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Abstract: In our research, we developed the learning system with Error-based Simulation for correction
of MIF misconception which about moving objects. Also, we held the practical use of this learning
system at junior high school, and verified the effects. In this paper, we report about this use.

1. はじめに
子ども或いはある分野に関する初学者は，学習分
野に対して，学習前や初期段階に，科学的には正し
くないとされる知識や考え方を持っている場合があ
る．このような知識は誤概念と呼ばれ，(1)その分野
の専門家の持つ知識とは異なる(2)多くの人に共通
している(3)少なくとも従来の教育方法では変えに
くい(4)しばしば論理的な信念体系を構成している
(5)その分野の初期の指導者の考えに似ている場合
がある(6)「神経系のハードウェアや遺伝的プログラ
ミング」「多くの人に共有される経験」「学校などの
指導」によって構築される，といった特徴があると
されている[1]．これらの特徴からこの誤概念の存在
は学習・問題解決の妨げとなり得るため，これを正
しいものへと変える「概念変容」[2]の方法が必要で
あると言える．
この誤概念の中でも，
「運動する物体にはその運動
の 向 き に 力 が は た ら い て い る 」 と い う 「 Motion
Implies a Force（以下，MIF 誤概念）
」[3]と呼ばれる
ものがある．この MIF 誤概念は初学者に，また既学

習者であっても広く見られるとされ[4]，これまでに
も多くの研究においてその修正が試みられてきた．
以上の点から本研究では，この MIF 誤概念を具体
的な対象とし，
「概念変容」の方法の提案を行ってい
る．以下，本稿ではまず第 2 章において，本研究の
提案する概念変容モデルやそこで用いる Error-based
Simulation について説明する．
次に第 3 章において，
具体的な概念変容のための方法として本研究で用い
る Error based-Simulation システムについて説明する．
第 4 章においては，この EBS システムの実践的な利
用について報告し，また第 5 章においてその結果に
関する考察を行う．

2. 概念変容モデル
2.1

先行研究での概念変容モデル

概念変容には認知的葛藤の生起とその解消が必要
であるとされており，Hashweh はこれをもとに，概
念変容のモデル化を行っている[5]．ここでは学習者
が持っている誤った概念 C1 とそれでは説明できな
い事例 R2 との間に生起する 1 つ目の認知的葛藤で
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ある Conflict1，そして学習者の概念 C1 と R2 を説明
できる科学的な概念 C2 との間に生起する認知的葛
藤である Conflict2，の 2 つが生起し解消されること
が必要であるとされている（図１）
．
このような認知的葛藤について，実際の学習や問
題解決に関して考えると，ある事象に対し学習者が
誤った概念を適用した結果と，科学的な概念を適用
した結果との間の矛盾に気付くことで，認知的葛藤
が生起し，またそれを解消することで概念変容が起
こると考えられる．しかしながら，既に誤った概念
を持っている学習者が適用結果の矛盾に気付いたと
しても，正しい概念の適用結果を正しいものと受け
入れられないために認知的葛藤が起こらない，或い
はなぜそのような矛盾が起こるかを理解できないた
めに認知的葛藤が解消されない，といった可能性が
あり，このような場合には概念変容が起こらないと
考えられる．このような観点に基づくと，この認知
的葛藤，及びその解消を促進することは，学習者の
概念変容への補助になると考えられる．
認知的葛藤の促進として平嶋らは，あるメディア
を用いて表されている学習者の誤りを，それが誤り
であることを認識することが容易となる別のメディ
アへと写像することで誤りであることを顕在化し，
認知的葛藤を起こさせる手法「 Creating Cognitive
Conflict by Error-Mapping」を提案している[6]．本研
究ではこのような，学習者の誤りを別のメディアへ
と写像し，認知的葛藤の発生を促すという考えを基
に，3 段階の概念変容モデルを提案する．

とによって起こるものであると考えることが出来る．
このような理論インスタンスのレベルでの矛盾の
発生による認知的葛藤の生起が行われている例とし
て，一般的な教授・学習活動として行われている問
題解決が挙げられる．問題解決において学習者が，
誤った考え方，即ち誤理論クラスを持っていた場合，
間違った解答という誤理論インスタンスを生成する
ことになる．一方，教授者側からは，正しい解答と
いう正理論インスタンスの提示が行われる．これら
2 つのインスタンスは矛盾しているため，この理論
インスタンスのレベルでの矛盾の発生による認知的
葛藤の生起が行われているといえる．
しかしながら，このインスタンス間の矛盾に気づ
き，そして正理論インスタンスを受け入れ，理論ク
ラスへの修正を行うことは容易ではないと考えられ
る．そこで本研究では，理論インスタンスを，それ
によって起こる現象である「挙動」へと写像するこ
とを考える（図２）
．このような写像を誤理論インス
タンスについて行った結果である誤挙動は，正理論
インスタンスの写像結果である正挙動と矛盾するも
のであるが，ここで正挙動は科学的に正しい現象で
あり，学習者にとって既知であるため，学習者にと
って正しいものがより受け入れられやすいと考えら
れる．またこの挙動への写像により，学習者の考え
が具体化され，間違いがより明確になると言える．
そのためこの挙動のレベルでは矛盾について気づき
易くなる，即ち認知的葛藤の生起が促進されると考
えられる．

2.2

2.3

3 段階の概念変容モデル

本節では，本研究で提案する 3 段階の概念変容モ
デルについて概説する．
まず概念とは，抽象化され，様々な具体的な事例
に対して適用できる考え方であるといえる．このよ
うな観点から，本研究で提案する概念変容モデルに
おいては，概念をある理論についてのクラスである
「理論クラス」であるとし，科学的に正しいものを
「正理論クラス」，正しくないものを「誤理論クラス」
と呼ぶ．そして，具体的な事例に対して概念を適用
した結果とは，その理論のインスタンスであると考
え，
「理論インスタンス」と呼ぶ．ある事例に対し正
理論クラスが適用された結果を「正理論インスタン
ス」
，誤理論クラスが適用された結果が「誤理論イン
スタンス」となる．
このような観点に立つと，先述の概念変容モデル
における事例 R2 に対する認知的葛藤とは，自身の
持つ誤った概念の適用結果である誤理論インスタン
スと，科学的に正しいとされている概念の適用結果
である正理論インスタンスとの間の矛盾に気付くこ

Error-based Simulation とその利用

本節では，本研究で理論インスタンスの挙動への
写 像 の 具 体 的 な 手 法 と し て 用 い る ， Error-based
Simulation（以下，EBS）[6-8]について概説する．EBS
とは学習者の誤りに基づいて生成されるシミュレー
ションであり，誤りを反映した現実とは異なる動作
として表れる．これまでにも物理・力学分野におけ
る，物体にはたらく力の学習のために EBS を実現す
るシステムが用いられている[9]．それらシステムに
おいて学習者は，物体にはたらくと考える力を実際
に作図し，その作図に基づく運動のシミュレーショ
ンをシステムが提示する，という学習活動が行われ
ている．この活動にて学習者が用いる考え方が理論
クラスに相当し，その具体化である作図が理論イン
スタンスであると言える．そしてその作図を反映し，
システムによって提示されるシミュレーションが挙
動であるといえる．そしてこのシミュレーションを，
学習者は既知である現実での物体の運動と比較する
ことで，矛盾に気づき，認知的葛藤が生起される．
本研究での EBS の，MIF 誤概念の修正のための具
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体的な利用については，次章にて述べる．

図１：概念変容モデル

図２：3 段階の概念変容モデル

3. 本研究での EBS システム
本章では，本研究にて用いる EBS システムについ
て概説する．

3.1

本研究のシステムで用いる課題

EBS を学習のために用いるうえで，本研究では，
先行研究にて用いられた，MIF 誤概念が適用される
とされる事例を具体的な課題として利用する．その
ためには，それら多くの事例のうち，どれを用いる
かを決定する必要がある．
ここで，先行研究にて MIF 誤概念は，以下の 3 つ
の特性としてまとめられている．
１．運動の維持は，等速であっても，運動を引き起
こす，運動方向の力という思い込みを引き起こしう
る
２．この力は特に，明確な抵抗力があるときに継続
する運動の説明で一般的である．この力が抵抗より
大きいために物体は運動を維持すると仮定される
３．この力は物体の速度に応じて減ったり増えたり
すると考えられるかもしれない
このことから，これら 3 つの特性が解消されてい
れば，MIF 誤概念は修正されたということが出来る．

そこで本研究では，これまでに用いられた事例をこ
の 3 つの特性のいずれに対応するかで分類した．
まず，特性１は，MIF 誤概念の最も根幹となる考
え方であるといえる．このような考え方が適用され
る事例として，
「水平面での台車の運動」[10]「氷の
上をスケートで滑る」[11]といったものが考えられ
る．特性２としては，物体に何か抵抗力と，それに
釣りあう力がはたらくような場合であり「等速度で
落下するスカイダイバー」
「摩擦力と押す力がつり合
うモデルカー」[12]などが挙げられる．特性３は，
速度の変化をはたらく力の変化と捉えるものであり，
斜面での運動[10]など，一定の力がはたらくことで
速度が変化する事例が挙げられる．
このような分類を行った上で，3 つの各特性を演
習できるよう，課題の選択を行った．その結果，ま
ず 3 つの特性に対応する基本的な，はたらく力の問
題として，
(a) 摩擦のない氷の上を等速直線運動する人物（特
性１）
(b) パラシュートを開いて等速で落下する人物（特
性２）
(c) 垂直に投げ上げられた物体（上昇中・頂点・下
降中）（特性３）
の 3 問を用いる．また，上記 3 つの特性に対応する，
別のはたらく力の問題として，
(d) 宇宙空間で等速直線運動する宇宙船
(e) 摩擦のある水平面上で物体を等速度で押すとき
(f) 斜方投射された物体（上昇中・頂点・下降中）
も用いる．

3.2

システムの設計開発

本研究では，学習者による作図と EBS による認知
的葛藤の生起の促進という学習活動を実現するため
の学習システムを，Android タブレット上で開発した．
本節ではこのシステム（図３）について，行う演習
やそこでの操作を概説する．
本システムにおける演習において学習者は，まず
提示された問題について，与えられた図に力の作図
を行う．ここでは学習者が一般的に行われる矢印で
の力の作図と同様に，画面上での作図を行うことを
目指している．具体的な作図作業として，力の矢印
を描き始めたい場所を指で押さえ，描きたい方向に
指を動かし，任意の長さになったときに指を離すこ
とで，矢印が作図される．力の矢印の長さはその力
の大きさを表すが，本システムでは矢印は 3 段階の
長さで作図可能であり，実際の長さと共に色によっ
て識別できるよう表現される．また力の矢印の向き
はその力のはたらく向きを表すが，本システムでは
鉛直方向，水平方向，物体の運動方向とそれに対し
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て垂直な方向に作図することが出来る．力の矢印の
始点はその力のはたらく場所を表すが，本システム
では物体の上下左右と中心から描くことが出来る．
また，一度作図した矢印を消去したい場合には，そ
の矢印の先端をロングタッチすることで，消去する
ことが出来る．
作図の完了後，学習者は自身の作図に基づく運動
のシミュレーションを見ることが出来る．このシミ
ュレーションが現実での運動と一致しているかを見
ることで，学習者は自身の間違いに気付くことが出
来る．またこの際，システムによって作図の正誤も
診断され，作図が正しければ次の問題に進むことが
出来る．なお，各問題での物体の正しい運動は，そ
の問題の開始時に一度提示され，また作図中にいつ
でも確認することが出来る．
本システムには，前節での問題の分類に基づく，6
問の問題を実装した．

図３：システム画面

4.

MIF 誤概念の修正を目的とした

EBS の実践的利用
本研究では，前章で述べた EBS システムの効果の
確認のため，実践的な利用を行っている．本章では
そのことについて述べる．

4.1

目的と仮説

本研究で用いる EBS システムの目的が，学習者の
MIF 誤概念の修正であることから，以下の様な仮説
のもと，実践を行った．
仮説１：概念が正しいものへと変容しているため，
演習に利用した課題（学習課題）だけでなく，同じ
概念を用いる別の課題（転移課題）にも正しく答え
ることが出来る
仮説２：解答の一時的な記憶ではなく，概念変容が
起こっており，遅延テストでも効果が維持される

4.2

対象とした被験者

今回の利用は公立中学校の第 3 学年生徒 9 クラス
348 名を対象に行った．被験者らは全員，当該範囲
について学習済みである．効果の比較のため，まず
今回検証する運動する物体にはたらく力について，
運動する物体にはたらく力の EBS システム（以下，
運動 EBS）で演習する群，及び通常の授業の形で演
習（以下，通常演習）する群に分類した．さらに，
先行研究で用いられた，静止する物体にはたらく力
の EBS システム（以下，静止 EBS）の利用が，運動
EBS の効果に影響を与える可能性を考え，静止する
物体に関しても演習を行い，静止 EBS と通常の演習
とで条件分けを行うこととした．そのため，今回の
実践では静止と運動の両方を EBS で演習する「EBS
群」，静止を通常の方法，運動を EBS で演習する「通
常‐EBS 群」，静止を EBS，運動を通常の方法で演
習する「EBS‐通常群」，両方を通常の方法で演習す
る「通常群」の 4 群での比較となった．また各群へ
のクラスの割り当ての際，普段の授業を 9 クラスの
うち 4 クラスを教師 A が，4 クラスを教師 B が，残
りの 1 クラスを教師 C が担当していたことから，教
師 A と教師 B の担当するクラスからそれぞれ 1 クラ
スずつ，各群に割り当てた．なお，教師 C の担当す
るクラスについては，後述のモデル授業への割り当
てを行った．また各演習は，2 週間にわたって通常
の授業時間 1 時限（45 分間）内に行っており，第 1
週目には静止する物体について，第 2 週目には運動
する物体について演習を行った．

4.3

各演習で用いた課題

運動 EBS においては，3.2 節で説明した(a)(b)(c)の
3 問を学習課題として，さらにそれらに正解した者
への課題として 3.2 節の(d)(e)(f)を実装した．また，
静止 EBS では先行研究[8]にて用いられた「床の上に
静止する物体にはたらく力」
「摩擦のない床の上で壁
に向かって押され静止する隣り合った 2 つの物体に
はたらく力」「床の上で積み重ねられて静止する 2
つの物体にはたらく力」の 3 問を，学習課題として
用意した．
通常演習においては，運動分野に関しては運動
EBS で用いた課題(a)(b)(c)を，静止分野に関してはや
なり静止 EBS で用いた 3 問を用いて演習を行った．

4.4

各演習の手順

ここでは，今回の実践で行われた各群の演習方法
について説明する．

4.4.1
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EBS 演習

EBS システムを用いた演習では，生徒全員に対し，
1 台ずつタブレット PC を配布し，システム利用によ
る演習活動を行った．演習時間内においてまず，約
10 分間を使ってシステムの操作方法の説明を実験
者が行った．その後約 30 分間，生徒 1 人 1 人のペー
スでシステムでの演習を行った．その際，システム
の使用方法等に関する質問には実験者が対応したが，
演習内容や解答に対する質問には答えなかった．
運動 EBS に関しては当初，前半の 3 問の完了を目
標と考えていたが，後半 3 問に到達する生徒も見受
けられた．
演習の終了後，約 5 分間を利用し，授業担当の教
師によって正解となる作図の説明のみを行った．こ
の際，通常演習との条件を揃えるため，運動 EBS で
は(a)(b)(c)の 3 問，
静止 EBS では全 3 問を説明した．

4.4.2

通常演習

通常演習では，各 EBS 演習で用いた 3 問を，プリ
ント上で解答する，という方法を用いた．授業時間
内では最初の約 10 分間を用い，生徒はプリントで作
図を行った．その後，約 30 分を利用して，担当教師
がはたらく力の解説を行った．この解説の内容につ
いては，各教師に委任したが，EBS との比較という
観点から，何らかの間違った力の作図を取り上げ，
そのような力が実際にはたらいている場合にどのよ
うな運動をするか，といった説明のみは行わないも
のとした．最後に，約 5 分間を用いて，復習のため
にもう一度同じ問題での作図を行った．

4.4.3

モデル授業

他の EBS 演習が学習者自身による演習の形にて行
われたことに対し，モデル授業においては，教師が
授業内で教材として EBS を用いる，という想定での
授業を行った．ここでは，運動・静止それぞれ実装
された 3 問に対し 1 問ずつ，まず生徒が自身で演習
を行い，その後教師が EBS を用い実際に画面を見せ
ながら解説を行う，といった形式での授業を行った．

4.5

事前・事後・遅延テスト

今回の利用では，効果測定のための筆記テストを
行った．各テストでは，演習と同様，与えられた図
に対し，力の矢印の作図を行うというものであり，
演習とは別の時間にて行われた．
事前テストは第 1 週目の初めに実施された．ここ
では前述の静止 EBS に実装された 3 問，及び運動
EBS に実装された 6 問を，25 分間で解答した．説明
の都合上，演習にて用いるという意味で静止の全 3
問，
及び運動の(a)(b)(c)3 問を学習課題と呼ぶ．また，
運動の残りの 3 問を転移課題１と呼ぶ．

事後テストは第 2 週の最終日に実施された．ここ
では事前テストの課題 9 問に加え，さらに転移課題
として静止に関する 2 問，
及び運動に関する 4 問を，
30 分間で解答した．静止に関する追加の 2 問はそれ
ぞれ，
「摩擦のない床の上で壁に向かって押され静止
する隣り合った 3 つの物体にはたらく力」
「床の上で
積み重ねられて静止する 3 つの物体にはたらく力」
であり，学習課題を数量的に増やしたものといえる．
運動に関する追加の 4 問はそれぞれ「摩擦のない斜
面と水平面を運動する台車」
「摩擦のない氷の上で押
されて加速するそり」
「摩擦のある床の上を減速しな
がら滑って行く箱」「等速度で上昇するエレベータ」
にはたらく力を作図する課題であり，MIF 誤概念が
用いられうる課題である．説明の都合上，これら 6
問を転移課題２と呼ぶ．
遅延テストは事後テストから 1 ヶ月後に実施され，
課題や方式は事後テストと同様であった．これらテ
ストの結果等については，次章にまとめる．

5. 実践結果
テスト結果とその分析についてここでまとめる．
なお，今回の実践的利用は通常の授業時間を利用し
て行っており，欠席等でテストや演習に一度でも参
加できなかった生徒は分析から除いている．そのた
め，
分析対象者は EBS 群 69 名，
通常‐EBS 群 69 名，
EBS‐通常群 71 名，通常群 71 名，モデル群 33 名と
なっている．

5.1

MIF 誤概念を含む解答数の変化

本研究では MIF 誤概念への概念変容を目的として
いる．そこで，今回対象とする 4 群について，MIF
誤概念を含む解答をした課題の数を分析した．
分析は，運動分野の演習方法（通常が EBS か）
，
静止分野の演習方法（通常か EBS か）
，テストの時
期（事前・事後・遅延）での 3 要因の分散分析を用
いた．またそれら分析は「ANOVA4 on the Web」[13]
を用いて行った．
運動の学習課題に関しては，テストの時期にのみ
水準間の差が見られた（p=.000）．多重比較の結果，
事前・事後・遅延のすべての水準の間に，有意差が
あるという結果であった．
運動の転移課題１に関しては，運動の演習方法と
テストの時期の間に交互作用が見られた．多重比較
の結果，運動分野を EBS で学習した場合には，事前
と事後，事前と遅延の間は有意差があったが，事後
と遅延の間には有意差が無かった（p=0.535）．一方，
運動分野を通常の方法で演習した場合，事前・事後・
遅延のすべての水準の間に，有意差が見られた．
運動の転移課題２に関しては，2 つの演習方法，
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及びテスト時期のいずれについても，効果が見られ
なかった．

5.2

[１] K. M. Fisher: A misconception in biology: Amino acids

MIF 誤概念を含む解答の変化

and translation, Journal of Research in Science Teaching,

演習活動による MIF 誤概念修正への効果をより詳
しく分析するため，演習前後での各課題での，MIF
誤概念を含んだ解答の正しいものへの変化を分析し
た．演習前後での効果を見るため，両方に共通する
課題である運動の学習課題，及び転移課題１を分析
した．また分析はフィッシャーの直接確率計算法に
より，2 群間の比較として行った．
EBS の効果の確認のために行った，EBS 群と通常
群の比較では，6 問中 1 問において，MIF 誤概念が
正しい解答に修正される割合が有意に高いことが示
された（p=7.08E-06）
．次に，静止 EBS が運動 EBS
での学習に与える影響を確認するため，EBS 群と通
常‐EBS 群で比較を行ったが，ここでは有意差は見
られなかった．
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