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［要約］本研究の目的は，国内の理科教育における批判的思考の育成を目的とした実践的研究

について，その成果を量的に統合し，授業実践の全般的な効果を明らかにすることである．メ

タ分析の結果，平均効果量は 0.27であり，小さい効果量であることが明らかになった．この結果につ

いては慎重な解釈を行う必要があり，実践的研究をメタ分析によって統合する際の課題も明ら

かになった． 
［キーワード］理科教育，批判的思考，メタ分析

 
Ⅰ．研究の背景と研究目的 
近年，国内の理科教育における批判的思考の育成を

目的とした実践的研究が行われてきている（たとえば，

中山・木下・山中，2017；高見・木下，2017）．一方，

国外の批判的思考に関する研究では，研究の知見を量

的に統合する「メタ分析」を用いた研究も行われてい

る．たとえば，Abrami et al.（2008）は，批判的思考の

育成を目的とした実践的研究をメタ分析により量的に

統合し，平均効果量が 0.341 であったことを報告して

いる．このように，国外では批判的思考の研究の成果

が統合されてきている．しかしながら，国内において

は，理科教育における批判的思考の育成を目的とした

実践的研究は行われているものの，研究の成果が統合

されていない．そこで，本研究では，国内の理科教育

における批判的思考の育成を目的とした実践的研究を

収集し，その成果を量的に統合することで，授業実践

の全般的な効果を明らかにすることを目的とした． 
 
Ⅱ．研究の方法 
本研究は，テクノロジーの活用の全般的な効果をメ

タ分析によって統合した中村ら（2018）の研究手法を

参考にする．具体的には下記の通りである． 
中村ら（2018）は，Cooper（2009）および山田・井

上（2012）をもとに，表１に示す手順でメタ分析を行

っている．本研究においても，同様の手続きでメタ分

析を進めることとした．１～５の手順の詳細を以下に

示し，６～７については，次章にて示す． 
 

表１ メタ分析の手順（中村ら，2018）
手順 内容 

1 問題の定式化 
（formulating the problem） 

メタ分析で統合する概念や統合の水

準を定め，収集基準を設定する． 

2 
文献検索 

（searching information from 
studies） 

文献検索の方法を決定し，検索を行

う． 

3 
研究からの情報の収集 
（gathering information from 

studies） 

検索して得られた研究から必要な情

報を収集・記録する． 

4 
研究の質の評価 
（evaluation the quality of 

studies） 

収集した研究の質を評価し，必要に

応じてメタ分析の対象から除外する． 

5 

研究結果の 
分析と統合 

（analyzing and integrating the 
outcome of studies） 

量的分析に基づき，各研究における

効果量を算出し，量的に統合する．ま

た，３で記録した様々な情報をもと

に，効果量に影響を及ぼす要因を検

討する． 

6 エビデンスの解釈 
（interpreting the evidence） 

量的分析の結果を解釈する． 

7 結果の公表 
（presenting the results） 

研究の手順を再現可能な形で，メタ

分析の結果を公表する． 

 
１．問題の定式化 
はじめに，文献の収集基準について検討する．本研

究は理科教育における批判的思考を育成する授業の効

果を統合することを目的としている．また，本研究で
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用いるメタ分析によって統合可能なのは，効果量が算

出できる数値データが示されている研究である．この

ため，収集の対象となるのは，国内の理科教育におけ

る批判的思考を育成する授業実践を行った実践的研究

のうち，サンプルサイズ，平均値，標準偏差，t値など

の数値データが示されている研究である．また，研究

の背景で述べたように，本研究では日本国内での実践

に限定するため，国内で発表された研究を対象に収集

を行うことが効率的である．そこで，本研究では，理

科教育に関する研究が収録されている雑誌である『理

科教育学研究』，『日本理科教育学会全国大会要項』，『科

学教育研究』，『日本教育工学会論文誌』，『日本教科教

育学会誌』に掲載されている文献を収集した． 
 
２．文献検索 
文献の検索に際しては，はじめに，論文検索データ

ベースである CiNii および J-Stage を用いて，「批判的

思考」または「クリティカル・シンキング」をキーワ

ードに指定して文献を検索した．また，文献の抽出に

際しては，第一著者が判断し，判断に迷った場合は，

共著者との話し合いによって適宜判断を行った．なお，

文献の検索は，2018年7月に実施した． 
 
３．情報の収集 
収集された文献からは，数値データを記録した． 

 
４．研究の質の評価 
収集した論文の研究手法に不明点は無かったことか

ら，本研究では研究の質によって分析対象から外した

り，研究の質を評価したりすることはしなかった． 
 
５．研究結果の分析と統合 
はじめに，記録された数値データをもとに，効果量

の計算を行う．具体的には，山田・井上（2012）を参

考に，バイアスを修正した標準化平均値差であるヘッ

ジスの g（以下，効果量g）を用いた．抽出した文献に

用いた計算式はA，Bの通りである．なお，n，�̅�𝑦，sは
順に，各群のサンプルサイズ，平均，標準偏差を指す．

また，下付きの数字は，対応のない 2群の場合，１が

実験群，２が統制群を指し．対応のある 2群の場合，

１が事後，２が事前を指す． 
 
 

A．対応のある2群の平均値差の場合 

𝑔𝑔 = (1 − 3
4(𝑛𝑛−1)−1) × �̅�𝑦1−�̅�𝑦2

𝑠𝑠2
  

 
B．対数オッズ（LOR）から換算する場合 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 (実験群のオッズ
統制群のオッズ

 )  

𝑔𝑔 = (1 − 3
4(𝑛𝑛1+𝑛𝑛2−2)−1) × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 × √3

𝜋𝜋   

 
また，得られた各研究の効果量 gをサンプルサイズ

で重み付けをして統合し，研究全体の平均効果量を算

出した．そして，Lecoutre et al.（2010）の計算式をもと

に，今後得られる研究の効果量が正の値である確率を

予測した．なお，算出方法には，変量効果モデルを採

用した．さらに，漏斗プロット（Funnel Plot）の描画，

フェイルセーフN（Fail-Safe N）の算出を通して，公表

バイアスの有無を検討した． 
なお，量的分析に際しては，ソフトウェアとして R

（ver. 3.4.4）およびRstudio（ver. 1.1.456），追加のパッ

ケージとしてmetafor（ver. 2.0-0）を用いた． 
 
Ⅲ．結果と分析 
文献の収集を行った結果，効果量が算出可能な数値

データを示している研究は 9 件であった．これら 9 件の
論文に含まれるサンプルサイズの合計は，N = 358 で
あった．抽出された論文には，たとえば，トゥールミン・モ

デルを用いて，論証構造を吟味させた研究（中山・木下・

山中，2017）や，協同的な学習を取り入れて批判的思考
の育成を目指した研究（高見・木下，2017）などがみられ
た． 
 
１．平均効果量

対象論文に示されたデータから効果量 g を算出し，変
量効果モデルに基づき，平均効果量を推定した．結果を

表２に示す． 
表２はフォレストプロットと呼ばれ，縦軸に個々の研究

の情報，横軸に効果量を示している．また，各研究の■

の位置は効果量の推定値，面積は効果量の重みを表し，

左右に伸びる線分は 95%信頼区間を表している．また，
◆は，研究全体の平均効果量の推定値とその 95%信頼
区間を表している．表２より，研究全体の平均効果量の推

定値は g = 0.27であった．また，Lecoutre et al.（2010）の計
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用いるメタ分析によって統合可能なのは，効果量が算
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対象論文に示されたデータから効果量 g を算出し，変
量効果モデルに基づき，平均効果量を推定した．結果を

表２に示す． 
表２はフォレストプロットと呼ばれ，縦軸に個々の研究

の情報，横軸に効果量を示している．また，各研究の■

の位置は効果量の推定値，面積は効果量の重みを表し，

左右に伸びる線分は 95%信頼区間を表している．また，
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区間を表している．表２より，研究全体の平均効果量の推

定値は g = 0.27であった．また，Lecoutre et al.（2010）の計

算式に基づき，ベイズ型予測確率であるprepを算出したと

ころ，prep = 0.9801であった．このことから，当該分野にお
いて今後得られる研究の効果量が正の値である確率は，

98.01%であると解釈できる． 
効果量の大きさに関する判断基準として，Cohen（1988）

は，0.20 を小さい効果量，0.50 を中程度の効果量，0.80
を大きい効果量の目安として示している．この基準に基

づけば，本研究で得られた平均効果量 g = 0.27は小さい
効果量といえる．ただし，Cohen の基準は自身の経験と
洞察から導かれた効果の大きさの判断基準であり，慎重

な解釈が必要である．ここで，Hattie（2009）は，多くの指
導法のメタ分析結果を統合した結果，平均が 0.40であっ
たことを示している．これらの結果に照らせば，本研究の

平均効果量は他の種類の研究と比べて高いとはいえな

い． 
 
２．公表バイアス 
結果が有意ではない研究が，結果が有意な研究よりも

公表されにくく，公表された研究のみにもとづく効果量が

有意な方向に偏るおそれがあるという問題は，公表バイ

アスと呼ばれ（山田・井上，2012），当該分野の研究の全
体像を掴む上での障害となる．そこで，公表バイアスの

有無を２つの方法で検討する． 
はじめに，漏斗プロットを図１に示す．図１では，縦軸に

標準誤差，横軸に効果量の推定値をとり，各研究をプロ

ットしている．研究が偏りなく集められていれば，それら

の研究から得られる効果量の推定値は，おおよそ，真の

効果量を中心とした左右対称に近い分布（△の中におさ
まる形）になるはずである．そこで，公表バイアスを検討

する別の方法として，フェイルセーフ N を算出した．フェ
イルセーフ N とは，この先，平均効果量が０の研究を何

件追加したときに，全体の平均効果量が有意でなくなる

かを示す．本研究から算出されるフェイルセーフ Nは 36
であった．この結果は，有意でない未公表研究が 36 件
存在した場合，全体の平均効果量が有意でなくなること

を示している． 以上，漏斗プロットとフェイルセーフNの
結果から，公表バイアスが働いている可能性も否定でき

ないと考えられる．  

 

図１ 漏斗プロット 
 
Ⅳ．本研究のまとめ 
本研究は，国内の理科教育における批判的思考の育

成を目的とした実践的研究について，その成果を量的

に統合し，授業実践の全般的な効果を明らかにするこ

表２ 対象論文と効果量 gの推定値 
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とを目的としていた．その結果，平均効果量は小さい

ことが明らかになった．しかしながら，本研究の結果

は，後述の本研究の限界で示すように，限定的なもの

であることに留意する必要があると考える． 
 
Ⅴ．本研究の限界と今後の課題 
本研究の限界と今後の課題について述べる． 
第一に，本研究において収集した研究数は9個であ

り，一般的なメタ分析の研究と比べると，決して多い

とはいえない．9 個の研究以外にも批判的思考の育成

を目的とした実践的研究はみられたものの，それらの

研究は，効果量が算出可能な数値データを示していな

かった．したがって，効果量が算出可能な数値データ

（サンプルサイズ，平均値，標準偏差，t値など）を詳

細に報告するような研究の蓄積が求められる． 
第二に，本研究は，あくまで授業実践の全般的な効

果について明らかにした研究であり，批判的思考の各

因子に対する効果については言及することはできない．

たとえば，本研究において，山中・木下（2011）の効

果量を算出する際には，批判的思考における「合理的

な思考」因子，「探究心」因子，「慎重さ」因子の得点

を統合しており，このうち，「合理的な思考」因子には

効果検証において5%水準で有意な差がみられている．

このため，批判的思考の因子ごとに整理・統合すれば，

結果が変わる可能性もある．したがって，今後は，公

表バイアスの分析結果も踏まえつつ，批判的思考の因

子といった調整変数の結果を用いて，詳細な分析を進

めていく必要があると考える． 
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