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手続きや結果を反省的に省みようとする思考である
「反省的な思考」，物事の本質を深く調べたり，物事
を論理的に進めようとしたりする思考である「探究
的・合理的な思考」，明確な根拠をもとに実験の結果
を判断しようとする思考である「根拠の重視」，健全
に物事を疑う気持ちである「健全な懐疑心」の計 4
因子を抽出している。さらに，分散分析の結果から，
探究的・合理的な思考に比べて，反省的な思考や根
拠を重視しようとする意識が低いこと，共分散構造
分析の結果から，探究的，合理的に思考している児
童ほど，反省的に思考したり，意見の根拠を重視し
たりしていることを明らかにしている。
このほか，中学生の実態を明らかにした研究とし
て，木下・山中（2014）がある。木下・山中（2014）
は，中学生を対象として，前述の木下・山中・中山
（2013）と同様の手続きを行い，物事の本質を深く調
べたり，物事を論理的に進めようとしたりする思考
である「探究的・合理的な思考」，実験の結果を多面
的に分析しようとする思考である「多面的な思考」，
立てた予想や実験の手続きを反省的に省みようとす
る思考である「反省的な思考」，健全に物事を疑う
気持ちである「健全な懐疑心」の計 4因子が抽出さ
れたことを報告している。そして，中学生は，探究
的・合理的な思考，多面的な思考，健全な懐疑心よ

1．�研究の背景と研究の目的
批判的思考とは，何を信じ何を行うかの決定に
焦点を当てた合理的で省察的な思考である（Ennis, 
1987）。このような批判的思考の研究は，哲学や論理
学の方法を基盤にして，心理学や教育学に基づく構
成要素（スキル，知識，態度）の解明や教授―学習
過程，能力や態度の測定，現実世界での応用に関す
る研究が展開してきた（楠見，2011）。理科教育の文
脈においては，批判的思考の態度を明らかにした研
究や，批判的思考を育成する理科授業を開発する研
究などがこれまでに行われてきている。
これらのうち，特に批判的思考の態度を明らかに
した研究については，幅広い学習者を対象に調査が
行われている。たとえば，木下・山中・中山（2013）
は，小学生を対象として，4因子からなる理科にお
ける批判的思考尺度（五件法）を開発し，その要因
構造を明らかにしている。具体的には，まず，理科
学習全般（12 項目），実験前（8 項目），実験中（6
項目），実験後（9 項目）においてはたらく批判的
思考を想定して質問項目を作成した。そして，小学
生を対象に調査を実施し，因子分析を行い，実験の
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おける批判的思考が，知的好奇心に及ぼす影響を明
らかにすることを目的とする。したがって，本稿は，
理科教育における批判的思考や知的好奇心に関連す
る研究領域に対して，統計的アプローチを用いた知
見の蓄積に貢献すると考える。

2．�研究の方法
はじめに，理科における批判的思考と知的好奇心
を調査するための質問紙について検討した。次に，
作成した質問紙を用いて調査を実施し，得られた回
答をもとに，理科における批判的思考尺度および知
的好奇心尺度の確認的因子分析を行った。そして，
構造方程式モデリング（SEM）を用いて，理科にお
ける批判的思考が知的好奇心に及ぼす影響について
分析した。なお，分析に用いたソフトは，IBM SPSS 
Statistics 24，R（ver. 3.4.4），RStudio（ver. 1.1.456），
追加パッケージ Lavaan（ver. 0.6-3），semTools（ver. 
0.5-1），psych（ver. 1.8.4）である。以下，方法の詳
細について述べる。

2.1　�質問紙の作成
2.1.1　 理科における批判的思考尺度
理科における批判的思考尺度は，妥当性・信頼性
が確認されている木下・山中（2014）の尺度を用
いる。この尺度は，「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。「探究的・合理的な思考」の質
問項目としては，「自分の意見には，理由をつける。」
「自分が納得できるまで考えぬく。」などがある。「多
面的な思考」の質問項目としては，「実験データがう
まく取れないとき，実験のやり方に間違いはないか
確かめる。」，「一回目の実験結果だけをみて，二回目
の実験結果を決めつけない。」などがある。「反省的
な思考」の質問項目としては，「自分の予想におかし
いところはないか確かめる。」，「友だちの予想におか
しいところはないか考える。」などがある。「健全な
懐疑心」の質問項目としては，「簡単な実験のとき
は，実験してみなくてもよいと思う。（逆転項目）」，
「くり返しやってみなくても，実験の結果はいつも同
じだと思う。（逆転項目）」などがある。その他の具
体的な質問項目は，後述の「3．結果と分析」の表 1
において基礎集計とともに示す。
なお，これら理科における批判的思考の質問項目
は，「1．全くそう思わない」，「2．あまりそうは思わ
ない」，「3．どちらでもない」，「4．ややそう思う」，
「5．強くそう思う」の五件法で回答を求めた。

りも，反省的な思考は，これらに比べて働いていな
いことを明らかにしている。このほか，高校生を対
象とし，文系 /理系という視点から比較を行った木
下（2015）や，大学生を対象として共分散構造分析
により因子の構造を明らかにした木下・山中（2013）
などがある。
さらに，単一の学校種にとどまらず，複数の学校
種で横断的な調査も行われている。たとえば，小学
生と中学生の実態を比較した研究として，雲財・中
村（2017）は，木下・山中（2014）の尺度を用いて，
小学生と中学生を対象に質問紙調査を実施し，小学
生と中学生の実態を比較することにより，各学校種
の特徴を明らかにしている。具体的には，中学生の
方が小学生よりも，探究的・合理的な思考，多面的
な思考，反省的な思考が働いていないことを明らか
にしている。以上述べてきたように，理科における
批判的思考の態度を明らかにした研究は着実に蓄積
されているといえる。
一方，批判的思考とその周辺領域の関係性に着目
した研究は，主に領域普遍的な文脈において行われ
ている。たとえば，Bitner（1991）は，形式操作的
な推論と批判的思考との関連について調査しており，
形式操作的な推論は，批判的思考の予測因子である
ことを報告している。また，齋藤（2014）は，批判
的思考と知的好奇心の関連について調査しており，
知的好奇心の 1 つである拡散的好奇心が高まると，
それに伴い探究心や批判的思考態度全体が高まり，
特殊的好奇心が高まると，それに伴い論理的思考へ
の自覚や批判的思考態度全体が高まることを指摘し
ている。
以上のように領域普遍的な文脈において行われて
いるものの，理科における批判的思考とその周辺領
域の関係性に着目した研究は管見の限りない。そこ
で，本研究では，今後の学校教育においてますます
重要視されるであろう「知的好奇心」に着目し（た
とえば，レズリー，2016），理科における批判的思考
が知的好奇心に及ぼす影響について明らかにする。
前述した齋藤（2014）によって，すでに一般的な文
脈においてその関係性が示唆されているものの，理
科における批判的思考と知的好奇心の関連が明らか
になれば，理科における批判的思考を育成すること
で知的好奇心も育成できる可能性が示唆される。し
たがって，本研究は，理科における批判的思考を育
成する実践的研究が行われている状況（たとえば，
山中・木下，2011；山中・木下，2012；山中・木
下，2014；木下・中山・山中，2014；髙見・木下，
2017；中山・木下・山中，2017）を踏まえ，理科に
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3．�結果と分析
各質問項目における基礎集計を表 1，表 2に示す。
これらの基礎集計を用いて，以降の分析を進める。

3.1　�理科における批判的思考
木下・山中（2014）の理科における批判的思考尺
度では 4因子で構成されている。この因子構造を確
認するために，SEM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 3に示す結果になった
（因子負荷行列については資料 1に示す）。
表 3に示したように，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。
そして，信頼性を確認するために，クロンバック
の α係数を算出した。その結果，探究的・合理的な
思考が α＝0.85，多面的な思考が α＝0.82，反省的な
思考が α＝0.76，健全な懐疑心が α＝0.56 であった。
健全な懐疑心の α係数が基準値よりも低いため，分
析の際には慎重な解釈が必要であることを確認した。
健全な懐疑心の α係数が木下・山中（2014）のとき
の調査結果（α＝0.70）と比べ相対的に低くなったの
は，木下・山中（2014）が中学生のみを対象として
いた調査であったのに対し，本調査では小学生も対
象としていたのが一因として考えられる。

3.2　�知的好奇心
西川・雨宮（2015）の知的好奇心尺度は，2 因子
で構成されている。この因子構造を確認するために，
SEM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 4に示す結果になった（因子負荷行列
については資料 2に示す）。
表 4 に示した結果より，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

2.1.2　 知的好奇心尺度
知的好奇心尺度については，妥当性・信頼性が確認
されている西川・雨宮（2015）の尺度を用いる。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。拡
散的好奇心の質問項目としては，「新しい事に挑戦す
ることは好きだ。」，「誰もやった事のない物事にとて
も興味がある。」などがある。また，特殊的好奇心の
質問項目としては，「はっきりした明快な答えが出る
までずっと考える。」，「解答を理解できないと気持ち
が落ち着かず，なんとか理解しなければと思う。」な
どがある。その他の具体的な質問項目は後述の「3．
結果と分析」の表 2において基礎集計とともに示す。
なお，これら知的好奇心の質問項目は，「1．まっ
たくあてはまらない」，「2．あまりあてはまらない」，
「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」の五件法で回答を求
めた。
そして，教示文は，「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。」とし，回答の得点化に際しては，選
択肢に付した数字をそのまま用いた（ただし，逆転
項目に関しては得点を反転させた）。

2.2　�調査時期及び対象
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。なお，この調査は，雲財・
中村（2018）において同時に調査したデータである。

2.3　�分析の方法
まず，得られた回答をもとに，理科における批判
的思考と知的好奇心について，因子的妥当性を確認
するために確認的因子分析を行った。さらに，内部
一貫性を確認するために，クロンバックの α係数を
算出した。
つぎに，基礎集計の結果をもとに，理科における
批判的思考が知的好奇心に及ぼす影響を明らかにす
るために，図 1に示すモデルを想定して，共分散構
造分析（SEM）を行った。最後に，SEMの結果をも
とに，理科における批判的思考が知的好奇心に及ぼ
す影響について考察した。

図 1　想定するモデル
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3.3　�基礎集計
以上の確認的因子分析の結果をもとに，理科にお
ける批判的思考と知的好奇心のそれぞれについて，
因子ごとに平均値と標準偏差，そして因子間相関を
算出した。平均値と標準偏差を表 5に示す。
表 5に示した結果から，まず，批判的思考に関し
て，探究的・合理的な思考，多面的な思考，反省的
な思考については，小学校高学年の児童（以下，小

認した。
クロンバックの α係数を算出した結果，特殊的好

奇心が α＝0.87，拡散的好奇心が α＝0.84 であった。
これらの結果から，内部一貫性を確認した。

表 1　理科における批判的思考の基礎集計
質問項目 Mean（SD）

探
究
的
・
合
理
的
な
思
考

新しいことに挑戦するのが好きである。
4.08（1.16）
3.70（1.14）

自分の意見には，理由をつける。
3.60（1.19）
3.22（1.13）

自分が納得できるまで考えぬく。
3.39（1.23）
3.17（1.14）

一つのやり方で問題が解決しないときは，ほか
のやり方を試してみる。

3.64（1.20）
3.38（1.07）

わからないことがあると質問したくなる。
3.54（1.26）
3.40（1.24）

よい考えを思いついても，もっとよい考えはな
いか探してみる。

3.55（1.23）
2.98（1.17）

自分の知らない「自然のできごと」を知りたい。
3.75（1.28）
3.26（1.28）

「なぜだろう」と考えることが好きである。
3.66（1.20）
3.19（1.20）

多
面
的
な
思
考

実験データがうまく取れないとき，実験のやり
方に間違いはないか確かめる。

3.73（1.14）
3.63（1.05）

一回目の実験結果だけをみて，二回目の実験結
果を決めつけない。

3.70（1.18）
3.45（1.05）

実験の結果が出たとき，おかしいところはない
か考える。

3.51（1.18）
3.18（1.06）

実験のやり方に間違いはなかったか考える。
3.66（1.19）
3.24（1.08）

実験データが間違っているかもしれないと疑っ
てみる。

3.30（1.22）
3.21（1.10）

都合が悪い実験データだからといって無視しな
い。

3.50（1.17）
3.26（1.01）

必要な実験データがそろっていないときは，結
論を出さない。

3.03（1.23）
2.99（0.99）

一回の実験だけでは結果を信用しない。
3.43（1.23）
3.18（1.15）

反
省
的
な
思
考

自分の予想におかしいところはないか確かめる。
3.61（1.25）
3.47（1.05）

友だちの予想におかしいところはないか考える。
3.31（1.22）
2.89（1.12）

実験をする前，ほかの実験方法はないか考える。
3.40（1.21）
2.76（1.11）

友だちの考察におかしいところはないか考える
3.10（1.24）
2.79（1.08）

健
全
な
懐
疑
心

簡単な実験のときは，実験してみなくてもよい
と思う。（R）

3.78（1.24）
3.67（1.15）

くり返しやってみなくても，実験の結果はいつ
も同じだと思う。（R）

3.35（1.24）
3.41（1.14）

インターネットで調べたことは，間違いがない
と思う。（R）

3.21（1.29）
3.39（1.26）

※上段が小学生，下段が中学生。（R）は反転項目

表 3　理科における批判的思考尺度の各適合指標
適合指標 数値
Comparative Fit Index（CFI） 0.90
Tucker-Lewis Index（TLI） 0.88
Root Mean Square Error of Approximation（RMSEA） 0.07
Standardized Root Mean Square Residual（SRMR） 0.05

表 4　知的好奇心尺度の各適合指標
適合指標 数値
Comparative Fit Index（CFI） 0.94
Tucker-Lewis Index（TLI） 0.92
Root Mean Square Error of Approximation（RMSEA） 0.08
Standardized Root Mean Square Residual（SRMR） 0.05

表 2　知的好奇心の基礎集計
質問項目 Mean（SD）

拡
散
的
好
奇
心

新しい事に挑戦することは好きだ。
4.15（1.06）
3.75（1.10）

誰もやった事のない物事にとても興味がある。
3.88（1.18）
3.48（1.22）

どこに行っても，新しい物事や経験を探す。
3.34（1.20）
2.92（1.14）

今までやったことのない課題にもよろこんで
取り組める。

3.63（1.16）
2.95（1.10）

新しいアイデアをあれこれ考える。
3.55（1.21）
3.03（1.14）

何事にも興味関心が強い。
3.52（1.13）
3.24（1.04）

特
殊
的
好
奇
心

はっきりした明快な答えが出るまでずっと考
える。

3.46（1.18）
3.09（1.19）

解答を理解できないと気持ちが落ち着かず，
なんとか理解しなければと思う。

3.44（1.25）
3.40（1.26）

物事を学ぶ時には，徹底的に調べたい。
3.44（1.22）
3.00（1.16）

予期しない出来事が起きた時，原因が分かる
まで調べる。

3.36（1.16）
2.95（1.15）

ある考えを理解するために必要な知識をすべ
て学ばないと満足できない。

3.38（1.18）
2.94（1.22）

問題を解くために長時間じっくり考える。
3.23（1.22）
3.04（1.22）

※上段が小学生，下段が中学生
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の 4 因子が，知的好奇心の 2因子に及ぼす影響につ
いて検討した。

3.4.1　 モデルの構成
本研究では，小学生と中学生という 2つの校種で
調査を行っている。そして，基礎集計において，小
学生と中学生で，理科における批判的思考や知的好
奇心の傾向に違いがみられる。これらの結果をふま
え，校種の違いに着目して，多母集団同時分析を
行った。
なお，多母集団同時分析を行うにあたり，小学生
と中学生をどのレベルで比較できるかを検討するた
めに，以下の 3つのモデルについて，それぞれ適合
度を算出した。
モデル 1：小学生集団・中学生集団で因子構造が同じ
モデル 2：小学生集団・中学生集団で潜在変数から

観測変数への因子負荷が等値
モデル 3：小学生集団・中学生集団で因子負荷と観測

変数の切片が等値
モデル 1は配置不変モデルであり，複数の母集団
間で因子構造が同じであるとするモデルである。モ
デル 2は弱測定不変モデルであり，複数の母集団間
で因子負荷が同じ値になるよう等値制約を加えたモ
デルである。モデル 3 は強測定不変モデルであり，
因子負荷に加え，観測変数の切片にも等値制約を置
いたモデルである（豊田，2014；福田，2017）。

3.4.2　 モデルの修正
多母集団同時分析の結果，どのモデルにおいても，
探究的・合理的な思考から拡散的好奇心へのパス係
数が極端に高い正の値を示し，多面的な思考から拡
散的好奇心へのパス係数が負の値を示していた（た
とえば，モデル 1の小学生では，探究的・合理的な
思考→拡散的好奇心：0.89，多面的な思考→拡散的
好奇心：－0.21 となった）。探究的・合理的な思考と
多面的な思考は強い相関（相関係数：0.73）を示し
ていたことから，多重共線性が生じてしまっている
と考えられる。このため，相関の高い因子を統合し，
多重共線性を回避することにした。具体的には，理
科における批判的思考の因子構造を修正するために，
探索的因子分析を行った。因子負荷量 0.35 を基準と
し，因子構造の解釈可能性を加味した結果，最終的
に，次の 2因子構造となった。第 1因子は，「新しい
ことに挑戦するのが好きである。」，「『なぜだろう』
と考えることが好きである。」の 2項目が削除され，
以前の探究的・合理的な思考，多面的な思考，反省
的な思考の計 3因子を統合した因子となった。これ

学生とする）の方が中学生よりも高い傾向にあり，
健全な懐疑心については，小学生と中学生であまり
変わらないようである。つぎに，知的好奇心につい
ては，拡散的好奇心，特殊的好奇心ともに，小学生
の方が中学生よりも高い傾向にある。
つぎに，因子間相関を表 6に示す。まず，批判的
思考に関して，探究的・合理的な思考，多面的な思
考，反省的な思考の 3因子間ではそれぞれ高い正の
相関があり，健全な懐疑心と他の因子の相関係数は
相対的に低くなっている。また，知的好奇心に関
して，拡散的好奇心と特殊的好奇心の間には高い正
の相関がみられる。これらの実態について，詳細に
検討するために，次節において SEMによる検討を
行う。

3.4　�SEMによる分析
本研究は，理科における批判的思考が知的好奇心
に及ぼす影響を明らかにすることを目的としている。
このため，SEMを用いて，理科における批判的思考

表 5　基礎集計
下位因子 Mean（SD）

批
判
的
思
考

探究的・合理的な思考
3.65（0.89）
3.29（0.79）

多面的な思考
3.49（0.84）
3.27（0.71）

反省的な思考
3.36（0.95）
2.98（0.82）

健全な懐疑心
3.44（0.95）
3.49（0.85）

知
的
好
奇
心

拡散的好奇心
3.68（0.90）
3.23（0.81）

特殊的好奇心
3.39（0.94）
3.07（0.92）

※上段が小学生，下段が中学生

表 6　因子間相関
批判的思考 知的好奇心

探合 多面 反省 健全 拡散 特殊

批判的思考

探合 ― .73 .70 .11 .78 .77
多面 ― ― .71 .18 .61 .67
反省 ― ― ― .08 .60 .65
健全 ― ― ― ― .07 .07

知的好奇心
拡散 ― ― ― ― ― .71
特殊 ― ― ― ― ― ―

※探合：探究的・合理的な思考，多面：多面的な思考，反
省：反省的な思考，健全：健全な懐疑心，拡散：拡散的
好奇心，特殊：特殊的好奇心
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で有意であった。これらの結果を踏まえ，最終的に
モデル 2を採択することとした。
モデル 2は，小学生・中学生集団において，潜在
変数から観測変数への因子負荷が等値とする弱測定
不変モデルである。このモデルを用いて，パラメー
タの推定を行った。推定結果を図 3 に示す。なお，
パス上の数値は標準化されたパス係数である。
図 3の推定結果について，以下の点を指摘するこ
とができる。
・熟慮的な思考から拡散的好奇心や特殊的好奇心へ
のパス係数は，健全な懐疑心から拡散的好奇心や
特殊的好奇心へのパス係数と比べて大きい（結果
1）。
・熟慮的な思考から，拡散的好奇心や特殊的好奇心
へのパス係数について，小学生と中学生であまり
差はみられない（結果 2）。
・健全な懐疑心から，拡散的好奇心や特殊的好奇心
へのパスは，中学生のみ有意であった（結果 3）。
まず，結果 1について，熟慮的な思考から知的好
奇心へのパス係数は 0.77～0.89 であり，健全な懐疑
心から知的好奇心へのパス係数は，0.00～0.11 であっ
たことから，熟慮的な思考の方が，健全な懐疑心と
比べて，知的好奇心に対して強い正の影響を及ぼす
ことが明らかになった。この結果から，熟慮的な思
考を促すことによって，知的好奇心が高まることが
示唆された。
つぎに，結果 2について，熟慮的な思考から，拡
散的好奇心や特殊的好奇心へのパス係数について，
小学生と中学生であまり差はみられないことが明ら

らの因子に共通する思考として，自分や他者の考え
を意識的に吟味する「熟慮的な思考」を挙げること
ができる。この「熟慮的な思考」は，批判的思考の
概念に含まれる思考の 1つである（たとえば，楠見，
2011）。したがって，第 1因子を「熟慮的な思考」と
命名した。
第 2因子は「簡単な実験のときは，実験してみな
くてもよいと思う。」，「くり返しやってみなくても，
実験の結果はいつも同じだと思う。」，「インターネッ
トで調べたことは，間違いがないと思う。」の 3項目
で構成されており，これらの質問項目は探索的因子
分析を行う前と構成が変わらなかったことから，「健
全な懐疑心」のままとした。これらの因子構造で再
度基礎集計した結果を表 7に，最終的な因子分析の
結果を資料 3に，SEMによる適合度指標を資料 4に，
因子分析の結果をもとに修正したモデルを図 2 に
示す。

3.4.3　 モデルの検証
図 2に示した修正後のモデルを用いて，多母集団
同時分析を行った。各モデルにおける適合度指標を
表 8に示す。
表 8 に示したように，CFI，TLI，RMSEAにおい
て大きな違いはない。そこで，モデルのあてはまり
を比較する尤度比検定を行った。尤度比検定では，
Δχ2 が有意でなければ，等値制約の多いモデルを採択
し，逆に Δχ2 が有意であれば，等値制約の少ないモ
デルを採択する（浅野，2014）。モデル 2とモデル 1
で尤度比検定を行った結果，Δχ2(29)＝27.46，p＝0.55
で有意ではなかった。一方，モデル 3とモデル 2で
尤度比検定を行った結果，Δχ2(29)＝205.22，p＜ .001

表 7　理科における批判的思考尺度の基礎集計
下位因子 Mean（SD）

批判的思考
熟慮的な思考

3.49（0.82）
3.19（0.68）

健全な懐疑心
3.44（0.95）
3.49（0.85）

※上段が小学生，下段が中学生 図 2　修正後のモデル

表 8　各モデルの適合度指標

χ2 df CFI TLI RMSEA
RMSEA90％信頼区間

AIC BIC
下限値 上限値

モデル 1 3488.6 978 0.867 0.857 0.062 0.060 0.065 119211 120300
モデル 2 3515.9 1007 0.867 0.861 0.062 0.059 0.064 119181 120119
モデル 3 3721.1 1036 0.856 0.855 0.063 0.061 0.065 119328 120116
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思考から拡散的好奇心や特殊的好奇心への影響の大
きさは発達によってあまり変化しないということ
である。しかしながら，校種間で影響力に大きな違
いはないものの，拡散的好奇心の説明率は，小学生
と中学生で異なっている（小学生：0.75，中学生：
0.56）。このことから，拡散的好奇心においては，熟
慮的な思考よりも，発達における他の要因（たとえ
ば，知識量など）の影響が大きくなっている可能性
がある。
最後に，結果 3に示した「健全な懐疑心から，そ
れぞれの好奇心へのパスは，中学生のみ有意であっ
たこと」については，次のように考察する。批判的
思考能力と批判的思考態度は，教育年数と正の相関
があることから（楠見，2016），認知が発達してくる
と，主張を支える根拠の信頼性に注意を払うように
なってくると考えられる。このような情報の信頼性
に対し，健全な懐疑心がはたらくと，それがきっか
けとなり知的好奇心が高まるため，このような結果
になったと考えられる。

5．�まとめと今後の課題
本研究の目的は，理科における批判的思考が，知
的好奇心に及ぼす影響を明らかにすることであっ
た。調査の結果，下記に示す 3点を示唆する結果と
なった。
・熟慮的な思考を促すことによって，知的好奇心が
高まること
・熟慮的な思考を促すことによる知的好奇心への影
響の大きさは，校種間で違いはないこと
・中学生の場合，健全な懐疑を促すことで，知的好
奇心が高まること
今後の課題は次の 2点である。第一に，本研究に
よる調査校は小学校，中学校ともに 2校であるため，

かになった。この結果から，熟慮的な思考を促すこ
とによる知的好奇心への影響の大きさは，校種間で
違いはないことが示唆された。
そして，結果 3について，健全な懐疑心から，そ
れぞれの好奇心へのパスは，中学生のみ有意であっ
た（拡散的好奇心：0.09，特殊的好奇心：0.11）。こ
の結果から，中学生の場合，健全な懐疑を促すこと
で知的好奇心が高まることが示唆された。

4．�総合考察
以上述べてきた分析結果を踏まえ，図 3に示した
モデルについて考察する。
まず，結果 1が生じた要因について，理科におけ
る批判的思考の第 1因子（熟慮的な思考）と第 2因
子（健全な懐疑心）の特性の違いから次のように考
察する。理科における批判的思考の第 1因子におい
て，特に因子負荷が高かった質問項目は，「実験のや
り方に間違いはなかったか考える。」，「実験の結果が
出たとき，おかしいところはないか考える。」「自分
が納得できるまで考えぬく。」といった，実験の方法
や結果に対し，より良い考えを求める思考である。
一方で，第 2因子は，「簡単な実験のときは，実験し
てみなくてもよいと思う。」，「くり返しやってみなく
ても，実験の結果はいつも同じだと思う。」，「イン
ターネットで調べたことは，間違いがないと思う。」
といったように，全て逆転項目で構成された間接的
な因子である。したがって，第 1 因子の方が，第 2
因子よりも，理科における批判的思考を代表する因
子であったため，知的好奇心への影響が大きくなっ
たと考えられる。
つぎに，結果 2については，学年が上がるにつれ
て変化するメカニズムではなかったため，このよう
な結果になったと考えられる。すなわち，熟慮的な

図 3　モデルの推定結果
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結論の一般化には限界がある。また，対象とした小
学生は第 5学年と第 6学年の児童であり，小学生全
体のデータではないことにも留意する必要がある。
このため，調査対象の学年や調査校を拡大し，より
詳細にモデルを検討していく必要があると考える。
第二に，本研究で取り扱った「健全な懐疑心」の信
頼性係数は高いとはいえない。このため，「健全な懐
疑心」の因子構造について，より厳密な検討が求め
られる。
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The Relationship between Critical Thinking  
in Science and Epistemic Curiosity

Hiroshi UNZAI 1, Yuhei YAMANE 1, Mai NISHIUCHI 1, Daiki NAKAMURA 2

1 Graduate School of Education, Nippon Sport Science University
2 Graduate School of Education, Hiroshima University

SUMMARY
The purpose of this study is to clarify the relationship between critical thinking in science and 

epistemic curiosity. We used a five-point scale questionnaire, consisting of questions on critical 
thinking in science and epistemic curiosity. In this study, 346 elementary and 971 junior high 
school students participated. Our analysis of the results indicated the following: 1) Careful thinking 
indeed affects epistemic curiosity. 2) The effects of careful thinking on epistemic curiosity do not 
differ materially between the school types. 3) In the case of junior high school students, cultivating 
healthy skepticism affects epistemic curiosity.

<Key words> critical thinking, epistemic curiosity, SEM, multiple group analysis
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資料 1　理科における批判的思考の因子負荷行列
質問項目 F1 F2 F3 F4

F1　探究的・合理的な思考
「なぜだろう」と考えることが好きである。 .72
よい考えを思いついても，もっとよい考えはないか探してみる。 .71
自分が納得できるまで考えぬく。 .69
ーつのやり方で問題が解決しないときは，ほかのやり方を試してみる。 .67
自分の意見には，理由をつける。 .65
自分の知らない「自然のできごと」を知りたい。 .59
わからないことがあると質問したくなる。 .59
新しいことに挑戦するのが好きである。 .52

F2　多面的な思考
実験の結果が出たとき，おかしいところはないか考える。 .79
実験のやり方に間違いはなかったか考える。 .78
実験データがうまく取れないとき，実験のやり方に間違いはないか確かめる。 .63
一回の実験だけでは結果を信用しない。 .60
実験データが間違っているかもしれないと疑ってみる。 .59
都合が悪い実験データだからといって無視しない。 .59
一回目の実験結果だけをみて，二回目の実験結果を決めつけない。 .57
必要な実験データがそろっていないときは，結論を出さない。 .41

F3　反省的な思考
友だちの予想におかしいところはないか考える。 .70
友だちの考察におかしいところはないか考える .68
自分の予想におかしいところはないか確かめる。 .65
実験をする前，ほかの実験方法はないか考える。 .65

F4　健全な懐疑心
簡単な実験のときは，実験してみなくてもよいと思う。（R） .66
くり返しやってみなくても，実験の結果はいつも同じだと思う。（R） .61
インターネットで調べたことは，間違いがないと思う。（R） .40

因子間相関　F1 .73 .70 .11
F2 .71 .18
F3 .08

※（R）は逆転項目

資料 2　知的好奇心の因子負荷行列
質問項目 F1 F2

F1　拡散的好奇心
どこに行っても，新しい物事や経験を探す。 .72
今までやったことのない課題にもよろこんで取り組める。 .71
誰もやった事のない物事にとても興味がある。 .70
何事にも興味関心が強い。 .69
新しい事に挑戦することは好きだ。 .65
新しいアイデアをあれこれ考える。 .64

F2　特殊的好奇心
はっきりした明快な答えが出るまでずっと考える。 .76
物事を学ぶ時には，徹底的に調べたい。 .76
ある考えを理解するために必要な知識をすべて学ばないと満足できない。 .76
予期しない出来事が起きた時，原因が分かるまで調べる。 .73
解答を理解できないと気持ちが落ち着かず，なんとか理解しなければと思う。 .67
問題を解くために長時間じっくり考える。 .65

因子間相関　F2 .71
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資料 3　理科における批判的思考の探索的因子分析の結果（最尤法，プロマックス回転）
質問項目 F1 F2

F1　熟慮的な思考
実験のやり方に間違いはなかったか考える。 .74 .07
実験の結果が出たとき，おかしいところはないか考える。 .73 .14
自分が納得できるまで考えぬく。 .70 －.13
友だちの予想におかしいところはないか考える。 .68 －.15
よい考えを思いついても，もっとよい考えはないか探してみる。 .68 .06
友だちの考察におかしいところはないか考える .66 －.15
ーつのやり方で問題が解決しないときは，ほかのやり方を試してみる。 .66 .05
実験をする前，ほかの実験方法はないか考える。 .65 －.04
自分の予想におかしいところはないか確かめる。 .63 .03
自分の意見には，理由をつける。 .63 －.02
実験データがうまく取れないとき，実験のやり方に間違いはないか確かめる。 .61 .04
実験データが間違っているかもしれないと疑ってみる。 .60 －.03
わからないことがあると質問したくなる。 .59 －.13
都合が悪い実験データだからといって無視しない。 .55 .07
自分の知らない「自然のできごと」を知りたい。 .51 .01
一回目の実験結果だけをみて，二回目の実験結果を決めつけない。 .48 .20
必要な実験データがそろっていないときは，結論を出さない。 .47 －.17
一回の実験だけでは結果を信用しない。 .47 .28

F2　健全な懐疑心
簡単な実験のときは，実験してみなくてもよいと思う。（R） －.06 .63
くり返しやってみなくても，実験の結果はいつも同じだと思う。（R） －.14 .63
インターネットで調べたことは，間違いがないと思う。（R） －.01 .40

因子間相関　F2 .31
※（R）は逆転項目

資料 4　理科における批判的思考尺度（修正後）の各適合指標
適合指標 数値

Comparative Fit Index（CFI） 0.88
Tucker-Lewis Index（TLI） 0.87
Root Mean Square Error of Approximation（RMSEA） 0.07
Standardized Root Mean Square Residual（SRMR） 0.05


