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０．要旨                                                                                  

 

本発表では、調査研究を行う場合の方法とその実際について提示する。主に「質問紙法」をとりあげ、

質問項目の設定根拠を明示する必要性について議論する。 

具体的には、（１）質問紙法、（２）構成概念、（３）質問項目の作成、（４）尺度の検討、についてそれぞれ

提示していく。本発表では、質問紙法を用いた例として Takada (2003) をとりあげ、どのような構成概念を

設定しているのか、どのように質問項目に設定根拠を示しているのか、などについて良い手本として参照

する。測定したい構成概念をそれぞれの質問項目のどのように掘り下げるのか、「概念から尺度へ」を重

要な考えとして質問紙法の方法論を検証する。 

 

１．調査研究                                                                           

 

1 .1 調査研究とは？ 

(1) 観察によるもの⇒「見ること」により学習者を理解しようとするもの 

・観察法：学習者の行動を観察・記録・分析し、行動の質的・量的特徴や行動の法則性を解明すること 

(2) 言語を媒介とするもの⇒「聞くこと」により学習者を理解しようとするもの 

・質問紙法＆面接法：行動そのものよりも学習者の感情や価値観、動機など、心の内面を理解すること 

 

1. 2 質問紙法とは？ 

魅力的？ 

(a) Researcher time, (b) Researcher effort, and (c) Financial resources. 

魅力的じゃない？ 

(a) Simplicity and superficiality of answers, (b) Unreliable and unmotivated respondents,   

(c) Respondent literacy problems, (d) Little or no opportunity to correct the respondents’ 

mistakes, (e) Social desirability (or prestige) bias, (f) Self-deception, (g) Acquiescence bias,    

(h) Halo effect, and (i) Fatigue effects. 

(Dörnyei, 2003, pp. 9-14) 

長所として… 

(1)  

(2)  

(3)  

(4) 

短所として…. 

(1)  

(2)  

(3)   

“Questionnaires are any written instruments that present respondents with a series of 

questions or statements to which they are to react either by writing out their answers or 

selecting from among existing answers.”   

(Brown, 2001, p. 6) 
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1. 3 研究手法の決定 

リサーチ・デザインを決定する際、選択する研究手法によりプロセスが異なることに留意する。 

 

例えば...質問紙法では、                   例えば...観察法では、 

 

①測定対象を明確にする               ①対象行動の適切性の検討 

↓                                ＊予備観察 

②項目の候補を収集する               ↓＊継続時間, 観察単位 

＊自分で考える                           ②観察対象者の決定 

 ＊人に尋ねる                        ↓ 

 ＊関連文献にあたる                  ③行動の下位カテゴリーとその操作的定義の決定 

↓＊項目の分類, 絞込み                ↓ 

③予備データを収集する               ④適切な時間間隔と観察回数の決定 

↓                                        ↓ 

④項目を決定する                   ⑤記録用紙の設計 

 ＊反応分布の検討                      ＊自由記述法 

 ＊G-P分析, I-T相関分析                    ＊サンプリング法 (1/0, ポイント) 

↓＊因子分析                         ↓＊サインシステム, カテゴリーシステム  

⑤本調査を行う                      ⑥観察の実行 

↓                              ↓ 

⑥信頼性の検討                     ⑦一致度の算出 

＊再検査法                               ＊信頼性の検討 

 ＊折半法                        ↓＊カッパー係数  

↓＊α係数                         ⑧データ処理 

⑦妥当性の検討                    

＊基準関連妥当性 

＊構成概念妥当性 

 

 

(1) 調査対象を定義する→調査目的や方法に応じて調査対象の範囲を想定し、直接の調査対象者（サン

プリング）と母集団との関係を決定すること 

 

(2) 調査内容を吟味する→調査内容の候補を収集・精選し、予備調査や分析（信頼性＆妥当性）などを

通して実際の調査項目を作成すること  

 

(3) 調査方法の種類を知る→いろいろな調査方法の短所と長所を知り、研究課題や時間・労力・資金な

どに合わせて調査方法を選択すること（面接調査, 集団調査, 委託調査, 郵送調査 etc.） 

 

(4) 分析手法やデータ処理を予測する→調査対象者の数やその構成（性別・年齢）、調査項目への回答

の分布、欠損値の有無などのデータ内容の記述統計的な概略から、データの集計と統計的分析手法を

予測すること（質的・量的データ, ノンパラメトリック検定 etc.） 

 

(5) 倫理の問題を考慮する→調査対象者とのあいだに信頼関係を築き、人間尊重の精神で調査を実施

すること（説明と同意, プライバシーの保護, 結果報告, データの保存または破棄 etc.） 

 

「はじめに研究手法ありき」「ただやっているだけ」ではなく、まずは自分の研究課題をじっくり明らかにす

ることから、「よい良い研究手法」を決定して欲しい... 

これらのプロセスを視野に入れて 

リサーチ・デザインを決定するのが望ましい… 



3 

２．構成概念の設定                                                         

 

2. 1 構成概念とは？ 

直接的に観察することが困難で、理論的に定義される概念 ⇒ どのような構成概念を設定するのか？ 

・ 質問紙を作成する前に、どのような構成概念を測定するのかをよく考えること 

・ これまでに研究されている既存の尺度についてよく調べ、そこではどのような構成概念を測定してい

るのかを理解すること 

・ 調べた構成概念と尺度との関係を参考にしながら、自分が調べたい構成概念を設定すること 

典型的な 3つの構造 

下位構造: ある概念のもとにいくつかの下位概念を設定する。大きな概念の中に、より細かい下位概念

が含まれるという構造 

並列構造: 大枠としてある概念を設定し、その中に含まれる要素を下位尺度として設定する。それぞれの

下位尺度の関係が薄いが、設定した尺度が測定したい構成概念を概ねカバーしているという構造 

平面構造: 類型から特性を設定する（あるいは、特性から類型を設定する）。類型は直接的に測定される

のではなく、いくつかの尺度で調査対象を分類し、次元を組み合わせる構造 

 

2. 2 概念から尺度へ 

測定したい概念を設定したら、質問項目を作成する。 

(1) トップダウン: 設定した概念の下位にいくつかの概念を設定する。この下位概念が下位尺度となる。

下位概念に基づいて具体的な項目を作成する。 

(2) ボトムアップ: 概念から考えられる具体的な特徴から尺度を作成する。具体的な項目に近い特徴を調

査者が考えるか、自由記述式の予備調査を行い、その記述内容から項目を作成していく。抽出した項目

群を分類することによって、下位尺度を設定する。 

 

作成した尺度の得点が高いのは何を意味するのですか？また、低いのは何を意味するのですか？ 

 

                ⇒                ⇒                ⇒ 

 

３．尺度の検討                                                        

 

具体的な質問項目を作成し、データを収集し、開発した尺度を検討し、初めて尺度として使用することに

なる。（安心するのはまだですよ～！） 

(1) 記述統計量 

意味がわかりにくい項目はないか。ほとんどの人が同じ回答選択肢を選んでいないか。天井効果や床効

果は起こっていないか。欠損値が生じる頻度を検討しているか。 

(2) 項目間相関係数 

(3) 因子分析 

尺度項目の背後にいくつの、どのような因子が存在するのか。因子的妥当性の確認をしているか。 

(4) Item-test相関係数（IT相関） 

(5) 信頼性係数の推定 

尺度の精度を表す指標である信頼性係数を推定しているか（Cronbachα 、折半法、再テスト法など）。 

(6) 妥当性の検討 

構成概念を尺度によって、確かに測定できているか。その尺度を構成概念の測定に用いることができる

か（基準関連妥当性、弁別的妥当性など）。 

 

作成した尺度は理論的に正しいのか？構成概念を説明できているのか？ 

教育課題などを

問題意識にする 

問題意識から概念

を設定する 

につなげる 

研究の意義を 

示す(仮説検証) 

構成概念から質問

項目を作成する 
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４．質問項目の設定根拠                                                        

 

質問紙法を用いた例として、Takada (2003, pp. 12-15) をとりあげる。 

Research Question 

The following question is addressed in this study: How do JHS students who did not learn 

English in ES (non-FLES students) differ from JHS students who did (FLES students) in: 

foreign language anxiety, three constructs of motivation (interest in FL and FL-speaking 

people, instrumental motivation, need for achievement) and language learning aptitude? 

○ 質問紙を作成する前に、どのような構成概念を測定するのかをよく考えている。 

Instruments 

Three instruments were prepared to measure individual differences in FL anxiety, motivation, 

and language learning aptitude. 

1. Foreign Language Anxiety 

FL anxiety was measured by administering a modified version of the Foreign Language 

Classroom Anxiety Scale (FLCAS), which was developed by Horwitz, Horwitz, and Cope (1986). 

The original version of the FLCAS consists of 33 items that reflect communication 

apprehension, test-anxiety, and fear of negative evaluation in the FL classroom. The number of 

items in the original version was reduced to 20 by eliminating the statements that did not 

apply to beginners or to the participants’current learning context. 

○ これまでに研究されている既存の尺度についてよく調べ、そこではどのような構成概念を測定してい

るのかを理解している。 

2. Motivation 

For each of the three motivational components examined, four statements were prepared. They 

were based on Dörnyei’s (1990) questionnaire items comprising 18 motivation/attitude 

variables. This motivational questionnaire, developed for adult learners in Hungary, was 

modified to suit the particular context of this preliminary study. Each item was followed by a 

five-point scale with 1 being “strongly disagree” and 5 being “strongly agree”. Possible scores in 

each section ranged from 4 to 20: the larger the number, the stronger the motivation. 

Administrative concern over limited available time and these young students having to 

complete a lengthy questionnaire called for a smaller number of items to measure each 

motivational construct. 

 

その他の例（Kormos & Csizer, 2008）として、Dörnyei (2012, pp. 92-93) の Study Questionsを参考

にして下さい。 
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