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はじめに

　このテキストは、早稲田大学人間科学部の授業科目「実験調査研究法（インストラ
クショナルデザイン研究法）」のためにまとめたものです。

　卒業論文を書くためには、研究をすることが必要です。そして、研究をするために
は、研究の方法を身につけなければなりません。

　このテキストを独学で、または授業で学習することによって、代表的な３つの研究
方法（質問紙調査法、半構造化面接法、実験計画法）を身につけることができます。
卒論のテーマとしてどんなものを選んだとしても、この３つの研究方法を身につけて
いれば、うまく研究を進めることができるでしょう。

　なお、このテキストのタイトル「インストラクショナルデザイン研究法」は、授業
の名前にしたがったものです。ここで扱っているのは、インストラクショナルデザイ
ンに「特有の」研究法ではなく、科学一般で広く使われている３つの研究方法です。
それを習得するのがこの授業の目的です。

これから卒論を始めようとしている皆さんへ

　このテキストは、上記の授業のために作成しましたが、この授業を取らない人でも
独習できるように、詳しく書いてあります。卒論の研究に着手する前にこの冊子にし
たがって自習すれば、卒論に使われる代表的な３つの研究方法が身につくと同時に、
研究を進めていくための道筋が見えてくるでしょう。

　このテキストが、皆さんの卒論作成の助けになれば、うれしく思います。

内容についての連絡先

　この冊子に書かれている内容について疑問や間違いがありましたら、メールでお知
らせください。アドレスは：kogo@waseda.jp　です。

2010年3月31日　　向後千春・中井あづみ・冨永敦子

mailto:kogo@waseda.jp
mailto:kogo@waseda.jp
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1. 　この授業について

　――先生、よろしくお願いしま～す。

とうとうこの実験調査研究法、略して実調、を取ってしまったか。

　――えっ、まずかったですか？

いや、まずくはないけどね……

　――けどね、なんですか？

けっこう厳しいのよ、この授業。4単位かかっているし。

　――いや、でも、卒論を書くのに必要だって聞いたので。

そう、卒論には必要なことをやるよ。

　――じゃ、やるしかないじゃないですか。

そうだね。じゃあやるか。

　――は～い。

1.1 　研究するということ

研究するとはどういうことか

　研究するとはどういうことでしょうか。

　まず１つは、インチキとそうでないものを見分けることです。インチキというと悪
意が入っていますが、そうでなくても、私たちは、自分自身の思いこみや、他人から
いわれたこと、またテレビや雑誌などの記事で読んだことに支配されています。それ
らは本当のこともありますが、同じ確率で間違っていることもあるのです。研究は、
そうした間違いや思いこみやインチキを見分ける手段です。

　２つ目に、私たちは個人的にいろいろな体験をしますが、それを個人的なものでは
なく、一般化するということです。一般化とは、どういう条件の時にどうすれば、ど
うなるかということが常に予測できるということです。一般化された知識が集積され
たものを「科学」と呼んでいます。一般化するためには、ある時、ある場所で、ある
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条件で起こったことを組織的に調べて、どのような因果や法則でそれが起きているの
かを明らかにすることが必要です。これが研究するということです。

　まとめれば、研究するということは、「本当のところはどうなのか？」ということ
を知ることです。そのためにはこれまでに科学の中で蓄積されてきた、研究方法につ
いて知り、それを実践できることが必要です。

研究は何の役に⽴立立つか

　研究はいったい何の役に立つのでしょうか。

　ひとつは自分の仕事と関係があるということです。自分の仕事をしていると、どう
したら改善することができるか、もっとうまいやり方があるのではないか、あるやり
方でやることが習慣になっているけれどもまったく新しいやり方があるではないか、
などと考えることがあるでしょう。それが研究の種になります。つまり、世界の誰も
やったことのないことを明らかにするということが研究です。

　もうひとつは、研究をすることと仕事をすることは似ているということです。仕事
をするためには、素材や材料を用意して、スケジュールを立てて、それに少しの創造
性（つまり工夫）を加えて、課題を解決していきます。研究もこれに似ています。明ら
かにしたいテーマを決めたら、材料を用意して、スケジュールを立てて、それに少し
の創造性を加えて研究を進めていくのです。あなたの仕事を楽しいものにしたいと思
うなら、研究の方法を学ぶことです。そうすれば、あなたの仕事が研究に近いものに
なり、それをこなしていくことが楽しくなるでしょう。

リサーチ・クエスチョン

　研究をするには「これについて研究したい」という「これ」があるはずです。「こ
れ」を研究テーマと呼びます。たとえば、「百マス計算」というのは研究テーマにな
り得ます。しかし、これではまだ漠然としていますので、「百マス計算のクラスへの導
入で何が変わったか」というように限定していくとより明確なテーマになります。

　少しでも問題意識を持った人ならば、こうした研究テーマを決めるまでは割とすん
なりいくかもしれません。しかし、実際に研究を始めるためには、研究テーマをさら
に具体的なものにして「リサーチ・クエスチョン」を立てる必要があります。リサー
チ・クエスチョンとは「研究上の問い」ということで、何を知りたいのか、何を問題
にしたいのか、ということです。

　さきほどの例「百マス計算のクラスへの導入で何が変わったか」を取り上げてみま
しょう。百マス計算の導入でいろいろなものが変わるでしょうから、このままではリ
サーチ・クエスチョンではありません。たとえば、次のように限定してみます。

•百マス計算の導入で、子どもの計算能力は向上するか
•百マス計算の導入で、クラスの雰囲気はどう変わるか
•百マス計算の導入で、子どもの学習に対する認知はどう変わるか
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•どんな子どもが、百マス計算を好むか

　このような形で明確に限定されたものが、リサーチ・クエスチョンになります。

知りたいことと研究⽅方法

　知りたいことがどんな性質であるかによって研究方法が決まってきます。

物差しを作りたい 　→質問紙調査法

　重さを量りたいならば秤、長さを測りたいならば巻き尺、時間を計りたいならばス
トップウォッチというように物理学の世界では物差しとしての道具が揃っています。
しかし、心理学をはじめとする学問では、物理学の道具は使えません。たとえば、あ
る人の「きれい好き」度を知りたいということがあれば、その物差しを自分で作るこ
とが必要です。あるいは、ある人の「頭の良さ」を測りたいのであれば、多くの心理
学者がIQテストのようなものを開発してきました。質問紙調査法では、このような心
理的なものを測る物差しを作りましょう。

因果関係を知りたい 　→実験計画法

　何かが何かの原因になっているかどうかを知りたいことがあります。たとえば、百
マス計算を訓練すると、計算能力は向上するのかどうかというようなことです。この
ようなことを明らかにするためには、実験計画法を使います。

その⼈人の物語や世界観や意味を知りたい 　→半構造化⾯面接法

　数値にならないことを知りたいこともあります。たとえば、物語や世界観といった
「その人にとっての意味」ということです。これを知るためには半構造化面接法を使
います。

　この授業では、研究として知るために使う３つの研究方法を実習によって学んでい
きます。

1.2 　どんなことが⾝身につくのか

卒論の基礎スキルの習得

　人間科学部では、科学的な研究法を使って卒論を書きます。卒論を仕上げるまでに
は、研究テーマを選び、そのテーマに合う研究法を選び、調査や実験を行い、データ
を分析・考察し、論文らしい書き方で書くといういくつものプロセスがあります。こ
れは大変な作業です。頭では理解しているつもりでも、いざとなると具体的にどうす
ればよいのか、迷うものです。

　調査や実験をしなくても書ける論文もあります。文献研究がそれです。文献研究と
は、自分が選んだ研究テーマについて過去にどのような研究がなされてきたか、いろ
いろな文献を調べて総括し、それに対して自分の考えを述べるというものです（文献　
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研究が卒論で認められているかどうかは研究室によって違います）。それでも、文献
には科学的な方法が使われているので、それを理解していないと文献を読んでも意味
がわかりません。

　この授業では、卒論を書くための基礎的なスキルを身につけます。

３種類の研究法を学ぶ

　卒論もノーベル賞級の研究も、研究方法はだいたい同じです。世の中で行われてい
る研究のほとんどは、この授業で取り組む、下の３つの研究方法のいずれかと考えて
よいでしょう。ですから、卒論ではこの３つの方法のどれかを使えばよいのです。

•質問紙調査法
•半構造化面接法
•実験計画法

データ分析を学ぶ

　データを取ったら、次はそれを分析します。たとえば、新聞や雑誌などメディアの
アンケートでは、「はい」と答えた人数を比べたり、百分率を使ったりする分析方法
をよく見ます。それで十分なこともあります。けれども、平均値や分散などを用いてさ
らに分析を加えないと不十分なことが多いことは統計学で学びました。この計算を簡
単に行ってくれる統計分析ソフトの使い方もここで身につけましょう。

論⽂文の形式を学ぶ

　論文には書き方があり、決まりがあります。ここでその書き方を練習しましょう。
論文の書き方は世界共通で決まっています。その書き方で書かないと、論文として認
めてもらえません。我流ではダメです。人は研究を評価するときに、まずその論文が
きちんとした形式に則って書かれているかをチェックします。そのチェックにパスし
たあとで初めて内容を読んでもらえるのです。

　自分の文章に枠をはめられるのはいやだと思うかもしれません。しかし、論文は小
説や詩のように文章表現の技巧や感動を目的とした文章ではありません。自分が行っ
た研究を正確に伝えるための文章です。このような内容重視の文章は、形式を決めて
おいたほうがよいのです。形式に従って書いた方が内容の違いが浮かび上がりやすい
からです。自分の考えを整理しやすく、読み手にとっても親切な、合理的な書き方を
ここで身につけましょう。

仕事に活かす

　科学的な研究法では、ものごとを論理的に見たり、処理したりします。思いこみで
判断したり、我流のやり方で無理矢理やっつけたりするのではありません。一時的な
感情や好き嫌いで決めるのではなく、冷静な観察力や根拠のある理由から進めます。
この態度は、仕事をするときにも役立ちます。また、自分の考えや行動の根拠を順序
立てて整理し、伝えることは、仕事をする上でも必要なスキルです。
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1.3 　この授業に必要なスキル

　この授業では、次のようなスキルが必要になります。各自準備してください。

ワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソフトの操作

　この授業では、マイクロソフト社のWordとExcelというソフトを使ってデータ分析
をし、レポートを作成することになります。また、Powerpointというプレゼンテー
ションソフトを使って、実験材料を作成します。Windows機、Macを使っているいず
れの人も、自分のパソコンにWord、Excel、Powerpointを導入してください。

1.4 　実験協⼒力力の依頼と研究倫理

実験協⼒力力について

　実習によっては実験協力者が必要な場合があります。この授業の内容を知らない人
に、事前に実験の期間と内容を伝えて協力の許可を取ってください。お願いするとき
は、実験内容を細かく説明することはありません。細かく説明すると、実験協力者は
実験目的を推理して、何とか結果を出そうとがんばることがあります。また、実験者
の熱意が伝わって、実験者の臨んでいる通りにしてあげようと無理にふるまうことも
あります。こうなると、協力者の親切心や実験者の意図というよぶんな要因が結果の
中に入り込んでデータの質が落ちてしまいます。できるだけ自然な態度で臨んでもら
えるように接してください。

研究倫理について

　他の人にこちらからお願いして何かを聞くときは、それなりの態度が必要です。個
人情報保護法が制定されるなど、プライバシーを尊重する傾向は社会的に高まっても
います。調査や実験では、個人の意見や考えなどプライバシーが暴露されます。興味
本位で研究とは関係ないことを聞いてはいけません。本当にそれを聞くことが自分の
研究に役立つのか、単なる好奇心だけではないか、冷静に判断しましょう。内容を軽
はずみに他の人に話したり、ブログに書いたりしてもいけません。人間科学部には研
究倫理指針があり、研究倫理委員会が設置されています。ある程度以上のプライバ
シーを侵害するおそれがある研究をするときは、倫理委員会に書類を提出し、研究の
倫理的な問題の程度を判断してもらいます。

■ホームワーク1

　ホームワークは宿題です。オンデマンドを聞き、テキストを読んだら、すぐに取り
組むと記憶の定着に役立ちます。回答は、指定の方法でコースナビから提出してくださ
い。
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1. 　あなたの「研究」についてのイメージ（50点）

　あなたが持っていた「研究」についてのイメージはどんなものでしたか。300字程度
で書いてください。

2. 　これから学ぶ研究の⽅方法は役に⽴立立つか（50点）

　これから研究の方法について学んでいくわけですが、これを学ぶことは何かの役に
立つと思いますか。300字程度で書いてください。
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2. 　質問紙調査法

　――先生、まず何から行きますか？

最初は質問紙調査法からやろうかね。

　――アンケートですね。任せてください。

その自信はどこから？

　――以前に「あなたのジブリ度」アンケートを作ったことがあるんですよ。超ウ
ケが良かったですよ。

どうやって作ったの？

　――まあ、適当に。でも私はジブリマニアなので大丈夫ですよ。

いや、そういう問題じゃないんだけど。

　――と、いいますと？

2.1 　道具としての質問紙

⼼心を測る物差し

　人間を扱う科学では、まず人間（とりわけその心）を測る道具が必要です。それが
質問紙です。たとえば「教えるスキル」を測る質問紙は以下のようなものが考えられ
ます。

「教えるスキル」を測る質問紙

1. 人をほめることがうまい。
2. つまずいている人に適切な助言を与えられる。
3. 教えるとき、相手のレベルが気になる。
4. その人をやる気にさせるには、どうすればよいかを考えようとする。
5. 人に手本を示すのがうまい。

　この質問紙はあくまで一例です。「教えるスキル」を測る質問紙はこの他にも無限
に考えられます。しかし、その質問紙が「教えるスキル」なるものをきちんと測って
いるか（妥当性）、それを安定して測っているか（信頼性）ということが重要です。
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2.2 　質問紙法

　質問紙法は国勢調査や世論調査から雑誌の読者アンケートまで、広く使われている
調査法です。

　質問紙法の長所と短所は、まず長所として、

•個人の内面を幅広くとらえることができること
•大人数に同時に実施できること
•コストが低いこと
•実施条件を同じにできること
•答える人それぞれのペースで進めることができること

　があります。

　一方、短所としては、

•回答で簡単にうそをつけること
•個人の内面を深くはとらえられないこと
•年齢や知的能力などの制限があること

　があります。

4種類の尺度

　質問の回答から得られるデータの種類によって、次の４種類の尺度があります。

(1) 　名義尺度

　「あなたの性別は？---□男性　□女性」や「朝食はどちらが多いですか？---□ごは
ん　□パン」のように回答がカテゴリーになっている尺度です。回答データは、度数
だけに意味があり、平均したりはできません。

(2) 　順序尺度

　「あなたの好きな順に番号をつけてください---□リンゴ　□ミカン　□ブドウ」の
ように回答が順番になっている尺度です。回答データは、順番がわかるだけで、平均
することはできません。

(3) 　間隔尺度

　「あなたはジブリ映画がどれくらい好きですか？---1.まったく好きではない　2.あ
まり好きではない　3.どちらともいえない　4.少し好きである　5.非常に好きであ
る」のように回答に順序性があり、なおかつ間隔が一定である尺度です。

　間隔が一定ということは、たとえば、「1.まったく好きではない」と「2.あまり好
きではない」の心理的距離と、「4.少し好きである」と「5.非常に好きである」の心
理的距離が等しいということです。厳密にはこうした尺度では、心理的距離は必ずし
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も一定ではないと考えられますが、便宜上、間隔尺度として扱っています。この授業
で作る質問紙もこの間隔尺度を使います。

　間隔尺度では、平均値を算出することができます。しかし、「2.あまり好きではな
い」は「1.まったく好きではない」の２倍であるということはできません。

(4) 　⽐比例尺度

　「あなたの足の大きさは？---（　　）cm」のように数値そのものに意味がある尺度
です。平均も出せますし、30cmは20cmの1.5倍であるということもできます。

2.3 　質問紙を作るステップ

　質問紙は、

1. 測りたいことを決める
2. 項目を集めてどれを使うかを決める
3. 実際の質問紙を作成する

　の３段階で作ります。質問紙を実際に作っていきましょう。

(1) 　測りたいことを決める

　測りたいものがなければ質問紙は作れません。何を測りたいかというテーマを決め
ます。質問紙では、人間の行動や態度、志向性、能力、技能などについて測ることが
できます。たとえば、次のようなテーマがあります。

•リサイクルに対する態度
•学習の仕方に対する傾向
（１人での学習を好むか、グループ学習を好むか　など）
•文章作成能力
•教え方のスキル

　この実習では「教えるスキル」をテーマとします。

リサーチクエスチョンを設定する

　ただ、「教えるスキル」を測定する質問紙を作るだけでも研究にはなるのですが、
この教えるスキルが、何によって規定されているか、あるいは何によって影響を受けて
いるのかを調べることにしましょう。たとえば「教えるスキルは性別によって違いが
あるのか？」や「教えるスキルは塾講師や家庭教師の経験によって影響されるか？」
といったようなことです。

9



　このような疑問形のトピックを「問題」と呼びます。あるいは「研究上の問い
（Research Question）」略して「RQ」と呼ぶこともあります。この問題が研究のタ
ネとなります。

(2) 　項⽬目を集めてどれを使うかを決める

　測りたいものが決まったら、次は質問項目の候補を集めましょう。集め方は、自分
で考える、人に聞く、関連文献を読むなど、さまざまな方法を使います。

　十分な数の質問項目をカードなどに書き出し、あとでそれを分類して、同じような
ことを聞いている質問は１つにまとめていきます。このようにして最終的に設定した質
問数に絞り込みます。

　ここでは、最終的に10個の質問になるようにします。

(3) 　質問紙を作成する

　質問紙は、以下のものから構成されています。

•タイトル
•依頼文
•調査者の氏名と連絡先
•フェイスシート
•教示文
•質問項目と選択肢
•お礼の言葉

タイトル・依頼⽂文・調査者の⽒氏名と連絡先

　質問紙の表紙には「調査のお願い」を書きます。たとえば次のような文章です。特
に個人情報について明記することが必要です。

依頼文の例

○○についての調査のお願い

　この調査は、○○についてお尋ねするものです。データは数量化され、統計的
に処理されますので。個人情報が公開されることはありません。この調査は強制
ではありませんので、無理にお答えいただく必要はありません。しかし、できる
だけ多くの方のご協力を必要としておりますので、よろしくお願いします。

早稲田大学人間科学部　山田太郎

ご不明な点などありましたら、下記までご連絡ください。

メールアドレス：xxxxx@waseda.jp
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フェイスシート

　フェイスシートは、性別や年齢、学年、職業などの基本的な属性を尋ねるもので
す。属性別のクロス集計を行うために必要です。たとえば、「教えるスキル」について
の調査の場合、「男性と女性によって違いがあるのか？」「学年によって違いがある
のか？」を調べたいときは、フェイスシートに性別や学年の項目を入れておきます。

　最近では、プライバシー保護のため、フェイスシートは表紙以外の場所（たとえば
最後のページ）に書いてもらうことが増えています。

フェイスシートの例

性別……□男性　　□女性

学年……【　　　　】年

職業……1.学生　2.会社員　3.主婦　4.アルバイト・パート　5.自営　6.その他

兄弟姉妹の中で何番目……□一番上　□真ん中　□末っ子　□一人っ子

教⽰示⽂文

　教示文とは、質問に答えてもらう前に、内容を説明し、回答をうながす文のことで
す。わかりやすく簡潔に書きます。たとえば次のような文章です。

教示文の例

　以下に、あなたが○○することについての項目が並んでいます。「1.まったく
あてはまらない」から「5.とてもあてはまる」までの中から、最も一致する番号
を選んで○を付けてください。

質問項⽬目と選択肢

　質問項目を質問紙らしいレイアウトに並べましょう。質問項目をランダム順に並
べ、番号をふります。

　次に回答方法を決めます。「はい」、「いいえ」の2件法、「全くない」から「いつ
もそう」などの多肢選択法などいろいろあります。

　ここでは、次の番号付の程度・頻度量表現による5件法を使います。番号をつけたの
は、あとでデータ入力がしやすいためです。次ページの例では、「とてもあてはま
る」が「5」になっていますが、番号を逆にして「とてもあてはまる」を「1」にする
場合もあります。
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１
ま
っ
た
く
あ
て
は
ま
ら
な
い

２
あ
ま
り
あ
て
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ま
ら
な
い

３
ど
ち
ら
で
も
な
い

４
や
や
あ
て
は
ま
る

５
と
て
も
あ
て
は
ま
る

1）人をほめることがうまい 1 2 3 4 5

2）つまずいている人に適切な助言を与えられる 1 2 3 4 5

3）教えるとき、相手のレベルが気になる 1 2 3 4 5

4）その人をやる気にさせるには、どうすればよいかを考
えようとする

1 2 3 4 5

5）人に手本を示すのがうまい 1 2 3 4 5

6）教えたことができないと、つい怒ってしまう 1 2 3 4 5

逆転項⽬目

　逆転項目とは、調べたい概念について逆の方向から尋ねる項目のことです。質問が
すべて一方向から尋ねたものであると、回答者はついつい惰性でマルをつけてしまい
ます。それを防ぐために３分の１から半分くらいの質問は逆転項目にしておき、ラン
ダムな順番でいれます。

　上の「教えるスキル」を測る項目で「6）教えたことができないと、つい怒ってしま
う」という項目は逆転項目です。この項目にあてはまらないほど、教えるスキルは高
いということになります。

　逆転項目については、集計するときに数字を逆にして（5段階評定で、1なら5という
ように）集計します。

お礼の⾔言葉

　最後にお礼の言葉を書きます。

お礼の言葉の例

以上で質問はすべて終わりです。

ご協力どうもありがとうございました。
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(4) 　予備調査

　質問紙の形が整ったところで、まず数人に予備調査を行います。予備調査はこの授
業では行いませんが、卒論などでは必ず行います。見落としなどがないかを確認して
ください。予備調査に答えてくれた人に感想や意見を聞き、最終的な項目修正を行っ
てから本調査を行います。

■ホームワーク2

1. 　「教えるスキル」を測るための項⽬目を10個作成する（40点）

　「教えるスキル」を測定するための項目を10個作成してください。そのうち３つは
逆転項目にしてください。

2. 　「教えるスキル」に関するRQを３つ書く（30点）

　「教えるスキル」に影響しそうな属性を３つ考え、リサーチクエスチョンを３つ書
いてください。たとえば、性別が影響しそうな属性だとすると、リサーチクエスチョ
ンは「教えるスキルは性別によって違いがあるか？」となります。

3. 　フェイスシートの質問項⽬目を３つ書く（30点）

　リサーチクエスチョンにしたがって、フェイスシートで尋ねる質問項目を３つ書い
てください。たとえば、リサーチクエスチョンが「教えるスキルは性別によって違い
があるか？」であれば、質問項目は「性別」となります。

■⽂文献紹介

鎌原他編著『⼼心理学マニュアル質問紙法』（北⼤大路書房,	  1998）

質問紙法の作り方から実施、分析の仕方まで具体的に書かれて
います。どのように質問紙調査を進めていけばいいのかがよくわ
かるでしょう。
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3. 　質問紙調査の実施

　――先生！　できました、質問紙。

できたかね。

　――じゃ、やってきます。

おいおい、どこに行くの？

　――そこらへんにいる人に、ばーっとまいて、ちゃっちゃっと取ってきますよ。

そ、それは～

　――え？　まずいすか？

3.1 　⺟母集団とサンプル

　質問紙調査では、ある集団について知りたいというような、母集団が想定されま
す。たとえば、日本人の成人について知りたいのか、日本の大学生について知りたい
のか、早稲田大学の学生について知りたいのか、早稲田大学人間科学部の一年生につ
いて知りたいのか、というような一定の条件を満たした集団です。

　母集団の全員に調査する（全数調査）ことが不可能な時に、母集団からいくつかの
サンプルを取って調査し、その結果によって母集団について推定するということが行
われます。このサンプルはランダムに選ばれることが条件になります。たとえば早稲田
大学人間科学部の一年生について知りたいのに、たまたま、ある教室に集まっていた
一年生に調査したとしたら、サンプルに偏りができてしまいます。

　しかし、厳密なランダムサンプリングは手間と費用がかかります。

　今回の調査は学習スタイルを測定する良い質問紙を開発するというのが目的ですの
で、厳密なランダムサンプリングにはこだわらないことにします。

質問紙調査で最⼩小限必要な⼈人数

　質問紙調査で最小限必要な人数は、質問項目と回答方法の件数をかけた数です。た
とえば、30項目で5件法なら最小限で30×5＝150人必要です。
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3.2 　質問紙調査の実施（対⾯面）

対⾯面の調査

　実際の調査の手順は下記に従います。実習では模擬的に１人が調査担当者として、
下記の手順を行います。

調査の手順

1. 調査協力者にお礼を言うと同時に注目させる。
2. 調査の目的を説明し、教示を読み上げる。
3. 回答してもらう。
4. 全員が回答し終わったところで、もう一度回答漏れがないかどうか確認
してもらう。

5. 調査用紙を回収する。
6. お礼を言い、終了する。

　あらかじめ、台本を用意しておき、言うべき内容を言い忘れてしまったり、逆に、 
その場の思いつきを話したりすることのないようにします。

3.3 　REASを使ったオンライン調査

　最近では、インターネットを使ったオンラインによる調査もよく行われています。
オンライン調査のサービスを提供するサイトはいくつかありますが、ここでは、放送
大学が提供しているREAS注1（リアルタイム評価支援システム）を紹介します。

　REASで、質問紙調査を作成し、回答者にアクセスしてもらうと、図3.1のように回
答者のパソコン画面上に質問項目が提示されます。回答者が質問に回答することで、
オンライン調査が実施できます。

　以下に、REASを使ったオンライン調査の作成の仕方について説明します。
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図3.1　REASで作成した調査の例

新規アカウントの登録

　REASを利用するには、まずユーザーIDを新規登録します。

1) 画面左の「新規アカウント登録」をクリックする。

2) 利用規約を読み、「同意する」をクリックする。

3) ユーザーID、パスワード等を入力し、「登録」をクリックする。
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調査⽤用サイトの作成

1) 画面左の「新規調査票」をクリックする。

2) 調査票の種類（PC用／携帯用）を選択し、調査票タイトルを入力する。［コ
メント］欄に、依頼文を入力する。

フェイスシートの項⽬目の作成：ラジオボタンで性別を選べるようにする

　次にフェイスシートの項目を作成します。REASには、ラジオボタン、メニュー、リ
スト、チェックボックス、自由記入などの回答方法が用意されています。性別について
「男性」か「女性」をいずれかを選択してもらう場合は、ラジオボタンという回答方
法を利用します。

1) 画面左の「設問作成」の「新規設問」をクリックする。

2) 「ラジオボタン」タブをクリックする。

3) ［Quest］欄に質問を入力する。

4) ［Answer］欄に選択肢を入力する。１つの選択肢を1行に入力する。

5) ［設問表示形態（レイアウト）］で、質問と選択肢のレイアウトを指定す
る。

6) 「OK」をクリックする。
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フェイスシートの項⽬目の作成：⾃自由記⼊入で年齢を⼊入⼒力力できるようにする

　年齢は自由記入という回答方法を使って入力できるようにします。自由記入は、意
見や感想を入力してもらう場合にも利用できます。

1) 画面左の「設問作成」の「新規設問」をクリックする。

2) 「自由記入」タブをクリックする。

3) ［Quest］欄に質問を入力する。

4) ［Answer］欄で、記入欄の大きさを指定する。

5) ［設問表示形態（レイアウト）］で、質問と記入欄のレイアウトを指定す
る。

6) 「OK」をクリックする。

質問項⽬目の⼊入⼒力力：ラジオボタンで5件法に回答できるようにする

　5件法の質問項目は、ラジオボタンを使って回答できるようにします。1つ目の質問
項目の前に、教示文を入力します。

1) 画面左の「設問作成」の「新規設問」をクリックする。

2) 「ラジオボタン」タブをクリックする。
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3) ［Quest］欄に質問を入力する。

4) ［Answer］欄に選択肢を入力する。１つの選択肢を1行に入力する。

5) ［設問表示形態（レイアウト）］で、質問と選択肢のレイアウトを指定す
る。

6) ［コメント］欄で、教示文を入力する。

7) 「OK」をクリックする。

1つ⽬目の質問項⽬目をコピーして2つ⽬目以降の質問項⽬目を作成する

1) 1つ目の質問項目（例では「1)人をほめることがうまい」）をチェックし、
「コピー」をクリックする。
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2) 1つ目の質問項目がコピーされる。コピーされた質問項目をクリックする。

3) ［Quest］欄の質問を修正し、［コメント］欄の教示文を削除し、「OK」を
クリックする。

　1)～3)を繰り返して、質問項目をすべて作成すれば完成です。画面左の「調査票プレ
ビュー」をクリックして出来上がりを確認しましょう。
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調査票のURLは：「調査票情報設定」の「基本情報設定」

　調査票が完成したら、調査票のURLを対象者に知らせて回答してもらいます。調査
票のURLは、「調査票情報設定」の「基本情報設定」に掲載されています。「基本情
報設定」では、調査票タイトルや依頼文を修正できます。

回答期間を指定する：「調査票情報設定」の「公開情報設定」

　「調査票情報設定」の「公開情報設定」では、回答期間等を指定できます。
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回答データのダウンロード

回答データは、一括してダウンロードできます。

1) 画面左の「集計設定」の「ダウンロード」をクリックする。

2) 「全ての設問をダウンロードする」をチェックし、「ダウンロード」をク
リックする。

3.4 　データをエクセルに⼊入⼒力力する

　データが取れたら、そのデータをExcelシートに入力します。

　データは「セル」と呼ばれるマスに入力します。A, B, C……と名づけられた縦方向
のセルを「列」と呼びます。1, 2, 3……と名づけられた横方向のセルを「行」と呼び
ます。セルを指定するには、たとえば、A列1行目であれば「A1」というように指定し
ます。また、セルの範囲を指定するには、たとえば、A2からA13であれば
「A2:A13」というように「:」（コロン）を使います。

　ここでは、1行目に見出しを入力し、2行目以降にデータを入力します。また、A列
の回答者番号を自動入力してみましょう。

【本テキストでは、WindowsのExcel2007を使った操作方法を中心に解説します。】
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⾒見見出しを⼊入⼒力力する

1) 1行目に見出しを入力する（D1セルは「兄弟姉妹内の順番」と入力）。

2) A2セルに「1」、A3セルに「2」と入力する。

3) A2セルとA3セルをドラッグして選択する。

4) 太い枠の右下の小さな■（フィルハンドル）にマウスポインタを合わせ、下
方向にドラッグすると、番号が自動的に入力される。

⾒見見出しの⽂文字をセルの中央に表⽰示する

1) 見出しのセルをドラッグして選択する。

2) ［中央揃え］ボタンをクリックする。
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⾒見見出しの⽂文字を折り返して表⽰示する

1) D1セルのように、セル内に見出しが表示しきれいないときは、そのセルをク
リックして選択する。

2) ［折り返して全体を表示する］ボタンをクリックする。

表の列幅を変更する

1) A列の列幅を変更したいときは、「A」と「B」の境界線を左右にドラッグす
る。

複数の列幅を同じにする

1) E列～G列の列幅を同じにしたいときは、「E」から「G」までをドラッグす
る。そうすると、E列～G列を選択できる。

2) 「E」と「F」の境界線をドラッグする。
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回答データを⼊入⼒力力する

　フェイスシートのデータもいっしょに入力します。効率よく入力するために、男性
は「1」、女性は「2」に置き換えて入力します。同様に、兄弟姉妹内の順番は、一番
上を「1」、真ん中を「2」、末っ子を「3」、一人っ子を「4」に置き換えて入力しま
す。

【注意】 　逆転項⽬目は数値を逆に⼊入⼒力力すること

　逆転項目のデータは数値を逆にして入力してください。たとえば5件法であれば、1
が5に、2が4に、3はそのまま、4が2に、5が1になります。

■ホームワーク3

1. 　データ⼊入⼒力力（100点）

　あなた（あるいはあなたのグループ）が収集した質問紙調査のデータをExcelに入力
してください。入力ミスのないように、入力し終えたら、確認してください。
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4. 　質問紙調査のデータ分析

　――先生、データが取れました。やったね。

おお、そうか。

　――100人以上のデータは迫力がありますね。

よし、それじゃデータ分析にとりかかろう。

　――え？　計算するんですか？　データが多いだけに面倒くさそう。

いや、Excelを使えばラクだよ。

　――Excelって計算もできるんですか？　初めて知った……

Excelの達人になれるように少しずつ覚えていこうね。

4.1 　項⽬目分析

　データが取れたら、項目分析を行います。項目分析とは、測定したいものとは関係
が薄いまたはない項目を除外して、尺度全体の一貫性（内的整合性）を高め、尺度の
感度を上げようとするものです。つまりより良い尺度にするために、不適切な質問項
目を除外していくことです。

　ここでは

1. 正規性の確認
2. G-P分析（上位下位分析）
3. I-T相関（項目・全体得点相関）
4. 因子分析

　を行いましょう。

　正規性の確認とは、項目の得点が正規分布しているかどうかを確かめるものです。
回答が程度・頻度量表現のどちらか片方に極端にかたよっているときは、その項目の
測定能力は低くなります。

　G-P 分析は、ある項目の上位得点群と下位得点群を比較して、各項目が適切かどう
かを判断する分析です。
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　項目・全体得点相関は、G-P分析と同じような考え方をします。全体得点と各項目と
の相関係数を求め、もし、その相関が高ければ、適切な項目だと判断します。

　最後に、残った項目を使って因子分析を行います。因子分析は、データの中に隠れ
ている共通の因子を探し出す方法です。なお授業では、因子分析はオプションで、必
ずしも実行しなくてもけっこうです。相関係数から因子分析まで、独習したい人は向
後・冨永（2008）を参照してください注1。

4.2 　正規性の確認

　まず、それぞれの質問について、その回答の分布が正規分布に近いものになってい
るかどうかを確認します。

度数をカウントする

　回答データは、1～5までの数値になっています。それぞれの数値が何回出現してい
るかを「度数」と呼びます。まず、この度数をカウントしましょう。

　Excelには、度数をカウントする関数「COUNTIF」があります。COUNTIFは、以
下のように指定します。

=COUNTIF（調べる範囲，調べる値）

　たとえば、図4.1の場合。質問１で「1」を選
択した人が何人いるかを調べたいときは、E16セ
ルに「=COUNTIF(E2:E13,D16)」と入力しま
す。これは、「E2～E13の範囲内で、D16の値
（1）が何個あるかを示してね」という意味にな
ります。

　しかし、実際にはこれでは少しまずいのです。
というのも、E16セルの「=COUNTIF
(E2:E13,D16)」という関数を、E17セルにコピー
すると、「=COUNTIF(E3:E14,D17)」となり、
調べる範囲がずれてしまいます。F16セルにコ
ピーすると、今度は「=COUNTIF
(F2:F13,E16)」となり、調べる値がずれてしまい
ます。

　このようなときは、「E$2:E$13」のように、
ドルマークを行の前に入れます。ドルマークは
「ドルマークの次の指定は固定にする」という効

図4.1　良くない例
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果があります。つまり、2行と13行というのが固定になります。こうすることで、この
関数式を縦方向にコピーしたときにも正しく動くようになります。

　最終的には、次のようになります。

=COUNTIF(E$2:E$13, $D16)

　では、実際に各質問項目の選択肢「1」～「5」の各度数を計算し、度数の合計を求
めてみましょう。

1) 入力データの下に度数カウントのためのエリアを作る。

2) E16セルに「=COUNTIF(E$2:E$13, $D16)」と入力する。
小文字でもＯＫ！　正しく入力できると、計算結果が表示される。

3) E16セルの関数式を、E17～E20セルにコピーする。

　　関数式をコピーするには、以下の方法がある。

•E16セルを右クリックして［コピー］を選択。E17～E20セルを選択し、
右クリックして［貼り付け］を選択。

•E16セルの太い枠の右下の■（フィルハンドル）を下方向にドラッグす
る。

4) E21セルに、合計の関数「=SUM(E16:E20)」を入力する。これは、「E16～
E20セルの値を合計してね」という意味。度数の関数式が正しければ、合計
は回答者数になるはず。
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5) E16～E21セルの関数式を、ほかのセルにコピーする。

棒グラフを作成する

　度数を棒グラフにし、正規分布になっているかどうかを確認しましょう。

1) 質問1の「度数」の見出しから度数データまでを選択する。例ではE15:E20。
※合計を選択しないように注意！

2) ［挿入］タブを選択。

3) ［縦棒］→［2-D縦棒］の一番左のグラフを選択。

　質問１の各選択肢の度数グラフが作成される。
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　同じように、質問2～10の度数グラフも作成しましょう。

棒グラフの体裁を整える

　以下の編集を行い、図のような研究論文用のグラフにしましょう。

＜タイトルと凡例を削除する＞

1) タイトルの「度数」を選択。＜Delete＞キーを押すと、タイトルが消える。

2) 凡例の「度数」を選択。＜Delete＞キーを押すと、凡例が消える。

＜横軸ラベル「選択肢」と縦軸ラベル「度数」を⼊入れる＞

1) ［レイアウト］タブを選択。
※［レイアウト］タブが表示されないときは、グラフをクリックして選択す
る。

2) ［軸ラベル］→［主横軸ラベル］→［軸ラベルを軸の下に配置］を選択。

3) 横軸に「軸ラベル」と表示される。その「軸ラベル」を「選択肢」に修正す
る。

4) ［軸ラベル］→［主縦軸ラベル］→［軸ラベルを垂直に配置］を選択。

5) 縦軸に「軸ラベル」と表示される。その「軸ラベル」を「度数」に修正す
る。
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＜縦軸の⽬目盛線を消す＞

1) ［目盛線］→［主横軸目盛線］→［なし］を選択。

棒グラフの⾒見見⽅方

　今回の回答選択肢は５つですので、きれいな山型にならなくてもかまいません。し
かし、特定の選択肢に回答が集中していたり（図4.2のA）、ふた山の分布になってい
る（図4.2のB）項目は削除します。特定の選択肢に回答が集中している項目には、回
答者を分類する能力（弁別力）がないと考えられるからです。また、ふた山分布の項
目は、質問の仕方が多義的である可能性があると考えられるからです。

　また、図4.2のCのように山がない分布の項目も不適切です。

　図4.2のDのように、山が片方に偏っている場合は、厳密には不適切な項目ですが、
ここでは１つの山の分布を示していると見て、適切な項目と判断します。

図4.2　分布のパターン

4.3 　G-P分析（上位下位分析）

　G-P分析の考え方は次のとおりです。
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　すべての項目の得点の合計点を、全体得点（あるいは尺度値）と呼びます。全体得
点の値によって、回答者を上位群と下位群の２つに分類します。そうすると、各項目
の上位群による平均値は、下位群による平均値よりも高くなることが予想されます。
もし、上位群による平均値と下位群による平均値に差がなかったり、あるいは両者が
逆転しているような場合は、その項目は、質問全体で測っているものとは異なるもの
を測っている可能性があります。したがって、その項目は不適切であり、削除するこ
とになります。

G-P分析⽤用のシートを作る

　Excelには、複数のシートを作ることができます。分析データをわかりやすく整理す
るために、「G-P分析」用のシートを作りましょう。

1) アンケートのデータをコピーする。

2) 画面下の「Sheet2」と書かれたところをクリックして、Sheet2を表示する。

3) Sheet2のA1セルに、アンケートのデータを貼り付ける。

4) 「Sheet2」と書かれたところを右クリックして、［名前の変更］を選択。

5) 「Sheet2」を「G-P分析」に変更する。

6) 同じように、「Sheet1」を「正規分布」に変更する。

全体得点の計算

　ここでは、質問が３つあるとして、まず全体得点を計算します。

1) H2セルに、回答者1の全体得点を求める関数「=SUM(E2:G2）」を入力す
る。
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2) H2セルの関数式を縦方向にコピーする。

全体得点の順に並べ替える

　次に回答者を全体得点の順に並べ替え（ソート）をします。

1) 全体得点で並べ替えたいので、全体得点のセルに太い枠を移動する。全体得
点のセルならば、どこでもよい。

2) ［ホーム］タブをクリック。

3) ［並べ替えとフィルタ］→［降順］をクリック。降順は大きい順、昇順は小
さい順に並べ替える。

　全体得点の大きい順に並ぶ。
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上位群・下位群の平均を求める

　回答者数は12人なので、上位6人と下位6人の平均をそれぞれの質問について求めま
す。平均を求める関数は次のようです。

=AVERAGE(範囲）

1) E15のセルに、上位6人の平均を求める関数「=AVERAGE(E2:E7)」を入力す
る。これは「E2～E7セルの値の平均を求めてね」という意味。

2) E16のセルに、下位6人の平均を求める関数「=AVERAGE(E8:E13)」を入力
する。

3) E15、E16セルの関数式を右方向にコピーする。

（わかりやすいように上位6人のデータに色を塗っています）

回答者数が奇数の場合はどうするか

　たとえば、回答者数が11人の場合は、真ん中の6番目のデータは排除し、1番目～5
番目のデータを上位群、7番目～11番目のデータを下位群とします。

全体得点が同じ場合はどうするか

　たとえば、回答者数が12人で、６番目と7番目の全体得点がそれぞれ9点だったとし
ます。同じ9点なのに、6番目は上位群、7番目は下位群に分類されるというのはヘンな
話です。このような場合は、全体得点が9点のデータをすべて排除し、1番目～5番目を
上位群、8番目～12番目を下位群とします。
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桁数を揃える

　平均の桁数が揃っていないので、小数点以下2桁まで表示するようにしましょう。

1) E15～G16セルを選択。

2) ［数値］の［小数点以下の表示桁数を減らす］ボタンを数回クリックし、小
数点以下2桁まで表示する。

t検定

　例の質問1と質問3では、上位群の平均が下位群の平均よりも大きくなっています
が、質問2では、逆転しています。上位群の平均が下位群の平均よりも、統計的に有意
に大きいかどうかは、検定をする必要があります。ここでは、２群の平均の差の検定
として、t検定を行います。t検定は、Excelのデータ分析を使って行うことができま
す。
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1) ［データ］タブの［データ分析］を選択。

2) 「t検定：等分散を仮定した２標本による検定」を選択し、［OK］をクリッ
ク。なお、ここで「一対の標本による平均の検定」を選ぶのは、同じ実験協
力者が２種類の刺激を評定したような場合です。また、「分散が等しくない
と仮定した２標本による検定」を選ぶのは、２つの標本の分散が大きく異な
る場合で補正が必要な場合です。２つの標本の分散がほぼ同じと考えられる
場合は、「等分散を過程した２標本による検定」を指定してください。

3) 以下の内容を指定し、［OK］をクリック

•変数1の入力範囲：ここでは上位群のデータ

•変数2の入力範囲：ここでは下位群のデータ

•仮説平均との差異：上位群と下位群の平均には差がないことを検定するので
「0」を指定

•ラベル：入力範囲の先頭にラベルが入っている場合はチェック、入っていない
場合はノーチェック。ここではノーチェック。

•α：有意水準を指定。5％ならば「0.05」、1％ならば「0.01」。ここでは、
「0.05」を指定。

•出力オプション：検定結果の表示場所を指定。
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4) 結果が表示される。「変数1」は上位群、「変数2」は下位群。「観測数」と
は回答者数である。上位群の平均、下位群の平均、観測数に間違いがないか
確認しよう。

結果の⾒見見⽅方

　有意差があるかどうかは、「P(T<=t）両側」か、「t値」と「t境界値両側」で判断
できます。

• 「P(T<=t)両側」　＜　実験者が指定した有意水準　の場合は有意差あり

　Pは確率です。例では「P(T<=t)両側」は0.0571＝5.71％になりました。有意水準は
5%に設定しました。5.71＞5なので、有意差はありません。

• 「t値」　＞「t境界値両側」　の絶対値　の場合は有意差あり

　例では「t値」は2.15、「t境界値両側」は2.2281です。2.15＜2.2281なので、有意
差はありません。

　G-P分析の結果、質問1の上位群平均と下位群平均には有意な差はなかったので、質
問1は不適切な質問であったということができます。

4.4 　項⽬目・全体得点相関（I-T相関）

　項目・全体得点相関では、G-P分析と同じような考え方をします。全体得点と各項目
との相関係数を求め、もし、その相関が高ければ、適切な項目だと判断します。しか
し、相関が低いときは、その項目は全体とは違うものを測っているとして、不適切な
ものと判断します。

　ある項目と全体得点の相関係数を計算するときは、全体得点の中からその項目の得
点を削除するべきですが（二重に含まれることになり、実質より高い相関係数が算出
される）、ここでは、便宜的に削除しない値で計算します。
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項⽬目・全体得点相関⽤用のシートを作る

　G-P分析のときと同じように、データをコピーし、「項目・全体得点相関」用の
シートを作りましょう。

1) 「G-P分析」シートのアンケートのデータと、全体得点をコピーする。

2) Sheet3のA1セルに、アンケートのデータと全体得点を貼り付ける。

3) 「Sheet3」と書かれたところを右クリックして、［名前の変更］を選択。

4) 「Sheet3」を「I-T相関」に変更する。

相関係数を求める

　相関係数を求める関数は次のようです。配列1と配列2のデータの相関係数を求める
ことができます。ここでは、配列1に全体得点、配列2に質問の得点を指定します。

=PEARSON（配列1，配列2）

1) B15セルに「=PEARSON($H2:$H13,E2:E13)」を入力する。これは「H2～
H13セル（全体得点）と、E2～E13セル（質問1の得点）の相関係数を求め
てね」という意味（Hの前にドルマークがついているのは、コピーしたとき
に全体得点の列を動かさないため）。

2) E15セルの関数式を右方向にコピーする。
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3) ［小数点以下の表示桁数を減らす］ボタンを使って、小数点以下3桁まで表示
する。

　これを見ると、質問の1と3では割と強い相関があります。しかし、質問2では、相関
が低いので不適切な項目であることがわかります。

無相関検定

　上では、相関係数の値を見て、強い・弱いを判断しましたが、厳密には検定を行い
ます。標本数が大小によって、相関係数が有意かどうかを判断しなければならないか
らです。

　相関係数が有意な値であるかどうかを判断するには無相関検定を使います。表4.1か
ら標本数による5%有意水準の限界値を求めて、それより大きければ有意な相関だと判
断します。無相関検定のための表はたいていの統計学の本に載っています。

　ここでは、標本数は12ですので、近いところで10の欄を見て限界値は0.632としま
す（詳しい表を見ると標本数12での限界値は0.576です）。したがって、質問の1と3
の相関係数0.738と0.756は有意な相関であり、質問2の相関係数0.049は有意な相関と
はいえません。

表4.1　無相関検定の限界値（簡易版）

標本数 5%有意水準の限界値
5 0.878
10 0.632
15 0.514
20 0.444
30 0.361
40 0.312
50 0.279
60 0.254
70 0.235
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標本数 5%有意水準の限界値
80 0.220
90 0.207
100 0.197
200 0.139
300 0.113

4.5 　因⼦子分析

　因子分析は、調査で使った項目群がどのような次元を構成しているかを調べる統計
手法です。1次元あるいは2次元くらいの単純な構造をしている質問紙ほど使いやすい
ものといえます。ここでは因子分析は任意で行うことにします。因子分析について詳
しく知りたい人は、松尾・中村（2002）、向後・冨永（2008）注1を参照してくださ
い。

因⼦子分析をWebサイトで⾏行行う

　因子分析を行うには、SPSSなどの統計パッケージを利用することが多いのですが、
ここでは、Web上で計算してくれるサイトを利用します。群馬大学社会情報学部の青
木繁伸先生が提供しているBlackBox注2というサービスを利用します（図4.３）。

図4.３　Black-Boxのサイト画面
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注1 松尾太加志・中村知靖『誰も教えてくれなかった因子分析』北大路書房, 2002
　向後千春・冨永敦子『統計学がわかる-回帰分析・因子分析編』技術評論社，2008

注2 http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/BlackBox/BlackBox.html
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http://www.gunma-u.ac.jp/index-j.html
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4.6 　信頼性の検討

　尺度を作ったら、その尺度が使える尺度かどうか確かめます。確認作業には2種類あ
ります。信頼性の検討と妥当性の検討です。まず、信頼性とは、同じ人に同じ条件で独
立に繰り返し測定したとき（吉田, 2001）注1、結果がどれだけ一致するかということ
です。一致する程度が小さいと、その尺度はあまり信用できません。逆に何度調査し
ても近い値が出れば、何かを一貫して調べていることになります。

　信頼性の検討のしかたには、クロンバックのα係数・再検査法・折半法などがあ
り、その中でもクロンバックのα係数がよく用いられています。α係数は折半法によ
る信頼性係数を一般化したものです。αの値が0.8以上の時、一般に信頼性が高いと言
われます。

　クロンバックのα係数は以下の式で計算されます。

α＝（項目数／（項目数-1））×（1-各項目の分散の合計／全体得点の分散）

α係数用のシートを作成し、α係数を計算しましょう。

α係数⽤用のシートを作成する

まず「I-T相関」シートをコピーし、「α係数」シートを作成しましょう。

1) シート名「I-T相関」を右クリックし、［移動またはコピー］を選択。

2) 「末尾へ移動」を選択し、「コピーを作成する」をチェックして、［OK］を
クリック。

3) 「I-T相関(2)」というシートが作成される。シート名を「α係数」に変更す
る。
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測定尺度集Ⅱ　サイエンス社．



α係数を求める前に不適切な質問項⽬目を排除する

　不適切な質問項目を排除するために、項目分析を行いましたね。α係数は、この不
適切な質問項目を排除したあとの、残った良い質問項目を使って求めます。

　ここでは、G-P分析と項目・全体得点相関の結果をもとに、不適切な質問項目を排
除しましょう。

　まず、G-P分析と項目・全体得点相関の両方で有意差がなかった質問項目を排除しま
す。例では、G-P分析で有意差がなかった質問項目は質問１と質問２でした。項目・全
体得点相関で有意差がなかった質問項目は質問２のみでした。そこで、両方に共通す
る質問２のみを排除し、α係数を計算します。

1) G-P分析と項目・全体得点相関の両方で有意差がなかった質問2を削除する。
質問2の列名（ここではF）を右クリックし、［削除］を選択。

　もし、α係数の値が低かったら、排除する質問項目を増やします。質問１はG-P分析
では有意ではありませんでしたから、今度は質問１も排除してα係数を計算します。

42



α係数を求める

　α係数を求めるには、各質問項目の分散と、全体得点の分散が必要です。分散と
は、データの散らばり具合を示したものです。分散の式は次のようです。

=VARP（範囲）

1) E17セルに、「=VARP(E2:E13)」と入力する。これは「E2～E13セル（質問
1）の分散を求めてね」という意味。

2) E17の関数式を右方向にコピーし、ほかの質問の分散、全体得点の分散を求
める。

3) ［小数点以下の表示桁数を減らす］ボタンを使って、小数点以下3桁まで表示
する。

4) E19セルに、以下のα係数の式を入力する。
α＝（項目数／（項目数-1））×（1-各項目の分散の合計／全体得点の分散）
例では質問1と3だけなので、項目数は「2」になる。

=2/1*(1-SUM(E17:F17)/G17)
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5) α係数は「0.746」になる。

　α係数の一般的な規準は0.8です。0.746はやや低いといえます。

4.7 　妥当性の検討

　妥当性とは、その尺度が測りたいものを、本当に測定しているのかどうかというこ
とです。妥当性には、専門家が経験的に判断する内容的妥当性と、データを取って調
べる統計的妥当性があります。統計的妥当性の中には、基準関連妥当性と構成概念妥
当性の2つがあります。

基準関連妥当性

　基準関連妥当性は、実際の行動をその尺度が予測するかどうかということです。た
とえば、「後悔しやすさ尺度」の得点が高い人が、実際に日常生活の中で後悔する行
動が多く出現したとすれば、基準関連妥当性が高いということになります。

構成概念妥当性

　構成概念妥当性は、測定内容と関係があると考えられる他の尺度との関連性はどの
程度かということです。たとえば、「くよくよしやすさ尺度」や「消極性尺度」や
「過去を振り返る尺度」がすでに作られていたとします。「後悔しやすさ尺度」とこ
れらの尺度との相関係数がある程度あれば(0.2～0.7)、「後悔しやすさ尺度」は構成概
念妥当性が高いということになります。

この授業では妥当性の検討は必須ではありませんが、卒論など尺度を作るときは必ず
行わなくてはいけません。信頼性・妥当性が低かったときは、項目の構成を見直し
て、数値をあげられないかを検討します。

4.8 　フェイスシートの項⽬目を使った分析

　最初にリサーチ・クエスチョンを立てたのを覚えていますか？　リサーチ・クエス
チョンについては、フェイスシートの項目を使って調べることができます。

　たとえば、「教えるスキルは性別によって、どのように異なるのか？」というリ
サーチ・クエスチョンを立てたとします。これを調べるには、フェイスシートの性別
に関する回答と「教えるスキル」に関する質問項目とを使います。つまり、男性の
「教えるスキル」の合計得点と、女性の「教えるスキル」の合計得点を比較すればよ
いわけです。
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リサーチ・クエスチョン⽤用のシートを作成する

　まず「α係数」シートをコピーし、「男女別」シートを作成しましょう。

1) シート名「α係数」を右クリックし、［移動またはコピー］を選択。

2) 「末尾へ移動」を選択し、「コピーを作成する」をチェックして、［OK］を
クリック。

3) 「α係数(2)」というシートが作成される。シート名を「男女別」に変更す
る。

男⼥女女別に並べ替える

　次に回答者を男女別に並べ替え（ソート）をします。

1) 性別で並べ替えたいので、性別のセルに太い枠を移動する。性別のセルなら
ば、どこでもよい。

2) ［ホーム］タブをクリック。

3) ［並べ替えとフィルタ］→［昇順］をクリック。昇順は小さい順に並べ替え
る。

　性別順に並ぶ。1が男性、2が女性である（わかりやすいように男性のデータに色を
塗っている）。
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男⼥女女別に、全体得点の平均を求める

1) 男女別に、全体得点の平均を求める。例では、G15セルに「＝AVERAGE
（G2:G7）」、G16セルに「＝AVERAGE（G8:G13）」を入力している。

t検定を⾏行行う

　例では、男性のほうが女性よりも全体得点が大きくなっています。しかし、統計的
に有意に大きいかどうかは検定を行う必要があります。ここでは、Excelの分析ツール
を使って、ｔ検定を行います。

1) ［データ］タブの［データ分析］を選択。

2) 「t検定：等分散を仮定した2標本による検定」を選択。
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3) 変数１に男性の全体得点、変数２に女性の全体得点、仮説平均との差異は
「0」、αは「0.05」、出力先を指定し、［OK］をクリック

4) 結果が表示される。男性の平均、女性の平均、観測数に間違いがないか確認
しよう。

　「P(T<=t) 両側」が0.891838＝89.18％なので、有意ではありません。つまり、男
性の平均と女性の平均との間には、有意な差はないということです。したがって、教
えるスキルは、性別による差はないと言えます。

■ホームワーク4

　以下の手順で項目分析をしてください。

1. 　正規性の確認（25点）

　Excelに入力したデータについて、ヒストグラムを描いて、それぞれの正規性につい
て判定してください。

2. 　G-P分析（25点）

　G-P分析を行ってください。その結果から、不適切な項目を判定してください。
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3. 　I-T相関（25点）

　I-T相関を計算してください。その結果から、不適切な項目を判定してください。

4. 　α係数（25点）

　全項目によるα係数を計算してください。また、不適切な項目を排除した場合のα
係数を計算してください。両者を比較してください。

■⽂文献紹介

松尾太加志・中村知靖『誰も教えてくれなかった因⼦子分析』北⼤大路書房,	  

2002

この本は、本当にていねいに因子分析を説明してくれます。活字の
ポイントを小さくしても文章を詰め込み、文章を読んでもらうこと
でわかってもらおうという姿勢がすばらしいです。図表も「ここに
注目」というポイントが明らかで、重要なものは躊躇なく何度も提
示するという親切さがあります。因子分析の基本図書として最初に
読むといいでしょう。
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5. 　質問紙調査のレポート作成

　――先生、Excelでのデータ分析がやっと終わりました～

ご苦労さん。

　――疲れました～

大変だったね。でも手計算でやることを考えれば、まだラクだろう？

　――そりゃそうですけど～

それじゃレポートを書こうか。

　――レポート嫌いです～

でも、レポートを書かないと終わらないよ。

　――じゃあ、やります～

レポート嫌いの人は多いけど、形式さえマスターすれば大丈夫だからね。

5.1 　レポートの構成

　レポートの章立てには、決まった型があります。これは、学会への投稿論文でも、
また卒業論文、修士論文でも基本的に同じです。違うのは、ページ数だけです。です
から、ここでレポートの型を身につけておけば、卒業論文も同じように書くことがで
きます。

　レポートでは、「はじめに・方法・結果・考察・結論」の５つの章にわけて書きま
す。各章で書くことは下のとおりです。

表紙

　表紙には、タイトル、著者名、提出日付を書きます。タイトルは、内容を端的に表し
たものを自分で考えてつけます。単に「実験調査研究法のレポート」というのはダメ
です。自分の学生番号と名前も忘れずに書きます。

1. 　はじめに

　研究テーマに関連して今までに行われている研究（先行研究）の推移と問題点、こ
の研究の目的、作った尺度は何に役立つかを書きます。
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　次の「S-C-Q」スタイル注1で書くと書きやすく説得力があります。

Situation（状況）

　社会一般の状況から述べます。たとえば、「生徒・学生の学力低下が問題になって
いる→教え方に一層の工夫が必要だ→人にはそれぞれ学び方のスタイルがあり、それ
に合わせて教え方も変えなければならない」のような展開です。

Complication（複雑化・焦点化）

　上記の状況の中で特にこのレポートで取り扱う問題に焦点化していきます。たとえ
ば「そこで学び方のスタイルを診断するような質問紙を開発することが必要だ」。

Question（問題）

　このレポートでまさに問題にしていることを述べます。たとえば「このレポートで
は学習スタイルを適切に診断できるような質問紙を開発することを目的とする」。

2. 　⽅方法

　行った研究の方法を書きます。これを読めばまったく同じ研究が実施できるように
細かく、正確に書きます。対象者の人数や属性・時期や場所・研究の手順などを項目
化して述べます。

3. 　結果

　データ分析の方法を書き、その結果（数値）を書きます。詳しい数値は表にし、視
覚化したいものは図にします。図、表ともそれぞれ別の連番をつけ（表1、図1という
ように）、タイトルを必ず書きます。伝統的に、表のタイトルは上に、図のタイトルは
下につけます。

　図表を入れたら、必ず本文で引用します。たとえば、「表1に各項目の平均と分散を
示した」のように書きます。

4. 　考察

　結果について自分が考えたことを書き、仮説と一致したかそうでないか、仮説と一
致した、またはしなかった理由を書きます。自分の考えを補強する先行研究を論拠に
しながら述べます。

結果と考察の書き分け

　最初のうちは、「3.　結果」と「4.　考察」の書き分け方が難しいと思います。結
果では、事実のみを書き、自分の意見や解釈を書くことは控えます。逆に、考察で
は、結果で書いた事実はなるべく繰り返すことはせず、なぜそういう結果になったの
かということについて意見や解釈を書いていきます。
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5. 　結論

　レポート全体の要約を端的に述べます。この結論だけを読んでも、レポート全体の
内容がつかめるように書きます。

引⽤用⽂文献

　レポートの中で引用した文献を著者のABC順に並べます（日本人の場合もローマ字
に直したとして並べます）。学問領域によって書式がいろいろあります。ここでは日
本心理学会の投稿規定に従って、ABC順方式を取ります。

その他の書式

　見出しのふりかたは、1（章レベル）, 1.1（節レベル）, 1.1.1（項レベル）の順と
します。それより細かい番号は使いません。

　書体は、本文は明朝体、見出しはゴシック体にします。

　ページ番号をページ下の中央に入れてください。

　箇条書きは、項目を列挙する場合にのみ使い、あとは文章で説明してください。

■ホームワーク5

1. 　レポートの作成（100点）

　レポートをWordで作成してください。

■⽂文献紹介

松井豊『⼼心理学論⽂文の書き⽅方』河出書房新社,	  2006

「この本には、心理学で卒業論文や修士論文を書くときに必要とな
る基本的な執筆テクニックしか書いてありません」と書いてありま
す。余計なうんちくや押しつけがない一方で、説明して欲しいとこ
ろがきっちり説明してあります。例示もいかにもありそうなものを
取り上げています。この先、卒論を書くときにも役に立ちます。
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■質問紙調査法：エピローグ

　――先生、レポート完成です。

お疲れ様。

　――質問紙調査を気安く考えてはダメですね。きちんとした質問紙を作るのは
けっこう大変です。

その通り。でも、逆にいえば、質問紙を作る手順は定式化されているので、それ
に従えば大丈夫だともいえる。

　――手順を踏んでいくということですね。

そうだね。

　――そうすると質問紙調査は誰にでもできるということですね。

そうだ。それだけに、質問紙の内容をどれだけ練られたものにするか、新しいア
イデアや見方を導入するかということが、良い調査になる決め手ともいえる。

　――思いつきじゃダメですか？

思いつきは大切にしよう。その上で、自分のアイデアが過去の研究とどのような
関係になっているかをよく考えることが大切なんだ。

　――先人の研究をよくレビューするということですね。

そうすることによって、自分の研究に厚みが出てくるんだ。ただ思いつきでやっ
たような調査じゃダメだよ。

　――肝に銘じます。
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6. 　半構造化⾯面接とGTA

　――先生、質問紙調査法を使えば、世の中のこと、何でもわかっちゃいます
ね。

確かに、質問紙調査は有効な道具だね。でも……

　――でも、何ですか？

質問紙調査では取れないデータがあるんだけど、何だと思う？

　――何だろう？　あ、数値にならないデータですか？

たとえば？

　――たとえば、ジブリアニメのどこが好きか？　みたいな言葉のデータじゃない
ですか？　数値じゃないもの。

うん、いい線行っている。だけど、それも分類すれば度数データになるね。

　――う～ん。

質問紙調査法で取れないデータは、言葉のデータだ。それも物語やストーリーで
語られた言葉のデータだ。

　――確かにストーリーは数えられませんね。それで１つのまとまりだから。

物語やストーリーのようなデータをとらえようとするのが、これから行う面接法
だ。

　―― インタビューですね。

そうだ。

6.1 　⾯面接法

　前回までで、何かを測るための「モノサシ」を作りました。まず、ひとつ道具を
作ったわけです。しかし、測るだけでは問題は解決できません。なぜそのような状況
になっているのかという原因を探ることが問題解決のための有効なヒントになりま
す。原因を探るためには、対象とする人に直接話を聞くのがいいでしょう。

　今週から、半構造化面接のやり方とそのデータを分析するためのグラウンデッド・
セオリー・アプローチ（GTA）という手法を実習します。この方法を習得することに
よって、ただ「話を聞いてきました」というのではなく、その話を科学的で説得力の
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あるデータにまで高めることができます。このように言葉のデータを分析する方法を
質的研究法といいます。

⾯面接法と構造化

　面接法とは、一定の場所において、人と人とが特定の目的をもって直接顔をあわ
せ、主に会話を通してその目的を達成しようとすることです。

　目的を達成するための面接のしかたや段取りを組むことを、面接を構造化すると言
います。構造化の程度は3つあり、構造化面接、半構造化面接、非構造化面接と言われ
ます。

構造化⾯面接

　構造化面接は決められた質問に「はい」または「いいえ」など決められた選択肢だ
けで答える形式で、質問紙法の会話版と言えます。

⾮非構造化⾯面接

　非構造化面接は聞き手の質問も話し手の応答も自由な形式で、カウンセリングなど
が含まれます。

半構造化⾯面接

　半構造化面接は聞き手の決められた質問に話し手が自由に応答する形式で、ある研
究テーマについて、面接で広く聞き取りたい時には、この方法が適しています。研究
によっては、仮説を明確に立てにくい場合があります。そのような時にこの半構造化
面接を行って、仮説を立てるヒントを得ることができます。

⾯面接法の⻑⾧長所と短所

　面接法の長所と短所は、まず長所として、細かい情報や新しい情報を得ることがで
きること、相手の態度や状態に応じて調整しながら進めることができることがありま
す。

　短所としては、対象が言葉を使える人に限定されること、時間がかかること、一度
に多くのデータがとれないこと、聞き手が答えを誘導してしまう可能性があること、
客観性の確保が難しいことがあります。

よいプロトコルデータ

　面接法などで得られた言語データをプロトコルデータと呼びます。

　よいプロトコルデータの条件は２つあります。「豊富であること」と「歪みがない
こと」です注1。歪みがないこととは、聞き手が発言を自分の思考にあてはめて解釈す
ることなく、そのままの形で忠実に拾うということです。話し手の発言が「はあ」
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「まあ」ばかりだと、データとは言えません。「毎日が楽しくない」という発言に対
して、聞き手が仕事が忙しすぎるのだなと当て推量して進めると、この発言も、それ
以降の話も聞き手が方向付けてしまい、話し手自身の考えとはずれてしまいます。話
し手に内容の濃い発言をしてもらうように面接を進めること、わからないことをその
ままにしないこと、聞き手の思いこみで発言を決めつけないことがポイントです。

6.2 　明らかにしたいことを決める

　研究として明らかにしたいことを１つだけ決めましょう。リサーチ・クエスチョン
です。これがすべての出発点になります。たとえば、「勉強をしていてやる気がでると
きとやる気がでないときの原因は何か」「どんなときに勉強しようという気持ちが強
く起こるか」というようなものです。

6.3 　質問項⽬目を考える

　どのような質問をすれば、やる気になるときとそうでないときについて、話してく
れるでしょうか。質問紙調査法と同じように、文献検索をしたり、他の人に尋ねた
り、自分で考えるなどして、さまざまな角度からキーワードを探しましょう。それを
尋ねやすく、答えやすい文章にしましょう。質問が抽象的すぎると答えにくく、具体
的すぎると答えが閉ざされた質問で返ってきてしまいます。

　卒論などでは予備面接を行って答えやすさを確認しましょう。面接の順序は、自己
紹介、面接目的の説明、研究倫理の説明、面接の承諾を得てから質問を開始します。

表6.1　「教えること」についての質問項目の例

質問１ あなたは人にどのようなことを教えたことがありますか？

質問２ 教えるとき、どのようなことに注意しますか？

質問３ 人に何かを教えていて、どのようなことに苦労しますか？

質問４ どのような教え方が「良い教え方」だと思いますか？

質問５ どのような教え方が「ダメな教え方」だと思いますか？

■ホームワーク6

1. 　テーマを「教えること」にしてリサーチクエスチョンを設定する（30点）

　テーマを「教えること」に関連したものとして、リサーチクエスチョンを設定して
ください。たとえば「良い教え方とはどういうものか？」「学生のやる気を引き出す
にはどうすれば良いか？」などがリサーチクエスチョンになります。
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2. 　⾯面接で使うきっかけとしての質問を７つ書く（70点）

　リサーチクエスチョンを明らかにするために半構造化面接を行います。この面接の
ために、きっかけとなる質問を７つ考えて書いてください。

■⽂文献紹介

⼽戈⽊木クレイグヒル滋⼦子『質的研究法ゼミナール』医学書院,	  2005

グラウンデッド・セオリー・アプローチのデータ分析手法をゼミ
形式によって紙上で学べる本です。先生と学生の分析をめぐるや
りとりも会話体で収録されていますので、どのように考えていけ
ばいいのかがよくわかります。
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7. 　半構造化⾯面接の実施

　――先生、面接で使う質問ができました。

いいね。

　――では、行ってきま～す。

うわっ早いな。

　――善は急げですので。

ちょっとその前に面接の技術について見ておこうよ。

　――質問はもうできているんですから、それを出せばいいんじゃないですか。

半構造化面接では用意した質問はきっかけの質問だ。そこから、どれだけ深い回
答を引き出すかがポイントだよ。

　――なるほど。とおりいっぺんの回答では、へたな質問紙にも負けますものね。

深い回答を引き出すためには、面接の技術を磨く必要があるね。

　――それを教えてください。

まずはその汚い格好を何とかしなくちゃね。

　――服装からですか？

そう。

7.1 　⾯面接を⾏行行うまで

　部屋を用意し、承諾書や録音の準備をして、面接を始めましょう。自己紹介や説明
に5分以内、質問に5分以上かけ、計10分間の面接を行ってください。

⾯面接する環境を整える

　プライバシーを守るために、個室を用意します。静かで落ち着ける部屋を選び、温
度や湿度、明るさなど、話しやすい環境作りをしましょう。レコーダーのテストもして
おきましょう。あなた自身も環境の1部です。初めて会う人にはスーツが無難です。友
人であってもジーパンや首まわりが伸びたTシャツは避け、わざわざ時間をさいて協力
してくれる人に失礼のないように、清潔感のある服装と態度で臨んでください。
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倫理的配慮

　インタビューを始める前に、説明をして、調査協力者の了解を得ることが必要です。
まず、研究の目的とインタビュー内容について説明します。次に、拘束時間がおよそど
れくらいになるか、また、レコーダーで録音することの許可を得ます。

　データはプライバシーを最大限に配慮した形で扱われることを説明します。個人が
特定されるような情報は削除され、また、個人が推測されるような情報も削除される
ことを説明します。

　最後に、インタビューにおいては、答えたくないことや答えにくいことについては
答えなくていいこと、また、協力者の意向によって、いつでも中止できることを説明
します。

⾯面接調査プロトコル

　以下に面接開始時と終了時のプロトコル（標準的なセリフ）の一例を示します。

1. 　⾃自⼰己紹介と気持ちをほぐす⼀一⾔言
私は、本日面接を担当させていただきます、早稲田大学人間科学部の○○と申します。本日
はご協力いただき、ありがとうございます。

最近はだんだんと蒸し暑くなってきましたね。

2. 　調査の⽬目的および⾯面接の内容についての説明
今日、○○さんにお聞きしたいことは、○○○についてどのように考えるかということで
す。

（承諾書を出す）これからお話しすることと同じことがこちらにも書いてありますので、お
見せしながらご説明します。

3. 　守秘義務の説明
これからお聞きする質問の中で、お話になりたくないことは無理にお話いただかなくてけっ
こうです。また、もちろん、ここでお話しいただいたことは秘密を厳守いたしますので、ご
迷惑がかかるようなことは絶対にありません。個人的な内容が特定できないように処理され
ますので、安心してお話しいただきたいと思います。

4. 　記録⽅方法の承諾
お話の最中に、簡単なメモを取らせていただいてもよろしいでしょうか。また、調査内容を
無駄にしないため、こちらのICレコーダで録音させていただきたいのですが、差し支えない
でしょうか。もちろん、記録内容が無断で外部に漏れるようなことはけっしてありません。

5. 　⾯面接についての承諾
気分が悪くなったり、面接を中止したくなったりしたときは、面接を終了しますので、遠慮
なくおっしゃってください。
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6. 　承諾書へのサイン
面接を始める前に何か質問はありませんか。ご説明したことをご理解いただいたと考えてよ
ろしいですか。では、承諾書へのサインをお願いできますか。（承諾書を切って渡す）

7. 　調査の開始
それではこれから、あなたが○○○についてどう考えるかをうかがっていきたいと思いま
す。

8. 　質問開始
（答えやすい質問から入り、段階的に聞いていきます）

9. 　質問終了
これで面接はすべて終了です。今のご気分はいかがですか。

（確認した上で）ご協力ありがとうございました。
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⾯面接調査承諾書

　以下に面接調査の承諾書の一例を示します。署名してもらってから点線で切り取
り、上の部分を相手に渡し、下は自分で保管します

2009年　　月　　日

調査協力についての承諾書

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

早稲田大学人間科学部　向後千春

早稲田大学人間科学部　○○○○

連絡先：早稲田大学人間科学部S409研究室　04-2947-6844

担当：○○○○　電話：＿＿＿＿＿＿＿

　本面接調査は、○○○について明らかにすることを目的として実施されます。面接は１
回、約10～20分間を予定しており、あなたが、○○○についてどのように考えているかにつ
いてお答えいただきます。お答えいただいた内容については、情報をできるだけ多く収集す
るために、ICレコーダに録音させていただきます。しかし、収集されたデータに関してはす
べて統計的に処理され、個人的なデータが外部へ漏れることはけっしてございません。も
し、面接中に気分や体調が悪くなることがありましたら、調査を中止いたしますので、すぐ
にお知らせください。

　以上の点をご理解いただき、本調査にご参加いただきますようお願いいたします。

……………………………………………………………………………………………………………

承諾書

　私は、本面接調査の趣旨を理解した上で、参加に承諾いたします。また、本面接調査の結
果は、個人的なプライバシーの侵害を避けることを条件に、学術研究のためにのみ用いるこ
とを認めます。

2009年　　月　　日

ご署名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

早稲田大学人間科学部　向後千春　殿

早稲田大学人間科学部　○○○○　殿
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7.2 　⾯面接の技術

　面接を成功させるためには聞く技術が必要です。家族や友達のぐちを聞き慣れてい
るから問題ないと思う人もいるかもしれません。では、誰かのぐちを聞くとき、あな
たはいつもどうしますか。なぐさめたり、励ましたり、いっしょに怒ったりするので
はないでしょうか。これは日常の人間関係を深める大切なやりとりです。ただし、面
接では、聞き手が話し手の相手の立場に立ってなぐさめたり、励ましたり、怒ったり
すると、話を方向付けて内容を限定してしまう可能性があります。そのため、どのよ
うな立場に立つこともなく、中立的に返します。中立的に、でも暖かい態度で聞きま
しょう。

関係を築く

　スムーズに話してもらうためには、自分を信頼してもらい、好感を持ってもらうこと
が大切です。これを、ラポールを築くと言います。部屋に案内し、自分から自己紹介
しましょう。質問内容にいきなり入るのではなく、「今日はどのように来られました
か？」「こういう面接は前に受けたことがありますか？」など、差し障りのない話題
で緊張をほぐしましょう。外見を整えることもラポールを築くことの1つです。

質問の種類

　質問のしかたには、閉じられた質問と開かれた質問の2つがあります。

　閉じられた質問とは「はい」、「いいえ」などで答える質問方法です。「大学の先
生は教え方がうまいと思いますか？」など、会話が弾んでいない面接の出だしで使う
と、会話の糸口になることがあります。

　開かれた質問とは、「うまい教え方とは、どのような教え方だと思いますか？」な
ど、話し手の自由な応答をうながす質問方法です。半構造化面接では、この開かれた
質問を主に使います。

　開かれた質問にはさらに4つの種類があります注1。記述的質問、構造的質問、対照的
質問、評価的質問です。

•記述的質問：一般的な説明をするようにうながす質問
•構造的質問：話し手の世界観を尋ねる質問
•対照的質問：複数のできごとや経験の間の比較をする質問
•評価的質問：どのことについてどう思ったかを聞く質問

会話をつなぐ

　会話のつなぎ方にはさまざまな技術があります。話し手がスムーズに話をしていると
きは「そうですか。」、「なるほど。」と合いの手を入れるだけにして、流れを妨げ
ないようにしましょう。話し手が考えている時は、焦らずに心の中でゆっくり10以上
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数えて待ちましょう。それでも、もう一言言うと話が進むと感じたら、おうむ返しや
言いかえをしてみましょう。面接の主役は話し手なので、話し手のペースに合わせるこ
とが前提です。

■おうむ返し

　相手が話した言葉をそのまま言い返します。内容が浅く、さらに聞き続ければさら
に詳しい内容がわかる時や、内容をまだあまり理解していない段階で使うと、話の流
れをさえぎらずに進めることができます。練習してみましょう。下におうむ返しの例
を示します。

話し手： 仕事も決算で大変なのに大学の授業でもレポートがばんばん出て、少しは時
期を考えてほしいと思うんですよ。

聞き手： 仕事も決算で大変なのに大学の授業でもレポートがばんばん出て、少しは時
期を考えてほしいと思っているんですね。

■⾔言いかえ

　話の内容のポイントや問題点を明確化するための技術です。話し手の内容を要約す
るつもりで、客観的で易しい言葉を用いて言いかえます。練習してみましょう。

話し手： サークルの後輩に来週の発表会の準備を頼んでいたのに突然来なくなって、
他の後輩に頼んだら自分の仕事があると断られて、先輩に相談したらお前の
せいだと言われて、自分だって他の仕事あるし、どうすればいいんだって感
じ。だいたい私のせいではないし。

聞き手： 発表会の準備の手が足りないんですね。

　あるいは「来なくなった後輩の穴をうめることが難しくて困っているんですね。」
などと言いかえます。自信がないときは、「～と言うことですか。」、「～と理解し
たのですがよいですか。」などと尋ねながら進めましょう。

終わり⽅方

　話が盛り上がって予定の時間を過ぎることがあります。多少は仕方がありません
が、できるだけ時間を守りましょう。面接を終える時は、お礼を言って、協力に感謝
する気持ちを表しましょう。のど飴や飲み物を渡すなど、あなたができる範囲でお礼
をするのもよいでしょう。

7.3 　⽂文字起こしをする

　レコーダーに録音したものを再生しながら、文字起こしをします。これがデータの
最初の形になりますので、話されたことを忠実に文字にしていきます。

　表7.1に示したテキストは、「教えること」についてのインタビューの最初の部分で
す。聞き手のセリフは、区別をつけるために「（聞き手）」という印をセリフの冒頭
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につけてあります。また、話し手のセリフは、話の内容が変わるところで区切り、そ
れぞれに連番を振ってあります。

表7.1　「教えること」についてのインタビューを文字起こしした例

（聞き手）人に何かを教える事が得意だと思いますか？

１ 不得意か得意かでいうと、どちらかというと得意であると思います。

（聞き手）他人から教えるのがうまいと言われたことはありますか？

２ 小学校の時とかにも、友だちに算数教えてあげたりすることが多くて、みんなにうまい
ねって。

（聞き手）上手に教えるには、どのようなことが必要だと思いますか？

３ コミュニケーション能力かな。やっぱり教える側のコミュニケーション能力が高いと、
上手に説明できるような気がする。やっぱり感情的になったらコミュニケーションって成り立
たないと思うんですね。それでやっぱり、教える側がやっぱり冷静にならなければ、教える内
容も相手に伝わらないと思うんですよ。

（聞き手）小学生のときに教えたってことなんですけど、他に違う場面でおしえることはあり
ましたか？また、そのときはどう教えましたか？

４ アルバイトですかね。ブライダルのアルバイトをやったことがあって。ブライダルは、
やっぱりあの知識が最初必要なんですね。お皿の並び方とかの知識とか、ディナーの出し方と
かそういうので。最初に言葉で説明して、それでこういうときはこうしてとか、こういうグラ
スはここでとかを図で説明しました。で、その後は実演してみせました。

（聞き手）実演するとやっぱり相手は理解してくれますか？

５ そうですね。やっぱり実際に見ると、よくわかるみたい。

■ホームワーク7

1. 　実際の⾯面接をシミュレーションする（100点）

　きっかけとなる質問のメモを手元において、面接の開始から終了まで、自分が何を
いうのかをシミュレーションしてください。
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8. 　半構造化⾯面接のデータ分析

　――先生、インタビューデータの文字起こしができました。

大変だったね。

　――けっこう大変でした。でもタイピングが速くなりましたよ。

タッチタイピングができるようになったかな。

　――ばっちりです。もうキーボードは見なくてもOKです。

よし。では分析に取りかかろう。ここではグラウンデッド・セオリー・アプロー
チという方法を使うんだ。

　――グラウンデッド？　なんですかそれは？

「データに密着した」という意味だ。

　――ともあれ、テキストデータですから計算はないですよね。

計算はないけれども、テキストデータをひとつひとつ細かく見ていくことが必要
だよ。Excelも使う。

　――Excelも使うんですか？　計算しないのに。

計算がなくても、移動したり並べ替えたりするのに便利だからね。

　――そうですか。テキストデータだからといって、おおざっぱで主観的なものか
と思っていましたけど、そうでもなさそうですね。

うん。そうじゃないんだ。逆に、細かく分析していって、最後に大きなモデルを
作り上げるというやり方なんだよ。

8.1 　グラウンデッド・セオリー・アプローチによる分析

　ここではグラウンデッド・セオリー・アプローチ（GTA）を用いて分析を行いま
す。GTAとは、プロトコルデータを分析する方法の１つです。データをバラバラにして
データを文脈から切り離してラベルをつけたあとで、それらをまとめ直してカテゴリ
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（概念）を見出し、カテゴリ同士の関係を検討します。そして、それを特定の領域に
適合する理論として一般化していこうとするものです注1。

切⽚片化

　まず、録音したプロトコルデータを文字に書き起こします。省略や要約をせず、１字
１句発言通りに書き起こしてください。聞き手の発話を区別できるようにしておきま
す。

　その後、１文ずつに区切り、通し番号をふります。文が長く、途中で内容が明らか
に変わるときは、変わる部分で切ります。これを切片化と言います。

　表8.1にプロトコルを切片化した例を載せました。連番のa001～は一人目のプロト
コルです。b001～は二人目のプロトコルです。

　たとえば、発話番号a002とa003は句点（。）で区切られているわけではなく、一続
きの発話です。しかし、前半の内容は「教えた経験」と、後半の内容は「評価」で内
容が変わっています。そこで、切片化する段階で２つの発話に切りました。

表8.1　プロトコルを切片化した例

連番 切片化

　

a001

　

a002

a003

　

a004

a005

　

a006

a007

a008

人に何かを教える事が得意だと思いますか？

不得意か得意かでいうと、どちらかというと得意であると思います。

他人から教えるのがうまいと言われたことはありますか？

小学校の時とかにも、友だちに算数教えてあげたりすることが多くて、

みんなにうまいねって。

上手に教えるには、どのようなことが必要だと思いますか？

コミュニケーション能力かな。やっぱり教える側のコミュニケーション能力が高いと、上
手に説明できるような気がする。

やっぱり感情的になったらコミュニケーションって成り立たないと思うんですね。それで
やっぱり、教える側がやっぱり冷静にならなければ、教える内容も相手に伝わらないと思う
んですよ。

小学生のときに教えたってことなんですけど、他に違う場面でおしえることはありました
か？また、そのときはどう教えましたか？

アルバイトですかね。ブライダルのアルバイトをやったことがあって。

ブライダルは、やっぱりあの知識が最初必要なんですね。お皿の並び方とかの知識とか、
ディナーの出し方とかそういうので。

最初に言葉で説明して、それでこういうときはこうしてとか、
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連番 切片化

a009

a010

　

a011

こういうグラスはここでとかを図で説明しました。

で、その後は実演してみせました。

実演するとやっぱり相手は理解してくれますか？

そうですね。やっぱり実際に見ると、よくわかるみたい。

連番 切片化

　

b001

　

b002

　

b003

　

b004

b005

b006

b007

　

b008

b009

人に何かを教える事が得意だと思いますか？

得意だって意識はないですね。

他人から教えるのがうまいと言われたことはありますか？

特にはないですね。物知りだねとは言われたことはありますが、教え方をほめられたこと
はないかな。

教えたことはあまりない？

パソコンの操作方法とか、カメラの操作方法とかはあるかな。

相手は誰ですか？

友だちとか

家の人とか

割と理解してくれてると思いますね。

なるべく専門用語は使わないようにして、できるだけ噛み砕いた言い方で、本当に話すよう
にしていますね。

教える際、どのようなことに気を付けたり工夫したりしますか？

基本的には相手がどこまで知ってるかを見極めるようにします。

基本的には相手は全然知らないっていうのを前提にして教えますね。

ラベル化

　切片化したあとは、それぞれの切片をよく読み、内容をうまく言い表せるように短
くまとめます。これをラベルと呼びます。ラベルはその発話の要約ということができ
ますが、いきなり抽象的なラベルに跳ぶのではなく、できるだけ話し手が使った言葉
の中からあてはまるものを使います。この段階では抽象度を低くして、具体的なラベ
ルをつけます。

　次ページの表8.2は、切片にラベルをつけたものです。

プロパティとディメンション

　次に、ラベルの抽象度を上げて、カテゴリにしていきます。しかし、一気にカテゴ
リに進む前に、プロパティとディメンションを考えておくと楽に進めることができま
す。
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　プロパティとディメンションとは、「身長：160センチ」や「髪の長さ：ショー
ト」、「自己評価：まあまあイケてる」のように、属性とその値からなるものです。

　たとえば、表8.2の発話a001のプロパティとディメンションは「自己評価：得意」と
考えられます。このようにプロパティとディメンションを洗い出しておくと、次のカテ
ゴリ化がやりやすくなります。

カテゴリ化

　次に、関連がありそうなラベルをまとめてカテゴリにします。１つのラベルが複数
のカテゴリに重複して入ることもあります。

　カテゴリはラベルよりも一段抽象度が上がったものです。プロパティとディメン
ションの分析をしておくと、カテゴリを見つけ出すのが容易になります。

表8.2　ラベル・プロパティとディメンション・カテゴリを入れたもの

連番 切片化 ラベル プロパティ：ディメン
ション

カテゴリ

　

a001

　

a002

a003

　

a004

a005

　

人に何かを教える事が得意だと思いますか？人に何かを教える事が得意だと思いますか？人に何かを教える事が得意だと思いますか？人に何かを教える事が得意だと思いますか？

不得意か得意かでいうと、どちらか
というと得意であると思います。

得意 自己評価：得意 教えることに対
する自己評価

他人から教えるのがうまいと言われたことはありますか？他人から教えるのがうまいと言われたことはありますか？他人から教えるのがうまいと言われたことはありますか？他人から教えるのがうまいと言われたことはありますか？

小学校の時とかにも、友だちに算数
教えてあげたりすることが多くて、

小学校の
ときの算
数

教えた経験：小学校の
とき
教える相手：友だち
教える内容：算数

教えた経験
教える相手
教える内容

みんなにうまいねって。 うまい 他者評価：うまい 教えることに対
する他者評価

上手に教えるには、どのようなことが必要だと思いますか？上手に教えるには、どのようなことが必要だと思いますか？上手に教えるには、どのようなことが必要だと思いますか？上手に教えるには、どのようなことが必要だと思いますか？

コミュニケーション能力かな。やっ
ぱり教える側のコミュニケーション
能力が高いと、上手に説明できるよ
うな気がする。

コミュニ
ケーショ
ン能力

教えるために必要なこ
と：コミュニケーショ
ン能力

教えるために必
要なこと

やっぱり感情的になったらコミュニ
ケーションって成り立たないと思う
んですね。それでやっぱり、教える
側がやっぱり冷静にならなければ、
教える内容も相手に伝わらないと思
うんですよ。

冷静な態
度

教えるために必要なこ
と：冷静な態度

教えるために必
要なこと

小学生のときに教えたってことなんですけど、他に違う場面でおしえることはありましたか？
また、そのときはどう教えましたか？
小学生のときに教えたってことなんですけど、他に違う場面でおしえることはありましたか？
また、そのときはどう教えましたか？
小学生のときに教えたってことなんですけど、他に違う場面でおしえることはありましたか？
また、そのときはどう教えましたか？
小学生のときに教えたってことなんですけど、他に違う場面でおしえることはありましたか？
また、そのときはどう教えましたか？
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連番 切片化 ラベル プロパティ：ディメン
ション

カテゴリ

a006

a007

a008

a009

a010

　

a011

アルバイトですかね。ブライダルの
アルバイトをやったことがあって。

ブライダ
ルのアル
バイト

教えた経験：ブライダ
ルのアルバイト

教えた経験

ブライダルは、やっぱりあの知識が
最初必要なんですね。お皿の並び方
とかの知識とか、ディナーの出し方
とかそういうので。

テーブル
マナーの
知識

教える内容：テーブル
マナーの知識

教える内容

最初に言葉で説明して、それでこう
いうときはこうしてとか、

言葉を
使った説
明

教え方：言葉を使った
説明

教え方

こういうグラスはここでとかを図で
説明しました。

図を使っ
た説明

教え方：図を使った説
明

教え方

で、その後は実演してみせました。 実演 教え方：実演 教え方

実演するとやっぱり相手は理解してくれますか？実演するとやっぱり相手は理解してくれますか？実演するとやっぱり相手は理解してくれますか？実演するとやっぱり相手は理解してくれますか？

そうですね。やっぱり実際に見る
と、よくわかるみたい。

実際に見
るとわか
る

相手の反応：良 相手の反応

連番 切片化 ラベル プロパティ：ディメン
ション

カテゴリ

　

b001

　

b002

　

b003

　

b004

b005

b006

人に何かを教える事が得意だと思いますか？人に何かを教える事が得意だと思いますか？人に何かを教える事が得意だと思いますか？人に何かを教える事が得意だと思いますか？

得意だって意識はないですね。 得意では
ない

自己評価：得意ではな
い

教えることに対
する自己評価

他人から教えるのがうまいと言われたことはありますか？他人から教えるのがうまいと言われたことはありますか？他人から教えるのがうまいと言われたことはありますか？他人から教えるのがうまいと言われたことはありますか？

特にはないですね。物知りだねとは
言われたことはありますが、教え方
をほめられたことはないかな。

褒められ
たことは
ない

他者評価：褒められた
ことはない

教えることに対
する他者評価

教えたことはあまりない？教えたことはあまりない？教えたことはあまりない？教えたことはあまりない？

パソコンの操作方法とか、カメラの
操作方法とかはあるかな。

パソコン
やカメラ
の操作

教える内容：パソコン
やカメラの操作

教える内容

相手は誰ですか？相手は誰ですか？相手は誰ですか？相手は誰ですか？

友だちとか 友だち 教える相手：友だち 教える相手

家の人とか 家の人 教える相手：家の人 教える相手

割と理解してくれてると思います
ね。

理解して
くれてる

相手の反応：良 相手の反応
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連番 切片化 ラベル プロパティ：ディメン
ション

カテゴリ

b007 なるべく専門用語は使わないように
して、できるだけ噛み砕いた言い方
で、本当に話すようにしています。

専門用語
は使わな
い

教えるときの工夫：相
手への配慮

教えるときの工
夫

■ホームワーク8

1. 　インタビュー記録をテープ起こしする（30点）

　自分が取ったインタビュー記録をテープ起こしします。入力先は、テキストエディタ
でもExcelでもかまいません。

2. 　切⽚片化し、Excelシートに整理する（30点）

　テープ起こししたものを切片化して、連番をふります。Excel上で作業します。

3. 　ラベル、プロパティ、カテゴリをつける（40点）

　それぞれの切片について、ラベル、プロパティ、カテゴリを考えてつけます。
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9. 　半構造化⾯面接のレポート作成

　――先生、GTAで、カテゴリの生成までやってきましたが……。

が？

　――これでいいんでしょうか？　もともとインタビューをしようとしたのは、数
値で測れないものをデータとして取り出したかったからなんですよね。

そうだよ。

　――でも、こんなふうに切片化して、ラベル化して、カテゴリをつけちゃうと、
なんだかインタビューで取れた発話の生き生きとしたものが味気ないものに
なってしまうような気がします。

うん。生き生きとしたものはできるだけ残しておきたいね。

　――それから個別にとったインタビューの個性みたいなものもなくなってしまい
ます。

個性か。……科学の条件は何だと思う？

　――客観的なことですか？　誰が見てもそうだというような。

それは昔の科学観だ。今はもう誰も客観的なことが必要だとは言わない。そうで
はなく「予測と制御」ができることなんだよ。

　――予測と制御だけでいいんですか？

そうだ。科学が理論とモデルを重視するのは、それが予測と制御のために役に立
つからだ。モデルが客観的かどうかは必要条件でもない。予測と制御に役立つな
らそのモデルは科学的なモデルだといえる。

　――なるほど。GTAでは、生き生きしたものや個性を含めて、予測と制御に役
立つようなモデルを立てるということですね。

そう。いくらインタビューをとっても、それが予測と制御に役立たないなら何の
意味もない。Aさん、Bさん、Cさんのケースから、一般的にXさんでもYさんで
も成り立つようなモデルを科学者は探しているんだよ。

　――でも、たかだか数人、十数人のインタビューデータを取ったところで、そん
なに一般化ができるものなんでしょうか？　質問紙調査のように、何百人も
のデータを取って、統計分析するならともかく……

いい質問だ。そこで「理論的飽和」ですよ。
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9.1 　パラダイムとカテゴリ関連図

パラダイムによって現象の構造を⾒見見いだす

　切片化からラベル化、カテゴリ化まできたら分析の最終段階に入ります。ここま
で、プロトコルデータを切片化することによって、その内容をあえて文脈から切り離
すということをしてきました。カテゴリにまでデータを抽象化したら、それをもう一
度文脈の中に乗せかえることをします。そのときに利用するのが「パラダイム」です。

　パラダイムは、表9.1に示す３つの部分からなっています。

表9.1　パラダイムの構成

状況／条件

行為／相互行為

帰結

いつ、どこで、どうして

その状況に対して誰がどのように対応するのか

その結果として何が起こったのか

　表8.2のラベルとカテゴリをパラダイムの中に位置づけたものが表9.2です。＜　＞
内はカテゴリを表し、箇条書きの部分はそのカテゴリに属するラベルを示していま
す。ラベルのあとのカッコ内の数字は対応する発話の番号です。なお、表9.2のパラダ
イムは、発話データの一部しか使っていませんので、完成途中の例として見てくださ
い。

表9.2　パラダイムの例

ラベルとカテゴリ

状況／条件

＜教えた経験＞
　・小学校のとき(a002)　　　・ブライダルのアルバイト(a006)
　・塾（数学）（c004）

＜教える内容＞
　・算数(a002)　　　　　・数学の問題の解き方（c006）
　・テーブルマナーの知識(a007)
　・パソコンやカメラの操作(b003)

＜教える相手＞
　・友だち(a002、b004)　　・家の人（b005）　　・中学生（c005）
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ラベルとカテゴリ

行為／相互行為

帰結

＜教えるときの工夫＞
　・専門用語は使わない(b007)
　・相手を見極める(b008,c017)
　・相手が知らないこと前提で話す(b009)
　・繰り返し教える（c018）
　・順序立てて説明する（a015、b010、c020）

＜教え方＞
　・言葉を使った説明(a008)
　・図を使った説明(a009、c022)
　・実演(a010)
　・フォローする（a017、c021）

＜教えることに対する自己評価＞
　・得意(a001、c001)　　　　　・得意ではない(b001)

＜教えることに対する他者評価＞
　・うまい(a003、c002)　　　　・褒められたことはない(b002)

＜相手の反応＞
　・理解しない（c027）　　　　・理解してくれる(b006、c028)
　・実際に見るとわかる(a011)

＜教えるために必要なこと＞
　・コミュニケーション能力(a004)
　・冷静な態度(a005)
　・相手のことを考える（c015、c016、b023）
　・知識（b010、c012）

　このようにパラダイムの枠組みを使って、ラベルとカテゴリを位置づけることによっ
て全体の構造がつかみやすくなります。

　しかし、これでは、どういう状況の時にどういう行為が起こり、その帰結がどう
なったのかというダイナミックなプロセスが表現されていません。そこで、つぎにカ
テゴリ関連図を描きます。

カテゴリ関連図によって構造とプロセスを描く

　カテゴリ間の動的な関係を把握するためにカテゴリ関連図を描きます。

　図9.1にカテゴリ関連図の例を示しました。それぞれのカテゴリから出る矢印は２つ
以上の方向に進むようにします。また、矢印はプロパティとディメンションによって動
きが示されます。ここで、点線の矢印は、プロパティとディメンションがこの段階では
確定されていないもので、推測されたものです。また、点線の四角もカテゴリとしては
明示されていないものを元の発話データにさかのぼって、補ったものです。

72



図9.1　カテゴリ関連図の例（一部）

9.2 　理論的サンプリングと理論的飽和

理論的サンプリング

　発話データからグラウンデッド・セオリー・アプローチによって導かれるモデル
（カテゴリ関連図）が予測力を持つためには、さまざまなケースにあてはまるような
ものにすることが必要です。そのためにはカテゴリのプロパティとディメンションを
増やすことが必要です。プロパティとディメンションを増やすことによって、さまざま
なケースに対応できるモデルを提案できます。

　プロパティとディメンションを増やすためには、ただ単にインタビューをたくさん
取って、事例を増やすだけでは、必ずしもうまくいきません。１つの事例からプロパ
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ティとディメンションがたくさん現れる場合もありますし、また、たくさんの事例を
とっても同じようなプロパティとディメンションしか出てこないこともあるからです。
そこで、それまでに出ていないプロパティとディメンションが出てきそうな事例を戦
略的に集めた方が効率が良くなります。これを理論的サンプリングと呼びます。

　データの収集と分析が進んで行くにつれて、カテゴリが徐々に明らかになってゆき
ます。理論的サンプリングでは、そのカテゴリをさらに明らかにするために、まだ現
れていないプロパティとディメンションが現れそうな対象者をその次の調査対象者と
していきます。その際、対象者を誘導しないように注意しなければなりません。

理論的飽和

　理論的サンプリングを行い、データ収集とデータ分析を何度も繰り返すことによっ
て、徐々にモデル（カテゴリ関連図）を一般化することができます。一般化すると
は、さまざまなケースにあてはまるようなモデルを作るということです。

　データ収集とデータ分析を繰り返すことによってモデルを一般化していきますが、も
うこれ以上繰り返してもモデルが変化しない状態に至ることを理論的飽和と呼びま
す。この状態をもって、データ収集・分析を打ち切ることができ、また、構成された
モデルが、予測と制御のために十分使用できるということになります。

ストーリーライン

　理論的飽和に至ったところで、カテゴリ関連図を文章で表現します。これをストー
リーラインと呼びます。ストーリーラインには記述的なものと概念的なものがありま
す。最終的に概念的なものを作るのですが、最初は記述的なものから出発すると書き
やすいでしょう。

　図9.1のカテゴリ関連図からストーリーラインを書くとすれば、たとえば次のような
ものになります。
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表9.3　ストーリーラインの例

大学生は、過去、誰かに何かを教えた経験を持っている。その経験はさまざま
である。たとえば、アルバイトで後輩に仕事のやり方や仕事に必要な知識を教
えたり、塾などで生徒に教科の内容を教えたりしている。また、身近な人にパ
ソコンなどの機器類の操作を教える場合もある。

大学生は、教える相手と教える内容に合わせて、教え方を工夫し、実践してい
る。たとえば、相手がどのくらいのレベルなのかを見極め、専門用語を使わな
いなど、相手に対して配慮している。また、教える内容に合わせて、手法を変
えたりしている。

言葉だけでなく、図を使ったり、実演したりするなど、さまざまな教え方をし
ている。しかし、その結果は、いつも成功するとは限らない。ときには、相手
が理解してくれないこともある。その場合は、自己評価も低くなる。逆に、相
手が理解してくれると、自己評価は高くなる。

教えることの失敗体験、成功体験を経て、教えるために必要なことは何かを学
んでいくものと考えられる。

9.3 　半構造化⾯面接のレポートを作成する

　質問紙調査法のときと同じようにレポートを書きましょう。レポートの構成はまっ
たく同じです。

結果と考察の書き分け

　質問紙調査法のレポートでは、結果と考察の書き分けがマスターすべきポイントの
ひとつになっていましたが、半構造化面接のレポートでも同じように、結果と考察の
書き分けは難しい課題です。

　GTAでは、ラベル化、カテゴリ化、カテゴリ関連図などの分析は、質問紙調査法の
レポートではデータ分析に当たりますので、「結果」の章に書きます。その時、オリ
ジナルの発話データを例として適宜引用していくと、読み手の理解を促進します。書き
手は、すでに分析をしているので、抽象的なカテゴリ名を使っても分かっているので
すが、読み手は必ずしもそうではないので、そうした引用が理解の助けになります。

　「考察」の章では、以上の結果をふまえて、どうしてそのようなカテゴリ関連図に
なっているのか、そこからどんなことが言えるのか、また、さらに展開して他の領域
でも同じような構造が見いだせるのではないか、というようなことを議論します。

■ホームワーク9

1. 　パラダイムを作る（15点）

　パラダイムを作ってください。

75



2. 　カテゴリ関連図を描く（15点）

　カテゴリ関連図を描いてください。

3. 　ストーリーラインを書く（20点）

　ストーリーラインを書いてください。

4. 　レポートの作成（50点）

　レポートを作成してください。

■半構造化⾯面接：エピローグ

　――先生、2本目のレポートが完成しました。

お疲れ様。

　――インタビュー自体は割と楽しかったのですが、これをGTAで分析するのは
大変でした。

インタビューデータも読み込んでいくといろいろなことが明らかになるでしょ
う。

　――それとインタビュアーの力量も問われますね。

そうだね。

　――でも、それだけに一段深いところまで聞けると研究として面白くなります。

それが面接法の醍醐味だね。

　――研究って楽しいですね。

お、だんだんハマッてきたかな。研究の面白さに。
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10. 　実験計画法

　――先生、いよいよ最後のサイクルです。

お疲れさまでした。じゃあ、またどこかで会おう。

　――先生、まだ終わっていませんよ。実験計画法です、次は。

おっと、まだあったか。実験計画法ね。これはわかりやすい。

　――といいますと？

「たまねぎを食べると血はさらさらになるか」ということを検証したいとしよ
う。どうしたらいい？

　――たまねぎを食べる前に血のさらさら度を測り、たまねぎを食べたあとにま
た測れば検証できますよね。

そうね。でも、たまねぎじゃなくてもとにかく何か食べたらさらさらになるとい
う可能性を捨てられないよね。

　――ああそうか。じゃあ、たまねぎを食べる群と、何か違うもの、たとえばこ
んにゃくを食べる群を用意して、血のさらさら度を比較すればいいんじゃな
いですか？

おお、いいね。それが実験計画法の基本形だ。

　――えっ、これでいいんですか？

いいよ。これまで、質問紙調査法と半構造化面接法をやってきたけれども、実験
計画法は研究のやり方としては最もシンプルで、そして最も強力な方法だ。

　――強力な方法というと？

つまり、因果関係を特定することができるということだ。原因と結果の関係を明
らかにできることが実験計画法の大きな強みだ。

　――質問紙や面接では因果関係はわからないのですか？

質問紙でわかるのは、関係があるかないか、つまり相関関係だけだ。それから、
面接でわかるのは、因果がわかるとしても、それは個人的なものだ。

　――なるほど。

因果関係を知るためには実験をする必要があるんだ。実験計画法はどのように実
験をデザインすればよいかということを教えてくれるんだよ。
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10.1 　実験計画法とは何か

　実験計画法とは、因果関係を明らかにする手法です。社会には因果関係を明らかに
したい現象がたくさんあります。たとえば、

•テレビゲームは子どもを暴力的にするか？
•タマネギは血をさらさらにするか？
•血液型のB型はいいかげんな性格か？

　というような仮説です。たとえば、テレビゲームをすること（原因）が子どもを暴
力的にする（結果）ことが明らかであれば、テレビゲームを何らかの方法で規制しな
ければならないでしょう。

　ここで、テレビゲームのプレイ時間と子どもの暴力傾向について質問紙調査でデー
タを取ったとしましょう。しかし、このデータからわかるのは、「テレビゲームのプ
レイ時間」と「子どもの暴力傾向」という２つの変数の相関関係だけです。相関関係
は必ずしも因果関係を意味しません。テレビゲームのプレイ時間と子どもの暴力傾向
に高い相関があるとしても、それは、

•テレビゲームを長時間プレイすることが（原因）子どもの暴力傾向を増すのか
（結果）、あるいは
•もともと暴力傾向の高い子どもが（原因）テレビゲームを長時間プレイするの
か（結果）

　どちらなのかを特定することができないのです。注1

　実験計画法はこのような場合でも、適切な実験を組むことによって因果関係を特定
できるようになります。

10.2 　実験計画法の考え⽅方

独⽴立立変数と従属変数

　実験計画法とは、ある変数を操作して、この操作が別の変数に対して、どのように
効果をおよぼすかを明らかにする手段です。操作する変数のことを独立変数、効果を
見る別の変数のことを従属変数と呼びます。ふつうの言葉で言うと、独立変数は原
因、従属変数は結果です。そして、独立変数と従属変数以外は、実験に影響を与えな
いように除外したり、あらかじめ手を加えて影響を０に近づけるようにします。この
ことを変数を統制すると言います。統制をもう少し専門的に言うと、実験中に考えら
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れる他の条件を変化がないように保ち、独立変数だけを操作するということです。す
ると、あらわれた効果は独立変数が与えた影響だと言いやすくなります。

統制群と実験群

　また、実験計画法では比較対象を行ってものを言うやり方をします。具体的には、
独立変数を操作して従属変数への影響を見る実験群と、独立変数を操作しない統制群
の２つが必ず必要です。この２群の結果を比較することで因果関係が明らかにしよう
とします。独立変数を操作して、実験群と統制群とで従属変数の表れ方が違えば、独
立変数は従属変数に何か影響を与えるというわけです。逆に、独立変数を操作して
も、実験群と統制群とで結果が同じならば、独立変数は従属変数に影響を与えていな
いことになります。

要因配置

　要因とは、独立変数の次元のことを指します。また、１つの独立変数の中の種類の
数を水準と言います。たとえば、暴力ゲームをやらせる群とやらせない群を作る場合
は、1要因2水準になります。

　要因が複数の場合は、交互作用が起こることがあります。交互作用とは、要因の組
み合わせで生じる効果のことです。たとえば、「人の顔と声の調子がどのような印象
を与えるか」という実験を考えてみましょう。この場合、要因1は「顔」です。要因1
の水準は「笑った顔」と「怒った顔」です。要因2は「声」で、水準は「笑った声」と
「怒った声」です。

　そうすると、組み合わせは以下の4通りになります。

1. 「笑った顔」×「笑った声」
2. 「笑った顔」×「怒った声」
3. 「怒った顔」×「笑った声」
4. 「怒った顔」×「怒った声」

もし、２要因の組み合わせで、加算的効果しかないとすれば、1は非常に楽しい印象、
4は非常に楽しくない印象、そして、2と3はその中間になるはずです。しかし、2の
「笑った顔」×「怒った声」は、ひょっとすると、4の「怒った顔」×「怒った声」よ
りも楽しくない印象になるかもしれません。顔が笑っていて、声が怒っていたら、不
気味だからです。このような、加算的効果では説明できない、要因の組み合わせによ
る効果が生ずるとき、これを交互作用と呼びます。交互作用が生ずるような要因配置
の実験は興味深いものになります。

被験者間要因と被験者内要因

　実験に参加してもらう人を被験者あるいは実験協力者と呼びます。独立変数を操作
するときに、統制群と実験群にそれぞれ違う被験者を割り当てる場合、それを被験者
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間要因と呼びます。一方、同じ被験者に、独立変数を操作しない統制条件と、独立変
数を操作する実験条件の両方をやってもらう場合、それを被験者内要因と呼びます。

　独立変数を被験者内要因に割り付けた場合、一般的に従属変数の差が敏感に現れま
す。これは、同じ被験者を使っているので個人差が相殺されるためです。しかし、被
験者内要因では、同じ被験者に２回以上データを取ることになりますので、明らかに
慣れや学習の効果が見られる場合は、被験者内要因の計画を使うことができません。
この場合は、被験者間要因でデータを取ることになります。

サンプルサイズ

　質問紙調査では、想定する母集団からある程度のサンプル数を無作為に取らなけれ
ば、あまり意味はありません。それは、そのサンプルによって母集団の傾向を推測し
ようとしているからです。そこでは無作為抽出ということが必要条件です。一方、実験
計画法では、サンプルは想定する母集団からのものでなければなりませんが、母集団
を推測するよりも、独立変数と従属変数の間の因果関係を明らかにするということに
関心があります。したがって、サンプルサイズはそれほど大きいものである必要はな
く、有意差が確認できるだけのサンプル数を取ればよいことになります。また、その
サンプルも母集団からの無作為抽出であることは必ずしも必要条件ではありません。

ランダム割り付け

　無作為抽出であることは必ずしも必要ではありませんが、実験ではランダム割り付
けが重視されます。ランダム割り付けとは、被験者集団を統制群と実験群に割り当て
るときに、ランダム（無作為）に行うということです。この条件を満たすことで、ある
程度サンプル（被験者）が偏っていても、因果関係を明らかにすることができると考
えます。

10.3 　実験計画法の実際

　健康バラエティ番組がはやっていますね。テレビ欄には毎週華々しいキャッチコ
ピーが並び、ついついチャンネルを合わせてしまいます。どんな食材を食べると健康
度が上がるのか、どんな運動をすればやせるのか、毎週「実験」しては結果を出して
います。たとえば、タマネギを毎日1個10人に食べてもらったところ、1週間後には8
人の人の血液がさらさらになっていました。だからタマネギは血液さらさら効果があ
る！などです。どこの家にでもあるありふれた食材が、実は健康食品だったのです。
翌日からタマネギをたくさん食べてしまいそうです。

　でも、ちょっと待ってください。スーパーに走る前に、(原因)タマネギ→(結果)血液
さらさらという因果関係を実証する実験としての条件を満たしているかどうか確認し
てみましょう。

　まず、独立変数と従属変数は何でしょうか？　独立変数はタマネギ、従属変数は血
液さらさらで、これは十分ではありませんがまあよいとしましょう。
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　では次に、比較対照をしていますか。つまり、タマネギを食べない群、統制群がも
うけられていましたか。これはありませんでしたね。科学的な実験と言うためには、
タマネギを食べる群10人、タマネギを食べない群10人を設定し、1週間後にこの2つの
群の血液を比較する必要があります。食べた群の血液が有意にさらさらだったとき、
初めてタマネギを毎日1つ食べる人は、食べない人よりも血液がさらさらだと言えま
す。

　また、統制はされていたでしょうか。たとえば、実験群の何人かが実験期間中に血
液さらさら効果があるとうたっている納豆サプリメントを摂っていたとしたらどうで
しょう。実験に協力した人の実験環境や実験条件が同じになるようにしないと、何が
結果に影響を及ぼしたかわからなくなってしまいます。ですから、タマネギを1つ食べ
ること以外の生活は変えないようにお願いする必要があります。

　また、被験者の属性はどうでしたか。このタマネギ研究にふさわしい人に協力して
もらっていましたか。小学生に協力してもらうよりは、生活習慣病の危険があがる中
高年以上の人のほうが、結果がより役立ちそうですよね。適当な協力者群から、でき
るだけ同じ条件を持つ人たちを選び、その人たちをランダムに実験群と統制群に半分
ずつに割り当てているか確認してください。

　また、血液さらさらとは、どのような状態をさすのでしょうか。血糖値や尿酸値、
血中コレステロールなどの値、血液の流れを測定する装置の壁を通る血液の早さな
ど、数量で測定できるように具体的に定義しておかないと、比較検討はできません。
「何となく血液がどんどん流れている気がする」などの自己申告では信用がおけませ
ん。

10.4 　実験計画法のステップ

　実験は実験者が仮説をたてることから始めます。たとえば、「タマネギには血液さ
らさら効果がある」というのが仮説です。参考文献などから、導き出せそうな仮説を
考えます。次に、その仮説を実証するにはどのような手続きを取ればよいかを考えま
す。実験計画を立てるときは、別の人が追試をしても同じ結果が再現できるように、
明確な手順で行いましょう。では実際にワークをやってみましょう。

　実験計画法は、(1)仮説を立てる、(2)独立変数と従属変数を考える、(3)実験群と統制
群を割り当てる、(4)実験の手順を考える、(5)実験を行う、(6)分析を行う、の6段階で
行います。

(1) 　実験の仮説を⽴立立てる

　上のタマネギの例であれば、「タマネギを毎日1個食べた群は、食べない群よりも血
液がさらさらになる」というのが仮説です。参考文献などから、導き出せそうな仮説
を考えます。仮説は比較の形で作ってください。
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(2) 　⽴立立てた仮説において、独⽴立立変数と従属変数を考える

　何が独立変数で、何が従属変数になるかを仮説に沿って考えてください。タマネギ
の例ならば、独立変数はタマネギ、従属変数は血液の粘度ですが、タマネギはみじん
切りか輪切りか、生か水にさらすのか火を通していいのかなど、食べ方まで細かく決
める必要があります。さらに、いつ、どこで、どれだけ、どのように食べてもらうかを
決め、守ってもらいます。

(3) 　実験群と統制群を割り当てる

　仮説を実証するのにふさわしいと考えられる母集団を想像してください。その母集
団の標本であると考えられる人を抽出し、ランダムに実験群と統制群に割り当ててく
ださい（ランダム割り付け）。タマネギの例ならば、30～50代の健康な成人男女など
です。個人差を少なくするためには、労働の軽重、食事の取り方、生活のしかた、血
液の粘度に影響を与えると考えられる疾患の有無などポイントを決め、それにそって
被験者を選びます。その後、コインの裏表などを使って群に割り当てます。

(4) 　実験の⼿手順を決める

場所・内容の設定

　まず、実験をする場所を決めます。場所によって気分も変わるので、一度決めたら、
実験が終わるまではその場所を使い続けましょう。実験協力者には、自分が実験群か
統制群か悟られないようにできるだけ同じように対応してください。半構造化面接の
実施例のように実験の台本を作っておきましょう。ここでは行いませんが、予備調査
を行って進行しやすさや、うまくデータがとれそうかを確認しておいてください。実験
の大まかな順序は、自己紹介、実験の簡単な説明、倫理についての説明、実験協力者
の最終的な参加の同意を得る、実験を行う(ここではみなさんが実験協力者ですので、
内容は後からご説明します)、実験協力者の実験後の気分の確認、実験協力者にお礼を
言うとなります。

評定法の設定

　従属変数をどのように聞けばうまく回答してもらえるか考えながら、回答用紙を作
りましょう。調査法では5件法で、半構造化面接ではケータイ依存度を0から10の間で
聞きましたね。これも評定法の１つです。実験協力者の属性も尋ねてください。

条件の統制

　被験者によって使う部屋が違ったり、声のかけ方が違ったりすることはありません
か。部屋の室温や明るさ、騒音なども注意しましょう。また、実験協力者の個人差を
確認してください。ケータイ依存になるひまもないほどのビギナーが混ざっていたり、
ケータイを作っているメーカーやドコモやAUなどのキャリア関係者が混ざっている
と、ケータイ依存以外の要因が混ざってしまうことがあります。同じ母集団からサンプ
ルを選べているか、考えながら行ってください。
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研究倫理の確認

　実験協力者には実験開始前に内容を簡単に説明し、紙面で最終的な協力の許可を得
ましょう。半構造化面接で使った承諾書を実験用に書き換えてください。長時間拘束
したり、極端な快気分や不快気分を味わわせるなどの行程が含まれている実験では、
終了後に気分の確認を行ってください。仮説とは関係のない質問をしていないかも
チェックしてください。 

実験を⾏行行う

　どの人にも同じように接し、同じ所要時間、同じ手順で執りおこなうようにしま
しょう。ただ、多少ぶれるのも相互作用として仕方がないところではあります。実験
の最中に台本を修正することは原則できません。開始前にしっかり確認しておいてく
ださい。

謝礼をする

　実験協力者に実験目的を説明し、協力を感謝しましょう。実験目的を黙っていた場
合、謝りましょう。実験終了時にちょっとしたお礼をあげるのもいいですね。

(5) 　実験を⾏行行う

　実際に手順に従って実験を行いましょう。常にあらかじめ決めた手順に従って実施
することが大切です。そうすることで質の良いデータが取れます。

(6) 　分析を⾏行行う

　データを整理し、グラフを描き、最終的には、統制群と実験群のデータの間に有意
差（偶然とはいえない組織的な差）があるかどうかを検定します。一般的には、カイ
二乗検定、t検定、分散分析といった検定手法が使われます。

■ホームワーク10

1. 　実験計画を⽴立立てる（100点）

　スライドを使って何かを伝える手法として、「高橋メソッド」「もんたメソッド」
などがあります。高橋メソッド注1とは、スライドに文字のみを大きく表示する手法の
ことです（図10.1）。もんたメソッド注2とは、キーワードを紙で隠しておき、はがし
ながら説明する手法のことです（図10.2）。
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図10.1　高橋メソッドを使ったスライド　図10.2　もんたメソッドを使ったスライド

　このような手法にどのような効果があるかを確かめたいときの実験計画を立ててく
ださい。高橋メソッドあるいはもんたメソッドのどちらかを選んだ上で、以下の１～
３について書いてください。

1. 実験で明らかにすること（リサーチクエスチョン）（30点）
2. 独立変数と従属変数（30点）
3. 実験の手続き（40点）
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11. 　実験の準備

　――先生、では実験にとりかかります。

まず、実験刺激を作らなくてはならないね。

　――刺激、ですか。

そうだ。実験協力してもらう人に提示するものを実験刺激と呼んでいる。

　――今回はスライドを使った実験なのでスライドを作るわけですね。

そうだね。実験群用のスライドと統制群用のスライドが必要だ。それから、提示
したあとにデータを取るわけだけど、どんなものを取ってたらいいかな？

　――そうですね。今回はスライドの内容をどれくらい覚えたかをテストします。

そうしたらテストを作らなくちゃね。どんなテストがいいかな？

　――穴埋め問題を考えていたんですが。

それもいいね。他には選択肢問題もあるし、また、文章で答えてもらう形式もあ
る。また、転移問題といって、学習してもらった内容を深く理解していないと溶
けないような応用問題もある。

　――はぁ～、いろいろあるんですね。

それから、直後にやるテストとは別に２週間くらいおいてからテストをやるのも
面白い。記憶がどれくらい定着しているかを見ることができる。

　――なるほど。

それから、スライドを見てもらった感想ももちろん聞いておく。

　――たくさんデータを取るんですね。

せっかく手間ひまかけて実験をするのだから、データは多面的に取っておこう。
実験協力者の負担にならない程度にね。

　――はい、わかりました！

11.1 　実験刺激を作成する

　ここでは、「もんたメソッドは、学習効果を高めるか」というリサーチクエスチョ
ン（RQ）を設定しましょう。このRQを調べるために必要なものとして以下のものが
挙げられます。それぞれの作成方法について説明します。
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•もんたメソッドを使ったスライド（実験群のスライド）
•もんたメソッドを使っていないスライド（統制群のスライド）
•学習効果を測定するためのテスト
•学習効果を測定するためのアンケート

スライドの作成

　スライドはPowerpointを使って作成します。スライドを作成する際は以下の点に気
をつけましょう。

•文章ではなく、箇条書きにする
•1枚のスライド内の箇条書きは、３～５項目にする
•文字はゴシック系の太めのフォントにする
•文字サイズは30ポイント以上にする
（高橋メソッドの場合は120ポイント以上）
•背景は白色か、薄い色にする

　実験群と統制群のスライドは、同じ内容、同じ枚数にします。

⻑⾧長⽅方形を描いてキーワードを隠す

　もんたメソッドでは、キーワードを紙で隠しておき、はがしながら説明します。
Powerpointで作成する場合は、キーワードの上に重ねて長方形を描き、キーワードを
隠します。

1) スライドに文字を入力する。
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2) 「正方形／長方形」をクリックする。

3) 文字を隠すように、長方形を描く。長方形の左上角から右下角に向けてド
ラッグすると、長方形を描ける。

⻑⾧長⽅方形が⾃自動的に消えるようにする

アニメーション機能を使って、キーワードを隠している長方形が自動的に消えるよう
にしましょう。

1) 「アニメーション」タブの「アニメーションの設定」をクリックする。

2) 長方形をクリックして選択する。

3) 画面右の「効果の追加」をクリックし、「終了」→「フェード」をクリック
する。フェード以外の効果でもよい。

4) 画面右下の「再生」をクリックし、アニメーションの動きを確認する。
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スライドが⾃自動再⽣生されるようにする

　実験時に操作に手間取らないように、スライドを自動再生されるようにします。

1) 「スライドショー」タブの「リハーサルのタイミングを使用」をチェック
し、「リハーサル」をクリックする。

2) スライドショーが始まる。クリックすると、長方形が消え、キーワードが表
示される。スライドが表示されてすぐに長方形を消すと、もんたメソッドを
使った意味がない。実験協力者が文章を読む速度を考慮しながら、長方形を
消すようにする。

3) すべてのスライドを表示し終えたら、「スライドショーの所要時間は……で
す。今回のタイミングを記録して、スライドショーで使用しますか？」と
メッセージが表示される。「はい」をクリックする。
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11.2 　学習効果を測定するためのテストを作成する

　学習効果を測定するテストには、再認テスト、再生テスト、転移課題があります。テ
ストはこの３種類の問題を組み合わせて作るのが良いでしょう。

再認テスト

　実験刺激に出てきたものと出てこなかったものを区別するのが再認テストです。具
体的には、正誤問題や選択肢問題がそれにあたります。

再⽣生テスト

　実験刺激に出てきたものを、書いてもらうのが再生テストです。具体的には、穴埋
め問題や自由記述問題がそれにあたります。

転移課題

　転移課題は、実験刺激には出てこなかった内容だけれども、実験刺激の内容を理解
していれば、解答できるような問題です。応用問題に相当します。

11.3 　学習効果測定以外のアンケートの作成

　学習効果以外にも、実験協力者に聞いておくべきことがあります。

印象の測定

　実験刺激に対する印象はリッカートスケール（5段階や7段階）で聞いておきましょ
う。たとえば、「教材はわかりやすかったですか？」や「教材はおもしろかったです
か？」などの質問項目を設定します。これは、RQとの関連で聞いておくべきことが決
まります。たとえば、RQで「もんたメソッドは、学習者の興味をひきつけるか？」と
いうものを設定したら、「教材には興味を引かれましたか？」という質問項目を作っ
ておきます。

気づいた点を書いてもらう

　実験の最後に自由記述で、実験に参加してみて気づいた点を何でも書いてもらうよ
うにします。これは実験を改善するためのヒントにもなりますし、このあとレポート
を書くときの、考察のヒントにもなります。

■ホームワーク11

1. 　実験⽤用の刺激を作る（50点）

　実験で使う刺激を、Powerpointで作成してください。

2. 　学習効果を測定するテストを作る（30点）

　学習効果を測定するためのテストを作ってください。
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3. 　学習効果以外のアンケートを作る（20点）

　学習効果以外のことを尋ねるアンケートを作ってください。
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12. 　実験の実施とデータ分析

　――先生、実験の準備ができました。

おお、そうか。

　――なんだか、どきどきしますね。

そうだね。ひとつ言っておきたいのは「実験に失敗はない」ということだ。

　――失敗はない、ですか？

もちろん、準備不足でミスしたり、手順を間違えたりすることは、論外だよ。
やっちゃいけない。でも、仮説通りの結果が出なかったからと言って、レポート
に「この実験は失敗であった」と書く人がよくいるのでね。

　――仮説通りにでなければ失敗じゃないですか。

仮説はあくまでも仮説だ。つまり仮のもの。それを検討するために実験をしてい
るわけだ。

　――なるほど。仮説通りに出なければ、その理由を探せばいいのですね。

そうだ。手順がまずいのか、刺激がまずいのか、そもそも計画に無理があるの
か。そういうことじゃなくて、仮説通りに出なければ、もしかすると大発見につ
ながるかもしれないよ。

　――大発見？

そう。これまでの発見は、たいていは仮説通りに出なかったところを突き詰めて
いって見いだされたものだ。

　――常識を疑えということですね。

だから実験をするわけだ。

12.1 　実験を実施する際の注意

　実験は手順良く、流れるように行います。そのためには、以下の準備が必要です。

•実験協力者が集まる30分～1時間前に、教室等の準備を行う。
•説明文はあらかじめ用意しておき、その説明文を読み上げるようにする。
•複数の実験者がいる場合は、用紙配布などの作業分担を決めて、スムーズに作
業を行えるようにする。
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　また、実験群と統制群には、実験協力者をランダムに割り付けます。その場合、可
能なら性別や学年などをバランスよく割り付けるようにします。たとえば、くじびき
などで実験群に男性5人、女性1人、統制群に男性1人、女性5人と割り付けたとしま
す。もし、実験群の結果と統制群の結果に差があったとしても、それは条件の違いで
はなく、男女差なのかもしれません。そのような可能性を打ち消すために、実験群と
統制群には、男女をバランスよく割り付けるようにします。

　実験では条件統制が大切です。実験群・統制群の違いが条件だけの違いになるよう
にします。たとえば、実験群のパフォーマンスがよいと信じ込んでいる実験者は、無
意識のうちに実験群には丁寧に接し、統制群には粗雑に接していることがあります。
実験者のそのような態度の違いが、結果に影響する場合があります。

　このようなことを防ぐために、二重盲検法（Double blind）が用いられます。この
方法では、実験を計画する人と実験を実際に行う人とを分けます。実験を実際に行う
人には、どちらが実験群なのか統制群なのかがわからないようにします。また、実験
協力者も自分がどちらの群に割り当てられているのかもわからないようにします。こ
うすることにより、実験者の意図を排除することができます。

12.2 　データを整理する

　実験を行ったら、データを整理しましょう。まず、テストを採点します。採点基準は
明文化し、それに従って採点します。解答の中には、不誠実なものもあるかもしれま
せん。たとえば、正誤問題ですべての問いに対して「○」を付けているようなもの
は、欠損値として削除します。残りの解答用紙には、連番を振っておきます。

　データはExcelに入力します。1行に1人分のデータを入力し、列にはフェイスシート
の項目や採点結果など変数を入力します。

　もんたメソッドの効果を測るための実験を例に挙げましょう。実験群（男性5人、女
性5人）には、もんたメソッドを使ったスライドを見てもらいました。統制群（男性5
人、女性5人）には、もんたメソッドを使っていないスライドを見てもらいました。両
群とも、スライドを見た後で、確認テストを解いてもらいました。確認テストの問題
数は20問です。実験群と統制群の協力者の正解数と性別をExcelに入力します（図
12.1）。
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図12.1　データの入力

12.3 　データを分析する

　実験群と統制群の結果に差があるかどうかを調べるために、データを分析します。

基本統計量を求める

　基本統計量としては、平均、分散、標準偏差があります。Excelで求める場合、平均
はAVERAGE、分散はVARP、標準偏差はSTDEVPという関数を用います。図12.2で
は、各群の正解数の平均と標準偏差を求めています。

B13セル　　＝AVERAGE（B3:B12）
B14セル　　＝STDEVP（B3:B12）

図12.2　平均と標準偏差を求める
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各群の平均得点を棒グラフにする

　各群の平均得点を棒グラフにします。データの要因が多い場合は折れ線グラフにし
ます。図12.2の実験群と統制群の正解数の平均を棒グラフにしてみます。

1) グラフ作成用の表を作成する。

2) 範囲を選択する。例ではA16：C17。

3) ［挿入］タブを選択。

4) ［縦棒］→［2-D縦棒］の一番左のグラフを選択。

　左図のような平均のグラフが作成されます。左図のグラフを右図のように編集しま
す。編集方法は「4.2　正規性の確認」を参照のこと。
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平均の棒グラフには、標準偏差をヒゲとしてつけます。

1) グラフツールの［レイアウト］タブを選択。

2) ［誤差範囲］→［その他の誤差範囲オプション］を選択。

3) 「ユーザー設定」の「値の指定」ボタンをクリック。
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4) 「正の誤差の値」に標準偏差のセル（B18:C18）を指定する。「正の誤差の
値」に表示されている文字をすべて消して、B18:C18を直接ドラッグすると
指定できる。

5) 「負の誤差の値」に標準偏差のセル（B18:C18）を指定する。こちらも「負
の誤差の値」に表示されている文字をすべて消して、B18:C18を直接ドラッ
グすると指定できる。

6) ［OK］をクリック。

7) ［閉じる］をクリック。

　標準偏差のヒゲが表示される。
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t検定を⾏行行う

　例では、実験群の正解数の平均は統制群よりも大きくなっていますが、統計的に有
意に大きいかどうかは検定を行う必要があります。ここでは、Excelの分析ツールを
使って、ｔ検定を行います。

1) ［データ］タブの［データ分析］を選択。

2) 「t検定：等分散を仮定した2標本による検定」を選択し、［OK］をクリッ
ク。

3) 以下の内容を指定し、［OK］をクリック

4) 結果が表示される。「変数1」は実験群、「変数2」は統制群。「観測数」と
は実験協力者数である。実験群の平均、統制群の平均、観測数に間違いがな
いか確認しよう。

　「P(T<=t) 両側」が0.015151＝1.52％なので、5％水準で有意です。つまり、実験
群の平均と統制群の平均との間には、有意な差があるということです。
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12.4 　さらに深い分析

　余力があれば、さらに次の分析をしてみましょう。詳しくは、向後・冨永『統計学
がわかる』（技術評論社）を参照してください。

•２条件の正解数の平均を男女別で算出する（並べ替えを利用）。
•２条件、男女別の正解数の平均をひとつの折れ線グラフで描く。
•そこから何が言えそうかを考える。

■ホームワーク12

1. 　基本統計量を求める（50点）

　各群について、平均、標準偏差を計算してください。それに基づいてヒゲつきの棒
グラフを描いてください。

2. 　t検定を⾏行行う（50点）

　t検定を行い、群間の平均値に有意な差があるかどうかを判定してください。
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13. 　実験計画法のレポート作成

　――先生、最後のレポートに取りかかります。

がんばってね。

　――前回の半構造化面接のレポートでは、膨大なプロトコルデータをまとめ上
げるのに四苦八苦しました。

そうだったね。

　――でも、今回の実験計画法では、最終的に出てくるのはシンプルな棒グラフが
ひとつ、ふたつほどです。

シンプル・イズ・ベスト！

　――それはそうなんですが、こうシンプルだと考察が書きにくいですよ。思いつ
くことも限られているし。

実験をする人はシンプルで美しいグラフが好きだよ。もちろん検定はするけど、
検定するまでもなく結果が分かるようなグラフが好きなんだ。

　――でも、考察が……

現象としては、はっきり出るけれども、なぜそうなるのかというメカニズムにつ
いてあれこれ考えると考察が書けるよ。

　――なるほどメカニズムですね。現象の背後に隠されたメカニズムということで
すね。

シンプルなグラフから、背後に隠されたメカニズムをあれこれと推測する。これ
が実験の醍醐味かもしれないね。

　――その推測されたメカニズムが正しいものかどうかを、また実験で確かめるわ
けですね。

そうだね。そうすると実験はひとつの実験では終わらない、ということだ。

13.1 　実験計画法のレポートを作成する

　質問紙調査法、半構造化面接法のときと同じようにレポートを書きましょう。レ
ポートの構成はまったく同じです。
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■ホームワーク13

1. 　レポートの作成（100点）

　レポートを作成してください。
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14. 　まとめと振り返り

はい、これでこの授業はおしまいだ。

　――ありがとうございました。

これまでやってきた全体像をまとめておこう。

　――はい。３つの研究手法を学んできました。質問紙調査、半構造化面接、そして
実験計画法です。

そう。すべての手法は、あなたが明らかにしたいと思っているリサーチ・クエス
チョンのためにある。

　――ああ、リサーチ・クエスチョンのない世界に行きたい。

まあ、それはそれで幸せな世界だろうが、少しでも問題意識のある人は科学的なア
プローチの仕方を学ぶべきだろうね。

　――問題意識を持ちつつ、先行研究を調べていくと自分なりのリサーチ・クエス
チョンが明確になるのですね。

図14.1　研究という活動の全体像
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そう。その上で３つの研究手法を選ぶか、複数の手法を組み合わせて使う。

　――複数ですか。

３つの手法はそれぞれに一長一短があるから、それらを互いに補うように複数の手
法を使う方がいいと思うよ。

　――そしてデータを取ったら、それを分析してレポートを書くのでした。

レポートが書けたら、それを論文にするといいね。

　――論文ですか？　とてもとても……

いや、ここで習った手法をマスターしていれば論文を書くこともできるよ。まずは
卒業論文だね。

　――ああ、そうだった。卒業論文があるんだった。

繰り返すけど、ここで習った手法で卒論は完全に書ける。

　――そうですか。そういわれるとなんだか自信がわいてきました。

自信を持っていい。保証する。あとはそれを実践していくだけだ。

　――そうですね。がんばります。

じゃあこれでお別れだ。またどこかで会おう。

　――どうもありがとうございました。

アディオス。友よ。
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