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Ⅰ．研究の背景
近年，教科教育において知識や理解，思考力や判断
力といった「認知能力」の育成が重要視されている．
認知能力とは IQや学力テストで計測される能力とさ
れており（中室，2015），推論や思考などの認知に関
わる能力のことである．一方，肉体的・精神的健康や，
根気強さ，意欲，自信といった「非認知能力」（西坂
ほか，2017）についても，ジェームズ・ヘックマン
の一連の研究（例えば，ヘックマン，2015）によって，
人生の成功に大きな影響を及ぼすことが明らかになり，
あらためて着目されることになった．この非認知能力
には様々な概念が包括されており，その中の一つに
「認知欲求」がある．認知欲求は，「努力を要する認知
活動に従事し，それを楽しむ内発的な傾向」と定義さ
れている（Cacioppo & Petty, 1982）．例えば，「いろい
ろな問題の新しい解決方法を考えることは楽しい」，
「一生懸命に物事を考えれば，自分の人生の目標は達
成できると思う」といった質問項目が認知欲求尺度に
おいて用いられている（神山・藤原，1991）．この認
知欲求には，認知能力（例えば，合理的思考）との間
に正の相関が確認されている（Macpherson & Stanovich, 

2007）．つまり，認知欲求が高い人は認知能力も高い

傾向にあるといえる．
この認知欲求に関する研究は，特に心理学の領域で行

われている．例えば，神山・藤原（1991）は，Cacioppo 

& Petty（1982）の認知欲求尺度をもとに，日本語版
の認知欲求尺度を開発している．そして，この認知欲
求尺度をもとに，小川ほか（1999）は，大学生を対象
に，一般的な文脈における認知欲求と批判的思考（ク
リティカルシンキング）の関係について調査しており，
認知欲求と批判的思考に高い正の相関があることを報
告している．同様に，田中・砂山（2013）は，大学生
を対象に，一般的な文脈における認知欲求とライティ
ング力の関係について調査しており，認知欲求とライ
ティング力に中程度の正の相関があることを報告して
いる．
他方，平成29年に告示された新学習指導要領では，
育成を目指す資質・能力の三つの柱として「知識及び
技能」，「思考力・表現力・判断力等」，「学びに向かう
力・人間性等」が明記された（文部科学省，2018）．
このうち，知識及び技能と思考力・表現力・判断力は，
推論や思考などに関わることから認知能力に位置づけ
ることができる．また，無藤（2016）が，非認知能力
は学びに向かう力や姿勢とも言い表せると述べている
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ことから，学びに向かう力・人間性は，非認知能力に
位置づけることができる．すなわち，これまでに述べ
てきた非認知能力の一部である認知欲求は，学びに向
かう力・人間性に内包される概念と捉えることができ
る．しかしながら，教科教育の領域においては，認知
欲求に着目した研究はほとんどみられず，子どもの実
態は明らかにされていない．したがって，認知欲求の
評価や育成方法について研究を蓄積していく必要があ
ると考えられる．
これに関して，心理学の領域において，神山・藤原

（1991）が開発した認知欲求尺度は，一般的な文脈に
おける尺度である．また，前述した小川ほか（1999）
や，田中・砂山（2013）の認知欲求に関する研究は，
あくまで一般的な認知能力と認知欲求の相関を明らか
にしたものであり，各教科の文脈に合わせたものでは
ない．教科教育においてこれまでに評価されてきた非
認知能力の１つであり，認知欲求との関連が高い学習
意欲は，教科固有であることが示唆されている（櫻井，
1997）．そのため，教科教育において，非認知能力の
１つである認知欲求に着目した研究を行うためには，
各教科の文脈に合わせた尺度開発が重要となる．そこ
で，本研究では，各教科の文脈に合わせた認知欲求の
尺度開発の第一段階として理科に着目することとした．
理科に着目した理由は以下の通りである．
理科の授業における観察・実験活動は，①問題の見
い出し，②仮説の設定，③観察・実験方法の立案，④
観察・実験方法の実行，⑤観察・実験結果の考察，⑥
まとめ，という問題解決過程として展開することが多
い（角屋，2013）．このような問題解決過程の各場面
において，子どもは比較や関係付けなどの思考の操作
を行う（角屋，2013）．つまり，理科の授業では，認
知欲求の定義でいう「努力を要する認知活動」を行っ
ていると解釈できる．これらのことから，理科は認知
欲求と深く関連する教科の１つであると考えたため，
本研究では，理科における認知欲求に着目することに
した．

Ⅱ．研究の目的
以上のことから，本研究の目的を次の２点に設定し
た．第一に，理科における認知欲求尺度を開発する．
第二に，理科における認知欲求の実態を把握する．

Ⅲ．研究の方法
１．質問紙の作成
前述した背景より，理科における認知欲求を「観
察・実験を通した一連の問題解決に自ら取り組み，そ
れを楽しむ内発的な傾向」と規定した．この規定を踏
まえ，問題解決活動のきっかけとなる科学的な疑問や
興味が喚起されやすいかどうかを問う質問，問題解決
活動の目標となる自然現象に対する説明を考えること
が好きかどうかを問う質問，問題解決活動の種々の場
面が好きかどうかを問う質問など，計15問作成した．
作成した質問項目の一覧を付録１に示す．
回答は５件法（１：「まったくあてはまらない」，
２：「あまり当てはまらない」，３：「どちらともいえ
ない」，４：「ややあてはまる」，５：「とてもよくあて
はまる」）で求めた．このほか，開発する理科におけ
る認知欲求尺度の収束的妥当性を確認するために以下
の２つの尺度も合わせて使用した．第一の尺度は，認
知欲求と正の相関が確認されている知的好奇心尺度
（西川・雨宮，2015）である．この尺度は，「拡散的好
奇心（６項目）」と「特殊的好奇心（６項目）」の２つ
の下位尺度で構成されている．第二の尺度は，同じく
認知欲求と正の相関が確認されている批判的思考尺度
である．批判的思考尺度は，木下・山中（2014）に
よってすでに理科の文脈の尺度が開発されているため，
この尺度を用いることとした．木下・山中（2014）の
尺度は，「探究的・合理的な思考（８項目）」，「多面的
な思考（８項目）」，「反省的な思考（４項目），「健全
な懐疑心（３項目）」の４つの下位尺度で構成されて
いる．

２．調査対象者及び手続き
2017年６月～９月に公立小学校の児童346名（A小
学校：第５学年86名，第６学年91名，B小学校：第５
学年86名，第６学年83名），公立中学校の生徒971名
（C中学校：第１学年156名，第２学年179名，第３学
年187名，D中学校：第１学年143名，第２学年157名，
第３学年149名）に，作成した質問紙を用いて調査を
行った．調査は無記名で行い，実施に当たっては「以
下の項目はあなたにどの程度あてはまりますか．もっ
ともあてはまるものを１，２，３，４，５のうちから１つ
選び，番号に○をつけてください．」と教示し，回答
を求めた．
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３．分析の方法
はじめに，５件法の尺度を統計的分析の簡便化のた
め，選択肢１～５をそれぞれ０～４に得点化した．そ
して，基礎集計として，各項目の平均値，標準偏差，
ポリコリック相関係数，点双列相関係数を算出した．
これらの指標は，各項目の得点分布や項目間の関連性
の把握に用いる．
次に，尺度構成を検討するために，項目反応理論

（Item Response Theory：IRT）の１モデルである段階
反応モデル（Graded Response Model：GRM）の適応を
検討した．IRTに基づく分析を行ったのは，当該手法
が質問項目の特性や尺度の測定精度をきめ細かく観察
できる点で従来の因子分析に基づく手法よりも優れて
いること，無作為抽出が必要でないことによる．IRT

では，適用の前提条件として，項目群の一次元性，局
所独立性，単調性が求められる（土屋，2015；豊田，
2013）．そこで，これらの前提条件が満たされている
かを確認したうえで，GRMによるパラメータの推定
を行った．GRMによって算出された，困難度と識別
力のパラメータは，各項目の特徴を客観的に評価する
のに用いられ，被験者の特性値を算出する上での基礎
となる．
次に，テスト情報量や各被験者の特性値，妥当性係
数の算出を通して，本尺度の信頼性や妥当性を検討し
た．これは，信頼性や妥当性が担保されていることが，
尺度を開発する上での重要事項であると考えたからで
ある．また，集団間の母平均の差の比較や，特異項目

機能（Differential Item Functioning：DIF）の検出を通し
て，尺度運用上の課題となり得る性差を検討した．性
差が無いと判断されれば，性別を問わず同様に本尺度
を用いることができる．最後に，理科における認知欲
求の実態として，学年間の差を検討した．
なお，本研究では量的分析におけるパラメータの推
定とその評価に際して，頻度論ではなくベイズ統計に
基づく方法を主に用いた．これは，有意性検定の誤
用による再現性の低下を指摘した一連の研究結果（藤
島・樋口，2016；池田・平石，2016）に加え，パラメー
タの確率的範囲が直接解釈可能なベイズ統計の方が，
推定結果を適切に解釈できると判断したためである．
量的分析にあたっては，ソフトウェアとして，R

（ver. 3.4.2），RStudio（ver. 1.0.153），EasyDIF（ver. 1.1.0）
を使用した．また，追加のパッケージとして，因子分
析に際しては psych（ver. 1.7.8），lavaan（ver. 0.5-23.1097），
GPArotation（ver. 2014.11-1），IRTに基づく分析に際し
ては mirt（ver. 1.25），mokken（ver. 2.87），ベイズ推定
に際しては rstan（ver. 2.16.2）を追加で使用した．

Ⅳ．結果
１．基礎集計
はじめに，基礎集計として，各項目の平均値（M），
標準偏差（SD），ポリコリック相関行列，点双列相関
係数（I-T）を算出した．結果を表１に示す．
表１より，ポリコック相関係数の値は0.34–0.74の範
囲であり，中～高程度の正の相関を示していた．また，

表１　基礎集計の結果
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点双列相関の値は0.57–0.75の範囲であり，高い正の相
関を示していた．また，各項目の平均値および標準偏
差の値から，天井効果や床効果が見られないことを確
認した．ここで，Q5と Q7の相関は，相対的に高い値
を示しているのにも関わらず，各項目の点双列相関は
低くなっている．そこで，質問内容を再検討したとこ
ろ，似た表現が複数箇所あり，似通った内容であると
判断した．そこで，これ以降，Q5を除外して分析を
進めた．

２．前提条件の確認
本研究では，項目反応理論（IRT）の１モデルであ
る段階反応モデル（GRM）に基づく尺度構成を念頭に
置いている．そこで，本項では IRT適用の前提条件と
なる，一次元性，局所独立性，潜在単調性を順に検討
する．
a．一次元性

Q5を除いた14項目について，１因子解のカテゴリ
カル因子分析を行った結果，第１因子の固有値は7.41，
第２因子の固有値は1.07，第３因子の固有値は0.66で
あり，第１因子から第２因子にかけて固有値が落ち込
んでいた（スクリープロットは付録２に示す）．この
結果は，１因子構造を示唆している．また，構造方程
式モデリングによる確認的因子分析を行い，適合度を
確認したところ，表２に示す結果となった．
適合指標のうち，CFIと TLIは1.00に近いほど，

RMSEAと SRMRは０に近いほど良い適合を表す（平
井，2012）．各指標の中で，RMSEAがやや高い値を示

しているものの，モデル棄却の基準となる0.1（小塩，
2011）を超えていないことや，CFI，TLI，SRMRの適
合指標の良さも考慮し，モデルを棄却するほどのもの
ではないと判断した．これらの結果から，項目群の一
次元性を確認した．
b．局所独立性
局所独立性の指標として，Yenの Q3統計量を算出
した．結果を表３に示す．

Yenの Q3統計量は，カテゴリカル因子分析の残差間
の相関であり，絶対値が0.36以下であれば局所独立の
仮定が満たされていると判断できる（Smits et al., 2012）．
表３より，Yenの Q3統計量は，－0.27～0.27であるこ
とから，項目群の局所独立性を確認した．
c．潜在単調性
潜在単調とは，項目が構成概念と単調性の関係にあ
り，各反応カテゴリが固有の区間で最大の選択確率を
持つ状態のことを指す．つまり，特性値の高い者が，
低い者に比べて，より上位の選択肢を選ぶ状態が成立
しているかを確認する．ここでは，ノンパラメトリッ
ク IRTの１モデルであるモッケン尺度分析（Mokken 

表２　各適合指標

表３　Yenの Q3統計量
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Scale Analysis：MSA）によって，顕在単調性を利用し
た潜在単調性の確認を行う．今回のような，多値項目
において顕在単調性は潜在単調性を保証しないという
意見（Junker & Sijtsma, 2000）もあるものの，Molenaar 

& Sijtsma（2000）は，多値項目の場合にも実用上は
妥当であると述べている．したがって，本研究では，
MSAを用いて潜在単調性を確認することは妥当であ
ると判断した．MSAの結果を表４に示す．

表４　MSAによる項目分析

表４では，H係数が大きいほど，また，組み合わせ
数に占める潜在単調の仮定の不成立数の比率が低いほ
ど，顕在単調であることを表す．また，H係数の値は，
0.30以上で“弱い”，0.40以上で“中程度”，0.50以上
で“強い”と解釈できる（Mokken, 1997）．H係数に関
して，Q7，Q11，Q12を除くすべての項目が0.50以上，
Q7，Q11，Q12については0.40以上であった．Mokken

（1997）の基準から判断すると，Q7，Q11，Q12には
中程度の顕在単調性，その他の項目には強い顕在単調
性が存在すると解釈できる．また，すべての項目にお
いて，潜在単調の仮定が不成立の比率が低かった．以
上の結果から，潜在単調性を確認した．

３．GRMに基づく分析
はじめに，GRMによって各項目に対する識別力パ
ラメータ（a），困難度パラメータ（b1～ b4）をベイ
ズ推定により算出した．ベイズ推定に際しては，長さ
21000のチェインを５つ発生させ，バーンイン期間を

1000とし，ハミルトニアンモンテカルロ法（HMC

法）によって得られた100000個の乱数で事後分布，
予測分布を近似した．なお，事前分布については豊田
（2017）を参考に，識別力パラメータでは平均０，標
準偏差1/ 2  の対数正規分布を，困難度パラメータで
は平均０，標準偏差２の正規分布を用いた．収束判定
指標 Rhatはすべてのパラメータにおいて Rhat＜1.1
であり，パラメータ・生成量の全てに関して有効標本
数が16330個以上と十分な数であったことから，各パ
ラメータは事後分布・予測分布からの乱数の近似と
判断した．推定された項目パラメータを表５に示す
（各項目の項目反応カテゴリ特性曲線（Item Response 

Category Characteristic Curve：IRCCC）については，付
録１に示す）．なお，表５では，各パラメータの EAP

推定値を上段，95％確信区間を下段に示している．
表５では，識別力パラメータの値が大きいほど理科
における認知欲求の特性値を識別する力が強いことを，
困難度パラメータが大きいほど，あてはまると答えに
くいことを表す．また，識別力パラメータの値は0.01
から0.34が“非常に低い”，0.35から0.64が“低い”，
0.65から1.34が“中程度”，1.35から1.69が“高い”，
1.70以上が“非常に高い”と解釈できる（Baker, 2001）．
識別力パラメータに関して，Q7と Q12を除くすべ
ての項目が1.70以上，Q7と Q12については1.35以上で
あった．Baker（2001）の基準から判断すると，Q7と
Q12は識別力が高い項目，その他の項目は識別力が非
常に高い項目と解釈できる．ただし，識別力が非常に
高いと判断された項目の中にも，95％確信区間に閾
値をまたぐ（1.70を下回る）項目（Q3, Q4, Q11, Q15）
が存在しており，EAP推定値に基づく一義的な判断
には慎重さが求められる．各項目の識別力パラメータ
の95％確信区間を見ると，その最小値は1.21であった．
このことから，いずれの項目においても識別力が低い
と判断される可能性は低いと解釈できる．

４．信頼性の検討
IRTでは，特性値 θに対応した情報量を算出するこ

とで，尺度の信頼性（精度）を明らかにすることがで
きる．尺度全体のテスト情報曲線を図１に，標準誤差
を図２に示す．
図１について情報量の合計は，79.28であり，特性
値 θ＝－3.0～3.0の範囲に75.27（95.0％）が存在して
いる．これらの特性値の範囲では，測定の標準誤差も
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低く抑えられている．図１，図２より，本尺度は幅広
い特性値の被験者を精度よく測定可能できると解釈で
きる．

５．妥当性の検討
構成概念妥当性を検討するために，本尺度と既存の

尺度（理科における批判的思考，知的好奇心）の妥当
性係数を算出した（1）．妥当性係数は，因子間の相関で
表される．予想される相関が確認された場合，収束的
妥当性を主張できる．
本研究では，次の手順で妥当性係数を算出した．ま
ず，被験者の特性値 θをベイズ推定により算出した．

表５　GRMによる項目パラメータ

図１　テスト情報曲線 図２　標準誤差
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ベイズ推定に際しては，長さ21000のチェインを５つ
発生させ，バーンイン期間を1000とし，HMC法によっ
て得られた100000個の乱数で事後分布，予測分布を
近似した．なお，事前分布には平均０，標準偏差１の
正規分布を用いた．収束判定指標 Rhatはすべてのパ
ラメータにおいて Rhat＜1.1であり，パラメータ・生
成量の全てに関して有効標本数が59453個以上と十分
な数であったことから，各パラメータは事後分布・予
測分布からの乱数の近似と判断した．推定された特性
値の分布を図３に示す．

図３　特性値の分布

図３より，特性値の分布は正規分布に近いことがわ
かる．また，特性値の平均値は0.11，標準偏差は0.98
であり，GRMが仮定する標準正規分布に近い分布に
なっている．
次に，算出した特性値と既存の尺度の因子との妥当
性係数をベイズ推定により算出した．ベイズ推定に
際しては，長さ21000のチェインを５つ発生させ，
バーンイン期間を1000とし，HMC法によって得られ
た100000個の乱数で事後分布，予測分布を近似した．
なお，事前分布には多変量正規分布を用いた．収束判
定指標 Rhatはすべてのパラメータにおいて Rhat＜1.1
であり，パラメータ・生成量の全てに関して有効標本
数が68287個以上と十分な数であったことから，各パ
ラメータは事後分布・予測分布からの乱数の近似と判
断した．推定された妥当性係数を表６に示す．なお，
表６では，妥当性係数の EAP推定値を上段，95％確
信区間を下段に示している．
表６より，理科における認知欲求尺度としての収束
的妥当性は，知的好奇心尺度の両下位尺度および理科

における批判的思考尺度の４つの下位尺度のうちの３
つの下位尺度（探究的・合理的な思考，多面的な思考，
反省的な思考）について，中程度の正の関連によって
確認された．なお，理科における批判的思考の下位尺
度である「健全な懐疑心」の妥当性係数が極端に低
かったことについては，この下位尺度は，全て反転項
目で構成されており，他の３つの下位尺度との相関が
低いことから，他の３つの下位尺度と比べて傾向が異
なる因子であることが原因であると考えられる．

６．性別による回答傾向の差
本項では，尺度運用上の課題となり得る性差の有無
について検討する．検討に際しては，「理科における
認知欲求は母集団において，女子の平均値（μF）より
も男子の平均値（μM）の方が高い」という仮説を立て，
仮説が正しい確率（p）をベイズ統計学に基づき算出
することにした．ベイズ推定に際しては，長さ21000
のチェインを５つ発生させ，バーンイン期間を1000
とし，HMC法によって得られた100000個の乱数で事
後分布，予測分布を近似した．なお，事前分布には正
規分布を用いた．収束判定指標 Rhatはすべてのパラ
メータにおいて Rhat＜1.1であり，パラメータ・生成
量の全てに関して有効標本数が64611個以上と十分な
数であったことから，各パラメータは事後分布・予測
分布からの乱数の近似と判断した．性別ごとの特性値
の母平均と効果量（Cohenの d）の EAP推定値および
仮説が正しい確率を表７に示す．表７より，仮説が正
しい確率は100％であり，男子の特性値が高い傾向に
あると解釈できる．
そこで，質問項目ごとの性差を特異項目機能（DIF）
の概念に基づき検討することにした．DIFとは，テス
トが測定しようとしている特性・能力が等しいにも関

表６　妥当性係数
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わらず，所属する下位集団によって正答率が異なる状
態のことである（渡辺・野口，1999）．本研究では DIF

の指標として，指標 K（熊谷，2012）を算出した．結
果を表８に示す．

表８　DIFの指標

表８では，指標 Kが大きいほど，DIFの可能性が高
いことを表す．また，指標 Kの値は，（カテゴリ数－1）
×0.1という基準値以上の場合，DIFを検出したと判断
できる（熊谷，2012）．本研究では，すべての項目が
基準値である0.40を下回っているため，DIFは検出さ
れなかった．このことから，質問項目に由来する男女
間の反応傾向の差は認められないといえる．

７．学年差の実態
本項では，理科における認知欲求の実態として，特
性値の学年差を検討する．検討に際しては，まず，母
集団における各学年の特性値の EAP推定値を算出し
た．推定に際しては，長さ21000のチェインを５つ発
生させ，バーンイン期間を1000とし，HMC法によっ
て得られた100000個の乱数で事後分布，予測分布を
近似した．なお，事前分布には一様分布を用いた．収
束判定指標 Rhatはすべてのパラメータにおいて Rhat

＜1.1であり，パラメータ・生成量の全てに関して有
効標本数が80032個以上と十分な数であったことから，
各パラメータは事後分布・予測分布からの乱数の近似
と判断した．次に，任意の２つの学年において，学年
Aが学年 Bよりも平均値が高い確率を算出した．結果
を表９，10に示す．

表９より，小学校第５・６学年の特性値が相対的に
大きいことが見て取れる．また，表10より，小学校
においては，第５学年が第６学年より特性値が高い確
率は97％であることが分かる．また，「小５，小６＞
中１，中２，中３」という関係が同時に成立する確率
を計算したところ，その確率は100％であった．この
ほか，「小５＞小６＞中３＞中１，中２」という関係
が同時に成立する確率を計算したところ，その確率は
97％であった．このことから，理科における認知欲求
は小５をピークに下がり続け，中３で回復する傾向に
あることが示唆された．

Ⅴ．考察
本項では，質問項目の特徴，本尺度の信頼性および
妥当性，理科における認知欲求の実態の３点について
考察する．

１．質問項目の特徴
まず，本尺度の特徴について，表５に示した GRM

による項目パラメータと，付録１に示した IRCCCをも
とに考察する．なお，付録１には，特性値 θを横軸に，
各質問項目におけるカテゴリ（c＝1：「まったくあて
はまらない」，c＝2：「あまり当てはまらない」，c＝
3：「どちらともいえない」，c＝4：「ややあてはまる」，
c＝5：「とてもよくあてはまる」）が観測される確率
を縦軸に配し，カテゴリ数分の５つの IRCCCが描画さ
れている．

表７　母平均および母平均の差についての推定 表９　パラメータの推定結果

表10　行の学年が列の学年より大きい確率
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a．識別力について
表５の識別力パラメータに関して，値が相対的に高
かった質問項目は，「Q14：予想・仮説を確かめる方
法について考えることは楽しい」，「Q6：自分の考えを
確かめていく過程は楽しい」，「Q9：問題を追究して
いく過程を楽しむことができる」などである．これら
のことから，問題解決過程そのものの嗜好を問うよう
な質問項目の識別力が高くなっていると考えられる．
一方，識別力パラメータが相対的に低かった質問項
目は，「Q7：身の回りの自然現象に対して疑問を持つ
方だ」，「Q12：ふしぎな自然現象に出会うとワクワク
する」，「Q11：実験は，予想・仮説をしっかりと考え
てから取り組みたい」などである．これらの質問項目
は，識別力が高かった質問項目と比べると，問題解決
過程に対する態度というよりも，理科授業や日常生活
における普段の態度を問う質問項目である．このよう
に，認知欲求に間接的に寄与する態度を問う質問項目
であるため，識別力が相対的に低くなっていると考え
られる．
b．困難度について
表５の困難度パラメータに関して，値が相対的に小
さかった質問項目は，「Q12：ふしぎな自然現象に出
会うとワクワクする」，「Q3：自分の考えが合っていた
かどうかを実験で確かめることが好きである」，「Q10：
自分の考えをもとに計画していく実験は楽しい」など
である．このことは，付録１に示した Q12，Q3，Q10
の IRCCCが，横軸に沿って全体的に左寄りであること
からも確認できる．また，Q12には当てはまらないも
のの，Q3や Q10では「自分の考え」や「自分なりの説
明」といった言葉がみられることから，正解・不正解
がはっきりと示されるような活動については，認知欲
求が低い人でも好意的に捉えることが考えられる．
一方，困難度パラメータの値が相対的に高かった質
問項目は，「Q8：ふしぎな自然現象に対して説明を考
えていくことが好きだ」，「Q14：予想・仮説を確かめる
方法について考えることは楽しい」，「Q4：理科の知識
を日常生活につなげるようにしている」などである．こ
のことは，付録１に示した Q8，Q14，Q4の IRCCCが，
横軸に沿って全体的に右寄りであることからも確認で
きる．このように，正解・不正解がはっきりとしない
活動については，認知欲求が高い人でないと好意的に
捉えることが難しいと考えられる．ただし，これらの
質問項目は，特性値０において最も選択確率が高い選

択肢が３であることから分かるように，極端に難しい
質問項目であったとはいえないことに注意する必要が
ある．

２．本尺度の信頼性および妥当性
次に，本尺度の信頼性および妥当性について検討す
る．図１，図２より，本尺度は θ＝－3.0～3.0と幅広い
特性値の被験者を精度よく測定可能であることがわか
る．このことから，本尺度は理科における認知欲求が
高い人にも低い人にも用いることができる信頼性の高
い尺度であるといえる．また，図３に示した特性値の
分布が標準正規分布に近い形を示したことは，推定の
妥当性を示している（豊田，2002）．また，妥当性係
数についても高い値を示していることから，既存の尺
度を外的基準とした場合でも，本尺度の妥当性は保証
されているものと考える．また，DIFが検出されなかっ
たことから，質問項目に由来する男女間の反応傾向の
差は認められないため，性別に関係なく使用すること
ができると考えられる．

３．理科における認知欲求の実態
理科における認知欲求の実態について考察する．

「小５，小６＞中１，中２，中３」という関係が同時
に成立する確率を計算したところ，その確率は100％
であったことから，理科における認知欲求について，
小学校高学年の児童は中学生よりも高いことが示唆さ
れた．さらに，表９に示す結果より，理科における認
知欲求は小学校第５学年をピークに下がり続け，中学
校第３学年で回復する傾向にあることが示唆された．

Ⅵ．まとめと今後の課題
本研究の目的は，理科における認知欲求尺度を開発
することと，子どもの実態を把握することであった．
開発した尺度の特徴および子どもの実態は下記の通り
である．

・本尺度は，信頼性と妥当性が確認された尺度である．
・本尺度は，性別に関係なく使用することができる．
・理科における認知欲求について，小学校高学年の児
童は中学生よりも高い傾向にあることが示唆された．
・理科における認知欲求は，小学校第５学年をピーク
に学年進行とともに下がり，中学校第３学年で回復
する傾向にあることが示唆された．
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また，今後の課題は以下の通りである．まず，本研
究の調査対象校は，小学校，中学校ともに２校であっ
たため，対象校の特性が調査結果に影響した可能性が
ある．このため，本尺度を用いて，別の小学生や中学
生を対象として調査を実施し，理科における認知欲求
の実態について，さらなる検討を進めていく必要があ
る．次に，調査対象の校種（例えば，高校生）を広げ
て，理科における認知欲求の実態を横断的に明らかに
する必要がある．そして，明らかになった実態を踏ま
えて，理科における認知欲求に着目した指導法につい
て考案する必要がある．また，水平テストを開発し，
理科における認知欲求の中長期的変動を検討する必要
がある．

貢献
本研究を進めるにあたっては，第一著者が「研究主
題の設定」，「質問項目の作成」，「調査計画の立案」，
「調査の実施」，「結果の考察」を，第二著者が「量的
分析」，「結果の考察」を担当した．

附記
本研究は，平成29年度第５回科学教育学会研究会で
の発表を再構成し，加筆修正したものである．

注
（1） 知的好奇心尺度の因子的妥当性を確認するため，構
造方程式モデリングによる確認的因子分析を行った．
RMSEAがやや高い値を示しているものの，モデル棄却
の基準となる0.1を超えていないこと，CFI，TLI，SRMR

の適合指標が良いことから，知的好奇心尺度の因子的妥
当性を確認した（適合指標は付録３に示す）．
次に，批判的思考尺度の因子的妥当性を確認するため，
構造方程式モデリングによる確認的因子分析を行った．
TLIがやや低い値を示しているものの，他の適合指標が
良いことから，批判的思考尺度の因子的妥当性を確認し
た（適合指標は付録４に示す）．
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付録２　スクリープロット

付録３　知的好奇心尺度の各適合指標

付録４　批判的思考尺度の各適合指標




