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今日の講義内容

o 学生調査入門
n 質問紙調査で気をつけること

o 1. 研究仮説と統計分析を想定して仮説を考える
n 統計分析に応じた仮説を設定して調査する

o 2. 測定尺度によって変わる統計分析
n 深い理解がないと適切な統計分析を選択できない

o 3. ワーデイング1つで結果が変わる
n 適切な質問文でなければ、いい結果は得られない
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学生調査概要
--「学生調査」の目的
o 学生の行動を一般化して記述し、大学で起
こっている現象の把握、因果関係の検証、新
たな事実の発見、施策の立案、経営戦略の決
定など様々な問題解決に役立つ

n ☞計測の精度：学生調査で収集される情報が信
頼できるものでなければならない

n ☞手法の再現性/科学性:適正な手順が必要
n ☞解析方法の精度:統計手法の正しい選択

o 「学生調査」がプロの「巧みの技」たる所以(本
講義で も伝えたいこと)、倫理規定もある。 3



学生調査のデザイン

o 1.どういうテーマでどういうことを知りたい考え
ているのか？(調査テーマの設定)

o 2.どういう因果関係をどういう統計的手法であ
きらかにするのか？(調査内容に関する検討)
n ☞ 統計手法に限定した結論しか導けない

o 3.どういう調査対象者に、どういう調査手法で
聞くのか？(調査方法に関する検討)
n ☞ コスト的に実現可能かを再検討(1に戻るか4に行くか)

o 4. ここまで決めて、ようやく調査票設計が開始
可能となる。 4



調査テーマの設定

o 調査の問い「リサーチ・クエスチョン」をなるべく
限定的に(調査で解明できる範囲内に)する。

o 例)「大学生の満足度について知りたい」
n テーマが大きすぎ、何を聞いていいか分からない

o 「大学生が何に満足しているかは十人十色？」
n 「満足度」をどういう方法/質問で測る？
n 男/女で違う?、入試区分で違う?、文系/理系で違う?、
学年で違う(作業仮説)

o 作業仮説があり、大学をどう変えることができる
か?までを含めて考える(調査のインパクト) 5



結論と統計分析を想定して
仮説を考える

o 結論の想定
n 授業満足度により「学生」への大学満足度を見る

o ☞別の聞き方もある 例)施設への満足度／愛校心／再受験希望
o ☞「授業満足度」が高い層の規定要因を探る必要がある

n 授業満足度が高い学生は、再受験希望や愛校心が高い

o ☞授業満足度を高める施策とは何かを考える必要がある

o 統計分析の想定

n 属性ごとの優先順位を着けたいから☞それが可能な重回帰分析を
分析手法として選択

o 授業満足度(間隔尺度)の増減が、複数の名義尺度(性別,学年,再
受験希望,愛校心)のどれにもっとも関係が深いのかを見たい
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統計手法の想定なんて難しい・・・?
--勉強の「順序」を間違えないように
o ×=統計分析手法の本を手に取
る☞初学者には数式が多すぎて
学ぶ動機付けが生まれない

o ○=統計手法を使って面白い結果
がでているものにたくさん触れる

o どういう手法でどういう結論が出
せるのかを知ることが大事。

n 例)豊田秀樹編2006:『購買心理を
読み解く統計学—実例で見る心理・
調査データ解析28』(東京図書) 7

統計手法
☟

データの型
☟

尺度の型
☟

質問の型



リサーチクエスチョンは問いが大事
--どんな問いが必要なの？
o 「何をどれで説明するか」を考える= 終目的

n 記述的な問い=どのようになっているか?
n 説明的な問い=なぜそうのようになっているか?

o 量的調査は変数間の関係を探るもの
n 従属変数(=被説明変数、目的変数、基準変数)

o 結果となるもの 例)大学成績 、大学満足度
n 独立変数(=説明変数、予測変数)

o 原因となるもの 例)性別、学年、文理、学部、入試区分、
愛校心／再受験希望の有無
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リサーチクエスチョンから
調査設計へ

o 記述的な問い=特定変数の分布を知る行為

n 従属/独立変数ともにOK
o 大学成績の分布は?
o 文系／理系の割合は?

o 比較=従属変数の分布が独立変数の区分けによってどう変わる?

n 性別によって大学成績は変わる?
o 説明的な問い=従属変数の分布を独立変数によって説明する

n 性別・学年・入試区分・再受験希望の有無のどれ
が大学成績に も影響を与えている? 9

o 学生調査の例



何を証明するの?
--量的調査における因果関係の基本
o 量的調査では、方法論的な限界があり、厳密
な意味で因果関係は言いにくい

o 変数Y(従属変数、例:成績)には、変数X(独立変数、
例:入試区分)の影響があると言いたい、とする
n ①変数Xと変数Yの間に関連(相関,連関)があるこ
と(X⇆Y)

n ②原因とされる変数Xが、その結果として生じた変
数Yより時間的に先行していること

n ③変数Xと変数Yの双方に影響を与える変数Zを
統制しても、変数Xが変数Yに影響する

n ことを統計的に証明する
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疑似(見せかけの)相関という罠

o 変数Z：統制変数(=第三変数、交絡変数、共
変量)の想定が重要、統制=コントロールとも呼ぶ
n 意外な変数が統制変数になっている場合がある
から、なるべく多くの変数を聞いておく必要がある
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調査法のプロセス

• 仮説の設定、先行研究の検討問題設定

• 必要がない場合は、調査の見送り調査の必要性の確認

• 予算、調査対象などの決定調査の企画

• その後、予備調査の実施調査票の作成

• 標本調査の場合、標本抽出標本調査or全数調査

• 依頼状、手引書の作成本調査の実施

• データクリーニング、コーディング調査データの整理

• 探索的に統計分析調査データの解析

• 調査対象に報告など調査報告書の作成 12



スケジュール(時間的コストの制約)
o (1)調査の企画

n 調査目的・調査項目の決定、調査対象の決定、サンプリング方法・スケジュールの決
定、調査実施体制とスケジュールの決定

o (2)調査票の作成(8週以上)
n 調査票案作成、プリテスト、調査票 終決定、調査票印刷

o (3)サンプリング(5週以上)
n 学生名簿閲覧依頼、サンプリング・マニュアルの作成、サンプリングの実施、対象者

名簿作成

o (4)調査マニュアルの作成(1週間)
o (5)調査の実施(3週間)

n 依頼状発送、調査員への説明会、実査、点検と回収

o (6)コーディング/エディティング(4週間)
o (7)データ入力
o (8)データ・クリーニング(4週間)
o (9)コードブック・基礎集計表の作成(2週間)☞分析まで27週(約8ヶ月)
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学生調査を始める前の心構え

o とにかく、手間がかかる。お金もかかる。時間
もかかる。人の協力なしにはできない。

o だからこそ、責任がでてくる。

o 苦労してとったデータなのに、計画が曖昧だと、
分析できなくなってしまうが、そんなことは
「あってはならない」くらいの大変さ/迷惑をか
けてしまう。

o 安易な調査は行わない=調査不信につながる
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データの種類(1)
--質問紙の例
o 1.あなたの性別をお答えください。

n 1. 男 2. 女
o 2.今年度あなたは何歳になります

か ？

n ( )歳
o 3.あなたの高校での成績はどのあたり

でしたか ？

n 1. 下位 2. 中位
n 3. 上位

o 4.現在の大学の授業に満足ですか、
不満ですか。

n 1.すごく不満 2. やや不満
n 3. まあまあ満足 4. すごく満足

9. わからない

o 5.あなたはどのような入学試験をう
けて本学に入学しましたか。

n 1.一般入試 2. センター併用
n 3. 内部進学 4. 指定校推薦
n 5.スポーツ推薦 6. 公募推薦
n 7. AO入試 8.留学生入試
n 9.社会人入試 10. その他

o 6.あなたの学生生活は充実していま
すか？

n 1.充実していない 2. あまり充
実していない 3. ある程度充実
している 4. 充実している

o 7.もし大学を選びなおせたら、あなた
はもう一度、本学に進学しますか？

n 1. 絶対に進学しない、2.おそら
く進学しない、3.おそらく進学す
る、4. 必ず進学する、9.わから
ない

15



データの種類(2)
--調査データの例1(コーディング前)

# 性
別
年齢 高校成績 お年玉の

満足度
入試区分 充実度 再受験希

望

1 男 18 下位 まあまあ
満足

一般入試 充実していな
い

絶対に進
学しない

2 男 19 中位 すごく満足 内部進学 あまり充実し
ていない

おそらく進
学しない

3 男 20 上位 やや不満 スポーツ推薦 ある程度充実
している

おそらく進
学する

4 女 21 下位 すごく満足 指定校推薦 充実している 必ず進学
する

5 女 22 中位 わからない 公募推薦 充実していな
い

絶対に進
学しない

6 女 18 上位 すごく満足 AO入試 あまり充実し
ていない

おそらく進
学しない

7 女 19 下位 すごく不満 留学生入試 ある程度充実
している

おそらく進
学する
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データの種類(3)
--調査データの例2 (コードブック)
性別 高校成績 授業満足度 入試区分 充実度

1. 男
2. 女

1. 下位
2. 中位
3. 上位

1. すごく不満
2. やや不満
3. まあまあ満足
4. すごく満足
9. わからない

1. 一般入試
2. センター併用
3. 内部進学
4. 指定校推薦
5. スポーツ推薦
6. 公募推薦
7. AO入試
8. 留学生入試
9. 社会人入試
10.その他

1.充実していない
2. あまり充実して
いない
3. ある程度充実し
ている
4. 充実している

o 分からない=DK、無回答=NAとする場合もある
o ただし、Excelで入力するときには、文字列にな
るので注意。「99」を「NA」に代用するときも。17



データの種類(4)
--調査データの例3(コーディング後)

# 性
別
お年玉
の額

高校成績 授業満足
度

入試区分 充実度 再受験希望

1 1 18 1 3 1 1 1

2 1 19 2 4 3 2 2

3 1 20 3 2 5 3 3

4 2 21 1 9 4 4 4

5 2 22 2 1 6 1 1

6 2 18 3 4 7 2 2

7 2 19 1 1 8 3 3
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測定尺度の種類(1)
--名義尺度(nominal scale)
o 質問の回答内容を分類する。

n 同じ値を有していれば、同一の分類であることがわ
かる。「1」はすべて「男」

n データの大小(1,2)や符号(a,b)に意味はない
o 例：ID、性別、お年玉の使途、貯金予定
o 選択肢、背番号、郵便番号、商品番号、県番号(県名)

o 可能な変換
n 各カテゴリーに与えた数字の1対1の付け替え

o 1=男、2=女 ⇆ 1=女、2=男でも、
o 1=男、0=女でも問題無し
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測定尺度の種類(2)
--順序尺度(ordinal scale)
o 質問の回答内容に順序関係があるとき、この
順序関係を示す。

n データの大小関係には意味がある

n 通常、肯定的な方を数字が大きくなるようにする

n 2つのデータ間の差や比をとっても意味をなさない
o 例：授業満足度、充実度
o 1. すごく不満 2. やや不満 3. まあまあ満足 4. すごく満足

o 可能な変換
n 順序関係が失われない単調な変換

o 4. すごく不満 3. やや不満 2. まあまあ満足 1. すごく満足
o ただし、統計処理に困る。プラスの数字が否定的な意味。 20



測定尺度の種類(3)
--間隔尺度(interval scale)
o 質問に対して数値で量的に回答することが可能

n データの大小関係やデータの差には意味があるが、
2つのデータの比をとっても意味はない
o 例1：生年 S20年生とS60年生の3倍、60-20=40歳差
o 例2：温度 10℃と30℃の3倍、30-10=20度差

o 可能な変換
n 線形変換：Y=aX+b

o 例1：西暦1985年→1985-1925(T14年)=60(S60年)
o 例2：摂氏30度(℃)←1.8×30+32=86(華氏86度[℉])
o できない変換：割り算
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測定尺度の種類(4)
--比尺度(ratio scale)
o 質問に対して、量的に回答することが可能

n データの大小関係や2つのデータ間の差や比のす
べてが意味をもっている。

o 年齢、身長、体重、金額、成績、時間など

o 可能な変換
n 比変換：Y=ax
n 両替 10000円☞1ドル80円のとき、1円は、

1÷80=0.01225ドル、1万円⇆122ドル50セント
o 名義<順序<間隔<比でできる演算が増える

n 通常は、順序尺度を間隔尺度と見なして統計分析22



質問：次の数値は何尺度？

o テストの得点： 間隔 尺度

o 体重： 比 尺度

o クラスでの順位： 順序 尺度

o 時間： 比 尺度

o 検定の級： 順序 尺度

o 時刻： 間隔 尺度

o 学籍番号： 名義 尺度

n ☞尺度分類が大事なのは、やってもよい統計処理、グ
ラフ処理が変わってくるから。(後で重要性が分かる)
o 例：学籍番号の平均値をとっても意味がない。
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アンケートのコツとプロの技

o ワーディング(言葉遣い)の失敗例
n 安田(1970)の実験—失敗の6パターン
n 言葉遣いに気をつけないと,集計する回答に悪影
響がでる!!

o 統計手法の想定した調査票の設計
n 統計手法(授業後半で演習)に応じた質問の仕方
n 分析できないデータをとっても報告できない!!
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質問紙調査でよくある失敗

o 1. 必要な事項を聞き忘れる
n ☞分析するときになって、聞いておいた方が良かっ
たという後悔することが多い(分析に必要な項目)

o 2. 「どちらでもない」「普通」「わからない」が多
すぎる

n ☞日本人の「曖昧さ好み」ゆえに選択しやすい

n ☞回答差がないゆえに、統計分析で結果がでない

o 3. 長過ぎる/質問が多すぎる
n ☞回答者が疲れていい加減な回答が多くなる

n ☞後ろの回答が全部「1」などの特定のものになる26



「どちらでもない」「普通」「わからない」
は何故、まずいのか?(1)
o 1.奇数の選択肢はまずい:

n 「良い」か「悪い」かどちらに判断したのか分からない

n 2値「良い/悪い」に再カテゴリーしにくい
o 2. 統計的手法は、回答の違いを評価する。

n 例)1%「良い」、98%「どちでもない」、1%「悪い」
n 例)「男女で違いが統計的に有意である」

選択肢 1 2 3 4 5
4件法 非常に悪い 悪い 良い 非常に良い

5件法 非常に悪い 悪い どちらでもない 良い 非常に良い
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「どちらでもない」「普通」「わからない」
は何故、まずいのか?(2)
o 3. 解釈に恣意的な判断が生まれる余地を生む

o 全体の30%が良いと評価した
o 全体の30%が悪いと評価した
o 全体の70%が悪いと評価しなかった
o 全体の70%が良いと評価しなかった
o 全体の30%しか良いと評価しなかった
o 全体の30%しか悪いと評価しなかった

どれが正しい？

30% 40% 30%

0% 50% 100%

質問
悪い

普通/どちらでもない
良い
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質問文の認知プロセス

o 各段階で誤りが生じる可能性
29

質問の理解の過程

情報の想起の過程

推論と判断の過程

回答の報告の過程



認知プロセスの失敗とその対処法1
--質問文の理解の過程
o ポイント

n 文法的にシンプルな作文を心がける
o 過度の複雑さは避ける(複文・重文)

n 具体的な言葉の定義を提供する
o 不明瞭な概念、誤った前提を避ける

n 明確な指示を与える
o 複雑な指示を与えない

n なじみのある言葉を使うように心がける
o なじみのない、あまり普段使わない言葉を避ける

n などに気を付けて誤解を防ぐように心がける
30



認知プロセスの失敗とその対処法2
--情報の想起の過程
o ポイント

n 言葉の定義は一定にする
o 質問の中で使われている言葉と、前もってその出来
事を符号化した言葉が一致しないことが起こらないよ
うに注意

n 昔の細かいことは(正確な回答が望めないので、
聞きたくても)聞かないようにする
o 期間の経過に伴い正確に出来事を思い出せない

n 思い出しやすい質問をするように心がける
o 記憶の再構成の失敗を起こすから

o 近い事実で記憶を埋める傾向:テレスコーピング 31



時間経過と想起の正確さ

32

記憶している種
類にもよるが、
時間が経てば、
記憶が曖昧に
なってしまう



認知プロセスの失敗とその対処法3
--推論と判断の過程

o 例)あなたは一日に何時間テレビを見ますか?
o 行動に関する質問の推測過程

n 1) 想起-計数方式 recall and count
o 個々の出来事を思い出して合計する。おそらく忘れてしまった
出来事の回数を考慮に入れて回答を上方修正する

n 2) 割合に基づく判断 rate-based estimation
o 一般に出来事が起こる割合を思い出して、該当期間中の回数
をその割合から全体を推定する

n 3) 印象に基づく判断 impression-based estimation
o まず曖昧な印象から初めて、つぎにこれを数値に変換する
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回答尺度の影響の研究
(Schwartz, Hippler, Deutsch and Strack1985) 

o 予想される母集団の平均値に も近くなるよ
うに中央の選択肢を与えるよう心がける 34

低い回答選択肢の場合 高い回答選択肢の場合

回答 % 回答 %

30分未満 7.4 2時間半未満 62.5

30分〜1時間 17.7 2時間半〜3時間 23.4

1時間〜1時間半 26.5 3時間〜3時間半 7.8

1時間半〜2時間 14.7 3時間半〜4時間 4.7

2時間〜2時間半 17.7 4時間〜4時間半 1.6

2時間半以上 16.2 4時間半以上 0.0

計 100.0 計 100.0

合計
37.5%



ワーディングの諸問題1
--曖昧な表現

o 例)Q. あなたは「大学教員の関わりが豊かな大学と
乏しい大学」とどちらが望ましいと思いますか？

n 「大学教育の関わり」が何を意味するのかはっきりしない

n 1.対象者が曖昧なまま回答(無知の共謀)
o なんとなくの理解で回答→集計結果を信用できない

n 2.対象者が質問者と異なる意味で理解(意味のギャップ)

o 質：「授業に対する助言や指導」

o 対：「精神的なサポートや学習以外の助言」

o →集計結果を信用できない

n 3.対象者が回答を控える(回答困難)
o DK(分からない)が多く増える→集計結果を信用できない
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ワーディングの解決法1
--曖昧な表現

o 例)Q.あなたは「大学教員の関わりが豊かな大学と
乏しい大学」とどちらが望ましいと思いますか？

n 例えば、(若干、誘導気味ではあるがまだマシ)
n あなたは「大学教員が授業に対する助言や指導が多いこ
と」に賛成ですか？

n あなたは「大学教員が精神的なサポートや学習以外の助
言があること」に賛成ですか？

n 或いは、

n 「大学教員との関わり」であなたがイメージする事を自由に
書いて下さい。→「大学教員との関わり」にどんなイメージ
を抱いているのか?の場合は質問に使ってもOK 36



ワーディングの諸問題と解決法1
--曖昧な表現のおまけ

o 大学生を対象にした調査の場合

o 例)Q. 小学生のときに学校以外で勉強を何時間して
いましたか？

n ☞ 遠い過去の出来事は記憶が曖昧になりがち
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ワーディングの実験(5)
曖昧な表現や多義的な表現

o 音楽番組がよく放送されますが、あなたはこう
いった傾向に賛成しますか？

n 賛成した人は、32人中18人が音楽=オペラやク
ラシックを想定

n 反対した人は、18人中11人が音楽=歌謡曲を想
定

n 「音楽」の意味が曖昧/多義的
o ☞(一意の定義を想定できなければ回答が変
化)

o 安田三郎1970:『社会調査の計画と解析』東京大学出版会.
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ワーディングの諸問題と解決法2
--難しい言葉

o 例)Q. あなたは「初年次教育」について賛成します
か？

n 専門用語、業界用語、一部の人たちにしか流通していない
言葉(趣味・略語など)、学生に流通していないワードは致
命的

n 考えられる回答は、曖昧な表現と同じ、DKが多くなる
n 本学における「初年次教育」は、「フレッシュマンセミ
ナー」や「基礎ゼミ」など、大学での学習適応を促すた
めに行われている授業全般を指します。「初年次教
育」についてどう思いますか？

n ☞具体的に説明してあげると良い(複雑にならない程度に)
39



ワーディングの実験(6)
難解な用語や表現

o もし仮にアメリカからサバンナ号の入港が求めら
れたら、受諾すべきだと思いますか？

o 「サバンナ号」は(原子力貨物船)と知っていた
n 20人中12人が受諾

o 「サバンナ号」は(原子力潜水艦)と思っていた
n 17人中15人が拒否

o ☞(知識がないと正確な回答(判断)ができない)
o 安田三郎1970:『社会調査の計画と解析』東京大学出版会.

40



ワーディングの諸問題と解決策3
--言葉遣いの偏り

o 例1)Q1a. あなたは消費税をあげることについて賛
成ですか？

o 例2)Q1b. あなたは消費税をあげることはやむを得
ないと思いますか？

n 例2の方が賛成を得やすい傾向は否めない(誘導)
n 回答選択肢の違いに拠っても回答が違ってくる

o 1.賛成 2.反対 →DKが増える可能性
o 1.賛成 2.どちらかと言えば賛成 3.どちらかと言えば反対 4.
反対 →心理的に2や3を選択しやすいことで本音が知れる

n 言葉はどこまでも中立的にはなり得ない→解釈時に注意
41



ワーディングの諸問題と解決策5
--ダブルバーレル1

o ダブル・バーレル：2つのことを同時に質問してしまう
n 回答がどちらに対する答か区別しにくい

o 重文型：andやorでつながる
n 例)家事や育児には、男性よりも女性の方が向いている

o 複文型：becauseなどでつながる
n 複文事例1)喫煙は健康に良くないのでやめるべきだ

o X:喫煙は健康に良くない
o Y:喫煙をやめるべき
o Z:XなのでYである
o ☞「XであるがYでない」「XではないがYである」という人の意見
がNOとして区別なく集計されてしまう
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ワーディングの諸問題と解決策5
--ダブルバーレル2

o 複文事例2)まごまごしていると、他人に追い越されそ
うな不安を感じる

n X:「まごまごしている」が条件節if, if X, then Y
n Y:「他人に追い越されそうな不安を感じる」

o ☞「XしていないがY」や「現実的にはYではないが、も
しXである場合Y」という意見もNOとして区別なく集計
されてしまう
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ワーディングの諸問題と解決策5
--ダブルバーレル3

o 複文事例3)これからは、物質的な豊かさよりも、心の
豊かさやゆとりのある生活をすることに重きを置きた
い

n X:「物質的な豊かさ」、Y1:「心の豊かさ」、Y2「ゆとりのあ
る生活」のとき、「XよりY」という複文

n ☞「Xではない」と「Yである」という2つの質問内容
o 「XとYの両方必要」、「XでもYでもない」という意見の人の回答
がNOとして区別なく集計されてしまう

n Y2の定義が曖昧
o 時間にゆとりがあるのか、経済的(或いは物質的に)にゆとりの
あるのか 44



ワーディングの諸問題と解決策5
--ダブルバーレル4

o 許される場合もある ☞重文型の例,「家事や育児」
n 具体性を持たせるための漠然としたくくり

o 複文事例1:
n (一般的判断)喫煙をやめるべきだと思いますか?
n (具体的理由)どうしてそう思いますか?下記のリストから、
理由を選択してください

o 複文事例2: 「まごまごしていると」は削除
o 複文事例3: 「ゆとりのある」は削除

n 「物質的な豊かさ」と「心の豊かさ」のとちらを追い求めます
か? 1物質、2心、3両方、4どちらも追い求めない 45



ワーディングの諸問題と解決策6
--インパーソナルとパーソナル

o インパーソナルな質問：世の中一般の人々の行動や
意見についての回答者の意見を聞く

n あなたは、一般にコネで就職することに賛成ですか？

n ☞「一般に」などの強調語を入れたり、線を引いたりするの
が大事

o パーソナルな質問：回答者自身の意見や行動を聞く
n あなたはコネがあったらそれを使って就職したいと思いま
すか？

n ☞「個人的な意見として聞きます」という表現が大事

o 両者を区別しておくことが大切 46



ワーディングの諸問題と解決策7
--事実判断・価値判断・世間判断

o あなたは、世間で重要なのはお金だと思いますか?
n ☞回答した意味は多種多様

n その人自身が精神的なものよりも経済的なものを重視す
る価値観の人間だという表明(パーソナルな価値判断)

n 一般的に、社会生活を営む上で、一定の経済的基盤が必
要だと、回答者が考えている(パーソナルな事実判断)

n 世間の人が自分たちにとって金銭的なものが重要だと
思っている、と回答者が考えている(インパーソナルな価値
判断についてのパーソナルな事実判断)

o ☞ どの意味で問いたいのかを十分に吟味してから質
問文を修正する必要
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ワーディングの実験(4)
質問順序によるキャリー・オーバー効果

o 本学では年々女子が増える傾向にありますが、
このことについて好ましいと思いますか？

n 28人中20人が賛成
o 女子が増加すると大学の水準が下がるといい
ますが、あなたはこれに同意しますか？

n という質問をした後に、先の質問をしたところ・・・29
人中15人が反対

o ☞(恣意的な質問を先にすることで回答を誘導)
o 安田三郎1970:『社会調査の計画と解析』東京大学出版会.
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ワーディングの諸問題と解決策8
--イエス・テンデンシー

o 1:あなたは、Aだと思いますか?
o 2:あなたは、Aではないと思いますか?

n ☞1の方が2よりもAに賛成する割合が高くなる
n 調査者がこう答えてもらいたいと回答者が深読みし、無意
識にその方向で応えようとする傾向がある

o 「ニーズ:必要性」についても同じ
n 1:あなたは、Aを必要だと思いますか?
n 2:あなたは、Aを必要ないと思いますか?
n ☞必要に感じていなかった人も必要と思い直してしまう

o ☞自分の価値観ではなく、一般の価値観を答えがち49



質問文のワーディングの注意点(1)
o (a)質問の意図を明確にすること

n 回答の時点や内容が明確に指示されているか

n まったく予想外の回答が飛び出す恐れはないか

n 平常の習慣化した行動と特定の行動の時点にお
けるどちらかの回答を求めるのか

n 回答者個人の態度と世間一般に対する回答者の
意見とを区別しているか(パーソナルな質問とイン
パーソナルな質問)
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質問文のワーディングの注意点(2)
o (b)文章を簡潔な表現にすること

n 1つの質問で2つ以上の論点を聞くことになってい
ないか(ダブル・バーレル質問)

n 否定法によって文章が混乱していないか

n 複雑な文章、過度に長い文章、もってまわった文
章が用いられていないか
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質問文のワーディングの注意点(3)
o (c)わかりやすい語句を用いること

n あいまいで多義的な語句が用いられていないか

n 感覚的な語句が用いられていないか

n 難しい語句が用いられていないか

n 聞き慣れない語句、一部の人々しか通じない語句
が使われていないか

n 聞き取りにくい語句、聞き間違いやすい語句が使
われていないか
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質問文のワーディングの注意点(4)
o (d)誘導的な語句や文章を避けること

n 誘導質問になっていないか

n 賛成(はい)あるいは反対(いいえ)の一方の文意のみ
が強調されていないか(イエス・テンデンシー)

n 語句や文章が回答者の反感や共感をあおることに
なっていないか(ステレオタイプ)

n 本音を引き出しうる質問になっているか

n 人々が強く敬愛されている人物名や悪者イメージの人
物名を不用意に挙げていないか

n 回答者のプライバシーに対する配慮がなされているか
53



質問文のワーディングの注意点(5)
o (e)その他の留意点

n 質問の内容を回答者にとって十分現実的なものに限る

n 他の調査の中で優れた質問文があったら、なるべくそれ
を採用する(著作権には注意)

n 適切な敬語を用いて回答者の無用な反発を招かないよう
にする

n 多肢選択式質問の選択肢については次の点に注意する
o 選択肢の数が多すぎないこと(せいぜい10個)
o 選択肢が文章の場合、長過ぎないようにすること

o 選択肢は、網羅的かつ排他的であること

o 選択肢の並べ方に注意すること 54



ここで紹介した以外にも

o サンプルサイズの問題
n 標本数（サンプル数）と標本サイズ（サンプルサイ
ズ）は違う。

n サンプルサイズが小さいと、本当は相関がないの
に、相関があるようになってしまう。

n 統計分析は、モーメント系といって、相関分析を基
本式においている分析が多数。

o サンプリングの問題
n サンプルサイズは、どれくらいの差を検定したいか
によって、計算式によって計算される。
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母集団相関係数が０でも、
サンプルサイズ10の場合
o 標本相関係数が

-マイナス0.6か
らプラス0.6の範
囲をとる。

o サンプルサイズ
が小さいと統計
分析をしてはい
けない理由
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サンプルサイズの決定方法
無作為抽出の場合1
o 標本誤差をある値以下に抑えたい

o Nについて求めれば、サンプル数の下限が求まる

o 信頼度95%のとき、K=1.96
o 信頼度99%のとき、K=2.58
o 信頼度99.7%のときK=3
o 社会調査も、正答率の誤差をどのくらいに設定したいかで、
適正なサンプルサイズを求めることが可能

p− k N − n
N −1

p(1− p)
n

< P < p+ k N − n
N −1

p(1− p)
n

N:母集団数、
n:サンプルサイズ、
p:視聴率(正答率)

57



サンプルサイズの決定方法
無作為抽出の場合2
o 標本誤差をSeとして、信頼度を定めれば、n
が求まる

o サンプルサイズnのときに、標本誤差Seを求
めることも可能

Se ≥ k
N − n
N −1

p(1− p)
n

n ≥ k
2

Se
2 • p(1− p)

p− k N − n
N −1

p(1− p)
n

< P < p+ k N − n
N −1

p(1− p)
n

⇆ ⇆
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教育課程実施状況調査
のサンプルサイズの(大まかな)決定
o 各教科16,000人(1.3%抽出)規模で調査を
行う根拠

o K=2.576 (信頼度99%で)
o 母集団の規模N=1,300,000
o p=0.5 (通過率50%の問題で)
o Se=0.01 (標本誤差が1.0%で)
o の実施を想定している

o このときn=16,000
o ☞ 2%前後の上下は言及すべきではない 59



第3回国際数学・理科教育調査1995
TIMMSの精度の取り決め
o K=1.960 (信頼度95%で)
o 母集団の規模N=1,300,000
o p=0.5 (通過率50%の問題で)
o Se=0.05 (標本誤差が5.0%で)
o の実施を想定している

o このときn=384
o 実際は、もっと複雑な計算でn=5141
o ☞ 例えば、この精度だと、10%前後の上下
は言及すべきではない 60



ワークショップ課題1
--従属変数と独立変数を考えてみよう
o 従属変数（結果となるもの）

o 独立変数（原因となるもの）

o 学内へのインパクト（施策への転換）
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(再掲)リサーチクエスチョンは問いが大事
--どんな問いが必要なの？

o 「何をどれで説明するか」を考える= 終目的

n 記述的な問い=どのようになっているか?
n 説明的な問い=なぜそうのようになっているか?

o 量的調査は変数間の関係を探るもの
n 従属変数(=被説明変数、目的変数、基準変数)

o 結果となるもの 例)大学成績 、大学満足度
n 独立変数(=説明変数、予測変数)

o 原因となるもの 例)性別、学年、文理、学部、入試区分、
愛校心／再受験希望の有無
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練習問題1--次のダブルバーレルの質
問を修正しなさい

o 問1
n あなたは、大学の知り合いとは、授業が終わって
からも話し合ったり遊んだりする付き合いを持つ方
がいいと思いますか？

o 修正案
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練習問題2--次のダブルバーレルの質
問を修正しなさい

o 問2
n あなたは、タバコによる健康被害をなくすために、
大学の中の喫煙は禁止すべきだと思いますか？

o 修正案
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