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Ⅰ．研究の背景
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）．
批判的思考力は，様々な領域でその育成の重要性が指
摘されており，研究が蓄積されてきている．批判的思
考力の育成方法は主に，「ジェネラルアプローチ（批
判的思考そのものを主題とした科目を通して批判的思
考を直接的に教える方法）」，「インフュージョンアプ
ローチ（既存の科目を教える中で批判的思考の一般原
則も明示的に教える方法）」，「イマージョンアプロー
チ（批判的思考の一般原則を明示せずに，既存の科目
で批判的思考力を育成する方法）」，「混合アプローチ
（インフュージョンアプローチやイマージョンアプ
ローチと，ジェネラルアプローチを組み合わせる方
法）」の４つに分類され（Ennis, 1989；道田，2013），
これらの方法は，教科や校種によって使い分けられる．
特に，理科教育においては，イマージョンアプローチ

を中心に，批判的思考力の育成を目的とした実践的研
究が行われている．たとえば，髙見・木下（2017）は，
他者との関わりを契機として批判的思考を働かせるこ
とを促す指導法を考案し，中学生を対象に授業を実践
している．授業実践の結果，他者との関わりを通じて，
自身の仮説を反省的に振り返って考えたり，合理的に
考えたりする力の育成に寄与することができたことを
報告している．このほか，論証の構造を可視化し，証
拠と結論の関係を吟味させる「クエスチョン・バー
ガーシート」を用いた実践や（中山・木下・山中，
2017），現象の因果関係を可視化し，吟味させる「因
果関係マップ」を用いた実践（山中・木下，2011）
なども批判的思考力を育成する授業実践として報告さ
れている．このように，国内の理科教育における批判
的思考力の育成を目的とした授業実践の研究が増えて
きている．
一方，国外の批判的思考力に関する研究では，研究
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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．メタ分析とは，「同一のテーマについ
て行われた複数の研究結果を統計的な方法を用いて統
合すること，すなわち統計的レビュー」のことである
（山田・井上，2012：p. 1）．メタ分析では，人数，平
均値や標準偏差などの基礎統計量をもとに，効果量と
呼ばれる標準化された指標を算出して，研究の効果を
統合・比較する．たとえば，Abrami et al.（2008）は，
様々な教科・校種の批判的思考力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 g＝0.34であったことを報告している．そのほ
か，高等教育では Niu et al.（2013），看護教育では Yue 

et al.（2017）や Oliveira et al.（2016）など，批判的思
考力の実践的研究のメタ分析を行っている研究がみら
れる．これらのことから，国外では批判的思考力の研
究の成果がメタ分析を通して統合されてきているとい
える．
しかしながら，国内においては，上述したように理
科教育における批判的思考力の育成を目的とした実践
的研究は行われているものの，研究の効果を量的に統
合・比較している研究はあまりみられない．上述した
メタ分析を行うことにより，複数の研究結果を統合し
て，より確からしい知見を提供したり，複数の研究結
果を比較して，調整変数による効果の程度を議論した
りすることが可能となる．すなわち，指導によってど
の程度の効果があるのか，校種や領域によって効果に
差があるのか，といったことを議論することが可能と
なる．そこで，本研究では，国内の理科教育における
批判的思考力の育成を目的とした実践的研究を収集し，
メタ分析を通してその効果を統合・比較することと
した．

Ⅱ．研究の目的
以上の背景から，本研究では，国内の理科教育にお
ける批判的思考力の育成に関わる授業実践の効果を統
合・比較することを目的とした．この目的を達成する
ことで，国内のこれまでの研究の成果を統合すること
ができるとともに，批判的思考力の育成を目的とした
授業実践の調整変数ごとの効果と，その議論からの知
見を提供できると考えられる．

Ⅲ．研究の方法
著者らはこれまでに，表１に示す手順で教育実践の

論文を対象としたメタ分析を行ってきた（中村ら，
2019）．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．表１の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，2019）

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力を育成する授業の
効果を統合することを目的としている．また，本研究
で用いるメタ分析の手法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，本研究において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力を育成する授業
実践を行った実践的研究のうち，数値データ（サンプ
ルサイズ，平均値，標準偏差，t値）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
された研究を対象として収集する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，論文集，大学紀要に掲載されている文
献を収集した．以上，述べてきた収集基準を表２に示
す．なお，具体的な雑誌名については後述する．



科学教育研究　Vol. 43 No. 4（2019） 355

２．文献検索
文献の検索に際しては，論文検索データベースであ
る CiNiiを用いて，下記のように検索を行った．具体
的な検索条件と検索日は表３の通りである．

表３　CiNiiにおける検索条件と検索日

３．情報の収集
収集された文献からは，数値データ（サンプルサイ
ズ，人数，平均値，標準偏差，t値）のほか，効果量
に影響を及ぼす調整変数として考えられる「校種」，
「領域」，「単元」，「指導法・指導ツール」を記録した．

４．研究の質の評価
批判的思考力を育成する授業の効果は，文献によっ
て様々な形式で示されるが，本研究で用いるメタ分析
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．研究の質については，
効果量が算出できる数値データが示されているかどう
かという視点から判断し，算出不可能な論文は分析対
象から外した．

５．研究結果の分析と統合
記録された数値データをもとに，各研究の効果量の
計算を行った．具体的には，山田・井上（2012）を参

考に，後述の計算式 A～ Cを用いて，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）を算出した．なお，式中の 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
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  なお，t値が示されている研究については，下記の
ように gを算出した．
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また，得られた各研究の効果量 gと分散 Vgをもと
に，研究全体の平均効果量を算出した．算出に際して
は，変量効果モデルを採用した．変量効果モデルとは，
各研究の誤差を被験者レベルの標本誤差と研究レベル
の標本誤差の２つで捉えるモデルである．Borenstein 

et al.（2009）は，研究者・母集団・手続きがすべて同
じ場合を除いて，多くの場合は変量効果モデルを適用
することが妥当であると述べていることから，本研究
もこれに従った．
なお，量的分析に際しては，ソフトウェアとして R

（ver. 3.5.2）および RStudio（ver. 1.1.463），追加のパッ
ケージとして rstan（ver. 2.18.2），shinystan（ver. 2.5.0）
を用いた．

表２　収集基準
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Ⅳ．結果と考察
１．収集した文献
抽出基準①と②を満たす論文，すなわち検索に該当
した論文は414件，③を満たす論文は19件，④までを
満たす論文は11件であった．したがって，最終的に
抽出された11件を，本研究におけるメタ分析の対象
として分析を進めることにした．なお，11件の論文
に含まれるサンプルサイズの合計は，重複を除き N＝
493であった1）．抽出された論文には，研究の背景で
述べた中山・木下・山中（2017）や山中・木下（2011）
のほか，話し合いにおいて役割を付与させることに
よって批判的思考が促されたかどうかを検証した清
水・高信・長島（2013），清水・大澤（2015）などが
みられた．収集した論文の情報を表４に，指導法や指
導ツールについての説明を表５に示す．

２．全般的な効果
はじめに，対象論文に示されたデータから，前述の
計算式に基づき効果量 gを算出した．効果量 gを算
出する際，複数の数値が示されている論文については，
資料１に示す方法で，対象論文の効果量を１つにま
とめた．算出した効果量 gとその分散 Vgは資料１に
示す．

つぎに，変量効果モデルに基づき，平均効果量等を
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，平均効果量の事前分布は，
－10から＋10の一様分布を，各研究効果の偏差の事
前分布については，自由度４，標準偏差５の半 t分布
を用いた2）．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3），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．結果を表
６に示す．
表６では，左列から順に，研究，各研究の効果量
の EAP推定値，事後標準偏差，95％確信区間（2.5～
97.5％），Rhatを示している．また，最終行には，全
ての研究の効果量を統合した平均効果量の推定値を示
している．各研究の効果量の EAP（expected a posteriori；
事後期待値）推定値4）をみると，0.06～0.75であるこ
とがわかる．さらに，清水・高信・長島（2013）と清
水・大澤（2015）の95％確信区間の幅が他の研究と比
べて相対的に広いことが読み取れる．このことから，
清水・高信・長島（2013）と清水・大澤（2015）につ
いては，95％確信区間に０を含むため，効果を判断

表４　収集した論文の情報

表５　指導法・指導ツールの概略
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することができないものの，全体的な傾向として正の
効果量を示していること，研究間で効果量にばらつき
があることが読み取れる．
また，平均効果量の推定値は，0.29［0.04, 0.52］で
あった．800件以上のメタ分析の結果を統合したハッ
ティ（2018）は，教育効果においては，d＝0.2を小，
d＝0.4を中，d＝0.6を大，という解釈基準を提案して
いる．この基準を参考にすると，算出した平均効果量
は，小～中程度の効果であると判断することができる．
さらに，批判的思考力の教育実践についてメタ分析を
行った Abrami et al.（2008）の平均効果量が g＝0.34
［0.31, 0.37］であったことと比べると，相対的に小さ
い値であるといえる．これについては後述の総合考察
において詳しく議論する．

３．調整変数の影響
前節において，研究間で効果量にばらつきがあるこ
とを指摘した．そこで，調整変数（校種，領域，指導
法・指導ツール）による影響を検討するために，調整

変数ごとに集計し，平均効果量を算出した．さらに，
それぞれの調整変数について，効果量に差があるのか
どうかを検討するために，各組み合わせで「効果量 A

＞効果量 B」となる確率も合わせて推定した．たとえ
ば，校種なら，「小学校＞中学校」「小学校＞高等学
校」「中学校＞高等学校」という組み合わせで，確率
を推定した．なお，研究数が１件（「領域」における
「生物」と「その他」）については，推定できないため
除外している．ベイズ推定に際しては，前節と同様の
設定で行った．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．結果を表７，表８に示す．
表７をみると，平均効果量の EAP推定値は，0.10
～0.65である．さらに，全ての推定値において，95％
確信区間に０が含まれている．また，表８に示した結
果より，全ての組み合わせの確率をみてみると27～
64％である．これらの結果から，慎重な解釈が求め
られるものの，校種，領域，指導法・指導ツールと

表６　対象論文の効果量 gの推定値

表７　調整変数ごとの結果

※清水・高信・長島（2013），清水・大澤（2015），髙見・木下（2017）を統合した
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いった調整変数において，効果量に違いがあるとはい
えないことが示唆された．

４．総合考察
本研究の目的は，国内の理科教育における批判的思
考力の育成に関わる授業実践の効果を統合・比較する
ことであった．そこで，本節では，授業実践の全般的
な効果，調整変数ごとの効果の２点について，国外の
様々な教科・校種の批判的思考力の育成を目的とした
実践的研究を統合した Abrami et al.（2008）や，高等
教育の実践的研究を対象とした Niu et al.（2013）の結
果を比較しながら考察していく．
a．全般的な効果
表６に示した結果から，各研究の効果量は，0.06～
0.75であり，平均効果量は，0.29であった．一方で，
Abrami et al.（2008）の平均効果量が g＝0.341［0.31, 
0.37］（研究数161）であった．しかしながら，Abrami 

et al.（2008）は，指導のタイプ別にメタ分析を行って
おり，批判的思考の一般原則を明示せずに，既存の科
目で批判的思考力を育成する「イマージョンアプロー
チ」における平均効果量は g＝0.09［0.05, 0.13］（研
究数48）であったことを報告している．同様に，Niu 

et al.（2013）の平均効果量は，g＝0.195［0.087, 0.303］
（研究数40）で，イマージョンアプローチにおける平
均効果量は，g＝0.185（研究数24）であったことを報
告している．ここで，今回の収集した論文における授
業実践は，全て批判的思考の一般原則を明示しないイ

マージョンアプローチと捉えることができる．これら
のことから，本研究で算出した平均効果量は，Abrami 

et al.（2008）の g＝0.341と比べると小さいものの，
国外のイマージョンアプローチに限定した効果量（g

＝0.09，g＝0.185）と比べると，比較的大きい値とい
える．このような結果となったのは，本研究で収集し
た論文が，国内の理科教育における授業実践であるこ
とに起因する可能性がある．したがって，今後は，本
研究で収集した論文の授業実践と，Abrami et al.（2008）
や Niu et al.（2013）においてイマージョンアプローチ
として分類された論文を比較し，教科の特性やカリ
キュラムの文化的特徴といった観点から，効果量の違
いについて検討していく必要があると考える．
b．調整変数ごとの効果
表７，表８に示した結果から，校種，領域，指導
法・指導ツールといった調整変数において，効果量に
違いがあるとはいえないことが示唆された．したがっ
て，本研究で収集した論文においては，批判的思考力
を育成する授業実践の効果と，校種，領域，特定の指
導法・指導ツールといった調整変数の間に顕著な関係
性はみられないと考えられる．つまり，学校種を例に
とるならば，「どのような時期においても一定程度の
効果があり，特定の時期において，指導の効果が高く
なる（低くなる）わけではない」ということである．
このような言及は，領域や指導法・指導ツールにおい
ても同様である．
一方，Abrami et al.（2008）も校種ごとの分析を行っ
ている．分析の結果，それぞれの平均効果量について，
小学校が g＝0.52［0.42, 0.62］，中学校が g＝0.69［0.63, 
0.75］，高等学校が g＝0.10［－0.03, 0.22］であったこ
と，小学校と中学校で有意差がなかったこと，小学校
や中学校は高等学校と比べて有意に高かったことを報
告している．本研究で算出した平均効果量は，小学校，
中学校においては Abrami et al.（2008）の方が大きく，
高等学校においては，本研究の方が高い結果となった．
この結果については，前項での考察と重複するが，今
回収集した論文が全てイマージョンアプローチである
ことや，国内の理科教育における授業実践であるこ
とに起因する可能性がある．ただ，95％確信区間が
Abrami et al.（2008）の95％信頼区間と比べ相対的に
広いため，その解釈は慎重に行う必要がある．した
がって，研究数を増やし，より詳細に検討していく必
要があると考える．

表８　調整変数ごとの大小
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Ⅴ．本研究のまとめと今後の課題
本研究で明らかになった点は次の二点である．
・全般的な効果を示す平均効果量は g＝0.29であり，
小程度の効果であった．
・批判的思考力を育成する授業実践の効果と，校種，
領域，特定の指導法や指導ツールといった調整変数
の間に顕著な関係性はみられない．
なお，これらの結果は，表２に示した収集基準に基
づいて抽出され，表４に示した11件の研究結果によ
るものである．これらの研究結果を概観すると，特定
の研究グループに偏りがあることが伺える．したがっ
て，研究グループの偏りによる影響を考えると，上記
の結果は限定的であり，今後の研究によって更新され
ていく必要がある．
最後に，今後の課題について述べる．本研究におい
て収集した研究数は11件であり，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ず，前述した
ように研究グループの偏りも存在する．研究数が少な
いと，ベイズ推定における95％確信区間の幅が広く
なり，算出した推定値の議論において慎重な解釈が求
められるようになる．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，検定の際の統
計量など）の報告があれば，さらに授業実践の効果を
統合することが可能となる．今後の研究の蓄積を待ち，
研究グループの偏りによる影響を可能な範囲でおさえ
た上で，より精度の高い知見を提供していく必要があ
ると考えられる．

注
1） 木下・中山・山中（2014）については，効果量の算出
に使用した実験群の人数のみカウントしている．
2） 正の値を持つパラメータの事前分布は，データが少な
いなどの理由によって，事後分布が大きな値へ尾を引い
てしまうことがあり，そのような場合には弱情報事前分
布を使うことで回避できる（松浦，2016）．本研究にお
ける研究数は十分に多いとはいえないため，各研究効果
の偏差の事前分布には，松浦（2016）が推奨している半 t

分布を用いた．なお，半 t分布の自由度や標準偏差の値
については，次のリンクを参考にした（http://rpubs.com/

koyo/BD1991bayesmeta2（2019年３月30日閲覧））．
3） Rhatは，HMC法が収束したのかどうかを判定する指
標の１つである．豊田（2016）によれば Rhatが1.1ない
しは1.2以下であれば収束したと判断する．
4） EAP推定値とは，事後分布の平均値のことである．
豊田（2016）では，点推定の代表として EAP推定値を
用いていることから，本稿も EAP推定値を用いた．

附記
本研究の実施にあたっては，第一著者が研究を総括
し，著者全員で調査結果の分析と考察を行った．また，
本研究は，2018年度第３回日本科学教育学会研究会
（若手活性化委員会開催）で発表した内容を加筆し，
修正したものである．なお，算出・推定方法を変更し，
再度計算を行ったため，本論文と雲財・山根・西内・
中村（2018）とは数値が異なっている．分析に用い
た Rのスクリプトは，下記に示す researchmapの著者
ページにて公開している．

https://researchmap.jp/muqmnuerm-1939803/（2019 年
３月30日更新）
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資料１　対象論文における数値データの処理と効果量 gと分散 Vg




