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概要  

近年英語教育学研究の中で質的研究の方法として注目を浴びている KJ 法は，「発想

法」の名が示すように，同じデータが異なった産物を生み出す可能性を秘めているため，

分析結果だけではなく，どのようにして新たな発想が得られたか、というプロセスの開示

が必要だ。そこで本論ではまず KJ 法の手順を概観し，中西（2011）で KJ 法を応用して

データ分析を行った際の分析手法と研究計画段階のプロセスを示す。 

 
Keywords:  KJ法，分析手法，研究計画，プロセス開示 

 

 
1.  はじめに 

KJ法は「文化人類学の分野で川喜田二郎が考案した研究法」（田中, 2011）で，英語

教育学分野でも分析手法が応用されている。「渾沌をして語らしめる」（川喜田,	 1996）

という表現が示すように，一見無秩序に見える定性的データをグループにまとめ，グルー

プ間の関係を図解化，文章化することにより，問題の本質を追求したり新しい発想を得た

りするという点で，質的研究への応用範囲の広い手法だ。	 

特に「新しい発想を得る」という面においては，仮に元データが同一のものであって

も，グループ化，図解化，文章化のそれぞれの段階で分析者が何を感じたか，ということ

によって分析結果自体もその解釈も異なることがあり得るため，結果だけではなく，どの

ようにその結果に至ったかを叙述し，分析のプロセスを開示することが重要となる。また，

川喜田自身が考案した手法とは異なった方法で分析を行う際には，なぜその方法をとるに

至ったかというプロセスを開示することも必要だ。	 

そこで本論では，はじめにKJ法に関する先行研究を概観し，中西（2011）でKJ法を応

用した分析方法を紹介した上で，研究計画の段階で，研究目的に合った分析を行うために

KJ法の手法を応用することについて筆者が判断に至ったプロセスをいくつか紹介する。	 

	 

2.  KJ法に関する先行研究  
KJ法には大きく分けて1967年版，1986年版, 1997年版の3つのバージョンがあり，細か

な手法や用語の使い方が異なっている（田中, 2011）。さらに、川喜田（1996）では「グ
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ループKJ法」（pp. 195－212）や「累積KJ法」（pp. 365－438）などのバリエーションも紹

介されている。ここでは「狭義のKJ法一ラウンド」（川喜田, 1996, pp. 121－169）を基本

に，グループKJ法との違いと，さらに，吉川（2007）による「KJ法マニュアル」に示され

ている方法との違いについて述べる。 

 

2.1  川喜田（1996） 「狭義のKJ法」と「グループKJ法」	 

表1のように，KJ法では基本的に（1）ラベルづくり（2）グループ編成（3）図解化

（4）叙述化というステップを経て「データをして語らしめる」ことにより，事象の本質

追求をする。 

 

表 1 

「狭義の KJ法一ラウンド」の手順 

	 段階 作業手順 

（1）ラベルづくり 1 枚のラベルに記されるデータ内容（「志」）が 1 つになるよう

に、素材となるデータをラベルに記入する。 

（2）グループ編成 （セット数が 10束以内になるまで 1-3の作業を繰り返す） 

	 	 -1ラベル拡げ ランダムな順序で，ラベルをたてよこに自分の前に並べる。 

	 	 -2ラベル集め すべてのラベルをなんらかの順番で読み通し，同類の「志」を

持っているものをセットにして近くに置く。セットにならない

「一匹狼」が残ってもよい。 

	 	 -3 表札づくり -2 でできたセットに含まれるラベル全体の「志」を短文で表現

した表札を作り，セットを束ねる。 

（3）A型図解化  

	 	 -1 空間配置 （2）でできたセットの意味の相互関係を示すような配置で紙上

に並べた後，セットに含まれる表札やラベルを次元の高い束か

ら順に展開していく。 

	 	 -2 図解化 -1 でできた配置の通りに元ラベルを貼り付け，各ラベルがどの

セットに含まれていたかが分かるよう「島どり」をし，「島」と

「島」との間の関連を書き込む。 

（4）B型叙述化 図解化によって判ったことを文章化または口頭発表，もしくは

両方を併用し，ストーリーとしてまとめる。 

註. 川喜田（1996）を元に筆者がまとめた。 

 

一方，「KJ法のグループ作業」では，上の表中(2)-1の段階に「ラベル配り」「内容の

消化」「土俵づくり」という作業が入る。さらに(2)-2「ラベル集め」は，狭義のKJ法とグ
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ループKJ法で用語は同じでも，手順が異なっている（表2）。(2)-3以後の作業は，基本的

に「狭義のKJ法」の作業をグループメンバーで話し合いながら行う。 

 

表 2 

「グループ KJ法」の手順 

狭義の KJ法 グループ KJ法 作業手順 

ラベル拡げ ラベル配り 分析者全員にほぼ同数の元ラベルをランダムに配る。 

 内容の消化 分析者それぞれが受け取った元ラベルの意味内容を的確に

掴む。分からない場合は全員で疑問点をただす。 

 土俵作り 以後の共同作業時に使用するための大きな紙を準備する。 

ラベル集め ラベル集め 分析者グループの「親」が手持ちのラベルの中から 1 枚を

読み上げ「土俵」に置くと同時に，この「親札」の「志」

に近いラベルを持っている他のメンバーが「つけ札」とし

て土俵内に加え，全員で可否を話し合う。 

註. 川喜田（1996）「狭義の KJ 法 (2) グループ編成」に対応する部分のみを筆者がまと

めた。 

 

 

2.2  吉川（2007） 「KJ法マニュアル」	 

吉川による「KJ法マニュアル」では，分析の手順を表3のようにまとめている。表1, 2

と表3を比較すると，吉川によるマニュアルが，KJ法を分析者グループでの作業に応用し，各段階

を「言語化」「共有化」「抽象化」「構造化」「文章化」という一般的な用語で説明していることが分か

る。大まかに，川喜田による「(2)グループ編成」の作業が吉川では段階2と3の「情報共有化」と「抽

象化」，川喜田「(3)A型図解化」が吉川の段階4と5の「構造化」と「まとめ」としてマニュアルに記述さ

れている。吉川マニュアルではグループで作業をすることが想定されており，川喜田（1996）の「KJ

法のグループ作業」のうち「内容の消化」にあたる部分を「情報の共有化」と表現している。ここで，

吉川マニュアルでは，グループリーダーが読み上げたラベルを書いた本人が説明し，説明内容と

文章の表現が違ったり意味が明確でない時にはリーダーまたは書いた本人がラベルを書き直す，

という点が特徴的だ。また，川喜田（1996）と同様「土俵」は作るが，吉川マニュアルでは「情報の共

有化」の段階で内容の近いものを「つけ札」として出すという作業は行わない。 

吉川マニュアルは，氏個人のホームページ上に「授業用資料」として掲載されている

もので，吉川が沖縄大学在職時に「沖縄経済・企業論（入門）」講座の受講生向けに，グ

ループ作業からレポート提出までの手順を示したものと考えられる。このように，吉川に

限らず，KJ 法は研究や分析の目的によって手法を応用して実施される例が少なからず見

られる。 
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表 3 

「KJ法マニュアル」 

段階 1 テーマに関するラベルづくり 

（情報の言語化） 

事実に基づいて，具体的に記入する。 

段階 2 ラベルの意味の確認 

（情報の共有化） 

記入したラベルをかるたのように広げ，グルー

プ全員で 1枚 1枚の意味を確認する。 

段階 3 (1) 小グループ化と表札づくり 

（抽象化，第 1段階） 

内容が近いと感じられるラベルを寄せ集め，小

グループをつくる。 

	 	 	 (2) 中グループ化 

（抽象化，第 2段階） 

小グループの表札を 1枚のラベルとみなす。 

段階 4 図解 

（構造化） 

1 枚の大きな紙に，中グループ，小グループの

意味や関連性による位置関係がよく分かるよう

にラベルを配置していく。 

段階 5 まとめ 全員で図解を見ながら，グループやラベルの重

要度を考える。 

レポート

提出 

レポート 

（文章化） 

図解を見ながら，ストーリーを文章にする。 

註. 吉川（2007）より抜粋。 

 

3.  KJ法を応用した分析手法例  

中西（2011）では，非英語専攻大学生（N = 329）を対象に図 1 の質問紙調査で得ら

れた自由記述データを分析した中西（2008）の再分析を行った。まず中西（2008）で払拭

できなかった問題点を整理したうえで，中西（2011）の KJ 法を応用した分析手法を紹介

する。 

 

3.1  中西（2008）の問題点  

中西（2008）では，授業者である筆者が単独で独自の方法でデータの分析を行った結

果，学習者が習得目標とする英語発音を選択する理由に関連する要素として

「Communication, prestige, learnability, needs, identity」などのキーワードが示されたが，以下

の3点の理由から，分析の手法に疑問が残った。 

 

①	 学習者が習得目標の英語発音を選ぶ理由は多様であるため，多角的な視点からの分析

が必要である。 

②	 学習者が習得目標の英語発音を選ぶ理由は 1人の学習者につき 1つというものではな

く，いくつかの理由が複雑に絡み合っていると考えられるため，学習者 1人あたりの
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自由記述回答から 1つのキーワードを抜き出した中西（2008）の手法には限界がある。 

③	 中西（2008）では授業者である筆者が分析を行ったため，質問紙から得られた回答以

外に，それぞれの学習者の教室での様子や英語習熟度など，授業者としての思い込み

や願いの要素が分析に含まれた可能性が排除できない。「授業者」の目線とは別に

「学習者」の目線からの分析も必要である。 

 

(1) あなたはどのような発音で英語を話したいですか。 も当てはまるものを下から 1 つ

選んで数字で答えてください。 

 ① ネイティブスピーカーと同じような発音で英語を話せるようになりたい。 

② 言いたいことが相手に伝わるのであれば，発音にはこだわらない。 

③ 英語発音の中に自分の母語である日本語の特徴を残しておきたい。 

回答： 

 

             

(2) (1)の答えを選んだ理由を思いついた順に 3つまで書いてください。 

図 1.  中西（2008）質問紙の抜粋。(1)の回答は①=「ネイティブスピーカー（NE）型」，

②=「国際語としての英語（EIL）型，③=「ジャパリッシュ（JE）型」」として分類した。 

 

 

3.2  中西（2011）での再分析  

そこで中西（2011）では，上記質問紙の回答者とは別の大学に在籍する語学専攻の大

学2, 3年生6人の協力を得て，KJ法を応用した以下の手順で中西（2008）の再分析を行うこ

とにした。分析協力者に分析の方法を説明する際に配布した作業手順書を付録Aに示す。

この分析では，一連の作業手順を説明するために筆者も同席したが，分析内容については

分析協力者の判断に委ねた。分析協力者依頼の際には，発音習得目標について授業内で発

言した可能性がある筆者の意見が分析内容に反映されることがないよう，筆者の授業を履

修している学生ではなく，他大学の課外活動で関わりがある学生に声をかけ募集した。さ

らに，分析作業中の発言や分析結果が成績や課外活動の評価に反映されることはないこと

を明言し，念のため，分析協力者の成績評価に対する不安が も小さいと考えられる，年

度の変わり目に分析を実施した。 

以下，先に述べた川喜田（1996）と吉川（2007）の手順に沿って，2011年3月28日に

実施された中西（2011）の分析の手順を，各作業に要した時間とともに示す。 
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（1） ラベルづくり（情報の言語化） 

中西（2008）で得られた自由記述回答（図 1 (2)）を調査者である筆者がラベル化し

た。1 人の回答者が複数の理由を回答していた場合には回答数分のラベルに分けた。後の

分析のために，回答者番号と習得目標発音を示す記号（図 1(1)）とともに記述した。例え

ば， 発音習得目標として EIL 型を選択した回答者（回答者番号 487）による「 低，伝

えたいことを伝えられたらいい」，「 低限聞き取りたい」，「将来，仕事で使えたら使いた

いと思う」という 3 つの回答は 3 枚のラベルに「487 E」という記号とともに記述された。

その結果，329 人から得られた回答が 652 枚のラベル

となった（図 2）。回答者番号と習得目標発音を示す

記号の意味について，分析協力者に説明は行わなかっ

た。これは，分析協力者が作業時に，例えば「ネイテ

ィブスピーカーのような発音を目標にしている人はき

っとこのような理由を挙げるだろう」のような先入観

にとらわれず，ラベルに記述されている回答者からの

コメントのみを対象に分析を行えるよう配慮したもの

だ。 

（2） グループ編成（情報の共有化，抽象化） 

はじめに，吉川マニュアル第 2 段階「情報の共有化」の手法に従い，6 人の分析協力

者が順にラベルを読み上げて内容を確認した。6 人が作業台を囲むようにして座り，1 人

が手持ちのラベルを 1枚取り作業台へ置きながら内容を読み，ラベルの内容を 6人で確認

した後，次の 1 人が同じ動作を繰り返すという手順で，1 枚ずつラベルを並べた。吉川マ

ニュアルで示されている，分析協力者がラベル内容を書き換えるという作業は行わなかっ

た。652 枚のラベルを全て作業台上に並べることはできないので，まずはランダムに抽出

された 200枚のラベルについて情報の共有化を行った。（約 10分）。 

次に，吉川マニュアル第 3段階「抽象化」の手法に従い，作業台上の 200枚のラベル

について内容が近いと感じられるものをまとめた。その際，分析協力者は，自分がまとめ

ようとしているラベルを他の協力者が知ることができるよう，声に出して読み上げるとい

うことを原則とした。1 人の分析協力者が声を出すと，それに反応して残りの 5 人がその

ラベルと内容が近いと感じるものを作業台上から見つけ出し，全員で内容を確認しながら

小グループ作りを行った。傾向としては，「かっこいいから」や「言いたいことが伝われ

ばよい」のような，全く同一の文言が書かれたラベルが 初にまとめられ，それに近いと

感じられる内容のラベルがさらに付け加えられていくという要領で作業は進められた。こ

の段階でまとめられた「小グループ」ラベルの束にはピンク色の表札がつけられた。（約 

20分）。 

 
図 2.  中西（2011）ラベル例 
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残りの 452 枚のラベルについては，川喜田（1996）グループ KJ 法の「ラベル集め」

の手法を応用し，1 人が 1 枚を読み上げ，そのラベル内容がすでに作業台に並べられてい

る表札やラベルと似ていると他の 5人が感じた場合にはその「小グループ」内に、そうで

ない場合には「一匹狼」として作業台上に配置した（図 2）。川喜田グループ KJ 法との違

いは，「親」が読んだラベル内容に近い

ものを，他のメンバーの持ち札からでは

なく，すでに作業台にある表札やラベル

から探すという点だ。この作業中，すで

に出来ていた「小グループ」に含まれる

元ラベルが何度も吟味され，話し合いの

末，グループが解体されたり，新たなグ

ループが生まれたり，特定のラベルが別

のグループに移されたりすることもあっ

た。（約 80分）。 

652 枚すべてのラベルが「小グループ」と「一匹狼」として作業台に並んだところで，

「中グループ化」の作業に移った。上の段階での「小グループ」の束と「一匹狼」は一旦

回収された後，ランダムに分析協力者へ同じ数だけ配布され，再び「グループ編成」のは

じめから同じ作業を行った。「中グループ」の束には緑色の表札がつけられた。上の小グ

ループづくりの作業中に十分な時間をかけて話合ったためか，中グループづくりの作業は

非常にスムーズに進んだ。（約 10分）。 

（3） A型図解化（構造化） 

川喜田（1996）の手順に沿って，グループの束やラベルを配置した。川喜田による

「空間配置」ではグループの誰かが空間配置をしながらストーリーを語り，次のメンバー

が修正を試みる，という手順が示されているが，実際には，筆者がこの手順を説明するよ

りも先に，1 人の分析協力者が空間配置をしながらストーリーを語り始めた。1 人が言葉

に詰まるとすぐに別のメンバーが自主的に話を引き継ぎ，また別のメンバーが空間配置を

修正しながら別のストーリーを展開する，というように，短時間の間に非常に活発な意見

が交わされた。（約 10分）。 

その後の「図解化」の作業においても，筆者が詳しい説明をするのを待たずして，分

析協力者が自発的に模造紙に書き込みを始めた。すでに語られて全員が「おぉー」と声を

あげた根本の部分から書き込まれ，細部については，その「島」の近くに立っている分析

者が文言を提示し，それに対するいくつかの修正意見を盛り込んで実際に書き込んだ。

KJ 法では図解化の際に使われるシンボルマークが提示されているが，分析協力者が活発

に意見を交わしながら主体的に進めている作業の流れを阻害しない方がよいという筆者の

判断から，あえて既存のシンボルマークの説明は行わなかった。また，川喜田による「図

図 2.  中西（2011）「グループ編成」の様子  
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解化」では， 終的には全てのラベル束を展開しインデックス図解を作成することが示さ

れているが，すでにこの時点で作業時間が 2時間を超過しており，分析協力者の疲労が懸

念されたため，インデックス図解の作業は保留とした。付録 B に，「図解化」作業途中の

模造紙の様子を示す。（約 15分）。 

「（２）グループ編成」の後半から「（３）A 型図解化」にかけて，分析協力者が主体

的に作業を進め，語り始めたことは，筆者にとっては大きな驚きであった。分析開始直後

は全員が顔見知りというわけではなかった上に，「後輩」にあたる分析協力者が年上のメ

ンバーに遠慮するようなそぶりも見られたが，この分析活動を通して，メンバー同士が打

ち解け，それぞれが意見を出したりそれに対する異論を出したりすることに対する抵抗が

徐々に小さくなっていく様子が感じられた。このことには，いくつかの要因が考えられる。

まず 1つ目に，今回の分析の元データとなったラベル内容が，分析協力者と同年代の大学

生によって書かれたものであることに何らかの意味があったと考えられる。実際に，ラベ

ルを手に取りながら「この気持ち、分かる！」や「こんなこと考えている人もいるのね

ぇ！」というように，共感や驚きの声を上げる場面が多く観察された。2 つ目には，KJ

法の作業の流れが，手持ちのラベルを読み上げるという比較的単純な「発声練習」から始

まり， 終的には空間配置をしながら語られたストーリーに基づいて図解をする，という

ように認知的，情動的な負荷が小さい作業から大きい作業へ段階を経て進められるという

点が挙げられる。3 つ目は，同じ情報を分析協力者全員が共有しているという点だ。

「（1）ラベルづくり」の 初の，ただ読み上げて作業台上に並べるという作業は一見退屈

だが，この段階でどのようなラベルがあるかを全員が把握しておくと，自分の持ち札が全

体の中でどのような位置づけにあるのかというイメージが湧きやすいようだった。4 つ目

は技術的な面だが，作業の様子がビデオ撮影され記録されているということで，特に 後

の図解化の作業時に安心感があったようだ。例えば，他のメンバーが配置したラベルを置

き換える前に 1人の分析協力者が「○○さんの配置の方が良いかもしれないけど，今動か

しても後でビデオを観れば元に戻せますよね」と発言したことから，他のメンバーも配置

を自分の思い通りに動かすことに対する抵抗感が少なくなったようだった。 

（4） B型叙述化（まとめ） 

2011 年 8 月 8 日に開催された LET 第 51 回全国研究大会において，上記の一連の作

業によって出来上がった KJ 法作品について筆者が口頭発表を行った。この段階でも，ビ

デオ映像が以下の 2点で大変役立った。第 1に，分析協力者が図解を元にどのようなスト

ーリーを展開したかを筆者が正確に把握するため，記録映像を何度も見直し，場合によっ

ては発話を書き起こした。第 2に，協力者の了解を得て，分析中の様子を動画で数秒ずつ

発表中に示すことで，限られた時間内で研究手法や結果を示すことに役立った。発表時の

配布資料として添付した図解を付録 Cに示す。 
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4.  研究計画段階での留意点  
上記のように，中西（2011）は川喜田が示すKJ法の手法に必ずしも忠実ではない手法

で，研究の目的やその場の状況に応じてKJ法を応用した分析を行った。分析のプロセスに

おける細かな手法の差異については上で述べたとおりだが，ここでは，根本的な研究計画

の際に，筆者が迷いながらも上の手法をとるに至ったプロセスを3点示す。 

 

4.1  ラベルへの記入のしかた  

図 1に示したとおり，中西（2008）の質問紙は複数回答を含む自由記述を求めるもの

であったため，回答者 1 人あたり平均２項目ほどの元データが得られた。2008 年の分析

では， 初に思いついた理由に回答者の思いが一番強く込められていると仮定し，例えば

前述の回答者（回答者番号 487）による 3つの記述は「 低，伝えたいことを伝えられた

らいい」という項目のみを取り上げ，さらに語尾に注目して「伝える→ communication」

というキーワードを拾った。しかしこの手法の乱暴さが筆者自身の中で問題点として 後

まで残ったため，2011年の再分析に至ったという経緯がある。 

そこで，中西（2011）では回答者から得られた全てのデータを扱うことを前提とした

が，ラベルづくりの際に，①1 人の回答者による記述を 1 まとまりと見なし 1 枚のラベル

に記入する，②1 人の回答者による複数の回答は複数のラベルに記入する，という 2 パタ

ーンの記入法が考えられた。①のパターンでは，例えば「日本人なので発音にこだわりす

ぎず相手に伝わればいいかなと思う」「でもきれいな英語でしゃべれたらかっこいいかな

とも思う」（回答者番号 565，習得目標 EIL 発音）のように，1 人の学習者内の複雑な心

境や葛藤をそのまま 1まとまりのものとして見なすことができるという利点がある。一方

で，このような組み合わせパターンの回答が膨大な数に上るため，回答者 329人分の葛藤

も含めた「志」を読み解くとすると分析者に大きな負担がかかるという難点がある。試し

に①のパターンのラベルを数枚作成してみたが，複数の箇条書きが記されたラベルから 1

つの「志」を読み取ることは非常に困難で，しかも，仮に何らかの形でまとめたとしても，

箇条書きのうちのどれか 1つに焦点が当たってしまい他の記述内容が活かされないという

欠点が露呈された。 

終的に中西（2011）が上述②の「1 人の回答者による複数の回答は複数のラベルに

記入する」という手法をとるに至ったのは，上のような難点を回避するというだけではな

く，「ひとつのラベルはひとつの志を持つように記す」（川喜田, 1996, p. 124）という KJ

法の基本を尊重したためであった。学習者の内面で葛藤があるため相反する理由が複数挙

げられている場合は，それを 1人の学習者内の葛藤ではなく学習者全体でも起こり得る意

見の相違ととらえることにした。 

一方，リスニング，スピーキング活動における学習者の記述を KJ 法によってまとめ

た田中（2009）では①のパターンをとり，学習者から得られた記述をそのままラベル化し
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ている。この研究は，授業者である田中自身が分析者となり，日本人大学生 51 名の内発

的動機づけの変化を量的，質的に分析したものである。この分析では，上述の回答者数の

問題をクリアしている上に，学習者の変化を分析することが目的の 1 つであるため，1 人

1 人の学習者の思いをそのまま，時系列の変化も含めて 1 まとまりと見なすことが妥当と

考えられる。例えばリスニング活動に関する田中による KJ 法作品では「難しかったけど，

聞きとれるように努力したと思う。」という記述は「難しさ」の島ではなく「聞き取ろう

とする努力」の島に配置されている。この学習者が努力している様子を分析者自身は授業

活動中に感じていたであろうし、この記述の「志」が「努力した」というところにあるこ

とは歴然としているので，分類結果を見る者にとっても，納得のいく結果となっている。 

このように，KJ 法を用いた分析を行う際には，分析の目的によって，元データの示

す内容が も効果的に表れるにはどのような手法をとればよいかを熟考し，研究者自身が

手法を選択する必要があると考えられる。 

 
4.2  分析者 

筆者が 2008 年の元データの再分析に KJ 法を選んだ背景には，KJ 法が「人によって

できあがる作品は異なってくる」（川喜田, 1996, p. 148）ということを認める手法であった

からだ。つまり，分析者が誰で，何を感じるかによって結果が異なるという点を利用して，

2008 年とは異なった視点からの分析を試みるため，授業者である筆者は分析に加わらず，

元データの回答者と同年代の英語学習者に分析を依頼した。 

教育関連の分野の研究で学習者の様子を知るために KJ 法を用いる際には，①授業者

自身が分析者となる，②授業者以外が分析者となる，という 2パターンが考えられ、それ

ぞれに一長一短がある。①のパターンでは，分析の過程で，日頃の教室内での学習者の様

子を把握している授業者ならではの気づきが得られるという利点があり，授業者が自身の

授業活動を振り返る場合などに適していると考えられる。反面，この方法では，授業者の

思い込みや願いが分析に反映されてしまう可能性を排除することができない。②のパター

ンでは活動の渦中にいる授業者には見えない新しい発想を得ることが期待できる一方で，

「分析者は KJ 法を理解し，トレーニングが十分にできているか？」「分析者は授業の中

での文脈やできごとを正しく理解できているか？」（田中, 私信，2012年 2月 21日）とい

うことが懸念される。 

田中（2009）は自身が授業者として行った活動を通して起こったことを量的に分析し

た後で，KJ 法を用いて質的なアプローチも試みているため，①のパターンの，授業者自

身が分析者となることに大きな意義があると考えられる。しかし中西（2011）は 2008 年

の授業者自身による分析とは異なった視点から新しい発想を得ることを目的に実施された

ため，②のパターンを選択した。実際に，2011 年の分析結果のうち，例えば，学習者が

どのような英語発音を習得目標とするかに関連する要素は全て「英語は世界共通語」とい
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う認識から出発する（付録 C）という発想は，筆者には到底思いつくことのない考え方で

あった。 

川喜田自身は，どこで得られた元データを誰がラベルに記し，誰がグループ編成，図

解化，叙述化するかという点においては柔軟なパターンを示している。数多くのパターン

が想定される中，誰がそれぞれの段階に携わるかを選択する際には「研究の目的が何か」

に見合った形の方法をとるべきだろう。 

 
4.3  表札に記入する量的情報  

付録 C に示されるように，中西（2011）の口頭発表時に配布した資料では，図式化

されたグループごとに，そのグループに含まれるラベルがどの英語発音目標をあげた学習

者から得られたものであったかをカウントし，KJ 法作品に付け加えた。例えば，「発音重

視」の表札には「78 / 24 / 5」という数値が記されているが，これは，このグループの中

に「NE型学習者 78人 / EIL型学習者 24人 / JE型学習者 5人」のラベルが含まれている，

ということを示している。口頭発表時にも，KJ 法によって得られたストーリーを紹介し

た後で，この数値を使って「NE / EIL / JE 型学習者はこのような理由を挙げる傾向が強

い」という考察を行った。研究テーマ自体が「英語発音の習得モデルと学習者の個人的要

因の関係」というものであったため，習得目標ごとに自由記述の内容に違いがあったかど

うかは大きな関心事であり，発表時には納得のいく傾向が得られたように感じられたが，

これが KJ法の根本的な思想に沿うものであるかについては疑問が残った。 

川喜田（1996）が「全く同じラベル内容のものが沢山集まる場合」には「一枚だけ残

し，他は捨て去ればよい」（p. 147）と述べていることから推測できるように，KJ 法では

グループに属するラベルの数の多さ・少なさには注目しない。そのため 2011 年の口頭発

表時には，分析協力者が作り上げた作品に数値を付加することに抵抗があった。さらに，

ラベルの数を対象に議論をすることで，KJ 法をカテゴリー化の手法として利用したよう

な後味の悪さが残った。 

分析手法の代替案として，予め元ラベルを「NE 型学習者」「EIL 型学習者」「JE 型学

習者」の 3 種類に分けておき，KJ 法をそれぞれの学習者群について行うという手法が考

えられる。同じ作業を 3回繰り返すことになるため，実際には分析協力者の集中力と分析

に要する時間の問題から実施することは困難だが，仮に実現したとすれば，それぞれの学

習者群について異なった図式が完成すると考えられる。異なった図式からは異なったスト

ーリー展開が生まれるはずなので，2011 年の分析より一層示唆に富んだ叙述化ができた

はずだ。今後の研究課題の 1つである。 

 

5.  まとめ  
本論では，KJ 法のような質的研究では分析結果だけではなく結果に至ったプロセス
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を開示することが重要であるという考えから，KJ 法の基本を踏まえた上で，中西

（2011）の分析手法を叙述し，研究計画段階で筆者が留意した点と反省に基づく今後の課

題を紹介した。通常の研究発表や研究論文では時間や紙面に限りがあるため分析手法を詳

細に示すことは困難だが，川喜田（1996）でも「解釈や発想が正しいか否かよりも，それ

がどういう根拠から発想されたかをガラス張りにする」（p. 166）ことが大切であると述べ

られている通り，研究の成果を世に送り出す際には，なぜ，どのようにしてその成果が得

られたのかというプロセスの部分を軽視することがないよう留意したい。 
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付録 A. 分析協力者への分析方法説明の際に配布した作業手順 
1．  ラベル作り（情報の言語化）  

 学習者が何を基準に英語発音の目標を決めたかについて自由記述したものを 

1項目 1ラベルとして Excelファイルに入力，計 652枚のラベルを作成する。 

2．  ラベルの内容の確認（情報の共有化 1）  

 ラベルを 1枚ずつ読み上げながらテーブル上に広げ，全員でラベルの内容を確認

する。 

 本来は全てのラベルについて確認するべきだが，スペースと作業効率の関係上，

ランダムに抽出した 200枚をテーブル上に広げる。 

3．  小グループ化と表札作り（抽象化，第 1段階）  

 内容が近いと感じられるラベルを集め，小グループを作る（どのグループにも

属さないラベルはそのままにしておく）。 

 集まったラベルを読み返し，小グループ全体に共通する内容を「表札（ピンク

色）」に記入し，表札を一番上にしてラベルを輪ゴムでまとめる（各グループに

所属するラベルの数を統一する必要はない）。表札に記入する内容は語句でも

文でもよい。 

4．  ラベルの内容の確認（情報の共有化 2）  

 残りの 452枚のラベルを 1枚ずつ読み上げながらテーブル上に広げ，全員でラベ

ルの内容を確認する。3.で作成した小グループに属すると感じられるものはまと

める。この段階で新たな小グループを作ってもよい。 

小グループ表札 144枚準備→	 	 	 枚作成。 

5．  中グループ化と表札作り（抽象化，第 2段階）  

 内容が近いと感じられる表札，ラベルを集め，中グループを作る（どのグループ

にも属さない表札，ラベルはそのままにしておく）。 

 集まった表札，ラベルを読み返し，中グループ全体に共通する内容を「表札（緑

色）」に記入し，表札を一番上にしてラベルを輪ゴムでまとめる（各グループに

所属するラベルの数を統一する必要はない）。表札に記入する内容は語句でも

文でもよい。 

中グループ表札 72枚準備→	 	 	 枚作成。 

6．  図解（構造化）  

 各グループの意味や関連性による位置関係がよく分かるように，模造紙の上に配

置する。大グループ→中グループ→小グループ→一匹狼ラベルの順に内容を確認

しながら配置し，関連のあるグループ同士を線で囲み，線で囲まれたグループの

タイトルと，それぞれのグループの関係についての説明を模造紙に記入する。 

ご協力ありがとうございました。  
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付録 B.	 中西（2011）図解化（作業途中の様子） 

 
 

付録 C.	 中西（2011）分析結果 
学習者が習得目標とする英語発音を決める際のポイントは？  

 
(1) 2011.3. 28. 

(2) 神戸市外国語大学 

(3) 学習者による自由記述コメント（中西, 2008） 

(4) 英語専攻の大学 2-3年生 6人 

 


