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1．はじめに

叡智は，「物事の本質を見通す，深くすぐれた
知性」 （新明解国語辞典第七版， 2011） と定義され
ている。これは，反省的で合理的な思考である批
判的思考と親和性が高いように思える。実際，楠
見 （2011） や子安 （2015） は，批判的思考が叡智を
支える不可欠の要素と論じている。

しかし批判的思考概念は多様であり，一枚岩で
はない （道田， 2003；Russell, 1963；Walters, 1994a
など）。叡智にも多様な定義・概念が存在する

（Birren & Fisher, 1990；春日・佐藤・高橋， 2017；
Staudinger & Glück, 2011；髙山， 2009）。従って，
叡智と批判的思考の関係は，丁寧かつ詳細に検討
される必要がある。

本稿前半では，叡智と批判的思考がどのような
関係にあるのかについて，複数の概念をもとに検
討した。後半では，それが学校教育の文脈でどの
ように育成可能かについて論じた。

1.1　本稿で取り上げる叡智概念
叡智概念の心理学的研究は，暗黙理論（主観的

理論） と明示的理論に大別して論じられることが
多い （Staudinger & Glück, 2011；Sternberg, 1985b；
髙山，2009）。明示的理論は，特定の心理学理論
のなかで叡智を概念化したものである。元になる
理論には，認知発達研究，パーソナリティ発達研
究， 知能研究という 3 つの流れがある （髙山， 
2009）。明示的理論は， 心理学理論を背景に叡智の
より深い理解を提供している （Sternberg, 1990）。
暗黙理論は，叡智を人々がどのようにイメージし
ているかを明らかにしたものである。暗黙理論で
は，叡智と関わる単語や文を評定させ，多変量解
析を用いて叡智の構造の広がりを明らかにしてい
る。暗黙理論は明示的理論の基礎になるものであ
り （Sternberg, 1985b），叡智測定の元にもなる （髙
山，2009）。すなわち明示的理論と暗黙理論は，
深さと広さに違いがあり，両者は叡智という概念
を異なる側面から捉えているといえる。

本稿では，暗黙理論と明示的理論の両方を取り
上げた。叡智と批判的思考との関係が詳細に検討

叡智としての批判的思考
―その概念と育成―

道　田　泰　司
琉球大学

Critical thinking as wisdom: Its concept and way of development

Yasushi MICHITA
University of the Ryukyus

This review paper has two parts. First, the relationship between critical thinking concepts and certain 
wisdom theories were examined. The wisdom theories were the implicit theory of wisdom (Sternberg, 
1985b),	 the	reflective	judgement	model	(Kitchener	and	King,	1981),	and	the	balance	theory	of	wisdom	
(Sternberg, 1998). The second wave of critical thinking concepts and wisdom theories have many overlaps. 
This overlap is called “critical thinking as wisdom.” In the second part of this paper, critical thinking prac-
tices in the context of Japanese primary/secondary education were categorized. Based on these practices, six 
categories	were	identified:	skill	developing,	evaluating/judging,	repolishing,	multiple	viewpoints,	questioning,	
and criterion examining. Second, the problem of how wisdom can be developed in school was discussed.

Key words: critical thinking, second wave, primary education, secondary education, wisdom
キーワード：批判的思考，第二波，初等教育，中等教育，叡智



心理学評論　Vol. 61, No. 3

— 232 —

されたことはないので，その第一歩として本稿で
は，批判的思考とある程度の関係が想定される，
認知面を重視している叡智理論を取り上げた。明
示的理論としては，認知発達研究から Kitchener
らの反省的判断モデル，知能研究から Sternberg
の叡智のバランス理論を取り上げた。暗黙理論 
としては，知性・創造性と叡智とを比較している
Sternberg （1985b） を取り上げた。

本稿では以上 3 つの理論を用い，批判的思考概
念との関係について検討した。

1.2　本稿で取り上げる批判的思考概念
批判的思考の語が思考研究の文脈で用いられた

のは Dewey （1910） が最初であるが， それ以降， い
くつかの異なる概念が見られる （樋口， 2013；道
田， 2003；Walters, 1994a）。本稿では， 批判的思考
概念が明確化され，議論が盛んに行われるように
なった 1960 年代以降の批判的思考概念について，
Walters （1994a） を参考に整理する。

批判的思考研究の初期においては，命題の論理
的評価が重視されていた（Ennis, 1962 など）。こ
れを Walters （1994b） は「論理主義」 と呼んでい
る。論理的分析のみを批判的思考とみなす立場で
ある。Ennis （1962） は，Dewey （1933） の問題解
決の基準があいまいであることを批判し，論理的
な基準を設定し，批判的思考を 「命題を正しく評
価すること」と定義づけた。批判的思考態度を想
定せず，批判的思考技能としての形式的・非形式
的論理学を重視した。対象とするのは「命題」で
あり，その正誤を論理的に評価することが論理主
義における批判的思考となる。批判的思考の測定
は，多肢選択式テストが用いられる。

1980 年代以降，批判的思考は論理分析にとど
まらないと考える研究者が現れた。その考え方は
大きく 2 種類ある。一つは，創造的思考や文脈の
視点などが取り入れられてはいるものの，中核に
は論理的分析があり，汎用的技能を用いて論理的
に問題解決や意思決定を行うことを目的とした概
念である。ここではそれを「解決志向」の批判的
思考 （道田， 2004） と呼ぶ〔道田（2003） は「一般
的な批判的思考」と呼んでいたが，内容の分かり
やすさから「解決志向」 とした〕。例えば先に述
べた Ennis は，McPeck （1981） に定義の狭さを指
摘され，「何を信じ何を行うかの決定に焦点を当

てた合理的で反省的な思考」 と定義づけた （Ennis, 
1985）。ここには，意志決定や問題解決も視野に
入っている。合理的思考だけでなく反省的思考 
も含まれており，彼は批判的思考能力と態度の 
両方について， リストを提出している。あるいは
Facione （1990） は， 批判的思考の専門家 46 人の考
えを整理して合意の得られた共通項をまとめ，解
決志向的な批判的思考概念を提出している。解決
志向の研究者は，批判的思考能力を多肢選択式テ
ストで測定可能と考えている。

もう一つは，良い思考を客観的で脱文脈的な論
理的分析にとどまらないと強く考える立場で，こ
れを Walters（1994b）は「第二波」と呼んでいる。
問題解決や意思決定だけでなく，他者への共感・
ケア・主観的理解を含めたり，領域固有性を強調
したり，技能よりも態度や思考過程を重要視する
ものである。

たとえば Paul （1992, 1994） は，多様な個人や集
団の興味を考慮する公正な思考を「強い意味の批
判的思考」と呼び，特定の個人や集団，単一の論
理のみを考える「弱い意味の批判的思考」と区別
した。弱い意味の批判的思考とは，批判的思考を
自己防衛的な方法で使うことである。強い意味の
批判的思考とは，自己反省的な批判的思考であ
り，本来的な意味での批判的思考といえる。Paul

（1992） は強い意味の批判的思考を支える態度と
して，表 1 のものを挙げている。

McPeck は批判的思考を，「反省的な懐疑をもっ
てある活動に携わる態度と技能」 （McPeck, 1981）
と反省性を強調して定義しているが，彼は普遍 
的な批判的思考を否定し，領域固有の知識を批 
判的思考の「知識成分」 と呼んで重視している 

（McPeck, 1994）。「批判成分」 としての，熟慮し
効果的な疑問を出し判断を保留する能力も，知識
成分に「寄生」しているもので，結局批判的思考
ができるかどうかは，当該領域の知識の量によっ
て変わると考えている。
Brookfield（1987）は批判的思考を，「自分や他

人の思考や行動の底にある仮定を反省し，別の思
考や生活の方法を熟考すること」と，やはり反省
性を重視して定義している。また，詳細は 3.1.2
で述べるが，Clinchy （1989） は論理主義的な批判
的思考を「疑うゲーム」 と呼び，そうではない，
自分の視点を脇に置いて相手の論理を見つける
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他者への関心，現実世界の技能の 5 カテゴリーに
集約している。髙山 （2009） は，認知に関わる側
面（学習知，経験知，理解力，判断力），感情・
パーソナリティ・モチベーションに関わる側面

（他者への関心），内省的な側面 （内省的態度） と，
3 側面（6 要素） に整理している （表 2）。それら
も念頭におきつつ，以下では Sternberg （1985b）
の結果と批判的思考の関係を検討する。

Sternberg は，芸術学，経営学，哲学，物理学
の大学教授と一般成人に，知的な人（intellectual 
person），創造的な人（creative person），叡智のあ
る人 （wise person） を特徴づける行動を挙げさせ
た。それらを大学生に類似度で分類させ，多次元
尺度法を用いて整理した結果，叡智に関しては 
6 つの要素が見出された。

第 1 の要素は「推論能力」である（Bluck and 
Glück は「認知的能力」，髙山は「学習知」に分
類）。項目としては，「問題や状況を見る能力，解

「信じるゲーム」について，批判的思考の文脈で
論じている。

これら第二波の考えは，すべてが同じ方向を向
いているわけではないが，論理的分析だけを批判
的思考と考えないこと，領域普遍的な批判的思考
技能よりも批判的思考態度を重視すること，多肢
選択式テストで扱われるような問題ではなく現実
の複雑な問題をそのまま扱おうとすること，など
についてはかなり共通している。

本稿では，論理主義，解決志向，第二波という
3 種類の批判的思考を取り上げ，叡智との関係に
ついて検討した。

2．叡智の暗黙理論と批判的思考

叡智の暗黙理論研究にはいくつかあり，概ね 
類似した結果が得られている。それを Bluck and 
Glück （2005） は，認知能力，洞察，反省的態度，

表 1　強い意味の批判的思考を支える態度 （Paul, 1992 より作成）

態度 説明

知的謙遜 自分の知識の限界に気づくこと。自分の自己中心性に気づき，バイアスや偏見に気づくことが含
まれる。

知的勇気 これまでにあまり厳密に考えてこなかったアイデア，信念，視点に，進んで公平に向き合い，評
価すること。

知的共感 他人を心から理解するために，自分自身を他人の位置に置くことを想像する必要性を認識するこ
と。

知的誠実 自分自身の思考に対して誠実である必要性，他者にも自分にも同じ規準を適用する必要性を認識
すること。

知的忍耐 困難や障害や欲求不満があっても，知的洞察と真実を進んで求めること。
理性への信頼 自由に推論することが，長い目で見れば結局は，自分自身の高い興味や人間性という目的にかな

う，という自信。
知的正義感 進んですべての視点を同情的に受け入れ，同じ知的基準で，自分自身の感情や既得権，友人や社

会や国家の感情や既得権を参照することなしに評価すること。

表 2　Sternberg （1985b） の叡智要素と対応する概念

叡智の素朴概念 批判的思考

Sternberg （1985b） Bluck and Glück  
（2005） 高山 （2009） 対応する概念 種別

推論能力 認知的能力 学習知 議論分析， 問題解決など （Ennis） 解決志向
情報の使用 洞察力 経験知 情報探索， 失敗からの学び （Ennis, Facione） 解決志向
判断力 現実世界の技能 判断力 知的謙遜， 熟考 （Brookfield,	McPeck,	Paul） 解決志向， 

第二波
考えや環境から 
の学び

反省的態度 経験知 反省的思考 （Brookfield,	Ennis,	Facione,	 
McPeck など）

解決志向， 
第二波

洞察力 洞察力 理解力 洞察， 直観 （Walters） 第二波
賢明さ 他者への関心 他者への関心 知的勇気， 知的共感， 知的正義感 （Paul） 第二波
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出している Facione （1990） は，批判的思考の態 
度の一つに，「正直な反省によって，変えること
が正当であるときは，よろこんで再考し考え方を
変えること」を挙げている。道田（2012）は，失
敗事例を蓄積し分析し生かす「失敗学」 （畑村， 
2000） について，批判的思考的な考え方を含むも
のとして挙げている。このように，Sternberg の

「考えや環境から学ぶ」のうち，反省的な態度や
失敗から学ぶことなど，反省的な学びの部分は，
批判的思考と対応可能である。

第 4 の要素は 「判断力」 である （Bluck and Glück
は「現実世界の技能」，髙山は「判断力」に分類）。
項目としては「自分の身体的・知的限界の範囲内
で行動する」「分別のある」「いつも良い判断を行
う」「行動したり意思決定したりする前に考える」
などが挙げられている。

解決志向の批判的思考では，問題解決や意思決
定が念頭に置かれているので，「判断」は視野に
入っている。それに加え，「自分の知的限界」は，
先に挙げた第二波の研究者 Paul の批判的思考態
度「知的謙遜」（自分の知識の限界に気づくこと）
と対応する。「行動の前に考える」ことは，「熟考
して他の可能性を考える」（Brookfield,	1987），「賛
同の保留」 （McPeck, 1981） など第二波の批判的思
考概念に含まれる。以上，Sternberg の「判断力」
のうち，知的謙遜や熟考に関しては，第二波的な
批判的思考概念と対応する。

第 5 の要素は「情報の使用」である （Bluck and 
Glück は「洞察」，髙山は「経験知」に分類）。項
目としては「経験のある」「詳細な情報を探し出
す」「年齢を重ね，成熟さや長い経験がある」「過
去の失敗や成功から学び，記憶し，情報を得る」
などが挙げられている。

年齢や成熟に関する記述は，批判的思考概念 
には見当たらない。情報探索に関しては批判的思
考態度項目に，「情報を集めようとする」（Ennis, 
1985），「情報を得ることに対する関心」，「関連情
報を探すに際しての勤勉さ」（Facione, 1990）が
ある。失敗から学ぶことは，「考えや環境から学
ぶ」でも述べたように，批判的思考的な考え方で
ある。このように，情報を探索したり失敗から
学んだりする部分は，解決志向の批判的思考態度
と対応する。

第 6 の要素は 「洞察力 （perspicacity）」 である

決する能力を持っている」「良い問題解決能力を
持っている」「論理的な知性を持っている」など
が挙げられている。

これは批判的思考でいうと，解決志向の概念と
いえる。Ennis（1985） は批判的思考能力につい
て，12 項目からなるリストを挙げているが，そ
れらは，明確化関連能力（議論分析など），推論
の基礎に関する能力（情報源の信頼性評価など），
推論関連能力（演繹，帰納など），決定に至る能
力（問題解決など）の 4 種類にまとめている。こ
れは Sternberg の「推論能力」に対応している。

第 2 の要素は 「賢明さ」 である （Bluck and Glück
も髙山も，「他者への関心」に分類）。項目として
は「他者への関心を示す」「アドバイスを考える」

「様々な人を扱うことで人を理解する」「常に他人
から学ぶことができると感じている」「自分自身
をよく知っている」「思慮深い」「公正である」な
どが挙げられている。

このうち，他者への関心やアドバイスが批判的
思考概念で直接言及されることはないが，それ以
外の項目は他者理解を重視する第二波の批判的思
考概念に近い。たとえば Paul （1992） の強い意味
の批判的思考を支える態度（表 1） でいうと，特
に知的勇気，知的共感，知的正義感には，他者を
共感的に理解しようとするという意味での他者へ
の関心が含まれており，また公正さが重んじられ
ており，Sternbergの 「賢明さ」 に対応している。

第 3 の要素は「考えや環境からの学び」である
（Bluck and Glück は「反省的態度」，髙山は「経験
知」 に分類）。項目としては 「考えに重要性を付与
する （attaches importance to ideas）」 「知覚の鋭い」

「他人の失敗から学ぶ」が挙げられている。
これらの項目に直接対応する批判的思考概念は

ない。Bluck and Glück はこの要素について，物事
や他者や自分自身について深く考え，行動する前
に考えることと述べ，「反省的態度」と名付けて
いる。それは「考えから学ぶ」であり，この視角
からなら，批判的思考との対応が可能になる。
「反省」の語は批判的思考概念の中でよく使わ

れ，Ennis （1985） にも第二波の代表的な研究者
Brookfield	（1987） や McPeck （1981） にも，その概
念の中核には「反省的」の語がある。
「環境から学ぶ」（あるいは下位項目「失敗から

学ぶ」）に近い表現もある。解決志向の概念を提
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が可能で仮説演繹的推論ができる人がいても，同
じ結論を出すとは限らない。Kitchener and King

（1981） はそう考え， 答えが一つに定まる構造化さ
れた（well-structured）問題ではなく，答えが一
つに定まらない構造化されていない（ill-structured 
problem）問題を用いて研究した。

彼女らは，W. Perry の知的・倫理的発達モデル
（Perry, 1999） などを参考に，現実や知識の捉え方
（認識論） に焦点をあて，科学，今日的問題，宗
教，歴史という異なる領域におけるジレンマを用
いて研究を行った。たとえば，食品添加物と食物
の安全性について，ある研究では，がんの原因に
なりうるといい，別の研究では，害はなく食品を
より安全にするという。そのようなジレンマを用
いるのである。それらに対する研究参加者への半
構造化面接の結果を基に，青年期以後の推論スタ
イル （認識論の発達） に関する反省的判断モデル

（reflective	judgement	model）が作られた（Kitchener 
& King, 1981）。

以下では， Kitchener and Brenner （1990）， Kitchener 
and King （1981）， King, Wood, and Mines （1990） な
どを参考に，反省的判断の発達について概説す
る。7 つの発達段階が想定されているが，本稿の
目的に鑑み，1 段階ごとではなく，大きく 3 つに
分けて述べる。その際には，同様の認識論的発達
を論じている Kuhn （1999） も参考にする。

段階 1～3 は，絶対的に確かな知識が存在する
と考える前反省的な段階である。たとえば科学の
問題に対して，「科学者によって意見が異なるの
は，どちらかが不正直なせいか，データ改ざんを
したせいだ」 （段階 2） と考える。これらの段階で
は構造化された問題と構造化されていない問題の
区別はない。知識が一時的に不確実であったとし
ても，構造や定義などが明らかになればすべて構
造化された問題となるからである。このような段
階を Kuhn （1999） は絶対主義者と呼んでいる。

段階 4～5 は，知識の不確実性を受け入れ，知
識は個人的・文脈的・主観的と考える準反省的な
段階である。信念は個人的理由で正当化され，文
脈特有のものと捉えられる。たとえば，「それは
私にとっては真実だが，すべての人にとってそう
とは限らない」 （段階 4） と考える。完全なデータ
を得ることはできないので，本来的にあいまいさ
を含む，構造化されていない問題を解決すること

（Bluck and Glück は「洞察力（insight）」，髙山は
「理解力」に分類）。項目としては「直観力があ
る」「正しい・真実の側面に立った解決を提供で
きる」「行間を読んでものを見ることができる」

「おかれた環境を理解し解釈する能力がある」が
挙げられている。
「洞察」については Walters （1990） が触れてい

る。論理的推論や批判的分析，問題解決はよい思
考の基本であるが，それだけでは十分ではない。
洞察や直観なども必要と，第二波の批判的思考の
重要性を論じるなかで言及しており，Sternberg
の「洞察力」と対応している。

以上を表 2 に整理した。6 要素は，上に解決志
向のもの，下に第二波的なものと並べ替えた。本
稿では紹介していないが，知性，創造性の結果や
相関関係，内容の重なり具合からすると，「賢明
さ」は叡智のみにみられる。叡智のある人は，他
人の話に耳を傾け，様々な人の多様性に対応する
ことができ，他人の経験から学ぶことができるの
である （Sternberg, 1985b）。そこで賢明さは，表
最下部に位置した。なお Sternberg （1990） は政府
になぞらえて，叡智は裁判所的，知性は行政府的
としている。裁判所的といっても単に善悪の評価
を行うのではなく，なぜそう考えそう行動するの
か，など他者の思考や言動を理解することにより
関心がある。ここでも他者への関心に基づく賢明
さが重要となっている。

3．叡智の明示的理論と批判的思考

3.1　Kitchener らの反省的判断モデル
3.1.1　理論の概要

Kitchener らの反省的判断モデルは，叡智その
ものを対象として始まった研究ではないが，叡智
と深く関係すると Kitchener and Brenner （1990） は
考えている。そこでまず反省的判断モデルの概要
を紹介した上で，次項で本モデルと叡智ならびに
批判的思考との関係について論じる。

人は日常で，論争のある問題を考えたり議論し
たりするとき，どのように特定の考えを持つよう
になるのか。なぜ別の考えではなくその考えを持
つのか，自分の考えをどのように人に説明し正当
化する （理由づける） のか。たとえば核エネル
ギーの危険性に対して，仮に同程度に形式的操作
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る意欲がある （Staudinger & Glück, 2011）。
批判的思考において態度（disposition） は，「～

でいようとする」という意志のことであるため，
Kitchener らのいう意欲（willingness） と対応する
と考えた。能力が重要なのはどの概念でも同様で
あるが，批判的思考態度の位置づけには違いがあ
る。論理主義（Ennis, 1962）では能力のみが重視
される。解決志向の批判的思考では，批判的思考
態度も視野に入れている。

第二波の批判的思考研究では，能力よりも態度
が強調される。Paul （1992, 1994） は， 公正で自己
反省的な思考である「強い意味の批判的思考」を
支える態度 （表 1） を重視した。なお Dewey （1933） 
は，個人的態度と論理的推論に関する知識や能力
のうちのどちらかを選ばなければならないなら，
態度を選ぶべきだと述べており，第二波同様，態
度を重要視している。
「広く深い知識」 について， Baltes and Staudinger

（2000）は叡智の特徴の一つとして，並外れた幅，
深さ，量，そしてバランスの取れた知識を挙げて
いる。

批判的思考に必要な知識は，論理主義では，形
式的・非形式的論理学の知識である。すなわち，
演繹的推論の諸規則，帰納的推論の考え方，非形
式的推論における誤謬の種類，論理学に限定さ 
れたものであり，広い知識とはいえない。解決志
向では，汎用的知識である批判的思考の原則や 
基準と，領域固有の知識である当該分野の背景知
識のどちらも重要視されている （Ennis, 1987）。こ
の考えは第二波の研究者Paulも共有しているが， 
McPeck （1981, 1994） は領域固有の知識こそが重
要と考えている。すなわち，知識の質や量はそれ
ぞれの立場なりに重視しているといえそうである。
「困難な問題の存在」に関しては，叡智はそも

に当惑することも多い。このような段階を Kuhn
（1999）は相対主義者と呼んでいる。

段階 6～7 は，知識は文脈を超えて構成される
と考える，反省的判断の段階である。知識は本来
的には不確実なものであるが，個人的な枠組みを
超え，異なる視点の比較や一般化された基準を通
して正当化され，探究の原則を用いて合理的に構
成され，あるいは対立する視点が統合され，結果
的に確実なものとなりうる。たとえば，「何を信
じるかを知るために，幅広く，多くの視点から書
かれたものを読む」 （段階 7） と述べる。ただし，
探究のプロセス自体，誤りを免れることは不可能
なので，他の人の精査や批判に開かれていなけれ
ばならない。このような段階を Kuhn （1999） は評
価主義者と呼んでいる。ただし反省的判断におけ
るこの段階は，評価にとどまらない射程を持つ。
3.1.2　反省的判断モデルと批判的思考

反省的判断の発達には，困難な問題の存在，広
く深い知識，知識の不確実性の認識，健全な判断
を行う意欲と能力の 4 点において，叡智と深く関
係する （Kitchener & Brenner, 1990）。これらを手掛
かりに，以下に叡智と批判的思考の関係について
検討していく。概略は表 3 に示した。各批判的思
考について，叡智の側面を含んでいると思われる
場合は〇を，含んでいないと思われる場合は×
を，明示的には含まれていないが含まれる可能性
がある場合や一部分を含む場合は△を付したうえ
で，多くの批判的思考概念に該当する叡智の側面
を上部に，特定の批判的思考概念に該当するもの
を下部に配した。
「健全な判断を行う意欲と能力」について，叡

智のある人は，推論能力を持つだけでなく，複雑
な問題や自分自身を深く理解しようという意欲が
あり，問題のあらゆる側面を考慮に入れようとす

表 3　反省的判断と関係する叡智の側面と批判的思考との関係

叡智の側面 論理主義 解決志向 第二波

健全な判断を行う 
意欲と能力

△能力のみ 〇能力も態度 （意欲） も 〇能力より態度を強調

広く深い知識 △論理規則についての知識 〇領域一般成分 （思考原則） 
中心。領域固有成分 （背景 
知識） も必要 （Ennis）

〇知識成分中心。批判成分も
あるが，前者に寄生 （McPeck）

困難な問題の存在 × （構造化された問題中心） △構造化された問題中心 〇構造化されていない問題
知識の不確実性 
認識

×客観主義 △客観主義中心 △主観主義中心～〇主観と 
客観の統合
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ただし可能性としては論理主義よりも開かれて
いる。Ennis （1985） の批判的思考考態度リストに
は，「開かれた心」があり，「自分のものよりも，
自分とは違う視点を真剣に検討する（対話的思
考）」，「自分が受け入れない前提から推論する―
受け入れないことを推論に影響させない（仮定思
考）」，「証拠と理由が不十分なときは判断を差し
控える」が挙げられている。また，議論分析や仮
定の同定という技能には，「述べられていない理
由」の語がある。いわゆる「暗黙の前提」のこと
である。

これらをどのように扱うかはさまざまにありう
るが，正面から真剣に向き合うなら，解決志向の
批判的思考も，その枠を破って第二波の批判的思
考へと推し進められる可能性がある。どの議論に
も，述べられていない前提が存在するということ
であり，その前提のなかには自分が受け入れない
ものも存在しうるということだからである。前提
が変われば結論は 180 度変わりうる。そこで仮定
的に考え，他者と対話的に考えるなら，議論を一
方的に評価し問題を一方的に解決して終わりには
ならなくなる。いろいろな考え方がありうる，で
終わる相対主義に陥る可能性もあるが，合理的な
探究を通して知識が構成されうるという構成主義
的な知識観が背景にあれば，Kitchener らがいう
ように，批判的探究を通して確かな（しかし改訂
に開かれた）知識を構成しうる，という地点にた
どり着くことも可能である。これはまさに第二波
が目指している，脱客観性，脱普遍性，脱抽象性
の批判的思考，対話的でオープンエンドな批判的
思考 （Walters, 1994b） になりうる。ただし解決志
向でこの点は強く主張されないので，前段落で述
べたように，基本的には知識を，確実ではないか
もしれないけれども客観的になりうるものとして
捉えていると考えてよいであろう。

第二波では，主観性や文脈性も含んだものとし
て批判的思考を捉えているのは前述の通りであ
る。ここではそれに加え，女性的な知のあり方

（認識論） を論じた Clinchy （1989） の議論を紹介
する。

Clinchy は，伝統的な意味での批判的思考は「切
り離された知」であると論じる。それはたとえ
ば，他者の考えを聞いたら反対の視点を考えてみ
る「疑うゲーム」を行うことである。そうではな

そも，人生の重要で困難な問題があるときに働く
（Baltes & Staudinger, 2000）。それは，反省的判断
研究でも扱われているように，構造化されていな
い問題といえる。

どのような問題状況を扱うかは，批判的思考概
念によって異なる。論理主義は，命題の評価に主
眼があるので， 構造化された問題が主に扱われる。
解決志向も基本的には同様で，批判的思考技能測
定のためには，標準化された多肢選択式のテスト
が用いられる。そのようなテストである Watson-
Glaser Critical Thinking Appraisal （WGCTA）， Cornell 
Critical Thinking Test （CCTT） の得点と，反省的判
断面接 （RJI） 得点，学業能力得点 （ACTやGRE）
の関係を検討した研究では，批判的思考テスト 
同士の相関は r= .71，批判的思考テストと学業能
力の相関は r= .59～ .62 であったのに対し，RJI 得
点と批判的思考得点の相関は r=.46（RIJ 得点と
ACT/GREはr=.44） であった （King, Wood, & Mines, 
1990）。批判的思考テストと学業能力テストは構
造化された問題を扱うために関係が強く，反省的
判断は構造化されていない問題を扱うために関係
があまり強くないと考えられる。

第二波の批判的思考では，パズル的な問題では
なく，日常の複雑な問題が好まれる。Paul（1994）
は，強い意味の批判的思考を教えるのに，中絶，
原子力，国家安全，貧困，社会的不公平，政府の
規制，差別など，多くの次元を含み学生が自己中
心バイアスや自社会中心バイアスを持っている領
域の問題を使うのは理想的，と述べている。
「知識の不確実性に対する認識」に関して叡智

には，知識の誤りやすさや限界の認識，世界の不
確実性についての知識が含まれている （Baltes & 
Staudinger, 2000；Meacham, 1990）。

批判的思考に関して，知識の捉え方という意味
での認識論について詳細に言及されることは少 
ないが，論理主義が批判的思考を命題の評価

（Ennis, 1962） とみなすということは，批判的思
考の対象となるすべての知識は命題に還元可能で
あり，客観的に評価可能と捉えていると理解でき
る。そこに知識の不確実性はない。解決志向で
も，測定に際しては標準化された多肢選択式批判
的思考テストが用いられることから，論理主義と
同じく，問題を命題化し客観的な評価が可能と考
えているといえそうである。
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媒介されコモングッドの達成に向けたものとし
て，暗黙知と明示的な知を適用することである。
それは， （a） 個人内， （b） 個人間， （c） 個人外の利
益・関心のバランスを通して， （a） 短期的， （b） 長
期的に， （a） 現存する環境への適応， （b） 現存する
環境の形成，（c） 新しい環境の選択のバランスを
達成するために行われる」 （Sternberg, 2001, p. 227）。
長く複雑な定義であるが，鍵概念は「暗黙知」と

「バランス」である。
「暗黙知」は叡智の中核にある。暗黙知とは，

内容の知識（knowing that） ではなく手続き的な 
知識（knowing how） であり，こういう条件下で
こうする，というプロダクションシステムとして
理解できる。たとえば，歴史上の人物が優れた意
思決定を行った，という内容を学ぶだけでは，日
常で活用することは難しい。その知識をいつ，ど
こに，どのように適用するのか，という暗黙知 
が必要である。暗黙知を使い，目標達成を目指し
て現実の問題に対処することを Sternberg （1985a, 
1997） は，実践的知能と呼んでいる。

暗黙知は，教科書や講義で直接教えられるもの
ではなく，経験から獲得されるものである。暗黙
知は，文脈の中で経験を通して獲得されるので，
領域特異的なものとなる （Sternberg, 2005）。
「バランス」については，定義では自他の利

益・関心，長期・短期，環境への対応の 3 つに言
及されている。このバランスの語は，注意が必要
である。素朴に考えるなら，釣り合いのとれた，
バランスのいい判断を指していると理解できる。
しかし Sternberg（1998, p. 355）には，「ヒトラー
やスターリンは，判断においてバランスはあった
かもしれないが，コモングッドのために行ったの
ではない」という記述がある。Sternberg （2001, 
p. 233） には，「人は異なるやり方で利益・関心の
バランスを行う」と個人差に関する記述もある。
これらを，「釣り合いのとれた」と解釈するのは
難しいであろう。

英語のbalanceの語には， 平衡を保たせる， 釣り
合いをとる， という意味のほかに， 天秤で量る， 
重さを比べるというイメージから，比較考量す
る， 比較対照するという意味がある。Sternbergの
バランス理論におけるバランスとは，比較考量す
ること，すなわち「あれこれ考え合わせて判断す
ること」と理解した方が意味が通る。比較し十分

い理解として，「つながった知」がある。それは
たとえば，他者の考えを聞いたらその人の立場に
立つことを想像してみる「信じるゲーム」を行う
ことである。「それは正しいのか」と問うのでは
なく，「どういう意味なのか」と問う。疑いを保
留し，自分の視点を脇に置き，そこに存在する論
理を見つけようと試みる（Clinchy, 1989, p. 18）。
これはまさに，開かれた心と暗黙の前提を踏まえ
た，第二波的な批判的思考である。あるいは， 
2 の最後に紹介した，理解を重視した裁判所的ス
タイルとしての叡智に近い。

Clinchy は，つながった知が優れているとは述
べていない。両方のモードに熟練し，柔軟に考え
る統合アプローチが理想と述べている。「まず信
じ，それから疑う」と表現しているが，そうする
ことは，単なる客観主義でも相対主義でもない，
叡智としての思考につながるものと思われる。

以上，反省的判断モデルを介して，叡智と批判
的思考をつなぐ試みを行ってきた。第二波の批判
的思考には，叡智の側面がより多く含まれる  

（表 3）。しかし批判的思考テストと反省的判断 
（RJI）得点に中程度の相関があることから，解決
志向的な批判的思考も反省的判断，ひいては叡智
と一定の関係にあるといえる。ただし，批判的思
考テスト得点上位群では RJI 得点の分散が大きく
なる （Brabeck, 1983）。知識の捉え方が質的に高
まらなければ，批判的思考が向上しても構造化さ
れていない問題を適切に考えることが難しいとい
うことであろう。

3.2　叡智のバランス理論
3.2.1　理論の概要

知能の研究者 R. Sternberg は，2 で紹介した知
性・創造性・叡智の暗黙理論研究（Sternberg, 
1985b） を元に，その結果を，知識，認知的過程，
知的スタイル， パーソナリティ， モチベーション，
環境的文脈の観点で整理した（Sternberg, 1990）。
その中の認知的過程と環境的文脈を中核とし， 
叡智の目標（コモングッド：普遍的な善，公益） 
を明確にしつつ，知能の鼎立理論（Sternberg, 
1985a）における暗黙知や実践的知能の概念を踏
まえて，明示的理論としての叡智のバランス理論
を提唱している（Sternberg, 1998）。

彼は叡智を次のように定義している。「価値に
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3.2.2　叡智のバランス理論と批判的思考
叡智のバランス理論を特徴づける，暗黙知，バ

ランス，価値についてみてきた。これらと批判的
思考概念とを関係づけるとどうなるであろうか。
「暗黙知」は叡智に特有の概念ではない。実践

的知能を発揮する上で暗黙知が重要であること
を，Wagner and Sternberg （1985） は明らかにして
いる。そのうえで Sternberg （2001） は叡智を，暗
黙知を利用する実践的知能の一種と述べている。

では実践的知能と批判的思考とは，どのように
関係しているであろうか。Sternberg は知能を，
分析的知能，創造的知能，実践的知能に分け，批
判的思考は分析的知能に位置づけることが多い。
知能の鼎立理論（Sternberg, 1985a）に基づく教育
を，伝統的教育，批判的思考教育と比較して効 
果を確かめた研究では，批判的思考教育として 
比較・対比や評価を行う教育が行われている

（Sternberg, Torff, & Grigorenko, 1998）。これは，論
理主義的批判的思考のことを指している。

Halpern （2001） は，Sternberg の考える批判的思
考は狭いと論じている。批判的思考の概念や教育
には，創造性，他者視点の想定が含まれるからで
ある。定義の中に明確には述べられていないが，
合意や短期的・長期的視点が含まれることもあ
る。また，叡智は年齢や成熟と関係する概念なの
で，小学生に指導することを考えると，叡智の語
よりむしろ「批判的思考」の語を使った方がい
い， とも述べている。

解決志向や第二波の批判的思考は，問題の解決
や理解に向けて，自分の持っている知識や技能の
活用が目指されるので，これらはむしろ実践的知
能の一種と考えてよいであろう。第二波の批判的
思考では，構造化されていない現実的な問題が扱
われることが多く，より実践的知能的なものが扱
われる。実践的知能の性格上，そこでは叡智と同
じく暗黙知の適用が行われる。
「バランス」に関してバランス理論では，自他

の利益・関心，短期・長期，環境への対応という
3 種類について比較考量があった。このうち，環
境への対応（適応， 形成， 選択）については，叡
智特有の話ではない。バランスの語こそ使われ 
てはいないが，知能の鼎立理論の下位理論である
文脈理論において，環境への適応が論じられて 
いる。

に考えた末， 最終的には特定の観点が選択される。
比較考量すべきことの第 1 は，自他の利益・関

心であり，Sternberg は個人内－個人間（他者）－
個人外（市町村，国，環境など） と表現している。
Sternberg （2001） は，良い教育をしたいと思って
いる教師が，校長にテストの点数を上げるよう言
われた例を挙げている。教師の関心は良い教育を
行うことであるが，校長と良い関係を保つことも
大事である。生徒は，意味のある学びをすること
は大事だし，テストで良い点数を取ることも大事
である。校長や保護者にも，それぞれの利益・関
心があり，それらを比較考量することが，叡智の
ある判断につながる。

第 2 は環境への対応である。今の環境に適応す
る，環境を形成する （改変する），別の環境を選
択する，という選択肢がある。先の例でいうと，
校長に言われたとおりにするのが環境適応，自分
の信念を貫くのが環境形成，別の学校に移るのが
環境選択となる。

もう 1 つは短期・長期の比較考量である。良い
教育を行うことは長期的には重要なことである。
しかし同時に，良い点数を取ることで生徒や学校
が得られるものもあり，それらを比較考量するこ
とが必要になってくる。

どのように比較考量を行うかには個人差が存在
し，発達差が存在する。その差を生み出すものと
して Sternberg （2001） は，先に挙げた利益・関心，
環境への対応，短期・長期のほかに，目的（どの
程度コモングッドを求めるか），暗黙知の獲得

（どのぐらい持っているか），暗黙知の使用（どの
ぐらい使うか），価値の 7 つを挙げている。

このうち「価値」は，これらすべてを方向づけ
るという意味で，叡智のある思考を統合するもの
である。価値にはさまざまなものがあるが，叡智
において目指されるのは，生命尊重，正直さ，誠
実さ，公平性などの普遍的価値である。それが欠
如した例として Sternberg （2001） は，スターリン，
ヒトラー，ミロシェビッチ，マルコス，スハルト
などの独裁者の名前を挙げている。

また Sternberg （2001） は，叡智は分析的知能や
創造的知能，実践的知能などを含みつつもそれだ
けではないという意味で，アメリカにおける知性
よりも古代中国における知性（哲学） に近い，と
述べている。
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智に特徴的である洞察や賢明さ，困難な問題の存
在，知識の主観性・文脈性，より広い視野での比
較考量の必要性は，特に第二波の批判的思考に含
まれる。

ただし両者はまったく重なっているわけではな
い。第二波の批判的思考でも，環境や経験から学
ぶこと，知識の不確実性を認識すること，比較考
量の具体的な視点は，十分強調されていない。目
指すべき価値も，あまり考慮に入っていない。

逆に批判的思考にあって叡智研究に乏しいの
は，具体的な諸概念や態度・技能リストである。
Sternberg （2001） は，Ennis （1985, 1987） の批判的
思考技能リストが叡智の教育に有用であると論じ
ている。また，叡智の教育と関係したプログラム
として，Paul （1987） を挙げている。おそらく， 
強い意味の批判的思考を支える 7 つの思考態度

（表 1）などが有用なのであろう。批判的思考は
相対的に歴史が長い分，さまざまな概念や観点が
生み出されており，叡智の教育を具体化するうえ
で役立つものが多数ある。

以上を踏まえたときに，叡智と批判的思考はど
のような関係にあると考えるのがよいであろう
か。叡智も批判的思考も多様な概念が存在するた
め，どれを取るかによって答えは変わってくる。
本稿で行ったように，概念を限定し，要素レベル
で検討すれば対応箇所が明確にできる。しかし総
体として考えるなら，両者は，同じものを異なる
角度から照らしている，と理解するのが妥当だと
筆者は考える。

そもそも両者は出自が異なる。批判的思考は，
社会の変化に対応して，必要な教育について論 
じる中で出てきた「教育概念」といえる（樋口，
2013；道田， 2011）。それに対し，叡智研究の出
発点の一つは発達研究である。そこに見られるの
は，人生の「到達点」としての叡智である。それ
は，「理想概念」といえるであろう。

たとえば E. H. エリクソンは叡智を，老年期に
結実する最後の強さであり，ライフサイクル各 
段階の徳を最終的に統合する，賢明で成熟した 
ものと位置付けている（Erikson & Erikson, 1997；
Erikson, Erikson, & Kivnick, 1986）。あるいは思考
の発達においては，ピアジェの形式的操作期以 
後の（あるいはそれだけでは説明できない）思考
形態を説明する概念として叡智が位置付けられ 

それに対して，自他の利益・関心，ならびに短
期・長期の比較考量は，鼎立理論にも実践的知能
にも出てこない概念であるので，叡智に特有とい
えるであろう。実際，空間的にも時間的にも幅広
く目配りを行い比較考量したうえで判断を下すの
は，叡智のイメージに近いといえる。

批判的思考態度には，これらと関係すると考え
られる項目がある。道田 （2003） は， Ennis （1985）， 
Facione （1990），Paul （1992） が挙げている批判的
思考態度を整理しているが，それでいうと，自他
の利益・関心の比較考量と関わる態度として「開
かれた心」（知的誠実さなど）がある。幅広い視
野を求める項目としては「広く深く」（他の選択
肢を探す，代替案を考える柔軟性など） があり，
Sternberg のいう比較考量と関連がある。ただし
Sternberg のように， 比較考量の対象を 「個人内－
個人間－個人外の利益・関心」「長期的－短期的」
と具体的に示しているわけではない。環境に対す
る反応についても同様である。

なお「開かれた心」は一般的によく言及される
批判的思考態度ではあるが，Paul（表 1）の知的
謙遜（自己中心性や自分の偏見に気づく），知的
共感（他人を心から理解する）には，より明確に

「個人間－個人外の利益・関心」に目が向けられ
ている。また理性への信頼（自由な推論が，長い
目で見れば目的に適う）には，長期的視野に関す
る言及もあり，第二波の批判的思考研究者のほう
が，より「開かれた心」に対して明確に向き合っ
ている。
「価値」については，3.1.2 で述べたように第二

波の研究者は，日常の複雑な問題を扱うことを推
奨しており，その場合，価値の問題が関わる可能
性は大いにある。しかし批判的思考の文脈では，
コモングッドのような望ましい価値の方向性につ
いて意識的に論じられることはあまりない。

4．叡智と批判的思考の関係

ここまで 3 つの研究を基に，叡智と批判的思考
概念の関連を検討してきた。それは次のようにま
とめられるであろう。

まず，叡智と批判的思考概念との重なりは大き
いといえる。叡智に必要な推論能力や判断力は，
論理主義・解決志向の批判的思考と対応する。叡
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学習指導要領では，育成すべき資質・能力を教科
横断的に整理したうえで，それが教科内容に降ろ
されている （中央教育審議会，2016）。資質・能
力は，論理的・批判的思考を含む思考力が中核と
考えられる （国立教育政策研究所，2013）。その
意味でも，初等・中等教育に焦点を当てることは
重要である。

Sternberg （2001） は，ミドルスクールの生徒
（5～8 年生） を対象に叡智の教育を行っている。
この年齢に焦点を当てる理由は，この時期に熟考
しない思考がみられること，性や薬物など大きな
問題と関わる可能性があること，抽象的思考やメ
タ認知など叡智関連技能が発達することである。
その意味でも小学校の中・高学年以降の思考教育
は重要である。

5.1　批判的思考教育の類型―先行研究より
批判的思考に関して，教育実践を提案・検証す

る研究は多いが，それらを概観・整理する研究は
あまりない。整理の枠組みとして比較的よく見る
のは，Ennis （1989） である。彼は，実施科目 （特
設科目／既存の科目），考えるための手掛かりや
視点がある／ない，という観点で，ジェネラル

（普遍） アプローチ，インフュージョン（導入）
アプローチ，イマージョン （没入）アプローチと
分け，それらを混合したミックスアプローチの 
4 類型を提案しており，いくつかの研究で枠組み
として用いられている（Abrami et al., 2008；道田，
2013a）。しかしこの枠組みを，特に初等・中等教
育の既存の教科で適用しようとすると，ジェネラ
ルアプローチを行うことは難しいし，枠が大きす
ぎて授業構想の手助けになりにくい。

Ten Dam and Volman（2004）は査読誌に載せら
れた批判的思考の実践研究 55 本を検討しており，
批判的思考を高める教育の特徴として，学生の能
動的学習を促進すること，問題中心のカリキュラ
ム，学生同士の相互作用を刺激することなどを挙
げている。教育学を中心に日本における批判的思
考研究の動向を検討した樋口（2012）は，教科教
育学，メディアリテラシー教育，高等教育という
分け方で検討している。Abrami et al. （2015） は，
査読誌に載せられた批判的思考研究の効果量をメ
タ分析し，対話，真正の問題使用，メンタリング
が併用されたときに最も効果量が大きいことを示

ている （Arlin, 1990；Kitchener & Brenner, 1990；
Meacham, 1990 など）。また歴史研究としては，  
成熟した人間に固有なものとしての叡智を，歴 
史的な文献を通して検討されている （Clayton & 
Birren, 1980；Robinson, 1990）。このように叡智
は，理想や完成形として扱われている。批判的思
考もある種の理想と言うことも可能だが，「私は
批判的に思考している」と言うのに比べて，「私
には叡智がある」とは言いにくいであろう。その
ような意味での「理想概念」である。

叡智を主題にまとめられた学術書（Ferrari & 
Potworowski, 2008；Sternberg, 1990；Sternberg & 
Jordan, 2005）に収められている論考のなかには，
以前から叡智自身をターゲットに研究が進められ
てきた研究がある。それ以外に，Kitchener らの
反省的判断のように叡智を意識せずに行われてき
た研究を叡智という角度から論じ直したものもあ
る。第二波の批判的思考，特に Paul の強い意味
の批判的思考概念も，同じように叡智研究に位置
付けることは可能と考える。それは「叡智として
の批判的思考」と呼ぶことができるだろう。その
ように考えることは，批判的思考研究に新しい視
角をもたらすのと同時に，叡智研究に新たな概念
を持ち込むことで，より具体的に論じることを可
能にするであろう。

5．叡智としての批判的思考の教育

では，叡智としての批判的思考教育はどのよう
に可能であろうか。Staudinger and Glück（2011）
では叡智の教育として，文献講読，弁証法的思考
練習，価値についての議論，共感やマインドフル
ネスの訓練が挙げられている。しかし叡智研究は
歴史が浅く，教育に関する論考は非常に少ない。
逆に批判的思考は教育概念として出発しており，
多数の知見が蓄積されている。そこで本稿では，
まず批判的思考の教育について整理を行い，それ
に基づいて叡智の教育について考察を行う。

本稿では，初等・中等教育に焦点を絞る。高等
教育に比して批判的思考教育について知見の蓄積
が少ないため，整理が必要であると考えるからで
ある。また学習指導要領の縛りがあるため，高等
教育ほど自由な教育が容易ではないことも，ここ
に焦点を当てるべき理由である。2017 年告示の
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方法としては， グラウンデッド・セオリー・アプ
ローチ（Corbin & Strauss, 2008）の考え方を参考
にした。グラウンデッド・セオリー・アプローチ
では，データ収集と分析・概念化が循環的に行わ
れる。そこで道田（2017） をステップ 1 と位置付
け，本稿でデータ収集範囲を意図的に広げながら
第 2 ステップ以降のカテゴリー生成を行う。新た
なカテゴリーが得られなくなったら，カテゴリー
生成を終了することとする。そうすることで，完
全に網羅的ではないにせよ，ある程度利用可能な
カテゴリーが得られると考えた。

道田（2017）では，批判的思考らしい実践を検
討対象としていた。その方がカテゴリーを生成し
やすいからである。本稿で行うステップ 2 以降 
は，ステップ 1 で得られた概念を手掛かりに，検
討が難しかった実践も，実践者の意図を汲みつつ
対象とした。ただし通常の思考力育成の授業とみ
なせるものは，検討の対象から除外した。樋口

（2012）同様，学会発表要旨などページ数が少な
いものも対象としなかった。学習指導要領上の制
約が多いという意味で，既存教科での実践を対象
とし，総合的な学習の時間や独自教科での実践は
対象としなかった。

検討に際しては，よりデータに密着したカテゴ
リー化が行えるよう，まず下位カテゴリーでコー
ディングを行った。その後，道田（2017） の 3 カ
テゴリーに対応するような上位カテゴリーにま 
とめた。2 段階のカテゴリーとしたため，上位カ
テゴリーは，「～系」 とラベリングした。全下 
位カテゴリーは，最終ステップの後に紹介する

（表 4）。
5.2.2　ステップ 2　中学での実践

ステップ 2 では，引き続き中学での実践論文
14 本を対象とした。紙幅の関係上，カテゴリー
名変更や新たなカテゴリーに関わる研究のみを引
用文献として挙げた。

検討の結果，上位カテゴリーが5つ見出された。
ステップ 1 の「練り直し系」はそのままであった
が，残りの 2 カテゴリーは命名の変更を行い， 
2 カテゴリーが新たに見いだされた。

ステップ 1 の「枠提示」については，枠（フ
レームワーク）の提示はしないがスキル育成を目
指した実践がみられたので，「スキル系」と命名
した。たとえば渡邊（2005）は国語で，「自分の

している。Tsui （2002） は学生の批判的思考が高
まった大学をフィールド調査し，一方的な講義よ
りも授業中の討論が重視されていること，多肢選
択テストよりも作文課題が重視されていることを
見出している。特に作文に関しては， フィード
バックを受けて書き直すことで，より深く思考す
ることを促しているようであった。このような知
見はいくつかあるものの，これらも，既存の教
科・単元で批判的思考教育を行う指針とはしづ 
らい。

もう少し詳細なカテゴリー作成を目指したもの
として道田 （2017） は， 国立情報学研究所のCiNii 
Article を用いて中学校における批判的思考実践 
を 10 本抽出し，方法論に着目してカテゴリー化
を行った。その結果，枠提示，練り直し，価値相
対化の 3 カテゴリーが得られた。
「枠提示」は，思考のためのフレームワークを

提示して論理的に考えることを促す方略である。
重永 （2015） は，国語の物語文の読み取りにおい
て，論理的思考力を育成するために，ワークシー
トに「根拠」（教材文中の記述）と「主張」，両者
を関係づける「説明」の欄を設けている。枠組み
を設定することで論理的思考を促す指導である。
「練り直し」は，一度自分なりの考えを持たせ

た後で，再検討させるものである。清水・大澤
（2015） は，理科で仮説を立てる際，各自で考え
た後，小グループで一人が発表し，それに対して
評価役を割り振られたメンバーが質問を行うこと
で，根拠に基づく論理的な仮説となるようにして
いる。
「価値相対化」は，対立する価値に触れさせる

ものである。北上田（2011） は，社会科で太平洋
戦争を学ぶ際，日本と米国の立場，国の考えと個
人の思いの両方に触れる学習を行うことで，生徒
の価値を相対化している。

5.2　批判的思考教育のカテゴリー化
5.2.1　研究の方法

このようなカテゴリーがあれば，教科学習で批
判的思考教育を構想する助けになるであろう。し
かし道田（2017） は， 10 本の実践論文が対象であ
り，十分とはいえない。

そこで本稿でさらに実践論文を追加すること
で， 道田 （2017） のカテゴリーの精緻化を試みた。
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5.2.3　ステップ 3　研究校（中学）での実践
ステップ 1 と 2 では，CiNii Article に登録され

ている中学校での論文を対象とした。検討範囲を
広げるためステップ 3 では，学校として批判的思
考教育を研究している愛知教育大学附属名古屋中
学校を対象とした。ここは新教科開発ではなく，
既存の教科のなかでの批判的思考教育を研究して
いる。研究 3 年次と 4 年次（最終年次）の研究紀
要（愛知教育大学附属名古屋中学校， 2016, 2017）
に掲載されている 9 教科（学習指導要領上の教科
ではない学校保健を除く）における 2 年分の実践
を対象とし，カテゴリーの精緻化を行った。

検討の結果，ステップ 2 の 5 カテゴリーに加え
て，新たなカテゴリー「基準検討系」が見出され
た。社会科（2016）では，いったん意思決定をし
た後，どの判断基準を重視すべきか，議論を行っ
ている。具体的には，「九州の魅力が最も表れる
のは？」という問いに対して，自分の考えを「資
料 （証拠），解釈， 主張， 判断基準」という観点で
整理させ，意思決定させる（スキル系－思考ツー
ル）。それを基に小集団討論を行った後で，重視
すべき判断基準はどれか，基準検討の議論をさせ
ている（基準検討系－意思決定後の基準検討）。
そこで決まった基準を基に全体討論を行い，意見
文作成を行わせる（練り直し系－議論を経た練り
直し）。また随所で行われている討論は，複数視
点系（下位カテゴリー「討論」）といえる。

音楽（2016）では，器楽分野において，個人や
グループで「表現のめあて」を設定し，教師から
与えられた試行錯誤するポイントも踏まえて練習
を重ねた後，中間発表をして意見交換を行ってい
る。その意見などを基に「表現のめあて」を見直
し（基準検討系－試行錯誤後のめあて検討），そ
のめあてを視点として，さらに練習を重ねている

気持ちを一番伝えられるメディアはどれ？」とい
うパネルディスカッションを行う前に，他者の話
を論理的，批判的に聞くための 5 ステップのスキ
ル学習の時間を設定している（下位カテゴリー

「スキル学習」）。
ステップ 1 の「価値相対化」は，価値と直接関

わらない教科で複数の視点を扱う実践があった 
ため，「複数視点系」と命名した。服部・井上

（2015）は，数学で相似を用いて問題解決を行う
際，複数の方法が可能で，しかも誤差が生じやす
い題材を用い，グループ内，グループ間の議論を
通して複数の視点で検討を行う実践を行っている

（下位カテゴリー「ズレ着目」）。
新たに生成されたカテゴリーの 1 つ目は「評

価・判断系」である。情報から結論を導出した
り，与えられた情報の適否の評価を行ったりする
ものである。佐藤 （2011） は数学の「資料の活用」
で，不十分な資料を与え，結論を導出するために
他にどのような資料が必要かを考えさせ，資料を
収集した上でグループ判断を行わせている（下位
カテゴリー「不足の指摘」）。

新カテゴリーの 2 つ目は，「質問生成系」であ
る。稲井 （2014） は国語で，絵本を読ませ，疑問
や分からなかったことを出しあわせ，価値ある疑
問を選んで学習課題として検討させている。

ステップ 2 の分析時に見いだされたこととし
て，1 つの実践のなかで複数のカテゴリーが併用
されていることが多かった。先に挙げた実践で 
いうと，渡邊（2005）はスキル学習後に行ったパ
ネルディスカッションは「複数視点系」（下位カ
テゴリー「価値対立」）である。その後，パネル
ディスカッションを振り返り，自分の考えを論説
文に書かせている（上位カテゴリー「練り直し
系」－下位カテゴリー「議論を経た練り直し」）。

表 4　批判的思考教育の観点と下位カテゴリー

観点 下位カテゴリー

スキル系 思考ツール（三角ロジックなど），異なる立場に反論，スキル学習，系統的資料提示
評価・判断系 結論導出，不適切さの指摘，不足の指摘，情報・意見の評価，自己思考の評価，根拠の問い返し
複数視点系 価値対立，他面着目，ズレ着目
練り直し系 良い点の取り入れ，視点提示，アドバイス，視点獲得，役割分担，討論後の練り直し，他者の文

章のリライト
質問生成系 質問生成，質問生成－検討
基準検討系 共通論題で基準検討，意思決定後の基準検討，試行錯誤後のめあて検討
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5.2.5　ステップ 5　小学校での実践
ステップ 5 では，小学校での実践に幅を広げ，

カテゴリーの精緻化を行った。
11 本の実践論文を検討した結果，新たなカテ

ゴリー生成は，下位カテゴリーレベルも含め，な
かった。先ほど同様，今回検討した実践からみる
限り，小学校においても，批判的思考教育を考え
る独自の視点があるわけではないといえそうで 
ある。

小学校における批判的思考教育の一例を挙げる
なら，奥田・岡﨑（2017） は，5 学年社会の農業
単元（7 時間） で，グローバル・シティズンシッ
プ育成を目指した批判的思考教育を行っている。
第 1 時は米作りと施設園芸の現状と問題点を知る
ことで対立する価値を認識させ，「もし，あなた
が新しく農業を始めるとしたら，米とトマトのど
ちらを作りますか」という問いを投げかけた。第
2～5 時は，それらの背景にある問題として，化
石燃料使用などの環境のこと，収入など経済のこ
と，補助金など政治のこと，従事者の思いなど文
化のことを学んでいる。米かトマトかという問題
は，合意困難な多元的価値を含んだ問題であり，
本稿の言い方でいうなら，複数視点系（価値対
立）の課題が扱われており，さらにそれが，環
境，経済，政治，文化という観点で具体的な価値
対立として扱われている。第 6 時は米かトマトか
の問題を話し合うために，結論・データ・理由付
けを書かせて発表させている （スキル系－思考
ツール）。最後の第 7 時では，自分とは違う立場
の意見のうち納得できる部分と納得できない部分
を考えさせている（評価・判断系－情報・意見の
評価）。
5.2.6　批判的思考教育の検討結果と叡智との関連

以上の検討より，小・中・高校で行われている
批判的思考教育として，6 カテゴリー（25 下位カ
テゴリー）が見出された（表 4）。

まずは，それぞれのカテゴリーがどのような意
味で批判的思考の育成につながるのか，叡智の関
係するのかについて確認しておこう。
「スキル系」は，思考ツールなどを用いて，情

報を整理して可視化したり，考えをガイドしたり
する学習である。そうすることで，論理構造を押
さえた客観的な理解や判断が可能になる（道田，
2013b）。必ずしも思考ツールはなくてもよいが，

（練り直し系－視点提示）。
5.2.4　ステップ 4　高校での実践

ステップ 4 では，高校での実践に幅を広げ，カ
テゴリーの精緻化を行った。

13 本の実践論文を検討した結果，新たなカテ
ゴリー生成はなかった。下位カテゴリーレベルで
新たに見出されたものは，「練り直し系」で「他
者の文章のリライト」「視点獲得」が，評価・判
断系で「自己思考の評価」がみられた。
「他者の文章のリライト」として仁野平（2006）

は国語において，論理的な問題点を含む文章の修
正を行わせている。具体的には，まず文章の問題
点を指摘させる（評価・判断系－不適切さの指
摘）。出された批判を一般化・カテゴライズして
批判のポイントを整理する（基準検討系－共通論
題で基準検討）。それを踏まえ，別の文章の問題
について，「どのように示されていれば適切と言
えるのか」「自分が筆者のように考えるならば，
どう述べるのがよいのか」と，筆者に寄り添いつ
つ不備・不足を補ってリライトさせている（練り
直し系－他者の文章のリライト）。

山中・木下（2014）の実践では，練り直し系－
視点獲得，評価・判断系－自己思考の評価，とい
う 2 つの新たな下位カテゴリーが見られた。物 
理（力と運動の法則）において，まず現象を因果
関係で説明する因果関係マップを使わせた（スキ
ル系－思考ツール）。毎時間異なる現象に対して，
仮想人物が書いた因果関係マップに対して，その
考えがどのぐらい信頼できるか，そう評価する理
由は何かを考えるという作業を課した（評価・判
断系－情報・意見の評価）。この活動を7時間行っ
た後，次には自分自身の思考過程に対して確信 
度判断を行わせ，改善策を考えさせた。これは，
自分自身の思考を対象とした評価・判断であり，

「自己思考の評価」とした。また，改善策を考え
るにあたっては，他者の考えの信頼度評定するこ
とを通して獲得した視点が用いられるため，練り
直し系の下位カテゴリーとして「視点獲得」を設
定した。

これら 3 つの下位カテゴリーは，高校生でなけ
れば難しい内容とは考えられない。以上の検討よ
り，今回検討した実践からみる限り，中学も高校
も批判的思考教育を考える視点に違いはないとい
えそうである。
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に，批判的思考の向上のためには有効といわれて
いる （Tsui, 2002）。

叡智の暗黙理論との関連でいうと，練り直すこ
とは，考えや環境，失敗から学ぶという反省的態
度と関わる可能性が高いものといえる。
「質問生成系」は，質問を出すだけの場合と，

質問の答えの検討までする場合とがあった。批判
的思考において質問は本質的な要素であり（Gray, 
1993）， よき思考者はよき質問者である （King, 
1995）。今回検討した実践のなかに質問生成系は
多くはなかったが，小学生を対象にした実践もあ
り（中山・木下・山中，2017 など），さまざまな
校種，教科で実施可能と考えられる。

叡智に関しては，質問・疑問と関連させて考 
えている論者もいる。Arlin （1990） は叡智を，問
題解決能力よりも問題発見能力と関係している 
と考えており，より深い問いを重視している。
Meacham （1990） は叡智を，知識の可謬性に気づ
くことであり，知ることと疑うことのバランスを
求めて努力することだと考えており，不確実性，
疑い，問いを重視している。このように，叡智と
の関連でも質問生成は重要といえる。
「基準検討系」は，単に判断などを行うのでは

なく，判断の基準そのものを再検討する時間を
含んだ学習である。その際，モデルとして提示さ
れた文章の改善点を話し合うなど，共通論題を通
して基準が検討される場合もあれば，いったん意
思決定や試行錯誤を行った後に判断基準やめあて
を検討している場合もあった。これも多くの実践
があるわけではなく，研究校である愛知教育大学
附属名古屋中学校（2016, 2017）でいくつかの教
科で行われていた。その他，高校での実践とし
て，先に紹介した仁野平（2006）に加えて五十嵐

（2014） が，問題に対して模範解答を班で作成さ
せた後，そこから採点基準を作り，自班の解答を
作り直し，他班の解答を採点するという実践を
行っている。小学校での実践は見当たらなかった
が，問題のあるモデル文から評価基準をつくるよ
うな実践は十分に実施可能であろう。

批判的思考はそもそも，自分の思考について 
の思考であり （Paul, 1995），暗黙の前提を認識し
考慮に入れることは重要である （Ennis, 1987；
Facione, 1990；Walters, 1994b など）。その意味で
判断基準を意識化し吟味することは，きわめて批

さまざまな研究者が技能リストを作成しているよ
うに，スキルは批判的思考において重要である。
「評価・判断系」は，情報の不適切さや信頼 

度などの評価を行わせたり，資料に基づいて結論
を導き出すなど判断を行わせたりする学習であ
る。批判的思考はもともと，命題の評価（Ennis, 
1962） という論理主義から始まっており，現在 
は信念や行動の決定（Ennis, 1987） という意思決
定・問題解決（解決志向）が念頭に置かれている
ことが多い。その意味で評価・判断というのは，
批判的思考の中核に位置する。

叡智の暗黙理論（Sternberg, 1985b） との関連で
いうとこれらは，「推論能力」，「情報の使用」，

「判断力」 と関係すると考えられる。叡智を支え
る批判的思考（子安，2015；楠見，2011） として
イメージしやすいものである。
「複数視点系」は，価値対立のような判断が両

立しない問題を扱ったり，異なる観点から問題を
眺めることを促したりする学習である。3.1.2 で
論じたように，批判的思考において異なる観点に
対する「開かれた心」は重要であり，複数の視点
を扱うことで，自分とは違う視点に対して開かれ
た心をもつことが促される可能性がある。

叡智においても，反省的判断モデルや叡智のバ
ランス理論にみられるように，対立する価値を含
む困難な問題において叡智は必要とされ，また高
められると考えられる。その意味で複数の視点

（特に価値対立）を含む問題は，叡智の教育にお
いては欠かせないであろう。
「練り直し系」 は，最初の自分の考えを何らか

の方法によって見直し，よりよいものに高める学
習である。見直す観点としては，他者の良い点，
他者からのアドバイス，討論で出された意見，教
師が提示した視点，自ら獲得した視点などがあっ
た。練り直す対象は，自分の初発の考えであるこ
とが多いが，山中・木下（2014）のように，他人
の文章を対象とする場合もある。同様の実践とし
て熊谷・深井（2009）は，米国の大学で日本語を
学ぶ受講生（非日本人） に対して，教科書に書か
れたステレオタイプ的な日本の記述を，インタ
ビューやアンケートを基に書き変えさせる，とい
う教科書書き換えプロジェクトを行っている。こ
れらのように，建設的なフィードバックに基づく
書き直し （練り直し） は，5.1でも紹介したよう
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い場合も多いので，指導に際しては，批判的思考
も含め，どのような資質・能力を育成するかを明
確にイメージして教材を選び，また年間を通し
た，教科間の連携も含めた指導を構想することは
必要になってくるであろう。

5.3　今後必要な叡智としての批判的思考教育
本稿後半では，叡智としての批判的思考教育は

どのように可能かを検討するために，学校教育の
なかで行われてきた批判的思考教育を手掛かりと
した。その結果，叡智のいくつかの側面に関して
は，既存の批判的思考教育の方法を用いることで
育成可能と考えられる。

ただしそれは「いくつかの側面」で「可能」と
いうことであり，それだけで十分ではない。叡智
と批判的思考の関係を検討する中でみえてきた，
叡智の重要な側面を育成するために，今後何が必
要かについて，最後に検討する。

筆者の考えでは，現在の批判的思考教育に十分
には含まれていないが，今後扱うべきと思われる
点が，少なくとも 4 つある。

第 1 は，叡智の暗黙理論の要素「考えや環境か
らの学び」である。叡智のバランス理論でも述べ
られているように，叡智の中核には暗黙知に支え
られた実践的知能がある。それは直接教えられる
ものではなく，経験から獲得されるものである。
特に失敗経験を振り返り，自分なりの思考原則を
帰納して学び，次に生かすことは重要である。そ
のためには試行錯誤と振り返りの場をふんだんに
用意する必要があるが，そのような実践は見当た
らなかった。しかしそれは，経験から批判的に学
び，よりよい知恵を得るためには必要である。

第 2 は叡智の暗黙理論の要素「賢明さ」である。
他者への関心や他者理解に重点を置いた賢明さで
あるが，そのような実践もあまり見当たらない。
たとえば Paul の強い意味の批判的思考を支える
態度（表 1） である自己中心性への気づき，他者
への知的共感などに正面から向き合う教育は必要
であろう。この点に関して，平成 29 年告示の学
習指導要領の前文には，「あらゆる他者を価値の
ある存在として尊重し」の文言があり，中学国語
には，「互いの立場や考えを尊重しながら話し合
い」の文言がある （文部科学省，2017）。国語科
を要としつつさまざまな教科・領域等において，

判的思考的な活動といえる。
叡智に関しては，Kitchener らが反省的判断モ

デルのなかで扱っている「知識の不確実性に対す
る認識」がこの点と近い。基準が変われば答えが
変わるという意味で知識は不確実である。しかし
基準を明示し議論することで合意点を見出すこと
は可能であり，基準を検討することは，知識の不
確実性を扱う方策として有用である。

以上，6 カテゴリーの概要，ならびに批判的思
考や叡智との関係を確認したが，これらはボトム
アップ的にカテゴリー化したものであり，唯一絶
対のものというわけではない。異なるカテゴライ
ズもありうるであろうし，下位カテゴリーはこれ
ら以外のものも存在するであろう。また当初は批
判的思考教育の類型化を目指して作業を進めてい
たが，一つの実践のなかで複数のカテゴリーが用
いられていることが少なくないため，類型ではな
く「観点」と位置づけた。これらは，批判的思考
教育をより詳細に理解し，検討し，構築する際の
観点群のひとつとして十分に利用可能であろう。

今回は，初等・中等教育の実践のみを用いて検
討したが，今回得られた知見を，高等教育におけ
る実践や知見と体系的に比較することは，今後必
要であろう。そうすることで，批判的思考教育を
発達的にどのように捉えるべきかも見えてくるか
もしれない。そのような検討を行うことが今後の
課題である。

ここで見いだされた 6 つの観点の多くは，特別
なものではない。道田・土屋（2017） は，平成 
20 年版学習指導要領の中学校国語科で挙げられ
ている指導事項を整理し，7 種類の批判的思考要
素を見出している。それを今回の観点を対応させ
るならば，「議論の明確化」はスキル系，「質問」
は質問生成系，「反論・質問の想定」「開かれた
心」「広く深い情報収集」は複数視点系，「推敲」
は練り直し系，「評価・判断」は評価・判断系と
関係づけることが可能である。基準検討系以外は
中学校国語科の指導事項にもみられる。これらは
国語のみならず，さまざまな教科で主体的・対話
的に深く学ぶうえで重要な資質・能力と関係して
いると考えられる。その意味で，批判的思考や叡
智を意識しながら教科指導を行うことは，より深
い資質・能力の育成につながるといえる。ただし
教科書ではこれらが，簡単な扱いしかされていな
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対立する価値を題材として真摯にかつ継続的に 
扱うならば，それは賢明さの育成に寄与するであ
ろう。

第 3 は，反省的判断モデルにある「知識の不確
実性の認識」である。いくら批判的思考教育を
行っても，価値の対立する課題を扱っても，児童
生徒が絶対主義的に考えるなら，「正解」を知り
たがるだけであろう。相対主義に考えるなら，

「自分なりの答えが出ればよい」と考え，思考が
深まらない。そうではなく，知識は不確実なので
常に批判に開かれてはいる必要はあるが，暫定的
に対立を解消して合理的な合意点に達することは
可能，と構成主義的に考えられる教育は必要であ
る。これは先に述べた，失敗からの学びとも関わ
る点である。

第 4 は，叡智のバランス理論で強調されている
3 種類の比較考量である。批判的思考教育でも，
複数の視点や価値を含む課題が扱われることは少
なくないが，それをどのように扱うかまで踏み込
むことはあまりない。対人的な広さ（個人内－個
人間－個人外）や時間的な長さ（短期－長期）に
焦点を当てて考えることで，より適切な判断が可
能になるのではないだろうか。

以上，「叡智としての批判的思考」教育に今後
必要と思われる点を列挙した。批判的思考は一朝
一夕には達成されるものではなく，何年もかかる
ものだと Paul（1994）はいう。叡智はそれ以上で
あろう。同様にこれは，特定の教科・特定の単元
だけで育成できるものでもない。平成 29 年告示
学習指導要領が謳うように，各教科等の特質を生
かしながらも，教科等横断的な視点を持ち，また
学校段階間の接続を意識しながら長期的な視野で
育成していくことが求められるであろう。
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