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批判的思考の表出判断に及ぼす状況変数と
個人差変数の効果
1

田中 優子 2, 3 国立情報学研究所 楠見 孝 京都大学
Effects of situational and individual variables on critical thinking expression
Yuko Tanaka（National Institute of Informatics）and Takashi Kusumi（Kyoto University）
The present study examined when people decide to choose an expression that is based on critical thinking, and
how situational and individual variables affect such a decision process. Given a conversation scenario including
overgeneralization with two friends, participants decided whether to follow the conversation by a critical-thinking
expression or not. The authors controlled purpose and topic as situational variables, and measured critical-thinking
ability, critical-thinking disposition, and self-monitoring as individual variables. We conducted an experiment
in which the situational variables were counterbalanced in a within-subject design with 60 university students.
The results of logistic regression analysis showed differences within individuals in the decision process whether
to choose a critical-thinking expression, and that some situational factors and some subscales of the individual
measurements were related to the differences.
Key words: critical thinking, situational variables, individual variables, education.
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急速に変化する社会において生徒や学生に求められ
る高校・大学教育のラーニングアウトカムの 1 つに批
判的思考（critical thinking）があげられる。批判的思
考の定義は研究者によって異なるものの，一般的に引
用される定義として「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」があげられる
（Ennis, 1985）。批判的思考への教育的関心は米国に端
を発するが（Dewey, 1910）
，近年はアジア諸国におい
ても，教育的指針やアウトカム・ガイドラインに取り
入 れ る 動 き が 出 て き て い る（Roderick, 1998; Tan &
Gopinathan, 2000）。日本においては，1980 年代にワト
ソン・グレーザー批判的思考テストを日本で実施した
久原・井上・波多野（1983）の研究以来，教育的関心
Correspondence concerning this article should be sent to: Yuko Tanaka,
Nagoya Institute of Technology, Gokisocho, Showa-ku, Nagoya 466-8555,
Japan.（E-mail: tanaka.yuko@nitech.ac.jp）
本研究の一部は日本心理学会第 70 回大会にて発表された。
本研究を進めるにあたり，菊池 聡先生（信州大学），平山
るみ先生（大阪音楽大学短期大学部）には大変なご助力を賜り
ました。心より感謝いたします。
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が徐々に高まっており，近年は，批判的思考力テスト
を入試に導入する動きや4，初等教育から高等教育レ
ベルまでの異なる教科教育での実践的取り組みも見ら
れる（土肥他，2012; 木下・中山・山中，2014; 岡本，
2011）。例えば，理科教育における小学生の批判的思
考を育成する木下他（2014）の実践では，教科と年齢
に応じて独自に開発した教材と指導法が使用されてい
る。授業中に児童はワークシートへの記述や話し合い
活動を行うが，個人で取り組むワークシートに比べて，
話し合い活動での批判的思考パフォーマンスは場面設
定や対人関係の影響を受けやすいものと考えられる。
批判的思考教育への関心の高まりや教育実践が進む
一方で，日本人の批判的思考の個人内変化に関する心
理学的実証研究は十分蓄積されているとは言い難い。
批判的思考は西欧とアジアで文化差があること（Chiu,
2009; Howe, 2004; Ku & Ho, 2010; Stapleton, 2001;
Tiwari, Avery, & Lai, 2003）をふまえると，適切な教育
的介入や教育環境を設定するには，海外の知見を参照
4
長崎大学多文化社会学部入試情報
http://www.hss.nagasaki-u.ac.jp/exam/general.html（2014.7.4）
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するだけでなく，日本の生徒や学生が批判的に考える
力を獲得し，それを発言などで表出するプロセスにお
いて問題となりうることを心理学的に明らかにする必
要がある。本研究は，日本の大学生を対象として批判
的思考の表出判断の背景にある要因を明らかにするこ
とを試みたものである。
批判的思考は，これまで主に能力と態度という 2 つ
の個人差変数で構成されるものと考えられてきた
（Ennis, 1987）。ここでいう能力とは，議論の分析，情
報ソースの評価，問いの明確化，本質的な問題の同定
などを意味する。態度は，他の可能性を探索する意欲，
根拠を探し提供しようとする準備状態，証拠や根拠が
不十分であるときに判断を保留することなどを意味
し，能力とは区別して捉えられている。これらを測定
するものとして，
複数の批判的思考能力テスト（Watson
& Glaser, 1980） や 態 度 尺 度（Facione, Facione, &
Giancarlo, 2001）が開発されている。また，これらの
日本語版（平山・楠見，2004; 平山・田中・河㟢・楠見，
2010; 久原他，1983）を用いて，我が国における批判
的思考教育の授業実践効果を検討した研究も行われて
いる（青柳他，2010; 藤木・沖林，2008; 楠見・田中・
平山，2012）。
一方で，
批判的思考能力や批判的思考態度に加えて，
メタ認知的な機能も批判的思考の重要な構成要素とし
て 位 置 づ け る 立 場 も あ る（Facione, 2004; Halpern,
2003; Kuhn, 2001; Zechmeister & Johnson, 1992）
。例え
ば，Halpern（2003）の批判的思考プロセスモデルでは，
状況に応じて批判的思考が必要かどうかメタ認知的に
判断するプロセスや，適切な批判的思考スキルを選択
するプロセス，また，選択したスキルを適用し表出す
ることによって望ましい結果が得られているか確認す
るモニタリングプロセスにおいてメタ認知が関与する
ことが想定されている。このモデルにおいて，個人差
変数としての批判的思考態度は批判的思考スキルの必
要性に関するメタ認知的判断やスキルの適用プロセス
に影響するものとして想定されている。選択対象とな
るスキルには「議論の分析」
「言語推論」「仮説検証」
などが並ぶ。批判的思考能力テストで測定されるこれ
らのスキルは，Halpern（2003）のモデルでは一連のプ
ロセスの一部にすぎず，どのスキルを限られた認知資
源の中でどのように適用するのかについて導くための
「上位の」機能としてメタ認知が位置付けられている。
Halpern（2003）の理論的モデルは，批判的思考の
個人内変化に影響を及ぼすと想定される状況変数につ
いては具体的な内容は述べられていないが，例えば目
標は状況変数の 1 つであるだろう。Evans & Over（1996）
が論理学や確率論などの規範的ルールに基づくという
意味での合理性と個人の目標達成に効果的であるとい
う意味での個人的合理性をわけているように，目標に
よってはその達成に向けて規準に基づく思考である批

61

判的思考が抑制されることも起こりうる。このような
目標の影響は批判的思考の個人内変化を説明する 1 つ
の状況変数であると考えられる。目標を個人が到達に
向けて努力する最終状態とするならば，個人が置かれ
ている環境としての状況変数として文脈がある。議論
の内容そのものは同じであったとしても，その議論が
行われている文脈によって批判的思考の遂行は変化す
るものと予想される。田中・楠見（2007, 2012）は，
状況変数としての目標と文脈が批判的思考の使用に関
するメタ認知的判断や，批判的思考スキルの適用プロ
セスに影響することを実証的に明らかにした。
しかし，批判的思考の使用判断やスキルの適用と
いった内的プロセスは，批判的に考えた結果を他者に
向かって外的に表出するプロセスと区別する必要性を
示唆する研究もある。例えば，香港でディスカッショ
ン形式を用いた批判的思考教育の実践研究を行った
Chiu（2009）は，face-to-face 環境と比べて，学生はオ
ンライン環境の方が積極的に批判的発言を行う傾向が
あることを示した。この背景には，オンライン環境で
は批判的発言をしても他者のネガティブな表情などの
フィードバックを受けにくいためと考察している。ま
た，Buranapatana（2006）の，タイの大学におけるディ
スカッションに及ぼす教師の影響を検討した研究で
は，学生は教師と意見が異なる場合に，自分の意見を
自信をもって表出することができないことを指摘して
いる。これらの研究は，状況によって，批判的発言の
表出が個人内で変動することを示唆するものである。
それにもかかわらず，批判的発言の表出判断に関す
る研究はほとんど行われておらず，どのような要因の
影響によって批判的発言の個人内変化が生じるのか，
批判的発言の表出と個人差変数は関連があるのかにつ
いては検討されてこなかった。この背景には，批判的
思考がこれまで能力と態度を構成要素とする個人差変
数の観点から検討されることがほとんどであり，個人
内変化への知見が蓄積されてこなかったことが理由と
してあげられる。
個人内変化をもたらす要因や個人差変数との関連を
明らかにすることは，批判的思考の包括的認知プロセ
スモデルの構築に寄与するだけでなく，従来指摘され
てきた批判的思考の文化差（Chiu, 2009）を説明する
新たな理論的枠組みを提供するものと予想される。ま
た，我が国の近年の教育動向において，「思考力・判
断力・表現力」を十分向上させることや，これらを中
心に評価する新テストである「大学入学希望者学力評
価テスト（仮称）」の導入が進められている現状（中
央教育審議会，2014）を鑑みると，客観的評価を行う
上で個人差変数の問題と個人内変化の問題は区別する
必要がある。さらに，自身の中で批判的に考えるだけ
でなく，それを表現として他者と共有することをめざ
すならば，表出プロセスにおける抑制要因を明らかに
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することもまた重要である。
本研究では，批判的思考の表出判断に影響を及ぼす
要因を明らかにすることを目的として，状況変数と個
人差変数が批判的発言の抑制に及ぼす効果を検討する。
状況変数には，目標および文脈（田中・楠見，2007）を
用いる。個人差変数としては，批判的思考の主要構成
要素（Ennis, 1987）として批判的思考能力（久原他，
1983）および批判的思考態度（平山・楠見，2004）に加
え，表出判断に関わると予想されるメタ認知を測定す
る指標としてセルフ・モニタリング（岩渕・田中・中里，
1982）の 3 つを用いる。これらを説明変数とし，批判
的発言の表出判断との関係性を明らかにする。

方

法

参加者
実験は受講者の大半が重複する 2 つの授業で実施
し，
同意をした大学生・大学院生合計 85 名が参加した。
片方しか受講していない参加者 24 名と日本語を母国
語としない 1 名を分析から除き，最終的に 60 名（男
性 23 名，女性 37 名，平均年齢 20.7 歳）を分析対象
とした。
材

料

批判的発言選択課題 批判的発言の表出判断を測定
するための課題を作成した（以下，批判的発言選択課
題とする）
。先行研究より，状況変数が批判的思考の
使用判断やスキル適用プロセスに影響を及ぼすことが
示されていることから（田中・楠見，2007, 2012），こ
れらのプロセスでの個人内変化（批判的な考えが思い
つかなかったために表出されない可能性）と表出判断
での個人内変化（批判的な考えは思い浮かんでいるが
あえて表出しない可能性）が交絡しないよう区別する
必要がある。そこで，本課題においては，批判的発言
とそうでない発言から構成される多肢選択式を採用し
た。これにより，批判的思考の使用判断やスキル適用
プロセスの影響，また，発言の表現能力の影響を避け，
批判的発言を選択するかどうかの表出判断プロセスに
おける個人内変化のみが測定できると予想した。
批判的思考の表出については，批判の内容（例：問
題の明確化，価値判断，情報源の信頼性，推論の適切
性）によって多様な発言が考えられる。本研究では，
その中でも推論の適切性に関する「過度の一般化」と
「証拠不足」を指摘する発言を選択するか否かによっ
て，批判的思考の表出判断と操作的に定義した。これ
らは，一般的な批判的思考スキルとして重視されてい
る（Browne & Keeley, 2007; Ennis, 1987）
。また，我が
国の批判的思考教育実践で用いられることの多いワト
ソン・グレーザー批判的思考能力テストの下位テスト
である推論テスト（久原他，1983）が測定する能力と

も対応するため，個人差変数と表出判断の関連を検討
する上で適切な内容であると考えた。
本課題では，大学生が想像しやすいと予想される「授
業後に友だち 2 人と教室から出てきているところ」を
状況設定とし，目標の提示，他者との会話文，会話文
に続く発言選択肢，選択理由の自由記述から構成され
た。参加者は，自身が会話に加わっているものと想定
した上で，以下に述べる 5 つの発言選択肢の中から 1
つ選択する。
会話文は，友だちとして登場人物 2 名（A と B）の
発言から構成される（Table 1）。まず，A が，
「X とい
う特徴をもつ少数事例について，Y という結果が起
こった」と発言する。それに対し B は，
「X という特
徴をもつ人は全員 Y という結果が起こるという発言」
（過度の一般化）を行う。参加者は，これに続く発言
を選択する。選択肢には，批判的思考にもとづく発言
内容として「証拠不足を指摘する発言」および「過度
の一般化を指摘する発言」の 2 種類（以下，批判的発
言とする），批判的思考と関連のない発言として「当
たり障りのない発言」および「場をもりあげる発言」
の 2 種類（以下，批判的でない発言とする）を設定し
た。さらに，自由記述で回答できる選択肢として「そ
の他」を設け，合計 5 つの選択肢から構成された。発
言の選択肢の呈示順序は，「その他」を除いて参加者
内でカウンターバランスがとられた。
状況変数としての目標には，田中・楠見（2007）で
用いられた正しい判断をするという目標（以下，正し
い判断条件とする）および楽しい雰囲気にするという
目標（以下，楽しい雰囲気条件とする）に，新たに具
体的目標を呈示しない統制条件を加え 3 条件とした。
正しい判断条件と楽しい雰囲気条件では，会話の状況
を設定するリード文の後に，目標を設定する内容を 1
文（それぞれ，「今日の授業で，物事を冷静に判断す
ることがいかに学問や社会の発展にとって重要である
かという話を聴き，あなたは自分も物事を正しく判断
できる大学生になりたいと思っています」，「今日の授
業は大変むずかしい内容だったので，あなたは少し雑
談しながら，楽しい雰囲気にしたいと思っています」）
呈示した。
状況変数としての文脈は，会話の表層的トピック（以
下，トピックとする）を変えて操作した。トピックは，
田中・楠見（2007）5で批判的思考を行うことが「効果

批判的思考が「効果的」「非効果的」と考えられる文脈につ
いて，自由記述でそれぞれ 332，299 の項目を収集した。「効果的」
文脈には「高価なものを買うとき」「新聞を読むとき」「議論を
5

するとき」などの項目が，「非効果的」文脈には「占いを信じた
いとき」
「音楽を聴くとき」
「疲れているとき」などのカテゴリー
が含まれた。KJ 法およびクラスター分析によって各文脈からそ
れぞれ 7 カテゴリーが抽出された。
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Table 1
批判的発言選択課題の会話文と選択肢
Ａ：
「最近，留学してみたいなぁと思うようになって，そのために英会話を勉強したいんだけど，
どんな教材がいいかな。サークルの友達の知り合いが使っている教材は，一式で 10 万円もする
んだけど，それで勉強するようになってかなり話せるようになったんだって。友達も知り合いに
会話文
すすめられて使ったら洋画の会話が聞き取れるようになったらしいんだ。
」
「英語教材」

B：
「10 万円かぁ。でも，それで英会話ができるようになるんだから，安いんじゃない？ バイト
がんばらないとね！」
1. 英会話の勉強がんばってね
2. その教材を使えばペラペラになるかもよ
選択肢 3. その教材を使ったからといって英会話ができるようになるとは限らないよね
4. たった 2 人の結果だけで判断していいのかな
5. その他（
）
Ａ：
「今朝のテレビのラッキー占いでふたご座が 1 位だったんだ。昨日の 1 位はおとめ座で，おと
め座の友達は，昨日偶然行ったお店が半額セールをやってたんだって。一昨日の 1 位はおうし座
だったんだけど，おうし座の友達も，その日いいことがあったって喜んでたなぁ。私はふたご座
会話文
なんだけど，今日なにかいいことあるかな。
」

「占い」

B：
「それはすごいね。あの番組のラッキー占いは当たるってことだから，きっと A さんにもいい
ことあるよ。私も明日チェックしてみようっと！」
1. 私も明日みてみようかな
2. もしかしたら A さんに運命の出会いがあるかもよ
選択肢 3. あの番組の占いが必ず当たるとは言い切れないよね
4. たった 2 人の結果だけで判断していいのかな
5. その他（
）
Ａ：
「聞いてよ。今度見に行く映画の主役の役者が，実は二重まぶたに整形しているらしいって週
刊誌に書いてあったよ。前から好きだったんだけど，整形だったとしたらちょっとショックだ
なぁ。最近，ネットでも整形している芸能人が写真つきで何人か載ってたりするけど，ついつい
会話文
気になって見てしまうよね。
」

「うわさ」

B：
「えーそうなんだ！ でも芸能人はみんな整形してるってことだから気にすることないよ。映
画楽しんでおいでよ！」
1. 映画おもしろいといいね
2. もしかしたら共演の役者も整形だったりしてね
選択肢 3. すべての芸能人が整形だとは言い切れないよね
4. 何人かの情報だけで判断していいのかな
5. その他（
）

注） 選択肢 1 ─ 4 は順に「当たり障りのない発言」
，「場をもりあげる発言」，「証拠不足を指摘する発言」，「過度の一般化を指摘する
発言」
。呈示順序は参加者間およびトピック間でカウンターバランスがとられた。

的」と判断された文脈の 1 つである「高価なものを購
入する文脈」に対応させ，高価な英会話教材を購入す
るトピック（以下，英語教材とする），逆に「非効果」
と判断された文脈に対応させた占いに関するトピック
（以下，占いとする）の 2 題を作成した。さらに，い
ずれの文脈にも該当可能なトピックとして，芸能人の
うわさ話に関するトピック（以下，うわさとする）を
1 題作成し6，合計 3 題で構成された。これら 3 題は，
表層的トピックは異なるものの，会話の論理構造や選

6

「芸能人のうわさ」トピックは，先行研究（田中・楠見，

2007）における「効果的」文脈の「うわさ話を聞くとき」と「非
効果的」文脈の「どうでもいいおしゃべりをするとき」のいず
れにも該当可能なものとして設定した。

択肢は上述の内容で共通している。各トピックの会話
文と選択肢を Table 1 に示す。
課題冊子は，表紙 1 枚，3 題の会話トピックを表示
した用紙が目標条件ごとに各 1 枚，合計 4 枚で構成さ
れた。目標 3 条件の呈示順序は，まずベースラインと
して具体的目標のない統制条件を最初に呈示した。残
りの 2 条件について，順序効果の影響を避けるため，
参加者間でカウンターバランスがとられた。また，前
の回答が後続の回答に及ぼす影響を極力避けるため，
一度回答が終わったページには戻らないよう教示し
た。各目標条件のページの最後には，発言選択の理由
を任意で述べる自由記述欄を設けた。
批判的思考能力テスト ワトソン・グレーザー批判
的思考能力テスト（Watson & Glaser, 1980）の下位テ
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ストにあたる日本語版推論テストを用いた（久原他，
1983）。本テストは事実を述べた 4 つの問題文と，そ
こからの推論した事柄を述べる文（合計 20 文：以下，
推論文とする）から構成される。推論文はその内容か
ら，
「クラスの形式的推論（2 項目）
」，「クラスのファ
ジィ推論（8 項目）」，
「省略のあるファジィ推論（6 項
目）
」，
「前提の認定（4 項目）」の 4 タイプに分けられる。
このような推論能力は議論を分析する上で重要であ
り，複数の批判的思考のモデルにおいて共通して存在
す る 能 力 で あ る（Ennis, 1987; Facione, 2004; Kuhn,
2001）。また，批判的発言選択課題で対象とする「過
度の一般化の指摘」や「証拠不足の指摘」などの発言
内容とも対応する。これにより，個人差変数としての
批判的思考能力と，議論の分析結果を他者に表出して
伝えるという表出判断の関連性を対応付けて検討する
ことが可能になる。本テストで測定される批判的思考
能力が高い人は，批判的発言選択課題における会話文
の問題点に気づきやすく，発言としての表出につなが
りやすいと予想される。さらに，久原他（1983）の邦
訳版下位テストは日本語で利用できる現時点では数少
ない批判的思考能力テストであり，これまでに楠見他
（2012）や向居（2012）など複数の教育実践研究でも
使用されている。本テストを用いることで，本研究の
結果を先行研究結果と対応付けてとらえることが可能
になると期待される。
参加者は，問題文の中で述べられている情報をもと
に，
各推論文の確からしさについて，
「真」，
「たぶん真」，
「材料不足」，
「たぶん偽」，「偽」の中から 1 つ選択す
るよう求められた。問題文の提示順序は，参加者間で
カウンターバランスがとられた。各推論文に正しく回
答した場合に 1 点，合計 20 点満点とした。
批判的思考態度尺度 平山・楠見（2004）の批判的
思考態度尺度を用いた。この尺度は，
「論理的思考へ
の自覚」（13 項目，例：複雑な問題について順序立て
て考えることが得意だ），「探究心」（10 項目，例：い
ろいろな考えの人と接して多くのことを学びたい），
「客観性」
（7 項目，例：いつも偏りのない判断をしよ
うとする），
「証拠の重視」
（3 項目，例：結論をくだ
す場合には，確たる証拠の有無にこだわる）の計 4 因
子，33 項目から構成される。各項目に対して，「1. あ
てはまらない」から「5. あてはまる」までの 5 段階で
評定を求めた。
セルフ・モニタリング尺度 Snyder（1974）による
セ ル フ・ モ ニ タ リ ン グ 尺 度 の 日 本 語 版（ 岩 渕 他，
1982）を用いた。セルフ・モニタリング尺度は，社会
的状況に応じて自己表出を変える傾向を測定するもの
であり，外的・社会的な関心の高さを示す「外向性」（8
項目，例：人前ではきまりが悪くて思うように自分を
出せない（逆転項目）），ある状況での行動の適切さへ
の関心などを示す「他者志向性」
（11 項目，例：状況

や相手が異なれば，自分も違うように振るまうことが
よくある），および，演技して他者を喜ばせたり，人
前で流暢に話せることを示す「演技性」（3 項目，例：
たぶん，よい役者になれるだろうと思う）の計 3 因子，
22 項目から構成される。各項目に対して，「1. 全くそ
う思わない」から「5. 非常にそう思う」までの 5 段階
で評定を求めた。
手続き
批判的思考能力テストおよび批判的思考態度尺度へ
の回答が，発言選択課題での回答に影響を及ぼす可能
性を考慮し，実験は初回と 2 回目の間に約 2 週間あけ
て小集団で実施した。初回では，まず，「大学生の考
え方に関する調査」と書かれた表紙，テストの説明，
能力テストから構成される冊子を配布し，全員が説明
を読んだ後，制限時間 12 分以内に回答するよう求め
た。続いて，批判的思考態度尺度の冊子を配布し，自
分のペースで回答するよう求めた。2 回目では，
「大
学生の会話文読解に関する調査」と書かれた表紙，発
言選択課題，セルフ・モニタリング尺度から構成され
る冊子を配布した。
参加者は自分のペースで回答した。

結

果

批判的発言選択課題のコーディング 批判的発言の
選択の有無について，「証拠不足を指摘する発言」ま
たは「過度の一般化を指摘する発言」のいずれかを選
択した場合を 1 とした。一方，「当たり障りのない発
言」，「場をもりあげる発言」を選択した場合を 0 とし
た。「その他」の自由記述については，会話文におけ
る B の発言が論理的に飛躍している点を指摘してい
る記述を 1，B の発言に対して否定的な記述であって
も，証拠不足や過度の一般化と関連しない意見（例：
バイトする時間があったら勉強したら？）や価値観
（例：10 万円の英語教材は高い）を述べている記述は
0 とした。自由記述について，実験者と心理学を専攻
している大学院生の 2 名独立にコーディングを行った
結果，全 86 の対象回答について 96.5％の一致率が得
られた。Cohen の kappa 係数を求めた結果，k = .84 で
あったため，得点化は信頼性があるものと判断した。
残りの 3.5％の回答については，2 名のコーダーで協
議を行い批判的発言に該当するかどうか判断した。
個人差変数の結果 批判的思考能力テストの合計得
点の平均は 9.33 点（SD = 3.01）であった。次に，批
判的思考態度尺度についてクロンバックの α 係数を算
出したところ，全体では .87，各因子では，論理的思
考 へ の 自 覚， 探 究 心， 客 観 性， 証 拠 の 重 視 の 順
に .86，.76，.75，.54 であった。セルフ・モニタリン
グ尺度についても同様にクロンバックの α 係数を算出
した結果，全体で .86，各因子では，外向性，他者志
向性，演技性の順に，.79，.67，.68 であった。
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Table 2
批判的発言選択率（N = 60）
トピック
目標

英語教材

占い

うわさ

目標別平均

正しい判断

78.3%（47）

68.3%（41）

63.3%（38）

70.0%

統制条件

51.7%（31）

23.3%（14）

25.0%（15）

33.3%

8.3% （5）

3.3% （2）

1.7% （1）

4.4%

楽しい雰囲気
トピック別平均

46.1%

31.7%

30.0%

注） 括弧内の数字は頻度を示す。

Table 3
批判的発言選択の規定要因（ロジスティック回帰分析）
（N = 60）
説明変数

β

SE

p

OR

95% CI

状況変数
目的：正しい判断

1.69

0.24

＜ .001

5.45

［3.41, 8.85］

目的：楽しい雰囲気

– 2.52

0.41

＜ .001

0.08

［0.03, 0.17］

トピック：英語教材

1.09

0.28

＜ .001

2.96

［1.72, 5.19］

トピック：占い

0.12

0.28

.677

1.12

［0.65, 1.94］

個人差変数
能力：クラスの形式的推論

– 0.02

0.13

.857

0.97

［0.76, 1.25］

能力：クラスのファジィ推論

0.33

0.13

.012

1.39

［1.08, 1.79］

能力：省略のあるファジィ条件文推理

0.14

0.13

.027

1.15

［0.89, 1.49］

能力：前提の認定

– 0.13

0.12

.269

0.87

［0.69, 1.11］

態度：論理的思考への自覚

– 0.20

0.16

.210

0.82

［0.59, 1.12］

態度：探究心

– 0.01

0.12

.953

0.99

［0.78, 1.27］

態度：客観性

0.11

0.16

.487

1.12

［0.82, 1.54］

態度：証拠の重視

0.34

0.13

.021

1.36

［1.05, 1.78］

セルフ・モニタリング：外向性

0.36

0.16

.027

1.44

［1.05, 1.99］

セルフ・モニタリング：他者志向性

– 0.08

0.13

.547

0.92

［0.71, 1.20］

セルフ・モニタリング：演技性

– 0.10

0.16

.503

0.90

［0.66, 1.22］

注） 能力 = 批判的思考能力，態度 = 批判的思考態度，OR = odds ratio，CI = conﬁdence interval。目的変数は，批判的
発言選択の有無（1 = 選択あり，0 = 選択なし）。R2 = .31（Hosmer-Lemeshow）, .97（Cox-Sness）, .98（Nagelkerke）
. AIC
= 511.97，BIC = 580.64.

批判的発言選択の有無への状況変数および個人差変
数の効果（ロジスティック回帰分析） Table 2 に，目
標とトピック別の批判的発言選択率を示す。3 つのト
ピックの平均で目標別にみると，正しい判断条件では
70.0％，楽しい雰囲気条件では 4.4％であった。トピッ
ク 別 に み る と， 英 語 教 材 ト ピ ッ ク が 最 も 高 く 平 均
46.1％，うわさトピックでは 30.0％であった。目標と
トピックの組み合わせにおいて，批判的発言選択率が
最も高かったのは正しい判断条件における英語教材ト
ピックの 78.3％，最も低かったのは楽しい雰囲気条件
におけるうわさトピックの 1.7％であった。
批判的発言選択の有無（選択＝ 1，非選択＝ 0）を
目的変数，目標，トピック，批判的思考能力，批判的
思考態度，セルフ・モニタリング尺度を説明変数とし

てロジスティック回帰分析を行った。その際，状況変
数はダミー変数として，個人差変数は下位能力・因子
別に標準化し，強制投入法によりモデルに投入した
7
（Table 3）
。その結果，状況変数については，目標では，
正しい判断条件（β = 1.69, p ＜ .001）および楽しい雰
囲気条件（β = – 2.52, p ＜ .001）の有意な効果がみられ
た。統制条件を基準にした場合の正しい判断条件にお
ける批判的発言選択のオッズ比は 5.45（95% CI［3.41,
8.85］
）
，楽しい雰囲気条件のオッズ比は 0.08（95% CI
［0.03, 0.17］
）であった。文脈については，英語教材ト
7
各変数間の交互作用についてもロジスティック回帰分析に
より検討したところ，有意な交互作用はみられなかったため，
ここでは独立変数間の積の投入は行わない。
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Table 4
各目標下における批判的発言選択率の変化（N a = 180）
正しい判断条件
あり
統制条件

楽しい雰囲気条件

なし

計

あり

なし

計

あり

96.7% （58）

3.3% （2）

60 （33.3%）

11.7%（7）

88.3% （53）

33.3% （60）

なし

56.7% （68）

43.3%（52）

120 （66.7%）

0.8%（1）

99.2%（119）

66.7%（120）

計

70.0%（126）

30.0%（54）

180（100.0%）

4.4%（8）

95.6%（172） 100.0%（180）

注） 括弧内の数字は頻度を示す。
「あり / なし」= 批判的発言選択の有無。
a

3 つのトピックの合計（3 トピック× 60 人）。

ピック（β = 1.09, p ＜ .001）において有意な効果がみ
られた。うわさトピックを基準とした場合の批判的発
言選択のオッズ比は 2.96（95% CI［1.72, 5.19］
）であっ
た。占いトピックでは有意な関連は見られなかった。
個人差変数については，批判的思考能力の「ファジィ
クラス推論」
（β = 0.33, p ＜ .05），
批判的思考態度の「証
拠の重視」
（β = 0.34, p ＜ .05），およびセルフ・モニ
タリング尺度の「外向性」（β = 0.36, p ＜ .05）が批判
的発言選択に有意な効果を及ぼすことが明らかになっ
た。それぞれのオッズ比は，1.39（95% CI［1.08, 1.79］
），
1.36（95% CI［1.05, 1.78］），
1.44（95% CI［1.05, 1.99］）
であった。
発言選択の変化 続いて，批判的発言選択の変化と
目標の関係について検討した。具体的目標が明示され
ない統制条件を基準とすると，目標を与えられた時の
批判的発言の選択変化パターンは，批判的発言の「あ
り / なし」の組み合わせにより 4 つに分けられる。目
標の影響に焦点を当てるため 3 つのトピックの反応を
合算し，4 パターンの生起頻度とその割合を Table 4
に示す。
まず，正しい判断条件と統制条件間における批判的
発言選択率についてカイ二乗検定を行った結果，これ
らの条件間では有意な関連はみられず，統制条件で批
判的発言を選択する回答の 96.7％，選択しない回答の
56.7％が正しい判断条件において批判的発言を選択し
た。一方で，楽しい雰囲気条件と統制条件についてカ
イ二乗検定を行ったところ，これらの関連は有意であ
り（χ2（1, N = 180）= 11.05, p ＜ .001）, 統制条件で批
判的発言を選択した人が楽しい雰囲気条件でも批判的
発言を選択する割合は 11.7％であるのに対して，統制
条件で批判的発言を選択しなかった人が楽しい雰囲気
条件で批判的発言選択を行う割合は 0.8％であった。
統制条件において批判的発言を選択した人が楽しい雰
囲気条件でも批判的発言を選択するオッズは，統制条
件で批判的発言を選択しない人と比べて，15.49 倍
（95% CI［1.91, 711.44］）高かった。

考

察

結果より，批判的発言の表出判断には状況変数や個

人差変数の一部が影響することが示された。
状況変数の効果について 具体的目標が明示化され
ていない統制条件における批判的発言選択率（Table 2）
は平均で約 3 割，トピック別には 23.3 ─ 51.7％とば
らつきがみられた。批判的発言選択率は，目標とトピッ
クの組み合わせによって 1.7 ─ 78.3％と大きな変化が
みられた。
目標の効果については，正しい判断条件で批判的発
言が選択されやすいこと，逆に，楽しい雰囲気条件で
は批判的発言が選択されにくいことが明らかとなっ
た。特に，楽しい雰囲気条件において批判的発言を選
択しない比率は 95% を超え，高い割合を示した。選
択しない理由について，自由記述をみると「水をさし
たくない」，
「場を盛り上げたい」，
「悪い空気にしたく
ない」などがあげられていた。楽しい雰囲気にすると
いう目標は，批判的思考の使用判断の抑制要因でもあ
り（田中・楠見，2007），日本の大学生が，批判的に
考えたり，それを表出することで楽しい雰囲気が崩れ
るという信念を形成していることを示唆している。一
方で，正しい判断するという目標は全体としては批判
的発言の選択を促すという結果（63.3 ─ 78.3％）が得
られたが，詳細にみると，目標呈示後も批判的発言を
選択しない回答がトピック全体で約 3 割あった。2 つ
の目標はそれぞれ批判的発言選択に影響を及ぼすもの
の，楽しい雰囲気にしたいという目標の影響力の方が
強いことが示された（Table 3）。批判的発言選択の変
化については，Table 4 に示したとおり，統制条件に
おいて批判的発言を選択する人は選択しない人より
も，楽しい雰囲気条件においても批判的発言を選択す
る可能性が高い（それぞれ 11.7％と 0.8％）ことが示
された。
上述の通り，本研究では批判的発言をあらかじめ選
択肢として呈示しており，批判的思考をそもそも使用
するかどうかといった判断や批判的な考えを思いつく
かどうかといったプロセスの影響は除外しているが，
これらのプロセスにおける抑制要因の影響が組み合わ
さった場合には，批判的思考が発言として表出に至る
割合はさらに低くなるものと予想される。
次に，トピックの効果については，うわさトピック
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を基準として，英語教材トピックにおいて批判的発言
が選択されやすいという結果が得られた。このトピッ
クは田中・楠見（2007）において批判的思考が「効果
的」と判断された「高価なものを購入する文脈」に対
応しており，批判的思考の表出判断においても促進要
因となることが示された。一方で，「非効果的文脈」
に分類される占いトピックについては有意な効果はみ
られなかった。基準としたうわさトピックの批判的発
言選択率（30.0％）が占いトピック（31.7％）と類似
していたことから，これらのトピックが類似したもの
として認識されたため，占いトピックの効果が識別さ
れなかった可能性が考えられる。
個人差変数の効果について 各個人差変数の下位ス
コアと批判的発言選択の関連がみられた（Table 3）
。
批判的思考能力については，クラスのファジィ推論に
おいて得点の高い人が批判的発言を選択する傾向があ
ることが示された。クラスのファジィ推論とは，「い
くつもの要素について真であれば，全体についてもた
ぶん真」（久原他，1983）というように，小さな集合
の要素をもとに大きな集合の要素を帰納的に推論する
内容を含むものである。発言選択課題では，小さな集
合である少数事例を一般化するという内容であったた
め，クラスのファジイ推論で得点の高い者は，発言の
問題点に気がつきやすいため，批判的発言の選択につ
ながったと考えられる。
批判的思考態度については，証拠の重視因子が批判
的発言選択にポジティブな影響を及ぼしていた。発言
選択課題の会話文では A の話す少数事例は B の導く
一般化には十分な証拠ではないため，証拠を重視する
態度の強さが批判的発言選択を高めたと考えられる。
セルフ・モニタリング尺度については，外向性因子の
みにおいて批判的発言選択に効果がみられた。このよ
うな各個人差変数の下位スコアの影響が発言選択課題
の内容（過度の一般化や証拠不足）との関連によるも
のであるとすると，発言内容が変化すれば個人差変数
との関連も変化する可能性もあるが，一方で，関連す
る個人差変数の獲得が批判的発言の表出促進につなが
ることを示唆するものである。
批判的思考表出の個人内変化と教育への示唆 以上
より，批判的発言の表出判断は，状況変数と個人差変
数の一部の影響を受けて個人内で変化することが示さ
れた。批判的発言を常に表出するとは限らないことを
示す本結果は，必ずしも否定的解釈を導くわけではな
い。例えば，大学生がクリティカルシンカーに対して
ネガティブなイメージを形成していることを明らかに
した廣岡・小川・元吉（2000）の調査結果をふまえる
と，楽しい雰囲気にしたいという目標を達成するため
に批判的発言の表出を抑制しようとすることは，社会
的文脈を考慮する「社会的クリティカルシンキング」
（廣岡・元吉・小川・斎藤，2001）の現れとしてとら
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えることもできるだろう。
友達との会話における批判的発言の必要性の解釈は
人によって異なるであろうし，批判的発言の表出判断
は最終的には個人の選択に委ねられる。一方で，授業
場面においては，このような社会的文脈を考慮するこ
とが批判的思考教育に支障をもたらすおそれがあるこ
とについては留意しておく必要がある。例えば，ディ
スカッション場面において友人関係の表層的調和を優
先すれば，批判的意見を表出する機会や他者の批判的
な考えから学ぶ機会が減るだろう。このことは，授業
中にグループワークやディスカッション場面を用意す
れば批判的思考の育成がうまくいくというわけではな
いことを示唆している。グループワークやディスカッ
ションで求められるコミュニケーション力は，単に学
生同士の葛藤を避けるという意味での調和ではなく，
課題解決という目標に迫るためものであるだろう。活
発な批判的思考にもとづくディスカッションが行われ
るには，
教師がその目標や文脈をしっかりと組み立て，
学生とそれらを共有しておくことが重要である。
また，思考力の評価という観点からは，学生が人か
ら嫌われたくないなどの意図をもってあえて批判的発
言を表出していないのか，そもそも批判的な考えがで
きていないのかについては，問題の所在が異なるため
区別されるべきである。本研究で明らかになった批判
的思考表出の個人内変化とそれに及ぼす状況変数と個
人差変数の影響は，批判的思考パフォーマンスの変化
（Buranapatana, 2006; Chiu, 2009）を理解する上で 1 つ
の解釈を示すものであり，今後の批判的思考教育の授
業環境設定や教授法の改善に利用することが可能であ
る。
今後の課題 今回用いた研究手法には課題も残され
ている。第一に，本研究で用いたトピックは目標と比
べると特殊性が高く，トピックの差が意味するものは
限定的である。例えば，批判的思考が「効果的文脈」
に対応する高価なものを購入するという英語教材ト
ピックは，実験者が意図した通り，値段の高さに言及
するコメントが自由記述欄に複数見られたものの，統
制条件での発言選択率が 5 割程度であったことから，
批判的発言が必要なトピックであるかどうかの認識に
は個人差がみられる。よって，トピックの差は，批判
的思考が「効果的 / 非効果的」と認識される差に対応
するかどうかは明瞭ではなく，今回用いた 3 つのト
ピックの特殊性の影響が出た可能性も残る。
第二の課題として，目標の操作方法があげられる。
本研究では，個人内変化の測定を目的として参加者内
要因として目標を呈示した。そのため，目標の影響を
測定する課題であることを参加者が認識した可能性が
ある。各目標に対する期待を参加者が推測し，それに
応じて反応を変えたとしても，それ自体が目標の認知
の影響を反映するため，結果の解釈に本質的な違いは
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ない。しかしながら，日常場面においては，目標が明
示化されていないこと，外から与えられるのではなく
自ら目標を変更しうること，相反する目標が重層的に
認識されることも多い。そのような状況での目標が，
批判的思考の表出判断にどのような影響を及ぼすのか
については推測の域を出ない。ただし，目標のような
状況変数を非明示的な手続きで実験的に操作すること
は現実的には困難であると予想される。よって，今後
は，教育実践において，教示による学生の反応の変化
を観察するなどの事例研究によって確認されるものと
考えられる。
さらに，目標やトピックは状況変数の一部であり，
対人関係やコミュニケーション能力といった変数も表
出判断に影響を及ぼす要因として検討の対象とすべき
だろう。今後，批判的思考プロセスの包括的解明に向
けて，従来焦点の当てられてきた批判的思考の能力や
態度といった個人差に加えて，使用判断から表出に至
る批判的思考の個人内変化，そしてこれらの相互の関
連について研究を蓄積することが期待される。
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