化していたことについてはすでに報告した

(松原, 2001)｡

本稿では､ 小・中・高等学校で同一対象者に調査を行った､ 調査時期の異なる二つの集団に着目

し､ 理科の意識に関わる質問項目に関して､ 回答割合が集団としての変化と個人を基礎としたとき

の変化でどのように異なっているかについて分析した結果を報告する｡ その際､ 回答を賛成､ 中立､

反対の３分類とし､ ｢見かけの不変率｣ 及び ｢不変確率｣ を導入して､ 個人を基にしたデータから

得た ｢実際の不変率｣ と比較した (松原, 2006)｡ また､ 小・中・高等学校の三つの学校段階を通

じての個人を基にした変化も報告する｡

１ 目 的

小学校から中学校､ 高等学校と学校段階が進むに従って､ 児童生徒の理科学習に関する意識や科

学技術に対する意識はどのように変化していくか､ 個人を基礎とした経年変化を明らかにする｡

２ 方 法

� 調査対象

国立教育政策研究所では各県教育センターの協力を得て､ 1989 (平成元) 年度より1996 (平成８)

年度まで小学校第５学年から高等学校第３学年まで同一年齢集団 (集団１～３) を対象とした ｢理

科および算数・数学の到達度とそれに影響を与える諸因子との関連に関する長期的追跡研究 (略称：

理数長期追跡研究)｣ を実施してきた (松原・猿田, 2000)｡ また､ その継続調査として1995 (平成

７) 年度から同一地域で小学校第５学年､ 中学校第２学年､ 高等学校第２学年の３学年において同

一年齢集団 (集団Ａ～Ｄ) を対象とした追跡調査 ｢理科及び算数・数学の到達度とそれに影響を与

える諸因子に関する定点調査研究 (略称：理数定点調査研究)｣ を行ってきた (理数定点調査研究

プロジェクト, 2006)｡

44



今回の分析対象集団は､ 表１に示す､ 1989年度の小学校第５学年から８年間追跡調査を行った

｢集団１｣ と､ 1996年度から小学校第５学年､ 中学校第２学年､ 高等学校第２学年について調査を

行った ｢集団Ｂ｣ であり､ 両集団に共通な小・中・高等学校でのデータがあり､ 比較が可能である｡

追跡対象は､ 両集団に共通する調査校 (小学校13校､ 中学校６校､ 高等学校８校) の小学校第５学

年､ 中学校第２学年､ 高等学校第２学年 (以下､ 小５､ 中２､ 高２とそれぞれ記す) における調査

に参加した者とした｡ その数は､ 集団１が258名､ 集団Ｂは245名であった｡ この調査対象者を本稿

における分析対象者とする｡ なお､ 調査対象地域は､ 岩手､ 宮城､ 福島､ 茨城､ 山梨の５県の各１

地域である｡

ここで､ 集団１は小学校５年時が1989年度であり､ 1977 (昭和52) 年告示の学習指導要領による

教育を受け､ 中学校３年時に1989 (平成元) 年告示の学習指導要領に移行している｡ 一方､ 集団Ｂ

は小学校５年時が1996年度であり､ 小学校１年時より1989年告示の学習指導要領による教育を受け､

高等学校でも1989年告示の学習指導要領下での教育を受けている｡

� 調査内容

本調査には理数に対する意識などについて尋ねている質問項目が含まれる｡ 本稿ではこの質問項

目のうち､ 理科に関する ｢理科の成績｣､ ｢理科の好き嫌い｣､ ｢理科は面白い｣､ ｢理科は内容過多｣､

｢理科実験が楽しい｣､ ｢野外での観察楽しい｣､ ｢理科器具扱い難しい｣､ ｢理科計算が難しい｣ の８

項目と､ 科学の価値に関する ｢科学は日常に役立つ｣､ ｢科学で生活向上｣､ ｢科学は国の発展に重要｣､

｢科学経費に価値あり｣､ ｢科学研究経費の増額｣ の５項目の計13項目を取り上げる｡

表２には､ 各項目の略称と質問内容を示す｡ 回答はいずれも五つの選択肢から選ぶ形式である｡

表中で､ *を付した理科の成績の項目では､ ｢最も良い｣､ ｢他の教科より良い方だ｣､ ｢他の教科に比

べて､ 良いとも悪いともいえない｣､ ｢他の教科より悪い方だ｣､ ｢最も悪い｣ の中から､ **を付した

理科の好き嫌いでは､ ｢最も好き｣､ ｢他の教科より好きなほうだ｣､ ｢他の教科に比べて､ 好きとも

児童生徒の理科に関する意識の経年変化
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表１ 調査年度と調査対象 (両集団に共通な対象校のみ)

年度 集団１ 集団Ｂ 教育課程の実施

1989 小学校５年 (13校､ 1323名) 小・中・高等学校告示

1990 小学校６年

1991 中学校１年

1992 中学校２年 (６校､ 1418名) 小学校

1993 中学校３年 中学校

1994 高等学校１年 高等学校１年

1995 高等学校２年 (８校､ 2142名) 高等学校２年

1996 高等学校３年 小学校５年 (13校､ 1159名) 高等学校３年

1997 －

1998 － 小・中・高等学校告示

1999 中学校２年 (６校､ 1171名)

2000 －

2001 －

2002 高等学校２年 (８校､ 1967名) 小・中学校

2003 － 高等学校１年

追跡者数 小５､ 中２､ 高２追跡対象258名 小５､ 中２､ 高２追跡対象245名

注) ゴシック体は分析対象学年を､ カッコ内は両集団に共通の学校とそこに在籍していた調査対象者の数を示す｡
教育課程改訂の欄は､ 当該学校種 (あるいは学年) の学習指導要領の改訂告示年度及び施行年度を示す｡



嫌いともいえない｣､ ｢他の教科より嫌いなほうだ｣､ ｢最も嫌い｣ の中から､ その他の項目は､ ｢そ

うだと思う｣､ ｢どちらかといえばそう思う｣､ ｢そうではないと思う｣､ ｢どちらかといえばそうでは

ないと思う｣､ ｢どちらともいえない｣ のいずれも５段階の中から一つ選び出す形式である｡

３ 分析の結果と考察

� 各校種での反応率

本稿での分析では､ 以下のとおりいずれの項目も５選択肢を三つに分類し直した｡ このような意

識を問う回答では､ 項目内容に賛成する回答や反対する回答をそれぞれまとめて解析する方法がし

ばしば取られる｡ 国際数学・理科教育動向調査 TIMSS でも､ 理科に対する好き嫌いについては

｢どちらともいえない｣ を除く４肢選択であるが､ ｢大好き｣ 及び ｢好き｣ をまとめて分析している

(国立教育研究所, 1997)｡ また､ 本調査では各項目とも回答が５肢選択形式であり､ 場合の数は５

通り､ ３学年にわたる分析では場合の数が125に上ることになる｡ 回答を３分類にまとめ直すこと

で３学年での場合の数は27に減り単純化することができる｡ そこで､ この方法を採用し､ 分析する

ことにした｡

・理科の成績では､ 設問の趣旨から ｢最も良い｣ と ｢他の教科より良い方だ｣ を 『良い』 とし､

｢他の教科に比べて､ 良いとも悪いともいえない｣ を 『中立』､ ｢他の教科より悪い方だ｣ ｢最も悪

い｣ を 『悪い』 に分類した｡

・理科の好き嫌いでは､ ｢最も好きだ｣ と ｢他の教科より好きなほうだ｣ を 『好き』､ ｢他の教科に

比べて､ 好きとも嫌いともいえない｣ を 『中立』､ ｢他の教科より嫌いなほうだ｣ と ｢最も嫌いだ｣

を 『嫌い』 に分類した｡

・その他の項目では､ 選択肢 ｢そうだと思う｣ と ｢どちらかといえばそう思う｣ を 『賛成』､ ｢そう

ではないと思う｣ と ｢どちらかといえばそうではないと思う｣ を 『反対』､ ｢どちらともいえない｣

を 『中立』 に分類した｡

各項目に対する回答を３分類に直して算出した反応率は､ 表３の反応率の欄に示すとおりである｡

両集団とも多くの項目において､ 小５と中２の間で賛成などの反応率が大きく変化している｡
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表２ 項目の内容と略称

項目番号 項目略称 項 目 内 容

背景09 理科の成績* あなたの理科の成績は､ 他の教科と比べてどうですか｡

背景11 理科の好き嫌い** 他の教科と比べて､ 理科は好きですか｡

態度40 理科は面白い 理科はおもしろいと思います｡

態度01 理科は内容過多 理科は学ぶ内容が多すぎます｡

態度03 理科実験が楽しい 理科で､ 実験があると楽しいです｡

態度33 野外での観察楽しい 屋外で生物を観察することや地形を観察することは楽しいです｡

態度39 理科器具扱い難しい 理科は器具の取り扱いがあるとむずかしいです｡

態度26 理科計算が難しい 理科は計算が入るとむずかしいです｡

態度06 科学は日常に役立つ 自然科学 (数学や科学) は､ 日常生活の問題を解決するのに役立ちます｡

態度05 科学で生活向上 算数・数学や科学をよく勉強すれば､ もっと生活が豊かになります｡

態度07 科学は国の発展に重要 数学や科学は､ 国の発展にとって非常に重要なものです｡

態度28 科学経費に価値あり 科学のためにお金を使うことは､ 十分に価値のあることです｡

態度14 科学研究経費の増額 国は､ 科学に関する研究にもっとお金をかけるべきです｡
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表３ 各校種での反応率と見かけの不変率

項 目
回答
分類

集団１；n＝258 集団Ｂ；n＝245

反応率 見かけの不変率＊ 反応率 見かけの不変率

小５ 中２ 高２ 小－中 中－高 小中高 小５ 中２ 高２ 小－中 中－高 小中高

背景09
理科の成績

良い 0.33 0.36 0.32 0.33 0.32 0.32 0.42 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

中立 0.59 0.47 0.48 0.47 0.47 0.47 0.53 0.37 0.40 0.37 0.37 0.37

悪い 0.07 0.17 0.19 0.07 0.17 0.07 0.05 0.27 0.24 0.05 0.24 0.05

無答 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.87 0.96 0.86 － － － 0.78 0.97 0.78

背景11
理科の好き嫌い

好き 0.55 0.39 0.37 0.39 0.37 0.37 0.57 0.48 0.38 0.48 0.38 0.38

中立 0.36 0.39 0.42 0.36 0.39 0.36 0.34 0.34 0.38 0.34 0.34 0.34

嫌い 0.09 0.22 0.21 0.09 0.21 0.09 0.08 0.17 0.24 0.08 0.17 0.08

無答 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.84 0.97 0.82 － － － 0.91 0.89 0.80

態度40
理科は面白い

賛成 0.81 0.56 0.57 0.56 0.56 0.56 0.82 0.62 0.51 0.62 0.51 0.51

中立 0.08 0.25 0.21 0.08 0.21 0.08 0.09 0.24 0.31 0.09 0.24 0.09

反対 0.11 0.19 0.21 0.11 0.19 0.11 0.09 0.11 0.18 0.09 0.11 0.09

無答 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.75 0.96 0.75 － － － 0.79 0.87 0.69

態度01
理科は内容過多

賛成 0.29 0.46 0.62 0.29 0.46 0.29 0.27 0.61 0.64 0.27 0.61 0.27

中立 0.21 0.28 0.23 0.21 0.23 0.21 0.19 0.17 0.18 0.00 0.17 0.00

反対 0.50 0.26 0.14 0.26 0.14 0.14 0.54 0.21 0.17 0.21 0.17 0.17

無答 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.76 0.83 0.64 － － － 0.49 0.96 0.44

態度03
理科の実験が楽
しい

賛成 0.92 0.81 0.83 0.81 0.81 0.81 0.95 0.89 0.81 0.89 0.81 0.81

中立 0.04 0.11 0.08 0.00 0.08 0.00 0.01 0.04 0.10 0.01 0.04 0.01

反対 0.01 0.08 0.08 0.01 0.08 0.01 0.04 0.05 0.09 0.04 0.05 0.04

無答 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.82 0.97 0.82 － － － 0.94 0.91 0.86

態度33
野外での観察楽
しい

賛成 0.72 0.67 0.72 0.67 0.67 0.67 0.73 0.56 0.64 0.56 0.56 0.56

中立 0.11 0.19 0.13 0.11 0.13 0.11 0.12 0.24 0.19 0.12 0.19 0.12

反対 0.16 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.18 0.18 0.15 0.18 0.15

無答 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.92 0.94 0.92 － － － 0.83 0.92 0.83

態度39
理科器具扱い難
しい

賛成 0.34 0.43 0.38 0.34 0.38 0.34 0.38 0.39 0.35 0.38 0.35 0.35

中立 0.12 0.20 0.25 0.12 0.20 0.12 0.17 0.21 0.27 0.17 0.21 0.17

反対 0.53 0.36 0.37 0.36 0.36 0.36 0.44 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38

無答 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.83 0.94 0.83 － － － 0.93 0.93 0.90

態度26
理科計算が難し
い

賛成 0.53 0.74 0.90 0.53 0.74 0.53 0.51 0.79 0.83 0.51 0.79 0.51

中立 0.17 0.09 0.03 0.00 0.00 0.00 0.19 0.05 0.07 0.00 0.05 0.00

反対 0.29 0.17 0.07 0.17 0.07 0.07 0.30 0.16 0.10 0.16 0.10 0.10

無答 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.70 0.81 0.60 － － － 0.67 0.93 0.60

態度06
科学は日常に役
立つ

賛成 0.72 0.54 0.46 0.54 0.46 0.46 0.78 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47

中立 0.15 0.28 0.31 0.15 0.28 0.15 0.13 0.29 0.31 0.00 0.29 0.00

反対 0.12 0.17 0.22 0.12 0.17 0.12 0.09 0.23 0.22 0.09 0.22 0.09

無答 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.81 0.92 0.73 － － － 0.56 0.98 0.56



一方､ 中２と高２の間では半数の項目で集団により反応率の変化の仕方が異なっている｡ 理科の

好き嫌い､ 理科は面白い､ 理科実験が楽しいという理科の興味関心に関する項目では､ 集団１で中

２－高２間の反応率に大きな変化は認められないが､ 集団Ｂでは小５－中２間だけでなく､ 中２－

高２間にも変化がみられる｡ それに対して､ 理科は内容過多､ 理科計算が難しい､ 科学は日常に役

立つ､ 科学で生活向上という理科の難しさと科学の役立ちに関する項目では､ 集団１で中２－高２

間にも変化が認められるが､ 集団Ｂでは中２－高２間に大きな変化はみられなかった｡ これらの変

化は教育課程の改訂と関連していることが考えられる｡ すなわち､ 集団１では中３から1989年度告

示の教育課程に移行しており､ 改訂の影響は高２に対する調査から現れてくることになる｡ 教育課

程の改訂に伴って関心・意欲・態度の重視が打ち出された影響は､ 集団１の中２ (改訂前) の理科

が面白いとする回答 (賛成) と比べても､ 高２ (改訂後) の数値が小さくなっていないこととして

現れている (松原, 2001)｡ また､ 集団Ｂの中２－高２間で差異が認められなくなっている､ 理科

の難しさと科学の役立ちに関しては､ 中２での回答が集団Ｂで好ましくない方向 (難しさは賛成が

増加､ 役立ちは賛成が減少) に変わっている｡ これは､ 集団Ｂでは小学校から学習内容が厳選され､

科学技術と日常生活との関連が強調されるようになったため､ 中２では小学校との比較で難しく感

じたり､ 役立たないと思ったりしていることが考えられる｡

以下､ いくつかの項目について反応率の傾向をみていく｡

理科の成績の項目では､ 両集団とも小５で悪いと回答した児童が中学校や高等学校に比べて少な

い｡ 集団間について着目すると､ 小５の集団Ｂは､ 集団１に比べて､ 理科の成績が良いと感じてい

る児童が増加し､ 中２､ 高２では逆に理科の成績が悪いとした生徒が増えている｡

理科が面白いとする考えに対する意識は､ 両集団とも小５で80％を超える児童がそのとおり面白

い (賛成) と回答している｡ 小学校で理科に興味関心を持っている割合が大きいことは､ 他の多く
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態度05
科学で生活向上

賛成 0.52 0.47 0.40 0.47 0.40 0.40 0.59 0.38 0.39 0.38 0.38 0.38

中立 0.27 0.29 0.28 0.27 0.28 0.27 0.20 0.34 0.33 0.20 0.33 0.20

反対 0.20 0.24 0.32 0.20 0.24 0.20 0.21 0.26 0.28 0.21 0.26 0.21

無答 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.94 0.92 0.88 － － － 0.79 0.97 0.79

態度07
科学は国の発展
に重要

賛成 0.69 0.58 0.57 0.58 0.57 0.57 0.74 0.53 0.62 0.53 0.53 0.53

中立 0.16 0.29 0.27 0.16 0.27 0.16 0.14 0.30 0.24 0.14 0.24 0.14

反対 0.14 0.13 0.16 0.13 0.13 0.13 0.12 0.16 0.14 0.12 0.14 0.12

無答 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.87 0.97 0.86 － － － 0.79 0.91 0.79

態度28
科学経費に価値
あり

賛成 0.27 0.32 0.40 0.27 0.32 0.27 0.22 0.25 0.30 0.22 0.25 0.22

中立 0.28 0.35 0.34 0.28 0.34 0.28 0.24 0.38 0.43 0.24 0.38 0.24

反対 0.44 0.33 0.26 0.33 0.26 0.26 0.53 0.34 0.27 0.34 0.27 0.27

無答 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.88 0.92 0.81 － － － 0.80 0.90 0.73

態度14
科学研究経費の
増額

賛成 0.22 0.23 0.24 0.22 0.23 0.22 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14

中立 0.22 0.33 0.38 0.22 0.33 0.22 0.25 0.34 0.42 0.25 0.34 0.25

反対 0.55 0.44 0.37 0.44 0.37 0.37 0.61 0.50 0.44 0.50 0.44 0.44

無答 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

計 － － － 0.88 0.93 0.81 － － － 0.89 0.92 0.82

＊) 見かけの不変率とは､ 集団としてみた場合の校種間で回答が変わっていない割合を指す｡ その算出方法は図５－
１参照のこと｡



の調査においても認められている (例えば､ 国立教育研究所, 1993；国立教育政策研究所,

2005)｡ 中学校､ 高等学校と進むにしたがってこの傾向は小さくなっていくが､ 高２段階でも50％

を超える生徒が面白いと感じている｡ なお､ 前述のとおり､ 集団１では中２と高２で回答傾向が類

似しているが､ これは中２－高２間で教育課程の改訂があり､ その改訂に際して､ 関心・意欲・態

度に重心が置かれるようなった影響の一つと考えられる｡ また､ 集団Ｂの中２では集団１に比べて

理科を面白いとする割合 (賛成) が増え､ 反対が減っている｡

理科実験が楽しいに関する項目ではどの校種でも賛成とする割合が大きく､ 特に小５では90％を

超える児童がそのとおり (賛成) と回答している｡ この結果も他の調査と同様の結果である｡ なお､

ここでも集団１の中２と高２での回答傾向が類似しているが､ 教育課程の改訂で観察､ 実験活動が

一層重視された影響と考えられる｡

科学は日常に役立つとする項目では､ 賛成の回答は小５でおよそ４人に３人に上る｡ しかし､ 高

２になると賛成とする回答は半数を割る結果となる｡ この項目では集団１で､ 小５－中２－高２と

順次賛成の割合が減少しているが､ 集団Ｂでは中２－高２が同じ回答傾向を示している｡ その数値

は集団１の高２と類似して小さい｡

児童生徒の理科に関する意識の経年変化
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図１ 理科の成績

図２ 理科は面白い



� 集団としてみたときの学校段階による変化

｢理科は面白い｣ の項目を例としてみると､ 小学校で面白いとする賛成の割合は集団１が81％､

集団Ｂは82％と両集団とも大きく､ 中・高等学校ではその割合が50～60％程度とかなり小さくなっ

ていることが認められる｡ このような学校段階による違いは､ 国際数学・理科教育動向調査

TIMSS や教育課程実施状況調査など､ 各種調査により知られているが､ 学校段階による意識の変

化を見積る場合､ 算出できるのは集団としての見積りであり､ 多くの調査では､ 二つの学校段階で

変化した割合としては､ 回答割合の差で見積られる｡

なお､ 本稿では､ 変化した割合を見出す代わりに､ 変化しなかった割合を算出することにした｡

これは､ 小・中・高等学校と進む間に児童生徒の理科に対する意識の変化が見られるが､ その変化

が､ 例えば好きとする意識からは嫌いと中立のどちらに変化したのかを扱うことが必要となり､ よ

り複雑な図式となるので､ 変化しなかった割合を扱うことで､ より単純に考えることができると思

われるからである｡

追跡データによる変化を扱う前提として､ これまでの調査のように集団として扱った場合につい

てどのように見積ることになるかみておく｡ ｢集団としてみたときの回答が変化しなかった割合｣

としては､ 例えば ｢理科の成績｣ では､ 集団１の小学校５年時に良いと回答した割合が33％､ 中学

校２年時では36％であることから､ 小学校５年時に理科の成績が良かった33％の児童は全員中学校

２年時においても成績はよく､ さらに３％の生徒の成績が中立または悪いから良いに変わって計

36％になったと考えることができる｡ すなわち､ 33％は ｢集団として回答の変化しなかった割合｣

とみることができる｡ この方法での見積りを用い､ 集団を基準とした回答に変化がなかった割合を

｢見かけの不変率｣ と呼ぶことにする｡ 今回は小学校５年､ 中学校２年､ 高等学校２年にわたる３
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図３ 理科実験が楽しい

図４ 科学は日常に役立つ



学年での調査結果を用いており､ 例えば､ 小学校５年時と中学校２年時で回答の変化しなかった割

合は､ 図５－１に示すとおり､ 良い､ 中立､ 悪いとする回答それぞれでその割合が小さい方の数値

を採用することで見積ることができる｡ すなわち､ 図５－１の例では､ それぞれの回答をグラフに

表わした際に両学年で同じ回答が重なった部分が不変部分と考えられるので､ その割合の合計が不

変率に対応する｡ この例では､ ｢良い｣ の不変部分は0.33､ ｢中立｣ が0.47､ ｢悪い｣ は0.07となり､

計0.87が集団としてみた場合の不変率に当たる｡ この見かけの不変率はより低学年での回答がより

高学年での回答に最も大きく影響した場合を示しており､ 言い換えると､ 個人としてみた場合の､

回答が変わらない割合の最大見積りとなる｡

この集団としてみたときの､ 学校段階 (校種) が進んでも回答 (意識) が変わっていない割合を

指す ｢見かけの不変率｣ を､ 各回答の反応率とともに表３に示す｡

図５－２は図１の反応率に見かけの不変率の情報を加えたグラフである｡ すなわち､ 図１理科の

成績の ｢良い｣ を､ 小５－中２－高２間で回答が変化しなかった割合 ｢良い小中高不変｣ と､ 小５－

中２間または中２－高２間の２校種でのみ回答が変化していなかった割合 ｢良い２校種不変｣ と､

他校種とでは回答が変化した ｢良い､ 変化｣ に３分割している｡ ２校種不変については､ 小５－中

２間と中２－高２間の場合があり､ これを区別するためグラフ左の項目名で､ 例えば､ 集団１小５

(小－中) とある場合は小５－中２間の ｢２校種｣ を意味する｡ したがって､ 中２は小５､ 高２の

両方での２校種不変が考えられるので､ グラフが２本ずつとなっている｡

これらの項目の結果からみると､ 見かけの不変率は全般的に､ 中２－高２間ではほぼ0.90前後と

いう大きな数値である｡ 一方､ 小５－中２間では二つの例外を除くと､ 0.70～0.90の範囲にあり､

小５－中２－高２間でもその多くが小５－中２間と同様の数値である｡ つまり､ 小５－中２間の方

が反応率の変化が大きく､ 中２－高２間より見かけの不変率は小さい｡ 小５－中２－高２間の見か

けの不変率も小５－中２間の見かけの不変率の影響を受け､ その数値に近い値が出てきている｡

児童生徒の理科に関する意識の経年変化
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図５－１ 見かけの不変率 (理科の成績)
不変部分とは､ 集団としてみた場合小５と中２で回答が変わっていない部分｡



� 個人を基礎とした学校段階による変化

学年段階を経ての変化の見積りは､ このように集団として見積った変化と各個人の変化とでは当

然異なってくる｡ 小学校から中学校､ 高等学校と学年が進むにつれて､ 各個人の意識などはどのよ

うに変化しているのか､ この変化については本調査研究のような追跡データを用いて初めて得られ

る結果であり､ 本稿における目的である｡ これまで収集してきた追跡調査のデータから､ 個人の変

化を基礎とした経年変化がどのようであり､ 集団での見積りとはどの程度異なるかを示すとともに､

さらにこのデータを使って分析を進めていく｡

集団での変化と個人を基にした追跡データではどのように異なっているのか､ 次に見ていく｡

小５－中２間､ 中２－高２間､ 及び小５－中２－高２間における個人レベルでの回答分類が変化

していない､ すなわち､ 意識が変化していない児童生徒の割合を追跡データから算出した｡ 本稿で

はこれを ｢実際の不変率｣ と呼ぶ｡ 実際の不変率を表４に示す｡ 例えば､ 理科の成績に小５と中２

でともに良いと回答した割合は0.16､ 中立は0.29､ 悪いは0.02であり､ それらの合計0.47が個人レ

ベルで見たときの不変率､ すなわち､ 実際の不変率となる｡ なお､ 表４の表頭にある ｢不変確率｣

については�で扱う｡

図６～９は､ 図１～４の反応率に実際の不変率の情報を加えたグラフである｡ すなわち､ 図１理

科の成績の ｢良い｣ を小５－中２－高２間で回答が変化しなかった割合 ｢良い小中高不変｣ と､ 小

５－中２間または中２－高２間の２学年でのみ回答が変化していなかった割合 ｢良い２校種不変｣

と､ 他学年とは回答が変化した ｢良い､ 変化｣ に３分割している｡ ２校種不変については､ 小５－

中２間と中２－高２間の場合があり､ これを区別するためグラフ左の項目名で､ 例えば､ 集団１小

５ (小－中) とある場合に ｢２学年｣ は小５－中２間を意味する｡ したがって､ 中２は小５､ 高２

の両方での２校種不変が考えられるので､ グラフが２本ずつとなっている｡

理科の成績の項目では､ 小５－中２－高２にわたって良いと回答した割合は､ 両集団とも10％程

度であり､ ２学年にわたる不変率も10％弱であった｡ 一方､ 中立と回答した割合や悪いとした割合

は､ 小５－中２間､ 中２－高２間で異なり､ また､ 集団１とＢとでも異なっていた｡

理科は面白いに関する項目では､ 小５－中２－高２を通して面白い (賛成) とする割合はほぼ３

人に１人の35％程度であった｡ ２学年での不変率は小５－中２間と中２－高２間ではかなり異なり､

小５－中２間では10～20％であるのに対して､ 中２－高２間では５％程度であった｡ 賛成､ 中立､

反対を合わせた小５－中２－高２間での不変率は賛成のみとほぼ同じ36～38％であるが､ ２学年で

の不変率を加えた割合は50％を超えている｡

理科実験が楽しいに関する項目では､ 小５－中２－高２をとおして賛成とする割合は､ 集団１で
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図５－２ 理科の成績の反応率と見かけの不変率



３分の２の66％､ 集団Ｂではさらに大きな割合の72％を示した｡ ２学年での賛成の不変率では､ 小

５－中２間で大きく10％前後であるが､ 中２－高２間では数％と小さい｡

科学は日常に役立つに関する項目では､ 両集団とも小５－中２－高２間を通じて賛成とした割合

は20％強であった｡ ２学年での賛成の不変率は小５－中２間で大きく20％弱､ 中２－高２間では数

％であった｡

児童生徒の理科に関する意識の経年変化
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図６ 理科の成績の反応率と実際の不変率

図７ 理科は面白いの反応率と実際の不変率

図８ 理科実験が楽しいの反応率と実際の不変率
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図９ 科学は日常に役立つの反応率と実際の不変率

表４ 校種間の個人に基づく不変率と同じ回答をする確率

項 目
回答
分類

集団１；n＝258 集団Ｂ；n＝245

実際の不変率＊１ 不変確率＊２ 実際の不変率 不変確率

小－中 中－高 小中高 小－中 中－高 小中高 小－中 中－高 小中高 小－中 中－高 小中高

背景09
理科の成績

良い 0.16 0.16 0.09 0.12 0.12 0.04 0.19 0.19 0.10 0.15 0.13 0.05

中立 0.29 0.24 0.17 0.28 0.22 0.13 0.20 0.16 0.08 0.20 0.15 0.08

悪い 0.02 0.05 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.10 0.01 0.01 0.06 0.00

計 0.47 0.46 0.27 0.41 0.37 0.17 0.40 0.45 0.19 0.36 0.34 0.14

背景11
理科の好き嫌い

好き 0.29 0.21 0.16 0.21 0.14 0.08 0.33 0.27 0.21 0.28 0.18 0.10

中立 0.19 0.22 0.10 0.14 0.16 0.06 0.14 0.16 0.09 0.12 0.13 0.04

嫌い 0.05 0.10 0.04 0.02 0.05 0.00 0.02 0.08 0.02 0.01 0.04 0.00

計 0.52 0.52 0.30 0.38 0.35 0.14 0.49 0.51 0.31 0.41 0.35 0.15

態度40
理科は面白い

賛成 0.48 0.40 0.36 0.45 0.32 0.26 0.53 0.40 0.34 0.51 0.32 0.26

中立 0.02 0.08 0.01 0.02 0.05 0.00 0.02 0.09 0.01 0.02 0.07 0.01

反対 0.03 0.08 0.02 0.02 0.04 0.00 0.01 0.04 0.00 0.01 0.02 0.00

計 0.53 0.56 0.38 0.49 0.42 0.27 0.57 0.53 0.36 0.54 0.41 0.27

態度01
理科は内容過多

賛成 0.13 0.33 0.11 0.13 0.29 0.08 0.18 0.44 0.14 0.17 0.39 0.11

中立 0.07 0.11 0.03 0.06 0.06 0.01 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.01

反対 0.14 0.05 0.02 0.13 0.04 0.02 0.12 0.08 0.06 0.11 0.04 0.02

計 0.34 0.50 0.16 0.32 0.39 0.11 0.35 0.57 0.21 0.31 0.46 0.13

態度03
理科実験が楽し
い

賛成 0.75 0.71 0.66 0.74 0.67 0.62 0.86 0.74 0.72 0.85 0.73 0.69

中立 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

反対 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00

計 0.76 0.76 0.67 0.75 0.69 0.62 0.87 0.77 0.73 0.85 0.73 0.69

態度33
野外での観察楽
しい

賛成 0.52 0.55 0.44 0.48 0.48 0.35 0.43 0.42 0.33 0.41 0.36 0.26

中立 0.04 0.04 0.01 0.02 0.03 0.00 0.04 0.07 0.00 0.03 0.04 0.01

反対 0.02 0.04 0.01 0.02 0.02 0.00 0.05 0.06 0.03 0.03 0.03 0.00

計 0.59 0.63 0.46 0.53 0.53 0.35 0.52 0.55 0.37 0.46 0.43 0.27

態度39
理科器具扱い難
しい

賛成 0.19 0.21 0.10 0.15 0.16 0.06 0.19 0.18 0.09 0.15 0.14 0.05

中立 0.04 0.08 0.02 0.02 0.05 0.01 0.04 0.09 0.02 0.04 0.06 0.01

反対 0.22 0.18 0.11 0.19 0.13 0.07 0.22 0.20 0.13 0.17 0.14 0.06

計 0.45 0.47 0.23 0.37 0.35 0.13 0.46 0.47 0.25 0.35 0.34 0.13

態度26
理科計算が難し
い

賛成 0.43 0.71 0.41 0.39 0.67 0.35 0.42 0.69 0.38 0.40 0.66 0.33

中立 0.03 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

反対 0.07 0.03 0.03 0.05 0.01 0.00 0.06 0.04 0.02 0.05 0.02 0.00

計 0.53 0.75 0.43 0.46 0.68 0.36 0.51 0.73 0.40 0.46 0.67 0.34



� 不変確率

ある学年での回答に､ より低い学年での回答からの影響が全くない場合でも､ 偶然にその学年に

おいて前回と同じ回答をする確率がある｡ 例えば､ 図10にある集団１での小５－中２間の ｢理科の

成績｣ について見ると､ 小５での ｢良い｣ とした反応率は0.33であり､ 中２の時点では ｢良い｣ の

反応率は0.36である｡ このことから､ 小５で良いと回答した児童 (33％) のうち､ 中２の時点で全

く小５時の影響がなかった場合でも33％中の36％は良いと偶然回答する確率があると考えられる｡

すなわち､ 小５時と中２時の回答に全く関係がなく独立な場合には33％ (小５時良い) の生徒の

36％が中２時に良いとする回答を､ 47％が中立を､ 17％が悪いとする回答を選ぶことになる｡ この

確率はそれぞれの反応率を乗じることで算出できるので､ 小５で良いと回答した生徒のうち､ 中２

の時点で36％の生徒が良いと回答する確率があり､ その確率は0.33と0.36を乗じた0.12､ 小５で良

いとし中２で中立の回答確率は0.33×0.47＝0.16､ 小５で良いとし中２で悪いとする確率は0.33×

0.17＝0.06となる｡ なお､ 積の値がここに示した数値での積とわずかに違うのは､ 数値が丸めて示

されているためである｡

同様な算出方法を用いて､ 小・中とも中立と回答する確率の0.28､ 小・中とも悪いとする確率の

0.01を､ 小・中とも良いとする確率0.12に加えた､ 変化のない確率の合計は0.41であり､ 小学校か

らの影響が全くない場合でも､ 児童生徒の40％の回答は変化しない場合に当たることがわかる｡ 本

稿では､ 影響がない場合でも回答に変化が出てこない確率を ｢不変確率｣ と呼び､ その数値を表４

に示す｡
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55

態度06
科学は日常に役
立つ

賛成 0.42 0.30 0.24 0.39 0.25 0.18 0.40 0.24 0.22 0.37 0.22 0.17

中立 0.06 0.10 0.02 0.04 0.09 0.01 0.05 0.12 0.03 0.04 0.09 0.01

反対 0.03 0.07 0.00 0.02 0.04 0.00 0.04 0.07 0.02 0.02 0.05 0.00

計 0.51 0.46 0.26 0.45 0.38 0.20 0.49 0.43 0.27 0.42 0.36 0.19

態度05
科学で生活向上

賛成 0.30 0.25 0.16 0.24 0.19 0.10 0.27 0.19 0.15 0.22 0.15 0.09

中立 0.10 0.07 0.03 0.08 0.08 0.02 0.09 0.12 0.05 0.07 0.11 0.02

反対 0.08 0.10 0.04 0.05 0.08 0.02 0.07 0.11 0.02 0.05 0.07 0.02

計 0.48 0.43 0.24 0.37 0.35 0.13 0.44 0.42 0.22 0.34 0.33 0.12

態度07
科学は国の発展
に重要

賛成 0.41 0.40 0.30 0.40 0.33 0.23 0.42 0.36 0.28 0.40 0.33 0.25

中立 0.06 0.13 0.03 0.05 0.08 0.01 0.06 0.09 0.02 0.04 0.07 0.01

反対 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.03 0.00 0.02 0.02 0.00

計 0.50 0.56 0.34 0.47 0.43 0.25 0.49 0.49 0.30 0.46 0.43 0.26

態度28
科学経費に価値
あり

賛成 0.12 0.20 0.09 0.09 0.13 0.04 0.08 0.09 0.03 0.06 0.08 0.02

中立 0.12 0.17 0.05 0.10 0.12 0.03 0.12 0.22 0.07 0.09 0.16 0.04

反対 0.16 0.16 0.08 0.14 0.08 0.04 0.22 0.13 0.09 0.18 0.09 0.05

計 0.40 0.53 0.22 0.33 0.33 0.11 0.42 0.44 0.19 0.33 0.33 0.10

態度14
科学研究経費の
増額

賛成 0.09 0.12 0.07 0.05 0.06 0.01 0.03 0.03 0.00 0.02 0.02 0.00

中立 0.10 0.17 0.05 0.07 0.13 0.03 0.11 0.18 0.06 0.09 0.15 0.04

反対 0.29 0.22 0.16 0.24 0.16 0.09 0.36 0.24 0.18 0.30 0.22 0.13

計 0.48 0.51 0.28 0.37 0.34 0.13 0.50 0.46 0.24 0.41 0.38 0.17

＊１) 実際の不変率とは､ 個人に基づいた校種間での回答が変わっていない割合を指す｡
＊２) 不変確率とは､ 校種間で偶然同じ回答をする確率を指す｡



� 三つの不変率と実際の不変率の修正

上記三つの不変率の関係に着目してみると､ 例えば理科の成績で考えた場合､ ある学年において

理科の成績が良かったならば､ 以後の学年でも理科の成績は良い場合が多いと推測される｡ したがっ

て､ 実際の不変率は不変確率より一般に大きくなることが考えられる｡ また､ 実際の不変率は､ 見

かけの不変率より小さくなる｡ このことは本稿で取り上げた理科に関する項目すべてに当てはまっ

ていた (表５参照)｡ 実際の不変率と残り二つの不変率とを比較することで､ 子どもの意識がどの

学校段階で変わりやすいかを見積ることができると考えられる｡

さらに､ 表５に見られるとおり､ 小５－中２間または中２－高２間の２校種間での実際の不変率

では0.4～0.6の数値を示すことが多いが､ 理科実験が楽しいでは､ 実際の不変率が0.7～0.8という

大きな数値である｡ これは､ 理科実験が楽しいとする回答 (賛成) がどの学校段階でも８割を超す

大きな割合を示しており､ 回答が一つのカテゴリーに偏っていると不変確率が大きくなることに起

因していると考えられる｡ 表３に示すとおり､ 集団１の小５では0.92､ 中２では0.81もの児童生徒

が実験を楽しい (賛成) としている状況から考えると､ 小５で賛成と回答した児童が､ 中２で偶然

に賛成を回答する確率は0.74であり､ 実際の不変率が賛成では0.75と大きいのは当然とも言える数

値と考えることも出来る｡ 実際の不変率からこの偶然に同じ回答となる確率 (不変確率) を除いた

範囲に限定することで､ 実際の不変率の修正を試みた｡ これを ｢修正した実際の不変率｣ と呼ぶこ

とにする｡ この修正した実際の不変率を以下の式に当てはめて算出した｡ その結果を他の不変率と

ともに表５に示す｡

修正した実際の不変率＝ (実際の不変率－不変確率) ／ (１－不変確率)

なお､ 不変率についてまとめると以下のとおりとなる｡
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図10 不変確率 (理科の成績)
不変確率とは､ 小５と中２で同じ ｢良い｣ の回答をする確率｡

見かけの不変率：集団に基づく､ 校種間で回答の変わらないとみられる割合

実際の不変率：個人に基づく､ 校種間で回答の変わらない割合

不変確率：校種間で偶然同じ回答となる確率

修正した実際の不変率：実際の不変率から不変確率を除いた割合
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表５ 不変率のまとめ

項 目 不変な率
集団１；n＝258 集団Ｂ；n＝245

集団１
小－中

集団１
中－高

集団１
小中高

集団Ｂ
小－中

集団Ｂ
中－高

集団Ｂ
小中高

背景09
理科の成績

見かけの不変率 0.87 0.96 0.86 0.78 0.97 0.78

実際の不変率 0.47 0.46 0.27 0.40 0.45 0.19

不変確率 0.41 0.37 0.17 0.36 0.34 0.14

修正した実際の不変率 0.11 0.14 0.12 0.06 0.16 0.06

背景11
理科の好き嫌い

見かけの不変率 0.84 0.97 0.82 0.91 0.89 0.80

実際の不変率 0.52 0.52 0.30 0.49 0.51 0.31

不変確率 0.38 0.35 0.14 0.41 0.35 0.15

修正した実際の不変率 0.24 0.26 0.18 0.15 0.24 0.19

態度40
理科は面白い

見かけの不変率 0.75 0.96 0.75 0.79 0.87 0.69

実際の不変率 0.53 0.56 0.38 0.57 0.53 0.36

不変確率 0.49 0.42 0.27 0.54 0.41 0.27

修正した実際の不変率 0.07 0.25 0.16 0.06 0.20 0.12

態度01
理科は内容過多

見かけの不変率 0.76 0.83 0.64 0.49 0.96 0.44

実際の不変率 0.34 0.50 0.16 0.35 0.57 0.21

不変確率 0.32 0.39 0.11 0.31 0.46 0.13

修正した実際の不変率 0.03 0.18 0.05 0.05 0.20 0.09

態度03
理科実験が楽し
い

見かけの不変率 0.82 0.97 0.82 0.94 0.91 0.86

実際の不変率 0.76 0.76 0.67 0.87 0.77 0.73

不変確率 0.75 0.69 0.62 0.85 0.73 0.69

修正した実際の不変率 0.02 0.23 0.13 0.11 0.12 0.13

態度33
野外での観察楽
しい

見かけの不変率 0.92 0.94 0.92 0.83 0.92 0.83

実際の不変率 0.59 0.63 0.46 0.52 0.55 0.37

不変確率 0.53 0.53 0.35 0.46 0.43 0.27

修正した実際の不変率 0.12 0.22 0.17 0.11 0.20 0.13

態度39
理科器具扱い難
しい

見かけの不変率 0.83 0.94 0.83 0.93 0.93 0.90

実際の不変率 0.45 0.47 0.23 0.46 0.47 0.25

不変確率 0.37 0.35 0.13 0.35 0.34 0.13

修正した実際の不変率 0.13 0.19 0.11 0.17 0.21 0.14

態度26
理科計算が難し
い

見かけの不変率 0.70 0.81 0.60 0.67 0.93 0.60

実際の不変率 0.53 0.75 0.43 0.51 0.73 0.40

不変確率 0.46 0.68 0.36 0.46 0.67 0.34

修正した実際の不変率 0.13 0.22 0.12 0.10 0.17 0.09

態度06
科学は日常に役
立つ

見かけの不変率 0.81 0.92 0.73 0.56 0.98 0.56

実際の不変率 0.51 0.46 0.26 0.49 0.43 0.27

不変確率 0.45 0.38 0.20 0.42 0.36 0.19

修正した実際の不変率 0.10 0.14 0.07 0.11 0.10 0.09

態度05
科学で生活向上

見かけの不変率 0.94 0.92 0.88 0.79 0.97 0.79

実際の不変率 0.48 0.43 0.24 0.44 0.42 0.22

不変確率 0.37 0.35 0.13 0.34 0.33 0.12

修正した実際の不変率 0.18 0.12 0.12 0.15 0.13 0.10

態度07
科学は国の発展
に重要

見かけの不変率 0.87 0.97 0.86 0.79 0.91 0.79

実際の不変率 0.50 0.56 0.34 0.49 0.49 0.30

不変確率 0.47 0.43 0.25 0.46 0.43 0.26

修正した実際の不変率 0.06 0.23 0.13 0.07 0.11 0.06



次に､ いくつかの項目について三つの不変率と修正した実際の不変率の傾向をみていく｡

図11～14では､ それぞれ､ 元の三つの不変率の図 (‘－１’を付した図) と､ 修正する前と修正し

た後の実際の不変率を併記した図 (‘－２’を付した図) がある｡ なお､ 修正した実際の不変率は､

実際の不変率から不変確率分を除いた数値である｡

理科の成績に関する項目では､ 見かけの不変率が0.8～0.9であるのに対して､ ２校種間での実際

の不変率が0.4～0.5､ 不変確率が0.3～0.4と見かけの不変率と他の二つの不変率との差はかなり大

きい｡ また､ 見かけの不変率では､ 中２－高２間が大きく､ 小５－中２－高２間は小５－中２間と

ほとんど変わらない｡ 一方､ 実際の不変率では､ 小５－中２間と中２－高２間ではほとんど変化が

ないが､ 小５－中２－高２間はその半分程度の数値である｡ 不変確率は､ 実際の不変率と比べて

0.05～0.10程度小さな数値であるが､ その傾向は実際の不変率と同じである｡

また､ 修正した実際の不変率は0.10前後と実際の不変率に比べてもかなり小さな数値であった｡

理科は面白いに関する項目でも､ 見かけの不変率については中２－高２間での割合が大きく､ 理

科の成績に関する項目と似た傾向を示している｡ 一方､ 実際の不変率は､ 小５－中２間と中２－高

２間では似た数値を示している｡ それに対して､ 不変確率は小５－中２間が最も大きく､ 中２－高

２間､ 小５－中２－高２間の順にその割合は小さくなっている｡ また､ 実際の不変率は､ 見かけの

不変率より不変確率に近い数値を示している｡

その結果からも推測できるとおり､ 修正した実際の不変率は両集団とも小５－中２間の数値が

0.10未満と小さく､ 中２－高２間は0.20以上の大きい数値を示していた｡

理科実験は楽しいに関する項目では､ 集団１の見かけの不変率は上記項目と同様に､ 中２－高２

間の割合が大きいが､ 集団Ｂでは､ 小５－中２間､ 中２－高２間､ 小５－中２－高２間の順にいく

ぶんその割合が小さくなっている｡ 一方､ 実際の不変率はいずれの集団､ いずれの校種間も0.65以

上と大きな数値であるが､ 集団によりその数値の傾向は異なっており､ 集団Ｂの小５－中２間では

0.85と特にその数値が大きい｡ それに対して､ 不変確率も数値は0.60以上と大きいが､ その傾向は

両集団とも､ 小５－中２間､ 中２－高２間､ 小５－中２－高２間の順にその割合が徐々に減少して

いる｡ なお､ 実際の不変率は､ この項目でも見かけの不変率より不変確率に近い｡

修正した実際の不変率は､ 集団１の小５－中２間が0.02と非常に小さく､ 他方､ 中２－高２間は

0.23と大きな数値であったが､ 集団Ｂでは､ いずれも0.10強と校種間による違いはなかった｡

科学は日常に役立つに関する項目では､ 中２－高２間の見かけの不変率が両集団とも0.90以上と

大きいが､ 実際の不変率では小５－中２間が0.50程度､ 不変確率では0.40強と大きく､ 中２－高２
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態度28
科学経費に価値
あり

見かけの不変率 0.88 0.92 0.81 0.80 0.90 0.73

実際の不変率 0.40 0.53 0.22 0.42 0.44 0.19

不変確率 0.33 0.33 0.11 0.33 0.33 0.10

修正した実際の不変率 0.11 0.29 0.13 0.13 0.16 0.09

態度14
科学研究経費の
増額

見かけの不変率 0.88 0.93 0.81 0.89 0.92 0.82

実際の不変率 0.48 0.51 0.28 0.50 0.46 0.24

不変確率 0.37 0.34 0.13 0.41 0.38 0.17

修正した実際の不変率 0.19 0.26 0.17 0.15 0.12 0.08

見かけの不変率：集団に基づく校種間での回答が不変な割合
実際の不変率：個人に基づく校種間での回答が不変な割合
不変確率：校種間で偶然同じ回答をする確率
修正した実際の不変率：(実際の不変率－不変確率)／(１－不変確率)



間､ 小５－中２－高２間の順に小さくなっている｡

修正した実際の不変率では､ 両集団のどの校種間も0.10前後の割合であり､ 大きな変化は認めら

れない｡

以上のとおり､ 偶然に同じ回答をする確率を除いた割合を示す修正した実際の不変率は､ ほぼ

0.10～0.20程度である｡ より詳しく見ると､ 理科は面白いや理科実験が楽しいに関する項目では､

中２－高２間で0.20以上とやや大きな影響が見られるが､ それ以外は0.10前後と小さい｡

これらのことを総合すると､ 実際の不変率は､ 見かけの不変率とは大きく数値が異なる場合が多

く､ 不変確率に近い数値である場合がほとんどであり､ 実際の不変率が大きいときは不変確率も大

きかった｡ すなわち､ 実際の不変率の数値には､ 偶然に同じ回答となる不変確率の影響があるもの

と思われる｡ 実際の不変率からその不変確率を除いた､ 修正した実際の不変率の数値は0.10程度と

小さいことが多く､ 学校段階が進むに従って理科学習や科学技術に対する意識は多くの場合変化し

ていると考えられる｡

このことは､ どの学校段階においても理科学習や科学技術に対する意識が変化する可能性は大き

く､ 教師の指導により大きな影響を与えることも可能であることを示唆している｡
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図11－１ 理科の成績
小－中とは小５と中２､ 中－高とは中２と高２､ 小中高とは
小５､ 中２､ 高２で回答の変わらなかった割合を示す｡

図11－２ 理科の成績
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図12－１ 理科は面白い
小－中とは小５と中２､ 中－高とは中２と高２､ 小中高とは
小５､ 中２､ 高２で回答の変わらなかった割合を示す｡

図12－２ 理科は面白い

図13－１ 理科実験が楽しい
小－中とは小５と中２､ 中－高とは中２と高２､ 小中高とは
小５､ 中２､ 高２で回答の変わらなかった割合を示す｡
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図13－２ 理科実験が楽しい

図14－１ 科学は日常役立つ
小－中とは小５と中２､ 中－高とは中２と高２､ 小中高とは
小５､ 中２､ 高２で回答の変わらなかった割合を示す｡

図14－２ 科学は日常に役立つ
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Abstract

Matsubara et al used results obtained from �Longitudinal Study on Science and Mathematics�

and �Periodical Survey of Science and Mathematics� in examining a cohort who were 5th grad-

ers in elementary school in 1989 school year (Cohort 1) and a cohort who were 5th graders in

elementary school in 2000 school year (Cohort C), using data on the frequency of teaching/

learning activities of science in elementary and lower secondary schools and then analyzing

what changes can be seen in teaching/ learning activities by revisions of the course of study.

This paper added survey results for a cohort that were in 5th grade in elementary school in 2004

school year (Cohort D) to the targets of the above analysis for the purpose of carrying out

analysis of teaching/ learning activities under the present course of study again.

As for the method of science classes, in 5th grade of the elementary schools, there was a ten-

dency toward greater frequency of copying contents written on the blackboard to one's note-

book. In 2nd grade of the lower secondary schools, there was greater frequency of classes

learning contents other than in the textbooks, which is considered to be in response to need for

advanced learning and supplementary learning.

In developing interest and concern, a tendency could be observed for greater frequency of en-

joyable science classes, and it is believed that greater emphasis has been placed on student cen-

tered classes. There was also an increase in the frequency of classes explaining the relationship

of science with everyday life, and the influence of the emphasis based on the revision of the

course of study.

Student experiments and demonstrations were carried out at high frequency. Especially in 2nd

grade of the lower secondary schools, with the present course of study, there was a large in-

crease in frequency. In addition, a major increase in outdoor observation was noticed. This is

believed to be the result of reporting on how outdoor activities have been included in large

numbers in the present course of study, leading to a further improvement in classes. The more

frequently interesting and enjoyable science classes were held, the more the students found sci-

ence interesting.
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はじめに

理数定点調査研究は､ 1989年 (平成元年) 以来実施してきた理数長期追跡研究を継続､ 発展させ

てきた研究である｡ 本調査研究の目的は､ 理科及び数学の到達度とそれに影響を及ぼすと思われる

諸因子に関して､ 10歳から10数年の経年調査を行うことにより､ 小学校から大学及び社会人に至る

までの到達度や科学的態度に対する諸因子の寄与及び変化について分析を試みることにある｡ さら

には､ 蓄積した長期にわたる調査データから理数教育に対する教育課程の改訂による影響や社会的

な影響を把握することにある｡

これまでも理科の指導法に関しては､ 児童生徒質問紙調査の調査結果をもとに児童生徒の背景､

学習及び態度に関する項目について分析・考察を行ってきた (例えば猿田祐嗣, 2007)｡

我々は､ 理数定点調査研究で得られた結果から､ 1989年度の小学校５学年であった集団 (集団１)

と2000年度の小学校５学年であった集団 (集団Ｃ) を対象とし､ 小・中学校での理科の教授／学習

における諸活動の頻度に関するデータを使って､ 教育課程の改訂に伴い教授／学習活動にどのよう

な変化がみられるのかを分析した (松原ら, 2006)｡ その結果､ 2002年度の教育課程改訂後に集団

Ｃを指導した中学校教員は､ 授業の進め方においては教科書中心の授業から教科書以外の内容も扱っ

た授業へと変化し､ 興味・関心の育成では生活関連の授業が増加していた｡ さらに､ 実験・観察で

は生徒実験､ 演示実験､ 野外観察の機会が増えていた｡ これらは平成元年３月告示の中学校学習指

導要領の指導書 (理科編) に ｢自然に親しむことや観察・実験などを一層重視して､ 問題解決能力

を培い､ 自然に対する科学的な見方や考え方及び関心や態度を育成する指導が充実するよう､ 内容

の改善を図る｡ その際 (中略) 日常生活とのかかわりなどに配慮して内容を構成する｡｣ とあり､

中学校教員が教育課程の改定に伴って教授／学習活動の重心を移し､ 改訂に対応させた授業を行っ

ている状況が確認できた｡

本稿では､ 上記の分析対象に2004年に小学校５学年であった集団 (集団Ｄ) の調査結果を加えて

分析を行い､ 学習指導要領の改訂による小・中学校教員の理科の指導法の変化について報告する｡

１ 目 的

理数定点調査研究で得られた結果から､ 1989年度の小学校５学年であった集団 (集団１) と

2000年度の小学校５学年であった集団 (集団Ｃ), 及び2004年に小学校５学年であった集団 (集団

Ｄ) を対象とし､ 小・中学校での理科の教授／学習における諸活動の頻度に関するデータを使って､

教育課程の改訂に伴い教授／学習活動にどのような変化がみられるのかを分析する｡

２ 方 法

� 調査対象

理数長期追跡研究は1989年度から本格実施し､ 1995年度からは理数定点調査研究として継続して

実施してきた｡ 調査対象は､ 東北及び関東の５県の各１地域内に所在する小・中学校とそれらの卒

業生が多く進学する地域内或いは周辺地域の限定した高等学校である｡

本報では､ 1989年度の小学校５学年から８年間追跡調査をした集団 (以下､ 集団１と呼ぶ)､ 及

び集団１と同一校で2000年度に小学校５学年で調査を実施し､ その３年後に中学校２学年で調査を
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実施した集団 (以下､ 集団Ｃと呼ぶ)､ 並びに2004年度に小学校５学年で実施した集団 (以下､ 集

団Ｄと呼ぶ) を分析対象の集団とした｡ 表１－１に調査年度と分析対象集団との関係を示す｡

集団１は小学校５学年､ 中学校２学年の時に1977 (昭和52) 年告示の学習指導要領における指導

を受けていた｡ 集団Ｃは､ 小学校５学年では1990 (平成元) 年告示の学習指導要領での指導を受け､

中学校２学年では1998 (平成10) 年告示の現行学習指導要領で指導を受けている｡ 集団Ｄの小学校

５学年児童は1998年告示の現行学習指導要領で指導を受けている｡ 分析対象の小学校５学年につい

てみると集団１､ 集団Ｃ及び集団Ｄはそれぞれ異なる学習指導要領で指導を受けていることになる｡

同様に分析対象の中学校２学年もそれぞれ異なる学習指導要領で指導を受けている｡

調査対象の学校と学級数及び児童生徒数を表１－２に示す｡ 小学校５学年及び中学校２学年の両

学年で本調査に参加した児童生徒数は､ 集団１では2,196名､ 集団Ｃでは1,692名である｡

なお､ 集団１と集団Ｃ及び集団Ｄの学校数が異なるのは､ 調査地域において小学校の統合と中学

校の新設があったことによるものである｡
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表１－１ 調査年度と分析対象集団

調査年度 集団� 集団Ｃ 集団Ｄ 教育課程の実施

1989 (平成元) 年 小学校５学年 学習指導要領告示

1990 (平成２) 年 小学校６学年

1991 (平成３) 年 中学校１学年

1992 (平成４) 年 中学校２学年 小学校

1993 (平成５) 年 中学校３学年 中学校

1994 (平成６) 年 高等学校１学年 高等学校１学年

1995 (平成７) 年 高等学校２学年 高等学校２学年

1996 (平成８) 年 高等学校３学年 高等学校３学年

1997 (平成９) 年

1998 (平成10) 年 学習指導要領告示

1999 (平成11) 年

2000 (平成12) 年 小学校５学年

2001 (平成13) 年

2002 (平成14) 年 小・中学校

2003 (平成15) 年 中学校２学年 高等学校１学年

2004 (平成16) 年 小学校５学年 高等学校２学年

表１－２ 調査対象の学校・学級数及び児童生徒数

集 団 学 年 学 校 数 学 級 数 児童生徒数

集団１
小学校５学年 35 81* 2,702

中学校２学年 13 73 2,469

集団Ｃ
小学校５学年 34 70 2,058

中学校２学年 14 55 1,834

集団Ｄ 小学校５学年 34 70 1,966

(注) ＊は１クラス全員無回答を含む｡



� 分析内容と分析方法

本調査では､ 理数問題と質問紙調査を実施しているが､ 本報では質問紙の項目のうち､ 教授／学

習活動の頻度に関する10項目と児童生徒の理科に対する態度に関する３項目を分析対象とした｡ そ

れらの分析対象項目を表２－１及び表２－３に示す｡

教授／学習活動の頻度について回答する児童生徒は等差的よりも等比的にみていることが多いと

考え､ 各項目の選択肢について､ ｢ほとんど毎時間｣ を1.00､ ｢ほとんどない｣ を0.00とし､ 表２－

２に示すように５段階に数値化した｡ 本調査では､ 教授／学習活動の頻度を各学級の理科担当教員

に回答を求めたのではなく､ 児童生徒に質問紙により尋ねている｡ したがって回答する児童生徒は､

同じ学級内であっても各自の理科授業に対する印象で回答するので各学級内の全児童生徒の平均で

各学級の頻度を代表させることにより､ その学級における教授／学習活動の頻度がより的確に表さ

れると考えた｡

理科に対する３つの態度項目についての選択肢についても表２－４に示すように理科により好意

的な回答の1.00から否定的な0.00まで５段階に数値化し処理した｡ なお､ 各項目の無回答及び複数

回答はそれぞれの集計において欠損値として処理した｡
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表２－１ 教授／学習活動に関する分析項目

項目番号 項目略称 項 目 内 容

学習31 前時の復習 先生は理科の授業の始めに､ 前の時間の復習をしてくれます｡

学習32 教科書中心 理科の授業では､ 教科書にある内容だけを勉強します｡

学習33 板書・ノート 先生は授業中の大分部分の時間は､ 先生が黒板に書いたことを､ ノートに写します｡

学習34 希望反映 先生は､ 理科の授業で､ 生徒の考えや希望を入れてくれます｡

学習35 楽しい理科授業 先生は､ 楽しい (中２は ｢興味深い｣) 理科の授業をしてくれます｡

学習36 生徒実験 理科の授業では､ 私たちに実験・観察をやらせてくれます｡

学習37 演示実験 理科の授業では､ 先生が実験を見せてくれます｡

学習38 野外観察 理科の授業では､ 野外での観察活動をやります｡

学習39 コンピュータ 理科の授業では､ コンピュータを使います｡

学習40 生活関連 理科の授業で､ 先生は科学がいかに生活と深くかかわっているかを説明してくれます｡

表２－２ 教授／学習活動頻度に関する項目の選択肢と数値化

理科の教授／学習活動に関する項目の選択肢 数値化

・ほとんど毎時間ならば 1.00

・週に一度くらいならば 0.75

・月に一度くらいあるならば 0.50

・学期に一度くらいあるならば 0.25

・ほとんどないならば 0.00

表２－３ 理科に対する態度の分析項目

項目番号 項目略称 項 目 内 容

態度40 理科面白い 理科は面白いと思います｡

態度03 実験楽しい 理科で､ 実験があると楽しいです｡

態度33 野外楽しい
野外で生物を観察することや地形を観
察することは楽しいです｡



上述の考え方に基づき学級毎の平均を算出し､ その値を基礎に全学級の平均値と標準偏差

(S.D.) を求めた｡

さらに､ 学級の分布を調べるために箱ひげ図を作成した｡ 図１～10に示す箱ひげ図は､ 大きさの

順位に基づく統計量を用いており､ 代表値は全学級の平均値の代わりに中央値で表し､ 図中の箱と

呼ばれる四角形の中にある実線で示す｡ ばらつきは標準偏差の代わりに箱の左右の辺のそれぞれ下

位４分の１と上位４分の１ (４分位値) で表している｡ 従って､ その箱の範囲内にデータの半数が

入ることになる｡ 一方､ ひげと呼ばれる箱から伸びた直線の左右の端はそれぞれの最小値と最大値

を示している｡

ただし､ ここで用いた SPSS11.5による箱ひげ図では､ ひげで示した最小値と最大値を箱の長さ

の1.5倍以内とし､ それより外側となる数値ははずれ値として小さな○印で､ さらに､ 箱の長さの

３倍以上は極値として＊印で表し､ 分布を示している｡

３ 結果及び考察

調査した教授／学習活動の頻度に関する項目は表２－１に示した10項目であるが､ それらの内容

から以下の４つのグループに分類し考察した｡

� 授業の進め方…………… (31) 前時の復習､ (32) 教科書中心､ (33) 板書・ノート

� 興味・関心の育成……… (34) 希望反映､ (35) 楽しい授業､ (40) 生活関連

� 実験・観察等…………… (36) 生徒実験､ (37) 演示実験､ (38) 野外観察

� コンピュータの活用…… (39) コンピュータ

小・中学校における理科の指導法への教育課程の影響
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表２－４ 理科に対する態度項目の選択肢と数値化

理科の授業でそれぞれ書いてあることについて 数値化

・そうだと思うときは 1.00

・どちらかといえばそう思うときは 0.75

・そうではないと思うときは 0.00

・どちらかといえばそうではないと思うときは 0.25

・どちらともいえないとき 0.50



集団１､ 集団Ｃ及び集団Ｄの小学校５学年での学級を基礎として集計した平均値と標準偏差を表

３－１に示す｡ また､ 集団１と集団Ｃの中学校２学年での学級を基礎として集計した平均値と標準

偏差を表３－２に示す｡ 表４には小学校５学年の集団１､ 集団Ｃ及び集団Ｄの集団間と中学校２学

年の集団１と集団Ｃの間の平均値の差の検定及び等分散性のための Levene の検定による有意差の

有無を示す｡
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表３－１ 小学校５学年での学級を基礎とした集計結果

小学校５学年
集団１ (1989)

N＝81
集団Ｃ (2000)

N＝70
集団Ｄ (2004)

N＝70

項 目 項目略称 平均値 S. D. 平均値 S. D. 平均値 S. D

学習31 前時の復習 0.69 0.15 0.63 0.14 0.69 0.11

学習32 教科書中心 0.69 0.15 0.66 0.16 0.67 0.14

学習33 板書・ノート 0.70 0.20 0.76 0.18 0.82 0.13

学習34 希望反映 0.66 0.19 0.68 0.13 0.67 0.11

学習35 楽しい理科授業 0.73 0.16 0.75 0.16 0.80 0.12

学習40 生活関連 0.36 0.15 0.40 0.13 0.44 0.13

学習36 生徒実験 0.85 0.11 0.84 0.08 0.84 0.09

学習37 演示実験 0.70 0.18 0.70 0.11 0.71 0.14

学習38 野外観察 0.36 0.16 0.55 0.09 0.53 0.12

学習39 コンピュータ 0.03 0.04 0.14 0.14 0.31 0.20

態度40 理科面白い 0.82 0.07 0.81 0.10 0.82 0.07

態度03 実験楽しい 0.93 0.04 0.93 0.04 0.92 0.04

態度33 野外楽しい 0.76 0.07 0.77 0.07 0.79 0.08

表３－２ 中学校２学年での学級を基礎とした集計結果

中学校２学年
集団� (1992)

N＝73
集団Ｃ (2003)

N＝55

項 目 項目略称 平均値 S. D. 平均値 S. D.

学習31 前時の復習 0.67 0.12 0.68 0.12

学習32 教科書中心 0.82 0.07 0.72 0.17

学習33 板書・ノート 0.81 0.09 0.84 0.13

学習34 希望反映 0.52 0.14 0.54 0.16

学習35 楽しい理科授業 0.60 0.16 0.64 0.18

学習40 生活関連 0.22 0.10 0.38 0.12

学習36 生徒実験 0.77 0.12 0.85 0.10

学習37 演示実験 0.64 0.07 0.70 0.12

学習38 野外観察 0.10 0.05 0.23 0.08

学習39 コンピュータ 0.02 0.02 0.04 0.09

態度40 理科面白い 0.68 0.10 0.70 0.11

態度03 実験楽しい 0.87 0.06 0.85 0.08

態度33 野外楽しい 0.72 0.07 0.68 0.07



� 授業の進め方

学習31の ｢前時の復習｣ は､ 小学校５学年では集団１と集団Ｃの間､ 及び団Ｃと集団Ｄとの間で

平均値に有意差が認められる｡ また､ 表４に示すように集団１と集団Ｄでは分散性に差が認められ

る｡ 図１の箱ひげ図を見ると､ 集団Ｄは集団１に比べて最小値が上がり､ 最大値が下がっており学

級によるばらつきが小さいことがわかる｡ 1998年の学習指導要領の改訂のねらいとして ｢基礎・基

本の確実な定着を図ること｣ が重視されていることと､ 2002年１月の文部科学省 ｢確かな学力の向

上のための2002アピール｣ 後の ｢確かな学力｣ を身に付けさせることを重視する動きとが､ 小学校

では理科の授業の始めに前の時間の復習をするということに影響していると推測できる｡

学習32の ｢教科書中心｣ は､ 小学校５学年では集団１､ 集団Ｃ､ 集団Ｄともに平均値および標準

偏差に差は認められない｡ しかし､ 中学校２学年では集団Ｃと集団１では平均値及び分散性に有意

差が認められる｡ 図２の箱ひげ図を見ると､ 中学校２学年の集団１よりも集団Ｃの方が中央値が下

がり､ しかも最小値も下がっており学級によるばらつきが大きくなっている｡ 1998年の学習指導要

領では個に応じた指導の充実が求められており､ 中学校では教科書にある内容だけを一斉指導する

だけでなく､ ｢発展的な学習｣ や ｢補充的な学習｣ の指導が教員の作成した副教材等を活用するな

どさまざまな形で展開されるようになってきていることが推測できる｡

学習33の ｢板書・ノート｣ は､ 小学校５学年の平均値は集団１､ 集団Ｃ､ 集団Ｄと次第に大きく

なり､ 標準偏差は逆に小さくなっている｡ 集団Ｃと集団Ｄとの間､ 及び集団１と集団Ｄとの間では

平均値に有意差が認められる｡ また同様に集団Ｃと集団Ｄとの間､ 及び集団１と集団Ｄとの間では

分散性に差が認められる｡ 図３の箱ひげ図を見ると､ 集団Ｄはほかの２つの集団よりも中央値が大

きくなり最小値が上がっている｡ 中学校２学年においても集団１と集団Ｃには分散性に差が認めら

れる｡ 図３の箱ひげ図を見ると､ 集団Ｃの方が中央値が上がっている｡ 1998年の学習指導要領では

評価基準の工夫・改善を図ることが求められ､ その一環として教員による板書の工夫とそれをノー

トに書き写す指導ことが多くなり､ さらにはそのノートを提出させて評価の資料とすることが各学

級で行われるようになってきていることが推測できる｡
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表４ 集団間の平均値の差及び分散性の検定結果

小５集１－Ｃ 小５集Ｃ－Ｄ 小５集１－Ｄ 中２集１－Ｃ

項 目 平均値 分散性 平均値 分散性 平均値 分散性 平均値 分散性

学習31 ＊ ＊ ＊

学習32 ＊ ＊

学習33 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

学習34 ＊

学習35 ＊ ＊

学習40 ＊ ＊

学習36 ＊

学習37 ＊ ＊ ＊

学習38 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

学習39 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

態度40 ＊ ＊

態度03

態度33 ＊ ＊



� 興味・関心の育成

学習34の ｢希望の反映｣ は､ 小学校５学年では各集団とも平均値にほとんど差は見られないが集

団１と集団Ｄとの間では分散性に差が認められる｡ 図４の箱ひげ図を見ると､ 小学校５学年の集団

Ｄが中央値は変わらないが最小値が上がり､ 最大値が下がっており､ 学級によるばらつきが小さく

なっていることがわかる｡ 中学校２学年では集団間に有意な変化は見られない｡

学習35の ｢楽しい理科授業｣ は､ 小学校５学年は集団１と集団Ｄとの間に平均値及び分散性に有

意な差が認められる｡ 図５の箱ひげ図を見ると集団Ｄは最小値が他の２つの集団よりも上がってい

る｡ 集団１から集団Ｃ､ そして集団Ｄへと次第に各学級で ｢楽しい授業｣ の頻度が大きくなる傾向

がみられる｡

学習40の ｢生活関連｣ は､ 小学校５学年の平均値が集団１､ 集団Ｃ､ 集団Ｄと次第に大きくなっ

ている｡ そして集団１と集団Ｄとの間には有意な差が認められる｡ 集団Ｄでは､ 科学がいかに生活

と深く関っているかを説明することが月に１回程度になっている｡ 中学校２学年では集団Ｃと集団

１で平均値に有意な差が認められる｡ 図６の箱ひげ図を見ると､ 中学校２学年では集団Ｃの方が中

央値が大幅に上がり､ 全体として生活との関わりについての説明の頻度が大きくなっている｡ これ

は1989年の中学校学習指導要領から日常生活と関連付けた理解を図ることが改訂の要点の重要な項

目として挙げられていることの影響が現れているものと推測できる｡
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図１ 学習31 ｢前時の復習｣ の頻度の分布 図２ 学習32 ｢教科書中心｣ の頻度の分布

図３ 学習33 ｢板書・ノート｣ の頻度の分布



� 実験や観察

学習36の ｢生徒実験｣ は､ 小学校５学年では各集団とも平均値が極めて高く､ ほとんど差は見ら

れない｡ また分散性にも差が認められない｡ 中学校２学年では､ 集団Ｃと集団１では平均値に有意

な差が認められる｡ 図７の箱ひげ図を見ると､ 中学校２学年では集団Ｃの方が中央値が上がり､ 生

徒実験を行う頻度が大きくなっている｡ また､ 集団Ｃの最小値は集団１よりも上がっており頻度の

小さい学級が減っている｡ 中学校学習指導要領の改訂のたびに観察､ 実験を行うことが強調されて

きたが､ 1998年の中学校学習指導要領では ｢目的意識を持って｣ 観察､ 実験を行うことが改訂の要

点の第一にあげられたことが生徒実験の頻度が大きくなったことに影響しているものと推測できる｡

学習37の ｢演示実験｣ は､ 小学校５学年では各集団とも平均値にほとんど差は見られない｡ しか

し､ 集団１と集団Ｃとの間には分散性に差が認められる｡ 中学校２学年では､ 集団Ｃと集団１では

平均値に有意な差が認められる｡ また分散性についても差が認められる｡ 図８の箱ひげ図を見ると､

小学校５学年の集団１では演示実験を学期に１回程度やほとんど行わない学級があったが､ 集団Ｃ

ではそれが減っている｡ 中学校２学年では集団Ｃの中央値及び最大値が上がり､ 頻度の大きな学級

が増加している｡ このことは1999年の中学校学習指導要領解説－理科編－に示されている ｢観察､

実験に基づいて自然の規則性を見つけて考察する学習から､ 総合的なものの見方を育てる学習に対

応した指導の改善｣ が行われていることが推測される｡
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図４ 学習34 ｢希望反映｣ の頻度の分布 図５ 学習35 ｢たのしい理科授業｣ の頻度の分布

図６ 学習40 ｢生活関連｣ の頻度の分布



学習38の ｢野外観察｣ は､ 小学校５学年の平均値が集団１､ 集団Ｃ､ 集団Ｄと次第に大きくなっ

ている｡ そして集団１と集団Ｃ及び集団１と集団Ｄとの間には有意な差が認められる｡ また集団１

と集団Ｃ及び集団Ｃと集団Ｄとの間には分散性に差が認められる｡ 中学校２学年では集団１と集団

Ｃでは平均値及び分散性に有意な差が認められる｡ 図９の箱ひげ図を見ると､ 小学校５学年では集

団１に比べ集団Ｃ及び集団Ｄの中央値が上がり､ 野外観察の頻度が大きくなっている｡ また､ 集団

１では野外観察を学期に１回程度やほとんど行わない学級が少なくなかったが集団Ｃ及び集団Ｄで

はそのような学級がほとんどなくなっている｡ これは1989年の小学校学習指導要領理科の ｢内容の

取扱い｣ に ｢野外に出かけ地域の自然に親しむ活動を多く取り入れる｣ と記述され､ それが1998年

の学習指導要領でも引き継がれていることに沿って授業の改善が図られてきたことを示していると

考えられる｡ 中学校２学年では集団１に比べて集団Ｃは中央値が上がっているが､ 学期に１回程度

の学級がほとんどで頻度は小さい｡

� コンピュータの活用

学習39の ｢コンピュータ｣ は､ 小学校５学年の平均値は集団１､ 集団Ｃ､ 集団Ｄと調査を重ねる

毎に大きくなっている｡ 集団１と集団Ｃ､ 及び集団Ｃと集団Ｄ､ 並びに集団１と集団Ｄに平均値､

分散性ともに有意な差が認められる｡ それに対して中学校２学年では平均値が極めて小さな値であ
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図７ 学習36 ｢生徒実験｣ の頻度の分布 図８ 学習37 ｢演示実験｣ の頻度の分布

図９ 学習38 ｢野外観察｣ の頻度の分布 図10 学習39 ｢コンピュータ｣ の頻度の分布



りコンピュータを使った授業がほとんど行われていないが､ 集団１と集団Ｃとには分散性に差が認

められる｡ 図10の箱ひげ図を見ると､ 小学校５学年の集団Ｄでは学級によるばらつきが大きく､ コ

ンピュータの使用頻度の大きい学級は週に１回程度にまでなっている｡ 中学校２学年では中央値は

ほとんど変化がないが集団Ｃでは学期に１回から月に１回程度の学級がごく一部見られる｡ 中学校

におけるコンピュータを活用した理科授業の工夫改善が課題であると言える｡

� 児童生徒の態度に関する項目

上述のように教員の教授／学習活動は学習指導要領が改訂されて頻度が変化したものと変化しな

いものがあることが明らかになった｡ この変化を受けて各学級の児童生徒の理科に対する態度はど

のように変化してきたかをみるために態度質問項目から関連する３項目を取り上げた｡ その３項目

とそれらの選択肢と数値化については表２－３及び表２－４に示してある｡ 授業／学習活動の頻度

と児童生徒の意識との相関を表５に示す｡

学習35の ｢たのしい理科授業｣ と態度40の ｢理科面白い｣ との相関をみると､ いずれの学年及び

集団でも有意な相関が認められ､ 楽しい理科授業の頻度が大きい学級ほど児童生徒は理科が面白い

と思っていることがわかった｡

学習36の ｢生徒実験｣ と態度03の ｢実験楽しい｣ との相関では小学校５学年の集団Ｄのみで有意

な相関が認められる｡ 集団Ｄは1998年の小学校学習指導要領で学んだ児童である｡ 1998年の小学校

学習指導要領理科の目標に ｢見通しをもって｣ 観察､ 実験などを行うことが明記されている｡ 観察､

実験において児童が見通しを持って自己の責任において問題を解決していく活動や場が保障され､

主体的に取り組むような工夫が行われるようになり､ 観察､ 実験の楽しさを実感する機会が多くなっ

たことが推測される｡ 一方､ 中学校２学年では実験が楽しいとする割合いは表３－２から大きくなっ

ていないことがわかる｡ また ｢生徒実験｣ と ｢実験楽しい｣ には有意な相関はみられない｡ これは､

｢実験楽しい｣ の平均値が0.85と非常に大きいことから､ 生徒実験の頻度による影響が現れにくい

ためと考えられる｡

学習38の ｢野外観察｣ と態度33の ｢野外楽しい｣ との相関では小学校５学年ではどの集団も有意

な相関はみられないが中学校２学年の集団Ｃでは相関が認められる｡
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表５ 授業／学習活動の頻度と関連する児童生徒の意識との相関

集団１小５ 集団Ｃ小５ 集団Ｄ小５ 集団１中２ 集団Ｃ中２

学習35：たのしい理科授業
態度40：理科面白い

0.24* 0.55* 0.26* 0.70* 0.49*

学習36：生徒実験
態度03：実験楽しい

0.04 0.16 0.25* 0.21 0.13

学習38：野外観察
態度33：野外楽しい

－0.04 0.21 －0.09 0.14 0.36*

注) 数値は関連する学習項目と態度項目の相関係数を示す｡ ＊は５％水準で有意な相関を示す｡



４ まとめ

1989年に小学校５学年であった集団１は1977 (昭和52) 年告示の学習指導要領で学んだ子どもで

あり､ 2000年に小学校５学年であった集団Ｃは小学校では1989 (平成元) 年告示の学習指導要領で

学び､ 中学校では1998 (平成10) 年告示の学習指導要領で学んだ子どもである｡ 2004年に小学校５

学年であった集団Ｄは1998 (平成10) 年告示の学習指導要領で学んだ子どもである｡ 理数定点調査

研究による長期にわたる調査データから理科の教授／学習における諸活動の頻度について学級を基

礎に集計したデータを用いて分析を行い､ 小・中学校における理科の指導法における学習指導要領

の改訂による影響について検討した｡

授業の進め方においては､ 小学校第５学年では ｢前時の復習｣ は集団Ｃでいったん頻度が小さく

なったものの､ 集団Ｄでは頻度の平均値は集団１と同じまでに回復している｡ また､ ｢板書・ノー

ト｣ は集団１から集団Ｄにかけて頻度が大きくなっている｡ 1998年の学習指導要領になって指導法

に変化が起きていることが指摘できよう｡ 一方､ 中学校第２学年では ｢教科書中心｣ の頻度は集団

１よりも集団Ｃの方が小さく､ 1998年の学習指導要領において発展的な学習や補充的な学習が重視

されたことに対応させて教科書以外の補助教材などを活用した授業を行う学級が増えたと考えられ

る｡

興味・関心の育成においては､ ｢楽しい理科授業｣ の頻度が大きくなる傾向がみられた｡ また､

｢生活関連｣ の授業の頻度が大きくなっており､ 1989年の中学校学習指導要領理科に日常生活と関

連を図ることが記述され､ 1998年の改訂ではそれがより強調されている影響が現れていると考えら

れる｡

実験や観察においては､ ｢生徒実験｣ は週に１回程度よりも高い頻度で実施されている学級が小・

中学校とも多い｡ 中学校２学年においては1998年の学習指導要領になり ｢生徒実験｣ の頻度がより

大きくなっている｡ ｢演示実験｣ は小学校５学年では集団による頻度に変化はほとんどみられない

が､ 学級による指導のばらつきが小さくなる傾向が認められる｡ 中学校２学年では集団Ｃの方が頻

度が大きくなり､ 生徒実験と演示実験がよく行われるようになったことがわかる｡ ｢野外観察｣ は､

集団Ｃで頻度が大幅に増えている｡ それは1989年の学習指導要領で野外での活動を多く取り入れる

ことが記述されたことにより授業の改善が図られたものと考えられる｡

コンピュータの活用においては､ 小学校５学年の頻度が調査のたびに大きくなっている｡ しかし､

中学校２学年では全体的には頻度は小さいが､ 頻度の大きな学級が小数であるが見られるようになっ

た｡

なお､ ｢生活関連｣ ｢生徒実験｣ ｢演示実験｣ は､ 中学校２学年の頻度が小学校５学年の頻度と違

いがなくなるまで大きくなっており､ 中学校の理科教員が生徒の興味・関心を重視したり日常生活

との関連を図った指導を取り入れて授業の改善を図ったりしていることがうかがえる｡

学習 ｢楽しい授業｣ と態度 ｢理科面白い｣ とはいずれの学年及び集団でも有意な相関が認められ､

楽しい理科授業の頻度が大きいほど児童生徒は理科が面白いと思っていることがわかる｡
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Abstract

The purpose of the study is to identify key factors in science achievement scores among the

home environment and identify the change between two curriculum cohorts: pre-new learning

ability cohort (Cohort 1) and post-new learning ability cohort (Cohort B). The analysis used

the data collected by National Institute for Educational Research (before 2001) and National

Institute for Educational Policy Research (since 2001) in �Longitudinal Study on Science and

Mathematics� and �Periodical Survey of Science and Mathematics�. First, an Analysis of Vari-

ance is conducted with each home environment factor as an independent variable and science

achievement as a dependent factor to identify the home environment factor related to science

achievement. Then the science achievement score is regressed by the identified factors and pre-

vious science achievement score. The results of the analysis showed that home learning re-

sources were effective for elementary and lower secondary students of the pre-new learning

ability cohort and upper secondary students of the post-new learning ability cohort. The study

concludes that the effectiveness of the home environment factor functions differently depend-

ing on the type of science curriculum.

１. はじめに

近年､ 学力の規定要因として､ 家庭環境が注目を浴びている｡ 例えば､ 東大脳研究会が講談社よ

り出版した 『隣の子どもはどうやって東大に行ったのか』 は2007年１月に第１刷が発行されたにも

関わらず､ 翌月にはすでに第３刷が発行され､ その売れ行きが順調であることが示唆される｡ この

他にも､ 『頭のよい子が育つ家』 (日経 BP 社) や 『親業』 (大和書房) など､ 学力向上の要因とし

て家庭環境を求める出版物は多いといえる｡ また､ このような民間による調査のみならず､ 文部科

学省においても ｢朝食の摂取状況とペーパーテストの結果との関係｣ について調査し公表するなど､

家庭での生活状況とペーパーテストについても着目し始めている (文部科学省, 2006)｡

このような家庭環境と学力との関係についての着眼は､ 旧来の学力の育成の担い手が教育の公的

セクター (学校あるいは入試制度や教育課程) が主であったのに対して､ 新しい学力育成において

は､ 内容の厳選および教科学習の減少による教育の公的セクターの関与の減少に加え､ ｢日常体験

との関連性の重視｣ への視点から､ 私的セクター (家庭教育や社会教育) にも依存せざるを得なく

なっていることからくるものとして捉えることができる｡ また､ 苅谷 (2001) は､ ｢社会階層｣ と
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いう視点から1979年および1997年に２回行なった独自の調査の結果を比較し､ 新学力観は社会階層

によって異なる家庭環境の相違点について考慮にいれないままで導入されているために､ 社会階層

(親の学歴や職業威信による) が低いと認められる家庭出身の生徒は､ 現在的志向や学校での成功

を否定することで自尊感情を保つ傾向がより強くなり､ その結果 ｢落第しない程度の成績をとって

いればいい｣ という学習に対する態度が形成されていると結論づけられている｡ また､ 堀 (2004)

は､ 2001年関西地域1281名の中学二年生に対して行なった学力調査データを用いた二次分析を行い､

家庭における文化環境について､ ｢家庭環境が文化的に上位３分の１であると学習への構えが肯定

的になっている｡ (p.187)｣ ことを明らかにしている｡

家庭環境と学力との関係については､ 国際調査においても検討がされている｡ 例えば､ 2003年に

行なわれた国際数学・理科教育動向調査 (TIMSS2003) では､ 児童・生徒質問紙の項目として

｢あなたの家にはおよそどれくらい本がありますか｡｣ という家庭内の蔵書量を本棚や本箱の数で回

答させたり､ ｢あなたの家には､ 次のものがありますか｣ との質問から ｢コンピュータ｣ や ｢地球

儀｣､ ｢天体望遠鏡｣ の有無を回答させたりするなど家庭内の文化的環境についてのデータについて

のクロス分析も可能になっている｡ 国立教育政策研究所 (2005) は､ このデータを用い､ 既に家庭

の蔵書数が児童・生徒の理科の成績が高い傾向があることを指摘しており､ 我が国でも家庭内の文

化的環境が理科学力に影響を及ぼしていることが示唆されている｡

しかしながら､ 国語や算数・数学の学力と家庭の文化的環境との関係は注目されているにもかか

わらず､ 理科学力と家庭での文化的環境についての分析は未だ十分とはいえない｡ また､ 前述の苅

谷 (2001) や堀 (2004) については､ ｢新学力観｣ に対する影響について検証しようとしているた

め､ 生徒の学習意欲や態度についてのみ検討しており､ 理科の学力を構成する要素の一つである

｢科学的知識・概念の理解｣ に対する影響については､ 検証していない｡ 一方､ 国立教育政策研究

所 (2005) による家庭環境の影響については家庭での蔵書数に関してのみ行なわれており､ その他

の要因､ 例えば校外での学習時間や TV の視聴時間の影響､ 通塾回数などのその他の家庭環境の

理科の成績に対する影響については未解明の状態である｡

そこで､ まず､ 理科の学力､ 特に科学的知識や概念の規定要因として､ 家庭環境の影響は新学力

導入の前後でどのように異なるのか､ について検証する必要がある｡ さらに､ この家庭環境の影響

については､ 上述の苅谷 (2001) や堀 (2004) にみられるように､ 新学力観が導入されたカリキュ

ラムの影響という視点から論じられているため､ 我が国の学習指導要領コーホートによる変化につ

いても視野にいれておく必要がある｡

２. 本分析の目的

本分析においては､ 小・中・高等学校段階の児童・生徒の理科の成績に対する家庭環境の影響に

について､ 新学力観導入前後の変化を明らかにすることを目的とする｡

３. 方 法

� 分析対象者

上述の目的を達成するに当たっては､ 分析対象について､ 以下の２点を考慮にいれておく必要が

ある｡
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①については､ 本調査の目的の一つである ｢新学力観の導入の前後比較｣ を達成するためである｡

新学力観の導入前後で項目が異なると比較が困難である｡ ②については､ 家庭環境の固有な効果を

測定するためには､ できうる限りその他の変数の効果について制御する必要があるためである｡ 本

研究の目的を達成するためには､ 家庭環境が独立変数､ 理科の成績が従属変数となるデザインが用

いられることとなるが､ 単に家庭環境別の理科の成績比較では､ これら二つの変数に対して共変す

る変数も予測できる｡ 例えば､ ある学年の理科の成績は､ 前の学年での学習事項がよく理解できて

いるから現在の学習内容もよく理解できるなどの事前の学年の理科の成績に影響をうける｡ さらに､

家庭環境についても､ 児童・生徒の行動によっても左右されうる｡ 例えば､ ｢子どもが勉強しない

から､ 勉強させるために塾に行かせる｣､ あるいは ｢自分の子どもはある程度勉強ができるので､

更なる向上を期待して塾に行かせている｣ などの事前の理科の成績と相関関係をもっている可能性

も考慮しなければいけない｡ そこで､ 家庭環境による効果と事前の理科の成績の効果との共変が予

測できる場合､ その両者のそれぞれの効果を区別する必要が生じる｡ そのためには､ 長期追跡デザ

インを用いた調査データを用いることが適切であると考えられる｡

上記の２条件を具備する調査データとして､ 旧国立教育研究所科学教育研究センターおよび国立

教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部が1989 (平成元) 年度より行なってきた ｢理数長

期追跡研究調査｣ および ｢理科及び算数・数学の到達度とそれに影響を与える諸因子との関連に関

する定点調査研究 (略称：理数定点調査研究)｣ により収集されたデータがある｡ 両調査において

は､ 本研究が対象とする小・中・高等学校の児童・生徒の ｢理科の成績｣ や ｢家庭環境｣ について､

経年的にかつ新学力観が反映され始めた1989 (平成元) 年告示の教育課程を導入する以前のデータ

も含んでおり､ 教育課程改訂の効果についても検証することが可能である｡ そこで､ 本研究におい

ては､ 両調査において収集されたデータのうち､ 小・中・高等学校すべての学校段階のデータが揃っ

ており､ かつ在学期間中教育課程改訂の影響が少ない集団として､ 集団１及び集団Ｂについて分析

を行う｡

集団１は､ 1989年度の小学校５年生時より1996年度まで毎年度データが収集されており､ この間

彼らが中学校３年生時に新学力観を導入した平成元年改訂の教育課程を受けている｡ つまり､ 集団

Ｂと比較するならば､ 小５および中２時点では､ 新学力観導入前であり､ 高２時点では新学力観導

入後３年目といった比較的初期の段階での回答データを含む｡ 一方､ 集団Ｂについては1996年度の

小学校５年生時より３年おきに､ 中学２年生時 (1999年度)､ 高校２年生時 (2002年度) に収集さ

れたデータを含む｡ なお､ 両集団ともそれぞれ小５､ 中２､ 高２の学年時すべての調査に参加した

回答者を分析対象とし､ その回答者数は､ 集団１においては258名､ 集団Ｂにおいては245名である｡

� 分析対象項目

｢理数長期追跡研究調査｣ および ｢理数定点調査研究｣ において､ 理科学習に関係しうる家庭環

境の調査項目は① (背景01) 家庭の蔵書量､ ② (背景02) 家庭学習での家人の助けの有無 (小５､

中２のみ)､ ③ (背景02) 家人の勉強の勧めの有無 (高２のみ)､ ④ (背景03) 学習塾通いの有無､

⑤ (背景05) 学校外学習の週当たりの総時間数､ ⑥ (背景07) 学校外の理科学習の週時間数､ ⑦

(背景20) テレビ視聴時間数の７項目である｡ それぞれの質問内容及び回答選択肢を表１に示す｡
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① 新学力観導入の前後に､ 同じ項目を用いた調査を行なっていること｡

② 長期追跡デザインを用いた調査であること｡



さらに､ これら対象項目に対する集団１および集団Ｂの反応率について､ 表２に示す｡ 各集団に

おける回答者の特性を概観するために､ ここで同学年時に集団間で10％ポイント以上増減した項目

について言及しておく｡ まず､ ｢家庭の蔵書数｣ については､ 集団Ｂのほうが中学校２年時におい

て ｢10冊以下｣ と回答した生徒が11.1％ポイントほど多い｡ その他の選択肢に対する回答傾向をも

勘案すると､ この学年においては､ 新学力観導入前にくらべて､ 家庭内の蔵書数が減少したことを

示す｡ その他の学年においては､ このような変化はみられない｡ 次に､ ｢家庭学習での家人の助け

の有無｣ については､ 集団Ｂのほうが中学校２年時において ｢ほぼ独力｣ と回答した生徒が12.0％

ポイントほど少ない｡ これは､ この学年においては､ 新学力観導入前にくらべて､ 独力で家庭学習

を行なう生徒が減少したことを示す｡ その他の学年においては､ このような変化はみられない｡ 次

に､ ｢家人の勉強の勧めの有無｣ については､ 新学力観導入前後で変化はみられない｡ 次に､ ｢学習

塾通いの有無｣ については､ 集団Ｂのほうが小学校５年時において ｢行っていない｣ と回答した児

童が11.8％ポイントほど少ない｡ これは､ この学年においては､ 新学力観導入前にくらべて､ 塾へ

通う児童が減少したことを示す｡ その他の学年においては､ このような変化はみられない｡ 次に､

｢学校外学習の週当たりの総時間数｣ については､ 集団Ｂのほうが､ 小学校５年生時および中学校

２年生時において ｢２時間以下｣ と回答した児童・生徒がそれぞれ10.9％ポイント及び13.0％ポイ

ントほど多い｡ その他の選択肢に対する回答傾向をも勘案すると､ これらの学年においては､ 新学

力観導入前にくらべて､ 家庭での総学習が減少したことを示す｡ 高校２年時においては､ このよう

な変化はみられない｡ 次に､ ｢学校外の理科学習の総時間数｣ については､ 集団Ｂのほうが､ 中学

校２年生時において ｢２時間以下｣ と回答した生徒が12.3％ポイントほど多い｡ その他の選択肢に

対する回答傾向をも勘案すると､ この学年においては､ 新学力観導入前にくらべて､ 家庭での総学

習時間数が減少したことを示す｡ また､ 高校２年時においては､ 集団Ｂにおいては ｢０時間｣ と回

答した生徒が8.7％ポイントほど多く､ ｢２時間くらいまで｣ と回答した生徒が9.9％ポイントほど

少ない｡ その他の選択肢に対する回答傾向をも勘案すると､ 新学力観導入後初期とにくらべて､ 高

校２年時においても家庭での理科の学習時間数が減少した可能性があることを示す｡ 小学校５年生

については大きな変化はみられない｡ 次に､ ｢テレビ視聴時間｣ については､ 集団Ｂのほうが､ 中

学校２年生時において ｢２～３時間くらい｣ と回答した生徒が10.2％ポイントほど少なく､ ｢３時

間以上｣ と回答した生徒が13.5％ほど多い｡ その他の選択肢に対する回答傾向をも勘案すると､ こ

の学年においては､ 新学力観導入前にくらべて､ テレビ視聴時間数が増加したことを示す｡ その他

の学年においては､ このような変化はみられない｡
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表１ 分析対象項目の質問内容及び回答選択肢

① 家庭の蔵書数
あなたの家には､ およそどれくらいの本がありますか｡ (漫画本や雑誌は入れません｡)

ア. 10冊以下｡
イ. 11～30冊くらい｡
ウ. 31～100冊くらい (本箱一つが100冊くらい)｡
エ. 101～300冊くらい｡
オ. およそ300冊以上

② 家庭学習での家人の助けの有無 (小５､ 中２のみ)
あなたは家で勉強するとき､ 家の人や家庭教師などにどれくらいおしえてもらいますか｡

カ. だれからもほとんど教えてもらわない｡
キ. 家の人にときどき教えてもらう｡
ク. 家の人にひんぱんに教えてもらう｡
ケ. 家の人以外の人 (家庭教師など) にときどき教えてもらう｡
コ. 家の人以外の人 (家庭教師など) にひんぱんに教えてもらう｡

③ 家人の勉強の勧めの有無 (高２のみ)
家の人はあなたに勉強するように言いますか｡

カ. 勉強のことはほとんど何も言わない｡
キ. 勉強するようにと月に２～３回は言う｡
ク. 勉強するようにと週に２～３回は言う｡
ケ. 勉強するようにとほとんど毎日のように言う｡
コ. よくわからない｡

④ 学習塾通いの有無
あなたは学習塾・進学塾に行っていますか｡ (ピアノ､ 絵画､ 習字､ そろばん塾などは入れません)

サ. 行っていない｡
シ. １週間に１回行っている｡
ス. １週間に２回行っている｡
セ. １週間に３回行っている｡
ソ. １週間に４回以上行っている｡

⑤ 学校外学習の週当たりの総時間数
あなたは､ 学校以外でふつう１週間にどれくらいの時間勉強をしていますか｡ (すべての教科を合わせて答え

てください｡ また､ 学習塾・進学塾などでの勉強時間も入れてください｡
カ. ２時間くらいまで｡
キ. ２時間より多いが５時間くらいまで｡
ク. ５時間より多いが10時間くらいまで｡
ケ. 10時間より多いが20時間くらいまで｡
コ. 20時間より多い｡

⑥ 学校外の理科学習の週時間数
あなたは､ 学校以外でふつう１週間にどれくらいの時間を､ 理科の勉強に使っていますか｡ (学習塾などでの

理科の勉強時間もいれてください｡)
ア. ０時間｡
イ. ２時間くらいまで｡
ウ. ２時間より多いが５時間くらいまで｡
エ. ５時間より多いが10時間くらいまで｡
オ. 10時間より多い｡

⑦ テレビ視聴時間数
あなたは､ 普通の日 (土曜や日曜以外の日) にテレビを何時間ぐらい見ますか｡

カ. ほとんど見ない｡
キ. １時間以下｡
ク. １時間より多いが２時間以下｡
ケ. ２時間より多いが３時間以下｡
コ. ３時間より多い｡

(引用元：『算数・数学の成績や態度等に関する16年間の経年変化の分析的研究－項目別反応率一覧－』､ 瀬沼､ 2006)
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表２ 各学年段階における集団１及び集団Ｂの家庭環境要因別反応率

小 ５ 中 ２ 高 ２
集団１ 集団Ｂ 集団１ 集団Ｂ 集団１ 集団Ｂ

① 家庭蔵書数
10冊以下 8.9％ 10.2％ 9.3％ 20.4％ 17.5％ 19.3％
11～30冊くらい 28.8 29.4 36.0 34.7 29.6 32.0
31～100冊くらい 37.4 36.7 31.8 29.8 25.3 24.2
101～300冊くらい 20.2 15.5 15.1 9.8 17.1 18.9
およそ300冊以上 4.7 8.2 7.8 5.3 10.5 5.7

N＝ 257 245 258 245 257 244
② 家庭学習での家人の助けの有無 (小５､ 中２のみ)

ほぼ独力 14.8 16.7 42.6 30.6 － －
ときどき (家人) 75.5 72.7 52.3 59.6 － －
頻繁 (家人) 7.8 8.6 2.3 3.7 － －
時々 (家人以外) 1.2 1.2 2.7 4.1 － －
頻繁 (家人以外) 0.8 0.8 0.0 2.0 － －

N＝ 257 245 258 245 － －
③ 家人の勉強の勧めの有無 (高２のみ)

ほとんど言わない － － － － 33.9 27.8
月に２～３回 － － － － 28.4 36.3
週に２～３回 － － － － 20.6 20.0
ほぼ毎日 － － － － 14.4 11.4
よくわからない － － － － 2.7 4.5

N＝ － － － － 257 245
④ 学習塾通いの有無

行ってない 81.2 69.4 54.3 46.5 87.5 85.7
週に１回 8.6 12.2 10.1 16.3 2.7 5.7
週に２回 6.3 13.9 26.4 23.7 7.0 6.5
週に３回 2.7 2.0 6.6 9.8 1.9 2.0
週に４回以上 1.2 2.4 2.7 3.7 0.8 0.0

N＝ 255 245 258 245 257 245
⑤ 学校外学習の週当たりの総時間数

２時間以下 20.7 31.6 22.9 35.9 45.5 52.9
２～５時間くらい 28.5 27.9 34.5 36.3 21.8 23.0
５～10時間くらい 33.6 26.2 31.4 19.6 21.0 14.3
10～20時間くらい 15.6 9.4 10.1 8.2 9.3 7.8
20時間以上 1.6 4.9 1.2 0.0 2.3 2.0

N＝ 256 244 258 245 257 244
⑥ 学校外の理科学習の週時間数

０時間 37.0 32.7 27.9 40.2 56.8 66.5
２時間くらいまで 47.1 51.0 60.1 52.5 37.7 27.8
２～５時間くらい 13.6 13.9 11.2 6.6 4.3 5.3
５～10時間くらい 2.3 1.6 0.8 0.8 0.8 0.4
10時間以上 0.0 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0

N＝ 257 245 258 244 257 245
⑦ テレビ視聴時間数

ほとんど見ない 2.3 2.9 2.7 2.4 4.7 4.1
１時間以下 5.4 4.5 5.8 2.0 8.9 8.6
１～２時間くらい 23.0 20.8 21.7 22.4 23.3 24.5
２～３時間くらい 33.1 30.6 38.8 28.6 34.2 26.5
３時間以上 36.2 41.2 31.0 44.5 28.8 36.3

N＝ 257 245 258 245 257 245



� 分析方法

本分析においては､ まず､ 各集団の各学年における家庭環境に関する理科の成績の規定要因を同

定するため､ 上述の各項目における回答別の理科成績の平均に関して､ 一元配置分散分析および多

重比較検定を用いて､ 理科の成績に対して有効な家庭環境要因を抽出する (方法Ｉ)｡ 次に､ 同定

された家庭環境要因の効果について､ 前学年段階における理科成績の効果を制御し､ 家庭環境要因

の効果をより精緻なものとするため､ 重回帰分析を行い､ より有効な家庭環境について検討する

(方法�)｡

４. 結 果

� 有効な家庭環境要因の抽出 (方法Ｉ)

各集団の各学年における家庭環境に関する理科の成績の規定要因を同定するため､ 各項目の回答

別の理科成績の平均について､ 一元配置分散分析および多重比較検定を行なった｡

① 家庭蔵書数

まず､ 家庭の蔵書数についての結果を表３に示す｡

集団１については､ すべての学年段階において家庭における蔵書数は理科の成績に影響を及ぼし

ていることが明らかとなった｡ また､ 多重比較検定の結果､ 小５においては ｢10冊以下｣ と回答し

た児童より ｢300冊以上｣ のほうが１％未満の危険率で理科の成績が有意に高く､ 中２においては､

同じく ｢10冊以下｣ と回答した生徒より､ それ以上の冊数を回答した生徒の方が､ 多くとも５％未

満の危険率で､ 理科の成績が有意に高いことが明らかとなった｡ 高２においては､ 同様にして ｢10

冊以下｣ と回答した生徒より､ ｢101冊～300冊｣ および ｢300冊以上｣ と回答した生徒の方が､ それ

ぞれ１％未満および５％未満の危険率で理科の成績が有意に高いことが明らかとなった｡

一方､ 集団Ｂについては､ 高２のみ家庭における蔵書数は理科の成績に影響を及ぼしていること

が明らかとなった｡ また､ 多重比較検定の結果､ 高２においては ｢10冊以下｣ とその他の回答それ

ぞれに対して多くとも５％未満の危険率で､ 有意差がみられた｡

② 家庭学習での家人の助けの有無 (小５､ 中２のみ)

次に､ 家庭学習での家人の助けの有無についての結果を表４に示す｡

理科成績を規定する家庭的要因の影響
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表３ 蔵書数別理科の成績

集 団 １ 集 団 Ｂ

小５ 中２ 高２ 小５ 中２ 高２

10冊以下 9.3 (0.57) 10.0 (0.76) 9.1 (0.53) 8.6 (0.56) 11.7 (0.54) 9.3 (0.49)

11～30冊くらい 10.8 (0.35) 12.5 (0.37) 10.7 (0.34) 8.5 (0.31) 12.2 (0.38) 11.0 (0.33)

31～100冊くらい 11.1 (0.31) 12.7 (0.39) 10.4 (0.36) 9.2 (0.27) 12.5 (0.40) 11.5 (0.39)

101～300冊くらい 10.7 (0.43) 13.5 (0.57) 11.5 (0.41) 9.1 (0.47) 11.8 (0.60) 12.4 (0.44)

およそ300冊以上 13.3 (0.78) 13.9 (0.93) 11.4 (0.59) 10.5 (0.71) 13.2 (1.27) 13.2 (0.66)

合 計 10.9 (0.19) 12.6 (0.23) 10.6 (0.19) 9.0 (0.17) 12.2 (0.23) 11.2 (0.20)

F 値＝ 3.61** 4.42** 4.26** 2.35 0.65 8.05***

( ) 内は標準誤差
*：p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001



集団１については､ すべての学年段階において家庭学習での家人の助けの有無は理科の成績に有

意な影響を及ぼしていないことが明らかとなった｡ 一方､ 集団Ｂについては､ 小５のみ家庭学習で

の家人の助けの有無は理科の成績に影響を及ぼしていることが明らかとなった｡ また､ 多重比較検

定の結果､ 小５においては､ ｢ほぼ独力｣ で家庭学習を行なう児童は家人の助けを得る児童と比較

すると多くとも１％未満の危険率で､ 理科の成績が有意に高いことが明らかとなった｡

③ 家人の勉強の勧めの有無 (高２のみ)

次に､ 家人の勉強の勧めについての結果を表５に示す｡ その結果､ 集団１､ 集団Ｂいずれも､ 家

庭での勉強の勧めは理科の成績に有意に影響を及ぼしているとはいえないことが明らかとなった｡

④ 学習塾通いの有無

次に､ 学習塾通いの有無および回数についての結果を表６に示す｡ その結果､ 集団１､ 集団Ｂい

ずれも､ 学習塾通いの有無および回数は理科の成績に有意に影響を及ぼしているとはいえないこと

が明らかとなった｡

84

表４ 家人の学習に対する助け別理科の成績

集 団 １ 集 団 Ｂ

小５ 中２ 小５ 中２

ほぼ独力 10.7 (0.48) 12.9 (0.34) 10.3 (0.43) 12.8 (0.40)

ときどき (家人) 10.9 (0.23) 12.4 (0.33) 9.0 (0.20) 12.0 (0.29)

頻繁 (家人) 11.6 (0.61) 10.8 (1.90) 7.0 (0.52) 12.4 (1.14)

ときどき(家人以外) 11.0 (1.15) 14.1 (1.22) 9.7 (1.45) 10.6 (1.61)

頻繁 (家人以外) 10.0 (2.00) － 7.5 (0.50) 10.4 (0.98)

合 計 10.9 (0.19) 12.6 (0.23) 9.0 (0.17) 12.2 (0.23)

F 値＝ 0.31 1.24 5.86*** 1.46

( ) 内は標準誤差
*：p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001

表５ 家庭での勉強の勧め別理科の成績 (高２のみ)

集 団 １ 集 団 Ｂ

ほとんど言わない 10.3 (0.33) 11.3 (0.40)

月に２～３回 10.2 (0.40) 10.9 (0.36)

週に２～３回 11.6 (0.35) 11.5 (0.40)

ほぼ毎日 10.7 (0.48) 11.5 (0.53)

よくわからない 10.0 (1.56) 10.5 (1.00)

合 計 10.6 (0.19) 11.2 (0.20)

F 値＝ 1.98 0.42

( ) 内は標準誤差
*：p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001



⑤ 学校外学習の週当たりの総時間数

次に､ 学校外学習の週あたりの総時間数についての結果を表７に示す｡

集団１については､ すべての学年段階において､ 学校外学習の総時間数は理科の成績に有意な影

響を及ぼしていないことが明らかとなった｡ 一方､ 集団Ｂについては､ すべての学年段階において

学校外の学習時間数は理科の成績に影響を及ぼしていることが明らかとなった｡ また､ 多重比較検

定の結果､ 小５においては ｢２時間以下｣ と回答した児童より ｢２～５時間くらい｣ 及び ｢５～10

時間くらい｣ と回答した児童のほうが１％未満の危険率で理科の成績が有意に高く､ 中２において

は､ ｢５～10時間くらい｣ と回答した生徒より､ ｢10時間～20時間｣ と回答した生徒の方が､ ５％未

満の危険率で､ 理科の成績が有意に“低い”ことが明らかとなった｡ 高２においては､ ｢２時間以

下｣ と回答した生徒より､ ｢２～５時間くらい｣ および ｢10～20時間くらい｣ と回答した生徒の方

が､ それぞれ１％未満の危険率で理科の成績が有意に高いことが明らかとなった｡

⑥ 学校外の理科学習の週時間数

次に､ 学校外の理科の週学習時間数についての結果を表８に示す｡

理科成績を規定する家庭的要因の影響
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表６ 通塾回数別理科の成績

集 団 １ 集 団 Ｂ

小５ 中２ 高２ 小５ 中２ 高２

行っていない 11.0 (0.22) 12.7 (0.30) 10.6 (0.21) 9.1 (0.22) 12.9 (0.33) 11.1 (0.23)

週に１回 10.6 (0.60) 13.2 (0.75) 9.4 (1.49) 9.4 (0.50) 11.9 (0.51) 11.6 (0.59)

週に２回 10.6 (0.84) 11.9 (0.49) 10.3 (0.72) 8.6 (0.34) 11.3 (0.50) 11.8 (0.63)

週に３回 10.1 (0.96) 13.4 (0.91) 9.8 (1.69) 10.4 (1.44) 11.9 (0.75) 11.8 (1.16)

週に４回以上 10.7 (1.20) 14.3 (1.15) 14.0 (0.00) 8.2 (0.40) 11.9 (0.90) －

合 計 10.9 (0.19) 12.6 (0.23) 10.6 (0.19) 9.0 (0.17) 12.2 (0.23) 11.2 (0.20)

F 値＝ 0.20 1.31 0.96 0.86 2.11 0.33

( ) 内は標準誤差
*：p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001

表７ 校外学習時間別理科の成績

集 団 １ 集 団 Ｂ

小５ 中２ 高２ 小５ 中２ 高２

２時間以下 10.0 (0.46) 12.3 (0.50) 10.2 (0.31) 8.4 (0.29) 12.3 (0.41) 10.3 (0.28)

２～５時間くらい 11.0 (0.35) 12.3 (0.37) 10.4 (0.42) 8.6 (0.34) 11.8 (0.34) 12.3 (0.36)

５～10時間くらい 11.2 (0.32) 12.9 (0.40) 11.0 (0.39) 10.0 (0.30) 13.4 (0.44) 11.4 (0.47)

10～20時間くらい 11.0 (0.45) 13.3 (0.87) 11.8 (0.48) 10.1 (0.64) 10.6 (0.87) 13.1 (0.65)

20時間以上 13.8 (0.75) 12.7 (2.19) 10.3 (1.41) 9.3 (0.86) － 13.4 (1.44)

合 計 10.9 (0.19) 12.6 (0.23) 10.6 (0.19) 9.0 (0.18) 12.2 (0.23) 11.2 (0.20)

F 値＝ 2.39 0.63 1.54 4.74** 3.67* 7.02***

( ) 内は標準誤差
*：p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001



集団１については､ 中２において､ 学校外の理科の週学習時間数は理科の成績に影響を及ぼして

いることが明らかとなった｡ また､ 多重比較検定の結果､ この学年においては ｢０時間｣ と回答し

た生徒より､ ｢２時間くらいまで｣ と回答した生徒のほうが５％未満の危険率で理科の成績が有意

に高いことが明らかとなった｡

一方､ 集団Ｂについては､ 中２および高２において､ 学校外の理科の週学習時間数は理科の成績

に影響を及ぼしていることが明らかとなった｡ また､ 多重比較検定の結果､ 中２においては､ ｢２

時間くらいまで｣ と回答した生徒および ｢２～５時間｣ と回答した生徒より､ ｢５～10時間｣ と回

答した生徒 (ただし､ N=２) の方が､ ５％未満の危険率で､ 理科の成績が有意に“低い”ことが

明らかとなった｡ 高２においては､ 平均値が3.4ポイントも高い ｢５～10時間くらいまで｣ と回答

した生徒が１名のみであるため､ まず､ ｢２～５時間くらい｣ の回答者と同じカテゴリーに含み､

再度一元配置分散分析および多重比較検定をおこなった｡ その結果､ 一元配置分散分析においては

１％未満の危険率で有意差 (Ｆ値＝5.28) がみられ､ また､ 多重比較検定においても､ ｢０時間｣

と回答した生徒より ｢２時間くらいまで｣ および ｢２～10時間くらい｣ と回答した生徒の方が､ そ

れぞれ５％未満の危険率で理科の成績が有意に高いことが明らかとなった｡

⑦ テレビ視聴時間数

最後に､ テレビの視聴時間数についての結果を表９に示す｡
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表８ 学校外の理科の週学習時間別理科の成績

集 団 １ 集 団 Ｂ

小５ 中２ 高２ 小５ 中２ 高２

０時間 10.5 (0.33) 11.6 (0.41) 10.2 (0.28) 8.8 (0.31) 12.0 (0.36) 10.8 (0.25)

２時間くらいまで 11.1 (0.26) 13.0 (0.29) 11.0 (0.26) 9.1 (0.24) 12.4 (0.32) 11.9 (0.35)

２～５時間くらい 11.5 (0.54) 13.5 (0.82) 11.2 (1.28) 9.7 (0.47) 12.9 (0.70) 12.6 (0.86)

５～10時間くらい 8.7 (1.45) 10.5 (0.50) 10.0 (4.00) 8.5 (2.18) 5.5 (0.50) 16.0 ( － )

10時間以上 － － 9.0 ( － ) 8.5 (0.50) － －

合 計 10.9 (0.19) 12.6 (0.23) 10.6 (0.19) 9.0 (0.17) 12.2 (0.23) 11.2 (0.20)

F 値＝ 2.20 3.21* 1.10 0.77 2.86* 3.89*

( ) 内は標準誤差
*：p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001

表９ TV視聴時間別理科の成績

集 団 １ 集 団 Ｂ

小５ 中２ 高２ 小５ 中２ 高２

ほとんど見ない 12.5 (1.02) 13.0 (1.70) 10.8 (1.01) 9.7 (0.57) 13.7 (0.92) 11.8 (1.23)

１時間以下 10.0 (1.09) 13.7 (0.77) 11.2 (0.75) 9.7 (0.92) 14.2 (1.11) 12.0 (0.72)

１～２時間くらい 11.6 (0.38) 13.1 (0.45) 11.1 (0.35) 8.8 (0.46) 13.1 (0.51) 11.8 (0.36)

２～３時間くらい 11.2 (0.34) 12.6 (0.37) 10.4 (0.31) 9.1 (0.29) 11.7 (0.41) 11.2 (0.41)

３時間以上 10.2 (0.29) 12.0 (0.45) 10.1 (0.39) 9.0 (0.26) 11.9 (0.34) 10.5 (0.33)

合 計 10.9 (0.19) 12.6 (0.23) 10.6 (0.19) 9.0 (0.17) 12.2 (0.23) 11.2 (0.20)

F 値＝ 3.04* 1.18 1.27 0.41 2.00 2.09

( ) 内は標準誤差
*：p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001



集団１については､ 小５においてのみテレビの視聴時間数は理科の成績に影響を及ぼしているこ

とが明らかとなった｡ 但し､ 多重比較検定の結果においては５％水準での有意差はいずれの回答群

間でもみられなかったが､ ｢３時間以上｣ と回答した児童は､ ｢１～２時間くらい｣ と回答した児童

にくらべ､ 理科の成績が有意 (危険率は5.1％) に低い傾向がみられた｡

一方､ 集団Ｂについては､ すべての学年段階において､ テレビの視聴時間数は理科の成績に有意

な影響を及ぼしていないことが明らかとなった｡

� 重回帰分析 (方法�)

前学年段階における理科成績の効果を制御し､ 家庭環境要因の効果をより精緻なものとするため､

各家庭環境項目および前学年段階における理科の成績を独立変数とし､ 当該学年の理科の成績を従

属変数とした重回帰モデルを作成し､ より有効な家庭環境の効果について重回帰分析により明らか

にする｡ まず､ 方法Ｉの結果として示される各集団における各学年の理科の成績を規定する要因を

列挙すると､ つぎのようになる｡

【集団１】

小５→家庭蔵書数､ TV 視聴時間

中２→家庭蔵書数､ 学校外の理科の週学習時間数

高２→家庭蔵書数

【集団Ｂ】

小５→家庭学習での家人の助けの有無､ 学校外学習の週当たりの総時間数

中２→学校外学習の週当たりの総時間数､ 学校外の理科の週学習時間数

高２→家庭蔵書数､ 学校外学習の週当たりの総時間数､ 学校外の理科の週学習時間

このうち､ 集団Ｂ､ 中２の ｢学校外学習の週当たりの総時間数｣ が少ないほど､ 理科の成績がよ

くないというのは理論的な妥当性がない｡ また､ 同集団同学年の ｢学校外の理科の週学習時間数｣

が ｢２～５時間｣ と回答した生徒より､ ｢５～10時間｣ と回答した生徒のほうが理科の成績が低い

というのも同様に理論的な妥当性がない｡ そこで､ これらの２項目については､ その影響があると

はいえないものとして､ 重回帰分析においては除外する｡

①【集団１】

まず､ 小５については､ 抽出された ｢家庭蔵書数｣ および ｢TV 視聴時間数｣ を独立変数とし､

小５時点での理科の成績を従属変数としたモデルを作成し､ 投入法を用いて重回帰分析を行った｡

その結果を次の表10に示す｡

理科成績を規定する家庭的要因の影響
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表10 小５ (集団１) の理科の成績に対する家庭環境要因の効果

偏回帰係数 標準化偏回帰係数
t 有意確率

Ｂ 標準誤差 ベータ

(定数) 11.03 1.06 10.37 .000

家庭蔵書数､ 小５､ 集団１ 0.40 0.19 .13 2.06 .040

TV 視聴時間 (週日)､ 小５､ 集団１ －0.32 0.19 －.11 －1.66 .098

(R２＝.028, F＝4.67*)



モデルの説明率は約３％であり低いが､ ５％水準で有意である｡ 各変数の独自の効果については､

｢家庭蔵書数｣ のほうが TV 視聴時間より効果が高く､ 有意な効果をもたらしていることが分かる｡

次に､ 中２については､ 抽出された ｢家庭蔵書数｣ および ｢学校外の理科の週学習時間数｣ に

｢小５の理科の成績｣ を独立変数として加え､ 中２時点での理科の成績を従属変数としたモデルを

作成し､ 投入法を用いて重回帰分析を行った｡ その結果を次の表11に示す｡

モデルの説明率は約32％であり､ 0.1％水準で有意である｡ 各変数の独自の効果については､ 最

も有効な変数は ｢小５時点での理科の成績｣ であり､ 次に効果が高いのが ｢家庭蔵書数｣ であり､

それぞれ､ 0.1％水準､ ５％水準で有意な効果を及ぼすことが分かる｡ なお､ ｢学校外の理科の週学

習時間数については､ 前二者の効果よりも小さく､ 統計的な有意差はないことが分かる｡

次に､ 高２については､ 抽出された ｢家庭蔵書数｣ に ｢中２の理科の成績｣ を独立変数として加

え､ 高２時点での理科の成績を従属変数としたモデルを作成し､ 投入法を用いて重回帰分析を行っ

た｡ その結果を次の表12に示す｡

モデルの説明率は約31％であり､ 0.1％水準で有意である｡ 各変数の独自の効果については､ 有

意に有効な変数は ｢中２時点での理科の成績｣ のみであり､ ｢家庭蔵書数｣ については有意な偏回

帰係数はみられなかった｡

②【集団Ｂ】

まず､ 小５については､ 抽出された ｢家人の学習に対する助け｣ および ｢学校外学習の週当たり

の総時間数｣ および ｢TV 視聴時間数｣ を独立変数とし､ 小５時点での理科の成績を従属変数とし

たモデルを作成し､ 投入法を用いて重回帰分析を行った｡ その結果を次の表13に示す｡
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表11 中２ (集団１) の理科の成績に対する家庭環境要因の効果

偏回帰係数 標準化偏回帰係数
t 有意確率

Ｂ 標準誤差 ベータ

(定数) 3.97 0.92 4.32 .000

家庭蔵書数､ 中２､ 集団１ 0.44 0.18 .13 2.43 .016

理科校外学習時間 (１週間)､ 中２､ 集団１ 0.34 0.31 .06 1.11 .268

小５の理科の成績 0.62 0.06 .52 9.72 .000

(R２＝.320, F＝39.87***)

表12 高２ (集団１) の理科の成績に対する家庭環境要因の効果

偏回帰係数 標準化偏回帰係数
t 有意確率

Ｂ 標準誤差 ベータ

(定数) 4.38 0.62 7.11 .000

中理得点 0.45 0.05 .54 9.93 .000

家庭蔵書数､ 高２､ 集団１ 0.19 0.14 .07 1.38 .169

(R２＝.313, F＝57.77***)



モデルの説明率は約10％であり､ 0.1％水準で有意である｡ 各変数の独自の効果については､ ｢家

庭学習に対する家人の助け｣ および ｢学校外学習の週当たりの総時間数｣ はそれぞれ0.1％水準お

よび１％水準で有意であり､ いずれもほぼ同程度の効果をもたらすことが明らかとなった｡

次に､ 高２については､ 抽出された ｢家庭蔵書数｣､ ｢学校外学習の週当たりの総時間数｣ 及び

｢学校外の理科の週学習時間数｣ に ｢中２の理科の成績｣ を独立変数として加え､ 高２時点での理

科の成績を従属変数としたモデルを作成し､ 投入法を用いて重回帰分析を行った｡ その結果を次の

表14に示す｡

モデルの説明率は約39％であり､ 0.1％水準で有意である｡ 各変数の独自の効果については ｢家

庭蔵書数｣ および ｢中２の理科の成績｣ のみ0.1水準で有意な偏回帰係数がみられ､ その他の ｢学

校外学習の週当たりの総時間数｣ 及び ｢学校外の理科の週学習時間数｣ については有意な偏回帰係

数はみられなかった｡

５. まとめと本分析の含意

上述の結果に基づいて､ 独自に有効な家庭環境要因を表にまとめると次のとおりとなる｡
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表13 小５ (集団Ｂ) の理科の成績に対する家庭環境要因の効果

偏回帰係数 標準化偏回帰係数
t 有意確率

Ｂ 標準誤差 ベータ

(定数) 9.94 0.70 14.24 .000

家人の助け､ 小５､ 集団Ｂ －0.98 0.28 －.22 －3.55 .000

校外学習時間 (１週間)､ 小５､ 集団Ｂ 0.46 0.15 .19 3.10 .002

(R２＝.096, F＝12.85***)

表14 高２ (集団Ｂ) の理科の成績に対する家庭環境要因の効果

偏回帰係数 標準化編回帰係数
t 有意確率

Ｂ 標準誤差 ベータ

(定数) 3.42 0.69 4.99 .000

家庭蔵書数､ 高２､ 集団Ｂ 0.59 0.15 .21 4.03 .000

校外学習時間 (１週間)､ 高２､ 集団Ｂ 0.29 0.18 .10 1.58 .116

理科校外学習時間 (１週間)､ 高２､ 集団Ｂ 0.19 0.31 .04 0.60 .547

中２の理科の成績 0.45 0.05 .50 9.56 .000

(R２＝.386, F＝37.38***)

表15 理科の成績を独自に規定できる家庭環境要因

小学５年生 中学２年生 高校２年生

集団１ ・家庭蔵書数 (.40) ・家庭蔵書数 (.44)

集団Ｂ
・家庭学習での家人の助けの有無 (－.98)
・学校外学習の週当たりの総時間数 (.46)

・家庭蔵書数 (.59)

( ) 内は偏回帰係数



家庭蔵書数を家庭の文化的指標の一つとしてとらえると､ 家庭における文化的環境の理科の成績

は小学校､ 中学校段階に於いてはむしろ新学力観導入以前には有効であり､ 新学力観導入後はむし

ろ児童・生徒自身の意欲や努力に依存しているといえる｡ 従って､ 理科の成績に対する直接的な効

果のみ着目すれば､ 新学力観導入以前よりも以後のほうが､ 義務教育段階までは家庭における文化

的環境に起因する学力格差は起こりにくいと考えられる｡ しかしながら､ 新学力観導入後において

は､ 多くの生徒が高等教育をうけるか否かを決定する (つまり､ 社会階層を決定する) 分岐点であ

る高等学校段階において家庭での文化的環境が､ 導入以前にくらべ理科の成績に対して大きく作用

してきている｡ また､ 学校外での学習時間は､ 理科の成績に有意な変化をもたらす変数ではあるが､

同じ学習時間であれば､ 家庭での文化的環境が大きく影響してしまう｡ 進路決定の重要な時期に､

家庭の文化的環境が大きく作用するということは､ つまり､ この段階で社会階層の再生産が行なわ

れ得ることを示唆することとなる｡

【引用・参考文献】
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が示す学力の変化と学習の課題』､ 岩波書店､ pp.173-195.
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Abstract

The purposes of this paper are to discuss the significance and issues of �Longitudinal Study on

Science and Mathematics� and �Periodical Survey of Science and Mathematics� from the view-

point of mathematics education, and to reveal main results from 17 years data and some re-

sults from follow-up data for the same students.

Main results are as follows.

(1) Regarding the period, this longitudinal study beyond the NLSMA in the U.S. Also there

are no similar studies on mathematics education in Japan because follow-up on achievements

and attitudes for the same students is possible in several prefectures and different school levels.

As for the mathematics framework, it was the newest one in 1989 referring to the SIMS by the

IEA but due to subsequent changes in survey methods and environment, some issues emerged

today such as item format and organization of the domain etc. However, the idea to include the

common items in all grade, and the items on word knowledge of mathematics and understand-

ing of mathematics remains original today.

(2) From comparisons of 17 years data, it is reveled that mathematics average correct response

rates have not changed in 5th grade in elementary school, 2nd grades in lower and upper secon-

dary schools, even with changes in generation or the curriculum. Some items are influenced by

the curriculum change. There is an increase in students who do not respond or read the items

carefully. Teaching methods of teachers differ from elementary to secondary school levels. On

follow-up data for students in Cohort B, an analysis was conducted on each student' individual

changes regarding �math scores�, �interest in math� and �like math� as well as relationships of

these factors. The followings are results: �Interest in math� tends to change easily as compared

to �like math� and �math scores�. Girls in 2nd grade in upper secondary school tend to change �in-

terest� and �like math� toward desired direction, but boys not. �Math scores� in 5th grade in ele-

mentary school did not influence �math scores� in 2nd grade in lower secondary school. �Like

math� and �interest in math� influence each other but there is no influence between �math scores�

and �like math� in 2nd grades in lower and upper secondary schools.

91

小学校から高等学校までの
算数・数学の成績や態度等の経年変化
Longitudinal Changes of Mathematics Achievement
and Attitude in Elementary and Secondary School

瀬沼 花子＊

SENUMA Hanako

【特 集】 国立教育政策研究所紀要 第136集

* 教育課程研究センター基礎研究部総括研究官



１. 本稿の目的

学習指導やカリキュラムの改善を進める上では､ それらの影響を長期間にわたりとらえ評価する

ことが必要である｡ ｢理数長期追跡研究｣ は1986年当時､ 国立教育研究所科学教育研究センターの

理科教育・数学教育の研究者を中心に調査の準備を始め､ 1989年度に調査を開始した｡ その後 ｢理

数定点調査研究｣ を含め､ 2005年度まで17年間にわたり継続的に調査を実施してきている｡

本稿の目的は､ 第一に､ 数学教育の立場からその枠組みの意義や論点を示すこと､ 第二にいくつ

かの視点による特徴的な結果や追跡の結果を示すことにある｡

２. 長期にわたる研究の枠組みと論点

2.1 長期にわたる研究の意義

理数長期追跡研究の算数・数学調査は､ 国際教育到達度評価学会 (IEA) による第２回国際数学

教育調査 (SIMS, 1981年実施) のフォローアップの意味を持っていた｡ 当時 IEA による SIMS

調査は､ 中学校第１学年と高等学校第３学年の生徒に実施された｡ それらはある時点での調査であ

り､ 中学校１年生が高等学校３年生になるとどう変わっていくのか､ その変容はわからない｡ また

数学の調査内容は多くの国を念頭におくため､ わが国の教育課程とは異なる学年での調査内容もあ

る｡

教育という長期にわたる営みを評価するための研究方法には､ ①縦断的研究､ ②横断的研究､ ③

擬似－縦断的研究､ ④追跡研究､ ⑤傾向予測研究などがある (Cohen 他, 1980)｡ SIMS の後､ 国

際数学・理科教育動向調査 (TIMSS) として続いている IEA の一連の研究や2000年以降実施され

ている経済協力開発機構 (OECD) による生徒の学習到達度調査 (PISA) の研究等は､ 横断的研

究が主である｡ 横断的研究とは､ 同一学年や年齢の複数の集団を比較するものである｡ TIMSS

2003において46か国の中学校第２学年の比較を行うのはこの例であり､ また前回1999年にも参加し

た30か国の中学校第２学年の得点の変化を調べるのもこの例である｡

縦断的研究とは､ ある学年や年齢を繰り上がりで調査し､ その学年や年齢に属する集団の変化を

比較するものである｡ TIMSS1995でアメリカの小学校第４学年の児童が理科で26か国中３位と好

成績をおさめ､ その集団が中学校第２学年になる４年後の1999年は良くなるだろうと期待されたが､

実際に４年後に実施した中学校第２学年では期待された結果は得られなかったというのは､ この縦

断的研究の例である｡

追跡研究である理数長期追跡研究・理数定点調査研究は､ 毎年あるいは数年を経て調査を受けた

児童生徒だけを拾い出すもので､ 個人が成長するに従いどう変化するかを比較できる｡

上述の IEA や OECD の研究は日本全体を推定するためにサンプリングという手法が用いられる

が､ 理数長期追跡研究・理数定点調査研究では､ 同一の児童生徒を追跡するために調査地域を変え

ることはできない｡ そのため､ この研究の結果を日本全体の結果と一般化し難い面もある｡ しかし

複数の県､ かつ､ 複数の学校段階 (小・中・高等学校) で長期的に継続している研究は数学教育に

関しては他になく､ この点で追跡研究としてのみならず､ 縦断的研究､ 横断的研究としても意味が

ある｡

このように､ 本調査の意義は､ 多くの人が漠然ととらえていることが､ 事実なのか事実ではない

のか､ それを長期にわたるデータの分析で明らかにすることにある｡
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2.2 数学教育における長期にわたる追跡研究

数学教育における同一の児童生徒を対象とする長期的な追跡研究の代表的なものには､ 数学教育

現代化時代にアメリカの‘SMSG’ (School Mathematics Study Group, 1958年発足) が､ 新し

い数学カリキュラムの評価のために行った‘NLSMA’(National Longitudinal Study of Mathe-

matical Abilities) がある｡ これは全米40州､ 合計1500校､ 初年度11万人という空前のスケールで

1962年から５年間実施された｡ これに対し､ 理数長期追跡研究・理数定点調査研究は､ 調査地域や

調査人数では及ばないというものの､ 調査期間は17年間と遥かに超えるものとなった｡

近年､ 数学教育における同一の児童を対象とする国際的な追跡研究で日本も参加しているものに

は､ 小学校１年生から６年生まで６年間継続して算数の達成度の比較を行ったイギリスを中心とす

る‘IPMA’(International Project on Mathematical Attainment, 14か国参加) がある (小山

他, 2002)｡ 理数長期研究・理数定点調査研究の開始学年は小学校第５学年からであり､ それ以前

の学年での変化はわからない｡ それに対し IPMA は小学校低学年・中学年の変化を比較可能であ

り､ 定着度の観点から分析すると､ わが国の小学校の中・高学年では､ 学習した学年における達成

度の伸びが鈍化する傾向があることなどの知見が得られている (飯田他, 2005)｡ ただしこの研究

は､ 算数の達成度の発達に限定しており､ 態度等の質問紙調査はない｡ これに対して､ 理数長期追

跡研究・理数定点調査研究には態度を聞く質問紙があるため､ 態度と得点の関係をみることができ､

また､ 小・中・高等学校という学校段階間の関係をみることができる点に特徴がある｡

2.3 調査の計画と実施

表１は､ 理数長期追跡研究と理数定点調査研究との関係､ 対象となった学年等を､ 調査年次毎に

示したものである｡ 理数長期追跡研究は10歳から10数年間の経年調査を行うために､ 小学校第５学

年から毎年繰り上がりで調査を行ってきた｡ 理数定点調査研究においては､ 小学校第５学年､ 中学

校第２学年､ 高等校第２学年の３年おきの調査となっている｡

調査地域は次の５県の各１地域にある公立の小・中・高等学校 (普通科) である｡

・調査県：岩手県､ 宮城県､ 福島県､ 茨城県､ 山梨県

・学校での調査時期：８月下旬から11月末までの約３か月間

・対象校数：小学校35校､ 中学校14校､ 高等学校８校 (いずれも最大時)

郵送による調査は､ 高等学校卒業後２年目､ ６年目､ 10年目の卒業生を対象とし､ ８月から９月

に郵送によって行われた｡ 学校での調査も､ 郵送による調査も､ ともに調査の実施にあたっては､

各県の教育センターの研究委員に多大のご協力をいただき､ 学校説明会等を実施してきている｡

調査の準備を始めた1986年から算数・数学に関して筆者の他合計16名が研究委員として参加し､

算数・数学の枠組みや問題・質問項目等の作成を行い､ また成績や態度､ 数学の価値等､ その変化

などの分析を行ってきている｡

表２－１は､ 調査の実施年を調査対象学年毎に並べたものである｡ 小学校第６学年､ 中学校第１

学年は集団１でのみ実施され､ 前述の横断的研究という観点でみると他に比較可能なデータがない｡

しかし集団１で小学校第６学年､ 中学校第１学年を実施したことにより､ 追跡研究という視点では

最長の８年間にわたる貴重なデータが得られた｡

理数長期追跡研究においては､ 小学校第５学年から高等学校第３学年までの８年間の追跡対象者

が１地域約100名以上となるよう､ これまでの進学者数を元にして見積もり選定した｡ そのため表

２－２にみるように､ 各学年約2000名程度の対象人数となっている｡ 一方､ 理数定点調査研究にお
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いては､ 予算等の関係で年によっては調査対象人数が半数になった年もあり､ また理数長期追跡研

究と同一の学校であっても児童生徒数の自然減がみられる場合もある｡ そこで算数・数学の正答率

の横断的比較においては､ 学校数が半数以下の年の比較は行わないこととする｡ 表２－２の右欄に

は追跡人数を示している｡ これは当該集団のすべての調査を１度の欠席もなく受けた児童生徒数の

ことである｡
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表１ 理数長期追跡研究と理数定点調査研究の実施年

理数長期追跡研究 理数定点調査研究

年
次

年度 集団３ 集団２ 集団１ 集団Ａ 集団Ｂ 集団Ｃ 集団Ｄ
教育課程の
告示と実施

１ 1989 高２ 中２ 小５ 告示

２ 1990 高３ 中３ 小６

３ 1991 高１ 中１

４ 1992 卒後２ 高２ 中２ 小学校

５ 1993 高３ 中３ 中学校

６ 1994 高１ 高校１年

７ 1995 卒後２ 高２ (中２) 高校２年

８ 1996 卒後６ 高３ (小５) 高校３年

９ 1997

10 1998 卒後２ (高２) 告示

11 1999 卒後６ (中２)

12 2000 卒後10 小５

13 2001 卒後２

14 2002 卒後６ 高２ 小・中学

15 2003 卒後10 中２ 高校１年

16 2004 小５ 高校２年

17 2005 卒後６ 卒後２ 高校３年

注 ( ) は生徒数にして約半数の調査

表２－１ 調査対象学年別にみた調査の実施年

小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

理数
定点

集団Ｄ 2004年

集団Ｃ 2000年 2003年

集団Ｂ 1996年 1999年 2002年

集団Ａ 1995年 1998年

理数
長期

集団１ 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年

集団２ 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年

集団３ 1989年 1990年



2.4 調査の内容

学校での調査内容は､ 小・中・高等学校とも理科問題､ 算数・数学問題､ 児童・生徒質問紙Ｉ

(背景､ 学習)､ 児童・生徒質問紙� (態度)､ 児童・生徒質問紙� (読み､ 科学観) の７種目から

成る｡

３校時分の調査として､ 調査は次の組み合わせで実施された｡

図１は算数・数学に関する調査内容 (｢算数・数学問題｣ ｢背景｣ ｢学習｣ ｢態度｣ ｢科学観｣ ｢読み｣

の６種目) の例をあげたものである｡ すべての学年で共通に調査される項目､ 複数の学年で共通に

調査される項目､ 特定の学年で１回だけ調査される項目の３種類があるが､ 図１では､ 学年間共通

問題を例として示している｡ 高等学校卒業後に郵送で行う郵送票の質問紙に含まれている項目もあ

る｡

調査の回答はいずれも５肢選択形式である｡ 算数・数学問題､ 理科問題､ 読みの３種目は正答・

誤答があるため､ 調査時間は定まっている｡ 背景､ 学習､ 態度､ 科学観については正答・誤答はな

いので､ 時間不足による無回答を減らすため､ 適宜時間の伸縮を可能としている｡

さて､ 算数・数学問題においては､

① 出題傾向が偏らないように､ SIMS の ｢内容・目標｣ 領域という２次元の枠組みを採用し

た｡

② 正答率の伸びをみるために､ 学年に共通な問題を設定した｡
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表２－２ 調査対象学年別にみた調査校数 (上段) と人数 (下段)

全体データ 追跡
データ小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

理数
定点

集団Ｄ
35校 －

1966名

集団Ｃ
*34校 14校

2058名 1834名 1692名

**集団Ｂ
13校 ６校 ８校

1159名 1171名 1967名 245名

**集団Ａ
６校 ３校

1284名 638名 157名

理数
長期

集団１
35校 13校 ８校

2702名 2694名 2436名 2469名 2406名 2253名 2142名 1980名 314名

集団２
14校 ７校

2556名 2374名 2101名 2005名 1906名 458名

集団３
７校

2117名 1960名 1841名

* 集団Ｃの小５の34校は､ 集団１の35校が統廃合されたことによる｡
** 集団Ａは５県中､ ３県で調査｡ 集団Ｂの小５・中２も同様｡

Ａ. 質問紙� (背景20題､ 学習20題：合計約15分)､ 算数・数学問題 (20題：25分)

Ｂ. 質問紙� (態度40題：約15分)､ 理科問題 (20題：25分)

Ｃ. 質問紙� (読み20題：15分､ 科学観15題：約25分)
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図１ 算数・数学に関する調査内容 (６種目) の例 (児童生徒用)

【 】内はその項目の①内容､ ②調査学年を示す｡

[算数・数学問題] (いわゆる算数・数学の問題｡ ２次元表 (内容・目標) に沿い､ 問題を作成｡ 問題の多くは第
２回 IEA 国際数学教育調査問題から選択｡ 郵送票で解き方を聞くことはオリジナル｡ 各学年20題｡)

【①解析・計算､ ②中１､ 高２､ 郵送票】

125の20％はいくらですか｡

ア. 6.25 イ. 12.50 ウ. 15 エ. 25 オ. 50

【①解き方､ ②郵送票】

この問題に回答するために､ あなたはどうしましたか｡

ア. 暗算で計算した
イ. 筆算で計算した
ウ. 電卓で計算した
エ. およその数で計算した
オ. その他 ( )

[背景] (学校外での数学学習時間､ 数学成績の自己評
価､ 数学の好き嫌い｡ 各学年３題｡)

[学習] (教師の指導法｡ 頻度で聞く｡ 授業の進め方､ 問
題解決､ 応用､ 電卓・コンピュータなど｡ 各学年10題｡)

【①数学の好き嫌い､ ②小５～高３】

他の教科と比べて､ 数学は好きですか｡

ア. 最も好きだ
イ. 他の教科より好きな方だ
ウ. 他の教科に比べて､ 好きともきらいともいえない
エ. 他の教科よりきらいな方だ
オ. 最もきらいだ

【①話し合い､ ②小５～高３】

数学の授業では､ 先生と生徒あるいは生徒どうしで､
いろいろな考え方や問題点について話し合います｡

ア. ほとんど毎時間
イ. 週に一度くらい
ウ. 月に一度くらい
エ. 学期に一度くらい
オ. ほとんどない

[態度] (数学の学習に関する見方｡ 多様な解き方､ 面
白さ､ 内容の多さなど｡ 各学年６題｡)

[科学観] (数学の考え方を問う｡ どれが正答ということはな
い｡ 学習目的､ 見積り､ 確率と日常行動など｡ 各学年３題｡)

【①算数・数学の面白さ､ ②小５～高３】

数学はおもしろいと思います｡

ア. そうだと思う
イ. どちらかといえばそう思う
ウ. そうではないと思う
エ. どちらかといえばそうではないと思う
オ. どちらともいえない

【①数学学習の目的､ ②小５～高３､ 郵送票】

数学を何のために勉強しているのだと思いますか｡

ア. 数学の大切な考え方を身につけるため
イ. 数学は入試に役に立つから
ウ. 数学は社会のいろいろな面で役に立つから
エ. 数学の授業が学校にあるから
オ. その他

[読み] (漢字が読めることがその用語の意味理解につながるかを調べる問題｡ 漢字の読みの後に､ その漢字につ
いての理解を問う｡ 概数､ 循環小数､ 漸近線､ 弧など｡ 各学年読みと理解のペアで３題｡)

【①平均の読み､ ②小５､ 小６､ 中３､ 高３】

下線をひいた漢字の読み方を選びなさい｡ 平均

ア. やく イ. こう ウ. たん エ. せい オ. きん

【①平均の意味理解､ ②小５､ 小６､ 中３､ 高３】

19､ 21､ 14の平均をもとめなさい｡

ア. 17 イ. 18 ウ. 19 エ. 27 オ. 54

【①幾何・応用､ ②小５～高３】
左の図の立方体を図の中の３点Ａ､
Ｂ､ Ｃを通る平面で切ったときに
できる切り口は､ どのような図形
ですか｡



③ 過去の大規模調査と比較可能なように､ 問題の多くは SIMS から選択した｡

④ 問題の難易度が適切であるように､ 各学年の正答率の平均が60％になるように想定し問題

を選択した｡

各学年の出題数は20題､ したがって小学校第５学年から高等学校第３学年までの８年間で延べ

160題であるが､ この中には全学年に共通な問題､ 複数学年に共通な問題が含まれているので､ そ

れらを１種類と数えると､ 数学・数学問題の種類は83種類である｡ 同様に､ 他の調査種目の項目数

を数えると､ ｢背景｣ (29種類)､ ｢学習｣ (21種類)､ ｢態度｣ (66種類)､ ｢理科問題｣ (83種類)､ ｢読

み｣ (54種類)､ ｢科学観｣ (31種類) である｡

2.5 調査の枠組みや内容の特徴と論点

以下では､ 調査を実施して明らかになった事柄､ 及び､ 調査後に調査の手法や環境が変化したこ

とにより明らかになった事柄等の主なものを述べる｡

2.5.1 出題形式

TIMSS､ PISA では､ 今日､ 記述式の算数・数学問題を含めるのがあたり前となっている｡

1981年に行われた SIMS では､ 学力をより精確にとらえるため出題数を増すことにし､ そのため

すべて選択肢式であった｡ その後､ 1995年に行われた TIMSS では､ SIMS がすべて選択肢式であ

り ｢これで本当に数学の学力を測っているといえるのか｣ という批判に答えるために､ 選択肢に加

えて､ 答えを書いたり､ 考え方を書いたりする問題が取り入れられるようになった｡

一方､ 理数長期追跡研究のはじまりにおいては､ 膨大なデータの処理の経費上の問題のため選択

肢が実施のための必須条件であった｡ その後､ 同一の条件で調査を行わないと過去との比較ができ

ないため､ 出題形式も以前と同じとなっている｡

2.5.2 算数・数学問題の２次元の枠組み

出題傾向が偏らないように､ SIMS の ｢内容・目標｣ 領域という２次元の枠組みを採用したこと

は､ 1980年代としては最新のものであった｡ 戦後の大規模な調査をみると､ 文部省が行ってきた調

査においても２次元の枠組みが採用されたのは1980年以降である (長崎・瀬沼, 2000)｡

ただし約20年経過した今日から見ると､ PISA の数学的リテラシーにおける ｢内容・プロセス・

状況｣ の３次元の枠組みの第３の次元､ すなわち ｢数学が用いられる状況｣ (私的・教育的・職業

的・公共的・科学的) (国立教育政策研究所, 2004) の視点はなかった｡

2.5.3 学年間共通問題・共通質問項目の設定

算数・数学問題においては､ 事象を数学的にとらえることが学習の有無や個人の発達によりどの

ように変化するのか､ その効果を調べる目的で､ 各学年20題のうち３題 (立方体の切断､ 同様に確

からしい､ 数列の和) を全学年共通問題とした｡ このように､ 全学年共通問題が３題つまり算数・

数学問題の15％を占めるので､ 算数・数学の正答率の学年間の相関や寄与を算出すると全学年共通

問題がない場合よりも値が大きくなると予想するのが自然である｡

ところで算数・数学問題に限らず､ 調査項目には､ すべての学年で共通に調査される項目､ いく

つかの学年で共通に調査される項目､ 特定の学年で１回だけ調査される項目の３種類が含まれてい

る｡ 調査計画を立てるときには､ なるべく多くの事柄を明らかにするためにできるだけ多くの質問
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項目を含めたのであるが､ 分析を行う観点からすると学年間共通問題の方が多くの知見が得られる

ことがわかった｡ 学習はほとんどが全学年共通の質問項目であり､ また態度､ 科学観などにおいて

は､ 全学年共通の質問項目が多い｡ これらに関して小・中・高等学校と段階をまたぐ縦の系列のデー

タがないので､ これをうまく分析すると､ 本調査の特徴となりうる｡ (長崎・吉川・鈴木・川上・

瀬沼, 1998)

2.5.4 読み調査､ 科学観調査の内容

PISA2003年調査において､ わが国の生徒の読解力が国際平均並みと低かったため､ 算数・数学

においても読解力の向上､ 数学的な思考力・表現力の育成のためにどのような改善案が考えられる

かが課題となっている｡

理数長期追跡研究・理数定点調査研究の調査種目には､ ｢読み｣ という調査種目を設け､ 漢字が

読めることがその用語の意味理解にどうつながるか調べている｡ また1989年度の本調査開始以前に､

｢読解力調査｣ を予備調査として行い､ 算数・数学問題を式で表示した場合と文章で表示した場合

にどの程度正答率が異なるか調べている｡ 同様に TIMSS2003年調査の小学校算数問題では､ 計算

問題と立式すると同じ式になる文章題との比較を行っている (国立教育政策研究所, 2005)｡

理数長期追跡研究・理数定点調査研究の科学観調査は､ 当時 IEA の理科調査に含まれていたも

のが基となっている｡ IEA の数学調査には数学観の問題はなかったため､ 科学観調査の中の数学

観の問題はすべてオリジナルである｡ 数学観では､ 数学問題と態度質問紙の間にくるもの､ すなわ

ち数学の考え方を評価しようとした｡

PISA 調査においては､ 数学的リテラシー､ すなわち数学が生きて働く知識や技能を調べるため

身の回りの事象やそれに対する数学的認識を問う問題を出題している｡ 筆者が参加した PISA の数

学委員会において各国から提案された問題の中には､ 理数長期追跡研究で数学観問題として考案し

てきた問題がみられた｡

理数長期追跡研究・理数定点調査研究は､ 国際調査よりも早い時期に､ 読みや科学観に着目し新

しい発想で質問項目を作成してきた｡

2.5.5 同一の問題で同一の学年に長期に渡り調査するということ

1989年以降､ 教育課程の改訂が２度行われた｡ 算数・数学問題の中には､ 改訂により学年が移行

あるいは削除されたものもある｡ このように調査の内容は､ 現在の教育課程に対応したものではな

いため､ 理数長期追跡研究・理数定点調査研究によって分析される児童生徒の得点は､ 現代の教育

課程での学力､ 学校の成績と同一ではないかもしれない｡

質問項目も､ 当時としては意味があっても今日からみるとどうかというもの､ 逆に途中から意味

を持ってきたものなどがある｡ この点で､ 個々の問題や質問項目に関する結果とその解釈の際には､

当該の問題や質問項目が持つ今日的意義やその解釈を行うことが重要になる｡ たとえば､ 背景質問

紙で家庭の蔵書数を調べているが､ 必要な知識や情報を得るのに､ 書物からという時代ではなくテ

レビやパソコンから得るように社会や家庭環境が変わってきている (瀬沼, 2007)｡ また､ 学習の

質問項目の中には､ ｢同じ問題を２時間にわたって話し合う｣ ｢先生と生徒､ 生徒どうしの話し合い｣

｢数学と生活とのかかわり｣ を聞く項目がある｡ これらの指導法は当時よりも現在の方が重要であ

るといわれている｡
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2.5.6 データの分析にかかわる問題点と視点

2.2節で述べたアメリカの NLSMA では多くの成果があがったが､ 次のような問題点が指摘され

た｡ ①いくら標本数が多く巧妙な統計の手法を使っても､ 計画に問題があればそれをただせない｡

②設定した質問より多くのことに答えることはできない｡ ③データを集めまとめることに多くの労

力を費やしてしまい､ その結果分析する気力がなくなってしまう (瀬沼, 1994)｡ 今日､ 理数長期

追跡研究・理数定点調査研究を振り返ると､ この NLSMA で指摘された問題点はいずれもあては

まる｡ 特に､ データの整理におわれがちである｡

理数長期追跡研究の終了後に算数・数学委員会で調査を振り返った時､ 次のような分析の視点や

特徴があげられた (長崎・吉川・鈴木・川上・瀬沼, 1998)｡

・高校は調査対象が普通科で職業科が含まれていない｡ また小中高すべての追跡にすると人数

が減ってしまうので､ 小学校から中学校までのデータも作るとよい｡

・高校のデータを出すときには､ 高校数学の履修状況をのせることが必要である｡

・誤答がある所に集中する問題と､ いつまでたっても誤答がばらばらの問題がある｡ それらの

傾向を分析するとよい｡

・数学の面白さと成績が関係しないということは中学校の間はよくあるが､ 高校になってもそ

うなのかどうか､ 数学ができるようにすれば面白くなるということ自体間違いではないか､

など分析してはどうか｡

・世間が感覚でいっていることは､ 長期的にみるとそんなことはないと､ 強調してよいのでは

ないか｡ 例えば､ 数学嫌いが増えているというけれど､ 小学校５年どうしでみるとそれほど

差がない｡ また学校嫌いなどというが､ 学校教育の大切さを聞くと反対はほとんどない｡

・態度､ 学習､ 科学観など他の調査に縦の系列のデータがないので､ これを強調するとよい｡

・１つ１つの質問項目の回答自体が大変興味深いものだということを強調してよいのではない

か｡ そしてさらに､ もう少し詳しく分析するとよい｡ 例えば､ 公式を覚えることは､ 数学の

どういう能力と関係しているのか｡ 単なる計算力か､ それとも考える方かなど｡

その後､ 数学教育の学会等で発表を行った際に委員以外の方の意見を聞くと､ 個々の項目の結果

よりも､ まず算数・数学の成績が低下したかどうか､ 全体として何がいえるのかについての関心が

高かった｡

そこで３節では､ 得点を中心に長期に渡る調査全体として特徴的な結果を述べ､ ４節においては､

追跡の一例として､ 得点の個人内変化､ 及び､ 上述の視点にあげられている数学の面白さと得点と

の関係を中心にその結果を述べることにする｡

３. 算数・数学の成績や態度等の世代間・学年間の変化

以下では､ 世代間・学年間の変化について､ いくつか特徴的な結果をあげる｡

3.1 正答率は､ 世代が違っても､ 驚くほど変わっていない

算数・数学の学力は過去と比較して低下しているといわれることがある｡ そこで算数・数学問題

20題の平均正答率を､ 学校数が同じ年で比較すると､ 予想に反して､ 正答率は世代が違っても､ あ

まり変わっていないことがわかる｡
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表３－１､ 表３－２､ 表３－３は､ それぞれ､ 小学校第５学年､ 中学校第２学年､ 高等校第２学

年の比較可能な年の正答率をまとめたものである｡ 表中には各学年20題の平均正答率と1998年告示

の現行の教育課程における履修状況の観点から履修済みの問題の平均正答率を示している｡ 履修済

みの問題の平均正答率を20題の平均正答率とともに示した理由は､ 調査期間中に教育課程の改訂が

２度あり､ 現在では教育課程に含まれていない内容や学年が移動した内容も､ そのまま調査問題に

含められているからである｡

履修済みの問題を比較すると､ 小学校第５学年､ 中学校第２学年､ 高等校第２学年いずれも､ 平

均正答率の違いは１％未満であり､ 差がない｡

3.2 教育課程の改訂の影響

表３－１､ ３－２､ ３－３の個々の問題20題を比較すると､ ほとんどの問題の正答率の変化は

５％以内であるが､ 10％以上変化している問題が､ 小学校第５学年､ 中学校第２学年に２題ずつあっ

た｡ それらは､ 次の通りである｡

小学校第５学年 (２題)：｢公倍数｣ (1989年：64％､ 2000年：60％､ 2004年：42％)

｢分数の図による意味｣ (1989年：51％､ 2000年：39％､ 2004年：36％)
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表３－１ 算数の平均正答率の変化と教育課程 (小５､ 全体データ)

問題数 年度
内容領域 目標領域

全体 教育課程
代数 幾何 解析 確･統 計算 理解 応用 分析

20題
(全部)

1989 64.8 63.0 36.5 57.6 73.3 63.6 47.1 51.0 58.6 1977年告示

2000 62.8 58.1 34.4 56.7 70.7 60.3 44.1 49.6 55.9 1989年告示 (移行期間)

2004 58.6 58.3 37.9 56.9 67.2 60.4 45.5 47.6 55.1 1998年告示

11題
(小５まで)

1989 67.8 73.5 38.2 71.9 73.3 66.3 66.7 58.0 67.4 1977年告示

2000 68.2 70.0 41.8 74.7 71.3 66.5 69.6 59.0 67.5 1989年告示 (移行期間)

2004 66.5 69.4 43.9 76.6 67.5 67.9 70.9 61.1 67.1 1998年告示

表３－２ 数学の平均正答率の変化と教育課程 (中２､ 全体データ)

問題数 年度
内容領域 目標領域

全体 教育課程
代数 幾何 解析 確･統 計算 理解 応用 分析

20題
(全部)

1992 64.0 51.5 50.2 59.0 69.1 55.8 50.7 49.1 56.5 1977年告示 (移行期間)

2003 63.0 46.1 49.5 56.8 67.9 50.2 48.0 49.7 54.0 1998年告示

13題
(中２前半まで)

1992 66.8 32.2 51.4 72.8 69.0 52.8 61.4 49.9 59.3 1977年告示 (移行期間)

2003 64.3 36.6 51.6 69.9 69.5 50.1 60.7 49.5 58.4 1998年告示

表３－３ 数学の平均正答率の変化と教育課程 (高２､ 全体データ)

問題数 年度
内容領域 目標領域

全体 教育課程
代数 幾何 解析 確･統 計算 理解 応用 分析

20題
(全部)

1995 45.8 68.0 64.8 76.8 67.5 61.4 56.0 65.5 62.3 1989年告示

2002 45.0 66.9 65.5 76.8 68.0 62.1 54.4 63.1 61.9 1989年告示

13題 (高１
まで)

1995 45.7 76.6 73.6 76.8 84.0 61.4 64.2 59.5 68.8 1989年告示

2002 46.2 75.8 74.4 76.8 84.0 62.1 63.3 59.7 68.9 1989年告示



公倍数は1977年告示の教育課程では小学校第５学年の内容であり､ 1989年告示の教育課程では小

学校４年の内容､ 1998年告示 (現行) の教育課程では小学校第６学年の内容である｡ 分数の図によ

る意味は､ 1977年告示及び1989年告示の教育課程では小学校第５学年の内容であり､ 1998年告示

(現行) の教育課程では小学校第６学年の内容である｡

中学校第２学年 (２題)：｢立方体の切断｣ (1992年：51％､ 2003年：41％)

｢三角形の合同｣ (1992年：62％､ 2003年：49％)

立方体の切断は､ 全学年間共通問題として設定された｡ 1989年告示の教育課程では中学校第１学

年の内容であったが､ 1998年告示 (現行) の教育課程では削除され､ 小・中・高等学校のどこにも

含まれていない｡

三角形の合同は従来も現在も中学校第２学年の内容であり学習指導要領におけるその位置づけは

変わらないが､ ２学期に学習される内容であり､ 正答率が下がった原因の１つとして調査時期の影

響なども考えられる｡
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｢公倍数｣

｢分数による図の意味｣

｢立方体の切断｣



3.3 履修していない問題には手をつけない児童生徒が増えている

83種類の算数・数学問題のうち､ １度でも､ ある年に無答等の割合が10％以上の問題をあげると､

3.2節で示した ｢立方体の切断｣ (集団Ｃ：2000年度・小５､ 15％､ 集団Ｄ：2004年度・小５､

12％)､ それから ｢合同｣ (集団Ｃ：2000年度・小５､ 23％､ 集団Ｄ：2004年度・小５､ 17％)､

｢確からしさ｣ (集団Ｄ：2004年度・小５､ 28％､ 集団Ｃ：2000年度・小５､ 33％､ 2003年度・中２､

16％､ 集団Ｂ：1999年度・中２､ 15％､ 集団Ａ：1998年度・高２､ 10％)､ の３種類である｡

これらの問題はいずれも､ 小学校第５学年においては､ 履修していない｡ しかし1989年度､

1996年度の小学校５年生は､ 履修していないにもかかわらず何か１つの選択肢を選んでおり､ 無答

等はほとんどいなかった｡ 2000年頃から､ 履修していない問題には手をつけない児童生徒が増えて

きている｡ 特に ｢立方体の切断｣ で､ 顕著である｡

3.4 問題を注意深く読まない児童生徒が増えている

3.3節の ｢確からしさ｣ と ｢合同｣ の問題にはそれぞれ､ ｢２つのことがら｣ ｢合同な２つの図形｣

という用語が問題文に含まれている｡ 表４－１は ｢確からしさ｣ について複数回答と無答の合計の

割合を､ 表４－２はその中で複数回答の割合が算出できるものについて示したものである｡ これら

の用語が問題文にあると複数の選択肢を選ぶ児童生徒が､ 2000年より少し前から急増している｡
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｢三角形の合同｣

表４－１ ｢確からしさ｣ の複数回答と無答の合計 (全体データ)

小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

理数
定点

集団Ｄ
27.6％

2004年

集団Ｃ
32.9％ 16.3％

2000年 2003年

集団Ｂ
4.1％ 15.2％ 10.0％

1996年 1999年 2002年

集団Ａ
4.5％ 10.3％

1995年 1998年

理数
長期

集団１
4.2％ 3.2％ 2.1％ 1.5％ 0.5％ 1.6％ 0.9％ 0.6％

1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年

集団２
3.4％ 1.6％ 2.2％ 1.8％ 1.4％

1989年 1990年 1991年 1992年 1993年

集団３
3.2％ 1.4％

1989年 1990年



｢確からしさ｣ の問題は､ 選択肢が長い文章で書かれており､ しかも５つの選択肢をきちんと読

むことが必要とされる｡ ところが ｢２つ｣ と出題文にあるせいか､ 表４－２の集団Ｂにみるように､

複数回答した高等学校２年生が2002年度には10％に増えているが､ そのような生徒は1995年度には

１％しかいなかった｡ 集団１と集団Ｃを比較すると､ 表４－１､ 表４－２にみるように､ 集団Ｃは

無答 (複数回答を含む) が急増している｡ なお1996年度まではマークシートを用い､ それ以降は調

査用紙の各項目について選択肢の記号に直接○をつける回答形式となっている｡ このような回答形

式の違いが､ 指示文や選択肢をきちんと読むかどうかに影響しているかもしれない｡

｢２つ｣ という用語が問題文にあると複数の選択肢を選ぶ児童が多いことは､ 諸外国と比べてわ

が国の特徴である｡ TIMSS2003においても､ わが国は ｢２つ｣ という用語が問題文にあると複数

の選択肢を選ぶ小学校５年生は12％もいたが､ そのような児童は国際的には４％しかいなかった

(国立教育政策研究所, 2005)｡

問題のキーワードに着目して解くことや速く解くことばかりが強調されていないか､ わかりやす

い丁寧な問題ばかり与えていないか､ などの点で指導を見直すことが必要である｡

小学校ではこの内容は未履修であるため､ 児童は選択肢サ ｢２枚の硬貨を同時に投げるとき､ ２

枚とも表がでることと､ １枚は表で１枚は裏がでること｣ や､ 選択肢ソ ｢９月の天気で､ 雨が降る

ことと､ 晴れること｣ を選びがちである｡ 学年進行とともに､ 選択肢ソ ｢９月の天気で､ 雨が降る

ことと､ 晴れること｣ を選ぶ割合は少なくなるが､ 選択肢サ ｢２枚の硬貨を同時に投げるとき､ ２

枚とも表がでることと､ １枚は表で１枚は裏がでること｣ を選ぶ割合は小学校５年生と高等学校３
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表４－２ ｢確からしさ｣ の複数回答 (全体データ)

小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

理数
長期

集団Ｄ
23.0％

2004年

集団Ｃ
25.9％ 15.5％

2000年 2003年

集団Ｂ
－ － 9.6％

1996年 1999年 2002年

集団Ａ
－ －

1995年 1998年

理数
定点

集団１
2.0％ 1.2％ 0.7％

1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年

｢確からしさ｣ の問題



年生で変わらない｡ この問題は､ 高等学校においても､ かなり難しい問題であることがわかる｡

3.5 教師の指導法は小・中・高等学校では変わっているが､ 同じ学校段階では時代がたって変わっ

たもの､ 変わらないものがある

3.4節の結果をみると､ 問題の与え方やキーワードの強調など教師の指導法を聞く項目をもし含

めていれば､ 問題との関連がより明確になったと考えられる｡

理数長期追跡研究・理数定点調査研究においては､ 児童生徒の目から見た先生の学習観､ 指導の

仕方を聞くのが ｢学習｣ 項目である｡ 算数・数学に関する学習の項目は10項目ある｡ 当時の主な指

導法の頻度を聞くものと同時に､ 将来を予測して､ つまり1980年代はあまりないが､ 今後はこうい

う方向にいくであろう､ あるいはその方向への変化が望ましいと思われる質問項目を入れておいた｡

｢同じ問題を２時間にわたって話し合う｣ ｢先生と生徒､ 生徒どうしの話し合い｣ ｢数学と生活との

かかわり｣ ｢コンピュータの使用｣ ｢電卓の使用｣ などはその例である｡

結果をみると､ コンピュータと電卓は算数の授業には少し取り入れられてきているが､ 中・高等

学校の数学の授業には､ 昔も今も相変わらず取り入れられていない｡

図２は ｢先生と生徒､ 生徒どうしの話し合い｣ の頻度 (ほとんど毎時間､ 週に１度､ 月に１度､

学期に１度､ ほとんどない) を､ ６つの集団について､ その全体データをグラフで示したものであ

る｡ どの集団においても話し合いの割合が小・中・高等学校と､ 学校段階があがるにつれ少なくなっ

ている様子がわかる｡ 算数だけでなく数学においてもコミュニケーション能力を育成することが大

切であると思われるが､ 高等学校の授業では話し合いの授業は少なく､ また何年たってもあまり変

わらないことを図２から読み取ることができる｡
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図２ 話し合いの頻度の変化

調査種目 学習
６ 話し合い



４. 算数・数学の成績や態度等の個人内変化

この章では追跡の一例として､ 得点や面白さの個人内変化､ 及び､ 数学の面白さと得点の関係を

中心にその結果を述べることにする｡

4.1 追跡集団としての変化の状況

2.4節の図１に示した ｢算数・数学に関する調査内容 (６種目) の例｣ の中から ｢態度｣ の例と

してあげた ｢算数・数学の面白さ｣ について､ その回答 (そうだ､ どちらかというとそうだ､ そう

ではない､ どちらかといえばそうではない､ どちらともいえない) の変化を示したのが図３である｡

図３においては､ ６つの集団について全体データの中から当該調査を一度の欠席もなくすべて受

けた児童生徒を取り出した (追跡データ)｡ どの集団においても､ そうだという回答が小から中に

かけて､ または､ 中学校から高等学校にかけて減少しているように見えるが､ 個々の生徒の変化の

パターンはどのようであろうか｡ そこで､ このことについて詳しく分析していくこととする｡ 関連

して､ 図１の ｢背景｣ の例としてあげた ｢算数・数学の好き嫌い｣ についても分析を行う｡
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図３ 算数・数学の面白さの変化

調査種目 態度
１ 算数・数学は面白い



4.2 個人内変化のパターン

算数・数学の面白さや好き嫌いについては､ 以前､ 集団１及び集団２の算数・数学の面白さの個

人内変化については､ 好き嫌いと面白さを３段階にまとめ､ 得点も３段階 (m±σ) または (m±

0.5σ) で数値化した (瀬沼・長崎, 1996)｡ しかし､ ５つの選択肢を３つにまとめるということは､

面白い､ と､ どちらかといえば面白い､ とをまとめることになり､ その違いをみることはできない｡

そこで､ 集団Ｂの面白さと好き嫌いの個人内変化について､ 本稿では次の５段階の数値化を行う

こととした｡

小学校第５学年での算数の面白さとその後の変化について､ 左から小学校第５学年での面白さ､

中学校第２学年での面白さ､ 高等校第２学年での面白さの順に３桁の数値で示し､ その値が小さい

方から順に示したのが表６－１である｡ ある学年で無回答の場合は当該学年が０と示される｡ 表６－

１の ｢無答｣ の欄に044が１名いるが､ この児童は小学校第５学年で無回答であり､ 中学校第２学

年と高等校第２学年でどちらかといえば面白いと回答した｡ ｢面白くない｣ の欄の No.４の児童は

小学校第５学年と中学校第２学年で面白くなかったが､ 高等校第２学年で面白いと回答した｡

小学校５年の時点では､ どちらかといえば面白いという回答が合計86名､ 面白いという回答が

70名おり､ 算数を面白いと感じている児童が多い｡

小学校第５学年の時点でどちらかといえば面白いと回答した児童のその後の変化のパターンは26

通りと最も多い｡ 集団Ｂの245名では､ 変化のパターン数の可能性は､ 小学校第５学年で無回答１

名､ 中学校第２学年で無回答６名､ 高等校第２学年で無回答１名がいるため､ 最大で53＋８＝133

通りである｡ 実際は93通り (出現率70％) であった｡

111などのように３回とも数値が同じ場合を表６－１では網掛けで示した｡ 小学校第５学年､ 中

学校第２学年､ 高等校第２学年ですべて面白くないと回答した生徒は (111) は５名､ 逆に､ 小学

校第５学年､ 中学校第２学年､ 高等校第２学年ですべて面白いと回答した生徒は (555) は８名い

る｡ 222は０名､ 333は４名､ 444は６名である｡ 10名以上のパターンは544 (12名) の１通りである｡
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【算数・数学の面白さ】
数学は面白いと思います｡

ア. そうだと思う (５)
イ. どちらかといえばそう思う (４)
ウ. そうではないと思う (１)
エ. どちらかといえばそうではないと思う (２)
オ. どちらともいえない (３)

【数学の好き嫌い】
他の教科と比べて､ 数学は好きですか｡

ア. 最も好きだ (５)
イ. 他の教科より好きな方だ (４)
ウ. 他の教科に比べて､ 好きともきらいともいえない (３)
エ. 他の教科よりきらいな方だ (２)
オ. 最もきらいだ (１)



同様に､ 小学校第５学年での算数の好き嫌いとその後の変化について､ 左から小学校第５学年で

の好き嫌い､ 中学校第２学年での好き嫌い､ 高等校第２学年での好き嫌いの順に３桁の数値で示し､

その値が小さいほうから順に示したのが表６－２である｡ ある学年で無回答の場合は当該学年が０

と示される｡

表６－２の ｢無答｣ の欄に041が１名いるが､ この児童は小学校第５学年で無回答､ その後中学

校第２学年で他の教科より好きな方､ 高等校第２学年で最もきらいと回答した｡ ｢最も好き｣ の欄

の No. 4の児童は小学校第５学年で最も好きであっても､ 高等校第２学年で最もきらいに変化した｡

小学校第５学年の時点では､ どちらともいえないという回答が合計87名､ 他教科より好きという

回答が76名おり､ 算数をやや好きと感じている児童が多い｡ 小学校第５学年の時点でどちらともい

えないと回答した児童のその後の変化のパターンは23通りと最も多い｡ 集団Ｂの245名では､ 変化

のパターン数の可能性は､ 小学校第５学年で無回答１名､ 中学校第２学年で無回答１名がいるため､

最大で53＋２＝127パターンである｡ 実際は79パターン (出現率62％) であった｡

３回とも数値が同じ場合を表６－２では網掛けで示した｡ 最もきらい (111) は４名､ 逆に､ 最

も好き (555) は３名いる｡ 222は７名､ 333は10名､ 444は14名である｡ 10名以上のパターンは333

(10名)､ 444 (14名) の２通りである｡

最後に各学年の算数・数学の得点の合計についても､ ５段階の数値化を行うこととする｡ ５段階

の数値化については､ 各学年の児童生徒数の累積の割合が20％､ 40％､ 60％､ 80％に最も近い得点

小学校から高等学校までの算数・数学の成績や態度等の経年変化
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表６－１ 小学校第５学年での算数の面白さとその後の変化 (集団Ｂ､ 245名の追跡)

無答 面白くない
どちらかといえば

面白くない
どちらとも
いえない

どちらかといえば
面白い

面白い

No パターン 人数 No パターン 人数 No パターン 人数 No パターン 人数 No パターン 人数 No パターン 人数
1 044 1 1 103 1 1 201 1 1 311 2 1 401 1 1 504 1

合計 1 2 111 5 2 211 5 2 312 1 2 403 2 2 511 3
3 113 3 3 212 1 3 313 3 3 404 1 3 513 3
4 115 1 4 213 1 4 314 3 4 411 7 4 514 1
5 122 1 5 214 1 5 321 1 5 413 3 5 521 1
6 124 1 6 221 3 6 323 2 6 414 2 6 523 5
7 131 3 7 223 2 7 324 1 7 415 1 7 524 1
8 132 2 8 232 5 8 333 4 8 420 1 8 531 2
9 133 1 9 233 2 9 334 4 9 421 1 9 533 3
10 134 1 10 234 1 10 341 1 10 422 2 10 534 2
11 135 1 11 235 1 11 343 3 11 423 2 11 535 1
12 142 1 12 242 2 12 344 2 12 424 5 12 542 3
13 143 1 13 243 3 13 345 1 13 425 2 13 543 3
14 144 1 14 244 1 14 351 1 14 431 3 14 544 12
15 145 1 15 245 1 15 352 1 15 432 1 15 545 6

合計 24 16 255 2 16 354 2 16 433 9 16 552 1
合計 32 合計 32 17 434 7 17 553 6

18 441 1 18 554 8
19 443 3 19 555 8
20 444 6 合計 70
21 445 7
22 451 4
23 452 3
24 453 1
25 454 6
26 455 5

合計 86



の児童生徒を､ それぞれ１､ ２､ ３､ ４とし､ 残りを５とした｡ つまり５が相対的に最も得点の高

い児童生徒である｡ それぞれに割り当てられた人数の割合は､ 表５の通りである｡

同様に小学校第５学年での算数の得点とその後の変化について､ 左から小学校第５学年での得点､

中学校第２学年での得点､ 高等校第２学年での得点の順に３桁の数値で示し､ その値が小さい方か

ら順に示したのが表６－３である｡
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表６－２ 小学校第５学年での算数の好き嫌いとその後の変化 (集団Ｂ､ 245名の追跡)

無答 最もきらい 他教科よりきらい
どちらとも
いえない

他教科より好き 最も好き

No パターン 人数 No パターン 人数 No パターン 人数 No パターン 人数 No パターン 人数 No パターン 人数
1 041 1 2 111 4 1 211 3 1 311 4 1 401 1 1 513 1

合計 1 3 112 1 2 212 1 2 312 2 2 411 1 2 523 1
4 123 2 3 213 1 3 313 2 3 412 2 3 524 1
5 131 1 4 214 1 4 314 2 4 413 1 4 531 1
6 142 1 5 222 7 5 321 5 5 414 1 5 534 4
7 143 1 6 231 2 6 322 4 6 421 3 6 543 4
8 144 1 7 232 2 7 323 9 7 422 3 7 544 7

合計 11 8 233 7 8 324 5 8 423 2 8 545 1
9 234 4 9 325 1 9 424 6 9 552 1
10 241 2 10 331 4 10 432 4 10 553 2
11 242 2 11 332 1 11 433 4 11 554 5
12 244 2 12 333 10 12 434 7 12 555 3
13 245 1 13 334 11 13 442 2 合計 31
14 252 2 14 335 3 14 443 11
15 254 1 15 341 1 15 444 14
16 255 1 16 342 3 16 445 3

合計 39 17 343 6 17 451 2
18 344 5 18 453 2
19 345 1 19 454 4
20 352 1 20 455 3
21 353 3 合計 76
22 354 3
23 355 1

合計 87

表５ 算数・数学得点の数値化

得点 数値化 人数 累積％ 得点 数値化 人数 累積％ 得点 数値化 人数 累積％

２～８点 １ 40名 16.3 ３～８点 １ 39名 15.9 １～８点 １ 56名 22.9

９～11点 ２ 58名 40.0 ９～10点 ２ 49名 35.9 ９～10点 ２ 33名 36.3

12～13点 ３ 47名 59.2 11～12点 ３ 50名 56.3 11～13点 ３ 62名 61.6

14～15点 ４ 48名 78.8 13～14点 ４ 51名 77.1 14～15点 ４ 44名 79.6

16～19点 ５ 52名 100.0 15～20点 ５ 56名 100.0 16～20点 ５ 50名 100.0



｢低い｣ の欄の No. 8､ No. 14の児童は､ 小学校第５学年で得点が１と低くても､ 高等校第２学

年で得点が５と高い方に変化した｡ 小学校第５学年の時点で得点が中程度の児童のその後の変化の

パターンは19通りと最も多く､ 逆に得点が高い児童のその後の変化のパターンは12通りと少ない｡

集団Ｂの245名では､ 変化のパターン数の可能性は､ 最大で53＝125パターンである｡ 実際は80パ

ターン (出現率64％) であった｡

３回とも数値が同じ場合を表６－３では網掛けで示した｡ 得点が相対的に低いまま (111) は

12名逆に､ 高いまま (555) は16名もいる｡ 222は５名､ 333は８名､ 444は５名である｡ 10名以上の

パターンは､ 111 (12名)､ 211 (10名)､ 554 (10名)､ 555 (16名) の４通りである｡

4.3 個人内変化の傾向

表６－１､ 表６－２､ 表６－３をもとに､ ある年と３年後で反応がどの程度変わるかをまとめた

のが､ 表７である｡ ３回とも反応が同じ場合 (５→５→５など) を ｢同一｣､ ２回とも上昇または､

１回上昇で残りが同じを ｢上昇｣､ １回下降で残りが同じを ｢下降｣､ 一度上昇し下降したもの ｢混

合 (下降)｣ (３→４→２)､ 一度下降し上昇したもの ｢混合 (回復)｣ と分類した｡

得点､ 好き嫌い､ 面白さのいずれにおいても､ 下降が最も多く､ 30％前後である｡ 次に多いのは､

得点は上昇､ 好き嫌いと面白さは混合 (回復) であり､ 20％程度いる｡ 数学が一度嫌いになっても､

面白くなくなっても､ その後回復していく｡

表から ｢算数・数学の面白さ｣ は､ 得点や好き嫌いと比較して､ ３回とも同一の生徒は10％と少

ないことがわかる｡ 得点は19％､ 好き嫌いは16％の児童生徒が同一である｡

つまり､ 面白さは変わりやすいといえる｡ 学年や学校が変わり､ 学習する内容が変わり､ 教師が

変わり､ いろいろな影響があると考えられる｡ 面白さは他よりも変わりやすいことを念頭に､ 教師

は常に授業をいろいろ工夫することが大切である｡
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表６－３ 小学校第５学年での算数の得点とその後の変化 (集団Ｂ､ 245名の追跡)

低 い やや低い 中程度 やや高い 高 い
No パターン 人数 No パターン 人数 No パターン 人数 No パターン 人数 No パターン 人数
1 111 12 1 211 10 1 311 4 1 413 1 1 523 1
2 112 5 2 212 2 2 312 1 2 414 1 2 524 2
3 113 1 3 213 1 3 315 1 3 421 1 3 525 1
4 121 4 4 221 9 4 321 2 4 423 3 4 533 4

5 122 3 5 222 5 5 322 2 5 424 1 5 534 2
6 123 4 6 223 3 6 323 2 6 425 1 6 542 1
7 124 1 7 231 5 7 324 2 7 433 4 7 543 6
8 125 2 8 232 4 8 331 3 8 434 2 8 544 4
9 131 1 9 233 6 9 332 2 9 435 2 9 545 3
10 132 1 10 234 2 10 333 8 10 442 5 10 553 2
11 134 1 11 235 1 11 335 2 11 443 5 11 554 10
12 142 1 12 241 2 12 341 1 12 444 5 12 555 16
13 143 2 13 242 1 13 343 1 13 445 5 合計 52
14 145 1 14 243 2 14 344 2 14 453 2
15 153 1 15 244 1 15 345 1 15 454 1

合計 40 16 245 2 16 351 2 16 455 9
17 253 1 17 353 2 合計 48
118 255 1 18 354 7

合計 58 19 355 2
合計 47



4.4 男女別､ 履修状況別の変化

大規模な国際調査からは算数・数学得点の男女差は国際的にも徐々に少なくなっており､ またわ

が国は他国に比べ得点の男女差は小さいことがわかっている｡ 一方､ 得点よりも問題点は態度にあ

り､ 得点が同じでも女子は男子に比べ､ 算数・数学に対する態度が否定的であることがわかってい

る｡ (国立教育政策研究所, 2004；国立教育政策研究所, 2005)｡

集団１のデータの分析時 (瀬沼・長崎, 1996) に､ 男女差について上記と同じ結果がみられた｡

また集団１の小学校第５学年から高等学校第１学年の６年間の追跡から､ 到達度が中のままは女子

がやや多く､ 態度が高いままは男子が多く､ 高等学校第１学年で数学が嫌いな女子の半数以上は､

小学校第５学年のときには算数が好きだった｡ 得点と態度の相互関係の変容については､ 女子の方

が態度から得点への影響が大きいのではないかと予想したが､ パス係数をもとに分析した結果､ 男

女に共通の特徴が多かった｡ すなわち､ 前年度の得点は次年度の得点に影響し､ 好き嫌いと面白さ

は同一学年間で相互に影響しているが同一学年の得点には影響しなかった｡

さて､ 複数の学校段階に渡る長期的追跡研究のメリットには､ 小学校の成績と高校の成績といっ

た､ 通常直接比較することが難しいものの変化や相関を見ることができることがあげられる｡

ただし必修の数学は高等学校第１学年までのため､ 高等学校第２学年になると数学を履修しない

生徒もいる｡ そこで追跡を行うときには､ このような数学の履修状況の違いを念頭におく必要があ

る｡

そこで､ 表７の３回の変化のパターンを､ 男女別・高校数学の履修状況別に示したのが､ 表８で

ある｡
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表７ ３回の変化のパターンの割合 (％)

得点 好嫌 面白さ

上昇 22.4 18.8 16.7

混合 (回復) 11.8 20.8 22.0

同一 18.8 15.5 10.2

混合 (下降) 16.7 15.9 15.9

下降 30.2 29.0 35.1

合 計 100 100 100

表８ 女別・数学Ｂの履修別 回の変化のパターンの割合 (％)

３回の
パターン

得 点 好き嫌い 面白さ
全体 男子 女子 数学Ｂ有 数学Ｂ無 全体 男子 女子 数学Ｂ有 数学Ｂ無 全体 男子 女子 数学Ｂ有 数学Ｂ無
245名 121名 124名 103名 123名 245名 121名 124名 103名 123名 245名 121名 124名 103名 123名

上昇 22.4 23.1 21.8 31.7 13.8 18.8 18.2 19.4 22.1 13.0 16.7 16.5 16.9 16.3 11.4
混合 (回復) 11.8 11.6 12.1 12.5 11.4 20.8 17.4 24.2 20.2 20.3 22.0 15.7 28.2 21.1 17.1
同一 18.8 22.3 15.3 20.2 16.3 15.5 13.2 17.7 20.2 12.2 10.2 10.7 9.7 11.0 9.8
混合 (下降) 16.7 18.2 15.3 11.5 23.6 15.9 18.2 13.7 12.5 20.3 15.9 15.7 16.1 16.7 19.5
下降 30.2 24.8 35.5 24.0 35.0 29.0 33.1 25.0 25.0 34.1 35.1 41.3 29.0 34.8 42.3

合 計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



面白さ・好き嫌いに関して､ 女子は小学校第５学年から中学校第２学年にかけて面白くない・好

きではないという方向に変わっても､ 高等校第２学年になると回復する割合が高く､ それぞれ28％､

24％である｡ 一方そのような男子はそれぞれ16％､ 17％と少ない｡ 男子は下降する割合が高く､ そ

れぞれ41％､ 33％である｡ 一方､ 得点については､ 下降する割合は男子より女子が高く､ 男子は女

子よりも同一の割合が高い｡ 数学Ｂの履修状況別にみると､ 得点の上昇は数学Ｂ履修者が32％､ 非

履修者が14％と､ 違いがある｡ 全般に数学Ｂの履修者の方が上昇､ 混合､ 同一の割合が高い｡

５. 算数・数学の得点と態度の相互関係の変化

最後に､ 集団Ｂの算数・数学の得点と態度の相互関係の変化について分析を行う｡

なお､ 高校数学の履修状況別の､ 数学の得点と態度の関係については､ 以前集団２について分析

を行っている｡ 集団２は中学校第２学年から高等学校第３学年が対象であったため､ ｢微積分｣ コー

ス (高等校第２学年か第３学年で微積分を履修)､ ｢非微積分｣ コース (微積分以外の数学を履修)､

｢非数学｣ コース (高等学校第３学年で数学を履修しない) の３集団に生徒を分け､ 集団ごとに中

学校第２学年から高等学校第３学年までの５年間 (1989年度～1993年度) 490名の追跡調査結果に

ついて､ 数学の ｢到達度｣ ｢成績の自己評価｣ ｢好き嫌い｣ ｢態度｣ の各要因がどのように影響して

いるかパス係数をもとに分析した｡ 微積分コースでは ｢到達度｣ が次年度の ｢成績の自己評価｣ や

｢態度｣ へ影響を与えるが､ 他コースではそのような影響はみられなかった｡ (瀬沼､ 松原､ 長崎､

1994) なお､ ここで ｢到達度｣ は ｢得点｣､ ｢態度｣ は ｢数学の面白さ｣ ｢学ぶ内容の多さ｣ ｢いろい

ろな解き方｣ の３項目の合計のことである｡ 算数・数学の得点は､ 集団にかかわらず､ 次年度に影

響を与えているが､ 得点と態度の相互の影響は少ないことがわかった｡

そこで今回､ 集団Ｂについて､ 数学の得点､ 好き嫌い､ 面白さについてある年とその３年前の相

互関係の変化の分析を行ったのが図４､ ５､ ６である｡ 図はパス係数が0.20以上を破線で､ 0.50以

上を実線で､ かつパス係数を100倍した値で示したものである｡ ABC のうち１つの網掛けの部分が

目的変数､ その他の５つの部分が説明変数である｡

図４の左上は､ 中学校第２学年の男子の数学得点には､ 小学校第５学年での算数得点､ 小学校第

５学年及び中学校第２学年での算数・数学の好き嫌い､ 小学校第５学年及び中学校第２学年での算

数・数学の面白さのどれも影響していないが､ 高等学校第２学年での数学得点には中学校第２学年

での数学得点と高等学校第２学年での数学の面白さが影響していることを示している｡

男女､ 数学Ｂの履修・非履修にかかわらず､ 図４に共通の特徴として､ 中学校第２学年での数学

得点は､ 高等校第２学年での数学得点に影響しているが､ 小学校第５学年での得点は中学校第２学

年での得点には影響しないことがあげられる｡ 高等学校第２学年の男子については､ 高等学校第２

学年での数学の面白さは同一学年での数学得点に影響するが､ 女子及び数学Ｂの履修・非履修とも､

好き嫌い・面白さは数学得点に影響しない｡

図５は同様に､ 中学校第２学年または高等学校第２学年での数学の好き嫌いを目的変数とし､ そ

の他の５つの要因の影響を示したものである｡

男女､ 数学Ｂの履修・非履修にかかわらず､ 中学校第２学年､ 高等校第２学年において数学の面

白さは同一学年の数学の好き嫌いに影響している｡ 算数・数学の得点は数学の好き嫌いには影響し

ない｡
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図６は同様に､ 中学校第２学年または高等学校第２学年での数学の面白さを目的変数とし､ その

他の５つの要因の影響を示したものである｡

男女､ 数学Ｂの履修・非履修にかかわらず､ 中学校第２学年､ 高等校第２学年において数学の好

き嫌いは同一学年の数学の面白さに影響している｡ 男子の特徴は､ 中学校第２学年・高等校第２学

年において､ 数学の得点が同一学年での数学の面白さに影響していることである｡

図４､ ５､ ６から次のようにいえる｡ 得点が高かったから数学が好きになる､ あるいはその逆と

いうことはない｡ 小学校から中学校への影響は中学校から高等学校への影響に比べ少ない｡ これは､

小・中学校間ではいつでも挽回のチャンスがあるということである｡

６. おわりに

本稿では数学教育の立場から調査の意義や論点を論じること､ 第二にいくつかの視点による特徴

的な結果や追跡の結果を明らかにすることにあった｡
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図４ 算数・数学得点に対する得点・好き嫌い・面白さの影響
(集団Ｂ､ 上：男女別､ 下：履修別)



主な知見は次の通りである｡

第一に､ 追跡研究の期間ではアメリカの NLSMA を超え､ また､ 複数の県・学校段階で成績と

態度の追跡が可能な点でわが国の数学教育に他に類似の調査はない｡ 算数・数学調査の枠組みにつ

いては､ 1989年当時は IEA による SIMS の枠組みを参考にした最新のものであったが､ その後､

調査の手法や環境の変化により限界が明らかになったものもある｡ それらは出題形式､ ２次元の枠

組み等である｡ 一方､ 学年間共通問題､ 読み・科学観調査の内容などには現在も特徴的である｡

第二に､ 算数・数学の世代間や学年間の比較から､ 小学校第５学年・中学校第２学年・高等校第

２学年の算数・数学の平均正答率は世代や教育課程が変わっても変わっていないこと､ 個別にみれ

ば教育課程の改訂が影響している問題があること､ 無回答あるいは問題を注意深く読まない児童生

徒が増えていること､ 教師の指導法が小中高で違っていることなどを明らかにした｡ 次に､ 集団Ｂ

の追跡生徒について､ 算数・数学の得点・面白さ・好き嫌いの個人内変化とそれらの相互関係の変

化の分析を行った｡ 得点や態度等の変化のパターンや相互関係の分析においては､ およそ10年前に

集団１､ 及び集団２の分析を行ったため､ 本稿においてはそれとの関連で､ 類似の手法により集団
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図５ 算数・数学の好き嫌いに対する得点・好き嫌い・面白さの影響
(集団Ｂ､ 上：男女別､ 下：履修別)



Ｂについて分析した｡ 面白さは好き嫌いや得点と比べて回答が変わりやすいこと､ 女子は高等校第

２学年で面白さや好き嫌いが望ましい方向に変わる割合が高いが､ 男子は否定的になる割合が高い

こと､ 中学校第２学年の得点は高等校第２学年の得点に影響しているが､ 小学校第５学年の得点は

中学校第２学年の得点には影響せず､ 中学校第２学年・高等校第２学年において好き嫌いと面白さ

は相互に影響するが､ 得点と好き嫌いには相互の影響はないことなどがわかった｡ 今後は､ 同一の

手法で集団１と集団２と集団Ｂを比較すること､ 及び､ 他の集団についても同様に比較を行うつも

りである｡

なお高等学校においては普通科が対象となり､ かつ､ その地域の高等学校に進学した生徒のみを

対象とすることになるので小・中・高等学校の追跡は人数が減っている｡ そこで今回の小・中・高

等学校という追跡データに加えて､ 今後は小・中学校だけの追跡データをも作成し､ 義務教育段階

での追跡を行うつもりである｡

1986年度から1989年度の本調査開始までの３年間に算数・数学委員として､ 瀬沼花子､ 長崎栄三､

吉本一幸､ 鈴木康志､ 川上純､ 越智景三､ 吉川成夫の７名が問題及び質問紙項目の作成・検討を行っ

114

図６ 算数・数学の面白さに対する得点・好き嫌い・面白さの影響
(集団Ｂ､ 上：男女別､ 下：履修別)



た｡ またその後､ 1989年度から2005年度までの調査期間のいずれかにおいて､ 上記の７名に加え､

島田功､ 大根田裕､ 狭間節子､ 長尾篤志､ 立花正男､ 根本博､ 永田潤一郎､ 石田淳一､ 富竹徹､ 長

野東の10名が算数・数学委員としてかかわった｡
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Abstract

This article quotes the results of my varied research that is empirical and/or practice oriented,

and attempts to show the evidence which teachers in school should refer to in dealing with bul-

lying. I will therefore induce teachers to proceed with effective interventions.

In 2006, a suicide caused by bullying and the mistaken reaction of teachers to it made bullying

a major social issue in Japan. Although various arguments on bullying were proposed in the

mass media, few of them were based on the evidence. NIER conducted a survey for a three-year

period starting in 2003 that has two points differing from usual bullying research. The first is

intentionally using a questionnaire without the word �bullying. � The second is conducting the

survey in a longitudinal manner. Using the results of that survey, I will show that: 1) Basic

evidence on the incidence of bullying will help people discover the correct opinions, propositions

and intervention; 2) Implication against typical intervention against bullying using the basic

evidence above.

Evidence on the incidence of bullying can be summarized as follows: 1) There is a difference be-

tween Japan and the West regarding the behavior known as bullying. In the West, typical bul-

lying is accompanied by physical action ; in Japan it is accompanied by exclusion and teasing,

2) The children who are the victims or victimizers change every half year, and most children

have experiences of being victimized or of victimizing over a long period of time. This result is

the same in all the countries studied.

Implications based on the evidence in Japan are as follows: 1) Freeing ourselves from unreli-

able international comparisons, 2) Making proactive education for all children and not just ex-

ceptional children 3) Reducing bullying by acquisition of Jiko-Yuuyou-Kan (positive self-image

in addition to a positive role in society in one's relationship with others) comes from actual so-

cial activities.

はじめに

本稿の目的は､ 各学校や教育委員会による実効性のあるいじめ対策の推進を促すため､ 筆者が関

わってきた様々な調査研究・実践研究の成果を引用しながら､ いじめ対策を講ずる際に前提とすべ

き evidence (エビデンス：科学的根拠) を示すことにある｡
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2006年後半は､ いじめが原因となった自殺とそれに関わる学校関係者の不適切な対応がきっかけ

となり､ いじめが一気に社会問題化した｡ 人々の関心が高まり､ その対策等が広く論議されること

自体は､ 大いに歓迎されるべきことと言える｡ なぜなら､ いじめは主に学校を舞台として起きる行

為ではあるが､ 必ずしも学校 (教師) だけで解決・解消できる問題ではないからである｡ 学校関係

者はもとより､ 子どもに影響を与えることができる位置にいる大人たちすべての意識が変わってい

くことは､ いじめの解決・解消にとって有益かつ不可欠である｡

しかしながら､ そうした議論の多くが必ずしも evidence に基づいてなされていない点は､ 決し

て好ましいことではない｡ 日本で最初にいじめが社会問題化したのは1980年代半ばのことで､ 既に

20年以上の年月が経過している｡ その間に様々な研究や経験が積み重ねられ､ その中で evidence

と呼ぶに値する知見も少なからず蓄積されてきた１)｡ その一部は間接的もしくは直接的に文部科学

省の政策等にも反映されており､ たとえば ｢深刻ないじめは､ どの学校にも､ どのクラスにも､ ど

の子どもにも起こりうる｣ (1996年１月30日文部大臣緊急アピール) との認識は､ どんな子どもも

被害者にはもちろんのこと､ 加害者にすらなりうるとの80年代のいじめ研究の結果を踏まえ､ 日本

が世界に先駆けて打ち出した基本認識と言える｡ ところが､ アピールが出されてから10年以上が経

つにもかかわらず､ マスコミを通じて見聞きする有識者等の意見の中には､ 相変わらずこの認識を

踏まえていないと思われるものも見られる｡

そうした意見の代表的なものとして､ いじめを減らすために加害者の子どもを厳しく処分すべき

とする意見があげられる｡ 加害者に対する処分の必要性という点に異論をはさみたいわけではない｡

だが､ そうした一部の子どもに対する処分で今のいじめ状況を大きく改善しうるとの期待があると

するならば､ その前提には ｢日本のいじめの多くは､ 処分を必要とするような一部の特別な子ども

によって引き起こされている｣ との認識があるものと考えられよう｡ また､ 大人 (教師) がしっか

りと子どもを見ていればいじめに気づくはずといった意見もよく見聞きする｡ その前提にあるのも

｢特別な子どもが特別な行為をしているのだからわかって当然｣ との認識と考えられよう｡ たが､

それらの認識は先の文部科学省の基本認識を踏まえて出された意見とは考えがたいのである｡

もちろん､ evidence に基づいていないからと言って､ そうした意見や対策がまったくの的外れ

とは限らない｡ 未だ検証されてはいないもののいずれは evidence となる認識に基づいている場合

もあり得るし､ 個人的な体験という限られた裏付けであってもただの思いつきとは異なる｡ 実際､

先に挙げた意見に従って加害者の子どもに厳しい処分をしたり子どもをしっかり観察したりすれば､

一部の特別な子どもが関わっているいじめを減らせる可能性は十分にある｡ だが､ そうした特別な

子どもが関わるいじめの事例は全体から見ればごく一部に過ぎないことを示す evidence が既に存

在し､ いじめはどの子どもにも起きると指摘されてもきた｡ そうしたことを踏まえるなら､ 一部の

特別な子どもの存在を想定した対策が効果をあげる可能性が低いことは容易に推測できる｡ 既存の

evidence を無視し､ そうかと言って新たな evidence に基づいているわけでもない議論があたかも

効果的な対策であるかのように主張されていく状況は､ 決して生産的とは言えまい｡

一方､ evidence に基づいているからと言って､ すべての意見が正しいとも限らない｡ 論理の組

み立てに間違いがあれば結論が誤る可能性もあるので､ そうした点は慎重に検討される必要がある｡

だが､ evidence に基づかない意見や evidence が示されていない実践等については､ それ以上に慎

重かつ限定的に扱われるべきであるし､ その根拠を示すよう求めていく必要がある｡ ましてや､

evidence に反する仮定に基づく意見については､ 偶然が重ならない限り正しい結果に至ることは

ないので､ 退けていく必要がある｡ 異議があるなら自らの仮定を立証して新たな evidence を提示
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していけばよい｡

以下では､ 第一に､ 日本のいじめをめぐってなされる様々な意見や主張､ 対策等が適切かどうか

を判断するうえで役立つ､ ｢いじめの実態｣ に関する基本的な evidence を示していく｡ そうするこ

とで､ 氾濫する情報の中から信頼に値するものとそうでないものとを選り分けることが可能となり､

議論が実りあるものに変わることが期待できる｡ さらには､ 誤りを正しいと信じて行動した際の時

間や労力の浪費を避けられ､ 結果的に迅速な対応が可能になる｡ 第二に､ それらの evidence から

いじめ対策に対して得られる示唆はどのようなものなのか､ 現在までのいじめ対策の中でその効果

についての evidence が示されているのはどういったものなのか､ 限られた紙数の範囲内ではある

が､ 検討・紹介を行う｡ そうすることで､ evidence を示さないで正しさを主張することの危うさ

に対する感覚､ より確実な evidence を要求する姿勢といったリテラシーの育成にも寄与できると

考えるからである｡

１. ｢いじめの実態｣ に関する evidence

どのような事柄であれ､ 議論がかみ合うためには､ 議論の対象となっている事象が共通でなけれ

ばならない｡ この指摘はあまりにも当たり前のことのようであるが､ 同じ語を用いている論者の間

であっても共通の内容がイメージされているとは限らない｡ この項では､ 議論をする際の共通の土

台となりうる ｢いじめの実態｣ に関する evidence を提示したい｡

① 問題の所在

日本のいじめやその対策について論じる際に､ 欧米の bullying (一般に､ いじめと訳されるこ

とが多い) の研究や対策を引き合いに出す風潮は根強い｡ しかしながら､ 欧米の bullying と日本

のいじめには重なり合う部分がある一方で､ 異なる部分も少なくない｡ それゆえ､ 欧米では効果的

とされる bullying 対策であっても､ それが日本のいじめに対して効果を上げるとは限らない｡ さ

らには､ そもそもの教育制度等の違いから､ 導入そのものが困難であったり､ 見当違いであったり

もする｡

たとえば､ 欧米で効果的とされる bullying 対策の代表例とも言える ｢校庭監視２)｣ について考

えてみよう｡ これは､ 生徒の行動を監視・監督するために休み時間に大人が彼らと一緒に過ごす､

という手法である｡ それが bullying (≒いじめ) に効果を上げるとされることに対して､ 日本の

教師の多くが信じがたいとの思いを抱くのではなかろうか｡ なぜなら､ 日本でいじめの特徴として

指摘されているのは ｢大人の目には見えにくい形で行われる｣ 点や ｢主に教室の中で行われる｣ 点

であり､ 校庭の監視・監督が日本のいじめ (≒bullying) を大きく減らすなどとは考えがたいから

である｡ ところが､ 欧米では bullying を激減させる手法として､ 数十年前から今に至るまで根強

く支持され続けている｡

なぜ､ このような違いが生まれてくるのであろうか｡ その一つの要因として､ 日本のいじめと欧

米の bullying の基本認識に関わる部分の違い､ その中心的なイメージのズレを指摘することがで

きる｡ すなわち､ 欧米で bullying という言葉でイメージされる行為は､ 日本で言うなら ｢校内暴

力 (暴力行為)｣ に分類されるような行為と言ってよい３)｡ 第三者の ｢目に見えやすい｣ 攻撃的な

行為､ すなわち ｢校内暴力｣ 的な行為がイメージされることが多い bullying に対して､ 仲間はず

れや無視などの ｢目に見えにくい｣ 攻撃的な行為を中心に､ 少なくとも ｢校内暴力｣ とは一線を画

Evidence に基づくいじめ対策

121



す行為がイメージされることが多いいじめ４)｡ このズレに気づけば､ 欧米の bullying 対策の中心

として ｢校庭監視｣ がもてはやされる理由､ それが実際に効果を上げるとされている理由が理解で

きよう｡ ｢校庭監視｣ を ｢校内暴力｣ の効果的な対策として紹介したなら､ ほとんどの日本の教師

が納得するに違いない｡

そして､ もう一つの要因として､ 日本と欧米の学校事情の違いも忘れてはなるまい｡ 欧米の学校

では､ 昼食時や昼休み､ 長い休み時間等には､ 教師もスタッフルームで休憩をとるのが普通であり､

そうした部屋は教室や校庭から離れた静かな場所にあることが一般的である｡ そのような学校に乱

暴な子どもがいたならば､ 休み時間の校庭が無法地帯と化しても不思議ではない｡ そして､ そんな

状態に陥ってしまった学校に ｢校庭監視｣ を導入したなら､ それなりに効果を上げることであろう｡

だが､ 職員室が校庭を見渡せる位置にあり､ 給食時間さえもが教育の一環と見なされてきた日本で､

同じような効果が期待できるかどうかは疑問である｡

bullying をいじめと直訳的に受けとめてしまうような誤解は､ 今日のような国際社会ではしば

しば生じることである｡ だが､ 誤りを指摘されれば､ それを改めること自体はさほど困難なことで

はない｡ もともとが異なる国の異なる言葉だからである｡ ところが､ 欧米との間ではなく､ 同じ日

本人同士の間でさえも､ いじめという一つの言葉からイメージされる行為には､ 人によってズレが

ある｡ もちろん､ 日本国内であれば学校事情に大きな違いはなく､ いじめという語が持つイメージ

のズレについても欧米との間ほどに大きくはなかろう｡ しかし､ それだけにズレがあることそのも

のに気づきにくい､ 議論が噛み合っていると勘違いしやすいとも言える｡

たとえば､ いじめ自殺事件でよく知られているものに､ 1994年に起きた大河内清輝君の事件があ

る５)｡ 被害の内容が綴られた遺書が残されていたこと､ 警察による事情聴取や加害生徒４名が家庭

裁判所に送致されて審理が行われたこと等から､ どのような行為が行われてきたかが公になってお

り､ そうした行為を典型的ないじめとイメージしている人々も少なくあるまい｡ しかし､ そこに大

きな落とし穴がある｡ なぜなら､ 彼の被害のひどさを物語るものとして知られている ｢木刀で叩く､

川で溺れさせる等の暴行｣ や ｢多額の金銭強要｣ は､ いじめ行為の中では決して典型例ではなく､

むしろ少数派の部類になる｡ しかも､ いじめ被害の深刻さは､ 加害行為の激しさや金銭の多寡だけ

から判断できるわけでもない｡ 児童虐待において ｢殴る蹴る｣ という行為のほうが ｢ネグレクト

(情緒的な関わりの拒否)｣ よりも注目されやすく､ より深刻なものと受けとめられやすい傾向があ

るが､ いじめの受け止め方においてもそれと似た問題が生じやすいと言えよう｡

そもそも､ 上に挙げたような ｢暴行｣ や ｢恐喝｣ まがいの行為だけに注目するのなら､ 大河内君

の事件はいじめ問題として扱うよりも ｢校内暴力｣ や ｢暴力行為｣ の問題として扱うほうが自然で

あろう｡ にもかかわらず､ 彼の体験は紛れもなくいじめ被害であった｡ その理由は､ 彼には加害グ

ループ以外に友人がおらず､ ｢逃れにくい状況下で被害者を精神的に追い込んでいく｣ といういじ

め独特の形で攻撃を受けていたこと､ 彼が最終的に死を選ぶに至ったのは､ そうした暴行や恐喝を

受ける辛さや恐怖もさることながら､ 様々な被害を受け続けてきたことを隠し通せなくなったこと

が大きい､ と推察されるからである｡

こうしたことは､ 他のいじめの事例についてもあてはまる｡ 自殺に結びついた事例だけに限って

みても､ 決して ｢暴行｣ や ｢恐喝｣ を伴ったものが多いというわけではないのである｡ それ以外の

形で傷つけられたり辱められたりしていながら､ その事実を他者に知られることはさらなる苦痛な

ために他者に相談することもなく耐え続けてきたにもかかわらず､ もはや隠し通すことができない

状況にまで追い込まれ､ 最後の手段として ｢自殺｣ を選んだ (あるいは選ぼうとした) 事例がいく
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らもある｡ ところが､ 事件化したいじめの､ しかも表に現れた行為のみに注目し､ 日本のいじめの

多くが ｢暴行｣ や ｢恐喝｣ によるものであるかのように誤解するなら､ 今の日本が直面しているい

じめ問題の全体像や実態を見誤り､ その対策を誤ることになる｡

要するに､ いじめ研究を進めるにしろ､ いじめ対策を進めるにしろ､ そこに関わる人々が最低限

の共通認識として持つべきいじめに対する基本認識となるような､ 言い換えれば､ いじめの全体像

を正しく反映し､ より実態に即したイメージを構築する上で役立つような ｢いじめの実態｣ に関す

る基本的な evidence を確定・蓄積していくことが､ 何よりも最初になされるべきことと言える｡

② 方 法

ここで主として用いるのは､ 国立教育政策研究所が行った国際比較調査６) (以下､ 『国研国際調

査』) の分析結果である｡ この調査の特徴が国際比較にあることは言うまでもないが､ 従来の調査

と大きく異なる点が二つある｡ 一つは､ いじめや bullying 等の語を直接に用いることを意図的に

避けた点であり､ もう一つは､ 追跡調査という形にこだわってなされた点である｡

第一の点については､ これまでの国際比較研究の成果から７)､ bullying といじめのイメージの違

いまで考慮して慎重に翻訳した調査票を用いた場合でさえ､ いじめや bullying の経験率にはかな

りの差があることがわかってきたため､ より的確に両者の実態を把握する目的で導入した｡ たとえ

ば､ 欧米の bullying の場合には身体的な危害を加える行為の経験率が高いのに対し､ 日本では仲

間はずれのような行為の経験率が高いことがわかっている｡ ところが､ 調査結果に現れたそうした

差は､ ①現実の発生実態の違いを正確に反映したため､ とも､ ②bullying なりいじめなりの語が

持つイメージの違いによって切り取られる内容に偏りがでてしまうため８)､ とも考え得る｡

そもそも欧米の bullying 研究は､ 1970年代にスウェーデンで盛んになった男子による集団暴力

(スウェーデン語で mobbning｡ 英語の mob に由来) の研究を基礎にしている｡ この mobbning

は主に家庭環境や生育歴､ 気質等に問題のある男子が起こす問題として扱われてきたもので､ 日本

風に表現するなら非行グループによる集団暴力に相当する行為と言ってよい｡ ところが､ 1983年に

ノルウェー政府が始めた防止キャンペーンの前後から､ 加害側が複数とは限らないとの理由で､ 複

数を想起させる mobbning の代わりに英語の bullying が一般的になり､ 併せて女子も調査対象に

加えられるのが一般的になってきた｡

だが､ そうした名称等の変更により､ 研究スタイルや研究対象として想定される行為が変わった

かどうかは疑わしい｡ とりわけ､ 特別な男子によって起こされる暴力という mobbning のイメー

ジは､ bullying 研究の中にも根強く残ってしまった可能性は高いのである｡ 実際､ bullying 研究

の代表とされている著作の中で､ 80年代以降に実施された bullying 調査のデータ解釈にあたって

70年代の mobbning 研究の知見を何の疑いもなく適用して議論を進めるくだりがある９)｡ 定義等に

こだわるはずの研究者ですら特別な男子による集団暴力である mobbning の延長上で bullying を

捉えていたのだから､ bullying という言葉で子どもが想起するイメージが男子による旧来からの

暴力行為であったとしても何ら不思議ではない｡

そこで､ 旧来のイメージに縛られることなく､ 単なる暴力とは異なり､ あえて ｢いじめ｣ として

問題にすべき行為10)を幅広く拾い上げる意図から､ いじめや bullying という特定の語を使用する

ことを避け､ 下にあげたような説明でいじめに類する行為をイメージしてもらい､ そのうえで具体

的な行為を示して経験の頻度を問うことにした｡ 日本においてもいじめという語から受けるイメー

ジに個人差がある可能性が否定できないわけだから､ こうした手法を用いた 『国研国際調査』 の結
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123



果は日本においても意味があろう｡

みなさんは､ 学校の友だちのだれかから､ いじわるをされたり､ イヤな思いをさせられたり

することがあると思います｡ そうしたいじわるやイヤなことを､ みんなからされたり､ 何度も

繰り返されたりすると､ そうされた人はどうしてよいかわからずにとても苦しい思いをしたり､

みんなの前で恥ずかしい目にあわされてつらい思いをしたりします｡ これからみなさんに質問

するのは､ そうしたいじわるやイヤなことを､ むりやりされた体験や､ 反対に弱い立場の友だ

ちにあなたがした体験についてです｡

第二の点については､ 欧米の bullying 調査において追跡調査の手法がほとんど用いられていな

いため､ 冒頭で触れた ｢どの子どもにも起こりうる｣ との基本認識が欧米においても正しいかどう

か確認する目的で導入された｡ 欧米の bullying 研究の主流は､ １回限りの質問紙調査の結果に基

づいて被害者と加害者を特定し､ 彼らの特徴を分析することで原因を探っていくという mobbning

研究以来のスタイルを取っている｡ そこには､ 70年代の mobbning 研究と同様､ そうした行為の

加害者は常習的に問題を起こしている特別な子ども､ との暗黙の前提があったからと思われる｡

実は､ 被害者や加害者が常習的かどうか､ 特別な子どもかどうかを確認すること自体は､ さほど

むずかしいことではない｡ 個人が特定できる形で複数回の調査を実施すれば明らかにできることだ

からである｡ 日本では､ 1985～87年にかけて１年に１回ずつ実施された追跡調査により､ 常習的な

被害者・加害者はほとんど存在しないことが明らかにされた11)｡ しかも､ 1998～2003年までの６年

間にわたり､ 半年に１回ずつ計12回実施された国立教育政策研究所の追跡調査 (以下､ 『国研追跡

調査』) でも､ そのことが再検証されてきた12)｡

ところが､ 欧米ではそうした追跡調査は数えるほどしかなされておらず13)､ その数少ない研究が

被害者や加害者は入れ替わるとの指摘を行った場合でも､ 依然として多くの bullying 研究では１

回限りの調査しか行わず､ その時点で被害を経験していれば被害者､ 加害を経験していれば加害者

と分類し､ そればかりか生育歴のような過去の要因との関連までもが相も変わらずに分析され続け

ている｡ すなわち､ bullying の加害者や被害者には mobbning の加害者と同様の常習性があり､

１回限りの調査であっても加害者・被害者を特定することは十分に可能で､ その原因の一部は家庭

環境や幼児期の生育歴という過去の出来事にまで遡ることができる､ という mobbning 研究以来

の暗黙の仮定のもとに､ さらに言えばそうした仮定に基づいていることへの自覚すら不十分なまま

に､ 研究が進められてきたと言える｡

そこで､ 今回の 『国研国際調査』 の実施に当たっては､ 日本では小学４年生から中学３年生まで

の６学年を対象に半年に１回ずつ３年間にわたって調査を実施し､ 他の国ではそれとの比較が可能

なように､ 少なくとも小学校５年生と中学校１年生相当の子どもを対象に､ 半年に１回ずつ少なく

とも１年半 (３回) にわたる調査を実施することにした｡ それによって bullying の加害者や被害

者に常習性があるかどうかを検証できるからである｡

③ 結果と考察

まず､ 日本のいじめの実態から概観していくことにする｡ 特に､ 大河内君の事例に類する行為が

どの程度に起きているのかを確認するため､ 2004年度の小学校５年生と中学校１年生の第１回目の

データを用いて被害経験率と加害経験率を示しておこう｡ ｢仲間はずれにされたり､ 無視されたり､

陰で悪口を言われたりした｣ (以下､ ｢仲間はずれ・無視・陰口｣)､ ｢からかわれたり､ 悪口やおど

し文句､ イヤなことを言われたりした｣ (｢からかう・悪口｣)､ ｢軽くぶつかられたり､ 遊ぶふりを
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して叩かれたり､ 蹴られたりした｣ (｢かるくぶつかる・叩く・蹴る｣)､ ｢ひどくぶつかられたり､

叩かれたり､ 蹴られたりした｣ (｢ひどくぶつかる・叩く・蹴る｣)､ ｢お金やものを盗られたり､ 壊

されたりした｣ (｢金銭強要・物品破壊｣)､ ｢パソコンや携帯電話で､ イヤなことをされた｣ (｢パソ

コン・電話｣) という６種類の形態別の経験14)を､ ｢週に１回以上｣ と ｢なし｣､ それら以外の ｢時々｣

の３分類で集計したのが､ 図１－１から図１－４である｡
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図１－１ 小学５年生 (６月)／男女別被害経験率

図１－２ 中学１年生 (６月)／男女別被害経験率

図１－３ 小学５年生 (６月)／男女別加害経験率



大河内君が受けたような ｢暴行｣ や ｢恐喝｣ に該当する可能性のある行為は､ この中で言うなら

｢ひどくぶつかる・叩く・蹴る｣ と ｢金銭強要・物品破壊｣ ということになろう｡ まず被害経験に

ついて見てみると､ 図１－１と１－２からわかるとおり､ ｢ひどくぶつかる・叩く・蹴る｣ という

｢週に１回以上｣ と訴える児童生徒は､ 小学５年生男子で6.7％､ 中学１年生男子で3.0％とかなり

多い印象を受ける｡ だが､ 女子の場合には小学５年生で3.9％､ 中学１年生で1.7％にとどまる｡ ま

た､ ｢金銭強要・物品破壊｣ の被害経験について ｢週に１回以上｣ と訴えるのは小学５年生と中学

１年生の男子で２％未満､ 中学１年生の女子では１％未満にとどまる｡

これらの数値自体を高いと見るのか低いと見るのか､ そもそもここで経験ありと回答した中のど

れくらいが大河内君の経験に匹敵する深刻なものなのか､ 等の議論はさておき､ ここで注目したい

のは､ 他の形態の行為との差である｡ ｢仲間はずれ・無視・陰口｣ ｢からかう・悪口｣ ｢かるくぶつ

かる・叩く・蹴る｣ の経験率と比べ､ ｢ひどくぶつかる・叩く・蹴る｣ ｢金銭強要・物品破壊｣ の経

験率は明らかに低い｡ そして､ 図１－３と図１－４に示したとおり､ 加害経験について見た場合に

は､ その傾向はより顕著となる｡ すなわち､ ｢暴行｣ や ｢恐喝｣ に該当する可能性のある行為がい

じめ行為全体の中で占める割合はかなり低い｡ ここから言えるのは､ これらの行為に焦点を絞った

対策がとられたとしても､ いじめ行為全体の数を大きく減らす可能性は低い､ ということである｡

しかも､ もっと重要なことは､ 被害経験にしても加害経験にしても常に同じ子どもが巻き込まれ

たり関わったりしているわけではない､ という点である｡ 半年ごとに調査してみても､ 形態別に見

た行為の経験率は各調査時点間でさほど大きく変化するわけではない｡ にもかかわらず､ その時々

にいじめを経験する児童生徒については大きく入れ替わる｡ 欧米の多くの研究が暗に仮定している

ような常習性のある児童生徒の存在を確認することは極めて困難なのである｡ そのことを示すのが

表１である｡ ｢金銭強要・物品破壊｣ については経験数が少ないので､ ここでは ｢ひどくぶつかる・

叩く・蹴る｣ の加害経験について､ 小学校５年生から小学校６年生まで､ また中学校１年生から中

学校２年生までの１年半の間にどのように推移していったのかを実数で表している｡
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たとえば､ 小学５年生の６月時点で ｢週に１回以上｣ の加害経験があると答えた児童は４名いる｡

ところが11月時点を見てみると､ その４名の中で６月時点と同様に ｢週に１回以上｣ の加害経験が

あると答えたのは２名だけで､ 残る２名は ｢時々｣ に変わる｡ その代わりに､ ６月時点で ｢なし｣

と答えた児童の中から５名が新たに ｢週に１回以上｣ の加害経験があると答えている｡ さらに６年

生の６月時点を見てみると､ ５年生時に２時点とも ｢週に１回以上｣ の加害経験があると答えてい

た児童２人は共に ｢なし｣ に変わる｡ ５年生の11月時点で新規に増えた５名についても､ 引き続き

｢週に１回以上｣ の加害経験があると答えたのは１名のみで､ 残る４名は ｢時々｣ と ｢なし｣ に変

わる｡ 結局､ ６年生の６月時点で ｢週に１回以上｣ の加害経験があると答えた児童は11名いるもの

の､ その中の４名は５年生時には２回とも ｢なし｣ と答えていた児童なのである｡ このように､ 加

害経験を持つ児童は大きく入れ替わる｡ それと同様のことは､ 中学１年生の結果についても言える｡

要するに､ 日本においては1980年代から確認されてきた状況はまったく変わっておらず､ 欧米で暗

に仮定されてきたような常習的な子どもの存在は考えにくいのである｡

他の形態の行為についても常習的な加害経験者が稀であること､ そして ｢どの子どもにも起こり

うる｣ ことを示すための資料が表２である｡ これは､ １年半にわたる３回の調査時点のうち､ ｢週
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に１回以上｣ の高頻度の経験があると答えたのは何回になるのか､ また頻度の高低はともかく ｢１

度でもあった｣ のは何回になるのかについて､ それぞれの割合を求めたものであり､ 継続率・再発

率と呼んでいる｡ 表の上段に示した ｢週に１回以上｣ という高頻度の加害経験について見てみると､

３回の調査時点で３回とも高頻度のまま継続していた児童生徒は､ どの形態のいじめ行為において

もほとんどいないことがわかる｡ 最も多いのが中学１年女子の ｢仲間はずれ・無視・陰口｣ である

が､ それでも1.5％であり､ 後は１％未満､ ほとんどは０％なのである｡ それに対して､ 下段に示

したのは､ 頻度はともかく ｢１度でもあった｣ という加害経験について見たものである｡ こちらの

場合には､ ３回とも継続していた児童生徒はかなりの割合になる｡ 特に､ もともとの経験率が高い

｢仲間はずれ・無視・陰口｣ ｢からかう・悪口｣ ｢かるくぶつかる・叩く・蹴る｣ については､ かな

りの割合の子どもが３回とも継続しており､ あたかも常習的な子どもが存在するかのようにも見え

る｡

しかし､ 下段の表で注目して欲しいのは､ むしろ０回と答えた児童生徒の割合のほうである｡ わ

ずか１年半の間であるにもかかわらず､ その間に ｢１度も加害経験がなかった｣ のは､ ｢仲間はず

れ・無視・陰口｣ では､ もともとの経験率が他と比べて低い小学５年生男子でこそ４割だが､ 女子

や中学１年生では３割以下に過ぎない｡ 大多数の児童生徒が加害経験を持っていることがわかる｡

また､ ｢からかう・悪口｣ でも１年半の間に１度も加害経験がないと答えた児童生徒は半数以下で

ある｡ ｢かるくぶつかる・叩く・蹴る｣ でも､ １度も加害経験がないと答えた児童生徒は中学１年

女子で４分の３､ 他は５－６割にとどまる｡ すなわち､ １年半の間に何らかの加害経験を持つ児童

生徒が大半なのである｡

被害経験について見た場合にも､ これとほとんど同じことが言える｡ 頻度の高い被害経験をもつ

常習的な子どもは存在せず､ 頻度を問わない場合にはかなり多くの子どもが被害経験を持つ｡ そし

て､ この傾向は調査期間を長くすればするほど顕著になる｡ 『国研国際調査』 の前に実施された

『国研追跡調査』 のデータを用いて ｢仲間はずれにされたり､ 無視されたり､ 陰で悪口を言われた
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りした｣ について同様の集計をした結果からは､ 以下のことがわかっている15)｡

① ｢週に１回以上｣ という高頻度の経験を持つ子どもは､ ６年間のどの調査時点でも同じよ

うな割合で存在する (被害経験率は小学生で１割前後､ 中学生で６％前後､ 加害経験率は小

中とも６％前後)｡

② ｢週に１回以上｣ の経験に着目すると､ 被害も加害も各調査時点で毎回経験している児童

生徒は稀で､ 小学校と中学校のいずれの３年間で見た場合でも１％に満たない｡

③ 頻度を問わず､ その学期に１度でも経験がある場合に着目すると､ 被害も加害も小学校や

中学校の３年間でそれぞれ７－８割の児童生徒が経験する｡ ちなみに､ 小学４年生から中学

３年生までの６年間で見ると､ 被害も加害も９割以上の子どもが経験している｡

さて､ 上で示してきた日本の ｢いじめの実態｣ に関する evidence について､ 海外の状況と比較

してみよう｡ 『国研国際調査』 で５カ国のデータが揃っている小学校５年生の１学期分について､

被害経験と加害経験の傾向を示す｡ ここでは､ ｢週に１回以上｣ を３点､ ｢時々｣ を２点､ ｢なし｣

を１点とした場合の平均値を､ 各国ごとに折れ線グラフで表示した｡
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図２－１ 小学５年生／男子被害経験の平均値

図２－２ 小学５年生／女子被害経験の平均値



まず被害経験から見ていこう｡ 図２－１と２－２から明らかなように､ 日本の場合には男女とも

に ｢仲間はずれ・無視・陰口｣ ｢からかう・悪口｣ の値が著しく高い｡ そして他の行為については､

｢かるくぶつかる・叩く・蹴る｣ → ｢ひどくぶつかる・叩く・蹴る｣ → ｢金銭強要・物品破壊｣ の

ように暴力的傾向・犯罪的傾向が強くなるほど低くなる｡ それに対して､ 欧米系の３カ国について

は､ ｢仲間はずれ・無視・陰口｣ の値は日本と同程度だが､ ｢からかう・悪口｣ はそれ以上に高い値

を示し､ ｢かるくぶつかる・叩く・蹴る｣ はオーストラリアの女子を除けばやはり高い値を示す｡

｢ひどくぶつかる・叩く・蹴る｣ ｢金銭強要・物品破壊｣ については日本同様に低くはなるものの､

日本よりは明らかに高い値を示すことがわかる｡ 韓国はやや特異で､ ｢仲間はずれ・無視・陰口｣

｢からかう・悪口｣ については他国と比べて明らかに低いものの､ ｢かるくぶつかる・叩く・蹴る｣

については､ 欧米系並の高い値を示している｡ いずれにしても､ 日本のいじめが他国と比べたとき

に ｢非暴力的｣ な傾向が強いことがはっきりとわかる｡
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図２－３ 小学５年生／男子加害経験の平均値

図２－４ 小学５年生／女子加害経験の平均値



こうした傾向は､ 加害経験を見るとより顕著になる｡ 図２－３と２－４から明らかなように､ 日

本は ｢仲間はずれ・無視・陰口｣ が他国以上に高い一方で､ ｢からかう・悪口｣ → ｢かるくぶつか

る・叩く・蹴る｣ → ｢ひどくぶつかる・叩く・蹴る｣ → ｢金銭強要・物品破壊｣ と値がどんどん低

くなる｡ 韓国の場合には､ ｢かるくぶつかる・叩く・蹴る｣ の高さが際だち､ とりわけ女子では他

国を圧倒している｡ 欧米系の３国については､ ｢かるくぶつかる・叩く・蹴る｣ ｢からかう・悪口｣

の値が高く､ ｢仲間はずれ・無視・陰口｣ の値も低くはないものの ｢ひどくぶつかる・叩く・蹴る｣

の値がそれに迫っており､ そうした傾向は特に男子で強い｡

以上の結果は､ 日本でいじめとして問題になっている行為と､ 海外で bullying として問題になっ

ている行為の形態にはズレがあることをはっきりと示す evidence と言えよう｡ 特に今回の 『国研

国際調査』 では､ いじめや bullying という語の使用をあえて避けて調査したにもかかわらず､ 依

然として結果に差が現れており､ 発生実態そのものに差があることを示したものと言えよう｡ しか

しながら､ 海外の継続率・再発率については日本と同様に低く､ 海外の bullying も mobbning 研

究が想定していたような常習的な暴力行為とは異なることがわかった｡ その結果を示したのが表３

である｡ 紙数の関係でオーストラリアと韓国の加害経験の継続・再発率のみを示したが16)､ 高頻度

の加害経験を繰り返す常習的な子どもは存在しないこと､ 頻度を問わない加害経験がある者の割合

はかなり高いこと､ がわかる｡ 多くの欧米の bullying 研究に見られる､ 常習的な加害者を暗に想

定した研究､ とりわけ保護者の学歴や経済水準､ 幼児期の養育態度 (生育歴)､ 本人の気質といっ

た､ 半年ごとに変わるはずのない要因を bullying の原因であるかのように想定した研究の誤りを

示す evidence と言えよう｡

２. evidence から見た ｢いじめ対策｣

前項で紹介した ｢いじめの実態｣ に関する evidence から､ いじめ対策に対してどのような示唆

が得られるのか｡ また､ 現在までになされてきたいじめ対策の中で､ その効果について evidence
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が示されているのはどういった対策なのか｡ 限られた紙数の範囲内ではあるが､ 検討・紹介を行う｡

① ｢安易な比較研究｣ からの脱却

欧米と日本とでは問題としている行為にズレがあることを示す evidence がある｡ とすれば､ 欧

米の研究の知見を鵜呑みにすることや欧米の対策を直輸入することに対しては､ 慎重でなければな

るまい｡ 少なくとも､ どういった行為に関する知見であるのか､ どういった行為に対してどのよう

な効果があったのか､ さらにはどのような学校状況や教育制度のもとで効果をあげ､ どのようなメ

カニズムが働くことで効果があがったと考えられるのか､ 等についての情報を併せて入手すること

が求められる｡ それができないような知見や対策については考慮するに値しないと言ってもよい｡

確たる evidence も示されず､ それを検証するための情報すら不十分なものを､ 研究の名の下に紹

介することは､ 不正確な情報の再生産につながるばかりか､ 学校現場に無用な混乱を引き起こす｡

ましてや､ そのような不確かなものを安易に実践に移すことは､ 子どもを実験台にするも同然であ

ろう｡

蛇足を承知で補足するなら､ 研究論文を読む場合､ 重要な結論を引き出す際にデータを直接示さ

ずに引用で済ませている場合には､ その元となった文献にまで遡って確認することが原則である｡

引用自体に誤りがあったり､ その引用元の結果からは導けない結論を展開していたりすることもな

いとは言えないからである｡ とりわけ欧米の研究については引用文献に遡ることが相対的に困難な

ために検討を怠り､ 結果を盲信しがちであるが､ 十分に注意する必要がある｡

② ｢すべての子どもを対象とした予防教育｣ の推進

欧米の bullying の多数を占めるのが身体的な暴力を伴う形態のものであるのに対して､ 日本の

いじめの場合には仲間はずれやからかいの占める割合が多い｡ すなわち､ 第三者が発見することが

困難な上に､ 不審な行為を発見した場合でもいじめと立証することが困難な行為が多いことを示す

evidence が確認されたわけである｡ そもそも日本では､ 1970年代後半から80年代前半にかけて

｢校内暴力｣ が問題となり､ その対策を講じた結果､ 教師による体罰も含め､ あからさまな暴力行

為に対して他国より敏感に対応する体制が生まれた｡ にもかかわらず､ なおも解決されずに残って

きたのが ｢非暴力的な攻撃｣､ つまりいじめなのである｡ 旧来の暴力のように必ずしも直接的な危

害を加えはしないものの､ 加害者との関係を容易には断ち切れない・断ち切りたくない関係17)を悪

用し､ 被害者の尊厳を貶め､ 精神的に追い込んでいく｡ 断ち切れない・断ち切りたくない関係があ

るだけに､ 被害者自身も必ずしも問題の解消を望むとは限らないし､ 確実に解消して二次被害や報

復もないというのでなければむしろ我慢する方を選ぶ､ という場合もある｡ 大人社会のセクハラや

パワハラ､ 性被害等にも通じる複雑な問題なのである｡

それだけに､ 問題の解消は簡単ではない｡ 旧来からの恐喝や暴行の場合とは異なり､ 被害者は被

害を受けていること自体や加害者の名前を隠そうとしたり､ 時には加害者をかばったりさえする｡

当然､ 被害を相談することも少ない｡ 暴力等を伴って周りが不審に気づくような場合でも､ 被害者

自身が ｢遊んでいただけ｣ ｢自分で転んだ｣ と言えば､ それ以上の追求はむずかしい｡ 被害者が自

ら進んで高いところから飛び降りて見せた､ みんなに金品を振る舞った､ という形を取らされた場

合には､ 目撃情報すら被害者には不利に働く｡ しかも､ 上で見てきたとおり､ いじめの被害経験者

や加害経験者の多くは半年継続することすらなく入れ替わり､ さらにはほとんど全員の子どもが､

いじめの被害経験はもちろんのこと､ 加害経験も持つという evidence がある｡ 厳しい処罰や早期
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発見早期対応といった事後対策をいくら講じても､ 数ヵ月経てば別の子どもが被害者になり加害者

になるという状況下では問題を減らしていくことはできない｡ ましてや､ この先増えることが予想

されるインターネットやメールを用いたいじめの場合､ 被害者の尊厳を傷つけるような情報が公に

なった後では､ それを取り消すことは不可能に近い｡

結局の所､ 可能かどうかは別として､ 最も有効な対策は全員をいじめ加害に向かわせないように

するという予防教育的な対応を講じていくことでしかない｡ いじめをゼロにすることが困難な以上､

より適切な事後対応は常に必要であるが､ それをいくら繰り返しても､ 問題の解決にはつながらな

い｡ ましてや､ 一部の子どものみが加害者になるかのような想定に立った ｢問題児｣ 対策は､ 想定

外の子どもによるいじめに対する注意や関心を欠落させる危険性すらある｡

③ ｢自己有用感を育む体験活動｣ でいじめを減らす

では､ いじめ加害に向かわせないための予防教育とは､ どのようなものになるのであろうか｡ 特

別な問題を抱えた子どもだけでなく､ どのような子どももいじめの加害に向かいうるという背景を

説明したものに､ ストレス仮説とその検証結果がある18)｡ 加害者自身が､ なにがしかの原因でスト

レスを高め､ その解消の方法として別の相手に危害を加えたり､ 自分自身を攻撃したりする｡ こう

した行為の連鎖が日常的にあちこちで起きているというのが､ 日本のいじめ問題の実態と考えるこ

とができる｡ とは言え､ 彼らを取り巻くストレッサー (ストレスをもたらすもの) は ｢勉強｣ ｢友

人｣ ｢競争的価値観｣ と多様であり､ しかもそれらを除去することは学校という制度の特質から考

えても不可能である｡ この問題状況を改善する予防教育は､ 少しくらいのイヤなことがあったとし

てもそれを克服できる､ そのストレスを自分や他人に向けないようにできる､ そんな健全な社会性

の育成であり､ それも全ての子どもを対象に実現していくことが必要になる｡

そうした社会性育成の取り組みの中でどのようなものが効果を上げるかを検証したものに､ 国立

教育政策研究所が行った文部科学省の委託研究がある19)｡ ここで得られた evidence は､ 社会性の

育成には ｢日本のピア・サポート・プログラム｣ に代表されるような､ よく準備された異年齢交流

や職場体験を意識的・計画的に実施することが有効であることを示しており､ その鍵は他者との好

ましいつながりを前提とした自己に対する肯定的な感情､ すなわち ｢自己有用感｣ の育成にあると

指摘されている｡ さらに､ この研究を踏まえた実践を行い､ 同じ ｢社会性変容調査｣ を用いて効果

を測定したところ､ 確かに子どもが変わり､ いじめと無縁な学校になったとする報告もある20)｡

おわりに

限られた範囲内ではあるが､ ｢いじめ問題｣ を論じていく際に不可欠となる ｢いじめの実態｣ に

関する最低限の evidence を紹介してきた｡ また､ その evidence から見た ｢いじめ対策｣ の評価､

どのような方向を目指す対策が有効と考えられるのかについても示してきた｡ 特別な事件から受け

るイメージや､ 自分が見聞きした体験に基づいて意見を闘わせている間にもいじめは起きている｡

少しでも早く､ evidence に基づいて議論し行動する段階に移るべきであろう｡ また､ それに耐え

うる evidence を提供することが､ 研究者には求められていると言える｡

注

１) この20年ほどのいじめ研究を概観したものに､ 滝 (2004) がある｡
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２) 欧米の bullying 対策で最も有名なものに､ ノルウェーで開発されたオルヴェウス・プログラムがある｡ ｢校庭

監視｣ は､ その中で一番最初に提案されている対策である｡ その詳細については､ Olweus (1993) (英語版70

頁､ 日本語版96頁) を参照されたい｡

３) 既に､ 滝 (2001) 等で繰り返し指摘してきたことであるが､ そのことを端的に示すエピソードをアメリカの社

会学者も記している｡ すなわち､ 日本のいじめ事件はアメリカでも新聞記事として紹介されたが､ それはアメ

リカの状況とあまり類似していないとしている｡ (森田監訳､ 1998､ 58頁)

４) 少なくとも文部科学省が毎年､ 行っている ｢生徒指導上の諸問題に関する調査｣ においては､ ｢いじめ｣ と

｢校内暴力｣ (現在は ｢暴力行為｣) は区別されている｡ 少なくとも学校現場では､ あからさまな暴力を ｢いじ

め｣ と表現することは少ない｡ ただし､ マスコミ等で見聞きする論調の中には､ それらが混同されているとし

か思えないものもある｡

５) 事件の概要等については､ たとえば豊田 (1995) などを参照されたい｡

６) 今回用いる調査データの概要は以下の通りである｡ サンプル数については､ 本稿で分析に用いたもののみを示

す｡

７) 森田監修 (2001) など｡

８) 日本の子どもとイギリスの子どものいじめと bullying に対するイメージに差があることを指摘したものに､

Kanetsuna & Smith (2002) がある｡

９) 欧米の代表的な bullying 研究とされる Olweus (1993) は､ ノルウェーで83年に実施された bullying の調査

結果に対して､ 70年代になされた男子の mobbning 調査の分析結果を引用し､ bullying に向かわせる要因と

して､ 幼少期の保護者の愛情不足､ 攻撃的な行動に対する許容､ 力で押さえつける育児方法､ そして本人の気

質の４つがあると主張している (たとえば､ 英語版39頁､ 日本語版61頁)｡ 注意してほしいのは､ ここで彼が

行っている主張には実証的な裏付けがない点である｡ すなわち､ 83年のデータを分析したら70年代の分析結果

と共通する結果が得られたというようなことではなく､ 70年代の男子の mobbning 調査の知見がそのまま83年

の bullying 調査の男女双方に対して適用できるといきなり主張しているのである｡ 彼が bullying を

mobbning と明確には区別しておらず､ その延長線上で捉えていたことを示す好例と言えよう｡

10) 欧米において同様のこだわりを表現する概念として､ girls' bullying や female bullying がある｡ bullying 研

究が進むにつれ､ 女子に特有の攻撃行動を表現するには bullying の語では不十分と判断され､ その点を強調

する際に用いられるようになった｡ 今では girls' bullying は実は boys にも存在すると言われるようにまでなっ

ており､ mobbning の延長線上に作られた bullying イメージの陰で見過ごされてきた日本のいじめに相当す
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調査対象 調査対象地域・学校数 サンプル数 (実施時期)

日本 2004年度の小学４年
生から中学３年生

東京近郊の一市内の小学校
と中学校

小５：851名､ 中１：813名 (2004年６月)
小５：846名､ 中１：802名 (2004年12月)
小５：858名､ 中１：815名 (2005年６月)

オーストラ
リア

2004年度の６年生と
８年生 (日本の小５
と中１相当)

南オーストラリア州アデレー
ド市内の初等学校と中等学
校

小５：128名､ 中１：316名 (2004年５月)
小５：122名､ 中１：104名 (2004年10月)
小５：108名､ 中１：109名 (2005年４月)

韓国 2004年度の小学５年
生と中学１年生

クンサン市内の小学校と中
学校

小５：162名､ 中１：242名 (2004年５月)
小５：158名､ 中１：246名 (2004年11月)
小５：155名､ 中１：256名 (2005年５月)

カナダ 2005年度の５年生と
７年生

ブリティッシュ・コロンビ
ア州バンクーバー市内の初
等学校と中等学校

小５：252名 (2005年11月)

アメリカ 2005年度の５年生か
ら９年生

ネブラスカ州リンカーン市
内の公立小学校と中学校

小５：119名 (2005年11月)



る現象に対する関心が生まれてきたと言える｡

11) 滝 (1992)｡

12) 滝 (2005)､ 国立教育政策研究所・文部科学省 (2006)｡

13) Pellegrini & Bartini (2000) は､ その希有な例と言える｡

14) 加害経験に対する質問の場合には､ ｢された｣ を ｢した｣ と表現している｡

15) 国立教育政策研究所・文部科学省編 (2006) 55-58頁｡

16) この傾向は､ カナダにもあてはまる｡ なお､ アメリカについては､ 執筆時点で３回分の追跡調査の結果が整理

されていない｡

17) 同じ学級､ 同じ部活動等の物理的な条件や､ 他の人には知られたくない秘密を知られている､ 加害者からは危

害を加えられる一方で恩恵も受けている､ 等の関係を指す｡

18) 滝 (2005)｡

19) 国立教育政策研究所 (2004)｡

20) 2007年に開かれた文部科学省主催の都道府県・指定都市生徒指導担当課長・指導主事連絡会議の配布資料によ

れば､ 調査項目のほとんど全てにおいて向上が見られたことを示す結果が示されている｡ なお､ そうした取り

組みの概要については､ 瀧野 (2006) を参照のこと｡

参考文献

Kanetsuna, T & Smith, P. K. (2002) Pupil insights into bullying and coping with bullying: A bi-national study

in Japan and England. Journal of School Violence, 1, pp.5-29.

国立教育政策研究所 (2004) 『｢社会性の基礎｣ を育む ｢交流活動｣・｢体験活動｣ － ｢人とかかわる喜び｣ をもつ児

童生徒に－』 国立教育政策研究所

国立教育政策研究所・文部科学省編 (2006) 『平成17年度教育改革国際シンポジウム報告書：子どもを問題行動に

向かわせないために－いじめに関する追跡調査と国際比較を踏まえて－』 国立教育政策研究所

森田洋司監訳 (1998) 『世界のいじめ 各国の現状と取組』 金子書房

森田洋司監修 (2001) 『いじめの国際比較研究 日本・イギリス・オランダ・ノルウェーの調査分析』 金子書房

Olweus D. (1993) Bullying at school: what we know and what we can do, Oxford: Blackwell Publishers (松

井・角山・都築訳 『いじめ こうすれば防げる』 川島書店､ 1995年)

Pellegrini, A. D. & Bartini, B. (2000) A longitudinal study of bullying, victimization and peer affiliation dur-

ing transition from primary school to middle school. American Educational Research Journal. 37. pp.699-

725.

滝充 (1992) ｢“いじめ”行為の発生・推移状況に関する実証的研究｣ 『教育学研究』 第59巻第１号､ pp.113-123.

滝充 (2001) ｢国際比較調査研究の意義と今後の課題｣ 森田洋司監修 『いじめの国際比較研究 日本・イギリス・

オランダ・ノルウェーの調査分析』 金子書房､ pp.193-203.

滝充 (2004) ｢いじめ研究の動向と問題点｣ 平木・稲垣・岩田・高橋・内田・湯川編 『児童心理学の進歩2004年版』

金子書房､ pp.223-245.

滝充 (2005) ｢�Ijime Bullying�：その特徴､ 発生過程､ 対策｣ 土屋基規ほか編著 『いじめととりくんだ国々 日本

と世界の学校におけるいじめへの対応と施策』 ミネルヴァ書房､ pp.33-55.

瀧野英一 (2006) ｢｢よい人間関係｣ を築くための異年齢集団活動 日本のピア・サポート・プログラムに基づく

｢ぽかぽかグループ｣ の活動｣ 『教職研究 (2007年１月号)』 教育開発研究所､ pp.28-31.

豊田充 (1995) 『清輝君が見た闇 いじめの深層は』 大海社

Evidence に基づくいじめ対策

135





Abstract

This paper clarifies the roles and functions played by state-run virtual schools in the primary

and secondary school education system in the U.S.

While considering the roles and functions of virtual schools that have been investigated in the

preceding research, the writer focuses on two roles - the alternative function and the comple-

mentary function - in comparison with the conventional school system. The alternative func-

tion offers an additional choice of learning to those who do not choose conventional schools.

The complementary function provides high quality education services for students who have no

access to such services in their own schools.

In addition to the above, the writer focuses on classification by area coverage - wide area type

and the limited area type - found in preceding research, one of which argues in favor of the

roles and functions of the wide area type, while the other argues in favor of the roles and func-

tions of the limited area type.

The writer analyzed the following information collected from homepages of state-run virtual

schools: the level of courses; whether it has AP courses or not; whether it awards a diploma or

not; whether it grants credits or not; whether it accepts students outside the state or not;

tuitions; assumed reasons for attendance.

The above analysis concludes that: (i) The majority of virtual schools are of limited area type

with complementary function; and (ii) State-run virtual schools aim more at a complementary

function than an alternative function.

１. 課題設定

日本でｅラーニングの普及が始まったのは2000年前後からと言われている (日本イーラーニング

コンソシアム, 2006：p2) が､ その主なフィールドは企業内研修と高等教育とされてきた｡ 先進

学習基盤協議会 (ALIC) はｅラーニングのマーケット規模に関する調査 (先進学習基盤協議会,

2003：pp16-20) を行い､ 初等中等教育､ 高等教育､ 専門学校・各種学校その他の学校における教

育､ 企業内教育､ 生涯教育その他という分類でそれぞれのｅラーニングマーケットの2010年までの

推移見通しを示しているが､ その中でも初等中等教育の規模は最小で､ 全体の４～５％を占めると

予測されているに過ぎない｡
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一方で､ ｅラーニングを広義に捉えた場合､ 初等中等教育においても一定の取り組みがなされて

きている｡ 国立教育政策研究所の教育情報ナショナルセンターでは､ 広範な初等中等教育関係のコ

ンテンツを児童生徒や教員等に対して提供しているし､ 院内学級においてｅラーニングシステムを

活用した事例､ 通信制高校においてメディアを用いた授業の時間数を増やしてスクーリングの時間

数を削減した事例 (日本視聴覚教育協会, 2004：pp20-23)､ インターネットを利用した遠隔地の学

校との共同学習の事例 (全国教育研究所連盟, 2004：pp56-65) などの事例も報告されている｡ ま

た､ 文部科学省は2003年の高等学校学習指導要領の一部改正により､ 通信制高校におけるスクーリ

ングの時間数を一定程度インターネットなどの多様なメディアを利用して行う学習に代えることが

出来るようにし､ 2005年には不登校児童生徒が自宅において IT 等を活用した学習活動を行った場

合には在籍校で出席扱いができるよう通知を出しており､ これらは､ 一定の条件の下ではあるが､

ICT を活用した遠隔での学習活動の効果を認めたものと解することが出来る｡

このように､ 制度面でも実践レベルでも様々な取り組みがなされているものの､ 初等中等教育全

体から見れば､ いまだｅラーニングが初等中等教育段階の教育・学校に対して大きなインパクトな

り影響を与えるような段階にはない｡ そのような状況にある理由は様々考えられるが､ 一つにはｅ

ラーニングが初等中等教育においてどのような役割・機能を持ちうるか､ ということについての認

識が広範には共有されていないこともあると思われる｡

そのため､ 本稿においては､ アメリカのバーチャルスクールを取り上げ､ それらがアメリカの初

等中等教育でどのような役割・機能を果たしているかを明らかにする｡

なお､ ｅラーニングの定義は論者により様々�であり､ 広義に解すれば現在初等中等教育段階で

政策として積極的に進められている教育の情報化も含まれると思われるが､ 本稿においては ICT

を活用した遠隔教育という､ より狭義のｅラーニングに焦点を当てた分析を行う｡

２. アメリカにおけるバーチャルスクールの状況

� バーチャルスクールの普及状況

バーチャルスクールもｅラーニングと同様､ 論者によりその説明が様々になされているが､ 本稿

は狭義のｅラーニングに焦点を当てているため､ Clark (2001) の ｢初等中等教育段階の教育をイ

ンターネットを通じて提供することを目的とする教育機関｣ という定義を援用したい｡

バーチャルスクールがいつごろからアメリカ初等中等教育において活動を始めたのかは定かでは

ないが､ 最初の州運営のバーチャルスクールはユタ州で1994年に設立され､ それ以降1999年までの

間に３校､ 2000年以降はさらに18校設立され､ 2006年には22校となっている｡

州運営のもの以外にも､ チャータースクールとしてのバーチャルスクールを有する州が2006年の

時点で16あり�､ Clark (2001) の分類によれば､ この他にも､ 大学が提供するもの�､ 学区レベル

で提供するもの､ 私立のもの､ コンソーシアムを組んで提供するもの､ カリキュラムやコンテンツ

を提供する営利企業と連携しているものなどがある｡ Clark (2001) はこれらの連絡先のリストを

示しているが､ その数は100を超えるため､ 州運営のものやチャータースクール以外にも､ 様々な

バーチャルスクールがアメリカ初等中等教育において活動をしているといえる｡

� 役割・機能についての先行研究

先行研究では､ バーチャルスクールの普及要因について言及したものがある｡ バーチャルスクー
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ルの役割と機能を明らかにすることが本稿の課題であり､ 普及要因には IT 技術の普及のような背

景と言えるようなものとともに､ バーチャルスクールが果たしている､ あるいは果たすことが期待

されている役割・機能も含んでいるため､ これらの先行研究についてまず整理したい｡

バーチャルスクールの普及要因について Russell は､ ①グローバライゼーション､ ②技術変革､

③IT 技術の活用､ ④経済合理性､ ⑤高等教育により提供されたモデル､ ⑥伝統的な学校への認識

を挙げている｡ ②と③は説明を要しないと思われるので省略するが､ ①ではグローバライゼーショ

ンにより地理的な境界が容易に越えられるものになったこと､ ④ではバーチャルスクールが資源の

使い方として生産的で効率的であること､ ⑤では高等教育におけるオンライン教育の普及が､ オン

ライン教育が一つの選択肢としてどのように受け入れられるか､ についてのモデルを提供したこと､

⑥では既存の学校における教育を不十分だと確信する人々が､ バーチャルスクールを一つの選択肢

と考えたこと､ が普及を促進している要因だと説明している (Russell, 2004：pp6-8)｡

一方､ Zucker, Andrew A. et al. (2003) では､ 普及要因を①学校と家庭における技術の進展､

②全ての生徒に対する高い水準の教育の提供､ ③選択への需要､ ④教員不足と説明している｡ ②で

は､ アメリカでは1980年代から90年代にかけて全ての生徒の達成度の向上についての政治的なプレッ

シャーが増大している一方で､ 実際には立地する地域の貧富の違いや学校における生徒の構成の違

い､ 州や学区の違いなどによる教育の質の大きな違いが残っている｡ このため､ どこに住んでいる

かやどの学校に在籍しているかに関わらずに学べるオンライン教育の拡大が魅力的になっている､

と説明されている｡ ③では､ アメリカの教育における選択肢の拡大を追及する親や政策決定者にとっ

てもバーチャルスクールは魅力的であり､ 地域の公立学校以外の選択肢を求める親が増えている状

況が説明されている｡ それらの親が地域の公立学校以外の選択肢を求める理由としては､ わが子に

質の高い教育を受けさせたいと言う理由以外にも､ 信仰する宗教､ 学校における安全への関心､ 学

校の官僚的な無応答性に対する不満､ などが挙げられている｡ またここでは､ バーチャルスクール

はチャータースクール､ バウチャー制度､ ホームスクーリングと並ぶ選択肢の一つとされている｡

④では､ 学校における有資格教員の不足､ 特に数学､ 理科､ 技術といった教科における教員不足が

バーチャルハイスクールへの関心を高めている､ と述べられている (Zucker, Andrew A. et al.

2003：pp124-128)｡

また､ 2004年２月にアメリカ連邦教育省の公民権局がまとめたレポート“Achieving Diversity:

Race-neutral Alternatives in American Education (多様性の実現を目指して：アメリカ教育に

おける民族中立的な新しい方法)”では､ バーチャルスクールについて､ ｢教育困難校に在籍する生

徒の場合､ 在籍する学校で自らの可能性を引き出してくれるような､ 手ごたえのあるカリキュラム

を受けることは難しいが､ バーチャルスクールがインターネット上で提供するカリキュラムを補足

的に利用することで､ それらの生徒も自校だけでは得られない､ より幅広いカリキュラムで学ぶ機

会が得られる｣ と述べている｡

以上の先行研究・文献からバーチャルスクールの役割・機能として抽出できるのは､ ｢経済合理

性｣ ｢選択肢の拡大｣ ｢質の高い教育を居住地域や在籍する学校に関わらず広く提供すること｣ であ

る｡ なお､ ｢教員不足｣ については､ その結果として居住地域や在籍する学校によっては質の高い

教育を受けられなくなるものであり､ ３番目に挙げた役割・機能への期待を高める原因と整理でき

るため､ 個別には取り上げないこととする｡

初等中等教育におけるｅラーニングの役割と機能
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３. 州運営バーチャルスクールの役割・機能の分析

先行研究を踏まえて､ 以下､ 州運営バーチャルスクールを対象にその役割と機能の分析を行う｡

� 分析枠組み

先行研究において抽出された ｢選択肢の拡大｣ と ｢質の高い教育を居住地域や在籍する学校に関

わらず広く提供すること｣ を､ 本稿では､ 既存の学校制度との関係から捉えて､ ｢代替機能｣ と

｢補完機能｣ として着目し､ 州運営のバーチャルスクールがどちらの機能を有しているか明らかに

する｡ ｢代替機能｣ を果たすためには､ 単独での修了証の授与が必要と考えられるため､ その点に

着目した分析を行う｡

また､ Russell (2004) が普及要因としてグローバライゼイションや高等教育モデルを挙げてよ

り広域的な視点を有している一方で､ Zucker, Andrew A. et al. (2003) はよりアメリカが抱える

教育課題に焦点化した視点を有していると解することが出来るため､ ｢広域型｣ か ｢地域限定型｣

かという分類も行う｡ この分類にあたっては州外からの受講者を受け入れているかどうかという点

について着目する｡

様々な設置形態のバーチャルスクールがある中で州運営のものに対象を絞ることはややもすると

その役割・機能について偏った結果になる恐れがあるが､ 後述するようにインターネット上で得ら

れる情報を基に調査を進めたため､ 州運営以外のものについてはその想定される総数に比べて十分

な事例が収集できず､ 対象としなかった｡ この点は本調査の限界として､ 分析の際に考慮したい｡

また､ ｢経済合理性｣ を判断するために必要な財務状況等の情報の入手は困難であったため､ 本

稿では分析の対象としない｡

� 調査方法

Education Week の Technology Counts 2006�に掲載されている州運営のバーチャルスクール�

を有している州のリストを参考に､ インターネット上で当該バーチャルスクールのホームページを

検索した｡ そこから ｢提供するコースのレベル｣ ｢AP コース�開設の有無｣ ｢修了証授与の可否｣

｢単位認定の可否｣ ｢州外からの受講者の受け入れの可否｣ ｢費用徴収の有無｣ ｢想定している受講理

由｣ の情報を収集した｡

Technology Counts 2006では､ 州運営のバーチャルスクールを有している州が22挙げられてい

たが､ そのうち､ アイダホ､ アラスカ､ アリゾナ､ コロラド､ ニューメキシコの５州については当

該バーチャルスクールのホームページが見当たらなかったため､ 調査対象は17州である｡

� 分析結果

調査結果は表１に示したとおりである｡

この結果を ｢修了証授与の可否｣ ｢単位認定の可否｣ と ｢州外からの受講者の受け入れの可否｣

に着目して分析したのが図である｡

図からは､ 地域限定で補完機能を果たしているバーチャルスクールが多数を占めていることがわ

かる｡ 完全な代替機能を有しているのはノースダコタだけであるが､ ここではそもそも長い歴史を

持つ通信教育サービスを行っていた州の部局が､ その手法としてインターネットを取り入れたため

にバーチャルスクールとなった､ という特有の経緯がその理由と思われる｡
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表からは､ まず､ ほぼすべてのバーチャルスクールで AP コースを提供していることがわかる｡

小規模や有資格教員の不足という理由で APコースを提供できないハイスクールが依然多い一方で､

AP テストの成績がその後の進学に影響を与えるという状況の中､ 州内の生徒に対して公平性を確

保するための措置としてバーチャルスクールを活用している州の事情が推測される｡

また､ 単位の認定に関しては､ 10校が受講者の在籍する学校又は学区に成績データ等を提供する

のみで､ 独自には単位の認定を行わないこととなっている｡ このようなバーチャルスクールの場合､

受講登録も在籍する学校を通じて行うことが基本となっている場合が多く､ 何らかの理由で在籍校

においては履修できないコースをバーチャルスクールで受講するなどの補完機能的役割が顕著に現

れている｡

初等中等教育におけるｅラーニングの役割と機能

141

図 州運営バーチャルスクールの役割と機能



142

表
１
州
運
営
の
バ
ー
チ
ャ
ル
ス
ク
ー
ル
の
状
況

中
西

部
南

部
西

部
太

平
洋

岸

ミ シ ガ ン

イ リ ノ イ

ア イ オ ワ

ノ ー ス ダ コ タ

メ リ ー ラ ン ド

ウ エ ス ト バ ー ジ ニ ア

バ ー ジ ニ ア

ジ ョ ー ジ ア

フ ロ リ ダ

ケ ン タ ッ キ ー

ア ラ バ マ

ミ シ シ ッ ピ

ア ー カ ン ソ ー ６

ル イ ジ ア ナ

ユ タ
ワ シ ン ト ン

ハ ワ イ

提
供

す
る

コ
ー

ス
の

レ
ベ

ル

初
等

教
育

レ
ベ

ル
×

×
×

○
×

○
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

前
期

中
等

教
育

レ
ベ

ル
×

×
×

○
×

○
○

×
○

×
×

×
×

×
×

○
×

後
期

中
等

教
育

レ
ベ

ル
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

A
P

コ
ー

ス
開

設
の

有
無

有
有

有
有

有
有

有
有

有
有

有
有

有
有

無
有

有

修
了

証
授

与
の

可
否

否
否

否
可

否
否

否
否

否
否

否
否

否
否

可
７

△
８

否

単
位

認
定

の
可

否
△

１
△

１
△

１
可

△
１

△
１

ｍ
可

可
△

１
可

△
１

△
１

△
１

可
△

１
可

州
外

か
ら

の
受

講
者

の
受

け
入

れ
の

可
否

否
否

否
可

否
否

可
否

可
否

否
否

否
否

可
否

否

費
用

徴
収

の
有

無
州

内
の

受
講

者
か

ら
有

有
２

無
３

有
有

４
有

４
有

５
無

３
無

有
無

無
無

無
無

無
無

３

州
外

の
受

講
者

か
ら

ａ
ａ

ａ
有

ａ
ａ

有
ａ

有
ａ

ａ
ａ

ａ
ａ

有
ａ

ａ

想
定

し
て

い
る

受
講

理
由

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
選

択
肢

拡
大

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

未
修

得
科

目
の

再
履

修
○

○
○

○
○

○
○

○

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
都

合
で

希
望

科
目

が
履

修
で

き
な

い
場

合
○

○
○

○
○

○
○

○
○

A
P

な
ど

の
高

度
な

コ
ー

ス
の

受
講

○
○

○
○

○
○

○
○

○

ホ
ー

ム
ス

ク
ー

ラ
ー

の
選

択
肢

拡
大

○
○

○
○

○
○

遠
隔

教
育

へ
の

ニ
ー

ズ
○

○
○

○
○

○
○

ａ
制

度
が

な
い

た
め

該
当

す
る

情
報

が
な

い
ｍ

情
報

が
不

明
注

)
１

バ
ー

チ
ャ

ス
ス

ク
ー

ル
は

単
位

を
授

与
し

な
い

が
､

受
講

者
の

在
籍

す
る

学
校

又
は

学
区

に
成

績
デ

ー
タ

等
を

提
供

す
る

｡
当

該
デ

ー
タ

に
基

づ
き

在
籍

校
又

は
学

区
が

単
位

授
与

の
可

否
を

判
断

す
る

｡
２

費
用

は
バ

ー
チ

ャ
ル

ス
ク

ー
ル

か
ら

学
校

に
請

求
す

る
｡

そ
れ

を
受

講
す

る
生

徒
に

さ
ら

に
請

求
す

る
か

ど
う

か
は

学
校

の
判

断
に

よ
り

異
な

る
｡

３
一

部
に

有
料

の
コ

ー
ス

も
あ

る
｡

４
費

用
は

か
か

る
が

､
そ

の
費

用
を

カ
バ

ー
す

る
た

め
の

奨
学

金
や

補
助

金
を

出
し

て
い

る
学

区
も

あ
る

｡
５

一
定

の
条

件
を

満
た

し
た

州
内

の
受

講
者

は
無

料
｡

ま
た

､
州

内
の

公
立

学
校

の
生

徒
が

外
国

語
の

コ
ー

ス
を

受
講

す
る

場
合

も
無

料
｡

６
ア

ー
カ

ン
ソ

ー
州

に
は

初
等

教
育

レ
ベ

ル
と

前
期

中
等

教
育

レ
ベ

ル
の

コ
ー

ス
を

提
供

す
る

バ
ー

チ
ャ

ル
ス

ク
ー

ル
も

あ
る

が
､

こ
こ

で
は

後
期

中
等

教
育

レ
ベ

ル
の

コ
ー

ス
を

提
供

す
る

バ
ー

チ
ャ

ル
ス

ク
ー

ル
を

取
り

上
げ

た
｡

７
た

だ
し

､
ユ

タ
州

在
住

の
ホ

ー
ム

ス
ク

ー
ラ

ー
や

高
校

中
退

者
に

対
し

て
の

み
可

能
｡

８
バ

ー
チ

ャ
ル

ス
ク

ー
ル

は
修

了
証

を
授

与
し

な
い

が
､

受
講

者
が

登
録

さ
れ

て
い

る
学

区
が

バ
ー

チ
ャ

ル
ス

ク
ー

ル
か

ら
の

情
報

を
ふ

ま
え

て
修

了
証

を
授

与
す

る
｡



州外から受講者を受け入れている広域型のバーチャルスクールの場合でも､ その半数は州内の受

講者は無料にする一方で州外の受講者は有料にしており､ その他のバーチャルスクールも州内の方

が受講料が安いなど､ 州内の受講者を優遇している｡ このことから､ これらのバーチャルスクール

のサービス対象は原則としては州内の受講者であり､ 広域サービスはその延長線上にあるものであ

ると想定できる｡

最後に､ 想定している受講理由として､ ほぼすべてのバーチャルスクールがカリキュラムの選択

肢の拡大を挙げている一方で､ ホームスクーラーの選択肢拡大や遠隔教育へのニーズについてはい

ずれも半数に満たないことが指摘できる｡ このことからも､ 州運営のバーチャルスクールは代替機

能よりも補完機能を志向するものが多いと言えよう｡

４. まとめ

前述のとおり､ 州運営のバーチャルスクールは､ 代替機能を果たしているものも補完機能を果た

しているものもあり､ また､ 広域的なものも地域限定的なものもあるが､ 地域限定的に補完機能を

果たしているものが過半であるということが本調査により明らかになった｡

ただし､ この結果は､ 教育が州の専管事項とされているアメリカの州運営バーチャルスクールに

限定した調査から導き出されたものであることに留意しなければならない｡ Zucker, Andrew A. et

al. (2003：pp135-136) は､ 州運営のバーチャルスクールの設立は､ 当該州の“Academic Per-

formance (学業成績)”を向上させるためのより効果的な方策として州レベルの政治的な関心を集

めて急速に行われたものであり､ 全国的に受講生を集めている私立のバーチャルスクールなどでは､

より“Consumer Preferences (消費者の選好)”を重視したサービスの提供を行う傾向がある､ と

している｡ このため､ 私立のバーチャルスクールなどでは､ ホームスクーラーや遠隔教育によって

修了証を得たい人々のニーズに沿って､ より代替的機能を果たしている可能性もあり､ 設置形態の

違いによる役割・機能の違いを明らかにすることは今後の課題としたい｡

日本の初等中等教育に引き寄せて考えてみれば､ 代替機能を果たすｅラーニングとしては､ 現在

その数が増加傾向にある通信制の高等学校がよりインターネットを主体としていく方向性が考えら

れる (表２,３)｡ この場合､ 現在学校教育法第45条第３項に規定する広域の通信制の課程を開設し

ているものを広域型､ そうでないものを地域限定型と位置づけることになろう｡ 補完機能を果たす

ものとしては同じく増加傾向にある中学校の不登校の生徒 (表４) を対象にしたｅラーニング､ 長

期療養中の児童生徒を対象にしたｅラーニングなどが考えられる｡ また､ 今後へき地における児童

生徒数の減少が進みへき地校での教員確保が一層厳しくなるような場合には､ アメリカのように

｢質の高い教育を居住地域や在籍する学校に関わらず広く提供すること｣ を目的としたｅラーニン

グが必要となることも考えられよう｡ その場合の提供主体や広域的に提供するのか地域限定的に提

供するのかなどについては､ アメリカの多くの州が補完機能としてのバーチャルスクールに取り組

んでいることを踏まえれば､ 当該ｅラーニングにより教育条件が向上する児童生徒の教育の質に対

して責任を持つべきなのは誰か､ という観点からも考えていく必要があろう｡
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＊本稿は､ 稲盛財団研究助成金による研究成果の一部である｡

〈註〉

� ｅラーニングの定義については様々なものがあるが､ 一般に国内では 『ｅラーニング白書』 の定義が使われる

ことが多い｡ 最新の定義は日本イーラーニングコンソシアム編 (2006) の pp6-9に記載されている｡ 類似概念

との比較を行った上で整理しているものとしては鄭・久保田編 (2006) pp8-25が参考になる｡ 他の定義の例な

どは Watanabe (2005) p78を参照｡

� ここでの州運営とチャータースクールのバーチャルスクールのデータについては､ アメリカの初等中等教育分

野の週刊新聞 ｢Education week｣ が2006年５月４日に公表した ｢Technology Counts 2006｣

(http://www.edweek.org/ew/toc/2006/05/04/index.html, 最終アクセス日2007.2.2) による｡

� 大学が提供するものの事例は､ Zucker (2003) p134-135にも挙げられている｡

� 出典については､ 註�参照｡

� 対象とした州運営のバーチャルスクールの名称とホームページの URL アドレスは以下のとおり｡ 最終アクセ

ス日はいずれも2007年２月２日｡

Michigan Virtual High School http://www.mivhs.org/index.cfm

Illinois Virtual High School http://www.ivhs.org/index.learn?action=welcome&bhcp=1

Iowa Learning Online http://www.virtualacademy.k12.ia.us/

Division of Independent Study (North Dakota) http://www.ndisonline.org/

Maryland Virtual learning Opportunities http://mdk12online.org/index.html

West Virginia Virtual School http://virtualschool.k12.wv.us/vschool/

Virtual Advanced Placement School (Virginia) http://www.virtualvirginia.org/

Georgia Virtual School http://gavirtualschool.org/student/student_welcome.shtml

Florida Virtual School http://www.flvs.net/index.php

Kentucky Virtual High School http://kvhs.org/main.learn?loc=pd&action=welcome

ACCESS (Alabama Connecting Classroom, Educators, and Students Statewide)

http://accessdl.state.al.us/
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表２ 高等学校 (通信制) 学校数 (校)

平成元年度 平成５年度 平成10年度 平成15年度 平成18年度

独立校 12 17 19 38 67

併置校 72 74 81 100 118

(出典：学校基本調査)

表３ 高等学校 (通信制) の生徒数の全日制＋定時制の生徒数に占める割合 (％)

平成元年度 平成５年度 平成10年度 平成15年度 平成18年度

2.91 3.13 3.79 4.99 5.22

(出典：学校基本調査)

表４ 30日以上不登校を理由に欠席している生徒数の割合 (中学校) (％)

平成３年度間 平成５年度間 平成10年度間 平成15年度間 平成17年度間

1.08％ 1.28％ 2.40％ 2.79％ 2.76％

(出典：学校基本調査)



Mississippi Virtual Public School http://www.mvs.mde.k12.ms.us/index.html

Arkansas Virtual High School http://avhs.k12.ar.us/default.htm

Louisiana Virtual School http://www.louisianavirtualschool.net/?welcome

Electronic High School (Utah) http://ehs.uen.org/?bbatt=Y

Washington Virtual High School http://www.washingtonvirtualhighschool.com/

E-School (Hawaii) http://www.eschool.k12.hi.us/

� AP (Advanced Placement) コースとは､ 主に11－12学年において､ アカデミックな科目を中心に大学レベル

の指導を行うプログラムを提供するコースである｡ 当該コースを受講して AP テストを受けると､ ５段階の成

績判定が行われる｡ ただし､ AP コースを受講しなくても AP テストを受けることは可能である｡ 大学によっ

ては､ テストを受けた科目やその成績を考慮し､ 入学時に有利に取り扱ったり､ 入学後の単位として認めたり

する場合がある｡ 現在､ 20教科にわたり35のテストが実施され､ 2005－06年には約134万人がテストを受けて

いる｡ AP テストについては CollegeBoard AP Central のホームページ(http://apcentral.collegeboard.com/

apc/public/exam/index.html, 最終アクセス日2007.4.5) に詳しい｡
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Abstract

The press recently reported the news of the death of Nobel Laureate economist Milton

Friedman, Professor Emeritus at University of Chicago. In the education field, he was known

as the original advocate of school vouchers in education. In 1962, in a chapter of his important

work Capitalism and Freedom, he took up education as one area of public policy and examined

the role of government in education. Friedman said that both the imposition of a minimum re-

quired level of schooling and the financing of this schooling by the state can be justified by the

�neighborhood effects� of schooling. However, he raised queries about the actual administra-

tion of educational institutions by the government. Friedman proposed the idea of school

vouchers as an alternative to public finance in education. He proposes the voucher plan as a

simple and effective way to assure parents greater freedom to choose, while at the same time

retaining present sources of finance.

Although Friedman's idea of vouchers attracted considerable attention among intellectuals, it

did not find many adherents at the policy level.

In 1980, in their famous book Free to Choose, Friedman and his wife Rose developed the idea of

the school voucher more elaborately and in more practical terms. In this book, he criticized the

negative attitude of the educational bureaucracy and their opposition to any attempt to experi-

ment with voucher plans. There were several experiments with vouchers in Milwaukee and

Cleveland, and in Florida. Discussion continues, however, on the effectiveness and feasibility of

school vouchers.

In 2002, Friedman was still the most fervent and most effective advocate of more choice and

more opportunity for competition in education. Optimistic about the future of school vouchers,

Friedman established a foundation with his wife to promote activities in support of educational

choice. In an article that appeared in November 2005, Friedman maintained his unshakable con-

viction about these issues. The title of the essay is: �School Vouchers Turn 50, But the Fight is

Just Beginning�.

はじめに

2006年11月16日､ シカゴ大学名誉教授ミルトン・フリードマンが逝去した｡ 94歳であった｡ その
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訃報は､ わが国の主要新聞各紙においても､ かなりのスペースを割いて報じられた｡ それらは､

｢徹底的な市場主義を唱えた自由主義経済学の巨頭｣､ ｢『小さな政府』 論の理論的支柱｣､ ｢『マネタ

リスト』 派経済学 (シカゴ学派) の重鎮｣､ ｢ノーベル経済学賞受賞者｣､ ｢米国レーガン政権や英国

サッチャー政権の経済政策に大きな影響力｣ などフリードマンの経済学研究の業績と現実の経済政

策に与えた影響力の大きさを指摘するものであった｡

ところで､ このフリードマンは､ 教育学の分野では､ もっぱら ｢教育バウチャー｣ の提唱者とし

て知られている｡ 筆者自身ふりかえれば､ 30年ちかく前の大学院生時代に､ 教育行財政学の講義か

演習でその名前と教育バウチャーのアイディアを耳にした記憶がある｡ その時は､ たしかに初等・

中等学校の財政方式に関する革新的な提案であるが､ あまりにラディカルなため米国でも現実の政

策としての採用は難しいのではないかといった論調であったような気がする｡ その後､ 長らく､ 教

育バウチャーに関する論議を目にすることはなかった｡ ところが､ 数年前､ 筆者は､ この教育バウ

チャーに再び遭遇することになった｡ それは思いもかけない国での出合いであった｡ 筆者の主たる

研究対象は､ 開発途上国の教育であり､ 特に､ ラテンアメリカ諸国が中心である｡ その中で､ 南米

のチリが､ 1980年に､ 国家的規模での教育バウチャーを導入し､ その後25年間も継続しているとい

う事実を知ったのである｡ なぜ､ チリと教育バウチャーという組合せが出現したのか｡ 昨今流行の

新自由主義的教育政策を20年以上も先取りしたような教育政策がなぜこの国で導入されたのか｡ そ

の歴史的経験はどのように評価されるべきか｡ こうした関心に惹かれてこの２～３年間､ チリでの

教育バウチャーの導入経緯と経験について､ いくつかの分析を試みてきた (斉藤：2004, 2006)｡

その中で､ 教育バウチャーを主導したのは､ この国で ｢シカゴ・ボーイズ｣ と呼ばれていた一群の

シカゴ大学経済大学院留学組のテクノクラートであり､ かれらの多くは､ フリードマン本人および

その同僚であるシカゴ学派経済学者から直接的に薫陶を受けた者たちであったことが判明した｡

こうするうちに､ 本家本元であるフリードマンの教育バウチャー論について､ 筆者自身きちんと

読んでいないことの不備を自覚するようになった｡ 本論は､ 遅ればせながら､ フリードマンの教育

バウチャー論を再読する試みであり､ その主張の要点を整理するとともに､ その後､ 約半世紀にお

よぶ彼のバウチャー制度化への取り組み (とその苦闘の歩み) を概観することを目的とする｡

�. 『資本主義と自由』 と教育の ｢近隣効果｣ 論

フリードマンが､ 教育バウチャーのアイディアとその枠組みの構想を提唱するのは､ 1962年に公

刊した著書 『資本主義と自由』 の中においてであった｡ この本は､ 彼の数多い経済学の著作の中で

も､ 主として一般の読者を対象として､ 自ら信ずる ｢経済政策の原理と応用を首尾一貫して提示し

たものとしては唯一のもの｣ (訳者あとがき：p.232) とされる｡ 彼は､ この中で､ まず自らの信奉

する自由主義の哲学を表明するとともに､ 政治的自由を保障するための必要条件として､ 経済的自

由を強く主張する｡ そして､ この経済的自由を阻害することになる最大の要因として､ 政府による

規制の拡大､ 過剰な介入をあげ､ これに強い批判と懸念を表明する｡ しかしながら､ ｢首尾一貫し

た自由主義者は､ 無政府主義者ではない｣ と宣言するように､ フリードマンは､ 政府の役割をまっ

たく否定するわけではない｡ 第�章 ｢自由社会における政府の役割｣ は､ 自由社会において政府の

果たすべき役割､ 政府の介入が正当化されうる分野とその理由を考察する｡ 結論として､ ｢法と秩

序の維持､ 財産権の規定､ 財産権やその他の経済上のゲームのルールの改定､ ルールの解釈をめぐ

る論争の裁定､ 契約の履行の強制､ 競争の促進､ 通貨制度の準備､ 技術的独占に対抗する活動､ 近
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隣効果の問題への対処､ 責任能力を欠く者を保護する民間慈善活動の補完｣ (p.34, 訳 p.39) など

は政府が果たすべき重要な機能であり､ これらに対しては政府介入が正当化されると主張する｡ 続

く各章では､ この原則を政府のさまざまな活動分野 (通貨管理､ 国際金融と貿易､ 財政政策､ 教育､

差別問題､ 独占と企業の社会的責任､ 職業免許制､ 収入の分配､ 社会福祉､ 貧困の緩和) に適用し

ながら､ 政策提言を行ってゆく｡

教育問題を扱った第�章 ｢教育における政府の役割｣ の中で提案された教育バウチャーの構想は､

こうした彼の包括的な経済理論と政策論の枠組みの中で提示されたものである｡ ちなみに､ この章

は､ 彼が1955年に書いた同題の論文を修正して再録したものとされており､ フリードマンの教育バ

ウチャー論の起源は､ さらに数年遡ることになる｡

彼の教育論を聞こう｡ まず彼は､ 教育がほぼ全面的に政府に依存している現状を次のように述べ

る｡ ｢今日､ 正規の学校教育は､ 政府組織もしくは非営利団体によって､ 財政的にまかなわれ､ か

つほとんど全面的にそれらによって管理運営されている｡ こうした状況は､ 漸進的に発展してきた

のであり､ いまではきわめて当然のこととして受け取られている｡ 組織や思考法において圧倒的に

自由企業が支配的な国々においてさえ､ なぜ学校がこうした特別な取り扱いをうけるのかについて

明瞭な注意が向けられることはほとんどない｡ その結果生じたことは､ 政府の責任の際限のない拡

大であった｣｡ さらに､ 教育に対する政府の介入は､ 彼が第�章で提示した､ 政府介入の根拠のう

ち､ 二つのもの､ すなわち､ 第一には､ 教育には実質的な ｢近隣効果｣ (neighborhood effect) が

存在すること､ 第二には､ 子どもやその他の自分では責任をとれない人々に対する政府の温情主義

的な配慮 (paternalistic concern) があると指摘する｡ 教育に近隣効果が存在するとはどのような

ことか｡ その説明を聞こう｡

｢市民の大多数の側に､ ある最低限度の読み書きの能力と知識がなければ､ そしてある共通の

価値体系が広く受け入れられているのでなければ､ 安定した民主的な社会は存立できない｡ 教

育はこの双方に貢献することができる｡ したがって､ 子供の教育から得られる利益は､ その子

供や親に帰属するのみではなく､ その社会を構成する他の人びとにも帰属する｡ わたしの子ど

もの教育は､ 安定した民主的な社会を助長することによってあなたの福祉にも寄与する｡ しか

し､ 利益を受ける特定の個人 (もしくは家族) を識別して､ ほどこされたサービスの代価を請

求するようなことは実現不可能である｡ それゆえに重要な 『近隣効果』 が存在する｣ (p.86,

訳 p.98)｡ (注：以下､ 引用は翻訳のあるものに関しては訳書による)

ここで､ フリードマンが教育の近隣効果と呼んでいるものは､ 後に､ 教育経済学の分野で使用さ

ることになる社会的収益という概念､ あるいは､ 簡単に教育の外部効果と呼ばれるものであろう｡

ともかく､ このような教育の近隣効果のゆえに､ 政府が学校教育の最低限度の水準を定めて､ これ

を義務教育として市民に課すことが正当化されるという｡ また､ この義務づけを施行するのに実現

可能な唯一の方式として､ そのための費用を政府が負担することも正当化されていると指摘する｡

一方､ この同じ教育の近隣効果を根拠とした政府の財政負担論を､ 義務教育のレベルを超えて､

もっと高いレベルの教育にも適用することにフリードマンは疑義を唱える｡ たとえば､ 米国の多く

の高等教育で行なわれているような職業的および専門的な教育 (獣医､ 美容師､ 歯科医､ その他多

数の専門技術者の訓練) に財政補助を与えることは､ 教育の近隣効果と同一の根拠に立って正当化

することはできないという｡ この種の教育を受けることの利益は､ もっぱら､ その個人に帰属する
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ことになるからである｡ フリードマンは､ 本章後半で､ 高等教育への財政支援の基本的理念と支援

方式 (教育ローンによる資金調達等) を提案するが､ 本論では､ それには触れない｡

�. 教育バウチャーの提唱

国が学校教育の最低限度の水準を定め､ この学校教育の財政をまかなうことは､ 教育の近隣効果

によって正当化されうるという｡ しかし､ 彼は､ 第三の措置､ すなわち､ 政府が教育機関を直接的

に管理運営すること､ 彼の言葉によれば､ ｢『教育産業』 の大部分を 『国営化』 (nationalization)

すること｣ はどのような根拠にもとづくのか､ という根本的な問い掛けを提示する｡ ここではじめ

て､ フリードマンは､ 政府による財政支援 (公費) と政府による直接的な学校の管理運営 (公営)

の一体化は自明のものではなく､ ｢この二つの措置は容易に切り離すことができたであろう｣ と主

張する｡ そして､ それを実現するための手段として､ いうなれば､ 教育における公費民営を可能に

する ｢教育バウチャー｣ というアイディアを登場させるのである｡

｢政府はある最低限水準の学校教育を義務づけ､ それをまかなうには親に証票 (ヴァウチャー)

をあたえて､ 『公認の』 教育サービスに費やされるならば子供一人一年当たりある一定の最高

限度額までそれが償還されることができよう｡ そうすると親はこの金額といくらでも自分で用

意した金額とを合わせて､ 自分自身で選んだ 『公認の』 機関から教育サービスを購入するのに

自由に費やすことができよう｡ 教育サービスは営利を目的とする私企業によって提供されるこ

ともあれば､ 非営利施設によって提供されることもありうるだろう｡ 政府の役割は､ それらの

学校が､ 授業計画のなかに最低限度必要とされる共通の内容を取り入れているかどうかといっ

たような､ ある一定の最低規準を満たすように保証することに限られる｣ (p.89, 訳 pp.101-

102)｡

｢自分たちの子供を私立学校にやることを選ぶ親には､ 公立学校での子供の推定教育費に等し

い金額が､ すくなくともその額だけは公認された学校での教育に費やされるという条件つきで､

支給されるであろう｡ ……それは､ 親からの正当な苦情､ すなわち､ もしも彼らが子供を補助

のない私立学校にやれば､ 教育に対して二回の支払 一度は一般的な税金の形で､ もう一度

は (私立学校の授業料という形で) 直接に を要求されるという苦情に応えるものである｡

それは競争の展開を許すであろう｡ すべての学校の発展と改善がこうして刺激されるであろう｡

競争の導入は､ 学校の健全な多様化を助長するのに多大の貢献をするであろう｡ それは､ また､

学校制度のなかに柔軟性を導入する点で非常に役立つであろう｣ (p.93, 訳 p.106)｡

フリードマンは､ 米国の学校の機能が時代とともに変化してきており､ 今は､ 学校教育は､ 画一

性よりもむしろ多様性を育てることが期待されているという｡

｢19世紀から20世紀の初頭にかけて米国での主要課題は､ 多様性を助長することではなく､ 安

定した社会に必要不可欠な価値観における共通の核をつくり出すことであった｡ 世界の各地か

ら､ 異なった言語を用い､ 多様な習慣に従っている移民の巨大な流れが米国にあふれつつあっ

た｡ この 『民族のるつぼ』 は､ 共通の価値観に対するある程度の順応性 (conformity) と忠

誠とを導入しなければならなかった｡ 公立学校はこの課題において重要な機能を果した｡ ……
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今日のわれわれの問題は､ 順応性を強いることではなく､ むして順応性の過剰におびやかさて

いるということである｡ われわれの問題は多様性を育てることであって､ それには代案の方が

国営化された学校制度よりもはるかにいっそう効果的であろう｣ (pp.96-97, 訳 p.110)｡

彼によれば､ この種の政府による教育資金の交付のすぐれた事例は､ すでに､ 第二次大戦の退役

軍人のための教育給付金制度 (通称 GI ビル法1944年) にあると言う｡ 確かに､ このシステムの下

では､ 受給資格のある退役軍人は､ その教育機関が最低基準を満たしさえすれば､ その給付金を自

分で選ぶどのような教育機関 (主として高等教育機関であり公立私立を問わず) での支払いに充て

ることができた (犬塚, 2006：pp.36-39)｡ また､ フリードマンは､ 学校選択の拡大､ 私立学校の

増加は社会階層分化をひどくする傾向があるという議論に対し､ 次のような反論を用意する｡

｢子供をどこの学校へやるかについての自由が大きくなれば､ ある一種類の親たちが集まり合

うこととなって､ はっきりと異なった家庭的背景をもつ子供たちの健全な混じり合いを妨げる

であろう (と言う主張がある)｡ この議論が原則的に正しいにせよ正しくないにせよ､ 上述の

ような結果が生ずるだろうということは決して明らかではない｡ 現在の制度のもとでは､ 居住

地域の階層化が､ はっきりと家庭的背景を異にする子供たちの混じり合いを実際上制限してい

る｣ (p.92, 訳 p.104)

｢われわれの見方はいまでも､ 貧しい居住者にも豊かな居住者にも同じように一つの学校しか

なかったような小さな町のイメージによって支配されているとわたしは思う｡ そのような環境

の下では､ 公立学校は確かに機会の均等化に役立ったかもしれない｡ 大都市および近郊地域の

成長に伴い､ 状況は急激に変化してきた｡ われわれの現在の学校教育は､ 機会の均等化どころ

か､ まったく逆のはたらきをしている可能性が大きい｣ (pp.92-93, 訳 p.105)｡

さらに､ フリードマンは､ このバウチャーの導入､ 公立・私立校間での競争の促進は､ 現在の公

務員としての画一的な教員給与体系を見直し､ 教員個々の業績をベースにした業績給へと転換させ

る契機になると主張する｡ バウチャーによる学校財政の確保の方式においては､ (教員給与を含め

て) 各学校の収入は､ 入学させた生徒数に依存することになり､ その下では､ 固定的な給与表の採

用や年功・資格等による昇給が事実上､ 不可能になるからである｡

｢教師の給与についていうと､ 主要な問題はそれが平均してみて低すぎるということではなく

平均では高すぎるということも十分にありうる それがあまりにも均一で硬直的だとい

うことである｡ 貧弱な教師がひどく過大な報酬を受け､ すぐれた教師がひどく過小な報酬を受

けている｡ 給与表は均一になりがちであり､ 教員の真価によるのではなく､ それよりもずっと

多く先任順位や学位や教職資格の取得などによって決定されがちである｡ これもまた大部分は､

政府による学校管理という現行制度の帰結である｡ ……これの代案となる制度は､ そうした諸

問題を解決して､ 実績に応じて報い､ 有能な人材を教職に引きつけるうえで､ 競争が効果的に

はたらくことを許すであろう｣ (pp.95-96, 訳 pp.108-109)｡

最後に､ フリードマンは､ 一世紀前には不可能であったろうが､ 現在の行政機構は､ バウチャー

を適切に管理運営するための十分な行政能力を備えており､ 制度の移行にともなう問題がそれほど
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大きなものではないと主張する｡

｢(一世紀前の) もう一つの要因は､ ……証票の配布と使途の監査を扱うための効率的な行政

機関が欠如していたことである｡ そのような機構は､ 個人課税と社会保障制度との非常に大き

な拡張に伴って十分開花するにいたった近時の現象である｡ それがなければ､ (政府による)

学校の管理が､ 教育をまかなうための唯一の可能な道とみなされたかもしれない｡ ……現行制

度から提案されている制度への移行と､ 新制度の管理とにおいては､ 多くの行政的な問題が発

生するであろうが､ それらは解決不可能なものでも､ 特異なものでもない｣ (p.97, 訳 pp.110-

111)｡

以上が､ 最初に提示された教育バウチャー論の要点である｡ 整理すれば次のようになろう｡ ①近

隣効果による政府の教育への介入・財政負担の承認､ ②公費負担と政府による直接的管理運営の分

離､ ③バウチャーを学校にではなく親に直接的に配布､ ④認定された公立・私立校は入学させる生

徒を通じてバウチャーを集めて現金化､ ⑤親はバウチャーをベースにそれに自己資金を上乗せする

ことが可能､ ⑥バウチャーは学校の多様化を促進､ ⑦住居区域や人種による学校の社会階層分化を

むしろ軽減､ ⑧公立校では生徒獲得の実績をベースに教員給与の業績給化も可能､ ⑨現行の行政組

織・能力をもってすればバウチャーの運用は技術的に可能｡

�. フリードマンの政策論への評価の変化

それから20年後の1982年､ 同書の新版の再刊に際し､ フリードマンは､ その ｢序文｣ でこの20年

間に生じた ｢知的雰囲気｣ (intellectual climate) の変化を次のように記している｡

｢現在の読者には､ 当時の知的雰囲気を想像することは困難であろう｡ 政府の拡大､ そして福

祉国家論やケインズ派経済学の勝利が､ 自由と繁栄に及ぼす危機について深い関心を抱いてい

たわれわれは､ 当時の学者仲間の大多数からさえ､ エキセントリックと見なされた小さな孤立

的な少数派であった｡ その見解は､ メインストリームからはほど遠いところに置かれ､ そのた

め､ 主要な高級雑誌､ 新聞で書評に取り上げられることもなかった｡ ……しかし､ 本書の後継

書であり､ 同じ哲学に基づく1980年刊行の 『選択の自由』 に対する反応はまったく異なるもの

であった｡ この著作は､ 主要な雑誌､ 新聞の書評でかなりのスペースを割いて取り上げられ､

最初の一年だけで40万部のハードカバーを売り上げ､ 12か国語に翻訳され､ 1981年にはペーパー

バック普及版も刊行された｡ ……この二冊の本における見解は､ いまだに知的な本流であるこ

とからは遠いが､ 今や､ 少なくとも､ 学術界においては､ れっきとした地位を占めており､ よ

り広範な大衆の間でも､ ほとんど常識的なものとみなされている｣ (p.�)｡

またここで彼は､ 自らの学説と政策的実現との時間的なズレに対して､ 次のような興味深い戦略

あるいは人生訓のようなものを披瀝している｡ ｢より基本的なことは､ 環境が変化を必要とする時

まで､ 選択肢をオープンにしておくことである｡ 民間および特に政府の取り決めには､ 恐るべき惰

性力 現状維持という暴政 がある｡ ただ危機のみが現実的な変化を生み出す｡ その危機が生

じた時に､ 採用される行動は､ その時そこに使われずに置いてあるアイディアを頼りにするもので
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ある｡ そこにこそ､ われわれの基本的な機能がある｡ すなわち､ 既存の政策に対する別の選択肢を

用意し､ 政治的不可能が政治的不可避になるまで､ それらを生かし続け､ いつでも利用できるよう

にしておくことである｣ (p.�)｡ 基本的信念の持続と､ 環境が熟成するまで時期の到来を待つ楽天

的姿勢の組合わせとでも言えようか｡

さらに20年後の2002年､ 『資本主義と自由』 は､ 公刊40周年の新版として再々刊される｡ フリー

ドマンは､ 再び､ その ｢序文｣ で状況の変化を次のように記した｡

｢先の1982年版の序文で記した知的雰囲気の変化は､ その効果をもたらした｡ それは英国のサッ

チャーと米国のレーガンの出現に道を開いた｡ 彼らは､ レバイアサン (国家という巨大な怪獣)

を抑制することができた｡ ……意見の変化は､ 1989年にベルリンの壁が倒れ､ 1992年にソ連邦

が解体した時に､ 同じ方向性において､ さらなる応援を得た｡ それは､ 70年におよぶ､ 二つの

経済体制の実験に､ 劇的な終結をもたらした｡ すわなち､ トップ・ダウン対ボトム・アップ､

計画・統制対民間市場､ ありふれた表現を使うなら､ 社会主義対資本主義に決着がついた……

今日では､ 先進国のみならず､ ラテンアメリカ､ アジアの多くの国､ そしてアフリカの国でさ

え､ 市場志向型アプローチと政府の役割の縮小が採用されている｣ (p.�)｡

発表当初は､ 黙殺､ あるいは､ 白眼視されていた見解が､ しだいに世論に受け入れられ､ 自らの

先見性と洞察力の確かさを時代の変化そのものが実証したことを､ ひそかに誇る｡

�. 教育バウチャーの制度化をめぐる苦闘

しかし､ 我々にとって関心のある教育バウチャーについての世論の反応と政策としての受け入れ

状況はどのようなものであったのか｡ おそらく､ それは､ 彼の多くの政策提言の中でも､ もっとも

抵抗が大きく､ 受け入れの進度が遅く､ それゆえに､ さすがのフリードマンでも焦燥に駆られる分

野の一つではなかったのではないかと推測されるのである｡

60年代の米国の教育は､ 1957年のいわゆる ｢スプートニク・ショック｣ を契機に､ 公立学校批判

の声が高まり､ ｢教育の現代化｣ を求めるカリキュラム改革運動が高揚した｡ また一方では､ 公民

権運動の高まりとともに教育における人種差別問題などが論争となりつつあった｡ 60年代は教育改

革の時代であった｡ だが､ 教育バウチャーの実験や導入に関連しては何の動きも見られなかった｡

70年代もそれほどの進展はなかった｡ フリードマンは､ 70年代半ばのあるエピソードを次のように

証言している｡

｢ニクソン政権時に､ 『経済機会促進庁』 が設置され､ それはバウチャーの実験を推進するこ

とを目指していた｡ 当時､ 私たちは､ ニューハンプシャーに別宅を持っており､ そこには､ 州

教育長をつとめる､ 退職したビジネスマンである William Bittenbender という人物がいた｡

彼は､ バウチャーの理論に強い関心を示していた｡ 彼は､ 私たちに接触を求め､ 私たちもそれ

に関与することになった｡ それは興味深い事例であった｡ 彼は､ それを推進するために良い仕

事をした｡ 彼は､ ダートマスで一つのグループを作り､ なにが必要とされるか綿密な研究を行

なった｡ バウチャー・プログラムを実験することに関心を示す五つの都市を確保した｡ この時

点になって､ 教員組合と学校当局者たちは､ 突然に､ なにが生じつつあるのかを認識した｡ 彼
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らは動きだし､ その五つの都市に提案を撤回させた｡ そこでは何も行なわれなかった｡ 実験を

行なうことのできた唯一の場所は､ アラム・ロックであった｡ それは､ 現実的には､ 実験とよ

べるものではなかった｡ それは､ オールタナティブ・スクールではあったが､ それは実質的な

バウチャー・プログラムではなかったのである｣ (Interview 2002 p.26)｡

カリフォルニア州アラム・ロックは､ しばしば､ 70年代に米国で最初に教育バウチャーの実験が

行なわれた場所と言及されることがあるが､ フリードマン本人は､ これを教育バウチャーの実験そ

のものではないと認識していたのである｡

70年代半ばには､ 当時､ 大きな論争になっていた強制バス通学 (人種の混合をはかるために通学

区の異なる黒人､ 白人の生徒をバス通学によって強制的に同じ学校に通学させた) 問題に関連させ

て､ 再び教育バウチャー論を展開している｡

｢人種的寛容の態度を促進しながら､ 同時に教育の質の低下という悲劇を食い止める､ もっと

すぐれた方法がある｡ それは親の学校選択権を制限するのではなく､ 拡大することである｡ 教

育委員会が事務的に生徒を割り振っている現在の教育制度を改め､ 政府に教育クーポン (バウ

チャー) を発行させるのである｡ 親はこのクーポンを､ 公立・私立の別を問わずどこの 『公認』

学校へでも持っていって､ 授業料の全部あるいは一部に当てることができる｡ 黒人白人共学の

ためには､ 学校を公認する条件の一つに人種差別の撤廃を入れておけばよい｡ ……学校の選択

が生徒の興味と能力に基づいて行なわれるようになり､ いまのような皮膚の色などという教育

の本質と何の関係のない考慮から開放される｡ 同時に､ 公教育に内在する主要な問題も緩和さ

れるだろう｡ 教育の場にも競争の原理が働くようになれば､ 教育の質と多様性は急速な向上を

見るだろうし､ 教師の雇い主を多様化することによって､ 教師組合の力と喧嘩好きに多少なり

とも歯止めがかけられよう｡ 教師や生徒の身体的安全に対する脅威も取り除かれる｡ なぜなら､

そのくらいの安全も保証できないような学校には､ すぐに生徒が集まらなくなるだろうから｡

いいことずくめの改革案である｡ しかし､ これらが現実に採用されるかとなると､ 見込みはまっ

たくない｡ (バス通学を推進する) リベラル改革派の不寛容と教育官僚機構の頑固さのゆえに､

生まれるまえに窒息死させられてしまうのがおちである｣ (Bright 1983 pp.179-171, 『政府か

らの自由』 pp.223-225)｡

�. 『選択の自由』 での再主張

1980年刊行の 『選択の自由』 は､ 元々が､ 公共放送サービスによって放映された ｢選択の自由｣

と題したシリーズ物のテレビ番組のための資料として用意されたものであるという性格から ｢理論

的な枠組みは前書ほど詳しくはないが､ もっと詳細な具体的な記述がある｣ のが特色とされている｡

ここでも､ 再び教育論 (第６章) が取り上げられている｡ 前書の刊行から18年の年月を経て､ フリー

ドマンの教育問題に対する認識は､ 明らかに厳しさを増している｡

｢この数年来､ アメリカの学校教育制度がたどった記録には､ 汚点がつけられるようになって

きた｡ 親たちは､ 児童が受けている学校教育の質が低下してきたと不平をいっている｡ 多くの

親は自分の子弟が､ 肉体的な危険にさらされることが悩みの種にさえなってきている｡ 教師は
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学校における雰囲気が､ 学習を促進するのをしばしばさまたげるようになってきたと不平をいっ

ている｡ 次第により多くの教師が､ 教室においてさえ自分の肉体的な安全に恐怖を抱くように

なってきている｡ 納税者は学校教育費がますます増大していくことに不平をいっている｡ アメ

リカの学校が児童に対して､ 彼らが人生の諸問題に直面していくのに必要な知識や能力を与え

ていると主張するものは､ いまやほとんどいなくなった｡ ……小・中・高等学校レベルでは､

学校教育の質が学校によって､ 非常に大きく違ってきている｡ ……主要な都市の内部では信じ

られないほど劣悪なものとなってしまっている｣ (p.151, 訳 pp.347-348)

フリードマンは､ こうした学校教育の危機的な状況は､ 小規模な学区の統合が進み､ また州政府

による教育への統制が拡大することによって､ とりわけ大都会における学校教育への中央集権化と

官僚制化とが増大することよってもたらされたと主張する｡ 彼は､ いかにも経済学者らしく､ その

理由を次のように説明する｡ 一般に､ 産業の発展においては､ 規模はより大きな効率性の源泉であ

り､ 規模の拡大による ｢規模の経済｣ が期待できるという｡ しかし､ 学校教育の場合､ この規模の

経済の作用のしかたに違いがある｡ 学校教育における中央集権化と官僚制化は､ 小規模な学区時代

に親たちが持っていた地方の学校教育に対する影響力､ 責任者たちが公立学校制度をどう運営して

いるのかを密接に監視する力を著しく低下させた｡ 学校教育に対する支配権は､ 親に代わって､ ま

すます ｢職業教育家｣ (professional educators､ 教師､ 学校行政管理者､ 教員組合の役員等) の

手に渡されていった｡ ｢学校教育においては､ 親とその子弟が消費者であり､ 教師や学校行政管理

者は生産者である｡ 学校が中央主権化されることは､ 学校教育の単位が大きな規模になっていき､

消費者の選択の自由は減少し､ 生産者の権力が増大することを意味する｣｡ ひとたび支配権を握っ

た職業的教育家たちは､ しばしば､ 自己利益を追求するのに熱心で､ 親の利益を犠牲にする場合す

らあるという｡

職業的教育家､ とりわけ､ 教員組合に対する不信感を隠さないのとは対照的に､ フリードマンは､

親の学校選択の自由についての信念と彼らに対する揺るぎない信頼を再び力説する｡

｢学校教育に対して親がより大きな影響力を及ぼしていたときには､ 今日のような状態にはな

かった｡ また､ 現在でも親が影響力を維持しているところ (富裕層が住む郊外の居住地域) で

は､ そのような状況は発生していない｡ 人びと自身による自発的な活動というアメリカの強い

伝統は､ 学校教育において親がより大きな選択の自由をもってさえいれば､ どんなに偉大なこ

とを達成できるかを､ 事実でもって証明するすぐれた多くの例を提供してきた｣ (pp.158-159,

訳 p.363)｡

｢一般的にいって､ 親は他の誰よりも自分の子弟の学校教育により大きな興味をもっており､

子弟の能力や何が子弟の教育のために必要かについてはるかに親密な能力をもっている｡ 社会

改善運動者､ とりわけ教育改善運動者といった連中は､ 親の中でもとりわけ貧困で自分自身が

あまり教育を受けなかった親たちというのは､ 自分の子弟の教育にあまり興味ももっていなけ

れば､ 子弟のためによい教育を選ぶ能力ももっていないのが当然だと､ しばしば独善的に考え

ている｡ これは貧困な人びとに対するいわれなき侮辱だ｣ (p.160, 訳 pp.366-367)｡

こうした現状認識に立ちながら､ ｢親がより大きな選択の自由をもてるように保証することがで

き､ それと同時に現行の学校財政支出のための財源を維持することができるひとつの簡単で有効な
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方法は､ 授業料クーポン (バウチャー) 制度である｣ として､ 再び､ その持論をもちだす｡ さらに

ここでは､ バウチャーのイメージとその使用法について､ より具体的な説明を行なっている｡

｢アメリカ全体でいえば､ 平均値として納税者は1978年の時点で､ 学校に通学する児童一人当

たり二千ドルの費用を負担させられている｡ 自分の子弟を公立学校から私立の学校に移籍させ

れば､ 納税者に年約二千ドルの支出を節約させることになる｡ しかしその際でも､ こうして節

約された金額は納税者全体に関して平均値としていえるだけのことで､ 逆にいえばじぶんの税

金としては２～３セントにしかあたらない程度で節約され､ その結果減税がなされたとしても､

自分自身はほとんど何も受け取ることはできない｡ ……ところが､ その際､ 政府が次のように

われわれにいったと仮定しよう｡ 『もしもあなたが､ 自分の子弟のための公立学校教育費を使

わないようにしてくれるならば､ その代わりに政府はあなたにバウチャーを与え､ このバウチャー

を認可された学校で自分の子弟の学校教育費として支払うために使用するならば､ そして使用

するかぎりにおいて､ バウチャーの額面に明示してある金額だけ支払われることを確約する証

明書を渡すことにしよう』 と｡ その額面金額は二千ドルかもしれないし､ 節約された金額をあ

なたと他の納税者全体との間で分割することにするとすれば､ 千五百ドルか千ドルになるかも

しれない｡ しかし､ その額面が二千ドルであろうがそれより少ない金額であろうが､ 今日親が

学校を選択するにあたってその自由を制限されることになっているあの財政的な罰金､ すなわ

ち､ 学校教育のための税金を支払い､ それと同時に私立学校の授業料も支払わなければならな

いという罰金の､ 少なくとも一部は取り除かれることになるだろう｣ (pp.160-161, 訳 pp.367-

368)

｢親たちは私立学校だけではなく､ どこか他の公立学校でもバウチャーを使用することを許可

されることができるし､ 許可されるべきだ｡ また自分が住んでいる学校区や市や州の学校だけ

でなく､ 自分の子弟を喜んで受け入れてくれるどんな学校でも､ そのバウチャーを使用できる

自由が親に与えられなければならない｡ ……このような制度になれば､ 各公立学校はその他の

公立学校とだけでなく､ 私立の諸学校とも競争しなければならなくなる｣ (p.161, 訳 p.369)｡

さらに､ フリードマンは､ ここでは､ 彼のバウチャー構想に対してそれまでに寄せられた批判や､

バウチャー制が引き起こす可能性のある問題についての懸念を整理して､ それらに対して反論を試

みる｡ それは､ ①宗教系学校への国庫補助の憲法問題､ ②財政コスト増加論､ ③不正流用の可能性､

④人種差別問題への影響､ ⑤経済階級問題､ ⑥新しい学校出現に対する疑念､ ⑦公立校への影響､

等であった｡ それぞれを簡単に整理しよう｡

第一は､ バウチャーが宗教系学校の授業料支払いに充てられるとするなら､ 政教分離を規定した

米国憲法修正第一条に違反するのではないかという懸念である｡ これに対しては ｢この計画が､ 宗

教系の学校を除外して､ その他のすべての私立校と公立校とに与えられるように限定すれば､ 最高

裁判所がこれを容認することは明らかであり､ このように制限されたバウチャー制度でも現行の制

度に比べればはるかにまさっている｣｡ 先に紹介した GI ビルによる教育給付金の使用がカトリッ

ク大学に進学しようが他の大学に進学しようが自由であることを例に引き､ 憲法解釈の問題はクリ

アーできるかれしれないという｡ 第二には､ 現在私立校に通っている全体の10％ほどの児童生徒に

も､ バウチャーを交付するようになれば､ その分､ 公的な教育費負担が増大するという批判である｡

これに対しては ｢バウチャーの額面金額を､ 現行の学校教育支出額での児童一人当たり金額よりも
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少なくすれば､ 学校教育のための公共支出の総額は今日と同じですむ｡ 競争力のある私立学校は､

大きな予算を使っている公立校よりも､ 少ない費用しか使わずに､ 質の高い教育を提供している可

能性がきわめて高い｣ と述べる｡ 第三は､ バウチャーが教育目的以外に (父親のビール代や母親の

洋服代に) 流用されるという危惧に対しては､ ｢バウチャーは､ 認可された学校や教育機関におい

てしか使えず､ これを現金化できるのはそれらの学校によってだけである｣ として､ その可能性を

否定する｡ 第四は､ バウチャーが人種差別をいっそう助長するのではないかという懸念である｡ こ

れに対してフリードマンは､ 強制バス通学問題への見解を再度表明して ｢バウチャーは､ まさにこ

れとは反対の効果をもたらすと確信している｣ と信念を述べる｡

第五は､ バウチャーが社会的・経済的階級構造に及ぼす影響についての議論である｡ この点につ

いて指摘されてきたことは､ フリードマンのバウチャー構想が､ バウチャー交付をベースにしなが

ら､ それに親たちが自己資金を付け加えることを容認し､ またそれを歓迎する意向を示したことに

対するものであった｡ ｢たとえば､ バウチャーの額面が千五百ドルだとして､ 親がさらに五百ドル

をこれに加えて､ 授業料二千ドルの学校に子弟を進学させるとすれば､ どういうことになるだろう

か｡ その結果は､ 今日よりも教育の機会にさらに大きな差異を発生させることになるのではないか

と､ 何人かの人は心配している｡ その理由は､ 低所得層の親はバウチャー額面額に何も付け加えら

れないのに対して､ 中間階級や上流階級の親は､ これに余分の支払いを大幅に付け足すのではない

かということだった｡ この恐れが､ バウチャーを支持する人びとの中の何人かに､ どんな 『付け加

え』 も禁止すべきだと提案させている｣ (訳 p.382)｡ ある意味でもっともであると思えるこうした

批判に対して､ フリードマンの意見は異なる｡ こうした意見は､ ｢本書の前章 『なんのための平等

か』 で討論した (機会の平等に代わって結果の平等を求める福祉国家論や社会主義論に見られる)

平等主義の典型的な見本のように思える｡ すなわち､ 親が暴飲暴食のためにそのお金を使うのはい

いが､ そのお金を子弟の学校教育のために使ったり､ これを改善するために使うのは阻止しなけれ

ばならないという､ あの平等主義と同じ意見だ｣ という｡ さらに ｢このような反対意見は､ 貧困な

親たちを侮辱するインテリの傾向を示すもうひとつのよい見本であるようにわれわれには思える｡

きわめて貧しい人でさえ､ 公立学校の現行の費用の全体を自分たちの資金で置き換えることまでは

できないにしても､ 子弟の学校教育の質を改善するためなら､ 少しながらでも余分の資金をかき集

めることができるし､ 実際にもそうしてきている｣ (訳 p.385) という｡

第六の､ バウチャーは､ 既存の教区学校やエリートのためのハイスクールを拡大するだけで､ 多

種多様な新しいタイプの私立校を増やすことにつながらないのではないかという疑念に対しては

｢バウチャー制度は､ 公立学校で今日働いている人びとから､ また他の多くの職業に現在従事して

いる人びとからも､ 新しい参入者を吸収することができる巨大な市場を開発してくれるに違いない……

学校産業が最終的にどういう構成になるかを､ いまこの時点で予測する方法はまったくない｡ この

ようなことは競争によって決定されてゆくだろう｣ と楽観的な見通しと期待を表明する｡

最後に､ 公立校に対する影響という点に関しては､ NEA や AFT という教員組合が､ ｢アメリカ

の民主主義の基礎であり礎石であった公立学校制度を､ バウチャーは破壊するに違いない｣ と主張

していることに対して､ ｢公立学校制度が彼らが主張するように本当にすばらしい仕事をしている

というのであれば､ どうして政府による干渉を受けない競争校との競争を恐れなければならないの

か｣ と一蹴する｡ また ｢子弟の福祉にもっとも関心を払っている親は真っ先に子弟を転校させるこ

とになるので……ある公立学校は 『くず』 生徒だけが残り､ その質は現状よりももっと貧困になっ

てしまう可能性はたしかに存在している｣ と認める｡ しかしそれでもなお､ ｢民間の市場が学校教
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育を支配してゆくにつれてすべての学校の質が次から次へと上昇してゆくので､ 最悪の学校でさえ

相対的にいえば順番的に低位に所属するとしても､ 絶対的な質においては現状よりもはるかによく

なるだろう｣ (訳 p.390) と主張する｡

しかしながら､ 同時に､ 彼は ｢職業的教育家｣ あるいは ｢教育官僚｣ (educational bureaucracy)

｢教育界におけるエスタブリッシュメント｣ (educational establishment) と彼が呼ぶ教育界関係

者の反対論や抵抗は､ きわめて根強いことを否定しない｡ 彼らは､ ｢バウチャー制度を研究したり

調査したり実験したりしてみようとするすべての試みに､ 断固として反対してきている｣ と言う｡

この点に関連して､ フリードマンは､ 同じように教育バウチャーを実験しようとして､ 教育関係者

の抵抗にあった英国の事例をひきながら､ 専門的教育家と親たちの認識のズレについて次のような

観察を行っていることは興味深い｡ 英国のある地方の教員組合の委員長は次のように述べたという｡

｢われわれとしては､ 学校の理事会やケント州の教育委員会の視学官や国務大臣に付属してい

る勅任視学官を通じてだけ､ 親に対して責任をもっているのだ｡ その理事会や視学官といった

人たちだけが職業的な判断を下すことができる専門家なのだ｡ 親たちがその子弟のために教育

的に何がもっともよいか知っているとは､ 私には考えられない｡ ……われわれ職業的教育者は､

子供たちの問題が何であるかを明確にし､ 子供たちの弱点が何であるかを発見し､ 正しく取り

扱いをしなければならないところで正しい取り扱いをすることができるように訓練されている

のだ｡ こういったことをわれわれとしては､ 親との共同においてやりたいとは思うが､ 不当な

緊張のもとでやらされるのはお断りだ｣ (p.174, 訳 pp.397-398)｡

職業教育者たちの専門家としての自己の職業的権威に対する自負と自信を示すものと言えるだろ

う｡ しかしながら､ フリードマンは､ そこに､ 親の判断力や能力に対する彼らの不信感と独善を見

ている｡ 一方､ ある親は次のように語ったという｡

｢親は何が自分たちにとってよいかを教師から告げられるだけのことだ｡ 教師は偉大な仕事を

しており､ 親はどんな意見もいってはならないと口を封じられてしまうのだ｡ もしバウチャー

が導入されれば､ この制度が教師と親とを一緒にさせるに違いない｡ 自分の子弟が心配な親は､

よいサービスを提供していない学校からその子弟を退学させて､ よいサービスを提供している

学校へ転校させることができる｡ ……教師が､ バウチャー制度は自分たちの頭に突きつけられ

たピストルだというのはよく理解できることだ｡ しかし現時点においては､ 教師が同じピスト

ルを親の頭に突きつけているのだ｣ (p.174, 訳 pp.398-399)｡

�. さらに20年が経過して

さらに20年以上が経過した2002年､ コロンビア大学の ｢教育の民営化研究センター｣ の研究グルー

プは､ フリードマンに､ バウチャーを中心とした教育問題に関して､ 彼の見解をあらためて問うイ

ンタビューを行なった｡ インタビュアーは､ 冒頭､ 次のように質問の口火を切った｡ ｢私は､ ティ

チャーズ・カレッジで (教育の) 選択と民営化のコースを教えており､ その中で､ 『資本主義と自

由』 を読んでいる｡ ……この本が出版されてから40年がすぎ､ 我々は､ ミルウォーキー､ クリーブ

ランド､ そして最近では､ フロリダにおいていくつかのバウチャーの実験を行なってきた｡ また､
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民間資金拠出のバウチャー (T. Forstman と J. Watson が1998年に発足させた貧困層の私立学校

就学を促進するための ｢児童奨学基金｣ 筆者注) の実験も見てきた｡ 我々はまた､ チャーター・

スクールの増加も見てきた｡ あなたは､ 1962年に自身が行なった提案について今どのように感じて

いますか｣ と｡ フリードマンは答える｡

｢あなたの発言は､ すでに多くのことが遂行されたかのように聞こえるが､ それはまだ始まっ

たばかりです｡ 提案は､ 実現される途上にある｡ ……道ははるかに遠い｡ 我々はきわめて限ら

れたプログラムしか持ってこなかった｡ ミルウォーキーのプログラムは最大のものであったが､

それでもわずかに15,500人が対象とされたにすぎない｡ Forstman-Watson のプログラムは興

味深いものであった｡ そこには､ ４万件の奨学金に対して､ 125万人もの応募があった｡ 応募

者は各自1,000ドルを自己負担することを応募条件としていたにもかかわらず｡ それは､ 選択

に対して､ 大きな需要が存在しており､ 選択を待つ巨大な市場が発展する可能性のあることを

示している｣ (Interview 2002 pp.3-4)｡

興味深いのは､ 彼のチャーター・スクールに関する見解である｡ ｢今や､ チャーター・スクール

がある程度の選択を提供している､ しかし､ それには限界がある｡ それらは､ 政府のシステムの一

部であり､ それは､ 価格に関して競争することはできない｣ (p.5)､ ｢もしチャーター・スクールが

想定されるように､ 本当に規制から自由であるとするなら､ 学校が得ている資金の量､ それはほと

んどの州で公立学校の生徒一人当たりの額と同じであるが､ それは多すぎる｡ チャーター・スクー

ルなら､ 政府からの規制が少ない分､ 自らを効率良く運営でき､ 特にそれが営利型企業によって運

営されるなら､ かなりの少ない額の費用で､ 同じ､ あるいはより良い教育を提供できる｣ (p.17)｡

ここでも､ また､ フリードマンは､ 自由市場と競争の拡大がもたらす成果に対する期待をあらた

めて力説する｡

｢基本的には､ 私は､ 民間市場に､ 競争のためのより多くの機会を見いだしている｡ さまざま

な種類の教育を提供するために､ 多数の､ 民間の営利追求型の企業が出現しつつある｡ それら

のいくつかはチャーター・スクールを運営している｡ 補習教育､ 補習学校､ 放課後の個人指導

を提供するものもある｡ いくつかは､ 私立学校を設置しつつある｡ 社会のその他のすべての分

野で､ 我々は､ 競争を通じて進歩を遂げてきた｡ 米国で､ 技術的に最も遅れをとっている分野

はどこか｡ それは､ 郵便局､ 議会､ そして学校である｡ なぜならば､ それらは､ すべて政府運

営で､ 政府独占だからである｡ その他の分野､ たとえば､ 電話､ テレビ､ ラジオ､ 小売店､ スー

パーマーケット､ 自動車では､ 進歩と変化を生み出してきたのは競争である｡ そして､ 我々が

教育において現実的に必要とするものは､ より多くの競争である｣ (p.5)｡

ここでは､ 彼は､ 20年前､ 40年前と異なり､ バウチャーの額面は､ 現在公立校に使われている額

の半分でもよいとまで主張する｡ ｢なぜ､ 私は､ 公立学校コストの半額のバウチャーを与えるだけ

で良いと言うのか｡ その答えは､ 政府がやることは､ なんであれ､ 民間企業のやることの二倍のコ

スト高になるからである｡ 民営化された政府サービスの例がある｡ 民間と政府のバス路線､ 民間と

政府のゴミ収集｡ 平均して政府がやると､ 同じ成果をあげるのに民間とくらべて二倍のコストがか

かる｡ 実に簡単な理由である｡ 政府の職員は､ いつでも誰か他の人の金を支出している｡ 誰か他人
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の金を使うとき､ 人は自分の金を使う時ほど慎重にはならない｡ そのため､ 政府が､ 生徒一人当た

り年間６千ドルの費用で学校教育を提供できるなら､ 民間企業は３千ドルで良い教育を提供できる｣

(pp.16-17)

さらに､ これまで行なわれたバウチャーの実験に関して､ インタビュアーは ｢バウチャーは､ 実

際には､ 人が思うほど人気のあるものではなかった｡ ミルウォーキーでは､ バウチャーに応募資格

のあるすべての親がそれに応募したわけではなかったのではないか｣ と指摘してフリードマンの見

解を尋ねた｡ これに対し､ フリードマンは､ 率直に次のように答える｡

｢それは正しい｡ それはフロリダでは真実であった｡ クリーブランドではそれが真実であった

とは私は思わない｡ そこでは問題は､ 逆であった｡ 学校に十分な受け入れの余裕がなかった｡

ミルウォーキーについては確かにあなたが正しい｡ しかし､ バウチャーの人気は､ ミルウォー

キーで出現しつつあることによって示された｡ 教育委員の選挙があった｡ 教員組合が一方の名

簿を支持し､ 選択賛成派がもう一つ名簿を支持し､ 反組合派が四つのすべての席を獲得した｡

それは､ 選択支持派の完全な勝利であった｡ そしてミルウォーキー市長は､ 選択に賛成してい

る｡ ウィスコンシン州知事は選択に賛成している｡ 現在までの最終的な集計では､ バウチャー

に関係してなんからの種類の動きが見られる州は､ 全体で26州になっている｡ コロラドは州民

投票を行なったが僅差で敗北した｡ 彼らは次の州民投票の用意をしている｡ 多くのことが進行

している｡ ダムは壊れはじめている､ それが壊れるにつれて､ 水はますます急激に押し寄せる

ようになると私は考える｡ 選択は､ 見えはじめており､ それが何時になるかは､ 私は知らない

が､ ここまでは長い時間がかかったが､ それに向けてのスタートは切られている｣ (pp.24-

25)｡

上記のインタビューは､ フリードマン本人は､ バウチャーの制度化に関しての現在までの成果に

は決して満足していないこと､ だが､ 彼は､ それを見果てぬ夢とは考えておらず､ ますます意気軒

昂であることを示している｡ 先に紹介した､ 改革案を提示し続けながら､ 環境が熟成するまでその

実現をじっくりと待つという姿勢は､ ここでも失われてはいない｡ しかしながら､ 彼の戦略にも､

やや変化が見られる｡ 彼は､ ４年前 (1998年) に､ 妻ローズとともに､ 教育における選択の拡大､

教育バウチャーの普及を目的とした財団 (the Milton and Rose D. Friedman Foundation for

Educational Choice) を 立 ち 上 げ た こ と を 述 べ て い る ｡ 財 団 ホ ー ム ペ ー ジ

(www.friedmanfoundation.org) によれば､ 上記の目的のために､ 経験と研究の交流､ アドボカ

シー､ ロビー活動等を積極的に展開していることがうかがわれる｡ 経済学者として頂点をきわめた

人物が､ 自らの人生最後の仕事として教育問題を選んだという事実に再び彼の信念をみることがで

きる｡ 最晩年の2005年11月に書いた論考のタイトルは､ まさに ｢学校バウチャー50年を迎える､ だ

が闘いは始まったばかりである｣ というものであった (Enlow & Ealy, 2006 pp.155-158)｡

�. フリードマンの論議に欠けるもの

彼の発言にそってその主張をみてきた｡ しかしながら､ 彼の言う ｢職業的教育家｣ ｢教育官僚｣

に近いところに位置する一教育学者としては､ なんらかのコメントをしないわけにはゆかない｡ 最

後に､ フリードマンの論議において､ 特に気になったことを二点だけふれよう｡
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第一は､ 彼の教育論議における教育史的な視点の欠如である｡ 『資本主義と自由』 の中でも､ ｢学

校教育への政府の介入が､ 米国でこれまでの線に沿って発展してきたのはなぜであろうか｡ この問

いに決定的に答えるためには教育史の詳細な知識が必要とされるであろうが､ わたしはそれをもっ

ていない｣ (p.96, 訳 p.109) と述べている｡ おそらく､ これは謙遜ではないであろう｡ 彼のバウチャー

論は､ 彼の経済理論と自由への信念から導き出されたものであり､ 教育史的なコンテクストとはほ

とんど接点をもたない｡ 1980年の著作でも､ この教育史的視点の欠落の傾向は変わっていない｡ 教

育の章は､ 前著よりも記述が多く､ 章末には､ かなり長い注もつけられているが､ ここでも､ 教育

史関係のものはわずかであり､ 英国の経済史学者で教育問題にも関心をもつ E. G. West の著作か

ら米国教育史の記述を引用しているのみである｡ 彼は､ 学区統合や教育行政組織の肥大化が親の教

育への発言権を奪ったと批判するが､ その理由を職業的教育家の自己利益の追求に求めるだけでは､

やはり一面的であろう｡ また､ 彼は､ 教員組合を強く批判するが､ 1960年代になぜ NEA が教員組

合に転化し､ 戦闘的姿勢を強めるようになったかについて語ることがない｡ まさに米国教育史の歴

史の産物である ｢教育エスタブリッシュメント｣ を敵と想定しながら､ その相手の拠って立つ基盤

についての理解が不足していたのではないか｡ これは､ 相手方との対話や説得にあたって少なから

ぬ障害となったのではないかと推測される｡

第二には､ バウチャーの理論そのものに関係する点である｡ 彼は､ 親の学校選択権を強く主張す

る｡ しかしながら､ 彼のバウチャー論をかなり注意深く読んでみても､ もう一つの選択､ すなわち､

学校側の児童・生徒選択権については､ ほとんどふれられてはいない｡ 私立校､ とりわけ､ 名門の

エリート私立校では､ 生徒選抜は当然のことであったであろう｡ その理由は､ 建学の精神であれ､

社会経済的観点であれ､ ともかく私学は､ 入学希望者を全員受け入れることはなく､ 生徒を選抜し

ていた｡ もしバウチャーが採用され､ こうした私立校にも､ バウチャーを手にした新しい入学志望

者が押しかけたとしても､ おそらく名門私立校は､ この生徒選抜権を放棄することはないであろう｡

もし､ それになんらかの制限が課されることになれば､ おそらく､ これらの学校は､ バウチャー受

領校として ｢公認される｣ ことを自ら拒否することになろう｡ 限られているとはいえ有力な顧客を

相手にして経営が成り立つ名門私立校は､ そもそもバウチャーによる公費補助に関心を示さないで

あろう｡ フリードマンが想定する利益追求型の私立校でも問題はありえる｡ おそらく､ こうした学

校は､ 経営を安定させるために一人でも多くの生徒を獲得する努力を惜しまないであろう｡ しかし

ながら､ これらの学校でも無制限に生徒を入学させるわけにはいかない｡ 施設設備には限度があり､

教育機関としての適正規模もある｡ 人気校になり､ 需要がキャパシティを上回るようになれば､ な

んらかの形で生徒選抜を行なわざるを得なくなる｡ こうなると､ 親の学校選択権と学校の生徒選抜

の行動は､ 対立する要素をはらんでくる｡ 営利企業としての側面が強い私立学校では､ できる限り

教育コストのかからない生徒 (問題行動を起こすことの少ない家庭環境の良好な子ども､ 補習授業

などの余分なコストの不必要な子ども) を優先して選抜しようとするであろう｡ もし､ こうした状

況が出現するとすれば､ 政府は､ バウチャー認定校になんらかの規制を導入するかもしれないが､

それは､ 根っからの自由市場論者であるフリードマンにとっては理論的自己矛盾に陥ることになろ

う｡ また､ この問題は､ バウチャーの導入によって独占的通学区を解除される公立校の間でも生じ

うることである｡ フリードマンほどの賢明な人物が､ この問題を認識していないはずはないと思わ

れるが､ この点については､ 彼の明確な見解を聞く機会がなかったことは残念である｡

Ｍ・フリードマンの ｢教育バウチャー論｣ 再考
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むすび

フリードマンの教育バウチャー論をあらためて読んでみて､ 半世紀も前にこうしたアイディアを

提示した先見性､ 自己の理論と信念に対する揺るぎない姿勢､ 時代状況の変化を見通す洞察力､ 説

得力に富んだ縦横無尽な語り口と､ その人物像は確かに魅力に富む｡ しかしながら､ その努力にも

かかわらず政策としての採用への抵抗は依然として根強い｡ フリードマンという最大の理論的支柱

とカリスマ的な推進者を失った米国の教育バウチャーが､ 今後どのような歩みをみせるのか､ その

行方を注目したい｡
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Abstract

European countries have prioritized education for immigrant Muslims to promote their inte-

gration in society. Strong reactions towards nationalism within and against the immigrants

have been on the increase, especially after 9/11, and the role of education has become more im-

portant than ever. Islamic dogma dictates the Muslim's daily life in addition to religious du-

ties, so that Muslims experience conflict between the dogma and educational environments.

Although Muslim groups have diversified in non-Islamic countries, they are similar in their

unwillingness to assimilate in the host society.

This article first summarizes the general concepts of Islam and its view of education. The feel-

ings of Muslims are included in the first section, such as common educational goals, identity,

and diversity among Muslims. It also explains issues in Japan both for school side and for

Muslim students and their families. The unique characteristics of Muslims and their educa-

tional and �religious� needs are reviewed. Individual efforts are also mentioned while communi-

cation problems are described. The author finally refers to recent cases of Islamophobia, a

dynamic phenomenon characterized by mistrust of Islam and Muslims in various Western

countries, and indicates the possibility of similar reactions in Japan.

Understanding of Islam and Muslims is still insufficient in Japanese schools because of limited

accurate information about Islam and limited opportunities for direct interaction with Mus-

lims in Japan. Nowadays, however, the number of Muslim students in Japan is growing, and

the need for learning for living together has taken on increasing importance in modern society.

はじめに

近年､ 特に2001年９月11日の同時多発テロ事件以降､ 様々なレベルでイスラーム１に対する関心

は高まっている｡ フランスにおける暴動やムハンマドの風刺画に対する世界規模での反応等により､

移民の受入国側においても民族主義の台頭やイスラモフォビア等の排斥傾向が一層見られるように

なり､ これまで以上に異文化・国際理解の教育､ 中でもイスラームに関連した教育の役割が重要と

なっている｡ 学校におけるイスラーム教徒 (以下､ ムスリム) の子どもへの教育は､ 移民を多く受

け入れている欧州諸国において社会的統合の観点から重視されてきた｡

我が国においては､ イスラームはまだ遠い存在で､ 欧州のような騒動は日本では生じないと捉え
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られがちだが､ 2001年５月21日に富山県でクルアーン (コーラン) が破り捨てられたことに対して

ムスリムによる抗議運動が全国で展開された｡ 後にイラク戦争への関与等によって一時的に関連情

報が増え､ 関心が高まったが､ 日常レベルにおける関心と情報の正確さについては､ 日本ではイス

ラームが意識されているとはまだ言い難く､ 日本の教育に影響するとはなかなか想像しにくいであ

ろう｡ 日本の学校においては生活に深い関わりを持つ宗教としてのイスラームについて知る機会は

限られている上に､ ムスリムの子ども達は日本ではまだ少ないために､ 個別の対応で済まされてい

る｡

イスラームはその教義の中で信徒の生活一般も扱い､ イスラームが主流でない国に滞在するムス

リム集団は民族的多様性を伴いつつも､ 滞在先への同化はあまり見られない共通点がある｡ 滞日外

国人に比べてもムスリムの教育問題としては学校における服装・行動等のニーズに特徴がある｡ 例

えば､ イスラーム教理と教育内容の非分理性を求める保護者の教育観が影響力を持ち､ そのため子

どもは学校生活において強い葛藤を持つことがある｡

現在､ 日本国内のムスリムの子どもの数は増加傾向にあり､ 彼らとその保護者は教育問題を抱え

ているにもかかわらず､ ムスリムを扱った研究蓄積はまだ少ない｡ そこで本稿では､ 彼らの教育問

題を把握するための準備段階として､ イスラームと教育､ 日本の学校におけるムスリムが抱えると

考えられる課題を概観し､ 現代的な課題として欧州におけるイスラームへの態度を紹介し､ 日本に

おける対応の必要性をまとめる｡

１. イスラームと教育

� イスラームの特徴

イスラームにおける教育熱

イスラームとは ｢絶対帰依すること｣ の意で､ 唯一なる神アッラーとその使徒であるムハンマド

を信じ､ 聖典クルアーンの教えに従って生きることを意味する｡ ムスリムにとって現世とは来世の

ために課されたものであり､ 来世こそが本物の人生であると捉え､ 教育の源泉はクルアーンである｡

クルアーンの原義は ｢読まれる (誦まれる) もの｣ で､ アッラーからの言葉を記したとされている｡

クルアーンでは､ 最初の啓示として ｢読め｣ から始まるように､ ムスリムが物事を知ることを奨励

しており､ 知ろうとする努力をしない者は､ 怠慢であるとされている｡ 現世における規範をまとめ

たものはシャリーア (イスラーム法) であり､ 日常生活における具体的なことも記されている｡ 狭

義の宗教面に限らず､ 社会生活全体をイスラームが律するとされるため､ イスラームには日本人の

持つ宗教の典型的なイメージに加えて､ 生活習慣についての規範も含めた日常生活に沿った生き方

に関する信条が含まれる｡

ムスリムの親はその子どもに対する教育に熱心であるが､ それはムスリムとして育って欲しいと

願いの上に､ 宗教上の義務であると捉えているためである｡ 例えばインドネシアの場合､ 宗教学校

であるマドラサが公教育に含まれ､ 午前中に一般の普通学校へ通い夕方にマドラサに通う子どもが

多い (中村, 2004：115)｡ また､ 宗教教育を公教育から一時は完全に排除したことがあり､ ムスリ

ムが国民の多数を占める国の中で唯一イスラームを国教としていないトルコ共和国でも宗教教育を

求める親は多い (丸山, 2006：145)｡ 公立学校へ通う英国在住のムスリムの子どもも宗教について

放課後に学ぶためモスクや個別の教室に通っている (Parker-Jenkins, 1995：11-14)｡ すなわち､

ムスリムの教育に対する熱心さは､ 学校教育における教科等の学習だけではなく､ イスラーム教育
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を受ける期待の大きさであると言える｡

ムスリムの帰属意識

今日､ 日本では愛国心が議論されているが､ ムスリムは神の前に平等であり横のつながりがある

と捉え､ 彼らにとってはイスラーム共同体の方が､ 国民としてのつながりよりも強いとも言える｡

東長は､ イスラームを垂直軸と水平軸の２つの軸でとらえ､ 次のように解説する｡ 垂直軸とは神と

それを信仰する人の縦軸で､ 水平軸とは共同体の思想のことである｡ 現代は水平軸が国民国家とい

う境目によって区切られており､ 例えば紛争解決の手段としての戦争等は､ 国家という枠組みで公

式には行われる｡ しかしイスラームにおける水平軸は､ 国家の担う共同体の役割を一部持っている

ために､ 一般的に考えられている国家を越えてより広い｡ したがって日本人の考える (主に垂直軸

による) 宗教観とは異なり､ イスラームは本来､ 国家が担うべき武力の行使を容認している過激な

宗教としてとらわれがちとなる｡ ｢さらに言うならば､ 『宗教とは本来､ 愛とか平和とかいうものを

目指しているはず』 だという……宗教観そのものが､ ある種日本的なものであるとも言える｡ キリ

スト教やイスラームの立場に立つならば､ 宗教は､ 愛や平和と並んで､ 正義をも目指すべきもので

ある (東長, 2004：180)｣ からである｡

共同体として視覚化された例の一つとしては､ ムスリムの義務である五行の一つマッカ (メッカ)

巡礼があろう｡ どのような立場の男性でも共通の白い服をだけを身につけ巡礼するため､ 神の前で

はムスリムとしてのアイデンティティ以外は何もなくなる｡ 巡礼といった特別な行事ではなくとも､

日常的にメディアを通してアフガニスタンやイラクにおける米軍による攻撃や欧米でムスリムが受

ける差別を見聞きするにつけ､ ムスリムは共通の体験としてその痛みを分かち合う２｡ そうしたこ

とから､ 近代教育を通じて国民としての意識は強くなったが､ 国籍によるアイデンティティに加え

てムスリム同胞としての帰属意識も強いのである｡

イスラームの多様性

しかしながら､ ｢イスラーム｣ と一括りにできないことが､ その理解を深めることを困難にして

いる｡ それは ｢典型的なイスラーム社会は､ 地球上探してもどこにも存在していない｡ 存在してい

るのは､ さまざまなイスラーム教徒のつくるさまざまな社会である｡ ……理念的なイスラーム社会

はどこにもまだ具現されていない｡ だからこそ､ イスラーム教徒の間に､ 真のイスラームにめざめ

ようというナフダ運動がおこる現象につながるのである｡ なかには原点に戻ろうという過激な運動

に走るものも出てくる (片倉, 2004：19)｣ と記されるように､ 神と信徒個人が信仰 (契約) で直

接結びつくため､ 個人差を含め多くの考え方と行動が存在する｡

それを端的に表すのが､ 自爆テロであろう｡ イスラームでも自殺は禁止されており､ 自殺した者

は地獄へ行くとされている｡ 世界と人間は神によって創造され､ 人間が死ぬときには最後の審判を

受けることとなり､ その際に現世で行った善行と悪行が精密に秤にかけられ､ その結果により天国

と地獄へ送られるとムスリムは信じている｡ そのため､ 現世での自己犠牲 (殉教) は幸福を約束さ

れた来世のための善行であると実行する者が捉えた場合は､ それは自殺ではない｡ しかしながら､

同胞であるムスリムも犠牲にするほど無差別な自爆テロは決して許されるものではないと考える立

場のムスリムが大多数である｡

こうした信者のとらえ方に幅があるとはいえ､ 神に対するおそれ３は一致しており､ 概してムス

リムは来世において天国へ行くことを許されるために､ 現世における生き方を正す努力をしている

という点において､ ムスリムの考えは一つと言える｡

滞日ムスリムの教育に関する予備的考察
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� 日本におけるイスラーム

イスラームに関する知識が少ない日本

前節に記したイスラームに関する記述は､ 恐らくまだ一般的に広く知られていないと思われる｡

特に日常的にイスラームについて知る機会がない場合､ メディアの影響が最も大きくなり､ それが

日本社会における偏見と無知の原因となると指摘もある｡ そうした日本の土壌として､ 片倉は次の

３つの理由を挙げる｡ まず明治以降の日本が西洋志向であったこと､ 次にマスコミ等で報道される

イスラームに関する情報が滅多に起こらないような非日常的なものに偏っていること､ そして ｢豚

を食べてはいけない｣ 等の部分的な知識でイスラームを理解した気になっている点を挙げている

(片倉, 2004：5-7)｡ 明治維新以降の日本は欧米を手本とし､ 常に追いつき､ 追い越すべきは欧米

の水準であったことから､ 日本経済をはじめとする各界での西洋志向は当然であったといえる｡ し

かしその傾向は現在も基本的に根強く､ 欧米の細かな日常生活が紹介されることに対して､ 近年の

報道に見られるイスラームに関する情報は､ 非日常的なものが取り上げられがちであることが指摘

されている４｡

日本に住むムスリムの数

さて､ ここで滞日ムスリムのプロフィールを簡単に見てみよう｡ 日本のムスリム人口については

10～20万と言われるが､ 正確な数字はわかってない｡ 国籍をもとに外国人登録者及び不法残留者を

含めると､ 1995年には約６万人 (杉本, 2000：313)､ 2000年にも約６万人 (桜井, 2003：36)､

2003年で約15万人 (片倉, 2004：17) と､ 先行研究においてもばらつきがある｡

ムスリムの入国が増加したのは1980年代後半以降のことであり､ 当時のバブル期の建設業や製造

業､ サービス業における人手不足を背景に､ インド､ パキスタン､ バングラデシュ､ イラン､ マレー

シア､ インドネシア､ アフリカ諸国から入国が増加した (片倉, 2004：17)｡ 日本人改宗者として

は､ 日本ムスリム協会の会員数から外国人ムスリムの配偶者を計算し､ 約8000名としている (桜井,

2003：37) ものから､ 若年インテリ層を中心に増えつつあり､ 2003年現在､ 約７万人と推定する報

告 (片倉, 2004：17) まである｡ いずれにしても､ ムスリムの子どもはムスリムであることから､

今後､ 増加傾向にあることには違いない｡

滞日ムスリムの生活

外国人ムスリムが来日した当初､ 彼らの問題は仕事や住居､ 食材探しだったが､ 滞在期間が長く

なり日本でいかに信仰を維持するかとなり､ 日本国内におけるモスク作りが関心ごとになった｡ 最

近は､ 日本生まれの二世を日本の学校に通わせながら､ いかにムスリムとして育てるか､ イスラー

ムの教義に従った墓地の確保が関心事になっている (桜井, 2003：22)｡

日本人と外見が異なることが多い外国人ムスリムであるが､ 日本においては後述するイスラーム

嫌悪にもとづく差別を､ 欧米ほど受けてはいないようだ｡ 日本で生活する外国人が直面する問題と

の共通点が多く､ 例えば､ 日常生活レベルでは､ ゴミの分類や近所のつきあいといった規則や習慣

の違いに戸惑いを感じる者がいる｡ 社会との関わりとして､ 就職が困難であることは言葉の問題が

主たる理由であるが､ 職種によっては女性の服装が制限となっている｡ しかしながら､ いずれもム

スリムに向けられた悪意は現在の欧米ほど伴っていない｡ また､ ムスリムが多く集うモスク (イス

ラーム寺院) 周辺の日本人住民たちは､ ムスリムに対して特に強い感情を持っているわけではなく､

彼らがモスク周辺の通りを掃除したり､ 近隣の住民に丁寧に挨拶をする態度を見て､ むしろ好感を

持っている｡
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２. ムスリムにとっての日本の学校生活と学習環境

前節ではイスラームにおける教育観や滞日ムスリムの考え方及び日常生活を見てきたが､ 学校教

育に関連した課題について､ 本節ではムスリム特有の課題である学校生活の例として給食､ 体育の

授業､ 保健の授業における性教育の３つの問題､ そして学習環境として日本人ムスリムと彼らを支

援している状況を取り上げる｡

関と内藤ら (1996) は､ ムスリムの抱える教育問題として､ 服装､ 食べ物､ 男女混合の体育､ 母

語教育と外国籍教員を挙げている｡ 服装に関して言えば､ 日本において女子の制服が体のラインが

分かるような服装と捉えられ問題となる可能性がある｡ 学校給食は禁忌の問題と絡んでムスリムの

子どもには大きな苦痛となり､ 水泳などの実技が男女混合で行われることが多いことにも大きな抵

抗がある｡ 言語の問題は滞日外国人すべてに共通する問題であるが､ ムスリムの出身国が多様であ

ることから本格的に対応するならば本国から教員の派遣を要請する必要があり､ 日本の公務員の国

籍条項に抵触する問題ともなりうる｡

学校給食

ユダヤ教徒ほど食事に関する制限は厳しくないとはいえ､ ムスリムの食事に関する制限は豚肉を

食べないぐらいが一般的な理解であろう｡ しかし､ 厳格に捉えるムスリムの場合､ 油や原材料に含

まれるラード等をはじめ､ それらを用いた料理で使用されたフライパン等の調理器具で調理された

食事は､ 食べることができないと考える者もいることまでは､ 給食を作る側としては配慮していら

れないのが現実である｡ そのため､ 日本国内にあるイスラームセンター等の情報提供側は､ 子ども

に弁当を持たせよという提案をする｡

しかし､ 杉本 (2000) の調査報告資料では､ 日本の公立学校に娘を入れた外国人の母親が教師に

相手にされない事例と､ 給食をめぐるジレンマを紹介している｡ すなわち､ 弁当を持たせたとして

も､ 学校の他の子どもから孤立するのではないかという心配をする保護者がおり､ 学校の対応は完

全でない場合がある｡ 他方で､ 最近は特定の食材を除いたアレルギー食の導入が見られ､ 学校から

配られる献立表をチェックし､ 事前にハラールかどうかを子どもに教え､ 弁当を持たせるようにす

ることで対応し､ 学校側もムスリムが非常に少数派であるため､ 特別なケースとして理解を示す事

例も報告されている (桜井, 2003：180)｡

体育の授業

イスラームの規範が主な理由で体育の授業が制限される場合もある｡ 例えば､ 男女一緒にプール

に入れたり､ 裸で日光浴をさせたり､ 昼寝させることに保育園に女の子をあずけているパキスタン

人の保護者は強い抵抗を感じている｡ これは､ イスラーム世界では男女は異なる空間に存在すべき

であるという規範を重んじるためで､ 小学生以上の年齢になると血のつながらない男女が一緒にい

るのは望ましくないととらえられる｡ しかし､ 学校や級友の理解を得て､ スカーフ５の代わりに体

育の時間には帽子をかぶり授業を受けている女子の例も報告されている (桜井, 2003：178-180)｡

体育の授業に不参加することが宗教と教育の問題になった例としては少々古いが､ 1991年の体育

実技の拒否により退学処分となり､ 裁判となった例がある｡ これは ｢エホバの証人｣ という宗教の

信徒が在籍中の高等専門学校における体育 (剣道) の実技に参加しなかったために､ 原級留置を繰

り返し､ 同校の校則により退学処分を受けたものだった｡ 裁判となったこの件では､ 剣道の実技の

みの不参加でその代替措置が用意されてなかったこと､ 特定の宗教を優遇し政教分離に反しないか

等が争点であったが､ 日本の授業における宗教に対する対応の例として取り上げることができよう｡

滞日ムスリムの教育に関する予備的考察
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保健の授業：性教育

年ごろになると､ 男女の接触を嫌うため､ たとえば学校で行われるレクリエーションなどで男子

と手をつなぐ､ あるいは肩に触れるといった行為も厳密には避けられるべきものとなる｡ ｢特に娘

を持つ親はそうしたことを危惧し､ 日本での教育をあきらめ帰国するか､ 年頃になる娘だけ祖国の

祖父母に預ける人もいる (桜井, 2003：180)｡｣ また､ 女子校へ進学させたくても､ 足が見える制

服や高い授業料がハードルとなっている｡

しかしながら､ 保護者の教育観がそうした行動に対しての反応を決定づけるとは言えるが､ 子ど

もにとっては､ その友達が理解､ あるいは受け入れてくれるかの方が重要で､ 保護者が子どもにム

スリムらしく生きることを望んでいても､ 日本の学校で生きる子どもがその通りに育つとは限らな

い｡ ムスリムにとっての性教育の原則は､ 婚姻が大前提にあり､ それ以外の性的関係はまったく受

け入れられないというものである｡ そのため､ 教育の場では ｢ヒトの発育という事実としての知識

から､ イスラームが扱わない性的な行為について性教育の内容が移るとき､ 困難が生じる

(Parker-Jenkins, 1995：69)｣｡

日本人ムスリムの子どもと保護者

バブル期に来日した外国人ムスリムは若い労働人口層に属していたこともあり､ 彼らの日本への

定住化が進むにつれ､ 日本人女性との国際結婚も増えた｡ 彼らの子どもは日本の学校に通うように

なり､ 先の給食､ 体育､ 性教育等の問題について日本人の母親は担任と話し合いをし､ 学校側へ依

頼や許可を願い出ることになる｡ だが､ 外国人の子どもと保護者に対しては､ 外国人だからと､ す

なわち例外としてムスリムとしての要求が認められることはあっても､ 日本人の場合は期待できな

いことが多いだろう｡ それはイスラームを外国の習慣や文化とみなすか､ 宗教とみなすかという判

断の相違である (桜井, 2003：221)｡ 上のエホバの体育実技不参加の例は､ 外国人ではなく日本人

信徒に対する寛容性の低さを示しており､ 学校や教室に対して日本人の子どもと保護者が宗教によ

る要求をし､ 受け入れられることは難しいと想像される｡

個人に支えられている環境

杉本 (2000) は､ 日本におけるムスリムの教育の大部分が有志の個人的努力と負担によってなさ

れており､ ムスリムの子ども達は２つの困難を抱えていると指摘する｡ ひとつは日本の公教育政策

の持つ同化主義的な傾向のため登校が認められるだけでも感謝すべきであり､ 保護者が希望するム

スリム・アイデンティティを保持しようとする教育など望むべくもないという点｡ 他方としては､

外国籍児童生徒に対する特別な配慮は､ 中国語系やポルトガル語系等の多数な集団を対象とし､ 少

数でありながらも同化圧力によって著しい困難を抱える集団には配慮がないという点を挙げている｡

経済的に余裕がある家庭の場合は､ キリスト教徒やユダヤ教徒の子どもが通い､ 宗教についての

理解が得やすく､ 英語を習得できることでその子どもの将来における選択肢が増えるインターナショ

ナル・スクールへ通学させることができる (桜井, 2003：181) が､ いわゆる途上国出身の家庭に

とっては､ 公立学校が唯一の選択肢である場合が多い｡ そしてその公立学校で､ 日本人ムスリムの

母親が学校側からの理解を受けることができず､ 他の保護者から学習の邪魔と見なされ､ 担任の先

生から子どもを支えきれないと見なされた場合､ 大変な苦痛を持つであろう｡ そのため､ 公教育の

中で政教分離の原則と実際の対応について整理し､ 組織的に取り組む必要がある｡
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３. イスラモフォビア：ダイナミックな新たな課題

最後に､ イスラモフォビアと呼ばれるイスラーム及びムスリムに対する悪感情と諸外国における

傾向を記し､ 日本ではまだ表面化していないイスラモフォビアの可能性について記す｡

� イスラモフォビアとは

イスラモフォビア (イスラーム嫌悪：Islamophobia) という用語は､ フランスにおける ｢ユダ

ヤフォビア｣ のように特定の外国人に対する嫌悪感・悪感情を示すものと同様に使われてきた｡ そ

して1996年に設置された ｢英国ムスリム・イスラモフォビア委員会 (The Commission on British

Muslim and Islamophobia: CBMI)｣ が翌1997年に刊行し､ 英国下院に提出した報告書 ｢イスラ

モフォビア：私たち全員の課題 (Islamophobia: a challenge for us all)｣ で使われ､ 欧州をはじ

め米国でも広く使われるようになったと言われている｡ 2001年９月11日に起こった同時多発テロ以

降は､ イスラモフォビアがさらに強まる傾向が欧米各国で報告されているとして､ 2004年に ｢イス

ラモフォビア－課題､ 挑戦､ 行動 (Islamophobia-issues, challenges and action)｣ が発刊された｡

1997年の CBMI 報告書は､ イスラモフォビアとは排除 (Exclusion)､ 差別 (Discrimination)､

暴力 (Violence)､ 偏見 (Prejudice) からなるとまとめ､ イスラームに対して閉ざされた・開かれ

た視点を描写することで､ イスラームが内的発展や多様性､ 対話のない一枚岩のものであるという

前提に反論し､ ムスリム社会と社会全体にとってイスラモフォビアが作り出す本質的な危機に注意

を引きつけることを目的としていた｡

フォビア (phobia) は､ ｢『(病的) 恐怖､ ……恐怖症､ ……嫌い』 の意の名詞連結形 (研究社新

英和辞典1981：1588)｣ であるが､ van Driel ら (2004) は､ 加えてイスラモフォビアには不合理

な不信､ イスラーム・ムスリムに対する恐怖・拒絶がある定義している６｡ そして単なる外国人嫌

いといった､ 不信や恐怖､ 憎悪の態度のみでなく､ それらを元に形成される制度化されたイスラモ

フォビアとして､ ムスリムとそれ以外の者の間に社会的な不平等を制度的に反映し､ それを再生産

するような法律や慣習が生み出されることが大きな問題であるとされる｡

� 欧州におけるイスラモフォビア

先進諸国へは移民等の形で流入するムスリムが増加し､ ニューヨークでの9.11以降も､ 2004年マ

ドリッドでの列車爆破事件､ 2005年ロンドン多発テロ､ フランス全土で生じた暴動､ デンマークで

始まったムハンマド風刺画への反応等が国内ムスリムによって行われていると認識する各国民もい

ることから､ イスラモフォビアは欧州において強くなる傾向にある｡

欧州人種差別・外国人排斥監視センター (European Monitoring Centre on Racism and Xeno-

phobia: EUMC７) が2006年５月に発刊した移民の受けた被害に関する報告書８によると､ 回答した

移民のうち各国とも約25～40％が学校における被害を経験していることが分かった｡

これら近年のムスリムに対する態度が悪化する以前から､ 北欧諸国をはじめ欧州では伝統的にマ

イノリティ学校が認められ､ 私設のイスラーム学校にも公的資金が投入されているが､ 最近では欧

州諸国の中で移民に対する政策の方針に変化が見られるようになっている９｡ ただし､ 他方では若

年層に対する教育と関連して､ イスラモフォビアは人権侵害であり､ 社会的つながりに対する脅威

であるという認識も広がってもいる (Ramberg, 2004：105)｡

滞日ムスリムの教育に関する予備的考察
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� 日本におけるイスラモフォビアの可能性

日常的にムスリムと接する機会が多くなった欧州諸国はイスラモフォビアに対する教育実践の蓄

積を積極的に行っていることに比較して､ 日本においてはムスリム人口が少数であることから､ ま

だ一般的には必要性に関する認識は小さい｡

しかし､ 日本においてイスラモフォビアが強くならないという保証はないことは､ これまでの滞

日外国人に対する教室での生徒達の反応､ 学校の先生達の対応､ 保護者の要望とその対応が語って

いると言える｡ 日本人の外国人ムスリムに対する態度は､ 関心を持つ者の間における賛美あるいは

蔑視とわかれ､ 価値判断を避ける傾向を持つ者は尊重するか無視するかとわかれる (桜井, 2003：

220)｡ 自民族 (集団) 中心主義をもとに生まれる､ ムスリムを蔑視する態度､ 無視する傾向を持つ

日本人ならば､ 今後に自らの生活にムスリムがかかわるようになると強い反応が生まれることもあ

るだろう｡ さらに桜井は､ 外国人ではなく､ 改宗した日本人ムスリムに対する理解と支援について

問題提起をしている｡ すなわち､ 規範意識によって ｢日本人のくせに｣ といった日本人ムスリムの

要求を否定する可能性は決して低くないと思われる｡

さらに､ 日本においてはキリスト教系の私立学校が存在し､ そこでは学習指導要領の内容に加え

て､ キリスト教の教義について伝える時間が学校で確保されている場合もあることから､ 同様のこ

とを行うイスラーム学校の設立がムスリムの間では求められている (桜井, 2003：181)｡ キリスト

教が日本において長い接触を持ち､ 差別等を乗り越えてきたことに比較すると､ イスラームの接触

は始まったばかりであり､ 日本で接することのできるメディアを通した情報は公平なものとはいえ

ないこともあり､ 世界的にイスラモフォビアが強まる傾向の中で､ 日本の学校・社会におけるムス

リムの直面する環境条件は決して楽観視できるものではない｡

おわりに

ムスリム人口は10億人と言われ､ 近い将来キリスト教人口を越えると予測されている｡ ｢日本に

おいては､ イスラームとの本格的接触は始まったばかりであり､ その集団としての規模は欧米にお

けるほどの社会的認知には至っていない｡ しかし日本の公教育の同化主義的傾向と異文化に対する

経験の浅さは､ イスラームのある意味で宗教を越えた､ 文明としての特殊性に対する認識を欠き､

適切な配慮と対応に遅れをとる可能性が危惧される｡ ……その集団としての規模だけではなく､ 個々

の文化的・宗教的正確の違いにも慎重な対応が検討されるべきであろう (杉本, 2000：310)｣ と指

摘されてすでに６年以上が経過する｡ その間､ ９/11同時多発テロやその後のアフガン復興､ イラ

ク戦争への自衛隊派遣､ 日本人の人質・殺害などを通してイスラームに関する情報量は増加したも

のの､ 日本におけるイスラーム理解が深化したとは言い難い｡

日本の政府をはじめ､ 企業や個人が世界規模で活躍するようになり､ 他方では日本国内に滞在す

る外国人は多様化する現在､ 知らないことによる偏見や差別をはじめ､ テロという反社会的行為を

イスラームに安易に関連づけ､ 排他的な言動を取ることは､ 日本の将来にとっても大変不利益かつ

不幸なことである｡ 欧米の例を見ても各国内・域内の ｢ムスリム問題｣ により社会的な分断が生じ､

治安悪化を伴って受入側の生活に大きく影響している｡

日本政府が国連に提唱し､ 現在 UNESCO が主導的な立場を取る ｢持続可能な開発のための教育

国連の10年 (United Nations Decade of Education for Sustainable Development)｣ においても､

地域の文脈へ適合性を持ち､ 文化的にも適切である教育が重要であるとしたうえで､ これまでの多
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文化教育等の概念や活動との整合性および各種団体間の協力・調整の必要性が示されている｡ まだ

日本にとって未知の部分の多いイスラームについてさらに知り､ 日本人ムスリムを含む､ 異なる背

景を持つ者と共に生きることを学ぶ教育がさらに求められる時にあると言える｡

本研究の今後の研究課題としては､ 国家意識とイスラームとの関係､ イスラーム内における多様

性､ 具体的なムスリムへの支援､ ムスリム以外の外国人児童への教育との比較､ 諸外国におけるム

スリムへの教育の事例研究等が挙げられる｡
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注

１ 本稿では､ ｢イスラム｣､ ｢コーラン｣､ ｢モハメッド｣ を､ それぞれ ｢イスラーム｣､ ｢クルアーン｣､ ｢ムハンマ

ド｣ と記す｡ 高等学校で使用される世界史Ａの現行教科書において､ これらの用語はまだ混在しているが､ 今

後は後者の表現がより増えるためである｡

２ 例えば､ イラク攻撃に際しての欧米在住のムスリムによるイラク国民に対する支援運動が挙げられる｡

３ 神を畏怖・畏敬すること､ 神の懲罰を恐れること (大塚和夫他編, 2002：230)｡

４ 日本中東学会第10回公開講演会 ｢日常のなかに中東を掘り起こす�教育現場の中での中東・イスラーム｣

(2006年７月25日) における酒井啓子氏の基調講演 ｢イラク：ニュースのむこうになにを見るか｣ より｡

５ イスラーム世界では概ね９歳頃から女子はスカーフを着用するようになり､ 男女別学になるところも多く､ こ

の年頃から学校へ行かせなくなる家庭もある｡

６ 厳密には ｢phobia｣ とは ｢a lasting abnormal fear or great dislike of something (Oxford English Diction

ary, 1994)｣ であり､ 不合理な不信､ ムスリムの宗教及びムスリム (と見なされる) 者に対する恐怖あるいは

拒絶として定義する (van Driel, 2004 : x)

７ EUMC の主たる業務は､ 欧州域内及び加盟国に対して人種差別､ 外国人排斥､ イスラモフォビア､ 反ユダヤ

主義に関する客観的､ 信頼性の高い､ 比較可能なデータを提供し､ 人種差別や外国人排斥を改善する施策ある

いは行動指針の作成に役立てることである｡ また EUMC は､ 人種差別等への対策を示し､ EU 滞在国への移

民等の統合に関する成功事例を普及することも業務としている｡

詳細は､ http://eumc.eu.int/eumc/index.php を参照のこと｡

８ 欧州12か国 (ベルギー､ ドイツ､ ギリシャ､ スペイン､ フランス､ アイルランド､ イタリア､ ルクセンブルグ､

オランダ､ オーストリア､ ポルトガル､ 英国) における移民に対して､ 就職､ 日常生活､ 所属先等で受けた人

種差別被害について､ 質問紙によるパイロット調査の結果をまとめた報告書｡

９ 例えば､ スイスでは国民投票で難民法の改正が承認され､ 審査が厳しくなったと毎日新聞は報道した｡

(http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060925k0000e030019000c.html) 2006年９月25日閲覧
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Abstract

�Sustainable development� in terms of the economy, environment and society is the most criti-

cal issue in today's China. Following international trends, China has already adopted policies

and created strategies on �Sustainable Development� and �Education for Sustainable Develop-

ment (ESD).� This research note examines ESD in China, focusing on the educational activities

at �Beijing Education for Sustainable Development Field (ESD Field)� which was established

in the eco-village known as �Beijing Xiedao Holiday Village (Xiedao).�

Xiedao has achieved a harmonious development of the environment and the economy by means

of a cyclical economy with the two pillars of ecological agriculture and tourism in the suburbs

of Beijing. ESD Field organizes various educational activities, including learning by experience

and observation, so that students can learn organic farming, resources and energy recycling

systems, not to mention Chinese tradition and culture, etc.. Xiedao is also described as a model

for urban agriculture and a cyclical economy in the ESD textbooks developed for elementary

and junior high school students in Beijing.

Although ESD Field sponsors various educational activities, further considerations based on

the �DESD International Implementation Scheme (IIS)� have raised several issues concerning

those efforts. It facilitates a learning model in which students learn �achievement� of cyclical

economy under the fixed relationship of �teacher-learner.� Nevertheless, it prevents students

from fostering one of the main ESD characteristics, �critical thinking and problem solving

skills,� and creating �values,� which is a central aspect of ESD.

ESD should have sufficient momentum to recognize and assess existing values, and create al-

ternative values, since ESD itself is a value. This is one of the criteria for assessing ESD prac-

tices. It is thus a matter of major concern to me to deepen understanding of theories and

practices for ESD in China in terms of �values,� and define China's �development philosophy�

and ESD in that country.

はじめに

｢持続可能な発展１｣ は､ ｢科教興国｣ (科学と教育で国を興す) 戦略とともに中国の二大発展戦

略に定められている｡ 周知のとおり､ 1980年代の改革・開放政策後における中国の発展は目覚しく､
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1979年から2004年までの平均経済成長率は9.4％に達した２｡ しかし､ 急速な経済発展は様々な歪み

を残し､ なかでも環境問題と経済格差は発展戦略における重要課題となっている｡

｢持続可能な開発｣ 及び ｢持続可能な開発のための教育｣ (Education for Sustainable Develop

ment､ 以下 ESD と略称) が国際社会で提唱されてから久しいが､ 中国はいち早く国際的動向に応

じ､ 既に具体的な政策の策定や実践を積み重ねてきている｡ 1992年 ｢環境と開発のための国連会議｣

(通称 ｢地球サミット｣) の成果文書である ｢アジェンダ21｣ は､ 各国に持続可能な開発に関する戦

略と計画､ 政策の構成と実施を求める行動指針であるが､ これを受けて中国政府は環境と発展の促

進のための ｢環境と発展の十大対策｣ (｢環境与発展十大対策｣) を打ち出し､ また国務院環境保護

委員会は国家計画委員会と国家科学技術委員会のイニシアティブのもとで国内向けのアジェンダを

制定することを決定､ 1994年の国務院第16回常務会議の通過を経て､ ｢中国21世紀アジェンダ｣

(｢中国21世紀議程｣) を公布した｡ その後､ 環境問題や ｢持続可能な発展｣ に関する政策や施策の

多くは､ ｢中国21世紀アジェンダ｣ の枠組みにおいて取り組まれており､ 1995年の ｢国民経済と社

会発展の第９次５ヵ年計画と2010年長期目標｣ (｢国民経済和社会発展“九五”計画和2010年遠景目

標｣) はその代表的なものである｡

これらの政策は中国の ESD の礎石となっており､ ESD の実践も早い時期から見られる｡ 現在､

中国の ESD の推進は教育部及び国家環境保護総局が主流となっており､ 北京師範大学と世界自然

保護基金 (WWF) の協力下で教育部が進める ｢中国小中学校グリーン教育活動｣ (｢中国中小学緑

色教育行動｣／Environmental Educators' Initiative; EEI) プロジェクトは､ 1997年から実施され

ている｡ また､ 国家レベルではないが､ 中国における ESD の代表的な取り組みである､ ユネスコ

｢環境､ 人口､ 持続可能な発展のための教育｣ (｢環境､ 人口､ 可持続発展教育｣／Education for En-

vironment, Population and Sustainable Development；EPD 教育､ 2006年より ESD に改名) プ

ロジェクトは､ 1998年から実施された｡ このように国際的に見ても早い時期から始まった中国の

ESD は､ 2005年からの ｢持続可能な開発のための教育の10年｣ (Decade of Education for Sustain-

able Development､ 以下 DESD と略称) を受けてさらに活発になってきている｡

そこで本研究ノートでは､ 中国における ESD に着目し､ その実践の一つを取り上げる｡ ESD に

おいては､ 従来の教育方法とは異なる学習方法が求められ､ また学校という枠を超えた教育活動の

場が求められる３｡ 中国においても､ ESD の質を高めていくために､ 植物園や動物園､ 博物館､ ハ

イテク・パーク､ 企業といった地域資源を活用し､ 多様な実践・活動の場を設けていくことが課題

の一つとしてあげられている４｡ そしてその先駆的な取り組みとして､ ｢北京・持続可能な発展の

ための教育園｣ (｢北京可持続発展教育園｣､ 以下 ESD 園と略称) というエコビレッジを活用した

実践が位置づけられよう｡

以下､ ESD 園における教育活動の理念と実践を整理し､ ユネスコの ｢国連持続可能な開発のた

めの教育の10年 (2005～2014年) 国際実施計画｣ (UNITED NATIONS Decade of Education for

Sustainable Development (2005-2014) International Implementation Scheme､ 以下 IIS と略称)

を用いて考察を加え､ 今後の研究課題を提起する｡

１. 蟹島における ｢環境と経済｣ の持続可能な発展

中国国内初の ESD 推進のための NGO､ ｢北京・持続可能な発展のための教育協会｣ (｢北京可持

続発展教育協会｣､ 以下 ESD 協会と略称) は､ 2006年､ ｢北京蟹島エコ休暇村｣ (｢北京蟹島緑色生

176



態度暇村｣､ 以下蟹島と略称) の協力のもと､ ESD 園を設立し､ 北京の小中学生に多様な教育活動

を提供している｡ なぜ蟹島が ESD の実践の場として着目されたのか｡ ここではまず､ 蟹島の持続

可能な発展のための取り組みを紹介する｡

蟹島は､ 1998年､ 北京市郊外の農村に生まれ育った一人の農民､ 付秀平氏によって設立された農

業と観光を経営柱とする企業ベースのエコビレッジである｡ 北京市朝陽区の郊外に約200ヘクター

ルの広大な敷地を有し､ 敷地内には巨大な人工池､ 農地､ 果樹園､ 畜産・養殖場､ 食品加工工場の

ほかに､ バイオガス・プラント､ ソーラー・システム､ 汚水処理施設､ 科学実験施設や各種複合・

娯楽施設が建てられ､ すべてが有機的に機能している｡ 循環型経済を実現し､ エコロジーの原理に

基づきながら高い経済効果をあげていることが各界から高く評価されている５｡

蟹島の循環型経済は､ バイオガスを中核に､ ｢植物－動物－微生物｣ の食物連鎖系統や ｢生産－

加工－消費｣ の循環系統､ 水資源の循環利用など､ 複合的な生態系のなかで実現されている｡ 農業

では､ 化学肥料と農薬を一切使用しない有機農法が用いられ､ 副産物は畜産・養殖場に飼料として

送られる｡ 農作物や畜産物の生産過程及び加工・消費の過程で生じた廃棄物や､ 家畜や人の排泄物

などはバイオガス・プラントに送られ､ 処理時に発生するバイオガスはエネルギーとしてビレッジ

内で再利用され､ また処理後に残る液肥は有機肥料として農業生態系統に還元される｡

このようなバイオガスを中核にした循環利用のほか､ 水と地熱資源の循環利用もまた蟹島の循環

型経済の基礎をなしている｡ 蟹島で排出される汚水はすべて汚水処理施設に送られ､ 処理後は灌漑

用水や漁業用水として再利用される｡ また､ ２ヵ所の井戸から汲み上げられる温水は､ 最初はプー

ルや温泉､ 各種施設の暖房に､ 次に温室の暖房用やバイオガス・プラントの加熱用に､ 最後に灌漑

用水及び漁業用水として繰り返し利用される｡ このような資源とエネルギーの循環利用によって､

蟹島は農業生産コストを大幅に削減している｡

また､ 蟹島は､ 農業と観光を結合することで経済効果をさらに高めている｡ 敷地の90％を農業に､

残りの10％を観光業に当てており､ これが ｢前店後園｣ (表に店を構え､ 裏に農園を控える) また

｢農遊合一｣ (農業とレジャーの合一) と表現される蟹島の特徴である｡

エコロジー農業は､ 生産効果や農産物の質を高め､ また蟹島の自然を豊かにした｡ そしてこれは､

多くの都市住民を蟹島に引きつけるという効果をもたらし､ 2005年の観光客数はおよそ100万人に

ものぼり､ 生産額は2.4億元､ 納税額は800万元に達した｡ このように蟹島は､ ｢環境と経済｣ の

｢持続可能な発展｣ を実現しているのである｡

２. ESD園における教育活動

｢持続可能な発展｣ のための課題､ すなわち ｢環境・社会・経済｣ の調和は､ 理念としては受け

入れられながらも､ 具体的な施策を講じることについては敬遠されがちである｡ しかし蟹島は､ こ

の課題を見事に克服しており､ これが ESD の教育活動の場として評価される所以である｡

ESD 協会は ESD 園の設立にあたり､ その機能を次のように整理している６｡

１) 青少年がエコロジー農業と循環型経済についての教育を受ける場所

２) 教師が ESD の能力育成訓練を受ける場所

３) 首都及び国内外の ESD において達成された科学技術の新しい成果を展示する場所

４) 学校間や地域､ 及び国際的に ESD の共同研究を展開し､ 交流をはかる場所

｢北京・持続可能な発展のための教育園｣ における教育活動
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２) から４) の機能は構想中であるため､ 以下では１) の機能について見ていく｡ ESD 園にお

ける教育活動は､ 中国科学院や北京教育科学院などの教育専門家､ また ESD に関わる教師や研究

者によって組織されたものである｡ 活動目標は次のように設定されている７｡

活動目標

１) 情感目標：実践のなかで､ 科学技術が農業にもたらす効果と利益､ また希望を､ 身をもって実

感し､ 農村及び農業を愛するという感情を引き起こし､ また科学的な創造精神を養う｡ 例えば､

温室栽培によって野菜の生産は基本的に季節の影響を受けることなく､ 年中供給できるようにな

るなど｡

２) 認知目標：蟹島の有機農業と循環型経済の模式を理解し､ ｢持続可能な発展｣ の意味について

認識し､ 農業の基本知識を理解し､ 実践に参加する｡ 例えば､ 雑草は農作物に病害・虫害をもた

らし､ 肥料や光を奪い､ 減産をまねく｡ 早い段階で除草をすると半分の労力で倍の成果をあげる

ことができるが､ 後の段階で除草をすると労力は倍を要し成果は半分になるなど｡

３) 技能目標：教師や校外補習指導員の指導のもと､ 実践的に手を動かす能力を養い､ 成果を発表

し､ また農業科学知識を身につけ､ 家庭に広めていくための能力を養う｡

また活動の原則として､ １) 実践性の原則､ ２) 主動性の原則､ ３) 協同性の原則､ があげられ

ている｡ では､ これらの活動目標や原則に基づいて､ 実際にはどのような教育活動が行われている

のか｡ ESD 園の教育活動に参加する際に配布される 『北京・持続可能な発展のための教育園 学

生体験活動ハンドブック』 に拠りながら整理していく｡ ESD 園における教育活動は､ 参観活動単

元と体験活動単元に分けられる｡

参観活動単元

活動１：水資源の循環利用

蟹島における一日の汚水量は約800立方メートル､ 観光シーズン時では1200立方メートルになる｡

一次処理を受けた重水は酸化池に流され､ そこで一定期間を経た水は灌漑用水や漁業用水として再

利用される｡ 生徒は､ この循環システムの見学を通して､ 汚水やシステムについて科学的に学ぶ｡

また水を循環利用することの意味を考え､ 節水の意識や習慣を養う｡

活動２：バイオガス資源の利用

バイオガスは､ 蟹島の循環型経済の中心的機能を担っている｡ バイオガス・タンクに集められた

廃棄物は微生物処理され､ そこで発生するバイオガスは電気や熱エネルギーとして利用される｡ ま

た､ 液肥は有機肥料や殺虫・殺菌剤として農場に還元される｡ 生徒は､ 廃棄物を資源やエネルギー

として再利用する過程を見学し､ バイオガスの原理について科学的に学ぶ｡

活動３：太陽エネルギーの使用

太陽エネルギーは､ バイオガスや地熱資源とともに､ 蟹島における主要エネルギーの一つである｡

ソーラー・システムが設置されており､ つくり出された電気は主に街灯に使用されている｡ 生徒は､

これらの見学を通じて､ 環境問題における太陽エネルギーの意義やその経済効果について学ぶ｡

活動４：人工湿地

湿地は､ 森林や海洋とともに､ 地球の三大生態系にあげられる｡ 蟹島は､ 湿地がもつ多様な機能

に着目し､ 人工湿地をつくった｡ 酸化池につくられた湿地には､ 水生植物を中心とする生態系が再

178



現されており､ 水の再生機能を担っている｡ 生徒は､ 湿地の機能や人工湿地を開発・利用すること

の意義を理解する｡ また汚水が濾過される仕組みについて科学的に学ぶ｡

活動５：野生動物救助園

蟹島は､ 北京野生動物保護協会及び北京野生動物救護センターと共同で､ 野生動物保護園を設立

した｡ 動物救護ステーション､ 負傷動物リハビリ区､ 動物繁殖区､ 人と動物のふれあい区､ 科学展

覧区､ マルチメディア標本館などが設置されており､ 生徒は貴重な自然資源としての野生動物に対

する関心を高める｡

活動６：四合院と農家

蟹島の一角に､ 北京の伝統的な建築物が再現されている｡ 伝統的な四合院や農家など､ その家庭

の身分や経済状況によって異なる家屋が24軒設置されている｡ 建物内部では昔の暮らしが再現され

ており､ 体験型の観光用として開放されている｡ 生徒は､ 北京の伝統的な建築について学び､ 伝統・

文化に対しての関心を高める｡

体験活動単元

活動１：伝統農具と現代農機具

中国では伝統的に農業及び農具を大切にしてきたため､ 蟹島では伝統農具展示場を設置している｡

そこで生徒たちは伝統農具を実際に使い､ 伝統農具から現代農機具への変化を体験することができ

る｡ 科学技術が現代農業にもたらした影響を理解し､ また農民や農業､ 農村に対する意識を高める｡

活動２：耕地労働

蟹島の農地は約33ヘクタールあり､ すべてにおいて有機農法が用いられている｡ 小麦やトウモロ

コシなど作付面積の大きい農作物 (大田作物) の栽培エリア､ 野菜栽培エリア､ 果樹栽培エリア､

採卵エリアに分かれており､ 生徒たちは収穫作業に参加する｡ そのなかで労働の喜びや苦しさを味

わい､ また有機食品の生産過程や農業生産技能について理解する｡

活動３：伝統手作りワークショップ－豆腐づくり

中国人に馴染みのある豆腐は､ 悠久の歴史を有し､ また栄養面や技術面においても中国が世界に

誇るべき食品である｡ そこで蟹島は､ 豆腐づくりのワークショップを設けている｡ 生徒は､ 職人の

指導のもと､ 豆腐づくりを体験し､ 豆腐の歴史や豆腐の栄養などについて学ぶ｡ また豆腐をはじめ

とするその他の中国の食文化に対する関心を高める｡

活動４：特色のある橋

蟹島には､ 100メートル幅の水面上に12種のつり橋が設置されている｡ これらは､ 様々な自然環

境に合わせて作られてきた伝統的な橋である｡ 生徒は､ 実際にこれらの橋を渡り､ 橋の発展やそれ

ぞれの橋の機能について理解を深める｡ また､ このような活動を通じて､ 協同の精神も養う｡

以上が､ ESD 園において行われている教育活動である｡ これらの活動は､ ｢ESD 園－学校－家

庭｣ という一連の学習の流れのなかに位置づけられることが期待されている｡ まず､ 蟹島において

教育活動が行われる｡ 次に､ 学校において､ ESD 園で活動を通して学んだことを理論的に考え､

図書館などを活用しながら学習内容を豊かにする｡ 最後に､ 家庭において､ 家庭菜園や資源・水の

循環利用など､ 学んだことを実践に移す､ という学習の流れとなる｡

｢北京・持続可能な発展のための教育園｣ における教育活動

179



３. 蟹島における実践の教材化

蟹島における農業と循環型経済は､ ESD の教材においても取り上げられている｡ 中国における

ESD 推進機関の一つである北京教育科学研究院と北京 ESD 協会は､ ESD の地方教材､ 『環境と持

続可能な発展のための教育』 を共同編集した｡ 教材は､ 小学校低学年を対象とする ｢小学分冊｣ 及

び中学生を対象とする ｢初中分冊｣ に分けられる｡ 各教材の構成は次のようになっている｡

蟹島は､ ｢初中分冊｣ の第３課 ｢都市型現代農業｣ と第５課 ｢循環型経済へのアプローチ｣ にお

いて登場する｡ 各課の学習目標は次のとおりである｡

第３課 ｢都市型現代農業｣ 学習目標

１) 北京の現代農業の発展に力を捧げるという責任意識を打ち立てる｡

２) 北京の都市型現代農業の発展の現状を理解する｡

３) 資料調査､ ケース分析､ 実地調査などの活動を通じて､ 北京の都市型現代農業の発展の必要性

を理解する｡

第５課 ｢循環型経済へのアプローチ｣ 学習目標

１) 資源保護の意識を打ち立て､ 資源を循環利用することの緊迫感や責任感を強化する｡

２) 循環型経済の内容と､ 生活のなかで資源を循環利用する方法を理解する｡

３) サミットのシミュレーションなどを通じて､ 生徒が循環型経済の理念をもって実際の問題を解

決するための能力を培う｡

各課には､ 生徒が段階的に学習を深めていけるように､ ｢予習と探求｣､ ｢活動と交流｣､ ｢学習と

再考｣､ ｢継続的探求｣ の４項目が設けられている｡ 以下では､ 蟹島が､ 各課の学習過程のなかで教

材としてどのように扱われているかを見ていく｡
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『環境と持続可能な発展のための教育』 小学分冊

単 元 課 タ イ ト ル

第１単元 グリーンな校庭へ
第１課 グリーンな校庭

第２課 グリーン校庭の小さなガイド

第２単元 大自然の中へ
第３課 ナナホシテントウの旅行記

第４課 美しい四季

第３単元 大切な資源
第５課 私の身近な資源

第６課 資源を大切にしよう

『環境と持続可能な発展のための教育』 初中分冊

単 元 課 タ イ ト ル

第１単元 環境

第１課 北京の交通渋滞の解決の道はどこにあるのか

第３課 都市型現代農業

第４課 電子廃棄物はどこへ運ばれるのか

第２単元 社会・文化 第２課 私たち共通の世界遺産

第３単元 経済 第５課 循環型経済へのアプローチ

第４単元 持続可能な発展 第６課 “中国芯”*による啓発

＊中国が開発したコンピュータの中央処理装置 (CPU) のこと｡



第３課では､ ｢予習と探求｣ の資料として蟹島が扱われている｡ 生徒は､ 予習の段階で蟹島の実

践を読み､ ｢都市型現代農業の発展は､ 社会主義の新しい農業の建設にとってどのような重要な意

味をもつのか｣､ 思考をめぐらせる｡ ｢活動と交流｣ では､ フィールドワークが行われるが､ 蟹島は

それらの選択肢の一つとなっている｡ ｢学習と再考｣ においては､ 都市型現代農業とは何か､ 北京

はなぜ都市型現代農業を発展させる必要があるのか､ そして農業生産の発展と生態環境の改善を結

び付ける都市型現代農業の発展が ｢持続可能な発展｣ の実現につながるということを､ フィールド

ワークをふまえて学習する｡ 最後の項目､ ｢継続的探求｣ では､ 蟹島以外の ｢観光農業モデル園｣

の資料など､ 考察をさらに深めていくための情報が提供されている｡

第５課では､ 循環型経済のモデルとして､ 蟹島における ｢穀物・野菜生産－人々の飲食消費－バ

イオガス発酵－穀物・野菜生産｣ という資源とエネルギーの循環図が紹介されている｡ この循環図

をふまえ､ ｢予習と探求｣ では､ 生徒は自ら廃棄物を再利用した経験を振り返り､ ｢活動と交流｣ で

は､ グループごとに家庭にある資源の循環利用について研究する｡ ｢学習と再考｣ では､ 循環型経

済とは何か､ また身近な資源の節約もまた循環型経済の一部であり､ 身近なところで自分に何がで

きるかなどについて学習する｡ 最後の項目､ ｢継続的探求｣ では､ 循環型経済を実践する企業など

について調査を行うよう促している｡

４. IIS による ESD園教育活動の検討

以上､ 地域資源としての ESD 園がどのように活用されているのか､ ESD 園の教育活動及び

ESD 教材を整理した｡ 最後にこれらの教育実践を対象化するために､ IIS を用いて考察を加える｡

IIS とは､ DESD すなわち ｢ESD の10年｣ の ｢道筋｣ を示す戦略文書である｡ 2002年12月の第57

回国連総会において DESD の実施が決議された際に､ DESD の主導機関であるユネスコにその策

定が求められ､ 国連関係機関や学者・専門家などとの協議を経て､ 2005年８月の第172回ユネスコ

執行委員会において採択された｡ IIS は､ DESD の目的と目標､ ESD で扱う課題や ESD において

重要な役割を担う価値観について､ また､ ｢ミレニアム開発目標 (MDGs)｣､ ｢万人のための教育

(EFA)｣､ ｢国連識字の10年 (UNLD)｣ といった教育に関する国際的な取り組みと DESD との関

係など､ DESD 及び ESD とは何かを明らかにしている｡ その上で､ 準国家､ 国家､ 地域､ 国際の

あらゆるレベル､ また政府､ 市民社会・NGO､ 民間というあらゆる領域において､ それぞれが主

体者意識をもって DESD に取り組めるよう､ 具体的な戦略や段階的目標を示している｡ さらに､

附属文書では､ ESD の成立までの経緯やその目的､ 特徴など､ ESD の本質が詳しく記されている｡

このように IIS は､ 各国が ESD についての戦略をたてる際の枠組みを提供しており､ また各レベ

ル・領域における実践の拠り所となっている｡

ESD の実践の真価を問う際の一つの基準となるものが､ 実践における ｢価値観｣ の扱いである｡

IIS においても､ DESD の第一の目的を ｢持続可能な開発の原則､ 価値観､ 実践を､ 教育と学習の

あらゆる側面に組み込むこと｣ としているように､ 人々の思考や行為､ そして社会や国の発展を方

向づける ｢価値観｣ は､ 持続可能な未来に向けて社会転換を目指す ESD において重要な役割を担っ

ている｡ しかし､ IIS はそれを既成のものとするのではなく､ 地域の状況や文化に適した形で ｢創

造｣ するものであるとしている｡ それには､ 自分自身や社会がもつ価値観を理解し､ これらを ｢持

続可能性という文脈の中で評価する｣ スキルが求められ､ こうした一連のスキルの習得は ESD の

中核に位置づけられている｡

｢北京・持続可能な発展のための教育園｣ における教育活動
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そしてこの価値観を創造するスキルは､ ｢質の高い教育｣ において培われる｡ それは､ ｢学際的・

ホリスティックであること｣ (interdisciplinary and holistic)､ ｢価値観主導であること｣ (values-

driven)､ ｢批判的思考と問題解決を伴うこと｣ (critical thinking and problem solving)､ ｢多様な

方法をとること｣ (multi-method)､ ｢参加型の意思決定があること｣ (participatory decision-ma

king)､ ｢地域に関連性があること｣ (locally relevant) に配慮した教育である｡ IIS はこれらを

ESD を特徴づけるものであるとし８､ ｢質の高い教育｣ を DESD の目標及び ESD の主眼点の一つ

としてあげている｡

では､ ESD 園における教育活動は､ IIS が掲げる ｢質の高い教育｣ の要素を満たし､ 価値観の創

造へとつながるものであろうか｡ ESD 園の活動目標は､ 情感､ 認知､ 技能面にわたるものであり､

また活動原則として実践性､ 主動性､ 協同性を掲げている｡ それは､ 生徒の主体性を重視した探求

型・体験型学習など､ 中国の ESD の特徴を取り入れており９､ 従来の知識の習得に重点を置いた

｢つめこみ式教育｣ (｢灌輸式教育｣) や ｢受験教育｣ (｢応試教育｣) を克服するものであるといえよ

う｡ しかし､ ESD 園において生徒は､ 蟹島のエコロジー農業や資源・エネルギーの循環システム､

またこれらを支える科学技術といった ｢成果｣ を学ぶことが期待されているということに留意した

い｡

｢蟹島では､ 技術員は技術を操作するモデルであり､ 特色ある農業経験の紹介者であり､ 教師

と生徒は模倣する者であり､ 学習者である；学校では､ 教師は理論や知識の伝授者であり､ 生

徒は知識を受け入れる者である；家庭では生徒は自主的な実践者であり､ 農業の新しい科学技

術を広める者である｡ 教師は､ 監督者であり､ 補導者である10｣｡

中国の ESD 研究においても､ ｢生徒を自分よりも低い立場にあると見なし､ (知識を) 受け入れ

る容器として扱うのではなく､ 教師と同等の地位にあり､ 互いに交流､ 学習し､ 生き生きとした現

実的かつ能動的な人間として見なすべきである11｣ というように､ 教師と生徒の関係の見直しが求

められている｡ しかし､ ESD 園では上述のように､ ｢教える者と教えられる者｣ という固定化され

た関係が想定されている｡

このように ｢ある 『成果』 を固定化された関係の中で学ぶ｣ という学習においては､ とりわけ

ESD の特徴の一つである ｢批判的思考｣ を育む契機は見出されない｡ 批判的思考は､ 価値観を創

造するための第一歩である｡ なぜなら､ 既成の価値観を ｢批判的｣ に問い直し､ ｢これまで人類が

たどってきた発展の道を改めて考える12｣ ところから､ 持続可能な未来へ向けた新たな価値観の創

造が始まるからである｡

｢循環型経済は､ 社会の持続可能な発展の最も先進的な模式である13｣ と蟹島の創設者で代表取

締役を務める付氏は語る｡ 確かに蟹島は､ ｢環境保護と経済発展｣ の両立という優れた事例を示し

ている｡ しかし､ ESD をめぐっては､ 環境や社会､ 文化的側面をより重視する立場など､ 多様な

価値観が存在する｡ このように ESD が価値観に関わる問題である以上､ 一つの既成の価値観を教

えるべきではないだろう｡ 今後､ ESD 園の教育活動が､ 批判的思考を育み､ また価値観を創造す

る契機を含んだ､ ｢深まり｣ をもつ ESD へと進化していくことが期待される｡
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おわりに

従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済に代わる循環型経済は､ 資源の枯渇と環境汚染に

直面する中国において､ 持続可能な発展のための最も有効な手段として考えられている｡ それは､

2006年３月の全国人民代表大会において採択された ｢国民経済と社会発展の第11次５ヵ年計画｣

(｢国民経済和社会発展第十一個五年規画｣) においても指導原則の一つとして位置づけられている｡

これが近年､ 蟹島の実践が高く評価され､ またそこに ESD 園が設立された所以である｡

しかし､ 循環型経済は一つの ｢経済｣ モデルである｡ したがって､ 経済利益に結びつかなくなっ

た時点でそれは成立しなくなり､ またその発展には市場経済の拡大が前提となる｡ 蟹島においても､

循環型経済を拡大する構想が見られる｡ 内モンゴル自治区や寧夏回族自治区といった､ 沿海部と比

較して発展の遅れている地域を開発し､ これらの地域で作られる有機食品を北京で加工し､ 北京の

市場に出すという､ ｢外都市基地＋北京加工＋北京市場｣ という構想である｡ 確かに蟹島の事業拡

大は､ 雇用の創出を通じて､ 貧困の削減や格差の是正に貢献する｡ しかしそこには､ ｢企業｣ とし

ての蟹島の姿があり､ ｢先富論｣ を思い起こさせる｡

｢先富論｣ とは､ 1980年代の改革・開放政策のなかで�小平が打ち出した､ ｢豊かになれる人は

先に豊かになり､ それはやがてすべての人々に波及する｣ という思想である｡ それは､ 中国に急速

な経済発展をもたらした一方で､ 格差を拡大した｡ しかし､ 現在の中国の ｢持続可能な発展｣ 計画

はこれを否定するものではなく､ 経済を最優先におく発展図式を堅持するという意味において､ む

しろその延長線上に位置づけることができる｡ そこでは､ いかにして環境負荷を減らし､ 経済発展

を持続可能なものにしていくかが議論される｡ これが中国の ｢発展観｣ であり､ また中国の ESD

が拠り所とする ｢価値観｣ である｡

前述のとおり､ ESD は本来､ ｢価値観｣ そのものについて考える契機を含んでおり､ そこに ESD

の実践の真価を問う基準がある｡ 今後は本研究ノートをもとに､ ｢価値観｣ をキーワードに中国の

ESD 理論及び実践について考察を深め､ また中国及び中国の ESD がもつ ｢発展観｣ を明らかにし

ていきたい｡

【註】

１ “Sustainable Development”及び“Education for Sustainable Development”は､ 日本語では ｢持続可能な

開発｣ 及び ｢持続可能な開発のための教育｣ が定訳となっているが､ 中国語では ｢持続可能な発展｣ (原語：

可持続発展) 及び ｢持続可能な発展のための教育｣ (原語：可持続発展教育) という表記になる｡ ここでは､

１) ｢開発｣ は ｢発展｣ のための手段である､ ２) ｢発展｣ のほうがより内発的な意味を含んでいる､ ３) ｢発

展｣ のほうが経済発展を最優先課題に置く中国の発展戦略をより強調する､ という理由から､ 中国の文脈にお

いては“Development”を ｢発展｣ と訳す｡ この原語と日本語及び中国語の関係に関しては､ 今後さらに検討

していく｡

２ UNDP (2005), p.1

３ UNESCO (2004), pp.4-5

４ �利民 (2006年), p.5

５ 例えば､ 北京環境科学学会から ｢北京市グリーン・エコロジー園｣ を､ また北京市及び朝陽区から ｢現代農業

モデル園｣ 及び ｢北京市農産業構造調整・重点試験モデル機関｣､ 全国工農業観光モデル評定委員会から ｢全

国農業観光モデル拠点｣､ 北京市農業委員会及び北京観光リゾート農業業務協会から ｢北京市観光農業モデル

｢北京・持続可能な発展のための教育園｣ における教育活動
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園｣ などの称号が与えられた｡

６ 史根東 ｢中国持続可能な発展のための教育 (ESD) プロジェクト2004－2006年回顧と2007年活動要点について

の説明｣ (｢UNESCO・ESD プロジェクト・第８回国家講習班｣ における公演資料､ 2006年12月14日)

７ 北京市蟹島グリーン・エコ休暇村ホームページより｡

８ これらの ESD の特徴は､ 2005年４月の第171回ユネスコ執行委員会に提出された最終草案において明記されて

いるものである｡ 同委員会において､ 最終草案をさらにまとめ､ より戦略的な文書とすることが要請され､ 第

172回執行委員会に提出された IIS では､ 大幅にページ数が削減され､ これらの ESD の特徴も削除されている｡

この経緯についてはさらなる検討が求められるが､ これらの特徴は依然として IIS の随所に散りばめられてい

るため､ 本研究ノートでは ｢ESD を特徴づけるもの｣ としてそのまま採用した｡

９ ユネスコ中国国内委員会が主導する ESD プロジェクトでは､ ESD の実践原則を次にように定めている｡ 教室

での授業においては ｢主体的・探求的であること､ 全科目に ESD の理念が浸透していること､ 共同活動を行

うこと､ 革新的な発展をとげること｣ (｢主体探求､ 総合浸透､ 合作活動､ 創新発展｣)､ また､ 課外活動におい

ては ｢主体的・探求的であること､ 社会に関心をもつこと､ 共同体験をもつこと､ 革新的な発展をとげること｣

(｢主体探求､ 関注社会､ 合作体験､ 創新発展｣) である｡

10 ｢小中学生の実践活動｣ (北京蟹島エコ休暇村ホームページより)

11 田青 (2003年)､ p.126｡ ( ) 内は執筆者による補足である｡

12 前掲書､ p.125

13 付秀平 (2006年)､ p.1
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Abstract

In order to analyze and organize prior studies on scientific, mathematical & technological lit-

eracy in Japan and clarify their findings and issues, trends in studies were investigated with

the focus on fields of education. The analysis considered the number of papers on the studies,

the kinds of literacy, general characteristics of literacy, and trends on literacy in each area.

There were a total of 836 papers on their studies during 1975-2005 among 41 professional jour-

nals: 60 papers in journals for science, mathematics & technology in general, 307 papers in

journals for science education, 168 papers in journals for mathematics education, 148 papers in

journals for technology education, 6 papers in journals for museum education and 147 papers

in journals for education in general. There were three peaks for the studies; computer literacy

in technology education in the end of 1980's, scientific literacy in science education in the end

of 1990's and literacy of OECD PISA in education after 2001. There were fifteen kinds of liter-

acy from the standpoints of concepts of science, mathematics & technology. As for general

characteristics of literacy, discussion focused on meanings of literacy, terms to represent liter-

acy, target populations for literacy, definitions of literacy, construction of concepts for liter-

acy, and characteristics of literacy in education.

In addition, literacy in scientific, mathematical & technological in general, literacy in science

education, literacy in mathematics education, literacy in technology education, literacy in mu-

seum education and literacy in education in general underwent respective analysis. Through

these studies, scientific, mathematical & technological literacy was studied mainly by individ-

ual researchers in Japan. Among these, a technological literacy constructed by the Engineer-

ing Academy of Japan in 2005 was a case of a literacy approached systematically by an

academic body.

�. はじめに

我が国の科学技術リテラシーを作成するための課題整理と基盤整備を行うことを目的として ｢科

学技術リテラシー構築のための調査研究｣ (平成17年度我が国の科学技術政策の展開に関する調査
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(科学技術振興調整費)) が行なわれた (北原, 2006)｡

その研究の一環として､ 我が国の科学技術リテラシーについての研究に関する先行研究を整理・

分析するとともに､ それらの知見や課題等を明確にしておくことにした (長崎, 2006)｡ 本稿は､

この調査研究で行われた我が国における科学技術リテラシーに関する教育分野を中心とした研究の

動向を､ 改めて資料を分析し直してまとめたものである｡

�. 分析の目的と方法

１. 分析の目的

我が国における科学技術リテラシーに関係する基礎文献や先行研究等を収集・整理し､ それらを

分析して我が国の科学技術リテラシーに関する研究の動向や論点などを明らかにする｡

２. 分析の方法

� 分析対象の論文等

我が国における科学技術リテラシーに関する研究を整理し分析するために､ 科学技術､ 科学教育・

理科教育 (以下､ 理科教育)､ 算数・数学教育 (以下､ 数学教育)､ 技術教育､ 博物館教育､ 教育学

に関わる主たる学会誌・専門雑誌を選択し､ そこに掲載されている1970年以降の論文等を分析対象

とする｡ 分析対象には科学技術リテラシーに関する研究論文､ 展望､ 意見､ 学校における実践記録

などを幅広く含めるので､ ｢論文等｣ としている｡ 分析対象の論文等を収集する始点を1970年とし

たのは､ 科学技術リテラシーが世界的に大きな話題となるのは1980年代以降だからである｡ そこで､

それ以前を含めて分析するために､ その10年前である1970年を論文等の収集の始点とした｡

本分析で選択した､ 学会誌・専門雑誌､ 及び､ それらの収集年は､ 表１の通りである｡ なお､ 収

集年の始点が1970年以外の学会誌・専門雑誌は､ 創刊が1970年以降であることを示し､ また2005年

より前に収集が終わっているのはその時点で廃刊されていることを示している｡
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表１ 分析のために選択した文献分野別の学会誌・専門雑誌

文献
分野

分析のために選択した学会誌・専門雑誌と収集年

科
学
技
術
文
献

『日本学術会議月報』 (日本学術会議事務局) 1970－1996
『学術の動向：JSC ニュース』 (日本学術協力財団) 1996－2005
『科学』 (岩波書店) 1970－2005
『日経サイエンス』 (日本経済新聞社) 1970－2005
『Ｓ＆Ｔジャーナル､ 科学技術ジャーナル』 (科学技術広報財団) 1992－2005
『パリティ』 (丸善) 1985－2005
『数学セミナー』 (日本評論社) 1970－2005
『数学のたのしみ』 (日本評論社) 1997－2002

理
科
教
育
文
献

『理科教育学研究､ 日本理科教育学会研究紀要』 (日本理科教育学会) 1978－2005
『理科の教育』 (日本理科教育学会) 1970－2005
『科学教育研究』 (日本科学教育学会) 1977－2005
『日本科学教育学会年会論文集』 (日本科学教育学会) 1977－2005
『研究報告』 (日本科学教育学会) 1986－2005
『物理教育』 (日本物理教育学会) 1970－2005
『化学と教育､ 化学教育』 (日本化学会) 1970－2005
『生物教育』 (日本生物教育学会) 1970－2005
『地学教育』 (日本地学教育学会) 1978－2005
『環境教育』 (日本環境教育学会) 1991－2005



選択した学会誌・専門雑誌は､ 科学技術文献８誌､ 理科教育文献10誌､ 数学教育文献10誌､ 技術

教育文献６誌､ 博物館教育文献３誌､ 教育学文献４誌､ 合計41誌である｡

� ｢リテラシー｣ に関係する論文等の特定

分析対象とする論文等は､ 次のいずれかの条件で特定する｡ すなわち､ 第１に､ 標題に ｢リテラ

シー｣ が入っている､ 第２に､ キーワードに ｢リテラシー｣ が入っている､ 第３に､ 内容的に科学

技術リテラシーに関連していると判断できる｡

� 論文等の分析の視点

本稿においては､ ｢リテラシー｣ に関連すると特定された論文等について､ 論文等の発表数を時

系列に沿って量的に把握するとともに､ 独自性が高い主要な論文等についてその特徴を明らかにす

る｡ また､ それらを通して､ 課題等も明らかにする｡

� 分析の手順

科学技術リテラシーという観点から収集した論文等について､ 文献一覧を作成し､ それらにおけ

る定義の一覧表を作成し､ その上で､ 我が国における科学技術リテラシー研究の動向や課題につい

て分析する｡

日本における科学技術リテラシーに関する研究の動向
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文献
分野

分析のために選択した学会誌・専門雑誌と収集年

数
学
教
育
文
献

『日本数学教育学会誌・数学教育学論究』 (日本数学教育学会) 1970－2005
『日本数学教育学会誌・数学教育』 (日本数学教育学会) 1970－2005
『日本数学教育学会誌・算数教育』 (日本数学教育学会) 1970－2005
『数学教育論文発表会論文集』 (日本数学教育学会) 1970－2005
『日本数学教育学会誌・総会特集号』 (日本数学教育学会) 1970－2005
『全国数学教育学会誌・数学教育学研究』 (全国数学教育学会) 1995－2005
『数学教室』 (数学教育協議会) 1970－2005
『教育科学数学教育』 (明治図書) 1970－2000
『教育科学算数教育』 (明治図書) 1970－1999
『新しい算数研究』 (新算数教育研究会) 1970－2005

技
術
教
育
文
献

『日本産業技術教育学会誌』 (日本産業技術教育学会) 1970－2005
『産業教育学研究』 (日本産業教育学会) 1970－2005
『技術教育研究』 (技術教育研究会) 1972－2005
『技術教室』 (産業教育研究連盟) 1970－2005
『産業教育』 (文部省職業教育課) 1970－2001
『教育と情報』 (文部省大臣官房情報処理課) 1970－2001

教
育
文
献

博
物
館

『博物館学雑誌』 (全日本博物館学会) 1975－2005
『日本ミュージアム・マネージメント学会研究紀要』 (日本ミュージアム・マネージメント学会)
1977－2005

『博物館研究』 (日本博物館協会) 1970－2005

教
育
学
文
献

『教育学研究』 (日本教育学会) 1970－2005
『教育』 (国土社) 1970－2005
『教科教育学会誌』 (日本教科教育学会) 1970－2005
『現代教育科学』 (明治図書) 1970－2005



�. 分析の結果

１. 科学技術リテラシーの研究に関する全体的な傾向

� 科学技術リテラシーの文献分野別・発表年別の論文等数

分析対象の論文等の発表年別の傾向を大きく把握するために､ 科学技術文献､ 理科教育文献､ 数

学教育文献､ 技術教育文献､ 博物館教育文献､ 教育学文献の各文献分野から見出された科学技術リ

テラシーの論文等を､ 文献分野別・発表年別にまとめると､ 表２の通りである｡

科学技術リテラシーの論文等は､ 調査対象とした1970年以降では､ 1975年に１点､ その後1981年

から継続的に見出され､ 全体では836点あった｡ 発表された文献分野別に見ると､ 科学技術文献60

点､ 理科教育文献307点､ 数学教育文献168点､ 技術教育文献148点､ 博物館教育文献６点､ 教育学

文献147点である｡ なお､ これらの全論文等836点については､ 著者名､ 発行年､ 論文等名､ 掲載誌

名､ 巻・号､ 頁､ リテラシーの種類等について一覧表を作成し分析の資料とした (長崎, 2006, pp.

66-102)｡

科学技術リテラシーの論文等を発表年別に見ると､ 全体では､ 1981年以降で３つの大きな山があ

る｡ しかし､ それぞれの山の内容は異なっている｡ 第１は1980年代後半であり技術教育文献によっ

ており､ 第２の山は1990年代中頃であり科学教育文献によっており､ 第３の山は2000年代初めであ

り科学教育文献と教育学文献によっている｡ 科学技術リテラシーの研究には流行があり､ しかもそ

の内容は異なっていることが伺われる｡

� 科学技術リテラシーの種類

分析対象の論文等における科学技術リテラシーを明らかにするために､ それぞれのリテラシーを

それらが関わる主たる科学技術等の概念に着目して分類し整理してまとめると､ 表３の通りである｡

なお､ これらの分類においては､ ｢リテラシー｣ と ｢リテラシィ｣ は区別せず ｢リテラシー｣ と

し､ ｢教養｣､ ｢素養｣ などは ｢リテラシー｣ と読み替えており､ 英語のままの語は､ 原則として､

その直訳語のところに分類している｡ なお､ ｢科学的｣ (scientific) と ｢科学｣ (science) を分けた

ことについては､ 日本の科学技術リテラシーに関する論議の中で一部にこれらを区別する意見があ

るので分けたものである｡ これについては後でも触れる｡
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表２ 科学技術リテラシーの研究に関する文献分野別・発表年別の論文等数

文献分野 75 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 合計

科学技術文献 (８誌) 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 1 2 0 0 2 1 1 3 6 2 10 0 10 13 2 60

理科教育文献 (８誌) 1 0 0 0 0 2 3 17 6 3 3 6 7 11 30 35 24 21 13 22 14 14 23 9 21 22 307

数学教育文献 (10誌) 0 0 1 1 4 5 3 8 13 7 5 10 6 7 7 6 9 6 8 2 9 2 12 7 11 19 168

技術教育文献 (６誌) 0 0 1 3 8 3 29 21 12 5 4 5 8 5 6 4 4 10 3 5 1 1 2 4 2 2 148

博物館教育文献 (３誌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 6

教育学文献 (４誌) 0 2 1 1 0 1 1 1 2 1 4 2 1 4 7 0 12 3 3 8 16 19 22 20 5 11 147

科学技術リテラシー (41誌) 1 2 3 5 13 11 39 48 34 17 16 24 24 27 50 47 50 41 30 43 44 48 59 51 53 56 836



分析対象とした論文等は､ その科学技術等の概念からすると15の内容に分類できた｡ それらは､

科学技術､ 科学､ 科学的､ STS､ 環境､ 地学､ 数学､ 統計､ 技術､ コンピュータ､ 情報､ メディア､

ミュージアム､ 一般的､ その他､ である｡ さらにそれらに関する ｢リテラシー｣ の種類については､

合計で32種類以上が見出された｡ 科学技術の世界だけでも､ 実に多様なリテラシーがある｡

� 科学技術リテラシーの一般的な特徴

① 科学技術リテラシーの ｢リテラシー｣ の意味

科学技術リテラシーの ｢リテラシー｣ には､ ｢読み書き｣ から ｢教養｣ へと幅広い範囲の意味が

含まれている｡ それは､ リテラシー (literacy) が､ 一般論として､ 西洋文化において歴史的に２

つの意味を担ってきたからだと言われている｡ 一つは ｢教養｣ としてのリテラシーであり､ この用

法は ｢高度で優雅な教養｣ から ｢共通教養｣ を意味するものへと変化しており､ もう一つは ｢読み

書き能力｣ であり､ この意味は教育用語として後に付加されたものである (佐藤, 2003)｡ 前者は

大学の教養教育で目指すものであり､ 後者は中等普通教育で目指すものであった｡ その後､ 中等教

育の拡大によって､ 中等普通教育の目標であった ｢読み書き能力｣ が､ ｢教養｣ へと近づいていっ

た｡

なお､ 科学技術リテラシーという個別の学問または教科にかかわるリテラシーの起源は､ アメリ

カでは1940年代に遡る (齊藤, 2007)｡ ｢科学的リテラシー｣ は､ 1950年代に大学の科学の一般教

育として使われ､ その後1950年代後半には高等学校の普通教育の科学で使われている｡ ｢数学的リ

テラシー｣ は､ 1940年代に高等学校の普通教育の数学教育の目標として使われていた｡ いずれも､

対象は一部の学生､ または､ 大部分の生徒であり､ 対象世代の一部分であった｡

② 科学技術リテラシーを表現する用語

科学技術リテラシーの ｢リテラシー｣ は､ そのまま ｢リテラシー｣ と片仮名で表現されたり､ 漢

字・平仮名で表現されたりしているが､ 意味の幅広さに対応して､ 漢字・平仮名でも多様な表現が

なされている｡ 例えば､ ｢リテラシー｣ に相当する用語として､ 次の用語が見出されている｡
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表３ 科学技術関係の論文等におけるリテラシーの種類

番号 科学技術等の概念 科学技術リテラシーの種類

１ 科学技術 科学技術リテラシー, 科学・技術リテラシー, サイエンティフィック・テクノロジカ
ル・リテラシー

２ 科学 科学リテラシー, サイエンスリテラシー, サイエンス・リテラシー, 自然科学リテラ
シー, グローバル・サイエンス・リテラシー

３ 科学的 科学的リテラシー, 市民科学リテラシー, サイエンティフィックリテラシー

４ STS STS リテラシー

５ 環境 環境リテラシー, 環境科学リテラシー

６ 地学 地学リテラシー, アースリテラシー

７ 数学 数学的リテラシー, ニューメラシー, マテラシー, Mathemacy

８ 統計 統計的リテラシー

９ 技術 技術リテラシー, テクノロジーリテラシー

10 コンピュータ コンピュータリテラシー, コンピュータ・リテラシー

11 情報 情報リテラシー, インフォメーション・リテラシー

12 メディア メディアリテラシー, メディア・リテラシー, マルチメディアリテラシー

13 ミュージアム ミュージアム・リテラシー

14 一般的 リテラシー

15 その他 科学技術以外のリテラシー



・読み書き能力, 識字,

・教養, 基礎的教養, 市民的教養,

・素養, 市民的素養,

・最低限度の有識度, 基本的な知的体系, 理解力

一方に ｢読み書き能力｣ とそれに相当するものとしての ｢識字｣ があり､ 他方で ｢高度で優雅な

教養｣ に由来する ｢教養｣ がある｡

③ 科学技術リテラシーの対象

科学技術リテラシーの対象者は､ リテラシーによって､ 対象年齢層と対象範囲が異なる｡ 対象年

齢層がある程度明確になっているのでは､ OECD (PISA) では ｢義務教育終了時の生徒｣ (国立教

育政策研究所, 2000) であり､ アメリカの全米科学振興協会 (プロジェクト2061) では ｢高等学校

３年生｣ (日米理数教育比較研究会, 2005) であり､ 本研究では ｢成人｣ (北原, 2006) である｡ 総

じて､ リテラシーは､ 義務教育終了時から成人という世代に対して使われている｡

対象年齢層を義務教育終了時の生徒から成人の世代にするとしても､ その世代の対象範囲をどう

するか､ すなわち､ ｢すべて｣ とするか ｢部分｣ とするかでも異なる｡ 先にあげた PISA､ プロジェ

クト2061､ 本プロジェクトなどの最近のリテラシーは､ ｢すべて｣ の生徒や成人を対象としている｡

この背後には､ 教育における公平性の原理や､ 科学教育現代化時におけるエリート教育への反省な

どがあると思われる｡

④ 科学技術リテラシーの定義の実際

科学技術リテラシーについては､ 多様な定義がなされている｡ 分析対象の論文等で､ 科学技術リ

テラシーの定義を挙げているのは約240点である (長崎, 2006)｡ 定義を挙げている場合でも､ 他の

定義から引用している場合と自己で定義している場合がある｡ ここでは､ 科学技術リテラシーのう

ち､ 多くの分析対象の論文等で言及されている全米科学振興協会 『すべてのアメリカ人のための科

学』 と経済協力開発機構 (OECD) 『生徒の学習到達度調査』 (PISA) の２つの定義を挙げておく｡

１) 全米科学振興協会 『すべてのアメリカ人のための科学』 の科学的リテラシー (1989年)

科学的リテラシーを備えた人物というものは､ 科学､ 数学､ 技術がそれぞれの長所と制約を持

ち､ かつ相互に依存する人間活動であるということを意識した上で､ 科学の主要な概念と原理を

理解し､ 自然界に精通してその多様性と統一性の双方を認識し､ 個人的及び社会的目的のために

科学的知識及び科学的な考え方を用いるような人物である｡ (日米理数教育比較研究会訳, 2005,

p.2)

２) 経済協力開発機構 (OECD) 『生徒の学習到達度調査』 (PISA) の科学的リテラシー

(2004年)

自然界及び人間の活動によって起こる自然界の変化について理解し､ 意思決定するために､ 科

学的知識を使用し､ 課題を明確にし､ 証拠に基づく結論を導き出す能力｡ (国立教育政策研究所

編, 2004, p.17)

⑤ 科学技術リテラシーの概念構成

科学技術リテラシーの概念構成は多様である｡ しかしながら､ 包括的に見ると､ アメリカのペラ

らが1966年に発表した有名な ｢科学的リテラシーの指示概念｣ における６領域､ すなわち､ ｢科学

と社会｣､ ｢科学の倫理｣､ ｢科学の性質｣､ ｢概念的知識｣､ ｢科学と技術｣､ ｢科学と人間性｣ が､ 現在

でも科学技術リテラシーの概念構成を説明しているように思える｡

しかしながら､ 科学技術リテラシーの概念構成には２つの基本的な立場があるようである｡ 大ま
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かにまとめると､ 一つは科学の基本的な知識から構成されており､ もう一つはそれに科学的思考力・

批判的能力や科学的態度が入ったものとして構成されている｡ 昨今の日本における ｢科学リテラシー｣

と ｢科学的リテラシー｣ の区別がこれに相当するであろう｡ ただし､ なお､ アメリカのプロジェク

ト2061の科学的リテラシーや OECD・PISA のリテラシーは思考力や判断力を含めており､ そして､

いずれも ｢すべての｣ 生徒を対象としている｡

⑥ 科学技術リテラシーの教育上の性格

科学技術リテラシーは､ 教育上の性格として､ 人に身に付けて欲しい知識や能力などという教育

目標と解釈されたり､ 指導すべき概念や方法という教育内容と解釈されたりしている｡

一般に､ 教育においては､ 教育目的のもとで教育目標が定められ､ さらに､ その教育目標を達成

するために教育内容や教育方法などを記述したカリキュラムが作られる｡ このような見方からする

と､ リテラシーは､ 人が身に付けて欲しい知識や能力などの教育目標であると言われている (日米

理数教育比較研究会, 2005；森・秋田, 2002)｡ したがって､ リテラシーを作成したあとで､ カリ

キュラムの作成が始まる｡ 実際､ 例えば､ アメリカの全米科学振興協会 (プロジェクト2061) は､

1986年から３年かけて ｢すべてのアメリカ人のための科学｣ というリテラシーを作成すると､ その

後､ 10年以上にわたり､ リテラシーの育成を目指した学年段階別のカリキュラムやその解説や資料

を発行し続けている (阿部, 2006)｡

２. 科学技術の各内容分野におけるリテラシー研究動向の概観

科学技術のそれぞれ文献分野の学会誌・研究雑誌におけるリテラシーに関する論文等のうち､ 理

科教育と数学教育のリテラシーは複数の文献分野において論じられているので､ 改めて､ 全文献分

野から理科教育と数学教育の論文等を抽出した｡ 同様に､ 博物館教育についても理科教育文献から

抽出した｡ これらをまとめて､ 理科教育におけるリテラシー､ 数学教育におけるリテラシー､ 博物

館教育におけるリテラシーとした｡ 科学技術､ 技術教育､ 教育学については､ それらの文献分野に

あるものを､ 科学技術におけるリテラシー､ 技術教育におけるリテラシー､ 教育学におけるリテラ

シーとした｡ それぞれの内容分野におけるリテラシーに関する論文等を､ 内容分野別・発表年別に

まとめる､ 表４の通りである｡

なお､ 内容分野別にリテラシーを分類・整理する際には､ 表３の科学技術等の概念をもとに､ 科

学技術リテラシーを対応させるようにした｡ そこで､ 理科教育におけるリテラシーには､ 科学技術､

科学､ 科学的､ STS､ 環境､ 地学のリテラシーが含まれ､ 数学教育におけるリテラシーには､ 数学､

統計のリテラシーが含まれている｡ 技術教育におけるリテラシーには､ 技術､ コンピュータ､ 情報､

メディアのリテラシーが含まれ､ 博物館教育におけるリテラシーは､ 博物館のリテラシーが含まれ

ている｡ 科学技術と教育学については､ それらの文献分野にある論文等としたので､ 種々のリテラ

シーが含まれている｡
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科学技術リテラシーのそれぞれの内容分野におけるリテラシーに関する研究について､ 分析対象

の論文等を中心にその量的な傾向と､ それらの内容的な特徴についてまとめる｡ なお､ 本章の引用・

参考文献については､ 本稿末にそれぞれの内容分野ごとにまとめてある｡

� 科学技術におけるリテラシー

日本の科学技術の分野において対象とした論文等 (表１；科学技術文献参照) は､ ほかの分野よ

りも広く対象とし､ 科学技術と社会に関する論文等､ 科学技術リテラシーに関する論文等であり､

1984年以降60点あり､ その後､ 2000年以降に増えている (表４参照)｡

これらの科学技術リテラシーの議論は､ 発表時期とともに､ 概ね､ 次のようにまとめられる｡ 社

会に対応した科学におけるリテラシーの必要性 (Dixon, 1984)､ 公衆の科学理解 (PUS) (Royal

Society, 1986)､ 科学者と科学教育 (スワーツ, 1992)､ 日本の1990年代における科学技術リテラ

シー論 (藤田, 1991；長谷川, 1996)､ 国際学術連合による科学能力開発事業計画 (大橋, 1997)､

世界科学会議の ｢科学と科学的知識の利用に関する世界宣言｣ (世界科学会議, 2000)､ 科学技術基

本法の重要性 (丸山ら, 2001)､ 日本における科学論の再構築 (村上, 1999；池内, 2003)､ 科学技

術離れ (有馬, 2001)､ 科学技術リテラシー策定へ (白川, 2004；北原, 2005)､ などである｡

なお､ 報告書としては科学技術政策研究所の ｢科学技術に関する意識調査｣ (2001)､ ｢科学雑誌

に関する調査｣ (2003) などの一連の調査報告書がある｡ この分野においては､ 科学技術リテラシー

については､ ほとんどが評論､ 主張､ 報告であり､ その中で､ 科学技術政策研究所の調査報告書は

科学技術リテラシー研究にとっての基礎的な研究として注目に値する｡

� 理科教育におけるリテラシー

理科教育におけるリテラシーの論文等は､ 1975年以降で281点あり､ それらをさらに概念別に分

類して発表年別にまとめると､ 表５の通りである｡
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表４ 科学技術リテラシーの研究に関する内容分野別・発表年別の論文等数

分 野 75 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 合計

科学技術におけるリテラシー 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 1 2 0 0 2 1 1 3 6 2 10 0 10 13 2 60

理科教育におけるリテラシー 1 0 1 1 1 1 4 3 1 1 0 2 5 8 24 36 17 21 12 24 14 24 21 18 28 13 281

数学教育におけるリテラシー 0 0 0 0 2 1 2 5 3 3 2 4 2 3 9 6 6 6 6 2 6 1 11 6 12 21 119

技術教育におけるリテラシー 0 0 1 3 8 3 29 21 12 5 4 5 8 5 6 4 4 10 3 5 1 1 2 4 2 2 148

博物館教育におけるリテラシー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 3 10

教育学におけるリテラシー 0 2 1 1 0 1 1 1 2 1 4 2 1 4 7 0 12 3 3 8 16 19 22 20 5 11 147



理科教育におけるリテラシーとしては､ 科学的リテラシーが1983年､ 科学リテラシーが1984年に

出ている｡ これらで､ 全体の半数以上を占めている｡ 論文等数が､ 10点を越えているのは､ これら

に加え､ 科学技術リテラシー､ 物理リテラシーである｡

理科教育におけるリテラシーが初めて見られたのは ｢scientific literacy｣ が ｢科学的国語力｣

と訳されて科学や数学と言語の関係の文脈で扱われたものである (大橋, 1975｡ ただし､ その後､

大橋は､ ｢大衆の科学的基礎能力｣ と訳を変えている (『科学教育研究レター』 No.16, 1979))｡ さ

らに､ 1979年には､ アメリカの科学的リテラシーの紹介がなされている (鶴岡, 1979；三島,

1979)｡

1980年代になると､ 理科教育におけるリテラシーに関して､ 化学教育に関する国民的教養 (藤谷,

1982)､ 生物教育に関する一般市民の教養 (山田, 1985)､ 教育改革の基本方針の一つの科学・技術

的教養 (武村・日置, 1985) などとされた｡ このうち科学・技術的教養では科学的な判断能力を育

てるとしている｡ 1987年になると ｢科学的リテラシー｣ という用語が使われるようになる (長洲,

1987；高橋, 1987)｡ ここでは､ 1977,78年ごろの米国の理科教育の危機的状況と､ その後1980年代

初頭の全米科学振興協会 (AAAS)､ 全米科学財団 (NSF)､ 全米科学教師協会 (NSTA) などの

対応を概観し､ NSTA の科学､ 技術リテラシーが紹介されている (長洲, 1987)｡ その後､ さらに､

外国のリテラシー論が紹介されるようになる (平, 1988)｡

理科教育におけるリテラシーに関する論文等が飛躍的に増えるのは､ 1990年代に入ってからであ

る｡ 90年代には米国の科学的リテラシー運動の AAAS の ｢プロジェクト2061｣ の活動や全米科学

教育スタンダード (1996) の紹介が多数見られる (長洲, 1994；1997；人見, 1997；武村, 1997な

ど)｡ さらに､ イギリスにおけるナショナル・カリキュラムの紹介の中でもリテラシーの用語が見

られる (磯崎, 1997)｡ さらに､ ユネスコなどを中心としたプロジェクト2000+の動向も紹介され

ている (中山, 1997)｡

1990年代半ばには､ 学会でリテラシーに関する特集が組まれるようになる｡ 1994年には日本科学

教育学会で､ 科学一般や各領域に関するリテラシーが論じられ (『科学教育学会研究報告８ (5)』)､

1995年には日本物理教育学会で､ ｢国民的教養としての物理リテラシーとは何か｣ というテーマで

研究者が意見を述べている (『物理教育43 (4)』)｡ また､ 1994年から1996年にかけて､ 日本科学教

育学会を中心として､ STS リテラシーが論じられ､ 科学の本質の理解や科学､ 技術､ 社会の関係

が強調されている (向平, 1994；小川, 1995など)｡

1990年代後半からは日本におけるリテラシーの育成を目指す研究も見られるようになる｡ そこで
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表５ 理科教育におけるリテラシーの研究に関する各年別の論文等数

分 野 75 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 合計

科学的リテラシー 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3 7 7 7 10 2 9 1 6 11 4 6 8 87

科学リテラシー 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 11 7 5 2 3 6 7 7 7 4 6 2 71

科学技術リテラシー 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 4 1 2 3 0 1 0 0 1 20

物理リテラシー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12

環境リテラシー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 9

地学リテラシー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 9

STS リテラシー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

公衆の科学理解 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

生物リテラシー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

リテラシー・教養・素養 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 1 1 0 1 2 2 0 0 1 16

その他 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 5 1 9 0 10 11 1 46

合 計 1 1 1 1 1 4 3 1 1 0 2 5 8 24 36 17 21 12 24 14 24 21 18 28 13 281



は､ 中・高生のリテラシーの実態を調べたり小学校におけるカリキュラム開発の実践が行われたり

している (中山, 1994；中山・三宅, 1995など)｡

その後､ ｢新科学知｣ (New Integrated Science intelligence and literacy) のための科学技術・

情報数理のカリキュラム開発の必要性も主張される (木村, 1996)｡

2000年代に入ると､ OECD・PISA や諸外国のリテラシー運動の展開を受けて､ リテラシーの再

検討を行う論文等が見られるようになる｡ そこでは､ OECD・PISA のリテラシーの定義や特徴､

バイビーの示したリテラシーの段階が紹介されている (熊野, 2002など)｡ また､ 諸外国の教育の

紹介や科学教育の変革への提言の中でリテラシーの用語が使用されている｡

なお､ 科学研究費補助金による研究報告書としては､ 『科学・技術リテラシーの育成の基礎研究』

(大木ら, 1993) が端緒となり､ 科学的リテラシー育成に関する実際的な研究 (三宅, 1994；1996；

中山, 1996など)､ 米国を中心とした外国のリテラシー論の紹介 (長洲, 1998；2005など)､ 科学へ

の学習意欲の調査研究 (小倉, 2005)､ イギリスやカナダの科学的リテラシーの紹介 (小倉, 2006)

などがある｡

また､ アメリカの科学的リテラシーの翻訳としては､ 『全米科学教育スタンダード－アメリカ科

学教育の未来を展望する－』 (長洲, 2001)､ 『すべてのアメリカ人のための科学 科学､ 数学､ 技

術､ におけるリテラシー目標に関するプロジェクト2061の報告書』 (日米理数教育比較研究会,

2005) が出されている｡

理科教育におけるリテラシーについては､ 個人研究として非常に多くの論文等が出されているが､

体系立った科学的リテラシーを構築したものは見られない｡ それらのほとんどは､ 海外､ とりわけ

アメリカやイギリスの科学的リテラシーをもとに議論されており､ 日本における科学的リテラシー

研究は､ その当初から欧米の質の高い教養的な科学的リテラシー論を積極的に受容していた｡ そこ

で､ 日本においては､ 自国の科学的リテラシーを問うというよりも､ 諸外国の質の高い科学的リテ

ラシーを基盤にしたカリキュラム論に傾斜していったと言えよう｡ このような中で､ 科学的リテラ

シー育成に関する研究 (三宅, 中山ら) は､ カリキュラムを構想しそれを実施し評価しようとして

おり注目に値する｡

� 数学教育におけるリテラシー

数学教育におけるリテラシーの論文等は､ 1984年以降で119点あり､ それらをさらに概念別に分

類して発表年別にまとめると､ 表６の通りである｡ なお､ ここでは､ 算数・数学教育文献にあった

コンピュータ59点､ 情報10点､ ビジュアル１点､ メディア１点など､ が除かれている｡
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数学教育におけるリテラシーとしては､ マテラシーが1984年､ 数学的リテラシーが1985年に出て

いる｡ 数学的リテラシーが65％を占め､ ニューメラシーも10点を越えている｡

数学教育におけるリテラシーが初めて見られたのは､ 1983年に東京で開催された ICMI-日数教・

数学教育国際会議の記念講演で提案された ｢マテラシー｣ (Kawaguchi, 1984) と ｢数学的リテラ

シー｣ (Fujita & Terada, 1984) であった｡ マテラシーは概念的には ｢リテラシー｣ という英語

に由来するものであり､ カリキュラム構成の理念であり､ 方法として数学的認知活動に基礎を置き､

対象､ 活動､ 推論､ 問題解決という４つのカテゴリーでまとめたものであった (川口, 1991；フィッ

シャー, 1996など)｡ 数学的リテラシーは､ 中等教育におけるマジョリティの生徒の知的育成のた

めの数学または市民としての教養・素養であった (茂木, 1985；藤田1991など)､ その後､ このよ

うな数学的リテラシーの考え方は､ 日本数学会などからの声明 (1994, 1995) に盛り込まれた｡

1987年には日本数学教育学会特別委員会が ｢高度情報化社会において一般市民が身につけるべき

数学的なリテラシー (広義の読み書き能力) は何か｣ について報告書を発表している (植竹, 1986；

日数教, 1987)｡ ここでは､ 数学的リテラシーの議論が､ 高度情報化社会に対応するものとしての

コンピュータリテラシーへと移っている｡ その後､ この影響と思われるコンピュータに関連した数

学的リテラシー論が増えた｡

2000年初頭から現在にかけて､ OECD・PISAに関する数学的リテラシーによるものが盛んになっ

ている (瀬沼, 2005；長崎・瀬沼, 2005など)｡ また､ 諸外国の数学教育におけるリテラシーの状

況やリテラシー論､ ニュメラシーの紹介もなされている (小山, 1997, 2004；清水, 2000など)｡

なお､ アメリカの数学的リテラシーの翻訳としては､ 『新世紀をひらく学校数学－学校数学のた

めの原則とスタンダード－』 (筑波大学数学教育学研究室, 2001) が出されている｡

数学教育におけるリテラシーについては､ 現在の研究はほとんどが OECD・PISA の数学的リテ

ラシーを拠り所としている｡ その中で1980年代のマテラシー (川口) と数学的リテラシー (藤田ら)

は､ 理念で止まってしまったが､ 前者がすべての子どものリテラシーのカリキュラム論として､ 後

者が大多数の高校生のための数学のあり方として独自性を持っていた｡

� 技術教育におけるリテラシー

技術教育におけるリテラシーの論文等は､ 1982年以降で148点あり､ それらをさらに概念別に分

類して発表年別にまとめると､ 表７の通りである｡
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表６ 数学教育におけるリテラシーの研究に関する各年別の論文等数

分 野 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 合計

数学的リテラシー 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 5 2 3 5 2 0 1 0 5 5 9 14 64

ニューメラシー 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 1 2 3 17

マテラシー 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

統計的リテラシー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 6

mathemacy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

数量的リテラシー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

その他 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 2 3 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 21

合 計 2 1 2 5 3 3 2 4 2 3 9 6 6 6 6 2 6 1 11 6 12 21 119



技術教育におけるリテラシーとしては､ コンピュータリテラシーが1982年､ メディアリテラシー

が1984年に出ている｡ 技術リテラシーは1985年からである｡ コンピュータリテラシーが約70％を占

め､ 情報リテラシー､ メディアリテラシーも10点を越えている｡ ここでは､ それらのうち､ 今後の

科学技術リテラシーにとって中心となる技術リテラシーの論文等11点を中心にまとめる｡

技術リテラシーが初めて見られたのは､ 1985年にアメリカの技術教育の動向を紹介する際､ ｢高

度技術社会に必須な能力｣ の意味でテクノロジーリテラシーが使われた (村田, 1985)｡ その後

10年間ほどは､ 技術リテラシーに触れる文献は見られなかった｡

その後､ 90年代後半から2000年代には技術リテラシーに関する論文等がいくつか見られ､ それら

は､ いずれも米国国際技術教育協会 (ITEA) が取り組んだ ｢万人のための技術プロジェクト｣ と

OECD・PISA のどちらか､ あるいは両方に関連したものである｡

1997年には日本産業技術教育学会が ｢万人のための技術プロジェクト｣ のリーダーであったダガー

を招いて講演を実施した (日本産業技術教育学会, 1997)｡ 2000年代に入ると､ 米国の技術教育を

概観する中で技術リテラシーについて述べたり (宮川, 2002)､ また､ OECD・PISA の枠組みを

技術教育に適用した技術リテラシーの水準について国際調査の計画が紹介されている (田中ら,

2003)｡ 2005年には､ 日本工学アカデミーが 『技術リテラシーと市民教育』 を発表している｡

なお､ 科学研究費等の報告書としては､ 諸外国のテクノロジーリテラシー (田中, 1997)､ 生徒

のテクノロジーリテラシーの評価 (田中, 2006)､ 技術的素養の育成に関する実際的な研究 (山崎,

2006) がある｡

また､ アメリカの技術リテラシーの翻訳としては､ 『国際競争力を高めるアメリカの教育戦略

技術教育からの改革』 (宮川ら編訳, 2002) が出されている｡

技術教育におけるリテラシーにおいては､ 日本工学アカデミーが､ 学術団体として組織的に体系

立った技術リテラシーを構築していることが注目に値する｡

� 博物館教育におけるリテラシー

博物館教育におけるリテラシーに関する論文等は､ 2000年以降で10点である (表４参照)｡ 博物

館教育におけるリテラシーに関する議論は､ 主に次の３つの議論にまとめられる｡

第１は､ 科学技術リテラシー､ 科学リテラシー､ 科学コミュニケーションなどの育成のための博

物館の利用についてである (小川, 2005；小出ら, 2002；長濱, 2000)｡

第２は､ ミュージアム・リテラシーなどの博物館利用に関する能力についてである｡ そこでは､

ミュージアム・リテラシーを育成するための博物館独自の総合的な学習プログラム (田邊ほか,

2005) などがある｡

第３は､ 博物館の在り方についてである｡ 例えば､ 博物館の概念を検討し､ これからの博物館は､

説明能力､ 統治能力､ 活用能力､ 市民参加といった視点をもつことの必要性が述べている (水嶋,
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表７ 技術教育におけるリテラシーの研究に関する各年別の論文等数

分 野 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 合計

コンピュータリテラシー 1 3 7 1 29 17 7 3 4 4 7 3 4 0 3 1 0 4 0 0 1 0 0 0 99

情報リテラシー 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0 1 1 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 18

技術リテラシー 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 11

メディアリテラシー 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 0 1 12

合 計 1 3 8 3 29 21 12 5 4 5 8 5 6 4 4 10 3 5 1 1 2 4 2 2 148



2004)｡

博物館教育におけるリテラシー研究は始まったばかりである｡ 博物館・科学館が広く学校教育等

と連携して科学技術リテラシーに関わる活動を行っていくことが期待される｡

� 教育学におけるリテラシー

教育学におけるリテラシーの論文等は､ 1981年以降で147点あり､ それらをさらに概念別に分類

して発表年別にまとめると､ 表８の通りである｡ なお､ 教育学における論文等は､ 総論的な文化・

社会論 (学力論を含む)､ 各教科に関連した内容 (科学・技術・数学)､ 情報・コンピュータ・メディ

ア､ そのほか (言語教育など)､ の４つの内容に分類している｡

教育学におけるリテラシーとしては､ 文化・社会論 (学力論を含む) に関するリテラシーが

1981年に出ている｡ 情報・コンピュータ・メディアに関するリテラシーが半数を占めており､ 文化・

社会論も全体の４割弱に達している｡ 教育学文献におけるリテラシー論で特徴的なのは､ 総論的な

文化・社会論に関する議論であり､ そこで本稿では､ 文化・社会論に焦点を当てる｡

文化・社会論のリテラシー論については､ 1991年に､ ユネスコの ｢学習権宣言｣ (1985) に基づ

いて ｢批判的識字力｣ の概念が用いられていた (朝倉, 1991)｡ その後､ リテラシーの語は､ 学力

論の文脈で用いられた｡ また､ 諸外国教育を紹介する際にも使われ､ 例えば､ ｢多文化リテラシー｣

をキーワードにアメリカの多文化教育が論じられている (江淵, 1994)｡ 90年代後半にはリテラシー

の語は定義をせずに使われる例が増えるが､ 言語能力を基礎とする何らかの資質という点が共通し

ている｡

1990年代後半に注目を集めたものにはアメリカのハーシュによる ｢文化常識｣ 論がある｡ 基礎・

基本重視の観点からハーシュの議論が注目された (今村, 1996；岩田, 1997など)｡

リテラシーに関する議論は2000年代に入ると増え､ リテラシーの語が用いられる文脈も広がった｡

リテラシーという概念を歴史的な視点からその内実を明らかにしようとしたり (佐藤, 2003)､ 批

判的リテラシー論であるパウロ・フレイレのリテラシー論やヘンリー・ジルーのリテラシー論や

90年代後半に取り上げられたハーシュについても再検討が加えられている (上地, 2003など)｡ こ

れらは､ この時期の学力論争のなかで基礎学力とは何かという問いに対して示唆を得るためのキー

ワードとしてリテラシーを取り上げている｡ また､ 言語論・コミュニケーション論の文脈で､ 抽象

的にリテラシーを論じるものも登場し､ リテラシーを世界観を構成する活動ととらえたり (菊池,

2003)､ 社会的文脈の中での言語行為ととらえたりした (塚田, 2003)｡

この時期の日本の教育学におけるリテラシー議論に対して最も大きな影響を与えたのは OECD・

PISA の学力観である｡ 日本の教育学においてリテラシーという言葉は情報・コンピュータ教育に

関するものを別にすれば学力論の文脈で用いられてきたといえよう｡
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表８ 教育学におけるリテラシーの研究に関する各年別の論文等数

分 野 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 合計

情報・コンピュータ・メディア 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 0 0 3 2 0 6 0 3 6 14 9 15 5 3 2 76

文化・社会論 (学力論を含む) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 6 3 0 1 2 6 3 10 2 8 48

科学・技術・数学 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 9

その他 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 0 1 14

合 計 2 1 1 0 1 1 1 2 1 4 2 1 4 7 0 12 3 3 8 16 19 22 20 5 11 147



�. おわりに

我が国では､ 1970年代以降､ 科学技術リテラシーの研究として､ 科学技術・科学技術教育関係の

学会誌・専門雑誌41誌から836点の論文等が見いだされた｡ それらは､ 科学技術､ 科学・科学的､

STS､ 環境､ 地学､ 数学､ 統計､ 技術､ コンピュータ､ 情報､ メディア､ ミュージアム､ などにつ

いてのリテラシーからなっていた｡ これらのうち1980年代はコンピュータリテラシーが盛んに論じ

られ､ 1990年代中頃には科学的リテラシーが盛んになり､ 2000年代になると OECD・PISA の影響

を受けたリテラシー研究が盛んに行なわれている｡ 全体として､ 科学技術リテラシー研究は､ 個人

研究を中心として行われてきたが､ そのなかで学術団体が組織的に取り組み体系立った科学技術リ

テラシーを構築したものとしては2005年の日本工学アカデミーによる技術リテラシーがある｡
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Abstract

Liberal arts education has often been understood as a mixture of seven liberal arts. Liberal arts

education is rather a form of thinking process. If I define liberal arts as teaching to think, ana-

lyze and obtaining unique viewpoints, I believe liberal arts has something to offer to educators

in Japan hoping to introduce inquiry-based teaching. The inquiry-based education in Japan

has not been adequate, probably because of the lack of understanding of the thinking process.

In this brief article, I would like to show how �connecting seemingly unrelated facts� substan-

tiates classroom instruction. Teachers in Japan have not understood inquiry-based education

in this way.

In this article, I refer to the old sociology-related concept of �feedback loop� which was first ar-

ticulated in the 1960s by Jay Forrester in his important work on city planning.

Generally speaking, the inquiry-based learning becomes meaningful when there are enough

contents to cover. Integrated learning in Japan has used neither the liberal arts approach nor

the feedback loop approach. I believe this gap can be bridged. I also think that curriculum plan-

ners in Japan need to be thinkers concentrating on real life problems.

１. リベラル・アーツ的な教育と探究学習

リベラル・アーツ的な教育とは何かについては､ 特に日本の大学教育関係者の間で関心が高まっ

てはいるものの､ その本質については多様な見方がある｡ 一般的には､ リベラル・アーツ教育は､

大学教育の一つの形であると了解されている｡

では､ リベラル・アーツ的な教育は初等中等教育では行えないだろうか｡ アメリカの場合､ 学校

区 (ディストリクト) によって大きく異なるが､ 筆者が見聞したいくつかの公立学校では､ 発展的

な学習のような形で ｢リベラル・アーツ的な｣ 事象の分析と関連づけが行われていた｡ それらの授

業は､ 教科書に沿って行われる教科授業とは異なり､ 特定のテーマに関するものであった｡ たとえ

ば､ ｢アジアにおける資本主義｣ のような授業名である｡ これは､ アジアの地理､ 歴史､ 文化を学

んだ生徒たちのための選択科目であった｡

日本の初等中等教育でも､ 理科や社会科の授業のなかでも､ ｢ここぞ｣ と思う単元では､ 通常の

本時の２倍か３倍の時間を使って､ 事象の分析のしかたを扱う授業は､ 決してめずらしくない｡ ご

く一部ではあるが､ 総合的な学習の時間で､ ものの見方と分析を扱う学校もある｡ このような観点
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から､ 日本の小学校から高校でも､ リベラル・アーツ的な教育は昔から行われていたと見るべきで

あろう｡ ただし､ リベラル・アーツ的教育を ｢一見､ 何の関連もない複数の事柄のなかに関連性を

見出す教育｣ というように解釈すると､ 多くの小学校から高校での探求的学習は､ 必ずしもこの解

釈に該当しない｡ 概して､ 日本の教師は､ ものの見方と分析を ｢なぜ？｣ の軸で指導しがちである｡

一見､ 何の関連もないように見える複数の事柄のなかに関連を見出す能力は､ 製造業や都市行政

の世界では日常的である｡ 後述する､ 日本のある自動車メーカーの ｢５つのなぜ｣ などは､ 関連の

ないように見える事柄の結びつけが職場ではいかに重要であるかを示している｡ ところが､ 日本の

教育界では､ 関連性の結びつけが重視されてこなかったように思われる｡

そのような教育風土のなかで､ 筆者は､ 関連性の結びつけを意図的に前面に出した学びを､ 特に

小学校と中学校の綜合的な学習の時間として提案し続けてきた｡ その際､ ｢複数の事柄｣ は､ 児童・

生徒に示しておくこととした｡ 筆者はそれを､ ｢登山口｣ と呼んでいる｡

以下の一例は､ 小学校の総合学習で行ってみたもので､ ①～④が ｢登山口｣ にあたる｡

(例) ｢本校の給食の残飯の量を減らす方法を､ 次の事柄に即して考えてみよう｡｣

① メニュー

② 給食時間の長さ

③ 咀嚼のしかた

④ 虫歯の数

筆者は､ 上記の単元を､ 知り合いの医師から聞いた ｢歯科をもつ総合病院では､ 病院食の残飯が

少ない｣ という一言からヒントを得た｡ 虫歯が減るにつれて､ 残飯の量が減る｡ さらには､ 咀嚼を

増やすことで食事の味わいが増し､ 結果として残飯の量が減る｡ 虫歯の数も咀嚼も､ ｢残飯の量｣

と何らかの関連があることに気づいてもらう学習である｡

複数の ｢登山口｣ を設定するこの方法は､ オーストラリアの一部で行われているリッチなタスク

の発想に近いかもしれない｡ 学習課題が ｢リッチ｣ であるということは､ その課題が多くの登山口

をもつ (から登れる) ということと同じであると考えられる｡

２. ｢探究学習｣ への社会的需要

アメリカは地方自治の国であり､ 非営利団体が活躍する国でもある｡ 地方行政や非営利業務での

雇用が日本より整備されているため､ 地方行政や非営利団体はリベラル・アーツ大学卒業者たちに

とって魅力ある就職先となっているのである｡ リベラル・アーツのかなり多くの卒業生たちが入っ

ていくこのような分野では､ 自ら分析し､ 判断し､ 政策や方針を企画立案することが求められる｡

そのときに求められる能力は､ 単に分厚い文献を読み込むだけの教育では育たないのである (もち

ろん､ リベラル・アーツではどの科目でも500ページもある分厚い文献を何冊も読まされるが)｡

ある社会を生き物のような生命体として見なした場合､ そこには､ 歪み､ ひずみ､ 不公平などが

存在する｡ どの社会でも､ これらの歪み､ ひずみを是正しようとする人たちがいる｡ リベラル・アー

ツ的な教育が結果として､ 地方行政や法律､ 非営利団体で働く実務家を多く育てることになるのは､

このような歪み､ ひずみに関する問題意識の提起が行われやすいというアメリカの事情に一因があ

るのではなかろうか｡
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日本では事情は異なる｡ 歪み､ ひずみ､ 不公平などを対象とする実質的な非営利団体は育ってい

るとは言えない｡ 地元のニーズに直結する行政サービスを地元レベルで立案することは少ない｡ し

たがって､ 日本では､ 現時点で､ 少なくともアメリカのリベラル・アーツ的人材が活躍する場は少

ない｡

｢歪み｣ ｢ひずみ｣ ｢不公平｣ などが問題意識として現れるとき､ それらはリベラル・アーツ的な

学びの吸引力なのではないか｡ 問題意識の提示はつまり､ 学習課題の提示と置き換えてよいだろう｡

現時点での日本であっても､ 学習課題の提示として ｢歪み｣ ｢ひずみ｣ ｢不公平｣ のような語を冠

することは抵抗はあっても､ 地元の生活環境的な事柄､ 例えば､ 洪水､ 地すべり､ 飲料水の問題､

大気の汚染､ 土壌の疲弊､ 交通事故､ 建物の安全性､ 雇用形態､ 賃金､ 海の汚れ､ 森林の荒廃など

をどうにか良い方向にもっていきたい､ と思うのは､ どの人にも共通する人情であるから､ リベラ

ル・アーツが本来的に志向する ｢社会性｣ そのものを否定する人は､ 少ないと思われる｡

学習課題の選定における ｢社会性｣ は､ 古くから提起されてきた｡ 特に､ ジョン・デューイは､

思考・判断のあり方を綿密に論じた｡ 探究学習のあり方についても先見的な発言をしている｡ デュー

イにとっては､ 思考・判断力は常に具体的な事象をもとに論じられている｡ ウェストブルックによ

る伝記�によると､ デューイはヴァーモント州立大学時代の二年次に､ 地質学､ 植物学､ 生理学に

熱中している｡ デューイの生誕の地､ 同州バーリントン市の周辺は複雑な地質､ 多様な動植物で知

られる｡ 家具づくりが産業として栄えた地方でもある｡

地質と動植物生理学に熱中したことは､ デューイののちの探究学習観がきわめてリベラル・アー

ツ的であることを暗示している｡ すなわち､ 地質とそこに住む動物､ 生息する植物の間には関連性

がある｡ 植物の構造は水と光との相互作用 (つまり､ 植物生理) と関連がある｡ 水､ 空気､ 光を総

合する学問としての植物生理学は､ デューイに始まるわけではなく､ 古くは16世紀イギリスまでさ

かのぼることができる｡ 光合成の研究史とも一部重なるのである｡

デューイは､ 分析力・判断力の育成には､ それなりの社会的ニーズを念頭においていたと思われ

る｡ 著作のいたるところに､ 実社会とのつながりのない教育はあまり意味がないことが繰り返し述

べられている�｡ デューイ以後､ カリキュラム研究者にとっては､ 教室での学びと実社会との距離

は､ 形を変えてさまざまに提起されるのである｡ 最近では､ OECD の言うキー・コンピテンシー

なども､ 実社会のニーズの一つの反映のさせ方であろう｡ アメリカの最近のカリキュラム論争を振

り返ると､ キー・コンピテンシー的なニーズは､ 製造業および労働経済学の世界に派生する�｡ 特

に､ コミュニケーション力が重視された｡

特に､ 『新しい基本技能を教える』 (Teaching The New Basic Skills, 1996年) は､ 産業界が求

める学力とは何なのかを詳述した画期的な著作であった｡ 広く読まれ､ かなり影響力をもった｡ 読

者の一部には､ 学校という場と製造業の世界 (具体的には､ 工場) を同一に扱うことは納得がいか

なかったかもしれないが､ 同書は ｢問題解決能力｣ (スキル) がいかに職場で重きをなしているか

を明確に示した｡ その最たるスキルが､ コミュニケーション能力であるが､ 同著は ｢(製造業での)

最も重要な仕事の多くは､ 個人的な作業の繰り返しではなく､ グループ単位の作業の統合｣ (13頁)

と位置づけた｡ 企業が人を採用する際も､ ｢コミュニケーション能力に欠ける｣ ｢チームで働くこと

ができない｣ ｢目標を設定できない｣ 人は避けるという傾向が明らかにされている (31頁)｡ このよ

うなスキルを､ 同著は ｢ソフトなスキル｣ と呼んでいる｡ これらは､ いわゆる標準化されたペーパー

テストでは測定できないからである (32頁)｡

では､ ソフトなスキルはどのようにして ｢測定｣ するのか｡ ソフトな能力をどう測定するかとい
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う問いは､ のちに､ PISA2003年の問題解決コンピテンシーなどの測定方法の考え方へと連なる重

要な問題提起であったと思われる｡

同書第７章には､ ソフトな能力の測定方法に関してアメリカの東部ヴァーモント州の数学 (算数)

ポートフォリオのアプローチが詳しく紹介され､ 分析されている｡ 例題として紹介されているのは､

｢魔法の指輪｣ と題する文章題である (ちなみに､ この例題は､ ヴァーモント州がのちに数学ポー

トフォリオを提唱するときに好んで用いられた)｡ 問題解決は､ 次の４つの観点に分けられた｡ �

問題の把握､ �アプローチを考える､ �解決のための考え方､ �結論｡ 数学の問題を解くときに､

答えよりも考える過程で何を見出し､ それをどう他者に伝えるかを重視した｡ ここに､ 産業界でい

う ｢過程重視｣ が明確に反映されている｡

筆者がヴァーモント州の教育関係者に会い､ 学校を見学したのは1997年のことであった｡ ヴァー

モント州の数学ポートフォリオには､ 同州の産業界のニーズが反映していた｡

日本でも､ 国の経済を支える製造業の意向は､ 何らかの形で学校カリキュラムに反映させるべき

であろう｡ たとえば､ ある自動車メーカーの工場で昔からある ｢５つのなぜ｣ は､ 非常に教育的価

値が高い｡ 工場で､ 機械に故障が生じたとき､ 少なくとも５つの視点から ｢なぜ｣ を探究するので

ある｡ 業界通の方によると､ この会社の ｢５つのなぜ｣ は､ 創業当時､ 自動織機の製造で確立され

た伝統だそうである｡ たとえば､ 塗装機械が止まるのはなぜかを､ 少なくとも５つの分野から考え

る｡ 技術者たちは､ 仮説を立て､ 検証し､ その結果を同僚たちにわかりやすく伝えることになる｡

キー・コンピテンシーとしてのコミュニケーション能力の重視の背景には､ このような産業界のニー

ズがあると考えられる｡

海外でキー・コンピテンシーが提唱された時期には､ まだ地球温暖化は緊急の問題ではなかった｡

現代の究極の社会的ニーズは､ 温暖化現象にどう対応するかであろう｡

土と水と空気の壮大な相互作用として学ぶということは､ 土と水と空気を､ 少なくとも10年､

20年､ 30年の枠で見ることでもある｡ 土と水と空気に関する限り､ 簡単に測定・計測できる部分と､

何十年かけても解明できない部分の両面があることを､ 理科の先生方にわかってもらいたい｡ 温暖

化を起こす要因として､ 腐植土は､ 工場からの煙や自動車からの排出物を上回る可能性が指摘され

ている｡ 腐植土に関しては､ 解明されたのは今から数年前である｡ 解明は今も続けられている｡

日本の総合的な学習が ｢地域の問題に眼を向ける｣ 姿勢が重点化されていく場合､ その際､ 学び

の対象が地域の森林､ 河川､ 海､ 農地､ 道路､ 動植物､ 地質､ 飲み水など､ いわゆる公共財を対象

とするならば､ その価値を否定する人はいない｡ だから､ 総合的な学習がリベラル・アーツ的に変

容する日も来るかもしれない｡

私は過去10年近く､ いくつかの学校の総合的な学習の実践に協力してきた経緯から､ 上記のよう

な公共性のあるテーマの立案と教材化に傑出した力量をもつ先生方に出会った｡ そのような方たち

は､ もちろん現職の先生方のこともあるが､ 校長先生や退職された校長先生にそのような力量をも

つ方が多かった｡

静岡県藤枝市の佐野藤雄先生も､ そのような傑出した力量をもっておられる｡ 先生は､ 地元の気

候､ 地形､ 河川､ 森林､ 農産物､ 水などを土俵にご自身に問題的を課し､ 自ら探究する｡ そのよう

にして十分に土俵 (単元) を準備してから､ 子どもたちを土俵に乗せる｡ その一連の過程は､ リベ

ラル・アーツでの問題提起と分析的学習の組み合わせに似ているのである｡

佐野先生がこれまで作った土俵には､ 次のようなもの (多くのなかのごく一部である) がある｡

いずれも､ 土俵の面積の広さは､ 子どもたちには最初に悟られないようにしてある｡
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○藤枝駅

○瀬戸川

○お茶

○そば

○農機具

○消防署

｢駅｣ を学ぶときには､ 当時の藤枝の人口急増という社会事情と駅舎の構造と駅のなかの人の往

来を､ ｢瀬戸川｣ を学ぶときは､ 川の水の流れる速度を両岸にある石ころや植物相と結びつける､

というように､ ものごとの複雑なかかわり方を子どもたちが自然に考え､ 分析するように土俵を用

意してあるのである｡

３. ｢ループ｣ にもとづく探究学習

前述したように､ 日本の大学でも､ アメリカ流のリベラル・アーツを導入しているところが増え

てはいるが､ 現在のところ日本では､ ものごとの分析と判断を個人に任せるという風土がないため､

そもそも､ リベラル・アーツ的な力量と素養が社会的に求められない傾向がある｡ リベラル・アー

ツをうたう日本の大学でも､ その教員がどれだけ本来のリベラル・アーツ的素養を理解しているか

は疑問である｡

さて､ 複数の要素を関連づけることがリベラル・アーツ的な教育の本質的な面であり､ それを小

学校､ 中学校､ 高校でも取り入れるために､ フィードバック・ループの考え方を導入してみたい｡

現代社会の課題のなかには､ ひとつの等式で表現できるものはほとんどない｡ 都市の交通の渋滞の

問題を例にとると､ 都市の自動車数と渋滞が単純な対応関係を示すことはない｡ 例えば､ コンビニ

に商品を搬入するトラックは､ どの時間帯に集中するのか｡ あるいは､ ある町の公共輸送手段の現

状はどうか｡ これらなどは､ 交通経済学の分野である｡ このような複雑な事象を､ フィードバック・

ループ (こうなれば､ こうなるという一対一対応) を単一 (一つ) で考えることは､ 無理があるの

である｡ 世の中の事象は､ 複数のフィードバック・ループで考えていくべきものなのである｡

フィードバック・ループの考え方は､ 1960年代に､ 当時 MIT で都市計画を教えていたジェイ・

フォレスターの著書 Urban Dynamism に端を発すると言われる｡ 同著のなかで､ ｢手とストーブ

の距離｣ の喩えが説明されている｡ 要するに､ 手をストーブから遠ざけると手は温まる｡ 近づけす

ぎるのもよくない､ という単純な図式である｡ この場合､ 単一のフィードバック・ループは ｢距離｣

との対応関係となる｡ しかし､ 温かさを考えるとき､ 手に手袋をはめているとか､ 手の厚さなど､

他の単一フィードバック・ループは実にいろいろ考えられる｡ 1960年代のボストンは､ 深刻な住宅

問題を抱えていた｡ たった一つのループをもとに行政を進めると､ 思わぬところにほころびが生じ

る可能性を示したのが､ フォレスターら都市計画学者だった｡

たとえば､ 当時のボストン市は､ 低所得者向けの住宅が不足していたと言われる｡ 単一ループの

考え方によると､ 市内に高層住宅を建てれば問題は解決する｡ ところが､ 都市の行政は住宅問題だ

けで単独で動くわけではない｡ 市内に本社をもとうとしていた企業は､ 敷地の多くが高層住宅用に

使われたため､ 土地が手に入らない｡ 企業は郊外に本社を構えることになる｡ 税収の面からは､ 市

は､ 企業の本社進出によって見込めた税収が得られない｡ 住宅問題は､ 市内の敷地面積を変数とし
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て計算される｡ 税収問題は､ 市内の企業と住民の数から計算される｡ 実は､ 都市の行政には､ 他に

も多くの変数が複雑に作用する｡ 決して､ 単一のフィードバック・ループできれいに分析できるわ

けではない｡ 多くのフィードバック・ループの相互作用を吟味することになる｡

1960年代には､ MIT とハーバード大学を中心に､ 都市設計が学問として成り立つ時期だった｡

この学問は､ いわゆる学際研究のはしりとも言うべき総合的なものだった｡ 当時のその学風を知る

日本人によると､ ｢私は初めて､ 都市問題においては､ アメリカでは都市計画や土木工学はほんの

一部であり､ 政治学､ 社会学､ 文化人類学､ 歴史学等､ 人文と社会科学の分野がどれほど重要であ

るか�｣ に特徴があった｡

私見だが､ このようなフィードバック・ループの相互作用の考え方は､ 日本では一部の都市設計

研究者､ 公共輸送 (交通経済学) 研究者の間に流通しただけであって､ 教育界には伝わってこなかっ

たのではなかろうか｡

住宅問題にせよ､ 公共輸送にせよ､ 単純化には思わぬ欠陥が潜んでいる｡ 単一フィードバック・

ループは､ わかりやすいがゆえに人々の心に訴求するのだが､ 教育の場ではむしろ､ 多くの変数の

間の関連づけを時間をかけて学ぶことに意義があるのではないか｡

たとえば､ ｢わが町の土砂災害を防ぐにはどうしたらよいだろうか｣ のようなタイプの長期的探

究学習では､ フィードバック・ループの考え方を入れることも可能である｡ その際は､ 留意すべき

は､ このテーマを､ 一見､ 何の関連もなさそうに見える視点にまでループの発想を広げることであ

る｡ 前述の佐野先生は､ この手法に特に秀でている｡ 佐野先生が開発した大単元は､ フィードバッ

ク・ループ的な思想に貫かれている｡ その一例として､ 大単元 ｢間伐材はよみがえる�｣ をもとに､

ループの考え方を説明する｡

一般的に､ フィードバック・ループの考え方は､ あるものの増減が他のものの増減と対応するか

否かである｡ 森林の樹木の間伐を行うと ｢根がしっかり張ると､ 強風や大雨にも強くなる｡ つまり､

土砂が崩れなくなる�｣ 点に着目するならば､ 樹木の根の張り方の強さに応じて土砂災害は減ると

理解される｡

従来､ 日本の学校で､ このようないわゆるリッチなタスクが単元化されにくかったのは､ 教師が

地元の公的機関や NPO との連携によってカリキュラムをつくる時間的余裕がなかったからであろ

う｡ 地元にどのようなリソースがあるのかが､ 学校に十分に伝わっていないのである｡ この大単元

の場合､ 森林管理局､ 地方農政局､ 農林水産部局という機関との連携がなされている｡

ある意味で､ リベラル・アーツ的教育は､ 前述のフィードバック・ループの相互作用を学ぶこと

に近いと言えよう｡ 学生たちは､ どのループを組み合わせるかで無限に多様な分析の仕方が可能に

なる｡ そのような能力は､ 単に都市社会学者のみに求められるわけではない｡ 小学校から大学まで

のどの段階の人々も､ いずれは社会に出たときには､ 地元の道路､ 住居､ 交通､ 建物､ 飲み水､ 大

気などの質に関心をもたざるを得ない｡ その意味で､ この能力は万人にとって必要である｡ もし､

教育政策として､ 日本の総合的な学習が分析力と判断力というリベラル・アーツ的素養の育成に重

点を置くならば､ 分析や判断は､ このような道路や都市､ 森林､ 河川､ 土壌､ 水質､ 大気といった

具体物を対象に行われる点に留意する必要がある｡

総合的な学習は､ 当初から現代的な課題を教科横断的に学ぶことであった｡ しかし､ 初期におい

ては､ ｢現代的な｣ 課題として選択された事柄が､ おそらく､ 教育学者の現状把握の狭さに起因す

るのであろうか､ ｢福祉｣ や ｢国際｣ ｢環境｣ などに集中した｡ これらも現代的な課題には違いない

が､ 残念ながら､ 前述の ｢ループ｣ を設定するには必ずしも適していない｡ 一般的に､ 教育学者や
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カリキュラム研究者は､ 土壌や水質､ 大気､ 森林などへの関心はうすい｡ 一方､ 土壌や水質などの

専門家は､ 教育への関心がうすい｡

多数のループをもつ学習課題の設定方法については､ 国立教育政策研究所の平成16年度 ｢学習内

容と日常生活の関連性の研究｣ の数名の研究委員らによって､ 現在も続けられている｡ これらの方々

に共通するのは､ 小・中・高の現場で授業を行いつつ､ しかも､ 土壌や水質､ 大気､ 森林などへの

専門的な探究を並行して行っている点である｡ このような意味で､ 現在､ リベラル・アーツ的な視

点に立っているのは､ 日本の大学の教育学やカリキュラム学の研究者よりも､ このような小・中・

高の現場の先生方のなかに多く見出せる｡

ループの設定方法の概略を､ 次の２例をもとに説明する｡ １つは､ 都市型の学校での実践を前提

としたもの､ もう１つは､ 森林資源の豊かな地方の学校での実践を前提としたものである｡ リベラ

ル・アーツ的素養としての分析と判断は､ 具体的に提示された ｢問題｣ のもとで鍛えられる｡ その

具体物の提示の仕方に関して､ 筆者は､ 都市がかかえる問題と森林・河川・大気・海洋・土壌など

がかかえる問題とに大別する方法を提案する｡

【都市型の課題】

アメリカＳ市の交通渋滞改善策

(場面背景：アメリカ西海岸のある都市Ｓ市は､ アメリカの都市行政史上前例のない規模の公共

輸送改善政策を､ 1992年に発表した｡ 施策の中心は､ ①バスの台数を2,300台増やすこと､ ②既存

の貨物鉄道路線の一部に通勤電車を走らせることである｡ すでに数回の公聴会が開催され､ 交通経

済学の専門家や鉄道技術者などが意見を述べている｡ この政策の施行予定は､ 2020年である｡)

〈ループの設定〉

① 人口動態

アメリカの州には､ 人口動態専門官が配属されている｡ 動態予測はすべての公共政策の基本デー

タとなる｡ 人口は､ 税収との関連が重要｡

② 公共輸送関連法律

自転車をたたんで列車やバス内に持ち込みが可能なように､ 法律を修正することが検討されてい

る｡

③ 技術革新

Ｓ市の交通渋滞を緩和するために､ 技術者たちが考えているのが､ １人または２人乗りの小型の

電気自動車である｡ 他の多くの都市でも､ 充電式の小型電気自動車や燃料電池自動車は採算性がポ

イントである｡

ループを細かく見ていくと､ 例えば､ 人口動態ループでは､ 統計学やシミュレーションを用いる

ならば､ 数学がかかわってくる｡ 州内の消費税と他の税 (ガソリン税､ 自動車税など) との比率を

考える学習は､ 社会科である｡ 公共輸送関連法規のループでは､ 大型車専用レーンやバス専用レー

ンの設定による収入の予測などで､ 数学と社会科が合流する｡ 技術革新ループでは､ 電気や電池の

学習になるから理科であるが､ 電気自動車や燃料電池自動車の採算性を研究するならば､ 数学と社

会科も合流する｡ このように､ ループの設定によって､ 教科を横断する合流ポイントが見えてくる

のである｡

探究学習とリベラル・アーツ
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【森林資源の豊かな地域の課題】

(場面背景：森林エコロジーは､ 海外では1970年代から急速に発展した｡ 本来は､ 洪水や地すべ

りの防止という現実的な目的から出発したが､ やがて､ 広く生態系や生物多様性にまで及んでいっ

た｡ 日本の総合的な学習を教科横断型にするには､ 最も可能性の広いテーマである｡)

〈ループの設定〉

① 防 災

特に､ 大きな樹木の根の張り方が保水上の効果が大きい｡ 樹木の構造と機能 (理科) と防災 (社

会科) が合流する｡

② 生物多様性

動植物の分類 (生物) と地質 (地学) が合流する｡ さらに､ 生物の多様性を文化史として見るな

らば､ ダーウィンの 『種の起源』 も読むことになるから､ 社会科が合流する｡

③ 産 業

間伐財の活用法やテーブル､ 椅子などの木工品の産業化を考えるならば社会科である｡ さらに､

森林労働者の賃金水準､ 雇用規模なども社会科である｡

このように､ 総合的な学習をリベラル・アーツ的に補強する際には､ 教科の横断を可能にするルー

プの設定が鍵である｡ これまで､ 教科の横断が必ずしもうまくいかなかった原因は､ ｢福祉｣ ｢国際｣

｢環境｣ というような柱の立て方に問題があったと筆者は考える｡ これらでは､ ループが見出しに

くい｡ 今､ 必要なのは､ ループの設定におけるリベラル・アーツ的なノウハウである｡

４. 課題と提言

日本の教育界ではあまり知られていないが､ アメリカのリベラル・アーツ大学の多くは､ 地質土

壌学を学部としてもつところが大部分である｡ 西部開拓の歴史のなかで､ 地形や土壌､ 水質の研究

は､ 学問というよりは実用的課題であった｡ 地質土壌学が対象とするものは､ 農地や鉱山の地質だ

けではなく､ 森林の保全､ 飲料水の確保､ さらには海流の計算､ 雲の形成を対象とすることから､

天候の予測にもかかわる｡

それだけではない｡ 現在の地質土壌学は､ 地球温暖化にかかわるさまざまな要素の解明が大きな

仕事になっている｡ アメリカのリベラル・アーツ大学は､ 地質土壌学者 (実務家) 養成機関として､

今後ますますその意義が評価されよう｡ 地質土壌学部の授業も､ ますます問題提起型が主流になる

であろうし､ 本稿で論じたようなループの概念は､ 地球の温暖化解明とその取り組み策の立案過程

で重要になってくるであろう｡

たとえば､ 温暖化議論の中心にある二酸化炭素の量に関しては､ これ (二酸化炭素の量) がひと

つのループとなる｡ このループは､ 農業面積の拡大などの要素からだけでなく､ 土壌というものの

特性は地質土壌学から説明されるから､ いわば教科横断的学習のモデルのようなものである｡

アメリカのリベラル・アーツでの地質・土壌学への肩入れは､ 日本では想像がつかない｡ 筆者が

在籍したことがあるカールトン大学は､ 地質・土壌学の専任教員を４名おいている｡ 大学に隣接す

る広大な敷地にあるアーノルド植物園は､ 地質学専攻学生にとっての実習の場にもなっている｡

筆者は､ 2003年に同大学を訪問した際に､ 同大講師で､ 全米の初等中等教育理科教師に地質学教
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育を広める立場にある方と話し合った｡ 同講師は､ 現在､ アメリカの初等中等教育では地質土壌学

をアース・システム教育と位置づけ､ すでに1996年には､ ナショナル・スタンダードが作成されて

いることを教わった｡ 『デジタル・ライブラリー・ファー・アース・システム教育』 と題する資料

も完成している｡

さらに注目すべきは､ 同講師らが中心となって進められている ｢大学学部レベルでのアース・シ

ステム教育｣ カリキュラムの存在である｡ このカリキュラムは､ 主に､ 小学校と中学校教員になる

学生のための入門的なアース・システム学である｡ このような､ アース・システム学のナショナル・

スタンダードは､ 1989年に出版された 『すべてのアメリカ人のための科学�』 の延長線にあると見

ることができる｡

アース・システム教育は､ これからの探究学習を牽引する強力な機関車である｡ 日本では､ まず､

教員養成学部または教職課程でアース・システムがどのような形で教えられるかが課題である｡

注

� Robert B. Westbrook, John Dewey and American Democracy, Cornell University Press, 1991, p.5.

� John Dewey, The Public and Its Problems (初版1927年) の第５章参照｡ デューイはこのなかで､ 探究学習

は本来的に､ 知識の結びつけであると論じている｡

� Richard J. Murnane and Frank Levy, Teaching the New Basic Skills, 1996.

� 伊藤滋 ｢知を育てる街―マサチューセッツ州ケンブリッジ｣ 『地域開発』 2003年８月号

� 佐野藤雄 『人間力を培う綜合的学習』 教育新聞社､ 2005年

� 同上86ページ以下｡

� American Association for the Advancement of Science, Project 2061: Science for All Americans, 1989.

なお､ この報告書は､ 文部科学省の委託事業として､ 日米理科教育比較研究会によって 『すべてのアメリカ人の

ための科学』 として邦訳されている｡
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解 説





Abstract

The TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) 1999 Video Study was con-

ducted as an optional study of the TIMSS in 1999. It investigated eighth-grade science teaching

in participating countries, including Australia, the Czech Republic, the Netherlands, the

United States and Japan. Except for the United States, these countries have shown relatively

high levels of science achievement in the TIMSS in 1995 and 1999, and thus were supposed to

have approaches to teaching that led to high achievement in science. Schools were randomly se-

lected in each country, and 439 science lessons were videotaped and analyzed in this study.

The results showed characteristics and patterns of science teaching and content in each coun-

try. There were different approaches in teaching science and different opportunities for learn-

ing science for students. Lessons were organized differently in terms of structure, content, and

method to have students actively engage in learning science. As for the four high-achieving

countries, although there was no single shared approach, their lessons were characterized by

a core instructional approach that included a consistent instructional and content organization

strategy that held students to a sort of high standard in terms of content.

Some of the main features of science teaching in Japan are:

A relatively high proportion of science lessons that include practical activities for students; in-

terdisciplinary contents such as the nature of science, interaction of science, technology, and

society, and environment are rarely taught in Japan at this grade level, while a significant por-

tion of science lessons in other countries deals with such content; the proportional amount of

time devoted to discussing real-life issues related to science is relatively small, with content fo-

cused more on the basic issues rather than challenging areas; conceptual links between learn-

ing content and student activities are relatively strong; and so on.

The authors analyzed the background and problems of these findings and suggested how they

can be applied for an improvement of science teaching in Japan.
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国際教育到達度評価学会 (International Association for the Evaluation of Educational Achi-

evement, 略称：IEA) の ｢TIMSS 1999 授業ビデオ研究｣ (TIMSS 1999 Video Study) は､

1999年に実施された ｢国際数学・理科教育動向調査｣ (TIMSS 1999) の付帯調査として行われた

中学２年生 (第８学年) 段階の数学と理科の授業ビデオを用いた研究である｡ 本稿は､ アメリカ合

衆国､ オーストラリア､ オランダ､ チェコ共和国､ 及び日本の５か国が参加した理科授業に関する

調査 (以下､ TIMSS 1999理科授業ビデオ研究と称する) の結果について､ 日本側代表機関として

この調査の設計､ 実施と分析過程に加わった立場から解説を行うものである｡ 本稿で取り上げる国

際調査結果は､ 特に出典を記していないものはすべて2006年４月に米国教育省から公開された国際

報告書１)に基づいている｡ また､ 本稿では取り上げないが､ この調査で収録された５か国の理科授

業ビデオに関して日本側が独自に分析した結果を紹介した研究報告書２)を公開しているので併せて

参考にして頂きたい｡

１. 研究の意義

授業は､ いずれの文化や国においても､ 生徒の学習支援を目的とした複雑なプロセスである｡ ど

のような学習指導が実際に行われているのかを知ることは､ 生徒の学習機会を充実させ成績を向上

させるための要因を明らかにすることに役立つ｡

異なる文化間で授業を比較し､ 異なる指導法が認識されることで､ 教育者は自分自身の指導法を

新鮮な観点で吟味し､ 反省することができる｡ また､ 自国における学習目標を達成するためにどの

ような指導法が最善かに関する議論を促すことができる｡

また､ 授業ビデオを収録することで､ 教室での学習活動が記録され､ じっくりと繰り返し観ると

ともに､ 複雑な学習活動を様々な観点から詳しく分析することが可能となる｡

さらに､ 全国から無作為に標本を集めることで､ 例外的な事例でなく､ 幅広い状況におよぶ生徒

の実体験に関する情報が収集される｡ 全国的な一般的状況を把握することで､ 事実に基づいた施策

の議論を進展させることができる｡

２. 参加国

TIMSS 1999理科授業ビデオ研究に参加した５か国の TIMSS 1995, TIMSS 1999および TIMSS

2003におけるこれらの国々の理科の平均点を表１に示す｡ 日本の中学２年生の得点はこれらの国の

中では常にトップクラスである｡ 一方､ アメリカ合衆国の生徒の得点は､ 常に低い水準に止まって

いる｡ 理科授業を収録した年に行われた TIMSS 1999では､ アメリカ合衆国以外の４か国は､ 統計

的に有意な差が無い高い得点水準にあり､ アメリカ合衆国のみが得点が低かった｡ したがって､ 参

加した５か国の理科授業の分析を通じて､ 得点の高い国と低い国の授業を比較したり､ 得点の高い

国の間での授業の共通性や差異性を検討したりすることができると考えられた｡
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３. 研究方法

TIMSS 1999理科授業ビデオ研究では､ ５か国で収録された計439件の理科授業が分析された｡

それらは､ 各国の第８学年の理科授業の全体像を代表するように無作為に抽出されたものであり､

各授業は､ １時限の授業全体をビデオ撮影したものである｡ 各国の当該学年の１年間を通して行わ

れた授業テーマや学習活動の範囲を把握することを目的として､ その学年全体にわたって授業ビデ

オを収録した｡ 日本では､ 全国の国公私立の中学校から無作為抽出された95校について､ 1999年５

月から2000年２月にかけて理科授業を収録した｡ 収録直後には､ 授業者と生徒を対象とする質問紙

調査も実施した｡

授業ビデオの分析は､ 国際的な協力体制の下で､ 米国に設置された授業研究所 (LessonLab) に

て統一的に実施された｡ まず､ すべての授業の発話記録が英語に翻訳され､ 各国の学校教育に関す

る経験と知識の豊富な分析者のチームによって､ 授業ビデオを視聴しながら､ 授業ビデオに現れる

事象を分類可能とする客観性の高いカテゴリーが開発され､ さらに､ そのカテゴリーを用いて授業

ビデオを符号化する (コーディング) ための作業チームによってすべての授業ビデオが符号化され

た｡ そうして分類されたデータを用いて､ 授業における事象をさまざまなカテゴリーで分析して､

その出現頻度を統計的に数量比較することが可能となった｡ 信頼性を高めるため､ 各国を代表する

統計量の計算には､ 各国での標本抽出法に即した重み付けと誤差の推定を行い､ 統計的有意差の検

定は５％の有意水準で行われた｡ また､ ５か国間の統計量の多重比較検定の補正にはボンフェロー

ニ法が用いられた｡

国際報告書１)には､ 膨大な分析結果が掲載されているが､ 以下では､ この研究で得られた主な結

果とともに､ 日本の理科授業への示唆が大きいと考えられる結果を中心に報告することとする｡

４. 主な結果

４. １ すべての参加国に共通する全般的な特徴

� 授業の構成に関する共通性

一斉形態での非観察実験活動は､ すべての国のほぼすべての理科授業に含まれていた｡ 何らかの

実際的活動 (演示実験や生徒実験､ 生徒のモデル作成など) は､ 国によって72％から90％の授業に

含まれているが､ これらの学習活動に費やされる時間は国によって異なっていた｡

� 科学の内容に関する共通性

すべての国において､ 理科授業の84％以上が､ ｢科学の正統的知識｣､ すなわち理科の世界の共通

TIMSS 1999 理科授業ビデオ研究の結果について

221

表１ TIMSS 1999理科授業ビデオ研究に参加した国と､ 各国の TIMSS 1995､ TIMSS 1999および TIMSS 2003に
おける理科の得点

国
TIMSS 1995 TIMSS 1999 TIMSS 2003

平均点 標準誤差 平均点 標準誤差 平均点 標準誤差

オーストラリア 527 4.0 540 4.4 527 3.8

チェコ共和国 555 4.5 539 4.2 － －

日本 554 1.8 550 2.2 552 1.7

オランダ 541 6.0 545 6.9 536 3.1

アメリカ合衆国 513 5.6 515 4.6 527 3.1



認識である､ 一般的に受け入れられた事実､ 考え方､ 概念､ および理論を取り扱っていた｡ ｢科学

の本質｣ に対する意識喚起 (その価値､ 性質､ プロセス､ 政治的背景､ 歴史など) と､ メタ認知

(学習方略や学習プロセスの反省など)､ および安全性については､ いずれの国においてもクラス全

体で話されている時間の２％以下に過ぎなかった｡

� 生徒の学習活動に関する共通性

一斉形態での活動中は､ すべての国において少なくとも81％の理科授業では､ 生徒が何らかの形

で討論に参加していた｡ 生徒による個別の観察実験活動に割り当てられる理科授業および指導の割

合は参加国によって異なっていたが､ すべての国の生徒は､ 現象の観察は頻繁に行っている一方で､

モデルの設計や作成､ 詳しい分析や分類作業､ あるいは条件を制御した実験などは少なかった｡ 個

別の観察実験活動において､ 生徒が自分自身の研究課題を見つけ出し､ それを実際に調査する手順

を計画した授業は､ すべての国で10％以下であった｡

４. ２ 各国の理科授業の特徴

� 授業の構成

図１に示されるように､ チェコ共和国の理科授業では､ 一斉形態の授業時間の割合が平均81％

(観察実験活動10％と非観察実験活動71％の合計) と他の国よりも有意に高かった｡ オーストラリ

アと日本の理科授業は､ 一斉形態あるいは個別での観察実験活動に割く授業時間の割合の合計が全

授業時間の40％を超えており､ 他の３か国より高い傾向が見られた (統計的検定はされていない)｡

また､ オーストラリアと日本では､ 個別での観察実験活動にチェコ共和国とオランダよりも有意に

高い割合で授業時間を使っていた｡ オランダでは､ 読む､ 書くなど､ 個別で行う非観察実験活動に

チェコ共和国や日本よりも有意に高い割合で授業時間を使っていた｡
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図１ 第８学年の理科の授業において､ 授業形態と活動内容の各組み合わせに割り当てられる授業時間の国別割合 (％)

１ AU＝オーストラリア, CZ＝チェコ共和国, JP＝日本, NL＝オランダ, US＝アメリカ合衆国
２ 一斉形態での観察実験活動：AU, CZ, JP＞US.
３ 一斉形態での非観察実験活動：CZ＞AU, JP, NL, US.；US＞AU
４ 個別での観察実験活動：AU, JP, NL, US＞CZ；AU, JP＞NL
５ 個別での非観察実験活動：NL＞CZ, JP；US＞CZ
註：割合の合計が100％でないのは､ 四捨五入のためと､ 学級を分割し一斉形態と個別形態を同時に進行させる授業 (チェコ共和

国が約２％､ オランダで約４％､ アメリカ合衆国で約１％) を､ この図に表示していないことによる｡ また､ 本図を含めて以
下の図表の脚注における JP＞US などの不等号は､ 統計的有意差が認められたことを示す｡



� 科学の内容

ア. 分野

図２に示されるように､ アメリカ合衆国では､ 地球科学､ 生命科学､ 物理､ 化学､ 及び､ その他

の分野 (科学の本質､ 科学の相互作用､ テクノロジーと社会､ 環境および資源問題､ 科学的知識の

性質､ 科学と数学の関係など) に割り当てられる理科授業の割合に大きな違いは見られなかった

(統計的検定はされていない)｡ 日本の理科授業は､ その他の分野に割り当てられた授業が見られな

かった｡

イ. 扱われる知識の種類

図３に示されるように､ 日本の理科授業は､ クラス全体で話をする際に手続きおよび実験に関す

る知識が占める割合が他の国に比べて有意に高かった｡ また､ 日本では､ 科学関連の実世界の問題

(社会問題や生徒の個人的経験など) をクラス全体で話し合う時間の割合が他の国よりも低かった

(但しオーストラリアとの差は有意でない)｡ チェコ共和国の理科授業は､ 科学の正統的知識 (一般

的に受け入れられている科学的事実､ 考え方､ 概念､ 理論等) に関するクラス全体での会話時間の

割合が他の国よりも有意に高かった｡
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図２ 生命科学､ 地球科学､ 物理､ 化学､ およびその他の分野に割り当てられる第８学年の理科の授業の国別割合 (％)

‡ 報告数が不足し､ 推定値が報告できない｡
１ AU＝オーストラリア, CZ＝チェコ共和国, JP＝日本, NL＝オランダ, US＝アメリカ合衆国
注：その他の分野には､ 科学の本質､ 科学の相互作用､ テクノロジーと社会､ 環境および資源問題､ 科学的知識の性質､ 科学と

数学などが含まれる｡



ウ. 科学的内容の難易度

図４に示されるように､ 日本では65％の理科授業が､ 基本的内容のみを取り扱っており､ その割

合が最も高かった (但しチェコ共和国以外の３か国との差は有意でない)｡ 対照的に､ チェコ共和

国では､ 56％の授業で基本的内容と難易度の高い内容を扱い､ 25％の授業でそのほとんどを難易度

の高い内容に当てているなど､ 基本的な内容のみを取り扱っている理科授業の割合が､ 他の国より

も有意に低かった｡
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図３ 第８学年の理科の授業における､ クラス全体での会話時間に占める正統的知識､ 手続きと実験の知識､ 実世
界の問題に関する会話時間の国別割合 (％)

‡報告数が不足し､ 推定値が報告できない｡
１ AU＝オーストラリア, CZ＝チェコ共和国, JP＝日本, NL＝オランダ, US＝アメリカ合衆国
２ 正統的知識：CZ＞AU, JP, NL, US.；JP＞US
３ 手続きと実験の知識：JP＞AU, CZ, VL, US
４ 実世界の問題：CZ, NL, US＞JP



エ. 内容の一貫性

図５に示されるように､ 授業で扱われる内容と学習活動がいかに強く一貫性のあるものとなって

いるかについて､ オーストラリアと日本の理科授業は､ 生徒が学習する内容と活動が高い割合で強

い概念的つながりがあるものであり､ その割合はオランダとアメリカ合衆国よりも有意に高かった｡

また､ アメリカ合衆国の理科授業の27％は､ 内容と活動の間に概念的つながりがないか､ 内容に関

係のない活動中心のものであり､ その割合は日本とオランダよりも有意に高かった｡
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図４ 第８学年の理科の授業における､ 難易度の高い内容と基本的な内容およびそれらを組み合わせた内容を持つ
授業の国別割合 (％)

１ AU＝オーストラリア, CZ＝チェコ共和国, JP＝日本, NL＝オランダ, US＝アメリカ合衆国
２ 難易度の高い内容：CZ＞JP
３ 基本と難易度の高い内容：CZ＞AU, JP, US
４ 基本的な内容：AU, JP, NL, US＞CZ
註：オランダの３％､ 及びオーストラリア､ チェコ共和国､ アメリカ合衆国の１％の授業は､ 難易度を特定するための正統的な

知識の提示がなされなかったため､ この図の分類に含まれていない｡



オ. 概念を裏付ける証拠

図６に示されるように､ オーストラリアと日本の理科の授業は､ 複数の観察実験で得られたデー

タや複数の現象によって授業での主要な概念が裏付けられる内容となっていた｡ また､ チェコ共和

国と日本では､ 主要な概念を裏付ける複数の視覚的な表現が使用されていた授業の割合が他の国よ

りも高かった (但しオランダ以外の２か国との差は有意でない)｡ 総じて､ 日本では､ ３つの種類

の証拠のいずれに関しても､ 主要な概念が裏付けられる授業の割合が高い傾向が見られた (但し一

部の国に対しては統計的に有意な差でない)｡
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図５ 第８学年の理科授業を､ 扱われる内容と学習活動との一貫性の強さで分けた場合の授業の国別割合 (％)

‡報告数が不足し､ 推定値が報告できない｡
１ AU＝オーストラリア, CZ＝チェコ共和国, JP＝日本, NL＝オランダ, US＝アメリカ合衆国
２ 内容と概念的つながりがないか､ 内容に関係のない活動中心の授業：US＞JP, NL
３ 内容と活動に概念的つながりが弱いか全くない授業：CZ＞JP；NL＞AU, JP
４ 内容と活動に概念的つながりが強い授業：AU, JP＞NL, US；CZ＞NL

図６ 複数の観察実験で得られたデータ､ 現象､ および視覚的表現によって､ 主要な概念が裏付けられる第８学年
の理科の授業の国別割合 (％)

１ AU＝オーストラリア, CZ＝チェコ共和国, JP＝日本, NL＝オランダ, US＝アメリカ合衆国
２ 複数の観察実験で得られたデータ：AU, JP＞CZ, NL, US
３ 複数の現象：AU, JP＞CZ, NL, US
４ 複数の視覚的表現：CZ, JP＞NL



� 生徒の学習活動

ア. 観察実験活動と非観察実験活動､ および討論

図７に示されるように､ オーストラリアと日本の指導は､ 個別での観察実験活動を中心としてい

るのに対し､ チェコ共和国の授業は一斉形態での討論を中心としており､ オランダの授業は生徒に

個別での非観察実験活動に取り組ませており､ アメリカ合衆国の授業は生徒に多様な種類の活動を

提供していた｡

イ. 科学的探究活動

表２は､ 個別での観察実験活動が行われる際に生徒によってどのような活動が行われているかを

示している｡ 日本の授業では､ 予測を立ててから観察実験を行う授業が比較的多く行われている｡

日本とオーストラリアの授業では､ データや現象を解釈する活動､ データを収集し記録する活動､

および､ 教師や教科書に従ってデータを整理し処理する活動が､ より多く行われている｡ しかし､

日本とチェコ共和国では､ データの整理と処理を生徒が独自に考えて行う授業は見られなかった｡
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図７ 個別での観察実験活動､ 個別での非観察実験活動､ および一斉形態での討論に割り当てられる第８学年の理
科授業時間の国別割合 (％)

１ AU＝オーストラリア, CZ＝チェコ共和国, JP＝日本, NL＝オランダ, US＝アメリカ合衆国
２ 個別の実際的活動：AU, JP, NL, US＞CZ；AU, JP＞NL
３ 個別の非観察実験活動：NL＞CZ, JP；US＞CZ
４ 一斉形態での討論：CZ＞AU, JP, NL, US；AU, US＞JP



ウ. 動機付けの活動

図８に示されるように､ アメリカ合衆国では､ 他の国よりも高い割合の理科の授業時間が､ 生徒

の関心を喚起するための活動 (ゲーム､ パズル､ 劇的なプレゼンテーション､ 驚くような現象､ 競

争的な活動､ ロールプレイなど) に使われていた (但しオーストラリアとの差は有意でない)｡

４. ３ 各国の理科授業パターンのまとめ

� 日本のパターン：概念と証拠を関連づける

日本の理科授業は､ 主要な概念や結論を導き出すためにデータを収集し解釈する､ 探究重視の帰
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表２ 個別での観察実験活動の前・途中・後での生徒の異なる探究的活動のそれぞれをもつ第８学年の理科授業の
国別割合 (％)

生徒の活動 AU CZ JP NL US

探究の課題を設定する 3 ‡ ‡ ‡ ‡

調査手順を計画する 10 ‡ 5 ‡ 5

予測を立てる 11 ‡ 23 4 8

データや現象を解釈する 56 20 43 24 33

データを収集し記録する 62 8 59 29 31

収集したデータを独自に考えて整理し処理する 9 ‡ ‡ 8 8

教師の指示や教科書に従ってデータを整理し処理する 27 3 37 8 19

AU＝オーストラリア, CZ＝チェコ共和国, JP＝日本, NL＝オランダ, US＝アメリカ合衆国
‡報告数が不足し､ 推定値が報告できない｡
探究の課題を設定する：統計的有意差は認められなかった｡
調査手順を計画する：統計的有意差は認められなかった｡
予測を立てる：JP＞NL
データや現象を解釈する：AU＞CZ, NL；JP＞CZ
データを収集し記録する：AU, JP, NL, US＞CZ；AU, JP＞NL, US
収集したデータを独自に考えて整理し処理する：統計的有意差は認められなかった｡
教師の指示や教科書に従ってデータを整理し処理する：AU, JP＞CZ, NL；US＞CZ

図８ 生徒の動機付けに当てられる第８学年の理科の授業時間の国別割合 (％)

１ AU＝オーストラリア, CZ＝チェコ共和国, JP＝日本, NL＝オランダ, US＝アメリカ合衆国
[US＞CZ, JP, NL；AU＞CZ]



納的な手法を通じて概念と証拠を関連付けることにより､ 物理や化学の少数の概念を構築させるこ

とに焦点を当てている｡ 日本の理科授業は､ データのパターンを特定し､ 概念と証拠を関連付ける

ことを重視した､ 概念的一貫性の高いものである｡ 個別での観察実験活動は､ 主要な概念を導き出

す上で中心的役割を果たしている｡ このような活動を行う前に､ 生徒は､ 予測を求められることも

多い｡ 観察実験活動の間とその後に､ 生徒は教師や教科書に導かれながら､ グラフやチャートへと

データを整理､ 処理し､ その後でデータを解釈する｡ 個別での観察実験活動後の討論は､ 通常､ １

つの主な結論､ つまりその授業の主要な概念を導き出すことへとつながる｡ 日本の理科授業で１時

間に提示される正統的概念の数は少なく (分析結果は本稿に含めていない)､ 提示された正統的概

念は､ 特に難易度が高いとも理論的だともみなされない基本的なものであった｡ しかし､ 日本の理

科授業におけるすべての概念は､ データまたは現象あるいはそのどちらも使用して導き出されてい

た｡ 主要な概念は､ 複数のデータまたは複数の現象によってしばしば裏付けられていた｡ したがっ

て､ 日本の理科の授業では導き出される概念の数は少ないが､ それぞれの概念が裏づけとなる複数

の証拠によって深められている｡

� オーストラリアのパターン：主要な概念と証拠と実世界の諸問題とを関連づける

日本と同様､ オーストラリアの理科授業は､ 概念と証拠を関連付けることによって､ 限られた数

の概念を理解させることに焦点を当てる傾向がある｡ 概念は､ 生徒が個別に行う観察実験活動にお

いてデータを収集するための探究的で帰納的な手法を通じて導き出される｡ オーストラリアの生徒

は､ 観察実験活動の途中と後にデータの整理と処理､ およびデータの解釈を行うよう促されること

が多い｡ オーストラリアの少なくとも45パーセントの理科の授業で､ 主要な概念は､ データや現象

によって裏付けられていた｡

オーストラリアの理科授業では､ 少なくとも１種類以上の実世界の例 (69％) と直接経験のデー

タ (56％) に裏付けされて科学概念が導かれる｡ また､ オーストラリアの授業は､ 生徒が２つ以上

の種類の活動 (実世界の問題､ 個別での観察実験活動､ 関心を高めるための学習活動) を行う割合

が高い (いずれの分析結果も本稿に含めていない)｡ したがって､ オーストラリアの理科授業は､

探究と帰納のプロセスを通じて概念を導き出すことを強く重視し､ また､ 実世界の問題の例によっ

て正統的概念を裏づけ､ 生徒の興味を引き出すような複数の種類の学習活動を盛り込むことを重視

している｡

� チェコ共和国のパターン：科学の内容を話して伝える

チェコ共和国の理科授業は､ 授業内容を正しく理解することに焦点を当てた､ 一斉形態の学習で

ある｡ 指導時間は､ 正統的な科学の知識の復習と評価と発展的理解を重視し､ 個別での観察実験活

動に当てられる授業時間の割合は小さい｡ 授業内容は､ 難易度が高く､ １時間に扱われる正統的概

念の数が多く､ 理論的で､ 事実や定義を中心として構成されている｡ 主要な概念は視覚的な表現を

使用して理解が深められることが多い｡ 生徒は､ 主として一斉形態の討論を通じて学習に取り組む｡

生徒はまた教室の前に出てクラス全体に対して自分の学習を発表したり､ 科学的内容のクイズ形式

の質問に答えたりする｡

� オランダのパターン：個別に理科を学習させる

オランダの理科授業は､ 科学の内容を生徒が個別に学習することに焦点を当てている｡ 個別の非
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観察実験活動の中で､ 生徒は教科書を読み､ 質問への答えを記述する (答えを選択するだけではな

い)｡ 通常宿題が課され､ 授業の個別での学習作業 (授業中に宿題に取り組む) または一斉形態で

の学習作業 (宿題を一緒に答え合わせする) が行われる場合が多い｡ オランダの理科授業に個別で

の観察実験活動が含まれる場合､ 活動の前に手順のガイドラインが示されるのみで､ 活動後にクラ

ス全体で話し合いを行うことなく､ ほとんどの授業の場合､ 自分自身で取り組むように指示される｡

オランダの生徒は､ 一斉形態での討論の際に､ 授業内容に関連した質問を発することによって､ 自

身の学習上の義務を果たしている姿勢を示す｡

� アメリカ合衆国のパターン：多様な学習活動を実施する

アメリカ合衆国の理科授業は､ 生徒に科学を学習させる様々な活動によって特徴付けられるが､

これらの学習活動は科学の内容の概念の理解に関連付けることは重視されていない｡ 生徒の学習活

動という点で､ アメリカ合衆国の理科授業は､ 個別での観察実験活動 (直接体験､ 観察実験など)､

個別での非観察実験活動 (読む､ 書く､ 少人数での討論など)､ および一斉形態での討論への生徒

の参加をほぼ等しく重視しており､ 生徒は常に様々な活動のために多忙となっている｡ さらに､ ア

メリカ合衆国の理科の教師は､ 実世界の問題や動機づけるための活動 (ゲーム､ パズル､ ロールプ

レイなど) を使用することで､ 生徒の興味と積極的な参加を促そうとしている｡ アメリカ合衆国で

は､ 指導時間の23％は､ 関心を促すための活動のために使われていた｡

理科で扱われる内容分野において､ アメリカ合衆国の理科授業は多様性に富んでいて､ 地球科学､

生命科学､ 物理学､ 化学､ およびその他 (科学の本質､ テクノロジーと社会､ 環境および資源問題､

科学的知識の性質､ 科学と数学など) の広い分野にわたっている｡ また､ 生徒は様々な形態 (デー

タ､ 現象､ 視覚的表現､ および実世界の例) で証拠に触れることと並んで､ 法則や理論という形で､

いくつかの難易度の高い授業内容に触れる機会を得ていた｡ しかし授業では､ これらの様々な証拠

の源を科学的概念と関連させて､ 科学の内容を一貫性と関連性を持たせて深く扱うことは多くなかっ

た｡ たとえば､ 実世界の問題が､ 理科の授業内容の概念を導き出すための重要な部分としてよりは､

興味を引く補足事項として言及されることが多い｡ 授業の44％が､ 概念的関連性が弱いか全く持た

ないものとして特徴付けられ､ 授業の27％は理科の授業内容の概念をまったく導き出さない学習活

動の実施に終始した｡

４. ４ 成績の高い４か国の共通点：高い水準の内容と授業内容に焦点化した指導法

成績のよい国々に共通の第一の点は､ 学習内容の水準および生徒の学習への期待値が高いことで

ある｡ しかし､ どのような学習内容が高い水準であるかについては､ 国によって異なっている｡ 第

二の点は､ 成績のよい国の理科授業では､ 生徒に様々な指導法や学習内容を経験させるのではなく､

授業内容に的を絞った共通の指導法を普及させていた｡

チェコ共和国では､ 学習内容の水準が､ 科学の概念の難易度と扱われる概念の数､ ならびに科学

の概念について一斉形態で行われる会話に焦点を当てた指導法の点で高くなっていた｡ オーストラ

リアと日本の学習内容の水準は､ 直接経験で得られたデータおよび現象という形の証拠によって裏

付けられた概念の理解､ および探究と帰納的なプロセスによる概念とデータの関連付けに焦点を当

てた指導法の点で高くなっていた｡ オランダでは､ 理科の学習内容の期待値が､ 生徒が自分自身の

個別の学習に責任を持つという点において高く､ 指導法は､ 教科書を中心とした読み書きの活動を

重視した､ 個別の非観察実験活動で特徴付けられた｡
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５. まとめとわが国への示唆

TIMSS 1999理科授業ビデオ研究の結果は､ 参加各国における第８学年の理科授業における国特

有のパターンを示し､ 成績の比較的良い国々における学習内容と指導法の役割を浮き彫りにした｡

各国に共通する点もあるが､ それぞれの国は､ 理科授業に対して異なったアプローチを採用してお

り､ 生徒に対して､ 理科を学ぶ様々な機会と､ 理科を学習することの意味について異なった展望を

提供している｡ 授業は､ その構成上の特徴､ 内容的特徴､ および生徒が理科の活動に積極的に参加

する方法において異なっていた｡ したがって､ 成績優秀なすべての国が共有する１つの手法は存在

しなかった｡ しかし､ 成績のよい国々の授業は､ 何らかの高い学習内容水準に生徒を保つ､ 一貫性

のある指導方略と学習内容の構成方略を備えた中核的指導法を備えているという特徴があった｡ 成

績が高くないアメリカ合衆国の理科授業にも中核的指導法はあったが､ その手法は一貫性よりも多

様性を､ すなわち授業構成の多様性､ 学習内容の多様性､ 活動の多様性を重視したものであった｡

日本の理科授業に見られた主な特徴は､ 他国より高い割合で生徒の観察実験活動が実施されてい

ること (図１)､ 科学の本質や環境やテクノロジーといった領域横断的な内容が指導されていない

こと (図２)､ 科学関連の実世界の問題 (社会問題や生徒の個人的経験など) をクラス全体で話し

合う時間の割合が低いこと (図３)､ 難易度の高い内容を扱う授業の割合が低く､ 65％の授業は基

本的内容のみを扱っていること (図４)､ 生徒が学習する内容と活動とが概念的に強く関連してい

ること (図５)､ 複数の観察実験で得られたデータや複数の現象を証拠として､ 授業での主要な概

念が裏付けられる内容となっていること (図６)､ 個別での観察実験活動により高い割合で授業時

間を割いていること (図７)､ 予測を立ててから観察実験を行う授業がより高い割合で行われてい

ること (表２)､ データや現象を解釈する活動､ データを収集し記録する活動､ および､ 教師の指

示や教科書に従ってデータを整理し処理する活動が､ より高い割合で行われているが､ データの整

理と処理を生徒が独自に考えて行う活動は見られないこと (表２)､ 生徒を動機付けることに当て

られる授業時間の割合が低いこと (図８) などである｡

この結果から､ 1999年の調査時におけるわが国の中学２年段階の理科授業が､ 生徒による観察実

験活動を重視し､ 具体的な証拠に基づいて基礎的基本的な概念を導き理解させるという特徴をもっ

たものであることがわかる｡ このことは､ わが国の学習指導要領で強調されてきたことである｡ し

かし､ 生徒が収集したデータを独自に考えて整理したり処理したりすることや､ 科学を身のまわり

や実世界の事象に関連づけること､ 領域横断的な内容 (科学の本質､ 科学の相互作用､ テクノロジー

と社会､ 環境および資源問題､ 科学的知識の性質科学と数学の関係など) を扱うこと､ 生徒を科学

の学習に動機付ける活動などの点では､ 指導が希薄になっていると言える｡ これらの問題点の改善

が､ 今後のわが国の理科授業の在り方に関する直接的な示唆であると考えられる｡

本調査研究の結果を解釈する際に留意すべき重要な点は､ 各国の教育課程における理科授業時数

の違いである｡ TIMSS 1999の調査結果３)によると､ 参加５か国の第８学年の理科の年間授業時数

(１単位60分に換算) は､ オーストラリアが129時間､ チェコ共和国が236時間､ 日本が94時間､ オ

ランダが181時間､ アメリカ合衆国が144時間と､ 大きく異なっている｡ 本研究では､ 約１年間にわ

たって収録された各国約100時間の授業を基に特定の授業事象の出現割合の国別の違いを比較した

が､ 実際の各授業事象の出現頻度は､ 全体の授業時数の違いに比例する｡ つまり､ わが国の理科授

業時数が他の国と比べて顕著に少ないことは､ わが国で強調されていた授業パターンは､ その授業

を受ける生徒の学習頻度では必ずしも他の国の生徒よりも多いことを意味していない｡ しかし､ わ
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が国で希薄となっている授業パターンについては､ 生徒の学習が他の国よりもさらに希薄な経験で

止まっていることを意味しているのである｡

したがって､ 授業時数の違いを考慮すると､ わが国の理科授業が､ 観察実験活動を通して基礎的

基本的な内容を学習させることを強調した特徴を持っていたことは､ 理科教師が､ 指導可能な授業

時数の中で､ 扱うべき理科の内容と適用可能な指導法を選択してきた結果であるという解釈もでき

る｡ しかし､ このような選択が生徒にとって適切だと言えるであろうか｡ わが国で指導が希薄となっ

ている側面は､ 世界的な理科カリキュラム改革の中で､ 市民として社会生活を営む上ですべての生

徒に習得が期待される科学的リテラシーの中身と重なる部分が大きい (詳細については参考文献５)

を参照のこと)｡ わが国の理科カリキュラムにおいて､ こうした側面の指導をどうすべきかについ

て､ 今後議論が必要である｡

また､ 具体的な指導法の改善に向けて､ 他の国での実践を参考にすることができる｡ TIMSS

1999理科授業ビデオ研究では､ 参加した５か国の理科授業の実際について､ それぞれ５時間ずつの

授業例 (授業ビデオ､ プリント等の資料､ 授業者の解説､ 研究者のコメントなど) を公開した４)｡

これを理科教師教育に有効に活用するために､ 現在､ 日本語化を進めており､ 今後､ 教材として提

供していく予定である｡
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Abstract

In the National Institute for Educational Policy Research, we have discontinued a database in-

formation retrieval system operating with the legacy general purpose computer system and

started a new information retrieval service using a server-typed system.

First opened on October 20, 2006, the service was renovated in February, 2007 in reforms that

made the system even simpler and easier to use.

Here, I comment on the characteristics of a new information retrieval system and summarize

five databases in order to provide and introduce usage.

１. はじめに

旧国立教育研究所では､ 我が国における教育情報システムの構築に関する研究の一環として､ 昭

和59年度に当研究所に導入されたコンピュータ�を利用して教育文献情報データベースを構築した｡

そして全国の都道府県・政令指定都市教育委員会､ 公・私立の教育研究所・教育センター､ 国・公・

私立大学・短期大学・高等専門学校､ 海外日本人学校・補習授業校､ 公立図書館等の中から当研究

所のデータベースの利用を希望する機関�に対して､ オンラインによる検索サービスを開始し､ 実

際的な情報利用に伴う文献情報データベース形成上の問題点の把握とその解決策の探究に努めてき

た｡

その後はコンピュータと情報通信システムの発達に合わせておよそ４年毎にシステムを更新�し

てきた｡ また､ 画像や音声のデータベース化についても研究を進めながら､ 様々な種類のデータベー

ス�を開発してきた｡

当研究所では当初より教育情報データベースに関する研究の意味と､ データベースの普及・啓蒙

の意味から､ 汎用コンピュータ上のデータベース管理システムによるデータベースの構築及び検索

サービスを行ってきた｡ しかしながら､ 昨今のインターネットとウェブの急速な発展に対応し､ 時

代に則したデータベース提供サービスが望まれてきた｡ そこで平成16年度のコンピュータシステム

の更新を期に､ サーバ中心のシステム構成へと変更することとした｡ 当面汎用コンピュータシステ

ムによる検索サービスを継続しつつ､ 新規に導入したサーバ型のデータベース管理システム�とデー

タベース検索システム�を連携した新システムを開発して､ データベース検索サービスの移行完了

とともに旧システムを廃止するという手順を取った｡ 約１年半程の期間をかけて新システムを開発

し､ 既存のデータベースを順次新システムへ移行した｡ また､ データベースに蓄積された源情報の
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提供機関に対しては､ これまでとは異なる検索システムにより機関ではなく個人を対象にサービス

を行うことについての同意を求める手続きを行った｡ 一連の準備を経て平成18年10月20日に教育研

究情報データベースとしてオープンしたことは､ 国立教育政策研究所広報第151号�に紹介した通

りである｡

その後平成19年２月に検索サービスの見直しを行い､ 教育研究情報データベースをリニューアル

オープンした｡ ここでは､ 現行のシステムの特徴と､ 現在検索サービス中の５つのデータベースの

概要について解説するとともに､ 教育研究情報データベースを利用する方法について紹介する｡

２. システムの特徴

システムの最も大きな特徴は､ 市中のインターネット検索エンジン､ 例えば Yahoo!や Google

と同様の検索が可能となったことである｡ これが意味することの一つは､ インターネットに繋がる

パソコンがあり､ そのパソコンにブラウザが入っていれば､ 誰でも､ いつでも､ どこからでも�当

研究所が検索サービスをする教育研究情報データベース�を利用できるということである｡ もう一

つの意味は､ 本システムは Yahoo!や Google と同じ検索方式�を取っているため､ Yahoo!や

Google を利用したことがあれば､ 初めて利用する者でもその経験を基に､ 容易に情報検索ができ

るということである｡

次に､ 検索機能の特徴について説明する｡ 一つは､ 通常の簡易検索機能の他に､ 詳細な検索設定

ができるオプション検索メニューを用意したことである｡ オプション検索では､ 特定の項目だけを

検索対象とする項目設定が可能である｡ また､ AND/OR/NOT の論理検索式を組み合わせた検索

を可能としている｡

二つ目は絞り込み検索機能である｡ あるキーワードで検索した結果に対して､ さらにキーワード

を追加して絞り込み検索を行う場合に､ 最初の検索結果を保持し､ 絞り込みのキーワードを次々と

変えて検索し直すことができる｡ 例えば ｢総合的な学習の時間｣ で検索した結果に対して､ 更に､

国語に関係するレコードは何件か､ 理科に関係するレコードは何件かを知りたいときに､ ｢総合的

な学習の時間｣ の結果をそのままにして ｢国語｣ ｢理科｣ というように絞り込みのキーワードを次々

差し替えて検索することを可能にしている｡

三つ目は N-gram 方式�を用いた検索処理を行っている点である｡ 例えば ｢総合的な学習の時間｣

を検索する場合に､ 通常はこのような長いキーワードを辞書に持っていないので､ 検索システムは

自動的に ｢総合的｣ ｢学習｣ ｢時間｣ のように単語分割して検索し､ それらの文字列が含まれる雑多

なレコードを検索結果として返してくる｡ 一方､ N-gram 方式は､ ｢総合的な学習の時間｣ という

文字列が含まれるレコードだけを検索結果として返してくれるので､ 検索精度が高く検索漏れが少

ないシステムと言える｡

四つ目として横断検索機能がある｡ これまでは､ 個別のデータベースをひとつずつ検索する必要

があったが､ 本システムでは､ ５つの教育研究情報データベースのすべてを一度に検索することが

可能である｡ もちろん検索対象のデータベースを取捨選択し関心のあるデータベースのみを検索す

るような設定もできる｡ また､ 横断検索を実行した場合には､ 検索結果をすべて一度に表示するこ

とも可能であるが､ データベース毎に順に検索結果を表示させることもできる｡

次に検索結果を表示する際の工夫について３点説明する｡ 一つは検索結果一覧画面である｡ 各デー

タベースの特徴的な項目のみを１レコード当たり２～３行で表示することとした｡ これにより一画
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面に多くのレコードの情報を表示できるので､ 検索結果を効率よく閲覧することができ､ 利用者が

知りたい真の情報が検索結果の中に含まれているかを容易に判断できる｡ さらに､ 目的のレコード

については､ 一覧をクリックすることで詳細情報画面に全情報を表示できる｡

２点目は簡易ソートである｡ 検索結果として得られたレコード数がある程度多い場合には､ レコー

ドを並べ替えて表示することができれば便利である｡ 簡易ソート機能により､ 検索結果一覧に表示

されているいずれか一項目について､ 文字コードの昇順または降順�に並べ替えることができる｡

さらにより複雑なソート条件の設定は､ オプション検索画面で設定が可能である｡

３点目は検索結果のダウンロード機能である｡ 利用者の情報活用の便を考えて､ 検索結果をパソ

コンに CSV 形式のファイルとしてダウンロードできる機能を備えている｡ 検索結果一覧画面から

は､ 結果として得られたすべてのレコードが１つのファイルにダウンロードできる｡ また､ 詳細情

報画面からはそこに表示された個別レコードの情報のみをダウンロードできる｡ ダウンロードされ

たファイルは､ マイクロソフトのエクセル等で開くことができ､ 文献情報の整理・活用が行える｡

さらに新システムでは､ これまでは試験的に構築し蓄積してきた全文テキスト画像�を書誌情報

の検索結果とリンクさせて閲覧することを実現した｡ これにより､ 以前から利用可能であった書誌

情報に加えて､ 一次情報も即時に利用することができるようになった｡

新旧システムで大きく異なる点としてユーザ管理がある｡ 旧システムでは､ 利用者は申請書によ

る利用者登録申請を行い､ 管理者側で承認と登録の手続きが必要であった｡ 一方､ 新システムでは､

利用者は､ インターネットを通して自分自身で利用者登録を行い､ ユーザ ID とパスワード�を取

得できる｡ これにより､ 利用者登録の手間・時間・経費が不要となり､ 利用者は利用したいときに

システムの利用を開始できるようになった｡

利用者登録時の個人情報に対するセキュリティの確保は重要な課題である｡ そこで本システムと

利用者との間の通信には､ SSL による暗号化通信�を使用した情報の保護対策を行っている｡ また､

そのことの証明として､ 日本ベリサイン株式会社のサーバ証明書 ｢グローバル・サーバ ID�｣ を取

得している｡ したがって利用者には利用者登録時に安心して氏名やメールアドレス等の個人情報を

入力することができる｡ また､ 検索のやりとりについても通信は暗号化されているのでネットワー

クに対してプライバシーは保証されている｡

最後に､ 今回のリニューアルでは､ オープン当初設けていた一般利用者と教育関係利用者という

２つの利用者区分を撤廃し､ 一般利用者区分でだれでも自由にデータベースを利用できるようになっ

たこと､ また､ 全文テキスト画像についてもダウンロードして利用することが可能となったことを

付記する｡

３. 教育研究情報データベース

新システムでは､ 当面､ 旧システムで検索サービスを行っていたデータベースの中から､ 当研究

所が情報の収集からデータベースの構築までのすべてを担っている５つのデータベースについてデー

タを移行し､ 検索サービスを行うこととした｡ 次にそれら５つのデータベースについて､ 内容等に

ついて解説し､ 収録項目一覧を示す｡ なお､ データベースに収録されている情報は､ 基本的に2006

年５月までに収集蓄積した情報になるが､ 実際に利用できるレコード数は､ 高校入試問題データベー

スを除いて､ 蓄積されている件数よりも少ないことをお断りしておく｡ これは､ 本システムによる

公開の同意が､ すべての情報提供機関から得られていないためである｡ それぞれのデータベースに

国立教育政策研究所教育研究情報データベースの概要と検索システムの特徴
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ついて､ 現時点で何件のレコードが利用できるのかは､ 検索キーワードを入力する欄に空白を入力

して検索ボタンをクリックすることで知ることができる｡

また､ 検索結果一覧で項目名のみ表示され､ 項目値が空白の場合がある｡ データベースに収録さ

れた全レコードについて､ すべての項目に値が入っているとは限らず､ 情報収集時に欠落していた

項目もあれば､ 論文の著者名等について情報提供機関から非公開を求められた場合等にも項目の値

は空白となっていることをお断りする｡

次節以降の項目一覧表では､ Ａ欄は検索項目として使用できる項目に○が付き､ Ｂ欄は､ 検索結

果一覧で表示される項目に○が付いている｡ また､ 詳細情報画面にはすべての項目値を持つ項目を

表示する｡

３. １ 教育研究所・教育センター刊行論文 (略称：CENTER)

本データベースは､ 昭和56年度から平成16年度までに､ 全国の教育研究所・教育センターで刊行

された研究紀要や報告書に掲載された研究論文や調査報告等の文献情報データベースである｡ 情報

収集は､ 当研究所が全国教育研究所連盟加盟機関を含む全国600余の各教育センター・教育研究所

を対象として毎年度実施している教育情報調査に寄っている｡ 毎年の更新レコード数は､ 約1,500

件である｡ 平成11年度分以降の情報で､ 当研究所の教育図書館に研究紀要等が寄贈されている場合

には､ 掲載された論文等について PDF による本文画像情報を検索結果と連動してオンラインで閲

覧できる形にしている｡ 現在までの蓄積件数は､ 39,357件 (内 PDF ファイル有りは､ 6,307件) で

ある｡ なお､ 本文画像情報に写真が含まれる場合､ その写真に人物が写っているものは黒いマスク

をかけて個人を特定できないよう加工処理を施していることを御理解いただきたい｡
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項 目 名 Ａ Ｂ 項 目 内 容 説 明

１ 文献番号 〇 レコードに付与された８桁の個別番号

２ 年度 〇 データ収集年度 (西暦)

３ 標題 〇 〇 研究論文や調査報告等のタイトル

４ 著者名 〇 著者名あるいは著者グループ名

５ 掲載誌名 〇 〇 論文等が収録されている紀要等の名称

６ 掲載ページ 論文等の掲載ページ (開始ページ～終了ページ)

７ 発表年月 〇 〇 紀要等が発刊された年月

８ 索引語 〇 〇 論文等に付与されたキーワード

９ 研究対象 〇 〇 研究対象となる学校段階

10 研究方法 〇 〇 実験研究､ 調査研究､ 実践研究､ 開発研究等の研究方法の区別

11 文献の種類 〇 〇 研究論文､ 指導資料､ 実践記録､ 調査報告等の文献内容の区別

12 内容の要約 〇 200字程度の概要

13 本文画像 〇 本文画像ファイル (PDF ファイル) がある場合のリンク

14 本文画像存在 〇 〇 本文画像ファイル (PDF ファイル) がある場合に､ Ｙを入力

15 機関番号 〇 報提供機関の番号 (国立教育政策研究所で定めた４桁の数字)

16 資料保存場所 〇 掲載誌が保存されている機関 (国立教育政策研究所図書館に収蔵される場
合､ 国立教育政策研究所と表記する)

17 請求番号 国立教育政策研究所図書館に収蔵する場合の図書請求番号



３. ２ 初等中等教育諸学校における実践的教育研究主題 (GAKKOU)

本データベースは､ 昭和56年度から平成15年度までに､ 全国の初等中等教育諸学校において､ 研

究指定等を受けるなどして実践された教育研究についての研究主題情報データベースである｡ (途

中昭和57年度､ 59年度､ 61年度～平成２年度は､ 諸事情により欠落している｡) 基本的な情報源は､

各都道府県及び政令指定都市教育委員会が把握する実践的教育研究主題に関する情報であり､ 多く

の教育委員会では､ 例えば ｢特色ある学校一覧｣ というタイトルの小冊子にこれらの研究情報をと

りまとめており､ それらが基となっている｡ 年間の更新レコード数は､ 約10,000件である｡ 現在ま

での蓄積件数は､ 201,277件である｡ 毎年情報を収集しデータベースに登録しているので､ たとえ

ば研究指定を受けた期間が複数年にわたるレコードは､ それぞれの年に登録されている点は､ 注意

を要する｡

３. ３ 地方教育センター等における教職員研修講座 (KENSHU)

本データベースは､ 昭和60年度から平成17年度までに､ 全国の教育研究所・教育センター等で実

施されている教職員研修講座に関する情報のデータベースである｡ (昭和61年度､ 62年度は未調査

のためデータが欠落している｡) 情報収集は､ 教育研究所・教育センター刊行論文の情報収集と同

じ対象機関に同時に行っている｡ 年間の更新レコード数は約8,000件であり､ 現在までの蓄積件数

は､ 144,094件である｡
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項 目 名 Ａ Ｂ 項 目 内 容 説 明

１ 文献番号 〇 レコードに付与された７桁の個別番号

２ 年度 〇 データ収集年度 (西暦)

３ 学校名 〇 〇 研究が行われた学校／園名

４ 主題／特色 〇 〇 研究の主題あるいは研究の特色

５ 分野／領域 〇 〇 研究の行われた分野あるいは領域

６ 校／園長名 研究が行われた学校／園の代表者名

７ 学校種別 〇 〇 学校段階の種別

８ 学校所在地 〇 学校の主たる所在地の住所

９ 交通機関 〇 学校への最も一般的な交通機関を使ったルート

10 学級数 〇 普通学級と特殊学級を合わせた総学級数と特殊学級数を括弧内に示す

11 研究指定 〇 〇 研究指定の名称又は種類

12 指定年度 〇 〇 研究指定を受けた年度 (開始年度～終了年度)

13 都道府県名 〇 〇 源情報提供教育委員会の都道府県名または政令指定都市名

14 学校番号 〇 学校基本調査で用いられる６桁の数字

15 報告書の有無 〇 報告書が出されている場合に ｢有｣ と入力

16 備考 〇 その他の特記事項がある場合



３. ４ 高校入試問題 (MONDAI)

本データベースは､ 平成３年度から平成12年度までの､ 各都道府県教育委員会が行った公立高校

の入試問題に関する情報のデータベースである｡ 現在のところ解答情報について､ 正答例､ 正答率

等の情報を提供しており､ 問題文については問題文画像の形で正答についても正答画像を公開でき

るよう準備を進めているところである｡ また､ 平成13年度以降の情報についても､ 現在データの整

理中である｡ 平成12年度までの蓄積件数は､ 問の数で76,269件である｡ 年間の更新レコード数は､

問の数で約8,000件である｡
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項 目 名 Ａ Ｂ 項 目 内 容 説 明

１ 講座番号 〇 レコードに付与された10桁の個別番号

２ 年 度 〇 〇 講座実施年度 (西暦)

３ 講座名 〇 〇 研修講座タイトル

４ 機関名 〇 〇 情報提供機関名

５ 機関番号 〇 情報提供機関の番号 (国立教育政策研究所で定めた４桁の数字)

６ 主催者 〇 講座の主催者

７ 開催場所 〇 講座の開催場所

８ 受講者 〇 〇 講座の受講対象者の別

９ 校 種 〇 〇 講座の受講対象者の校種

10 受講義務 〇 講座の受講対象者の要件

11 受講定員 〇 講座の総受講定員

12 実施形態 〇 講座が実施される形態｡ 例えば毎年開催､ 隔年開催等

13 実施回数 〇 年間に開催される講座の実施回数

14 実施日数 〇 １回の講座が実施される日数

15 開催月 〇 講座が実施される月

16 テキスト有無 〇 使用するテキストの有無

17 テキスト種類 〇 使用するテキストが市販のものか､ 自作のものかの別

18 使用機器 〇 講座で使用する機器類

19 索引語 〇 講座の内容を示すキーワード

20 研修方法 〇 〇 講座で用いられる研修の方法

21 講 師 〇 講師に関する身分や肩書の情報

22 講座内容 〇 400字程度の講座内容説明

項 目 名 Ａ Ｂ 項 目 内 容 説 明

１ 問題 ID 〇 レコードに付与された８桁の個別番号

２ 年度 〇 〇 入試年度 (西暦)

３ 都道府県 〇 〇 都道府県名

４ 教科 〇 〇 国語・社会・数学・理科・英語のうちのいずれかひとつ

５ 大問番号 〇 〇 問題文中の大問番号

６ 小問番号 〇 〇 問題文中の小問番号

７ 正答率 〇 〇 百分率で表示する

８ 配点割合 〇 〇 全体に対する当該設問の配点を示す｡ 例えば3/60

９ 難易度 〇 〇 正答率に基づく難易度を１ (易) ～５ (難) で表示する

10 問題番号 〇 〇 当該問題に付与された問題文中の文字表記

11 正答例 〇 〇 正答として示された例

12 備考 〇 〇



３. ５ 教育学関係博士・修士学位論文題目 (JEDI)

本データベースは､ 新制大学発足以降に我が国の大学院研究科において学位を授与された博士及

び修士の学位論文の中で､ 次のものを収録の対象とする｡

・教育学及び教科教育学の研究｡

・国語・国文学､ 外国語・外国文学､ 数学､ 物理学､ 地球科学､ 化学､ 生物学等の理学､ 体育

学､ 家政学､ 音楽学､ 美術学､ 情報科学､ 福祉・看護学等の研究のうち､ 教育に関係する研

究または学校教育及び教科教育の研究に資する研究をテーマとしている研究｡

これらについて､ その論文題目等の情報と抄録誌に収録された抄録の全文画像からなるデータベー

スである｡

当初は､ 教育学の学位を授与された論文題目のみを収集してきたが､ 平成８年から学校教育及び

教科教育の研究に資する研究テーマまで情報収集の範囲を広げた｡ また､ 平成17年度には抄録誌の

全文画像情報を追加しデータベースの拡充を図ってきている｡ 年間の更新レコード数は､ 約6,000

件である｡ 現在までの蓄積件数は､ 95,664件 (内 PDF ファイル有りは､ 35,142件) である｡

４. 利用方法

本システムへのアクセスについて説明する｡ 当研究所のホームページ (http://www.nier.go.jp) の

メニューにある教育研究情報データベースのバナーをクリックするか､ または､ 直接ブラウザのア

ドレス欄に､ http://www.nier.go.jp/database/と入力することで､ 教育研究情報データベースの

トップページへとジャンプする｡ 教育研究情報データベースの利用に関する情報はすべてここにま

とめているので､ ブックマークにはこのページを登録することが望ましい｡ 利用規程及びその他の

規定等､ 利用するためのパソコン環境､ 利用マニュアル､ 提供データベースの解説もすべてこのペー

ジから参照できる形となっている｡

ここでは､ 最もシンプルな利用方法を説明し､ 更に詳しい利用方法については上述のページに譲

る｡ データベースの検索はいたって簡単である｡ 教育研究情報データベースのページにあるリンク

からログイン画面を呼び出し､ ユーザ ID とパスワードを入力する�｡ 簡易検索画面が表示される

国立教育政策研究所教育研究情報データベースの概要と検索システムの特徴
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項 目 名 Ａ Ｂ 項 目 内 容 説 明

１ レコード番号 〇 レコードに付与された８桁の個別番号

２ ID 12桁のレコード管理情報

３ 研究科番号 〇 数字４桁の研究科コード

４ 大学院名 〇 〇 大学院の名称

５ 研究科名 〇 〇 研究科の名称

６ 学位授与年(元号) 〇 元号による学位授与年月

７ 学位授与年(西暦) 〇 〇 西暦による学位授与年月｡ 例：198903

８ 学位名称 〇 〇 学位の名称｡ 例：修士 (教育学)

９ 氏名 〇 学位を授与された者の氏名

10 論文区分 〇 〇 修士の場合は論文が主論／副論の別｡ 博士の場合は課程博／論博の別

11 論文題目 〇 学位論文のタイトル

12 専攻名 〇 研究科における専攻名

13 分野 〇 研究分野

14 抄録 〇 抄録の PDF ファイルへのリンク

15 抄録有無 〇 〇 抄録ファイルが存在する場合にＹを入力



ので､ 検索したいデータベースを選択し､ キーワード入力欄に検索対象となるキーワードを入力し

て検索ボタンをクリックする｡ 基本操作はこれだけである｡ 検索し終わった後は､ 画面右上のログ

アウトボタンをクリックして終了である｡

データベースの中から関係する情報を漏れなく検索したい場合､ あるいは目的の情報をピンポイ

ントで検索したい場合などは､ オプション検索を活用して行うことができる｡ 詳しくは､ ホームペー

ジの利用方法のページを参照のこと｡

ログインからログアウトまでの操作中にひとつだけ守っていただきたい注意事項がある｡ それは

データベースの検索を行っている間は､ ブラウザの戻るボタンを使用しないということである｡ ブ

ラウザの戻るボタンが使用されると､ サーバ側での利用者のセッション管理に不具合が生じ､ 正し

く検索ができなくなることがある｡ そのためこの点を守って､ 快適に検索を行っていただきたい｡

教育研究情報データベース並びに検索システムについての御意見・御要望等は､ E-mail:

dbadmin@nier.go.jp まで御連絡願いたい｡

注

� コンピュータはファコム・ハイタック社製､ FACOM M340S｡ データベース管理システムは､ FACOM FAIRS-I｡

� 教育関係機関に限り､ 利用申請を受け付けて､ 利用者 ID とパスワードの発行を行う形を取った｡

� 過去のシステム更新は､ 昭和63年度､ 平成２年度､ 平成７年度､ 平成11年度､ 平成16年度 (現行システム) に

行った｡

� �教科書研究センターとの共同開発によるもの､ 岐阜大学教育学部附属カリキュラム開発研究センター及び国

立大学教育工学センター協議会によって作成され当研究所に移植されたもの､ 科学研究費補助金等の研究グルー

プ及びデータベース作成委員会により作成されたもの等､ 最大で18タイトルのデータベースの提供サービスを

行っていた｡ それら以外に､ 統計データのデータベース化も行った｡

� Solaris 9版の日本オラクル社製､ Oracle 10g｡

� Windows 版のアクセラテクノロジー社製､ Bizsearch V.3をカスタマイズ｡

� 国立教育政策研究所広報第151号､ P.7､ 平成18年10月発行｡

	 旧システムでは､ 利用時間はウィークデーの午前10時～午後５時に限定し､ 利用者は事前に郵送による利用申

請を行うことが必要であった｡ また､ 利用者は､ 教育関係機関・部局に所属する者あるいは所長が認めた者に

限られた｡


 新システムへのリニューアルを期に､ ｢教育情報データベース｣ を ｢教育研究情報データベース｣ と名称変更

した｡

� ここでは､ 入力ボックスに思いつく言葉を入力して検索実行するという方式のことを指す｡ 旧システムは､ コ

マンドラインに検索コマンドと検索子と検索する文字列を入力するコマンド形式を採用していた｡

� 自然語解析処理によるこれまでの単語一致方式とは異なり､ N-gram 方式は､ 入力された文字列の長さに基づ

いて検索処理を行う方式と言える｡

 文字コードの値が小さいものから大きいものへ並べる場合を昇順､ 大きいものから小さいものへと並べる場合

を降順という｡ 仮名は漢字よりもコードの値は小さく､ ひらがなの中では ｢あ｣ から ｢ん｣ までの順に値が大

きくなる｡

� 現在情報提供サービスを行うデータベースのうち､ 教育研究所・教育センター刊行論文及び教育学関係博士・

修士学位論文題目の２つについて､ 前者は紀要等の本文を､ 後者は抄録全文を提供者から公開の許諾を得られ

たものについて利用可能となっている｡
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� 利用者が設定するユーザ ID とパスワード､ 及び､ 姓名､ メールアドレスを入力することにより､ ユーザ ID と

パスワードが登録される仕組みとなっている｡

� SSL (Secure Socket Layer) は､ Netscape Communications 社が開発した､ インターネット上で情報を暗号

化して送受信するプロトコル｡ 現在インターネットで広く使われている WWW や FTP などのデータを暗号化

し､ プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号､ 企業秘密などを安全に送受信することができる｡

� 日本ベリサイン株式会社は､ ウェブサイトの信頼性をアピールする証明書の発行機関としてのリーディングカ

ンパニーであり､ 研究所のサーバはこの証明書を取得している｡

� はじめての場合にはユーザ登録を先に行う必要がある｡

国立教育政策研究所教育研究情報データベースの概要と検索システムの特徴
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付 録





国立教育政策研究所紀要編集会議設置要項

平 成 18 年 11 月 22 日

国立教育政策研究所長決定

１ 趣 旨

平成18年度国立教育政策研究所紀要 (以下､ ｢紀要｣ という｡) の編集を行うため､ 研究企画開発

部に平成18年度国立教育政策研究所紀要編集会議 (以下､ ｢会議｣ という｡) を設置する｡

２ 所掌事務

会議は､ 紀要の原稿の審査及び評価を行う｡

３ 構 成

� 会議は､ 次の者をもって構成する｡

① 研究企画開発部長

② 研究所の所員の中から､ 政策研究戦略室において決定した者

� 会議の座長は､ 研究企画開発部長とする｡

� 会議は必要に応じて臨時委員を置くことができる｡

４ 庶 務

会議の庶務は､ 研究企画開発部において行う｡

５ その他

原稿執筆要領は､ 会議が別に定める｡
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国立教育政策研究所紀要編集要項

平 成 18 年 11 月 22 日

国立教育政策研究所長決定

(総 則)

第１条 国立教育政策研究所紀要 (以下､ ｢紀要｣ という｡) は､ 国立教育政策研究所 (以下､ ｢研

究所｣ という｡) における研究の成果を公表することにより､ 我が国の教育研究の発展に寄

与することを目的とする｡

第２条 紀要の刊行は､ 毎年度１回を原則とする｡

(原稿の種類及び内容)

第３条 原稿の種類及び内容は次のとおりとし､ いずれも未発表であることを原則とする｡

� 論 文：オリジナルな研究成果をまとめたもの｡

� 研究ノート：研究方法､ 教材開発､ 教育実践などを比較的短くまとめたもの｡

� 資 料：調査結果や研究報告をまとめたもの｡

� 研 究 展 望：教育研究分野の成果をまとめ､ 研究を展望したもの｡

� 解 説：教育研究分野の動向を解説したもの｡

第４条 特集テーマによる紀要を刊行できるものとする｡ ただし､ 特集テーマ原稿の種 類は前条

の分類によらない場合も可とする｡

(原稿の投稿資格等)

第５条 紀要に原稿を投稿できる者は､ 下記のとおりとする｡

� 研究所の所員

� 研究所の評議員､ 名誉所員､ 旧所員

� 客員研究員､ 共同研究員､ 研究協力者

� 研究所の共同研究における研究分担者

� 国立教育政策研究所紀要編集会議 (以下､ ｢会議｣ という｡) から原稿執筆依頼を受け

た者

� その他会議が適当と認めた者

第６条 投稿する原稿は､ 各号につき一人一点を原則とし､ その内容は一つの原稿ごとに完結され

たものとし､ 連載は認めない｡

(原稿の審査及び掲載等)

第７条 審査は､ 紀要の原稿のすべてを対象とする｡

第８条 原稿の審査は会議が担当し､ 個々の原稿について､ 原則としてそれぞれ２名以上の審査者

が行う｡

� 審査する者は､ 会議の議を経て座長が委嘱する｡

� 会義は必要に応じ､ 審査する者に研究所外の研究者を含めることができる｡

第９条 原稿の紀要への掲載､ その他については､ 会議の議を経て座長が決定する｡
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第10条 掲載が決定された原稿について､ 内容の一部を修正することが望ましいと会議が判断した

場合には､ 座長がその旨を執筆者に要請する｡

(その他)

第11条 研究所内外の研究者等の利用に供するため､ 紀要に掲載された論文等を研究所のホームペー

ジに掲載する｡

第12条 提出された原稿は､ 原則として返却しない｡

第13条 原稿料の支払い及び掲載料の徴収はしない｡

第14条 紀要の配布先は､ 会議が別に定める｡

第15条 その他必要な事項は､ 会議が定める｡

附 則

本要項は､ 平成18年11月22日から適用する｡
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