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［要約］本研究の目的は，理科における知的謙虚さ尺度を開発することであった．この目的を達成するために，

教師11名を対象とした予備調査と小学生791名を対象とした本調査を実施し，理科における知的謙虚さの因子構

造について検討した．その結果，「開放性」「一般化への慎重さ」「知性と自我の独立」という３因子構造からなる，

完全版と短縮版の 2 種類の尺度を開発することができた．今後は，項目反応理論をもとに質問項目の特性につい

てより詳細に明らかにしていく必要がある． 
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Ⅰ．研究の背景と目的 

 自分自身の信念に敏感で，自分の信念が常に「誤っ

ているかもしれない」と考えることができる人はどの

くらいいるだろうか．ハーバード・サイモンが「限定

合理性」を提唱したように，人間は完全に合理的な意

思決定を行うことはできない．我々は限られた情報の

中から普段の意思決定を行っており，その意思決定に

は様々な認知バイアスがはたらいている．こうした

「自分の信念，知識，判断，意思決定は妥当とはいえ

ないものかもしれない」という自分の知性に対する謙

虚な姿勢は「知的謙虚さ（Intellectual humility）」と呼ば

れる．この知的謙虚さについて，Krumrei-Mancuso & 
Rouse（2016）は，「自分の知的誤りを恐れずに自覚す

ること」と規定し，知的に謙虚な人は，知的な意見の

相違に脅威を感じず，自分の知識に過大な自信を持た

ず、他者の視点を尊重し，正当な理由があれば自分の

視点を修正することに前向きである特徴を持つとし

ている． 
 このような特徴を持つ知的謙虚さは「人間の美徳」

と言われ（Pritchard， 2020），近年，哲学や心理学にお

いてその研究が着手されてきている．哲学領域におい

てはその理論的基盤が整理され（たとえば，Whitcomb 
et al.，2017），心理学領域においては実証データに基づ

く実態が報告されている．特に心理学領域に着目する

ならば，知的謙虚さを測定する尺度の開発や，それら

の尺度に基づいた実態把握が進められている．尺度開

発に関する研究では，たとえば Krumrei-Mancuso & 

Rouse（2016）は，知的謙虚さを４つの因子（知性と自

我の独立，自分の意見を変更することへの開放性，他

者の視点の尊重，知的自惚れの乏しさ）で構成される

尺度を開発している．実態把握に関する研究では，た

とえばKrumrei-Mancuso et al.（2020）では，知的謙虚さ

と知識獲得の関連を明らかにしており，知的謙虚さに

は，反省的思考，認知欲求，好奇心などと関連がある

ことが明らかになっている．以上のことから，知的謙

虚さは教育的価値を有する概念であると捉えること

ができる． 
 一方，教育学の領域においては，角屋・雲財（2015）
や雲財（2020）が，理科授業で育成が期待される人間

性として「知的謙虚さ」を挙げている．また，「知的謙

虚さ」という表現は用いていないものの川崎・中山・

雲財（2017）は，小学校理科における授業実践を通し

て，「理論」の構築過程に基づく学習指導が，知的謙虚

さの育成に有効であることを明らかにしている．しか

しながら，理科における知的謙虚さを評価する尺度は

提案されておらず，理科における知的謙虚さを育成す

る理科授業についても，川崎ら（2017）のみの提案に

留まっている．知的謙虚さは領域固有な態度であるこ

とから（Hoyle et al.，2016），理科の文脈に合わせた尺

度を開発する必要がある．そこで，本研究では，理科

における知的謙虚さを評価する尺度を開発すること

を目的とした．本報告では，古典的テスト理論に基づ

く結果を中心に報告する． 
 



Ⅱ．方法 

 理科における知的謙虚さ尺度を開発するために，本

研究では予備調査と本調査の２段階で進めた．具体的

には以下の通りである． 

 
1．予備調査 

 本研究で開発を目指す尺度は，一般的な文脈におけ

る知的謙虚さではなく，理科における知的謙虚さであ

る．このため，理科の授業中にみられる知的謙虚さに

ついて検討する必要がある．そこで，本研究では，尺

度開発のための本調査を実施する前に，学校教員を対

象とした予備的な調査を行った．具体的な調査内容は

以下の通りである． 
 
a．質問フォームの作成 

 予備調査の目的は，理科における知的謙虚さを評価

する質問項目を作成するための観点を整理し，その観

点をもとに質問項目を作成することである．「知的謙

虚さ」は学校教員にとって馴染みのない概念であるた

め，質問フォームの冒頭において， Krumrei-Mancuso 
& Rouse（2016）やKrumrei-Mancuso et al.（2020）を参

考に，一般的な文脈における知的謙虚さを説明する簡

単な教示文を示すこととした．教示文は以下の通りで

ある． 
 

「知的謙虚さ」とは，思考，考え，意見などに特
化した謙虚さと考えられています．これは，知的
に謙虚な人は，自分の認知能力は完ぺきではな
く，自分の考えは時に誤っているかもしれないこ
とを理解し，そのことを受け入れることだといえ
ます．このため，他者と考えが違うことに脅威を
感じたり，自分の知識に過大な自信を持ったりせ
ずに，他者の意見を尊重し，正当な理由があれば
自分の意見を修正することに前向きであるとい
った特徴があります． 

 
 上記の教示文を読んだあと，「理科の授業中にみら

れる知的謙虚さにかかわる子どもの姿」を回答する形

式とした．具体的な問題文は，「問１．「知的に謙虚な

子ども」は，理科の授業中のどのような場面でどのよ

うな姿としてあらわれると思いますか？ 思いつく

限り，箇条書きで書いてください．」と，「問２．「知的

に謙虚でない子ども」は，理科の授業中のどのような

場面でどのような姿としてあらわれると思います

か？ 思いつく限り，箇条書きで書いてください．」の

２つである．この「知的に謙虚な人とそうでない人の

行動を記述させる形式」は，Krumrei-Mancuso & Rouse
（2016）の尺度開発の方法を参考としている．これら

の問題の回答をもとに，理科における知的謙虚さの観

点を整理し，質問項目を作成した． 
 

b．調査期間と調査対象者 

 調査協力の同意が得られた熊本県の小学校教員（元

教員含む）を対象に Google Form を用いて実施した．

調査期間は2021年7月であり，11人から回答を得た． 
 
c．観点の抽出と質問項目の作成 

 自由記述の回答をKrumrei-Mancuso & Rouse（2016）
の４因子（知性と自我の独立，自分の意見を変更する

ことへの開放性，他者の意見の尊重，知的自惚れの乏

しさ）を基盤として類型化した．Krumrei-Mancuso & 
Rouse（2016）の４因子に当てはまらない場合は，共著

者と協議しながら随時新しい類型（観点）を作成し，

最終的な観点を理科における知的謙虚さの因子と仮

定した．次に，作成した仮定因子の操作的定義を規定

し，操作的定義からブレインストーミングによって連

想し，質問項目を作成した．そして，共著者と協議し

ながら質問項目を選定していった． 
 

2．本調査 

a. 質問項目 

 理科における知的謙虚さ尺度を開発するために，作

成した質問項目を用いて，7件法（1:まったくあてはま

らない，2:ほとんどあてはまらない，3:どちらかいうと

あてはまらない，4:どちらともいえない，5: どちらか

というとあてはまる，6:かなりあてはまる，7:ひじょう

にあてはまる）によるオンライン調査を行った．利用

した調査会社はCross Marketing 社である．また，理科

における知的謙虚さ尺度の収束的妥当性を確認する

ために，理科における認知欲求（雲財・中村，2018）
の1因子14項目（5件法）も合わせて調査した． 
 
b. 調査期間と調査対象者 

 調査を実施した期間は，2021年9月10日～14日で

ある．600名分のデータを納品するように依頼した． 
 Cross Marketing 社では，依頼したサンプルサイズよ

りも多めのサンプルデータ（予備データ）を収集し，

依頼したサンプルサイズに合わせて納品するように



なっている．今回の分析では，予備データを含めた909
名分のデータを納品してもらい，著者自身でデータの

前処理を行った．具体的には，予備データの309名の

うち，IMC（Instructional Manipulation Check）項目であ

る「この質問は「どちらともいえない」を選んでくだ

さい」において，指示通りに回答しなかった118 名の

データを除外した．最終的なサンプルサイズは791名
であった．この791名の回答をもとに，理科における

知的謙虚さ尺度の開発を行った．なお，分析に使用し

たソフトは，JASP（0.15），R（4.1.1），RStudio（1.4.1717）
である．また，R のパッケージとして，dplyr（1.0.7），
Psych（2.1.9）を使用した． 
 
Ⅲ．分析 

1．予備調査 

a 回答者の属性 

 熊本県の小学校教員11名のうち，現職教員が9名，

元教員が2名であった．教員経験の平均年数は19.9年，

理科指導経験の平均年数は 12.8年であった． 
 
b. 理科における知的謙虚さの類型結果 

 問１の回答件数は44件，問２の回答件数は29件で

あった．回答例として，問１では，「予想をする段階で、

自分と異なる予想を立てた友達に対しても柔軟に受

け止め、両方の予想が解決するような実験方法を実行

することができる子ども．」などがみられた．問２では，

「自身の考えが絶対正しいと思い、友達の考えを受け

入れず、自分のペースで実験をしたり、学びを進めた

りする子ども．」などの回答があった．これらの回答を

すべてスプレッドシートに入力した． 
 その後，前述した手続きで回答を類型化・統合して

いった．その結果，最終的な観点は，「知性と自我の独

立」，「自分の意見を変更することへの開放性」，「他者

の意見の尊重」，「知的自惚れの乏しさ」，「根拠の重視」，

「知識の一般化への慎重さ」，「認識の限界」の７つに

なった．類型化した観点（因子）と操作的定義は表１

の通りである． 
 
c．理科における知的謙虚さを問う質問項目の作成 

 上述した７つの観点の操作的定義から連想する質

問項目を，共著者とともにブレインストーミングによ

って合計144項目作成した．この際，知的謙虚さの育

成に有効であるとされる「理論」の構築過程に基づく

学習指導を行った川崎らによる一連の実践（川崎・中

山，2015；川崎ら，2017；川崎・中山，2018）時に得

られた児童の授業に対する感想の記述も参考にした．

その後，作成した質問項目について，操作的定義との

整合性，構成概念の妥当性，回答者の負担という観点

から質問項目を検討した結果，各因子5項目とし，5項
目×7 因子の合計 35 項目の質問項目を選定した（表

２）． 
 

表１ 抽出された因子と操作的定義 

仮定因子 操作的定義 

知性と自我の独立 
自身の意見と感情を分けて考

えることができる傾向 

自分の意見を変更するこ

とへの開放性 

正当な理由があれば，他の意見

を受け入れ，自分の意見を変更

することにためらいがない傾

向 

他者の意見の尊重 他者の意見を尊重する傾向 

知的自惚れの乏しさ 
自分の意見や知識に過大な自

信を持たない傾向 

根拠の重視 意見の根拠を重視する傾向 

知識の一般化への慎重さ 
実験結果から一般化を行うと

きに慎重であろうとする傾向 

認識の限界 

自分の意見や認識が誤ってい

るかもしれないことを自覚し

ている傾向 

 
2．本調査 

a. 回答者の属性 

 最終的なサンプルサイズは791名（第３学年185名，

第４学年 200 名，第５学年 201 名，第６学年 205 名）

であった． 
 
b．基本統計量とI-T相関の算出 

 7件法（1 – 7）の選択肢を0 – 6に得点化し，逆転項

目を処理した（例. 6 → 0）．その後，基本統計量（平

均値と標準偏差），I-T相関を算出した．I-T相関を確認

すると，仮定している因子のうち，「知性と自我の独立」

因子と，「知的自惚れの乏しさ」因子が相対的に低い傾

向にあった．また，仮定因子内のそれぞれの相関係数

を確認すると，「知性と自我の独立」因子は中程度相関

しているものの，「知的自惚れの乏しさ」因子について

は，因子内での相関は低かった．さらに，「認識の限界」



因子の I-T 相関は比較的高いものの，仮定している因

子内での相関は低かった． 
 以上の I-T 相関と仮定している因子内での相関の分

析から，「知的自惚れの乏しさ」因子の項目（16 ~ 20）
と，「認識の限界」因子の項目（31 ~ 35）を削除し，こ

の後の分析を進めた． 
 
c．探索的因子分析 

 理科における知的謙虚さの因子構造を明らかにす

るために，25 項目を用いて探索的因子分析を行った． 
カットオフ基準は0.3，推定方法は最尤法，回転はプロ

マックス回転である．因子分析の結果，カットオフ基

準の 0.3 に満たなかった項目があったため，解釈可能

性を踏まえながら探索的に因子構造を検討した．最終

的な因子構造を表３に示す． 
 表３の結果をみると，F1は，仮定していた因子のう

ち，「自分の意見を変更することへの開放性」と「他者

の意見の尊重」が統合された因子と解釈できる．この

ため，F1を「開放性」と命名した．F2は，仮定してい

た因子のうち，「根拠の重視」と「知識の一般化への慎

重さ」が統合された因子と解釈できる．このことから，

F2を「一般化への慎重さ」と命名した．F3は，仮定し

ていた「知性と自我の独立」の因子がそのまま抽出さ

れたと解釈できる．このことから，F3を「知性と自我

表２ 基本統計量とI-T相関 

項目 仮定因子 質問項目 M SD I-T相関 
1 独立 自分の予想が間違っていると，恥ずかしい気持ちになる 2.62 1.39 -0.02 
2 独立 自分の考えに対して反対されると，負けた気持ちになる 2.94 1.35 0.16 
3 独立 話し合うときに自分の意見が通らないと悔しい 2.90 1.31 0.13 
4 独立 自分の考えに反対意見を言われると、攻撃されているように感じる 3.09 1.37 0.23 
5 独立 自分の意見の間違いを指摘されると，嫌な気持ちになる 2.65 1.31 0.15 
6 開放 納得すれば，自分の予想を変えることは嫌じゃない 3.73 1.24 0.58 
7 開放 友達の予想の方がいいなと思うと，自分の予想を変える 3.44 1.20 0.46 
8 開放 自信があった予想でも，実験結果を見て自分の考えを変えることにこだわりはない 3.42 1.20 0.62 
9 開放 自分の予想が間違っていても，変更することにためらいがない 3.29 1.20 0.54 
10 開放 友達の意見を聞いて，なるほどと思うと自分の考えを変える 3.59 1.20 0.56 
11 他者 友達と考えが合わなくても，その友達の考えを理解したい 3.50 1.18 0.72 
12 他者 自分の予想とは違う友達の予想を聞いてみたいと思う 3.58 1.21 0.72 
13 他者 友達の意見を聞いた後，自分の考えを見直す 3.40 1.15 0.60 
14 他者 自分の意見に自信があっても，友達の意見を聞くことは重要だ 3.82 1.25 0.70 
15 他者 友達の考えに対して「それは違う」と思っても，その人の意見を最後まで聞く 3.52 1.23 0.68 
16 自惚れ 友達の考えを聞くよりも，自分の知っていることをもとに予想を立てた方がうまくいく 3.04 1.09 -0.13 
17 自惚れ 自分の意見を友達の意見によって変えられたくない 3.02 1.19 0.16 
18 自惚れ わからないときに，わからないとみんなに伝える 3.32 1.34 0.49 
19 自惚れ 自分の予想に自信があるときは、実験しなくてもよいと思う 3.61 1.34 0.28 
20 自惚れ 自分の考えに自信があるとき，友達の考えに振り回されたりしない 2.80 1.23 -0.24 
21 根拠 自分の予想とは違う結果になったとき，その理由を考えようとする 3.32 1.23 0.64 
22 根拠 考察するときは，他の班の実験結果も使って考える 3.21 1.18 0.60 
23 根拠 実験をしなくても，答えがわかればいいと思う 3.31 1.38 0.22 
24 根拠 自分の考えより，実験結果を大事にしたい 3.37 1.12 0.49 
25 根拠 予想をたてるときは，理由まで考えたい 3.22 1.31 0.58 
26 一般化 実験できまりを見つけた後，「どんなときでもそのきまりは正しいといえるか」を考える 3.05 1.14 0.57 
27 一般化 みつけたきまりに対して，どんなときでも使えるかを考える 3.06 1.17 0.58 
28 一般化 一度見つけたきまりでも，他の場面でも使えるか実験をした方が良い 3.32 1.19 0.59 
29 一般化 一つの実験からたくさんのことをいいすぎないようにする 2.96 1.06 0.38 
30 一般化 その実験結果から，いえることといえないことを考える 3.13 1.15 0.56 
31 限界 自分がどんな間違いをしやすいかを知っている 2.94 1.23 0.43 
32 限界 自分の考えは間違っている可能性がいつもあると思う 3.23 1.17 0.48 
33 限界 どれだけじっくり考えても，自分の都合の良いように実験結果からまとめを考えることがある 2.69 1.18 0.09 
34 限界 実験をしてみつけたきまりでも，間違っていることがある 3.20 1.04 0.38 
35 限界 自分の予想が間違っているかもしれないことを意識している 3.25 1.22 0.50 
独立：知性と自我の独立，開放：自分の意見を変更することへの開放性，他者：他者の意見の尊重，自惚れ：知的自惚れの乏しさ，根拠：根拠の重視，

一般化：知識の一般化への慎重さ，限界：認識の限界 
 



の独立」と命名した． 
 また，因子間相関に着目すると，「開放性」と「一般

化への慎重さ」の相関係数は.78，「開放性」と「知性と

自我の独立」の相関係数は-.29，「一般化への慎重さ」

と「知性と自我の独立」の相関係数は-.18 であった．

Krumrei-Mancuso & Rouse（2016）を参照すると，「知性

と自我の独立」に関わる相関係数の正負が逆転してい

ることがわかる．反転項目の数値は逆転しているため，

先行研究と照らし合わせれば，正の相関がみられるは

ずであるが，負の相関となった．これまでの先行研究

では成人を対象とした結果がほとんどであったこと

から，今回の結果は小学生特有の傾向と考えられる．

この結果については後で考察する． 
 

表３ 理科における知的謙虚さの因子構造 

項目・仮定因子 因子 
F1 F2 F3 

7・開放 .77 -.22 -.05 
10・開放 .73 -.04 -.08 
14・他者 .65 .14 .07 
6・開放 .63 .05 .01 
8・開放 .60 .13 .06 

13・他者 .58 .12 -.02 
9・開放 .53 .08 .11 

24・根拠 .44 .13 -.06 
27・一般化 -.08 .77 .04 
30・一般化 .00 .68 -.09 
26・一般化 -.02 .66 .00 

21・根拠 .11 .65 .01 
25・根拠 .04 .65 .01 
22・根拠 .14 .57 -.01 
5・独立 -.05 .07 .76 
2・独立 .04 -.01 .74 
4・独立 .06 .04 .68 
3・独立 .09 -.13 .62 
1・独立 -.18 .02 .60 

負荷量の平方和 3.37 2.98 2.38 
因子間相関    

F2 .78   
F 3 -.29 -.18  

F1：開放性，F2：一般化への慎重さ，F3：知性と自我の独立 
 
d. 短縮版尺度の作成 

 因子構造が確認されたのは全部で 19 項目である．

しかしながら，本尺度は7件法という選択肢が多い形

式であることに加え，小学生を対象とした尺度である

ため，可能な限り少ない質問項目数であることが望ま

しい．このため，各因子において因子負荷量が大きか

った上位5項目を抽出して短縮版尺度を作成すること

とした．この15項目（3因子×5項目）を用いて因子

分析を行った結果，完全版尺度と同様の因子構造であ

ることが確認できた．このことから，短縮版の理科に

おける知的謙虚さ尺度を用いても，問題がないことが

示唆された． 
 
e．確認的因子分析 

 決定した因子構造をもとに確認的因子分析を行っ

た結果，完全版の適合度はCFI = 0.946， TLI = 0.938，
RMSEA = 0.050 ( 90%CI [0.044, 0.055])， SRMR = 0.046
であり，短縮版の適合度は，CFI = 0.952， TLI = 0.943，
RMSEA = 0.053 ( 90%CI [0.046, 0.060])， SRMR = 0.046
であり，完全版，短縮版ともにモデルの当てはまりは

良好であった． 
 
f. 収束的妥当性の確認 

 理科における知的謙虚さ尺度の下位因子の算術平

均を算出した．次に，理科における認知欲求尺度の算

術平均を算出し，下位因子と認知欲求の相関係数を算

出した．結果を表４，表５に示す． 
 
表４ 理科における認知欲求との相関係数（完全版） 

 M SD 相関 

F1:開放性 3.51 0.84 .37 
F2:一般化への慎重さ 3.19 0.80 .56 
F3:知性と自我の独立 2.84 1.01 -.08 

 
表５ 理科における認知欲求との相関係数（短縮版） 

 M SD 相関 

F1:開放性 3.60 0.92 .36 
F2:一般化への慎重さ 3.16 0.91 .57 
F3:知性と自我の独立 2.84 1.01 -.08 

 
 表４，表５に示すように，「F3: 知性と自我の独立」

因子においてはほとんど相関がみられないものの，

「F1: 開放性」因子と「F2: 一般化への慎重さ」因子に

おいては，0.36 ～ 0.57 と中程度の相関がみられた．

このことから，理科における知的謙虚さの収束的妥当

性を部分的に確認することができた． 
 
g. 信頼性の確認 

 前述した因子構造の信頼性を確認するために，完全

版と短縮版の両方において，各因子の McDonald のω



係数を算出した（表６）．完全版，短縮版のすべての因

子の信頼性係数が 0.8以上であることから，内的一貫

性を確認することができた． 
 

表６ 信頼性係数 

 完全版 短縮版 

F1:開放性 .85 .81 
F2:一般化への慎重さ .84 .82 
F3:知性と自我の独立 .81 .81 

 
Ⅳ．総合考察 

 本研究の目的は，理科における知的謙虚さ尺度を開

発することであった．因子分析の結果から，「開放性」

「一般化への慎重さ」「知性と自我の独立」という３因

子構造からなる完全版と短縮版の2種類の尺度を開発

することができた．尺度の妥当性については，構造的

側面の証拠（e．確認的因子分析），外的側面の証拠（f．
収束的妥当性の確認）を確認し，信頼性については，

内的一貫性を確認した（g．信頼性の確認）．これらの

検討から，一定程度の妥当性と信頼性を有する尺度で

あることを示すことができた． 
 次に，小学生の知的謙虚さの実態について考察する．

３つの因子の中で最も得点が高かったのは「開放性」

で，最も得点が低かったのは「知性と自我の独立」で

あった．また，特徴的であったのが「知性と自我の独

立」因子が，ほかの２つの因子と負の相関を示したこ

とである．先行研究の多くは成人を対象としていたこ

とから，自分の意見と感情を分けて考えることは，小

学校段階においては未発達の態度であることが推察

される． 
 最後に，本研究の限界について述べる．本研究で用

いたデータは，保護者との同席回答によるオンライン

調査から取得したものである．このような調査方法で

あるため，全国の小学生を幅広くサンプリングできた

ものの，保護者が同席していることによる社会的望ま

しさバイアスが影響している可能性があることに留

意する必要がある． 
 また，本研究では古典的テスト理論にも基づく分析

であったため，各質問項目の特徴については言及でき

ていない．したがって，項目反応理論を用いてさらな

る分析が必要であると考えられる． 
 
 

附記 

1) 本研究は JSPS 科研費 JP19K14213 の助成を受けた

ものである． 
2) 本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな

い． 
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