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知的好奇心が文章情報のもっともらしさの評価に与える影響

　近年，インターネットの急速な発達にともない，大量の情報を労せず手に入れることができる

ようになった。その反面，入手できる情報の信頼性や根拠は一見して明白でないことも多く，メ

ディアが発達した昨今においては，誤った情報がもっともらしく喧伝され，瞬く間に拡散し社会

に深刻な影響を及ぼす恐れがある。例えば，医療や健康法に関するいわゆる疑似科学的なトピッ

クは多くの人にとって日常的かつ身近なものであり，効果の不確かな薬品や療法があたかも非常

に効果的なように取り上げられ広まることで，それを信じた人に経済的損失を生じたり，かえっ

て健康を損なったりする事態を招くと考えられる。こうした不利益をもたらす不正確な情報に惑

わされないためには，玉石混交の情報の真偽を正しく見極める力が情報を受け取る側に必要であ

る。そこで，教育場面では情報を批判的に捉える能力の育成が求められ（文部科学省, 2006），よ

り効果的に批判的思考を身に着けるための研究が国内外で行われている。

　情報の見かけ上のもっともらしさに人間が惑わされやすいことは実験的に確かめられている。

例えば，Weisberg, Keil, Goodstein, Rawson & Gray（2008）は，脳科学的な説明を伴う説明文

は読み手にとってもっともらしく感じられるということを検証するため，一般の社会人，大学の

学部生，大学教員などの専門家の３種のグループに対して文章を提示し実験を行った。その結果，

専門家以外の２つのグループでは脳科学的な説明を伴っていたとき，筋の通らない説明であって

ももっともらしさを高く評価しやすいことが明らかになった。この効果は Seductive Allure 

Effect（文章の魅力効果）と呼ばれ，ある事柄に対して科学的根拠を示す情報を付加した説明文

を提示したとき，たとえ説明文に含まれる情報が論理的に不合理なものであったとしても，読み

手がもっともらしいと感じる現象を指す。Weisberg et al.（2008）の研究では，どのような要因

によって専門家とそれ以外のグループにこうした判断の差を生じたかについて十分に検討されて

いないが，類似の題材としてフェイクニュースに関する研究が行われており，例えば Bronstein, 

Pennycook, Bear, Rand & Cannon（2019）は分析的思考（analytic reasoning）がフェイクニュー

スの識別能力と正の相関にあることを示している。また，眞嶋（2012）は先行研究を概観し，批

判的思考（critical thinking）を訓練することによって熟慮的な情報処理を促し，情報の評価の

誤りに対抗できる可能性を示唆した。

　批判的思考とは自分の推論過程を意識的に吟味する反省的な思考であり，何を信じ，主張し，
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行動するかの決定に焦点を当てる思考である（Ennis, 1987, 平山・楠見, 2004）。そして批判的思

考には認知的側面の能力・スキルと情意的側面の態度・傾向性が必要とされている。平山・楠見

（2004）は意識的に変えることのできる情意的側面にあたる批判的思考態度が与えられた情報か

らの結論導出にどのように関わっているかを検討し，情報の評価段階に批判的思考の下位尺度の

一つである「探究心」（さまざまな情報や幅広い知識を希求する態度）がポジティブな影響を与え，

信念バイアスを回避することによって正しい結論の導出に寄与することを明らかにした。しかし

同時に，情報の評価段階に対してはそれよりも時系列的に前のプロセスである情報の探索段階か

らの影響が「探究心」より強かったことも示されている。それにもかかわらず，探索段階への批

判的思考態度の影響は見られず，このことについては検討されていなかった。平山・楠見（2004）

で用いられた情報の探索段階の指標は信念と矛盾する証拠への着目数であり，情報探索に関わる

批判的思考態度以外の変数が，探索段階での情報への着目傾向や取得する情報の量への影響を通

じて結論の導出の正確さをより強力に予測すると考えられる。

　本研究では情報探索に関し，批判的思考に代わる変数として知的好奇心を取り上げる。好奇心

は心理学では古くから情報の探索に関連する特性として研究されてきた。特に Berlyne（1954）

の研究は，それまで明確ではなかった好奇心の定義をまとめあげ，好奇心のサブタイプを提案し

た点で評価されている（Loewenstein, 1994）。なかでも知的活動に関与する知的好奇心

（Epistemic curiosity）に関して，Berlyne（1954）は情報探索の方向性によって拡散的好奇心

（diverse curiosity）と特殊的好奇心（specific curiosity）の２つに分類した。拡散的好奇心は一

般的な刺激の探索とされ，新奇な情報への探索を動機づける。特殊的好奇心は特定の情報への欲

求であり，矛盾や不整合の解消のために探索を動機づける。拡散的好奇心と特殊的好奇心の差異

は他特性との関連からも見ることができる。例えば Mussel（2010）は好奇心の測定に広く使わ

れている Epistemic Curiosity Scale（ECS; Litman & Spielberger, 2003）と Big Five の各次元と

の関連を検討し，両好奇心が開放性と関連すること，そして特殊的好奇心と開放性との関連は拡

散的好奇心と開放性の関連に比べて低くなることを指摘している。日本における研究では，西

川・雨宮（2015）が知的好奇心尺度の作成を試みており，拡散的好奇心と特殊的好奇心には知的

好奇心としての共通性がある一方で，Big Five パーソナリティ，BIS/BAS，曖昧さへの態度と

の関連から，拡散的好奇心は Big Five の開放性と高い相関を示し，広く刺激を求める傾向と曖

昧さへの肯定的な態度をとることが明らかにされている。また特殊的好奇心は開放性との関連が

拡散的好奇心ほど高くなく，認知欲求，認知完結欲求，曖昧さへの否定的態度との関連から秩序

を求める傾向が強いという特徴が見てとれる。

　批判的思考と知的好奇心の関連をみたとき，両者には概念上対応する部分が多いことがわかる。

批判的思考態度には（１）明確な主張や理由を求めること，（２）信頼できる情報源を利用する

こと，（３）状況全体を考慮する，もとの重要な問題からはずれないようにする，（４）複数の選
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択肢を探す，（５）開かれた心を持つ，（６）証拠や理由に立脚した立場をとる，といった複数の

要素がある（Ennis, 1987）。拡散的好奇心や平山・楠見（2004）の尺度における「探究心」はこ

のうちの（４）や（５）に相当し，広く情報を求め受け入れるという性質を表していると考えら

れる。そして（１），（２），（３），（６）は論理性を志向する側面であると総括することができる。

これらは平山・楠見（2004）での「論理的思考への自覚」，「客観性」，「証拠の重視」にあたり，

矛盾や不整合の解消を志向する特殊的好奇心に関連すると考えられる。これまで知的好奇心と批

判的思考の関連を検討した研究は少ないが，そのうちの一つである斎藤（2014）では拡散的好奇

心は探求心との，特殊的好奇心は論理的思考への自覚との正の相関を示していることからもこの

想定は裏付けられていると言える。また同じく斎藤（2014）では重回帰分析による検討も行われ

ており，拡散的好奇心は探求心，特殊的好奇心は論理的思考への自覚にそれぞれ重点的に影響を

及ぼし，また批判的思考を全体的に促すことが示唆されている。この結果とこれまでの研究を総

合すると，批判的思考と知的好奇心には共通した要素があり，そのうえで批判的思考に先行する

特性として知的好奇心を捉えるのはある程度妥当であると考えられる。

　先述した Weisberg et al.（2008）の研究のような，新しい情報に対してどの程度説得力がある

か判断を下す場面では，批判的思考を発揮することによって誤った判断を回避しやすくなること

が期待される。そして，批判的思考を促す態度・傾向性に知的好奇心を想定することで，正確な

結論を導くメカニズムを説明することができると考えられる。すなわち，情報の探索と評価にお

いて拡散的好奇心が信念バイアスを回避させ，特殊的好奇心が根拠や論理に即した情報を追求す

ることで，Seductive Allure Effect のような誤った判断は生じにくくなると考えられる。この拡

散的好奇心と特殊的好奇心の程度の差が，新奇な情報に接したときの判断の個人差に影響するこ

とが予想される。

　これまで，新しい事柄を学ぶために情報を取り入れる場面を想定したとき，どのようなメカニ

ズムで提示された情報の正確さが判断されているのかに関しては，不明瞭なままであった。また，

批判的思考を訓練し，正確な判断を促すという研究は多くなされてきたが，トピックに対する結

果の固有性が高いことや，批判的思考能力の発揮が状況や文脈に依存するという問題点が指摘さ

れている（Lehman & Nisbett, 1990, 田中・楠見, 2007）。知的好奇心は教育心理学において自ら

学ぼうという欲求である内発的動機づけの認知的構成要素とされている（波多野・稲垣, 1971）。

知的好奇心が情報に接する場面でどのように機能するかを明らかにすることで，トピックや状況

にとらわれない普遍的な批判的思考の発揮を動機づけ，教育に資する知見を得ることができると

期待される。

　本研究の目的は，拡散的好奇心と特殊的好奇心の差異を踏まえ，情報の正確さの判断に対する

それぞれの影響を明らかにすることである。そのために，まず拡散的好奇心と特殊的好奇心がそ

れぞれ情報の評価に及ぼす影響を検討する。本研究では Weisberg et al.（2008）が行った
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Seductive Allure Effect の課題を用い，拡散的好奇心と特殊的好奇心が判断に与える影響のパ

ターンに違いが生じるかを検討する。また，そこから得られた知見を基に，知的好奇心の２つの

タイプが情報の評価に影響する過程を総合的に表現したモデルを構築する。

研究１

目　的

　研究１では Weisberg et al.（2008）と同様の実験課題を用いて，新奇な情報の認知に対する拡

散的好奇心と特殊的好奇心の影響を検討する。そして，それぞれの２つの好奇心が果たす役割を

検討する。

　研究１では２つの仮説を想定する。第１の仮説は，拡散的好奇心は情報のもっともらしさの評

価には影響しないということである。提示された情報がもっともらしいかどうかを判断するため

にはそこに含まれる不整合や根拠に着目する必要があると考えられるが，拡散的好奇心は単に情

報を取り入れることに関連し，論理的な整合性が不確かであっても科学的な根拠が併記されてい

るなど見た目上の情報の量が多いものを好んで取り入れさせると考えられる。

　第２の仮説は，特殊的好奇心が論理的な不整合のない情報をよりもっともらしく評価し，そう

ではない情報をもっともらしくないと評価することに関わることである。論理的思考への志向性

を持つと考えられる特殊的好奇心の高さは，情報の意味や内容に注目させる働きをもち，提示さ

れた情報の正しさや価値を判断する役割を担うことが予想される。

方　法

調査対象者・手続き　都内の私立大学生245名（男性68名，女性157名，不明20名），平均年齢は

19.14（SD＝1.16）歳を対象に講義後の時間を利用して無記名の質問紙調査が行われた。調査は

2016年11月に実施された。調査に際しては，協力は任意であり，参加の有無によって調査対象者

が成績などに一切不利益を被らないこと，回答から個人が特定されることはないことを事前に口

頭で説明し，質問紙の表紙にも同様の内容を記載した。

使用尺度

知的好奇心尺度　西川・雨宮（2015）によって作成された知的好奇心尺度を使用した。この尺度

は「新しいことに挑戦するのは好きだ」「はっきりした明快な答えが出るまでずっと考える」な

どの12項目からなり，拡散的好奇心と特殊的好奇心の２つの下位尺度を持つ。本研究では「以下

の文章について，自分にどの程度あてはまると思いますか」と教示した上で，「１：全くあては

まらない」から「５：とてもよくあてはまる」までの５件法で評定を求めた。

心理学的説明の評価　Weisberg et al.（2008）で使用された心理学的現象とその理由の説明の例
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を参考に，日本語の文章を３通り作成した。文章はそれぞれ心理学的現象である「１：知識の呪

い」「２：シミュラクラ現象」「３：カクテルパーティー効果」に関するものである。各現象の理

由の説明文として，理由として新しく適切な情報が追加されたもの（以下，増分のある説明）と

言い換えを使用し新奇な情報が付け加えられていないもの（以下，増分のない説明）を作成し，

Table 1　研究１で使用した説明文

1 2 3

心理学的現
象の文章

世の中の50パーセントの人が
知っている事実について、誰か
にそれを知っているかどうか聞
きます。それから、世の中の何
パーセントの人がその事実を
知っているか予想してもらいま
す。すると、その事実を知って
いると答えた人は、知らないと
答えた人よりもほかの人がその
事実を知っている割合を多く見
積もります。この現象を「知識
の呪い」といいます。

壁のシミや木目が人の顔に見え
て不気味に感じることはありま
せんか。このように、逆三角形
に並んだ３つの点は、しばしば
顔として判断されます。この現
象を、「輪郭誘導現象」あるい
は「シミュラクラ現象」といい
ます。

雑踏や大勢の人の話し声の中で
も、自分が興味を持っているこ
とや自分の名前には自然に注意
が向きやすくなります。この現
象を「カクテルパーティー効
果」と言います。

増分ありの
説明文

この現象が起こるのは、ほかの
人の知識を推測するときに視点
の切り替えがうまくいかず、自
分の知識を誤って他人にも当て
はめてしまうからです。

この現象が起こるのは、顔を見
分けたり表情を読みとったりす
ることが社会的な生活を送るう
えで重要なため、限られた情報
から他者の顔を素早く見分ける
本能が人間に備わっているから
です。

この現象が起こるのは、人間が
聞こえた音の中から、自分に
とって意味のあるものだけを選
択して処理することができるか
らです。

増分なしの
説明文

この現象が起こるのは、他人の
知識を評価するときに間違えや
すいからです。人間は自分の
知っていることを大事に考える
ものです。

この現象が起こるのは、何か情
報が示されると人間はとっさに
人の顔に注目してしまう傾向が
あるからです。

この現象が起こるのは、人間に
とって自分の興味のあることや
名前は自然と聞き取りやすいか
らです。

脳科学情報
＋増分あり
の説明文

脳のスキャン画像から、前頭葉
の回路が自分の知識によって活
性化することでこの現象が起こ
るのだと考えられます。この現
象が起こるのは、ほかの人の知
識を推測するときに視点の切り
替えがうまくいかず、自分の知
識を誤って他人にも当てはめて
しまうからです。

脳科学の研究で、側頭連合野に
ある顔を認識する神経細胞が反
応することから、この現象の説
明ができます。この現象が起こ
るのは、顔を見分けたり表情を
読みとったりすることが社会的
な生活を送るうえで重要なため、
限られた情報から他者の顔を素
早く見分ける本能が人間に備
わっているからです。

脳科学の研究によって、この効
果が生じるとき左脳の言語野が
活性化することが明らかになっ
ています。この現象が起こるの
は、人間が聞こえた音の中から、
自分にとって意味のあるものだ
けを選択して処理することがで
きるからです。

脳科学情報
＋増分なし
の説明文

脳のスキャン画像から、前頭葉
の回路が自分の知識によって活
性化することでこの現象が起こ
るのだと考えられます。この現
象が起こるのは、他人の知識を
評価するときに間違えやすいか
らです。人間は自分の知ってい
ることを大事に考えるものです。

脳科学の研究で、側頭連合野に
ある顔を認識する神経細胞が反
応することから、この現象の説
明ができます。この現象が起こ
るのは、何か情報が示されると
人間はとっさに人の顔に注目し
てしまう傾向があるからです。

脳科学の研究によって、この効
果が生じるとき左脳の言語野が
活性化することが明らかになっ
ています。この現象が起こるの
は、人間にとって自分の興味の
あることや名前は自然と聞き取
りやすいからです。
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またそれぞれに脳科学の情報を付加したものと付加していないものを作り，１つの現象の文章に

対して計４通りの説明文を作成した。使用した説明文を Table 1に示す。Weisberg et al.（2008）

にしたがって説明文の情報の増分の有無は被験者内要因，脳科学の情報の有無は被験者間要因と

して扱い，質問紙を構成した。調査に際してはカウンターバランスをとるため，ランダムに３つ

の文章の提示順を変えた質問冊子を作成し配布した。提示された現象の文章を読んだあと，理由

の説明文それぞれに対してどのくらいもっともらしいと感じるかを「１：全くもっともらしくな

い」から「７：非常にもっともらしい」の７件法で評定するよう求めた。調査対象者にはよく読

んで回答するように求めた。

結　果

説明文の情報の増分　３つの課題に対する説明文の情報の増分の有無が被験者に区別して認識さ

れているかどうかを検討するために，増分のある説明文とない説明文のもっともらしさの得点を

用いて最尤法・プロマックス回転による因子分析を行った。固有値１以上の因子は２つ認められ，

固有値の推移も2.11，1.20，0.80，…となっていたことから，２因子が妥当であると判断した。そ

れぞれの説明文のもっともらしさの得点の因子負荷量を Table 2に示す。α係数を用いて内的一

貫性を検討したところ，第１因子は α＝.62，第２因子は α＝.56とやや低い値であったが，内容的

にこのようなまとまりが適切と考えられた。以降では３通りの増分のある説明文のもっともらし

さの得点と増分のない説明文のもっともらしさの得点をそれぞれ合計し，「増分のある説明の

もっともらしさ」と「増分のない説明のもっともらしさ」として分析に用いた。

Table 2　説明文のもっともらしさの因子分析

F1 F2 h2

説明文３・増分なし .65 .03 .44
説明文２・増分なし .63 -.02 .39
説明文１・増分なし .51 -.03 .25
説明文２・増分あり .02 .72 .53
説明文１・増分あり -.05 .47 .20
説明文３・増分あり .01 .47 .22

因子間相関 .47

知的好奇心の影響　説明文の評価への拡散的好奇心と特殊的好奇心の影響を検討するために，説

明文のもっともらしさを従属変数，年齢と性別を第１ステップ，拡散的好奇心と特殊的好奇心と

脳科学情報の有無を第２ステップ，２つの好奇心と脳科学情報の有無の交互作用を第３ステップ

の独立変数として階層的重回帰分析を行った。なお，変数は強制投入とした。まず，増分のある

説明のもっともらしさに対する独立変数の影響を検討した。第２ステップの決定係数は R2＝.06
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であり，第１ステップからの決定係数の変化量が ΔR2＝.06（p < .01）で有意であったが，第３ス

テップの決定係数の変化量は有意ではなかった。それぞれの独立変数の標準化偏回帰係数は

Table 3の通りである。Table 3から明らかなように，特殊的好奇心のみが増分のある説明のもっ

ともらしさに有意な影響を及ぼしていた。脳科学情報を含む交互作用はいずれも有意な影響が認

められなかった。次に，増分のない説明のもっともらしさに対する影響を検討した。第２ステッ

プの決定係数は R2＝.09であり，第１ステップからの決定係数の変化量が ΔR2＝.04（p < .05）で

有意であった。第３ステップの決定係数の変化量は有意ではなかった。それぞれの独立変数の標

準化偏回帰係数は Table 3に示す通りである。Table 3から明らかなように，年齢と性別，拡散

的好奇心が増分のない説明のもっともらしさに有意な影響を及ぼしていた。脳科学情報を含む交

互作用はいずれも有意な影響が認められなかった。

Table 3　説明文のもっともらしさに対する知的好奇心の影響
増分のある説明文 増分のない説明文

第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ 第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ
β 信頼区間 β 信頼区間 β 信頼区間 β 信頼区間 β 信頼区間 β 信頼区間

年齢 .01 [-0.13, 0.15] -.04 [-0.18, 0.10] -.05 [-0.19, 0.10] -.15 * [-0.29, -0.02] -.16 * [-0.30, -0.02] -.16 * [-0.30, -0.02]
性別 -.01 [-0.15, 0.13] -.01 [-0.14, 0.13] -.01 [-0.15, 0.12] .13 [0.00, 0.27] .14 * [-0.17, 0.14] .13 [-0.27, 0.05]
拡散的好奇心 .03 [-0.12, 0.19] .05 [-0.11, 0.20] .16 * [-0.03, 0.24] .17 * [-0.17, 0.14]
特殊的好奇心 .23 ** [0.07, 0.39] .24 ** [0.08, 0.39] -.02 [0.00, 0.27] -.02 [-0.03, 0.23]
脳科学情報の有無 .05 [-0.08, 0.19] .04 [-0.09, 0.18] .11 [0.01, 0.31] .10 [-0.12, 0.20]
拡散的好奇心×脳科学情報 .03 [-0.13, 0.19] .04 [0.00, 0.27]
特殊的好奇心×脳科学情報 -.14 [-0.30, 0.02] -.11 [0.02, 0.32]

R2 .00 .06 * .08 * .05 ** .09 ** .10 **
ΔR2 .06 ** .02 .04 * .01

** p < .01　* p < .05

考　察

　研究１では知的好奇心の２つのタイプである拡散的好奇心と特殊的好奇心の差異を検討するた

めに，情報を提示したときに拡散的好奇心と特殊的好奇心のそれぞれが果たす役割を検討した。

研究１では２つの仮説を設定した。第１の仮説は，拡散的好奇心は説明文のもっともらしさの評

価には影響しないというものであった。階層的重回帰分析の結果，増分のある説明文の評価につ

いて拡散的好奇心は影響を及ぼしていなかった。しかし増分のない説明文への評価については影

響を及ぼしていたため，この仮説は完全には支持されなかった。今回の結果は，拡散的好奇心の

高さが，情報量の増分がなく本来もっともらしさを低く評価するべき説明文のもっともらしさを

高く評価してしまうことを示唆している。西川・雨宮（2015）が批判的思考態度との関連を示唆

した通り，拡散的好奇心には新奇な情報を探求する特徴がある。また，秩序や予測可能性の選好

への関連は低く，曖昧さを受容する傾向も指摘されていることから（西川・雨宮, 2015），拡散的
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好奇心は提示された情報が論理的には誤りである可能性が高くてももっともらしいと判断するこ

とを促す働きがあると考えられる。

　第２の仮説は，特殊的好奇心は説明文のもっともらしさを内容の整合性から評価する機能を持

つということであった。重回帰分析を行った結果，特殊的好奇心は増分のある説明文の評価に影

響を及ぼし，増分のない説明文の評価には影響しなかったことから，この仮説は支持された。特

殊的好奇心に Ennis（1987）や平山・楠見（2004）における証拠の重視や客観性といった論理を

重視する態度との類似が示唆されることと本研究の結果を踏まえれば，特殊的好奇心は提示され

た情報を疑うことや，より根拠の確かな情報を求めようとする論理的志向性に関連していると考

えられる。

　なお，研究１では Weisberg et al.（2008）の手法を用いたことから脳科学情報を科学的根拠と

して付加したが，主効果は見られなかった。このことに関しては，脳科学的根拠があるかどうか

にかかわらず，個人の持つ拡散的好奇心と特殊的好奇心の程度によって情報のもっともらしさの

評価が影響を受けたと考えられる。また，増分のない説明のもっともらしさに年齢と性別が主効

果を示していた。年齢が低いとき増分のない説明のもっともらしさを高く評価していることは，

大学での学年が低いうちは与えられた情報を論理的に捉えようという学問的態度が十分身につい

ていない可能性を示すと考えられる。性別の効果については原因が不明であり，また全体的に決

定係数が低かったことから，今回取り上げたもの以外にもっともらしさの評価にかかわる変数の

存在が示唆されるため，今後さらに検討していく必要がある。

研究２

目　的

　研究２では，新奇な情報のもっともらしさの判断に拡散的好奇心と特殊的好奇心が異なる影響

を及ぼしていることを確認したうえで，２つの知的好奇心と情報の評価の関係のモデルを構築す

る。

　情報の見かけ上のもっともらしさに惑わされないようにするには，読み手が意識的に熟慮的な

認知処理をはたらかせる必要がある。それを自発的に行うためには，個人の知的能力だけでなく，

正確さを求める動機づけが必要であると考えられる（眞嶋, 2012）。一般的な生活場面を想定した

とき，接した情報に対する関心の程度がその情報への正確さの追求を動機づけると想定される。

つまり，興味のある事柄であればより正確な情報を得ようとすると考えられる。拡散的好奇心に

は新奇な情報を求めるという概念上の特徴があり，特殊的好奇心は山田・伊田（2003）によって

内容のおもしろさといった興味価値に正の関連があることが指摘されている。このことから，そ

れぞれの好奇心は提示された情報への興味と正の関連を示し，その後に位置づけられる情報の評
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価に関しては興味を介して影響を及ぼすことが予測される。また，研究１で得られた知見から，

増分のある情報には特殊的好奇心が，増分のない情報には拡散的好奇心が提示された情報への評

価に影響を及ぼすと考えられる。以上を踏まえて，Figure 1のようなモデルが仮定できる。研究

２ではこのモデルの検証を行う。

方　法

調査対象，手続き　都内の私立大学生254名（男性93名，女性147名，不明14名），平均年齢18.94

歳（SD＝1.20）を対象に無記名の質問紙調査を実施した。調査は2018年５月に行われた。調査に

際して，協力は任意であり，参加の有無によって調査対象者が不利益を被ることはないこと，回

答は数値で処理されるため個人が特定されることはないことを事前に口頭で説明し，質問紙の表

紙にも同様の内容を記載した。

使用尺度

知的好奇心尺度　研究１と同様に，西川・雨宮（2015）による知的好奇心尺度を用いた。12項目，

５件法で回答を求めた。

現象の説明文の評価　研究１と同様に，Weisberg et al.（2008）で使用された心理学的現象とそ

の理由の説明の例を参考に，日本語の文章を３通り作成した。文章はそれぞれ「１：ウィンザー

効果」「２：ステンレスの仕組み」「３：食後の眠気」に関するものである。各現象の文章に対し

て，理由として新しく適切な情報が追加された増分のある説明と，言い換えを使用し新奇な情報

が付け加えられていない増分のない説明の２通りの説明文を作成した。使用した説明文を

Table 4に示す。研究２では説明文の情報の増分の有無を被験者間要因として扱い，調査におい

Table 4　研究２で使用した説明文

1 2 3

現象の文章

ある商品や企業、あるいは人物
について、それと利害関係がな
いと思われる人が高く評価して
いるという評判を聞くと、その
評価を信じやすくなります。こ
の現象を「ウィンザー効果」と
呼びます。

ステンレスは鉄にクロム・ニッ
ケルなどの元素を加えた合金鋼
です。ステンレスは錆びにくい
金属として、様々な製品に使わ
れています。

普段の生活で、食事をとった後
に満腹のままでしばらくすると
強い眠気を感じることがありま
す。この現象は血糖値が下がる
ことで起こることがわかってい
ます。

増分ありの
説明文

この現象が起こるのは、聞く側
にとって第三者による間接的な
評価は他の人に知れ渡っている
事実だと考えられ、安心できる
からです。

ステンレスが錆びにくいのは、
鉄に他の元素を加えることで表
面に非常に薄い酸化皮膜がつく
られ、周辺環境と反応しにくく
なるためです。

食後に眠気を感じるのは、血糖
値の下降によって副交感神経が
優位になり、リラックスするか
らです。

増分なしの
説明文

この現象が起こるのは、聞く側
にとってある商品や企業、人物
と利害関係がないと思われる人
の評価を聞いているからです。

ステンレスが錆びにくいのは、
鉄に他の元素を加えて錆びにく
いように加工されているからで
す。

食後に眠気を感じるのは、食後
に血糖値が下がったことにより、
人体が眠く感じるようになるか
らです。
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てはカウンターバランスをとるため３つの説明文の順番がランダムになるように作成した質問冊

子を配布し，それぞれのパターンで20‒23名の回答を得た。より確実に概念を測定するために，

研究１で用いた「もっともらしさ」の項目以外に「理解」「納得」「（提示された）文章への興味」

の項目を作成した。調査対象者には心理学的現象の文章を読んだ後，理由の説明文それぞれに対

し，SD 法を用いて「理解」「もっともらしさ」「納得」「（提示された）文章への興味」について

７件法で回答を求めた。また，情報の増分の操作チェック項目として，現象の文章に対して説明

文が「新しい情報が含まれていない」から「新しい情報が含まれている」まで，どう感じるかを

７段階で評価させた。調査対象者にはよく読んで回答するように求めた。

結　果

得点の処理　３つの説明文に対する質問項目の得点をそれぞれ合計し，「理解」「もっともらしさ」

「納得」「文章への興味」の４得点を算出した。４つの項目の信頼性係数は α＝.88であり，「文章

への興味」を除くと α＝.92であった。さらにチェック項目も各説明文のものを合計し，個人の得

点とした。各項目の得点を Table 5に示す。また，知的好奇心尺度の得点は Table 6に示す通り

であった。

Table 5　説明文の各評価項目の得点

増分なし 増分あり 合計
1 2 3 1 2 3

平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
理解 5.09 1.74 5.14 1.55 5.30 1.58 5.07 1.67 4.94 1.70 5.66 1.51 15.13 4.11
納得 4.86 1.73 4.90 1.56 4.77 1.79 4.69 1.70 5.08 1.59 5.56 1.52 14.35 4.37
もっともらしさ 4.98 1.61 5.19 1.61 4.83 1.76 4.87 1.55 5.50 1.46 5.62 1.47 14.78 4.76
興味 3.98 1.56 3.05 1.54 3.56 1.67 4.03 1.65 3.34 1.73 4.05 1.67 10.53 4.12
チェック項目 3.64 1.73 3.84 1.75 3.02 1.68 4.43 1.62 4.57 1.75 4.10 1.80 11.24 4.60

Table 6　知的好奇心尺度の得点

増分なし 増分あり 全体
平均 SD 平均 SD 平均 SD

拡散的好奇心 19.23 5.08 19.39 5.28 19.31 5.17
特殊的好奇心 19.30 4.91 19.16 4.80 19.23 4.85

　調査対象者が説明文に含まれる情報の増分を弁別できているかを検討するために，操作チェッ

ク項目の得点について対応なしの t 検定を行った。その結果，増分のある群の得点が増分なし群

よりも有意に高かった（t＝40.96，df＝252，p < .001）。この結果から，調査対象者が説明文に含

まれる情報の増分を弁別できていると判断し，以降の分析を行った。
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モデルの検討　知的好奇心と情報への興味，情報の評価の関係に関するモデルを構成する際に，

信頼性係数が α＝.92と高かったことから，「理解」「もっともらしさ」「納得」の３項目をまとめ

て「信憑性」という潜在変数を設定した。相関係数をもとに拡散的好奇心と特殊的好奇心を独立

変数とし，拡散的好奇心と特殊的好奇心の双方から信憑性へのパスを設定した。しかし，信憑性

への直接のパスは有意ではなかったことから，文章への興味を介して信憑性を従属変数とする

Figure 1のようなモデルを設定した。パス解析の結果は Figure 1（a）に記載されているとおり

である。モデルの適合度は χ2＝189.96, df＝101, CFI＝.96，RMSEA＝.059，AIC＝259.96であり，

基準を十分にみたす値が得られた。個別にパスをみると，文章への興味から信憑性へのパス係数

が .57（p < .001）であった。拡散的好奇心と特殊的好奇心を比較すると，拡散的好奇心のみが文

章への興味に対して .27（p < .01）の有意な係数を示していた。

　研究２では説明文の情報の増分の有無による２つの知的好奇心の影響の違いに焦点を当ててい

るため，多母集団同時分析を行った。はじめに，それぞれの群でモデルの適合を確認したところ，

増分があるときのモデルの適合度は χ2＝182.07, df＝101, CFI＝.93, RMSEA＝.080, AIC＝252.07，

増分がないときのモデルの適合度は χ2＝130.09, df＝101, CFI＝.98，RMSEA＝.070, AIC＝200.09

であり，両群においてモデルの適合が良好であることが示された。

　次にモデルの配置不変性を検討した。その結果，配置不変モデル（等値制約なし）のモデル適

合度は χ2＝333.78, df＝218, CFI＝.95, RMSEA＝.046, AIC＝437.78であり，モデルの適合は良好で

あった。

　最後に，パス係数に等値制約を置いたモデルをいくつか設定し，モデルにおける拡散的好奇心

と特殊的好奇心の影響を検討した。設定したモデルはモデル０（配置不変モデル），モデル１（文

章への興味から信憑性へのパスに等値制約），モデル２（文章への興味から信憑性，拡散的好奇

心から文章への興味へのパスに等値制約），モデル３（文章への興味から信憑性，特殊的好奇心

から文章への興味へのパスに等値制約），モデル４（全てのパスに等値制約）であった。５つの

モデルの適合度を Table 7に示す。Table 7からモデル１の適合度が最も良好であった。この結

果から，増分の有無の間で拡散的好奇心と特殊的好奇心から文章への興味に対する影響の大きさ

が異なる可能性が示されたといえる。

Table 7　各モデルの適合度指標

χ2 CFI RMSEA AIC 自由度 p 値
model 0 375.556 .949 .045 485.556 249 .000
model 1 376.062 .949 .045 484.062 250 .000
model 2 379.241 .949 .045 485.241 251 .000
model 3 379.120 .949 .045 485.120 251 .000
model 4 379.697 .948 .045 485.697 251 .000
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　情報に増分があるときには，特殊的好奇心から文章の興味へのパス係数は .26（p < .05）であり，

拡散的好奇心からのパスは有意ではなかった。それに対して説明文の情報に増分がないときには，

拡散的好奇心から文章の興味へのパス係数は .41（p < .001）であったが，特殊的好奇心からのパ

スは有意ではなかった。増分のあるときのパス係数は Figure 1（b），増分のないときのパス係

数は Figure 1（c）にそれぞれ示したとおりである。

Figure 1　知的好奇心と説明文への評価のパス図
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考　察

　研究２では新奇な情報のもっともらしさの判断に及ぼす拡散的好奇心と特殊的好奇心の異なる

影響を，２つの知的好奇心と情報の評価の関係のモデルを通して検討した。拡散的好奇心と特殊

的好奇心が情報への興味を介して提示された情報への評価に影響を与えるという当初想定してい

たモデルはデータから支持された。多母集団同時分析の結果，拡散的好奇心と特殊的好奇心は提

示された情報への興味を介して情報の評価に影響を及ぼすことが明らかになった。このとき，示

された情報の内容が論理的に筋の通ったものでなくとも，拡散的好奇心はその情報への興味を高

め，信憑性を高く評価するといえる。その一方で特殊的好奇心は文章が合理的な内容であった時

のみ興味を高め，情報への信憑性を高く見積もることが示唆された。

総合考察

　本研究の目的は，情報を判断する場面における拡散的好奇心と特殊的好奇心のそれぞれのはた

らきを明らかにすることであった。研究１では拡散的好奇心と特殊的好奇心の概念としての差異

を踏まえて，実際に情報を提示されたときにそれぞれの好奇心が果たす役割を検討した。その結

果，拡散的好奇心は本来もっともらしさを低く評価すべき説明をよりもっともらしく評価してし

まうことに影響していたといえる。平山・楠見（2004）では拡散的好奇心に近い概念である批判

的思考態度の下位尺度「探求心」が信念バイアスの回避に影響していたことを考えあわせると，

この結果は拡散的好奇心が情報の受容を優先しているためと推察できる。また，特殊的好奇心は

情報に増分のある説明の評価に影響していたことから，情報にどのような価値があるか，どのく

らい正確かという内容的評価は特殊的好奇心に影響を受けていると考えられる。まとめると，拡

散的好奇心は新奇な情報に対してその内容の精査や評価を行うことまでは促さないが，特殊的好

奇心は情報を論理的に評価することを動機づけるはたらきをすることが示唆された。拡散的好奇

心に関しては，本研究の結果からは増分のない情報をもっともらしく認識するという，判断の誤

りを助長する傾向があるようにもみえる。しかし，拡散的好奇心によって促されていると考えら

れる情報の受容は，評価段階における信念バイアスの回避だけでなく，例えば道田（2002）が挙

げている好意の原則（善意解釈の原理，principle of charity，批判を加えるためにはまず相手の

主張を受け入れる必要があるという原則）のように批判的思考の前提としてはたらく可能性もあ

る。その上で，受容した情報を適切な基準にしたがって判断を加えることで批判的思考が達成さ

れるため，拡散的好奇心による情報の取り入れは，特殊的好奇心の準備状態であると言うことも

できる。

　また，研究１では説明文への評価に対して脳科学の情報の有無が影響を示さなかった。これは

実験に用いた脳科学の情報がうまく根拠として機能していなかった可能性を示唆し，Weisberg 
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et al.（2008）を再現するには至らなかった。そのため Seductive Allure Effect が生じるメカニ

ズムを本研究の結果から論じることは難しいが，あえて説明を試みるのであれば，拡散的好奇心

による情報の受容に対して特殊的好奇心がブレーキ役となっているが，特殊的好奇心が十分に高

くなければ情報の質にかかわらず受容のみが進んでしまうために生じると言うことができる。

Weisberg et al.（2008）の調査では一般の社会人，心理学を学ぶ大学生，大学教員などの専門家

という３つのグループに対して実験を行い，専門家のグループはそれ以外のグループに比べて

Seductive Allure Effect が生じにくかったことが示されている。専門家は一般の社会人や学生に

比べて特殊的好奇心が高く，そのことが結果に影響を及ぼした可能性が考えられる。現に

Murayama & Miura（2015）では脳科学的画像を説明に付与しても Seductive Allure Effect は

再現されなかったという指摘されているように，この効果は付与された情報自体の性質というよ

り，読み手の態度によるものだと考えることができる。

　研究２では，情報の増分がないときには拡散的好奇心が，増分があるときには特殊的好奇心が

それぞれ情報への興味を介して情報の評価へ影響を及ぼすことが明らかになった。増分のない情

報への興味には拡散的好奇心のみが正の影響を及ぼしていた一方，増分のある情報への興味には

特殊的好奇心が正の影響を及ぼしていた。本研究の結果からは，増分の有無によって情報の評価

に使用する方略が異なることが示唆される。すなわち，増分がないときは方向を定めない探索に

よって新奇な情報を多く取り入れることに重点を置き，増分があるときは方向を定めて精査する

方略をとっていると考えられる。これは Berlyne（1960）における，拡散的好奇心は方向を定め

ない探索による新奇な刺激によって低すぎる覚醒度を増加させ，特殊的好奇心は方向を定めた探

索による矛盾の解消によって高すぎる覚醒度を減少させるという想定に即した説明である。この

ような知的好奇心の影響は興味を介していたことから，情報のトピックに対する関心がある程度

与えられた情報の認知処理を動機づける可能性が示唆された。研究２での結果は，研究１の知見

とも整合的であり，これを裏付けるものであった。

まとめと今後の課題　本研究では２つの研究を通じて，知的好奇心が情報判断に及ぼす影響を検

討し，因果モデルを構築した。本研究の結果からは，批判的思考の先行研究では推察の域に留まっ

ていた批判的思考の発揮を動機づける変数として，知的好奇心を位置づけられる可能性も明らか

にできたと考えられる。

　これまでの好奇心研究の結果から，拡散的好奇心と特殊的好奇心は，ともに性格の５因子モデ

ルにおける開放性次元の下位に属すという点である程度の共通性を持ちながら，それぞれ新奇な

情報への欲求と論理性の追求という異なる要素があることが明らかである。しかしながら，従来

の研究では知的好奇心を単に新しい知識を求めるという側面のみで字義どおりに捉えることが多

かった。例えば，Kashdan（2004）はこれまでの知的好奇心研究は拡散的好奇心と特殊的好奇心

のどちらか一方で好奇心を代表させる傾向があったことを指摘している。また，西川・雨宮
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知的好奇心が文章情報のもっともらしさの評価に与える影響

（2015）では，PISA での調査から日本人の知的好奇心は比較的低いとされているが，これは用

いられた質問項目が拡散的好奇心を問う内容であったことによる可能性があるとして，一般的に

知的好奇心の概念が開放性と関連の強い拡散的好奇心に偏っていることを取り上げている。こう

した結果を考慮すると，知的好奇心のはたらきについて検討を行う際に，拡散的好奇心と特殊的

好奇心の差異に着目することには意義があると言えるだろう。

　また，知的好奇心はその研究の歴史的背景から，主に児童教育の分野で注目されてきた。しか

し Kidd & Hayden（2015）は，好奇心研究において今後検討されるべき問いとして，成人にとっ

て好奇心がどのように機能するかを挙げている。情報リテラシー教育は近年ますます重要視され

るようになり，児童の学習場面に限らず，それ以外の幅広い年代でも適切な情報の取捨選択が求

められる場面が少なくない。具体的な介入の検討として，例えば Lutzke, Drummond, Slovic & 

Árvai（2019）は Facebook におけるフェイクニュースを取り上げ，誤った情報を評価したり拡

散したりすることへのガイドラインを示すという介入によって，ニュースへの批判的態度を喚起

しそれらの軽率な行動を控えさせることができると示唆している。個人の拡散的好奇心や特殊的

好奇心に差異をもたらしている要因を特定することができれば，今後学習や教育場面での活用や

介入を検討する際に有益な知見となると考えられる。

　しかしながら，本研究にはいくつかの限界が存在する。まず，拡散的好奇心と特殊的好奇心の

時間的な前後関係を十分に検討できていないという点が挙げられる。研究１と研究２の結果から，

特殊的好奇心が情報の精査を促すことで拡散的好奇心の無批判な情報の受容を抑制しているので

はないかと考えられるが，実際に結論の生成プロセスにおいて先に拡散的好奇心が作用し，その

後で特殊的好奇心の影響が生じることが確認されたわけではない。さらに，調査対象者が限定的

であったことも課題である。本研究で用いた説明文を作成する際に参考にした Weisberg et al.

（2008）の調査では，大学生以外に社会人や専門家集団も調査対象とし，異なる属性間の比較を

していた。調査対象者の社会的属性によって知的好奇心の程度に差異がある可能性は十分考えら

れるが，実際にそのような差異が生じるか，現段階では予測にとどまる。属性間の差異を含めて

検討することで，知的好奇心や批判的思考に影響を及ぼす環境要因の特定に有益な示唆を得るこ

とが期待できる。

　また，本研究の実験手続き上の限界点も改善の余地がある。実験に用いた説明文の形式や題材

に関してもより統制する必要があることが考えられる。文章の長さは情報の増分のあるものとな

いものの間でできる限り近づけるように配慮したが，表現の都合上文量が偏ってしまったところ

がみられる。文章の長さは見かけ上のもっともらしさにつながるとも考えられるため，厳密に

もっともらしさを検討するためには提示する文章の形式を条件間で揃える必要があるだろう。領

域普遍性に関して今回の検討ではなるべく普遍的なトピックとして科学的事実を取り上げている

が，田中・楠見（2007）の指摘のように文脈により批判的思考が発揮されるか否かが左右される
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ことはやはり無視できない。今回は興味という指標を用いて間接的に文脈の影響も考慮に入れた

が，事前知識がどのくらいあるかを調査項目に加えるなどより直接的に文脈の影響を統制する必

要があるだろう。これらの限界については，今後さらに詳細な検討が求められる。
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