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カリキュラムの社会学序説

－イングランドにおけるサイエンスの教科書に注目して－

金子真理子

1．問題設定

本論文の目的は、イングランドの義務教育の最後の二年間（キー・ステージ4）で必修の

｢GCSEサイエンス」という科目のコースの一つ、TwentyFirstCenturyScience(以下、21CS

と記す）に準拠した教科書に注目し、その近年の変化を分析することである。第一に、この

教科言の第1版(2006年刊行）から第2版(2011年刊行）への変化の要点とその意味を明らか

にする。第二に、その変化の背景について考察し、本研究をカリキュラムの社会学へと発展

させる見通しを検討する。

義務教育段階におけるイングランドの教育課程（ナショナルカリキュラム）では、表1に

示す複数の学年にまたがるキー・ステージ(KS)ごとに、教えられるべき教科のセットが示

され、それぞれの教科ごとに、子どもが学ぶべき内容と到達目標が示されている。それぞれ

のキー・ステージの最後には、子どもはフォーマルな評価を受ける。

表1キー・ステージ

年齢

3歳～4歳

学年｜キー・ステージ アセスメント

EealvYears

Foulldation

Stage
4歳～5歳 レセプション

フォニックス・スクリーニング･チェック

教師によるアセスメント(英語・算数・サイエンス）
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳

６
７
８
９
ｍ
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嶬
嶬
醍
醍
艤
跨

１
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
４
ｌ
５
ｌ
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ｌ
７
ｌ
８
ｌ
９
ｌ
ｍ
－
ｕ

網1

KS2

ナショナルテストと教師によるアセスメント（英語・算数・サイエンス）

教師によるアセスメント

教師によるアセスメント

教師によるアセスメント

いくらかの子どもはGCSE試験を受ける

ほとんどの子どもがGCSE試験等を受ける

KS3

KS4

注)UK政府によるHP(https://www.gov.llk/national-cllrl･iculum)をもとに筆者作成。

義務教育の最終段階である16歳時には、生徒は、GCSE試験と呼ばれる中等教育修了一

般資格試験(GeneralCertificateofSecondaryEducation)を中心とする、外部の試験機関に

よる資格試験を科目ごとに受ける。GCSE試験の成績は、義務教育後の二年間の大学進学準

備コースであるAレベルコースヘの進学要件になるだけでなく、大学進学の際にも、Aし

(かねこ・まりこ東京学芸大学）

145



子ども社会研究19号

ベル試験の成績とともに参考にされる。

イングランドにおいてサイエンスは、数学、英語と並ぶ3つの中核教科の一つとして重

視されている。キー・ステージ4、すなわちGCSE段階では、必修の「GCSEサイエンス」

(GCSEScience)に加えて、理論的・学問的な「追加科学｣(GCSEAdditionalScience)もしく

は職業や生活に根差した「追加応用科学｣(GCSEAdditionalAppliedScience)を選択履修する

生徒が多い。ただし、ナショナルカリキュラムに必ずしも従う必要のない私立学校では、以

上の教科枠組みを採用せず、伝統的な教科枠組みである「生物学｣(GCSEBiology)、「化学」

(GCSEChemiStry)、｢物理学｣(GCSEPhysics)のうち複数科目を生徒に履修させるところが

多い。セレクティブな公立学校のなかにも、この伝統的な教科枠組みを優秀な生徒に対して

採用する学校がある。ただし、公立学校がそうする場合は、ナショナルカリキュラムの規定

上、3科目を履修(triplescience)させる必要がある(Millar2012,p.171)。

現在、イングランドには3つの主要な試験機関(AQA,OCR,Edexcel)がある。以上で紹介

したGCSEの科学関連の科目群に関して言えば、各試験機関が多くの科目に対しそれぞれ一

つ以上のコースを提供している。GCSEサイエンスという科目に関しては、AQAとEdexcel

がそれぞれ1コースずつ、OCRは21CSとGatewayという2コースのシラバスを提供してい

る。各試験機関は、コースごとに異なる方針に基づくコース内容規定文書(specification)を

作成・公開し、それに基づいたGCSE試験を実施している。現在、イングランドにおいて、

必修のGCSEサイエンスの受験者全体に対し、各コース受験者が占める非常に大まかな割

合は、AQA50%、OCRの21CS25%、OCRのGateway20%、Edexce15%である('1．

キー・ステージ4では、学校は二つの選択を行う。まず、各科目についてどのコースの

GCSE試験を子どもたちに受けさせるかを決める。その上で、各試験機関が定めるコース

内容規定文書に準拠したもののなかから、教科書や教材を選ぶことが多い。各コースに準

拠した教科書はそれぞれ一つ以上発行されているが、各試験機関から公式推奨を受けた

($endorsed')教科書は、各コースに対して通常一つである(2)。ただし、教科書は、民間会社

による自由発行であり、多様な教科書が存在する。新井(2009、pp.35-36)によれば、イギ

リスの教師は授業を行う際に個人の裁量で様々な教科書や教材を使用する文化が根強く、ま

た、教科書が貸与制で教室に備え付けであることから旧い教科書も残っており、それらが同

時に活用されることもある。実際、筆者が2012年12月3日にインタビューを実施した学校

では､予算の都合で､旧版の教科言(n(ﾉe"tyFY庵ｵC""ryScie"ccGCSEScie"""噌力eγ第1版）

を使っていた。

本稿が分析するのは、ナフィールド財団(NufneldFoundation)とヨーク大学(the

UniversiWofYOrk)が、GCSEサイエンスの教科言として作成しているルノ""例汚tCe"ｫ"〃

SCie"CCGCSESCie"""""(3)である。これは、試験機関OCRが21CSのGCSEサイエンス

の教科書として唯一公式推奨しているものである。それゆえ、21CSコースのGCSEサイ

エンスの試験を受ける生徒の多くが教室で、この教科書で学んでいる可能性が高い(4)。また、

GCSE段階の科学関連の科目群をすべて考慮に入れるならば、21CSは現在、イングランド

とウェールズの900校以上の学校で使用されている(訓。

T"e"tyFifstCe"加"Scie""GCSESc""""""の第1版は2006年に刊行された。これ
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は、後述するように、中等教育段階における科学教育の目的を問い直し、「すべての若い人

たちにサイエンス・リテラシーを身に着けさせること」を目的として掲げた、類をみないチ

ヤレンジングなコースであった。ただし、2011年刊行の第2版をみると、その内容はいくつ

かの点で大幅に変更された。数ある変化のなかで筆者が特に注目したのは、イントロダクシ

ョンの改変、学習内容の組み替え、そして最後に、第1版では繰り返し表れた「予防原則」

(precautionaryprinciple)と「ALARAJ(aslowasreasonablyachievable)という二つの原則に

関する記述が削除された点、である。以下では、この教科書の第1版から第2版にかけての

変化の要点を明らかにし、それが意味することを考察する。

2．方法

以下では、第一に、n(ﾉe"〃廊湾tCc""fyScjg""GCSEScie""HMieγの第1版と第2版の

記述内容をテキスト分析し、この間の変化の要点を明らかにする。第二に、この変化の背景

として、本コースの内容を規定しているコース内容規定文言(SPecmcation)(6'と、ナショナ

ルカリキュラム(NationalCurriculum)を検討した上で、この研究をカリキュラムの社会学

へと展開していく見通しについて考察する。

本論文における作業は以上に絞られるが、筆者はこのほかに、この教科書の作成とプロデ

ュースにかかわっているナフィールド財団と教科書の執筆陣、および、学校教師たちに対し

てインタビュー調査を実施している。この分析は別槁を期したい。

以上の文言資料調査およびインタビュー調査は、2012年9月からイングランドで開始し、

本稿執筆時(2013年3月）も継続中である。

3.TwentyFFfstCe"t"〃ScienceGCSEScie"ceHighe←第1版から第2

版への変化

3］イントロダクションの相違点

表2は、乃川ﾉ“〃F"s#C"ｵ"〃Sc""ccGCSESc""ccH堰/'"の第1版と第2版の目次構成を

整理したものである。両版とも9つのモジュールに分かれており、生物分野(B1-B3)、化学

分野(Cl-C3)、物理分野(P1-P3)から成る。両年度間で各モジュールのトピック名はほぼ共

通しているが、C3とP3モジュールに関しては、トピック名自体も異なっている。なお、こ

の教科書の第1版の特徴は、笠(2006,2012)に詳しい。

具体的な内容に入る前に、この教科書の第1版と第2版がそれぞれの冒頭部分で、生徒に

対していかなるイントロダクションを提示しているのかを比較しておこう。まず、2006年

に刊行された第1版の書き出しは以下である。

日常生活には、科学が答えを助けられるような多くの疑問があふれている。それはた

とえば次のような疑問である。

●私たちは誰なのか：たとえば、地球という星の歴史
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●個人の選択：たとえば、私たちのライフスタイルはどれくらい健康的なのか

●私たちはどのように科学的知識を使うのか：たとえば、大気汚染のコントロール

テレビ、ラジオ、新聞、インターネットには科学に関する情報があふれている。しか

し、それはいつも信頼できるものとは限らない。そこではしばしば、事実が意見と混ぜ

られて、複数の異なる見方が存在している。

GCSEサイエンスは、すべての人にとってのコースである。あなたは、最も重要な科

学的説明(ScienceexplanaUon)のいくつかを学ぶことができるだろう。それによって

あなたは身の回りの世界を理解できるようになる。科学の働き方(howscienceworks)

についても学べるだろう。それは、このコースでは、科学についてのアイディア(Ideas

aboutscience)と呼ばれている。そして､次のようなスキルを伸ばすことができるだろう。

●議論の両サイドからの異なる証拠を比較評価する(weighupevidenceonbothsides

ofanargument)

●あなたに影響を及ぼす科学に関する諸問題について意思決定する(makedecisions

aboutscienceissuesthataffectyou)

本コース修了時には、日常生活の中で日々出会う科学をどのように扱えばよいのかに

ついて、あなたはもっと自信を持てるようになるでしょう。

(TMｲﾉ“かFi"tCg"ｵ"〃S"g"ccGCSESc"""H堰/"72006,p4)

以上のイントロダクションは、21CSという新しいコースが本格的に始動するにあたり、

それが従来の科学教育と一線を画した目的を掲げてデザインされたものであることを明確に

伝えている。この新たなコースの構想は、ナフィールド財団と科学教育者たちによる科学教

育に関する連続セミナーの成果として、1998年に刊行されたBeyo""2000(Millar,R・andJ.

Osborne,eds.1998)という報告書がもとになっている。この報告書は、義務教育段階の科学

教育のそれまでのあり方を批判的に検討した上で、その目的を問い直し、「科学を将来志す

限られた生徒たちにその基盤となる学習を提供すること」のみならず､「すべての若い人たち

にサイエンス・リテラシーを身に着けさせること」の必要性を指摘した。キー・ステージ4

に関して言えば、必修のサイエンスのカリキュラムは、未来の市民の科学的リテラシーを発

展させるためにデザインされるべきであるという新しい考え方を示すとともに、将来科学を

専攻する一部の生徒のためには同時に別のコースが用意されるべきであることも提言してい

る(Millar,R.2011,p､175,MillanRandJ.Osborne,eds.1998,p.9-10)。

このような提言に基づいて､21CSがGCSEサイエンスという科目で焦点をあてたのは､「す

べての若い人たちにサイエンス・リテラシーを身に着けさせること」であった。7Y4ﾉe"〃阿汚オ

Ce"〃'<yScie""GCSEScie""H""第1版のイントロダクションのなかで、それは「議論の

両サイドからの異なる証拠を比較評価する」「あなたに影響を及ぼす科学に関する諸問題に

ついて意思決定する」スキルとして具体化され、目指されている。そこでは、このような目

的と、本書の使い方が簡潔に示されたあとで、インターナル・アセスメントの概略が説明さ

れる。この評価は、生徒によるケーススタディとデータ分析作業が評価対象となり、当時の

21CSのGCSEサイエンスの成績評価において33.3%の得点配分を占めていた。
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それでは次に、2011年に刊行された同じ教科書の第2版の書き出しを見てみよう。

TwentyFirstCenturyScienceにようこそ。この本は、OCR、ヨーク大学サイエンス

教育グループ、ナフィールド財団、オックスフォード大学出版とのパートナーシップに

よって書かれたものです。まず、この2ページでは、この本の中にはどのようなタイプ

のページがあって、それぞれどのような特徴があるのかを紹介します。この本は、あな

たが試験の準備をして最前を尽くすための必要なサポートを提供するべく、すべてがデ

ザインされています。

(T"2"〃廊滝jCc"”〃Sc""ceGCSESc""ccH瑠力"2011,p4)

第2版の冒頭の言葉は、以上のように、本書が生徒にとって有効な試験対策になるという

点を真っ先にアピールするものになった。それに続くページでは、評価の構造が明らかにさ

れ、本書の各モジュールの内容は試験内容規定文書に合致していること、試験の手順、試験

時間､得点の配分(試験が75％、コントロールド・アセスメントが25％）等が説明されている。

コントロールド・アセスメントは、第1版の時のインターナル・アセスメントと同様、ケー

ススタディとデータ分析作業が評価対象となっているが、評価の観点(YOuwillbeawarded

marksfOr:)という書き方で説明されている。第2版のイントロダクションでは、第1版以上

に、本書の学習内容とGCSE試験の関係性、および、成績評価の透明性を明確に伝えるこ

とに重点が置かれたといえる。

表2TwenfyFirsfCen#uryScienceGCSEScienceHigherの目次構成

モジュール

イントロダクション

B1

C1

P1

B2

C2

P2

B3

C3

P3

第1版(2006年刊行）

イントロダクション(II,troduction),

インターナルアセスメント(Internal

assessment)

あなたとあなたの辿伝子(YOuand
，

yourgenes)

空気の質(Airquality)

地球と宇宙(theEarthintheUniverse)

健康の維持(Keepinghealthy)

素材の選択(Materialchoices)

放射と生命(Radiationandlife)

地球上の生命(LifeonEarth)

食品問題(Foodmatters)

放射性物質(RadioacUvematerials)

第2版(2011年刊行）

本書の使い方(Howtousethisbook),評価の構造

(Structureofassessment),川語の運用(Command

words),グラフの理解(Makingsenseofgraphs),コント
ロールドアセスメント(Controlledassessment)

あなたとあなたの辿伝子(Ybuandyoul･genes)

空気の質(Airqualibﾉ）

地球と字lii(theEarthintheUniverse)

雌膜の維持(Keepinghealthy)

素材の選択(Materialchoices)

放射と生命(Radiadonandlife)

地球Iの生命(LifeonEal･th)

私たちの生活のなかの化学物質：リスクと便益

(Chemicalsinolll･lives:risks&benents)

持続可能なエネルギー(Sustainableenergy)

3.2学習内容の組み替え

以上より、2つのイントロダクションの性格の違いを一言で表現するならば、第1版は目

的志向型アピール、第2版は評価志向型アピールと呼ぶことができるだろう。このような

イントロダクションの改変のみならず、第1版から第2版にかけては、学習内容もいくつか

の点で大幅に変更された。まず、総頁数を比較すると、第1版272頁、第2版296頁と、24
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頁も増加した。理由の一つには、科学技術の急速な発展のなかで新たに登場してきた問題

が、第2版に反映されたということがある。たとえば、C2｢素材の選択」モジュールの中では、

ナノテクノロジーなどの項目が加筆されている。そこでは、ナノテクノロジーの科学的説明

に加えて、その医療分野や生活用品での利用のされ方について紹介するとともに、ナノテク

ノロジーがもたらすリスクの可能性についても記述されている。

このような加筆修正のみならず、内容が著しく組み替えられたモジュールもある。表2

に示した通り、C3では「食品問題」から「私たちの生活の中の化学物質：リスクと便益」へ、

P3では「放射性物質」から「持続可能なエネルギー」へと、タイトル自体が変更されたこと

からもわかるように、特にこの2つのモジュールでは、全体的に内容が組み替えられている。

まず、C3に関しては、第1版では食品問題に焦点を当てることにより、食品の生産、加工、

保存、消費の問題をトータルに扱った上で、食品による健康への影響を検討し、食品規制の

問題と消費者の選択の問題を批判的に考えさせる構成になっていた。第2版では、食品問題

に特化せず、広範囲の化学物質を扱うことにより、より広範囲の科学的事実が伝えられてい

る。ただし、第2版では、リスクと便益が両論併記された上で、社会や個人がどのように判

断すべきという問題については、具体的には立ち入らない姿勢がうかがえる。

次に、P3に関しては、もう少し詳しく見ていこう。まず、第1版のP3｢放射性物質」の冒

頭ページでは、「科学についてのアイディア」が次のように示されている。

完全に安全なものは何もない。医療行為において放射性物質を使用するとき、医者と

患者は注意深くリスクに対する便益を比較評価する。

まもなく核廃棄物の処分や、原子力発電所の新規建設にかかわる決定がなされること

になる。誰が決めるのか、そして、あなたは自分の意見をどのように言うことができる

のか。

（n"e"〃廊湾rCe"rz"fyScie""GCSEScje"ceH増加γ2006,p232)

ここでは、核廃棄物の最終処分場や、原子力発電所の新規建設にかかわる問題が、具体的

に提示され、これに対して自らの意見を言うことが可能かと生徒に間うている。このような

問いに続く具体的な内容は以下である。まず、放射性物質から放射線が放たれるしくみや身

の回りに存在する放射線の種類と働きに関する科学的事実を取り上げながら、その利用とと

もに健康へのリスクを伝えている。さらに、原子力の項では、核分裂のしくみとともに、核

兵器、原子力発電所、チェルノブイリ事故について説明される。最後に、核廃棄物問題に4

ページが割かれ、その危険性、核崩壊のパターンと半減期、シェラフィールドの核廃棄物処

理施設、永久処理の（不）可能性、次項で詳述する「予防原則」についての記述がある。

このうち、身の回りに存在する放射線の項では、イギリス人医師AliceStewartの研究が

次のように紹介されている。

低線量の放射線がもたらす被害を明らかにすることは難しい。AliceStewartは、アメ

リカの原子力産業で働いている人々の健康について調査したイギリス人医師であった。
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彼女の初期の研究結果は、放射線は子どもと老人に対してより大きな被害をもたらすこ

とを示唆するものであった。彼女はこのアイディアを攻撃され、雇用者は彼女がそれ以

上医療データを得ることを妨げた。

（n"e"〃F"stCe"ｵ"〃SCie""GCSESCie"CCHgh"2006,p237)

彼女の研究が雇用者によって妨げられたという歴史的事実は、真実を突き止めようとする

科学研究の遂行自体が雇用関係の中で規制されうると同時に、いま流通している科学的事実

までもが政治／社会／経済的に選択されている一面があることを示唆するものである。だか

らこそ、市民一人一人のサイエンス・リテラシーの育成が科学教育の課題になるのではない

だろうか。このような科学と社会の関係性まで含めて、科学教育の中で教えようとする批判

的な姿勢こそ、21CSのGCSEサイエンスの独自性であり、新しさであった。

これに対し、第2版のP3モジュール「持続可能なエネルギー」の冒頭ページでは、「科学に

ついてのアイディア」は次のように示されている。

完全に安全なものは何もない。それぞれのエネルギー源の使用にはそれぞれ異なるリ

スクがある。しかし、誰が決定をしていくべきか？あなたは自分の意見をどのように持

つことができるのか？

(TIｲﾉe"ty例沌ｵCc""fyScie"ccGCSEScie"ccH""2011,p255)

ここでも、「あなたに影響を及ぼす科学に関する諸問題について意思決定する」ことが求

められてはいる。しかし、第1版のP3モジュールの「科学についてのアイディア」が、切迫

した問題を例にとって生徒に具体的に問いかけるスタイルだったのに対し、第2版のそれは、

一般的・抽象的な問いかけのスタイルにとどまった。それに続く内容も大きく変更された。

第2版のP3モジュールでは、エネルギー問題全般がトピックとなり、私たちのエネルギー

使用量、エネルギーの節約、エネルギー源、様々な発電のしくみを全般的に解説している。

以上の流れの中で、第2版では、原子力に関して2ページしか割かれていない。「原子力に

ついてはどうか｣(Whataboutnuclearpower?)と名付けられたその項は、次のような文章で

始まっている。

UKでは10基の原子力発電所が操業しているが、いくつかはもうすぐ鹸耐用年数を終え

ることになる。政府は2009年、10基の原子力発電所を新規建設して2020年までに操業

するという方針を出した。政府は、それが二酸化炭素削減目標の達成にとって不可欠で

あるという見解を示した。原子力発電を増やしていくことは正しい選択だろうか？

(T"2"〃厩湾ｵC2"ｵ況沙Sc""ccGCSEScie""H増加γ2011,p272)

以上では、まずは国の方針が伝えられた上で、それが正しい選択かどうか問いかけがなさ

れているが、これに続く教科書のなかの情報はわずかである。原子力発電所のしくみに半ペ

ージ、核燃料と核廃棄物に半ページ、原子力発電所のリスクと便益の両論併記のために半ぺ
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－ジ程度が割かれているに過ぎない。

ただし、第1版のP3モジュール「放射性物質」の内容の多くは、選択履修の追加科学

(AdditionalScience)および物理学(Physics)の教科書第2版に設けられたP6モジュール

｢放射性物質」の中で扱われており(71、必修のGCSEサイエンスから除かれたに過ぎないとも

いえる。そうだとしても、21CSが「すべての若い人たち」にサイエンス．リテラシーを身

に着けさせることを目的としたことを考えると、必修科目として多くの履修者を持つGCSE

サイエンスの内容選択は重要である。また、後述する「予防原則」や「ALARA」に関する記

述は、現在、他の科目の教科書の中にもない(nｲﾉ”〃阿湾ｵCc"t""Sc"""GCSEA"""0"αI

Sc"""第2版2011,,"2"か廊応tCg"""fySc"""GCSEFｿ"/cs第2版2011)。

以上でみてきたように、第1版は、トピックを絞りこむ一方で、それを様々な角度から科

学的かつ批判的に分析・検討している。その上で、具体的な問題を取り上げながら、生徒

に自らの意見を言うことができるかと問いかけると同時に、その方法について、時には判

断の方向性を含めて示唆するスタンスに立っていた。これに対し、第2版では、より幅広

い科学的事実を網羅的に伝える構成になっている。その一方で、科学技術の利用に関して

は、リスクと便益の両論併記を心掛けながら、過去・現在・未来の社会や個人の判断に対

しては、第1版ほど踏み込むことはしていない。以上のスタンスの違いが象徴的に表れるの

は、第1版では繰り返し見られる「予防原則」(precautionaryprinciple)と「ALARA｣(aslow

asreasonablyachievable)に関する記述が、第2版では削除された点である。この変化は何

を意味しているのか。以下でみていこう。

3.3「予防原則｣と｢ALARA」

まず､｢予防原則」とは何か。、"e"tyFY窓tCc""rySc"""GCSEScie"ccH増力eγ第1版の巻

末の用語集では、それは次のように定義されている。

予防原則(precautionaryprinciple)ある特定の人間行為に伴うリスクの結果がどれ

くらい深刻になるか、誰にもわからない時には、そのリスクをとらないでいること。

（”ﾉe"〃FY"tCe"〃〃Sc""ccGCSESc""""哩加γ2006,p265)

「予防原則」に関する記述が主に表れるのは、第1版のP2｢放射と生命｣、C3｢食品問題｣、

P3｢放射性物質」の3つのモジュールである。重点的な記述箇所から引用する。

<P2放射と生命、携帯電話のリスクに関する項目〉

予防原則(Theprecautionaryprinciples)

ある種の危険なものからの健康被害は、遅れて起こる。たとえば、皮虐がんは人が過

剰な紫外線を受けた後に何年もたってから起こりうる。携帯電話が長いスパンで何らか

の影響を及ぼすかどうかは、まだ誰にもわからない。

予防原則とは、以下のようなものである。ある行為のコストがどんな便益よりも勝る

可能性があるならば、その行為を制限する（もしくはやめる）のが当然である。つまり、

可匡つ
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｢危険を冒してあとで後悔するより、まず安全策でいった方が良い」($bettersafethan

sorry')ということだ。

、"e"〃FY応ｵC2"ｵ"〃Sc""ceGCSESc""ccHWi"2006,pl61)

<C3食品問題、食品による危害とリスクに関する項目〉

予防的アプローチの採用(Takingaprecautionaryapproach)

英国食品基準局のような規制当局は、リスクのレベルについて判断を下さなければな

らない。新たな証拠が出た時には、リスクを再評価しなければならない時がある。毎年

数十の新たな食品問題も生じている。それらのいくつかは遺伝子組み換えのような新た

なテクノロジーから生まれている。あるいは、以前からあるもので、科学者らが食品の

影響について新たに研究した結果、明らかになった問題もある。

科学はしばしば、とりわけ新しい問題において、不確実(uncertain)である。科学者

たちが入手可能なデータの解釈について合意していない場合もある。予防原則('IY'e

precautionaryprinciple)は、科学的確実性(scientificcertainty)の欠如が、起こりうる

かもしれないリスクへの対処行動の遅れの言い訳として利用されるべきではないと告げ

ている。この原則に従えば、規制当局等は、公衆の安全を守ることを優先するべきであ

る。新たなテクノロジーにむやみにゴーサインを出すべきではない。その便益がリスク

を上回るという十分な証拠があることを確かめなければならないのだ。

(T"2"ty阿応ｵCc""ryScie""GCSESc""""""2006,p229)

<P3放射性物質、核廃棄物に関する項目〉

予防原則(Theprecautionaryprinciple)

予防原則はこの問題(核廃棄物処分問題：引用者注）にも関連性がある。

もし…･･･ある行為によって起こりうる結果がはっきりとわからないならば、

そしてもし……それによって深刻かつ取り返すことのできない害悪が生じる可能性が

あるならば、

……その時には、それを避けるのが当然である。

「危険を冒してあとで後悔するより、まず安全策でいった方が良い」(@bettersafethan

sorry!')と人々 がいうように。

言い換えれば慎重にせよ。リスクに巻き込まれる可能性を最小限にし、なおかつ、便

益がそのリスクを上回ることを確信できたときにはじめて、推進せよ。

(TMe"ty廊応tCg"〃〃Scie""GCSEScie"""増加γ2006,p252-253)

ここでは、科学はしばしば、とりわけ新しい問題において不確実(uncertain)であり、限

られたデータしか得られない時は科学者たちがその解釈の合意に至っていない場合があると

いう、科学の現状が伝えられている。その上で、私たちの社会はどのように行動すべきなの

かということが問題になる。この教科書の第1版は、ある物事や行為の結果が不確実で、し

かもそれによって深刻かつ取り返すことのできない害悪が生じる可能性があるならば、公衆

1貝。
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の安全を最優先して規制がなされるべきであるという立場に立つ「予防原則」というアプロ

ーチを紹介し、それが理にかなっているというメッセージを積極的に伝えていた。

さらに、”ﾉe"ty阿掩ｵCg"〃ryScie"ccGCSEScie"""""第1版では、｢ALARA｣(aslowas

reasonablyachievable)という原則も示されている。｢AIARA」に関しては、第1版のP2｢放射

と生命」とP3｢放射性物質」のモジュールのなかで、放射線の人体に及ぼすリスクを合理的

に達成可能な限り低くする、という文脈で表れる。たとえば、P3モジュールの中の記述箇

所は以下である。

<P3放射性物質、放射線と健康に関する項目〉

ALARA原則(TheALARAprinciple)

雇用者は、放射線従事者が受ける被ばく量を「合理的に達成可能な限り低く」($as

lowasreasonablyachievable')しなければならない。

ALARA原則は、より良い設備や手順によって、リスクを減じることができるときに

適用される。これにかかる追加コストは、それによってリスクが削減される量に照らし

て、バランスがとられなければならない。

被ばく線量を減らすために、医療従事者は多くの予防策をとる。彼らは、

・防護服やスクリーンを使用する

・手袋やエプロンを身に着ける

・被ばく線量をモーターする特殊なバッジをつける

ALARA原則は、放射線治療を受ける患者にも同様に適用される。もしも、ある病院

で、他の病院よりも少ない被ばく量でまったく同じ治療効果が出ていることを健康保護

庁(HPA)が発見したならば、他の病院もそれにならうことが奨励される。

(T"2"〃阿滝tC""ryScie""GCSESc""ccH壇加γ2006,p242)

そもそも「ALARA｣は、「国際放射線防護委員会(ICRP)が1977年勧告で示した放射線防護

の基本的考え方を示す概念であり、『すべての被ばくは社会的、経済的要因を考慮に入れな

がら合理的に達成可能な限り低く抑えるべきである』という基本精神に則り、被ばく線量を

制限することを意味」している(8)。すなわち「ALARA」は、未知のリスクがわからない場合

は公衆の安全を守ることを最優先にすべきとする「予防原則」とは違い、リスクとコストを

天秤にかけながら行動することを許容する、よりプラクティカルな原則である。したがって、

もし未知のリスクが過小評価された場合、現実のコスト問題が不当に優先されることになる。

だからこそ、未知のリスク評価には、科学が必要である。しかしながら、科学といえども、

不確実性を持ち、しかも、それが政治的、社会的、経済的影響を受けるものだとすれば、未

知のリスク評価は、科学的のみならず社会的に算出／産出されるということに、私たちは自

覚的でなければならない。

このような難しい問題圏と密接に関連する「予防原則」や｢AIARA｣の是非や、これらが

GCSEサイエンスの教科書の内容としてふさわしいかどうかは、判断が分かれるところだろ

うが、それを問うことは本稿の守備範囲を超えている。しかし、少なくとも言えるのは、こ
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れらは教えられる方法によっては、以上の問題点を含めて、「リスクと便益をどのように科

学的に比較評価できるのか。便益は比較的容易に測ることができる一方で、未知のリスクを

どこまで想定し測りうるのか｡」という難しい課題の存在を、生徒の目前に突き付けるだろ

うという推測である。もしそれが、切迫した問題を具体的に考える契機を生徒に提供するな

らば､「科学に関する諸問題について意思決定する」スキルを育成する第一歩になるだろう。

いずれにしても、「予防原則」や｢ALARA」は、同時期に刊行された他のコースの教科書で

は取り上げられていない。GCSEサイエンスの受験者全体に占めるシェアが最も高いAQA

の教科書を調べたところ、記述は見当たらなかった(AQAScie"ccGCSEScie""2006)。す

なわち、これらは、、"e"ty廊湾ｵCg""〃Scie""GCSESc""ccHMeγ第1版に独自にみられ

た内容だったのである。しかしながら、2011年に刊行された第2版からは、「予防原則」およ

び｢AIARA」に関する記述はすっかり削除されている。既に触れたように、それは21CSの

追加科学や物理学の教科言にも残らなかった。

4．結論

4.1第1版の目的とアプローチ

以上では、21CSのGCSEサイエンスの教科書の内容が、2006年刊行の第1版から2011年

刊行の第2版にかけてどのように変化したのかを明らかにした。まず、イントロダクション

が改変された。第1版では、従来の学校科学教育とは一線を画した本コースの目的一「すべ

ての若い人たちにサイエンス・リテラシーを身に着けさせること」が何よりもアピールされ

た。これに対し、第2版では、本言が生徒にとって有効な試験対策になるという点が強調さ

れた。第1版は目的志向型アピール、第2版は評価志向型アピールといえるだろう。

そして、第1版を読み進めると、この教科書の作成者たちが従来の慣習にとらわれず、イ

ントロダクションに掲げられた目的を果たそうと腐心した跡が随所に見受けられる。そこで

は、教えられるトピックが身近な問題に絞りこまれた上で、生徒自身が生活、科学、社会と

の関係性を具体的かつ批判的に捉え直すことを促すようなアプローチが採用されていた。新

たな目的を調うだけではなく、その目的の実現に向けて、第1版が選択したトピックとアプ

ローチは、同時期の他の教科書に較べても差異が際立ち、時にはチャレンジングともいえる

記述内容を生み出すものであった。

象徴的なのは、「予防原則」と「AIARA」という2つの原則に関する記述である。科学の教

科耆としては、すでに確立されオーソライズされた科学的事実を中心に記述するほうが無

難な選択であろう。これに対し、「予防原則」や「ATARA」を教科書に盛り込むということ

は、従来の科学の教科書の慣習を超えた新たな試み・チャレンジであり、これに対し賛否

両論が沸き起こる可能性は想像に難くない。にもかかわらず、刀“"〃廊溶ｵCe""ryScie""

GCSEScie"ceHM"第1版に、これらの記述があえて盛り込まれたのは、21CSコースの目

的に呼応した内容だったからだと考えられる。必修のGCSEサイエンスという科目におい

て、21CSが、自らを他と差異化しつつ重点をおいたのは、「すべての若い人たちにサイエン

ス・リテラシーを身に着けさせること」であった。第1版のイントロダクションは、そのた
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めの方法として、「議論の両サイドからの異なる証拠を比較評価する」「あなたに影響を及ぼ

す科学に関する諸問題について意思決定する」スキルを、すべての若い人たちに身につけさ

せると宣言した。このうち、「予防原則」および｢ALARA」は、「あなたに影響を及ぼす科学に

関する諸問題について意思決定する」際の羅針盤の一つとして選ばれ、未来の市民たる生徒

たちに提示されたものだと思われる。しかしながら、2011年において、これはイントロダ

クションの改変と同時に、削除を余儀なくされたのである。

4.2「予防原則｣と｢ALARA｣はなぜ削除されたのかという問い

なぜ、この2つの原則は削除されたのか。本稿では、これら2つの原則の是非や、これら

がGCSEサイエンスの教科言の内容としてふさわしいかどうかを問うことが目的ではない。

そのような立場からではなく、これらの記述が教科書に盛り込まれたことの意味とそれが削

除されたことの意味について、社会学的に考察することが主眼である。

教科書の全体構成から、ひとまず内在的に考察するならば、すでに明らかにしたように、

第1版は、トピックを絞りこむ一方で、それを様々な角度から科学的かつ批判的に検討して

いる。その上で、「あなたに影響を及ぼす科学に関する諸問題について意思決定する」ことを

生徒に問いかけると同時に、その方法について、時には判断の方向性を含めて示唆するとい

うスタンスに立った。これに対し、第2版は、より|隔広い科学的事実を網羅的に伝える一方で、

科学技術の利用に関しては、リスクと便益の両論併記にとどまり、個人や社会の判断には立

ち入らないスタンスが貫かれている。このような全体的なスタンスの変化の中で、科学的事

実として確立されていない、「予防原則」および｢ALARA」といった原則は、第2版からは削

除される必然性があったのかもしれない。しかしながら、この2つの原則が削除されたこと

によって「あなたに影響を及ぼす科学に関する諸問題について意思決定する」ための一つの

契機が失われたのと軌を一にして、この目的までもが以前のように強調されなくなったよう

にみえるのである。

ただし、このような考察は、「予防原則」と「ALARA｣が削除された理由を、テキスト内在

的に分析した結果に過ぎない。そもそも、「予防原則」および｢AIARA｣の削除を余儀なくさ

せる以上のような流れは、どこから、なぜ、起きたのか？このような動きに対して、抵抗す

る力はどこにも存在しなかったのか。21CSという類まれなコースを生み出した同じ社会が、

その「後退」ともみえる動きを許さざるを得なかったのは、いったいなぜなのか。このよう

な疑問が、いまだ残っている。これから行わなければならない作業こそ、カリキュラムの社

会学である。すなわち、この教科書がいかなる社会的関係性の網の目の中で、どのように誕

生し、受け入れられ／批判され、変容を余儀なくされたのか、というプロセスと、その背後

にあるマイクロポリティクスを、データに基づいて明らかにすること。それにより、現代社

会における知識の伝達のありようと、それを支配するポリティクスを明るみに出すことであ

る。

4.3カリキュラムの社会学に向けて

最後に、「予防原則」と「AIARA｣が削除された背景を分析する観点を述べて締めくくりた
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い。

第一に、教科言とナショナルカリキュラムとの関係を検討したい。現行のGCSEサイエ

ンスのナショナルカリキュラムは、2004年に改訂され、2006年から実施されている。すな

わち、n"“〃岡滝ｵCe"""ﾉSc"""GCSESc"""HWigγの第1版と第2版は、同じナショナ

ルカリキュラムの下で作成されたものである。キー・ステージ4のGCSEサイエンスの学習

プログラムは、それまでの1999年改訂版のナショナルカリキュラムから大きく変わり、よ

り大綱化されると同時に、市民の「科学的リテラシー」の促進を目標とするものに書き改め

られた。ここでは、「すべての子どもが自らの科学的理解を、自分や他者のライフスタイル

と関連させたり､社会の中での科学および技術の発展と関連づけて捉えたりする力を伸ばす」

｢多くの子どもが科学および関連分野に進むための基盤になるような理解とスキルを伸ばす」

(9)という目標が併記されている。これは、21CSコースが基づいたBeyo"d2000(Millar,R.and

J.Osborne,eds.1998)の提言と合致している。このような新しい目標が掲げられたにもかか

わらず、学習プログラムはそれまで以上に大綱的に示されたため、このナショナルカリキュ

ラムの解釈は多様に存在しうる。実際、特に2006年時点では、コース内容規定文書の間の

相違は大きかった。なかでも21CSのコース内容規定文言とそれに準拠した教科書第1版は、

先に示した通り、先鋭的な独自性を有していた。しかし、21CSは、多くの点で理念を共有

する同じナショナルカリキュラムの下にあるにもかかわらず、2011年にはその独自性を後

退させていったのである。

第二に、教科書の内容を直接的に規定しているものとして、コース内容規定文書

(Specmcation)がある。”ﾉe"tyFYfstCe""ryScie"ceGCSEScie""H"ieγは、試験機関OCR

が公式推奨しているものである。それゆえ、教科書の内容に関しては、教科書作成グルー

プに一定の裁量は担保されるとはいえ、OCRが示すコース内容規定文言に則っている。こ

の教科書の第1版刊行時と第2版刊行時のコース内容規定文書を比較すると、「予防原則」お

よび｢AIARA｣の内容規定は前者にのみ存在した⑩。すなわち、OCRがこれらをコース内容

規定文書から削除した時、教科言作成グループもあえてこれを復活させなかったといえる。

OCRおよび教科書作成グループの関係性と、それぞれのレベルでの判断のプロセスと背景

を明らかにする必要がある。

第三に、教科書作成のシステムと文化について検討する必要がある。イングランドで

は、教科書は民間会社による自由発行であり、国家による教科書検定制度はない。一方で、

GCSE試験に関しては3つの試験機関が複数のコースを提供し、コースによってナショナル

カリキュラムの解釈と具体化の方法が大きく異なっている。そのため、教科書の生産プロセ

スは、ナショナルカリキュラムの解釈の余地が高い一方で、教科書採択をめぐる激しい市場

競争にさらされる環境にある。したがって、この生産プロセスには、政策、試験機関、教科

書作成グループ等の当初の理念や意図のみならず、学校、教師、生徒、保護者をはじめとす

る需要側の思惑が大きく作用しうる。教科書がこのような市場メカニズムの中で生産されて

いることを念頭に置いて分析しなければならない。

第四に、教科書の供給側と需要側の構図だけでなく、学校をさらに外から取り巻く、科学

教育の専門家、科学者、政府、メディア、産業界等が、21CSをどのように受け止め、いか

157



子ども社会研究19号

なる論点で擁護あるいは批判してきたのかについて、言説分析を進めていく必要がある。

このような要素が関連しあって、一つの教科書の変化を引き起こすポリテイクスが生まれ

たのではないだろうか。イングランドの一つの教科書の変化を、カリキュラムの社会学の題

材として選ぼうとする理由は、以上の見通しからである。日本に比べると、教科書作成の自

由度が制度的には高い国だからこそ、知識の伝達のありようを支配するマイクロポリティク

スが明らかになりやすいという見込みがある。同時に、いまだ新たな試みが起こる可能性が

相対的に期待できる－少なくとも21CSのような試みが誕生した－地で、カリキュラムに対

する支配の構造を明るみに出すことにより、再び新たな試み／試行錯誤を可能にするような、

抵抗の糸口を見出したいという希望もある。

雲
王
叫
創
引

、
、
〃
〃
Ｊ
ｒ
ｌ
ｌ
、
‐
Ｉ
Ｊ
Ｉ
、
ｊ
ｆ
ｌ
ｌ

ナフィールド財団で筆者が行ったインタビュー調査(2013年1月10日実施)による。

注(1)に同じ。

教えられる内容の難易度によって､コース内容規定文書は、Higher(高度)とFoundation(基礎)の二

つに分かれている。本稿が分析するのは、21CSのGCSEScienceHigherに準拠した教科書である。

ただし、試験機関からの公式推奨は得ていなくても、21CSに準拠した教科書は他の出版社(Collins

等)からも刊行されており、21CSを採用するすべての学校で、同一の教科書が使われているとは限

らない。

ナフィールド財団のウェブサイトより。http://www.nu伍eldfoundation.org/twenty-frst-century-

science/feedback-h-om-schools(2013年3月30日閲覧。以下、本稿が参照したウェブサイトは、すべ

て同日に最終確認済｡）

21CSのGCSEサイエンスの2006年と2011年のコース内容規定文言は、試験機関OCRの以下のウェ

ブサイトで確認した。その他のコースの内容規定文書も各試験機関のウェブサイトで入手可能であ
う

④o

http://www.ocr.or9.uk/qualifications/gcse-twenty-first-century-science-suite-science-a-j630-

hom-2006/

http://www.ocr.org.uk/qualifications/gcse-twenty-first-century-science-suite-science-a-j241-

from-2011/

なお、2006年のGCSEサイエンスのコースについてはQCA(theQualificationsandCurriculum

Authority)から、2011年のGCSEサイエンスのコースについてはOfqual(theO価ceofQualincations

andRegulation)から、3つの試験機関に対して統一の教科規準(GCSESubjectCriteriafOrScience)

がだされている。QCAおよびOfqualは、いずれも政府からの委託を受けた独立の行政機関である。

3つの試験機関から発行される各コース内容規定文書は、いずれもこの規準を満たさなければ承認

されない。2006年と2011年のそれぞれのGCSE教科規準は、NaUonalSI､EMCentreのウェブサイ

トで確認できる。

http://www.nationalstemcentre,or9.uk/elibrary/resource/4523/gcse-criteria-fOr-science-2006

http://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary/resource/6078/gcse-criteria-for-science-2011

21CSのGCSEAdditionalScienCeおよびGCSEPhysicsの2011年のコース内容規定文書は、いずれ

もOCRのウェブサイトで確認できる。hirp://www.ocr・or9.uk

日本の原子力規制を担う原子力規制委員会(2012年9月19日発足)のウェブサイトの用語集による。

この情報は、旧原子力安全・保安院より提供された情報と注記されている。http://www.nsIzgo.jp/

(4）

(5)

(6）

(7）

(8）
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archive/nisa/word/45/1029.html

(9)2004年改訂の現行のナショナルカリキュラムは、DepartmentibrEducaUonのウェブサイトで入手

できる。キー・ステージ4の学習プログラムはpp.37-38にまとまっている。https://www.education.

govuk/publications/eOrderingDownload/

(1O)注6に同じ。なお、この教科書の第一版刊行時においても、｢予防原則｣および｢AIARA｣の内容規定

は､ナショナルカリキュラムやGCSE教科規準(GCSESubjectCriteriaforScience)のほうにはなかっ

た。これらは、当時の21CSのコース内容規定文書に独自に盛り込まれた内容だったのである。
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