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Abstract 

Although qualitative research has gained more popularity than before in the field of 

language education, we need to continue sharing the terms relating to qualitative research and 

discussing the interpretations about them. In this paper, I provide a brief description of 

fundamental issues surrounding qualitative research by introducing germane concepts (e.g., 

approach, paradigm and research methods) and by explaining relevant criteria to evaluate the 

research (e.g., credibility, transferability, dependability and confirmability). To achieve this, I 

use a qualitative-oriented study that I conducted (Hiratsuka, 2014) as an illustrate example. I 

conclude this paper with recommendations for further qualitative studies.  

1. Introduction 

Qualitative research has recently gained more popularity than before in the field of 

language education, and considerable discussion surrounding it has taken place (e.g., Sumi, 

2010, 2014). To this day, however, I still encounter situations in which researchers participate 

in heated debate about: (a) whether or not qualitative research is adequate as a method of 

inquiry, (b) which research method (i.e., qualitative or quantitative) is better, and (c) how we 

can appropriately evaluate the outcomes deriving from qualitative research. Although the 

debate itself should be encouraged, we need to be equipped with shared terms and common 

understandings relating to qualitative research so that the debate can be more fruitful. In this 

paper, I deal with these issues pertinent to qualitative research and aim to offer some 

clarifications on them. To that end, I use, as an illustrative example, a qualitative-oriented 

study I conducted for my PhD study (Hiratsuka, 2014) which explored perceptions and 

practices of teachers and students in Japanese high schools. I begin the following sections by 

identifying the ‘location’ of qualitative research by elucidating such terms as approach and 

paradigm. I continue with a description of qualitative research and case study as well as the 

relationship between them. I then discuss criteria for enriching the trustworthiness of 

qualitative research before I conclude this paper with implications for future research.



 

2!
!

2. Research Approach 

Designing and preparing a rigorous research study and choosing a proper method of 

investigation in the language education field can be a difficult task. Research does not happen 

in a vacuum, and researchers need to carefully match the methods they employ with their 

research questions in order to pursue appropriate data (Mackey & Gass, 2012). To 

accomplish this, researchers should, first of all, select and be well aware of the research 

approach they implement in the study. Research approach is an ‘angle’ from which 

researchers view their study and encompasses such concepts as ‘paradigm’ (see below) and 

research methods. Furthermore, one of the research methods, qualitative research, includes 

several different types of studies such as case study, ethnography and phenomenology 

(Creswell, 2007). In the qualitative-oriented study that I conducted (Hiratsuka, 2014), for 

example, I intended to tease out the nature and attributes of individual participants’ 

perceptions and practices from two particular classrooms in two high schools, as opposed to 

gathering data that would be measured as hard scientific evidence through controlled 

experimentation (Dörnyei, 2007; Ellis & Barkhuizen, 2005). I therefore chose in the study 

(Hiratsuka, 2014) a research approach that can be referred to as ‘a qualitative case study 

situated primarily within a constructivist-interpretive paradigm’. What follows is a discussion 

of the constructivist-interpretive paradigm, the characteristics of qualitative research, and a 

rationale for the use of case study.  

2.1. Constructivist-Interpretive Paradigm  

Throughout all stages of a research project, the research paradigm – “a basic set of beliefs 

that guides action” (Guba, 1990, p. 17) – can serve as a point of direction and a landmark for 

researchers. Once it is made apparent, the paradigm can also serve as a signpost for readers to 

determine how they should interpret and make sense of the research in front of them (Denzin 

& Lincoln, 2003). It is thus of paramount value for researchers to decide the research 

paradigm and make it as transparent as possible (Creswell, 2007). Although each paradigm 

has alternative names that are used by others in this “terminologically fluid field” (Richards, 

2003, p. 37), Denzin and Lincoln (2011) state that qualitative research at present generally 

consists of four major paradigms: (post-)positivist, constructivist-interpretive, critical 

(Marxist, emancipatory), and feminist-poststructural. Each paradigm hinges on three 

interconnected constructs: ontology, epistemology and methodology. Researchers ask 

questions such as: “What kind of being is the human being? What is the nature of reality?” 
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(ontology), “What is the relationship between the inquirer and the known? (epistemology), 

and “How do we know the world or gain knowledge of it?” (methodology) (Denzin & 

Lincoln, 2011, p. 12). Influenced by the traditions in the physical and social sciences, the 

(post-)positivist paradigm had historically prevailed in language education, and those who 

work within this paradigm view the world within a realist ontology and objective 

epistemology. In other words, they tend to collect data through experimental and quasi-

experimental methodologies. The constructivist-interpretive paradigm, on the other hand, 

holds: (a) a relativist ontology, i.e., proposes multiple realities, (b) a subject epistemology, 

i.e., provides for knower and respondent to co-construct experience, and (c) a naturalistic set 

of methodologies, i.e., relies on natural ways of finding and knowing. The critical paradigm 

looks in depth at power, race, class, and gender issues and treats the findings of research as 

value-determined rather than as true, or probably true. It privileges subjectivist 

epistemologies and applies naturalistic methodologies (usually ethnographies). It often leads 

to emancipatory results and implications. Lastly, researchers who advocate feminist-

poststructuralism, mindful of the experiences of oppressed people, are likely to explore 

problems through a social lens, attempting to deconstruct a social world logic, and bring 

people to critique a social text’s inability to represent the world of lived experience (Denzin 

& Lincoln, 2011). 

The underlying theoretical perspective employed in the study (Hiratsuka, 2014) was the 

constructivist-interpretive paradigm. In the milieu of this paradigm, no reality, ontologically 

speaking, can be generated by itself, and all realities show different faces at different times 

even within the same person, phenomenon or environment. Researchers working within this 

paradigm have attempted to represent and explain the complex experiences of other people 

through the lenses of these people (Creswell, 2007; Schwandt, 1994). In terms of 

epistemology, constructivist-interpretive researchers believe that participants and researchers 

create and co-construct realities, rather than discover them. Two (or more) people are 

‘actively’ involved – consciously or unconsciously – in the process of generating, interpreting 

and understanding data, and their interactions lead to the co-creation of collaborative 

experiences (Fontana & Frey, 2005; Holstein & Gubrium, 1995). Methodologically, 

researchers in the constructivist-interpretive paradigm keep an eye on the complexity of 

views in the natural world when entering a research site. In other words, researchers are 

immersed in research sites interpreting and reinterpreting meanings that participants have 

about the world in natural settings (Creswell, 2007). Guided by the constructivist-interpretive 



 

4!
!

paradigm, during the course of the study I viewed any reality occurring around me and the 

participants as multi-layered and complex (e.g., I did not try to find absolute answers but 

attempted to constantly look for alternative interpretations for data). I also adopted a 

transactional epistemology and realized that my participants and I often generated co-created 

findings (e.g., I asked questions in interviews in relation to what my participants told me). 

Finally, I adopted a naturalist methodology and sought a complexity of views in the natural 

world, rather than in controlled environments (e.g., I included research activities in usual 

classes without changes of the curriculum or the class schedule). These conceptual stances in 

light of the constructivist-interpretive paradigm enabled me to navigate the study and aided 

my understanding of the experiences of the participants in a holistic, ethical and dynamic 

sense.  

2.2. Qualitative Research 

The term qualitative research was first used in the social sciences in the 1960s (Bogdan 

& Biklen, 2007). Since then, qualitative research and quantitative research have been 

compared, contrasted and juxtaposed in a number of basic and applied disciplines, including 

the field of language education. Generally speaking, qualitative researchers emphasize “the 

socially constructed nature of reality, the intimate relationship between the researcher and 

what is studied, and the situational constraints that shape inquiry” (Denzin & Lincoln, 2005, 

p. 10), while their quantitative counterparts stress “the measurement and analysis of causal 

relationships between variables, not processes” (Denzin & Lincoln, 2005, p. 10). Debates 

concerning which method to choose for a research project continue. However, Brown and 

Rodgers (2002), for example, deny a clear-cut dichotomy of these research methods and view 

them as a matter of degree or falling along a continuum (see also Ellis & Barkhuizen, 2005). 

Along the continuum, qualitative research always means different things to different 

researchers at different times. Denzin and Lincoln (2011) argue that the field of qualitative 

research “crosscuts disciplines, fields, and subject matter” and is surrounded by a “complex, 

interconnected family of terms, concepts, and assumptions” (p. 3). As Denzin (1997) puts it: 

“we are in a moment of discovery and rediscovery as new ways of looking, interpreting, 

arguing, and writing are debated and discussed” (p. 19). It therefore comes as no surprise to 

know that there is no single definition available to explain the multi-dimensional nature of 

qualitative research. 
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Nonetheless, there are certain recurring characteristics of qualitative research to which 

researchers can refer. Bogdan and Biklen (2007) discuss the following five broad points, 

which I relate to my study.   

• Naturalistic: Qualitative research considers actual settings and particular contexts as 

the most direct and important source of data. In my study, I spent more than four 

months in the research sites with the participants both inside and outside the school, 

thereby allowing myself to directly observe and interact with the participants 

(Creswell, 2009). The prolonged contact with the participants in natural settings 

helped me reach a “comprehensive, valid explanation of the participants’ social 

meanings” (Ellis & Barkhuizen, 2005, p. 256) and reinforce the understanding of the 

cultural and social standards by which the participants operated within their contexts. 

• Descriptive data: Qualitative research is mostly descriptive and the data collected 

take the form of words, pictures or videotapes. Qualitative researchers try to interpret 

and present the data with all of their richness as closely as possible to the form they 

collected. My data ranged from recorded interviews to various types of texts, images 

and videos to capture complex details, thus achieving thick description (Geertz, 1973). 

Thick description “is an effort aimed at interpretation, at getting below the surface to 

that most enigmatic aspect of the human condition: the construction of meaning” 

(Eisner, 1998, p. 15). It enables researchers to look into “the complexities and 

conundrums of the immensely complicated social world” (Richards, 2003, p. 8). I 

described the details of the participants as well as the contexts of the research sites 

and presented a description of the data as fully as possible.   

• Concern with Process: Qualitative researchers are concerned with processes rather 

than products. Focusing on processes has been particularly beneficial in educational 

research in clarifying teachers’ and students’ daily activities. I concur with this 

emphasis on processes. In my study, I attempted to interpret to what extent, how and 

why the participants came to understand their experiences, accounted for their 

practices, and took action in their settings in the way they did (Miles & Huberman, 

1994). I offered detailed descriptions of the data collection procedures to highlight the 

process of the study.  
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• Inductive: Analyzing qualitative data tends to be inductive rather than deductive. 

Qualitative researchers do not attempt to confirm (or disconfirm) hypotheses they 

predicted before they set out their study. Although I had tentative research questions 

and goals at the initial stage, my research process was primarily inductive, interpretive 

and iterative. I was prepared, to a degree, to adjust the focus of the study in order for 

the participants and the data to direct the research. Both my positionality, vis-à-vis 

participants’ positionalities, and our subjective interpretations of the phenomenon, 

which I could not foresee before collecting data, consistently influenced the data and 

data analysis.   

• Meaning: A qualitative approach deals with how different people make sense of their 

lives. It focuses on their ‘meaning’ or their ‘perspectives’ of particular phenomena.  

Some researchers go back to their participants with videotapes, audiotapes or drafts 

of research reports in order to capture the participants’ meaning-making more 

accurately. In relation to my study, I aimed to discover the participants’ meaningful 

experiences as richly as possible in the specific settings of their everyday goings-on 

from their individual points of view (Denzin & Lincoln, 2005; Gubrium & Holstein, 

1997). The focus of qualitative research in general, and mine in particular, has been 

“on the construction or co-construction of meaning within a particular social setting” 

(Davis, 1995, pp. 433-434). I therefore checked the collected data with my 

participants in order to understand our meaning-making experiences together.      

These recurring characteristics of qualitative research have been particularly valuable for 

guiding several aspects of the research processes in my study.  

2.3. Case Study 

In spite of the fact that case study can include quantitative analyses and historical data 

(Merriam, 2009), it is generally presented as a particular exemplar of qualitative research. 

Like any qualitative study, case study means different things to different researchers and 

different disciplines (Simons, 2009; Stake, 2000; Swanborn, 2010).  

Yin (2008) defines case study, focusing on the whole process of inquiry, as “an empirical 

inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context” (p. 18). 

Likewise, the definition, highlighting a type of case itself, can be understood as follows: 

“Case study is the study of the particularity and complexity of a single case, coming to 
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understand its activity within important circumstances” (Stake, 1995, p. xi). Drawing upon 

many examples of qualitative case study research in the education field, Gall, Gall, and Borg 

(2007) define case study as the in-depth study that attempts to reflect the perspective of the 

participants involved in one or more instances of a phenomenon in its real-life context. 

Looking at the above definitions, at least one underlying similarity is apparent. As Duff (2008) 

notes: “most definitions of case study highlight the ‘bounded,’ singular nature of the case, the 

importance of context, the availability of multiple sources of information or perspectives on 

observations, and the in-depth nature of analysis” (p. 22). Similarly, for Flyvbjerg (2011), the 

crucial elements of case study is the selection of the individual unit of study and the setting of 

its boundaries. Taken together, as long as a case or cases being studied can be bounded by a 

certain period of time and place within a certain context, the study is likely to be referred to 

as a case study.  

Based on these ideas, my study can be understood as a multiple-case study of teachers 

and students in two high schools in Japan. There were three different levels of cases for 

teacher participants and two different levels of cases for student participants within a total 

involvement time of four months. The first level concerned four individual teachers and four 

individual students – eight different cases. The second level involved two different contexts, 

i.e., two public high schools (two teachers and two students from each school) – two different 

cases. Lastly, the third level looked at two different types of teachers, i.e., two local Japanese 

teachers of English (JTEs) and two foreign assistant language teachers (ALTs) (two different 

cases). Gall et al. (2007) posit that case study is probably the most widely used approach in 

qualitative research and that it can be used to investigate a wide range of topics and 

phenomena. In the field of education, it has been suggested that qualitative case study is a 

particularly useful and appropriate strategy in the exploration of educational practices 

(Simons, 2009). Research specific to language education has also effectively employed case 

study (e.g., Bailey, Curtis, & Nunan, 2001). Since the aim of my study was to describe 

particular aspects of teacher and student perspectives of their practices as well as their 

development over time as fully and incisively as possible, case study turned out to be an 

appropriate method. Having described selected theoretical underpinnings implemented in my 

research (i.e., constructivist-interpretive paradigm, qualitative research and case study), I 

would now like to give consideration to various criteria for evaluating the study in the next 

section. 
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3. Criteria for Evaluating Qualitative Research 

When it comes to evaluating research in social sciences, particularly in language 

education, there is a legitimation crisis that demands a considerable re-thinking of such terms 

as validity, reliability and objectivity. These terms are mainly used by traditional (post-

)positivist quantitative researchers for internal and external evaluation of the research 

(Denzin & Lincoln, 2005). The ideas of validity, reliability and objectivity cannot adequately 

be applied to constructivist-interpretive qualitative research such as the study I conducted. 

Lincoln and Guba (1985), however, argue that (post-)positivist quantitative and 

constructivist-interpretive qualitative criteria can, to a degree, correspond to each other as 

follows: credibility to internal validity (related to truth), transferability to external validity 

(related to applicability), dependability to reliability (related to consistency), and 

confirmability to objectivity (related to neutrality). The characteristics and goals of the 

qualitative research criteria I employed in the study along with the relevant quantitative terms 

are described in Table 1. I will discuss these criteria below one by one with a brief 

explanation as to how I achieved them in the study.  

Table 1: A summary of the qualitative research criteria 

Quantitative 
terms 

Qualitative 
terms 

Characteristics of the qualitative criteria 

Internal 
validity 

Credibility 

To what extent did what I claim to have happened reflect 
the participants’ points of view? The goal was not to seek 
truth in the sense of ‘reality’, but to be credible from the 
perspective of the participants. 

External 
validity 

Transferability 

To what extent can what is found in my research be 
applied to other people or sites with modifications? The 
goal was not to make generalizations, but to enhance the 
possibility of transferring by providing rich contextual 
descriptions. 

Reliability Dependability 

To what extent did I make clear the ever-changing 
processes of data collection, data analysis and theory 
generation? The goal was not to prove the research was 
completely repeatable, but to carefully describe the 
research processes and explain the changes that occurred 
during the study.   

Objectivity Confirmability To what extent did I, as a researcher, bring my own 
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perspective to the discussions and results of the study 
based on the gathered data? The goal was not to seek 
complete neutrality, but to clarify how I influenced the 
outcome of the research. 

 

3.1. Credibility 

In the study (Hiratsuka, 2014), the first criterion, ‘credibility’, was sought through 

prolonged engagement and triangulation. Lincoln and Guba (1985) regard prolonged 

engagement as the investment of sufficient time which allows qualitative researchers to learn 

the ‘culture’ of a studied field. It makes the researchers become a member of the community 

and build relationships with their participants. Credibility can also be achieved by intimate 

familiarity with the setting and topic of the research (Charmaz, 2006). In this respect, I 

already had an advantage in conducting the study since I knew the research sites and the 

circumstances of the participants quite well as a native (born and grew up), a former student 

(of 14 years), and a former teacher (of 10 years) in the area. In addition, I spent more than 

four months at the research sites during the data collection period, which further increased 

my knowledge of the sites and developed collegial relationships with the participants. I 

communicated with my participants inside as well as outside the classroom through official 

and casual conversations a number of times (e.g., during morning meetings, lunch breaks, 

club activities and weekends) and in a variety of places (e.g., teachers’ rooms, hallways, 

gymnasiums, community centers, coffee shops and restaurants). The content of the 

conversations was recorded in the researcher logs whenever I could, and those data 

contributed to my gaining a fuller understanding of the participants’ experiences.  

The use of different data sources and methods is instructive for improving the value of 

qualitative research (Lincoln & Guba, 1985). This is called triangulation and is defined as 

“the use of two or more methods of data collection in the study of some aspect of human 

behaviour” (Cohen, Manion, & Morrison, 2000, p. 112). Denzin and Lincoln (2011) posit: 

“Triangulation is the display of multiple, refracted realities simultaneously.… Readers and 

audiences are … invited to explore competing visions of the context, to become immersed in 

and merge with new realities to comprehend” (p. 5). I achieved triangulation in three ways. 

First, I accomplished source triangulation by recruiting two different pairs of team teachers 

from two different schools (of course, each JTE and ALT was also different from the other 

JTE and ALT), and many high school students from two different schools. Second, I 
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employed several kinds of data collection methods, some of which were individual interviews, 

pair discussions, focus group discussions and written stories (method triangulation). Third, 

the participants and I made different interpretations during the data analysis process 

(interpretation triangulation).   

 

3.2. Transferability 

To what extent can the findings from my study be transferred to other people and 

contexts? How can I increase the “usefulness” (Charmaz, 2006, p. 183) of the study?  Lincoln 

and Guba (1985) assert that the data must be rich enough, and the interpretation should be 

sensitive enough, to attain a high level of ‘transferability’. They state that attaining a high 

level of transferability allows other researchers and readers to decide whether or not the study 

is valuable for other occasions and situations. ‘Thick description’ (Geertz, 1973) is again 

useful here because it yields rich contextual and experiential information which can function 

as a guide for readers to assess an appropriate degree of transferability to their own contexts. 

Providing thick description is beneficial not only for readers but also for the researchers 

themselves because researchers can accommodate plausible interpretations in the later stage 

of the study as a result of their detailed descriptions of participants and research sites. In the 

study, I therefore attempted to produce thick description especially when describing the 

participants, geographical/socio-political contexts of the research sites, and myself as a 

researcher.  

Duff (2008) contends that researchers can check the transferability of their study with 

their participants by asking how typical they think their experiences are compared to other 

teachers/students. I thus asked in the study how typical the participants thought their 

experiences were compared with other JTEs/ALTs/students in other contexts so that other 

teachers, students, policy makers and researchers in Japan as well as in other countries can 

decide to what extent my study is applicable to their teaching and learning environments. 

3.3. Dependability 

The level of ‘dependability’ hinges largely on how well researchers can describe and 

explain the research procedures and processes. To increase dependability, I documented the 

procedures and processes of my study as much as possible in my researcher log and drafts of 

the dissertation. I tried to retain all the data in easily retrievable form so that the data was 
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available for scrutiny should there be a request to check any part of the collection or 

analytical processes (Marshall & Rossman, 2006). I kept the documents in my computer, an 

external hard drive, a USB flash-drive and folders of my email accounts for further reference. 

I was also open to the changes in the design and implementation of my study and committed 

to present the changes as they occurred and the reasons for them. Researcher logs were kept 

constantly – everyday during the period of data collection and at least once a month at other 

times in the process of writing the dissertation. The entire log enabled me to gather my 

thoughts in a systematic way and pace the progress of the study. As a result, the log and the 

draft of the dissertation made it possible for me to trace the research process and explicate 

each decision that my participants and I made.  

3.4. Confirmability 

In the study, I used a tape-recorder and video camera to collect most data, which 

increased the accuracy of data (i.e., the level of ‘confirmability’). Moreover, when I 

transcribed and translated the interview and discussion data, I made every effort to keep the 

transcriptions and translations as close to the original recordings as possible so that readers of 

the dissertation can readily grasp the participants’ experiences through the evidence I 

presented. I also provided numerous examples of the actual data (e.g., transcripts and field 

notes – some of them as appendices) in the hope that the participants and future readers can 

more easily understand and evaluate the results of my study. Lastly, I decided to employ a 

member checking strategy in order to gain higher confirmability. Member checking, as the 

words indicate, means that research participants, not researchers, check generated data and 

the results of data analysis based on their experiences and, if necessary, make suggestions 

(Lincoln & Guba, 1985; Merriam, 2009). This process was conducted in my study with all 

the teacher and focal student participants. The aim of applying member checking was not 

only for the participants to have the opportunity to make sense of their experiences, the data 

and the results of the study in order to increase “resonance” (Charmaz, 2006, p. 182), but also 

for me to understand to what extent I, as a researcher, included my own perspectives and 

interpretations in the study. The results of member checking were suggestions or comments 

mostly about either spelling or word order in the transcriptions and rarely about content or 

interpretation. Of particular significance here, though, is that I did not treat the suggestions 

and comments made by the participants as absolute truth or something I had to precisely 

follow. The reasons for that were: (a) it was possible that the participants did not accurately 

remember or reflect on what had happened; and (b) it was likely that the participants had their 
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own expectations, ideals and pre-conceptions as to what and why they said and did. 

Nonetheless, I considered all the suggestions and comments together with my participants in 

order to make the data and interpretations trustworthy.  

4. Concluding Remarks 

With the aim to provide a brief description of the nuts and bolts of qualitative research, in 

this paper I first elucidated relevant concepts (e.g., research approach, paradigm and research 

methods) and showed interrelationships amongst these. This was followed by an explanation 

about the criteria used to evaluate qualitative research (juxtaposed with those used in 

quantitative research). The criteria include credibility, transferability, dependability and 

confrimability. I used a qualitative-oriented study that I completed in a doctoral program 

(Hiratsuka, 2014) as an illustrative example so as to put all in perspective the abstract terms 

and concepts surrounding qualitative research. I cannot emphasize enough here that each 

term and concept appeared in this paper can be understood and used in a variety of ways by 

other individuals at any given time. My attempt in this paper has been to put forth my humble 

understanding and interpretation, as a qualitative researcher, about the essence of carrying out 

one type of qualitative study in the field of language education (in this case, using an example 

that inquired into the perspectives and experiences of language teachers and students in 

Japanese high schools). I hope that this paper will stimulate more lively conversations, rather 

than stifling them, about qualitative, quantitative and mixed (integrated) research methods in 

the future. In order to enhance the quality and trustworthiness of qualitative research, as Sumi 

(2014) argues, future qualitative researchers should not yield armchair theories or impractical 

propositions; rather, they should always understand the situations in which their participants 

live from the participants’ points of view, cultivate keen awareness of issues in question, and 

unpack the phenomena through iterative processes of rigorous literature review and data 

analyses. 
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1.  ƖƄƟƔŮ

ľïƓõûƪŹƀƓŷ�Ɛ³ƜƃŶƑƂƧƦƺǓƷWKƕâ}Ɣǖ?ŶİŅǔThick 

DescriptionǕƑŶŷƠƕŻŵƦǔCharmaz, 2003; Richards, 2005Ǖű?ŶİŅƑƖǖ¤aŉƥõûƺǓ

ƷƕWKƪ�?žŹƀƓŷƀƑƐŵƦűƊŻǖųƺǓƷƕWKŻ�?ŶŴƑƖǖ,�ïƔƒƕÇƓã�

ƕƀƑƪ�ƅƕƊƨŷźǙĹ¿iĽęǔŏǕƔƜƍƩƦ*ƏƕŝŊ�WƪđĕƃƏǖƈƧƪĺ¤�

Ɣ°żİƅƀƑƓƕƊƨŷźǙĺ¤Ɣ¤a¢ơ»¢ƕ3ŞŻàŶƑƅƧƗƈƧƠEĜźƠƃƧƓ

ŶŻǖƈƧŻ.¹ƦƕƖc�ĺ¤ơƁž�œƕ�ùĺ¤ƐƊſƊƨŷǔ]ÅƕƵǊǓƽǎƔƖǖ

¤a¢ơ»¢ƕ3ŞŻbSƅƦǕűƜƉǖ�ŸƗĹ¿@7ęƕ�éƕ;�ïƓİŘƪĺ¤Ɣ°

źƧƏƠǖǔƈƕ�éŻƍƜƤƓŶźƤƐƖƓžǖĴŻŚƅŽƏǕƑƏƠĸƞÒŻƃƓŶƊƨŷű 

ĺ¤ƕǔ¿ǕĸęŻ�ĦƑƅƦƕƖǖǔ1ǕEĜƓŞƥăÝƐǔ2ǕĸƝơƅžƜƑƟƏŵƥǖźƍ

ǔ3ǕƈƕõûƹǓǆƔŝƃƏöƉƋƕôĻƪÚƟƏžƧƦ�WƊƨŷűƀƕ-ǖ�WŻăĆƐĸƝ

ơƅŶƀƑƕŕĦ�Ɩǖĝ/ŻĸęƔƓƌƉ¬ƕƀƑƪ�&ƅƧƗgªƔhƃŻƍžű�Ɣ$]

Ɠõû-gƊƑƃƏƠǖ¤ýƕƜƑƜƥŻ�žǖĸƞƕƔġ8ƃƏǖƃźƠ100ǃǓƵƠŵƦĺ¤ƪĸ

ƝƉŶ�Ɩ\žƓŶƊƨŷű¤ýƕăĆƂǒĸƝơƅƂƖǖ�¤�ĤƕMŪƐƠŵƥǖƈƕ�Ĥƪ
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ŬƟƦƉƟƕ§Õĺơ½ĊƝƖǖ¢\žbSƅƦű�ŸƗǖqƔĸęƕĩßƪ�ĻƃƏ�£ƪŹ

ƀƓŷƀƑƖǖƣƥĸęƔ�ƩƥơƅŶ¤ýƪ°žƀƑƔĔŻƦƊƨŷǔHyland, 2009ǕűƀƕÇƓŎÈ

Żǔ3ǕôĻƪÚƟƏžƧƦ�WƕŒd§ÕƔƍŶƏƠbSƅƧƗǖ?ŶİŅƪŏ�ƅƦƀƑƠ\

kƖgªƔƓƦƑ�ƩƧƦű¶ùƕðïƖǖƀƕßƔƍŶƏConfoudingǔ�čǕƑŶŷÅ�ƪłƑƃ

Ɖ½ĊƝƪĈ�ƅƦƀƑƐŵƦű¶ùƐĈ�ƅƦ½ĊƝƖǖǔaǕĹ¿ƪƺƴƮǑƅƦÐşƐƕĹ¿

iĽŧðƕŒdǖŹƣƘǔbǕĺ¤Uÿ¬ƕWK�Wƕ'(Ũ��ſƔêŶƦƀƑŻ.¹Ʀű 

ƓŹǖ?ŶİŅƖǖǔaǕƑǔbǕƕ�ŜƔŵƉƦųƺǓƷƕBš¬Ƒ/º¬ŴƕÐşƐƠúÄïƔ

ŹƀƓŷƀƑŻ�^ƂƧƏŶƦǔCharmaz, 2003; Richards, 2005, pp.56-68ǕűƀƧƤƕ¤äƐƖǖƺ

ǓƷƕİŘęǔ\žƕXHǖ/ºęĝŁǕƖ1ǖƺǓƷƪBšƃƏŶƦ±�ƔǖƈƕXƐĿżƏŶƦ

æĽơǖƈƕXƐĪŸƉ�ĪǖƈƧƤƔƍŶƏƕĬŔƓƒƪ�ƇƏİŘƃƏŹžƚżƐŵƦƑƂƧ

ƏŶƦű,�ïƔƖǖ�ŸƗǄƮƶǏƳǓƸǓƪ�ƌƏƮǑƷƿǋǓƪŘťƃƏŶƦ±�Ɣǖǈǉê

ąƓƒƔĹ¿>6ęƕŁ�ƥ��ƥơĥ�ǖƈƧƤƔiƅƦİŘęƕĬŔǖƬƼǍǁƐņ7ƂƧƉ

ľMŧðǔƑľMŻņ7ƂƧƉçëǕƓƒƪ�ƇƏİŘƃƏŹžƀƑŻǖƀƀƐƕ?ŶİŅƑƓƦűƀ

ƧƤƕİŅŻŵƦƀƑƐǖõûęƖǖǔ1Ǖ5ËïƓİŘǔƀƕXHƖǖǄƮƶǏƳǓƸǓƐŘťƐż

ƓŶĹ¿iĽęƕŁ�ƥơ��ƥǖĥ�ƔƍŶƏƕ�WǕơǖǔ2ǕƺǓƷBš¬ƕİŘęƕ�Ī

ŹƣƘĬŔǖǔ3ǕõûęŻƮǑƷƿǋǓƪĚŶƏŶƦ±�Ɣ�ƃƉĬŔƑǔ4ǕƮǑƷƿǋǓ-gƪ*

Ə��ƃƉzƐ�ƃƉĬŔǖƕ*ƏƪƺǓƷ/ºƔêŶƦƀƑŻEĜƑƓƦűƜƉǖƺǓƷ/ºƕ

ōøǔƍƜƥǖ±ĉïƓĬŔƔģżóžƜƐƕ/ºƕÙƧǕƔƍŶƏƕĵćƓİŘƪÏƃƏŹžƀƑ

Ɛǖõûƕ_v�ƪÂĲƅƦŠƔƣƥ�ĄïǔSystematicǕƓ/ºİŘǔlogǕƪ@áƅƦƀƑŻEĜ

ƑƓƦű¶ùƖǖƺǓƷƕBš¬Ƒ/º¬ƔŹſƦ?ŶİŅƔƍŶƏƖ�ƩƓŶŻǖƀƕßƔĞ

LŻŵƦ§Ɩǖ4Ņƕ2ƍƕ¤äǔCharmaz, 2003; Richards, 2005Ǖơǖƈƕ�ƔƠ�µƱǏƮƲƾǎ

ǔ2013ǕƓƒƪĸƜƧƦƑĠŶƊƨŷű 

 

2. Ů ?ŶİŅǖÑŃEĜ�ǖƻǌǑƶǀƫǌƿǍƹƭŮ
4ýƐŅƚƉÇƔǖų?ŶİŅŻƂƧƏŶƦã�ŴƑƖǖŵƦõûƹǓǆƔƍŶƏ�ŲƕôĻ

ƪÚƟƏžƧƦƊƨŷ�WŻǖĺ¤ƕ�Ɛ=/ƔǔƈƃƏ³ƞƚžƖăĆźƍ/źƥªžǕWKƂƧ

ƏŶƦƀƑƐŵƦűƀƧƪŏ�ƅƦƉƟƕþ�ÎƑƃƏǖƜƆƖĹ¿iĽơMŪƕ�SƪŞdƃƏǖ

ƈƃƏıdƂƧƉMŪƕĬ©ŻƒƕÇƓǔ�ğïƠƃžƖcĤïƓǕ�Lƪ�ƍƕźƪĸęƔ�Ÿ

ƦƀƑŻ�ĦƐŵƦǔƀƧŻƓŶƑõûƕ§J�Ż/źƤƓŶƕƐǖ� ƂƧƦ�WƪƒƕÇƔĸ

ƝCƦƚżźǖĸęŻ1¥ƐżƓŶǕűƀƕ4�ƪÛƉƃƉ�ƐǖŵƦõûƐWKƂƧƏŶƦƺǓƷ

Ż2ƕõûƕƈƧƑÑŃEĜƐŵƦƀƑƖǖGõûƕõû�ÕơļĺǖČĺƕő0Ƃƪĳ!ƅƦ

�ƐŕĦƐŵƦűƀƕ¸�ƪǖÑŃEĜ�ǔComparabilityǕƑŶŷǔSLAAõû� , 2013; �� , 

2014ǕűÑŃEĜ�ƕŕĦ�ƖǖƈƧŻÛƉƂƧƏŶƓŶXHƪ�&ƅƦƑ/źƥªŶűƺǓƷƕ

WKŻ�=/ƐŵƧƗǖƜƆƖņģĹ¿ƪŹƀƓŷƀƑǖƺǓƷƕBšǒ/º§Õơ/ºČ¼ƕ

ĬŔƕ_v�ƪĳ!ƅƦƀƑŻǔœ/ïƠƃžƖ*�ïƔǕ.¹ƓžƓƦűƜƉǖū�ƃƉƹǓǆƪ
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�ƌƉõûƑƕÑŃźƤGõûƕƺǓƷơČĺƔƍŶƏļĺƃǖ¦ƉƓôĻ�ĄƪÆĂƃƏƢž

ƀƑƠPŢƑƓƦǔRichards, 2005Ǖűƀƕ�LƐǖÑŃEĜ�ŻŬŶƀƑƖǖõûƕň©�ŻŬŶƀ

ƑIĖƐŵƥǖÀ�ƔVƎŶƉļĺƪlśƅƦƉƟƕ=/¸�ƑƓƦű 

ÑŃEĜ�ŻŬŶÓÜƐÛƉƂƧƏŶƦXHǖõûƕƻǌǑƶǀƫǌƿǍƹƭǔTransferabilityǕ

ƪĳ!ƅƦƀƑŻEĜƑƓƦűƻǌǑƶǀƫǌƿǍƹƭƑƖǖâdƕãÔơĹ¿>6ęƪiĽƑƃƏ|

ƤƧƉƺǓƷơõûČ¼ŻǖíƓƦãÔơĹ¿>6ęƔiƃƏƠőêƐżƦøuǗuHƕƀƑƐ

ŵƦǔBrown, 2001, 2006ǕűĢĶƕ¡fcėƔǅǓƻǀƯǍưƪj)ƅƦ�ƪ�ƌƏǖƀƕÅ�ƪĬ

ķƃƏƝƣŷűǅǓƻǀƯǍưƑƖǖcéƔĝƤƕĮĶïƓ�Śơcėƕŋ�ãÔƓƒƪd´ïƔ

-òƃƏƠƤŷƀƑƐ��ƂƧƉǖŉ¬ïƓcėİŘƕƀƑƐŵƦǔCouncil of Europe, 2011Ǖűcé

ŻďĐïƔĝƤƕcėØ:ƪ-òƅƦƀƑƖǖĝ/ŻřŸƦƚżĜ6ƪ,�ïƔ�ĻƂƇǖƜƉ

ǔcėðÈŻEĩ<ƂƧƦƕƐǕcė�ÌǔMotivationǕƕJ�ƔƠ²9ƊƑƂƧƦǔBritish Council, 

2007Ǖű�ŸƗǖŵƦ¡ěÊŝƔŹŶƏ±¦ƕǅǓƻǀƯǍưŻśîƂƧƉƑƃƣŷűƀƕÊŝƐƖǖ

ƀƕ½ĊƝƪêŶƉ¡ěǂǐƲǌǇƕ¨ģƔƣƌƏé{ƕcė�ÌŻ]rƔJ�ƃƉƑƅƦűƺ

ǓƷƖǖŵƦ¡pŻ�vƃƉ10�ƕé{źƤǖƮǑƷƿǋǓƪêŶƏBšƂƧƉƠƕƐŵƦƑƃƣŷű

Ĺ¿-gƖĺ¤ƕwƐîĥƂƧǖƈƀƐ� ƂƧƉƺǓƷƖǖÑŃEĜ�ƪŬŶÓÜƐÛƉƃƏ

ŶƉƑƅƦűƀƕÇƓƺǓƷŻŵƧƗǖ2ƕ¡ěÊŝƐƠǖƀƕ¦ĨïƓǅǓƻǀƯǍưƕ²9�ƪ

ÂĲƃƉƥǖ¡ěæXƕãÔƔHƩƇƏ NƅƚżǅƮǑƻƪ×Ŷ.ƃƉƥƅƦƀƑŻEĜƑƓƦű

�Ɣ½ĊƝƈƕƠƕƖĆ®ƤƃŶǅǓƻǀƯǍưƐƠǖ�êƅƦãÔŻíƓƧƗǖŏ�ðÈƑƓƦ

ĮĶĜ6ǖé{ƕsŭǖé{ƕ�ľơcėƶƷƮǎǖ¡pƑé{ƕŝƩƥ§Ɠƒ\žƕĦĆŻZ

<ƅƦƉƟǖ½ĊƝƔ�ƤźƕZ¯Ż�ĦƂƧƦƀƑƖ\ŶƊƨŷűƻǌǑƶǀƫǌƿǍƹƭƔƍŶƏ

ĳ!ƃǖļĺƅƦƀƑƖǖƀƕÇƓŐŶƪéƝ.ƅĦOƔƍŶƏĘŸǖƣƥ9¼ïźƍé�ï_v

�ǔEchological ValidityǕƕŬŶ¡ěÕƪĘŸƦ�ƐŕĦƑƓƦűƓŹé�ï_v�ƑƖǖųõûƕ

-gơ§ÕŻǖcėęƪCƥožæe�ìƕe�ƪA«ƃƏŶƦøuǔ��, 2014, p. 6ǕŴƕƀƑƐ

ŵƦű 

ľïƓõûƖǖõûôħƕ�ğ<ƪǔ�ƆƃƠǕðïƑƃƓŶű(ƛƒƕǅǓƻǀƯǍưƕ�Ɛ

ƠĭƧƉŉƥǖĹ¿èYŻZƩƧƗǖŹƕƆƑĹ¿ƕČ¼ƠZƩƦƑŶŷ4�Żľïõûƕ.î

ßƑƓƦƀƑƠ\ŶǔUshioda, 2009ǕűƣƌƏÖ�ƃƓſƧƗƓƤƓŶƀƑƖǖľïõûƔŹŶƏƖǖ

ƻǌǑƶǀƫǌƿǍƹƭƕŬƂǔǘƺǓƷơõûČ¼ƕŌ�ŻŬŶƀƑǕƑǖ'ƧƉõûƐŵƦƀƑ

ƕŜƔĒwïƓŝ"Ż�ƥüƉƓŶǔXHŻ\ŶǕƀƑƐŵƦűƻǌǑƶǀƫǌƿǍƹƭƪĳ!ƅƦƀƑ

ƕ�ĖƖǖõûŜƕÑŃƪŉƃƏǔ1Ǖ+ŉƕçĺơǉƺǎŻőêƐżƦāQƑǔ2ǕãÔƔƣƌƏ

EZïƓĦĆƔƍŶƏǖƣƥHçïƓ1¥ƪ�ƅƀƑŻEĜƑƓƦƀƑƔŵƦű(ƛƒƕǅǓƻǀƯ

Ǎưƕ	�ƐƖǖ�ŸƗ¡ěncơ~çcǖƜƉƖ�êĮĶcƕõûũTƐtžDſ)ƧƤƧƏ

ŶƦçĺơôħƪRFƑƃƏõûƪƺƴƮǑƃǖƈƧƤƕ	4�WƑâdƕãÔơĹ¿>6ęƪ

iĽƑƃƏīhƂƧƉ	�ƪÑŃƅƦƀƑƐǖGçĺơǉƺǎƕâdƕõûƹǓǆƔŹſƦƻǌǑ

ƶǀƫǌƿǍƹƭƪĳ!ƅƦƀƑŻEĜƑƓƦűƜƉǖõûƹǓǆƔƣƌƏƖǖEZïƓĦOǔ�ŸƗ
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cėèYǕŻǖcėƕōøơ�¼Ɣ±ƠxŦƅƦĦĆƑƓƦƀƑƠŵƦƊƨŷǔFreed, Segalowitz, & 

Dewey, 2004ǕűƻǌǑƶǀƫǌƿǍƹƭƕŬƂƑõûƕľŻ�ƆƃƠƮƳǓǎƔƖƓƤƓŶƕƖǖƀƕ

ÇƓçëƔƣƦƠƕƐŵƦű 

ƀƕÇƔǖÑŃEĜ�ƪŬƟǖƻǌǑƶǀƫǌƿǍƹƭƕĳ!ƪEĜƑƅƦ?ŶİŅƖǖľïõ

ûƕ_v�ơ÷c�ƪ#ĲƅƦ�ƐŕĦƓĦĆƑƓƦűƐƖǖ�ŲƖǖeŠƕĹ¿ƔŹŶƏƒƕ

ÇƓVÜƪêŶƏõûƑŝŊƃƈŷƓ�WƪŒdƃǖĹ¿iĽƑƅƧƗĠŶƕƊƨŷźǙţqƔ

ÍĎïźƍ9åïƓ§ÕƖǖĝ/Żõû�ƕŝ~ƪ�ƍ/Ŗƕ(ģõûƪĸƝńƝǖ(ģõ

ûŻ�ƌƏŶƦ½ĊƝơ�Wƪ@ĘƑƃǖĝ/ƕĹ¿êƔZ¯ƪ7ŸƦƀƑƊƨŷǔCharmaz, 

2003Ǖű(ģõûƕ\žŻǖ¿ĸơ\žƕļĺǖƠƃžƖ=/Ɠ įơēš�ÃƪċƏîĥƂƧƉ

ƠƕƐŵƦƑƅƧƗǖƈƧƤƕõûŻêŶƉçĺơ§ÕĺƔƖǖ�dƕ_v�Ż´yƐżƦűƣƌ

ƏǖƈƧƤƪRFƔĹ¿iĽŧðƕŒdƪŹƀƓŷƀƑƖǖǔAĺƠŵƦƊƨŷŻǕŵƦøuő0Ɠ

§ÕƐŵƦƑŶŸƦűƀƧƑƖŇƔǖ¤äƕĸƝńƝŻŀƥƏŶƓŶãÔƐõûƪ`ƟƦƀƑƖǖ

(ģõûƐƕļĺƪĘ�ƃƏŶƓŶƉƟƔŕĦƓƺǓƷŻĹ¿iĽźƤ[ƧƦEĜ�ƑǖĹ¿ƕ

9åŻ�<ƅƦǍƶƱŻŬƜƦƀƑƔƓƦƊƨŷǔ��, 2014Ǖű 
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, 2014, p. 3
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Dörnyei, 2007; Smith, 2003 1
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Outcome ,
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6

,

Yamamoto, 2012

Outcome

Gum, Thamilarasan, Watanabe, Blackstone, & Lauer, 2001; Rosenbaum & Rubin, 1983

,

, Brown, 2006;  & , 2002; , 2012  

,

Adjusting 1

Outcome

Rosenbaum & Rubin, 1983; , 2004 3  

,

Outcome ,

,

Zimmerman, 2006

,

,

,

,

,
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Crude Data
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, Rosenbaum & Rubin, 1983

Bias Delgado-Rodríguez & Llorca, 2004

Confounding Bias
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Outcome
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Gum et al., 2001; Rosenbaum & Rubin, 1983

Brown, 2006; Oswald & Plonsky, 2010; Plonsky, 

2013;  & , 2004  

ǔ·m, 2012Ǖ 1 2 ,

,

 

,

Practical

,

, 2014 ,

Mixed Methodology

, Cohen, Manion, & Morrison, 2007

 

��ƕçëźƤǖĝ/ƕõûƹǓǆƔŝŊƅƦÞSïƓ�čZ¢ƔŝƅƦ�WƪĹ¿ƕi

ĽƑƃƏǖƈƧƤƕ�WƪŒdçëƑ Ɣĺ¤ƕ�ƐWKƅƦƀƑƖǖ?ŶİŅƪŹƀƓŷ�Ɛ²

9Ɠ§ÕƑƓƦűƀƧƤƕ�WƔ7ŸǖƺǓƷƕ/ºƔêŶƉçĺï½ĊƝơǔAllen, 2010; 

Smith, 2003Ǖǖ/ºƕŎĀơ�ƕõûČ¼Ƒƕū�ßǒñŐßƪļĺƅƦƀƑƐǖĺ¤*�Ɛ?

ŶİŅƪŏ�ƅƦƀƑŻEĜƑƓƦǔCharmaz, 2003; Richards, 2005; �µƱǏƮƲƾǎ, 2013Ǖű¯

Ɣǖ�čƔƍŶƏƕ�Wƪ� ƅƦƀƑƐǖ�uƖŗïƓõûƔ�ƧƉęŻǖľïƓõûźƤc

ƙƀƑƠgªƑƅƦƊƨŷű(ƛƒƠŅƚƉÇƔǖľïõûƕðïƖǖõûČ¼ƕ�ğ<

ǔGeneralizationǕƔƖƓŶƀƑƠ\Ŷűƃźƃǖ�čƑŶŷŗïľïƕ2ƪMƩƆõûƕČ¼Ɣx

Ŧƪ�ŸƦĦOƔƍŶƏƕƺǓƷƪBšƃWKƅƦƀƑƐõû ÑŃEĜ�ƖŬƜƥǖƻǌǑƶǀ
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ƫǌƿǍƹƭƕĳ!ƠEĜƑƓƦű�ǔ2011ǕƐĈ�ƂƧƏŶƦÇƔǖľïǒŗïƑŶŷßƐíƓƦ½

ĊƝƪêŶƦõûęŻǖ
Ŷƕõûƕ_v�ơ÷c�ƔƍŶƏőÍƓĳ!ƪ�ƅƀƑƖ¬ƑƃƏ

PŢƐŵƦŻǖ�čƔƍŶƏĘhƅƦƀƑƖǖƈƕ¾ſÉƑƓƥŸƦű 
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Connors et al., 1996 Appendix

,

Outcome

, ,

, Outcome

 

,

,

, Charmaz, 2003

, 2015 2 9

,

,  

,

, Richards, 2005

 
Ů Ů  
5.   

3.1 3



 

 26 

Selection Bias

Information Bias Delgado-Rodríguez & Llorca, 2004
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èŒƛ

ÚĜƿǅƝquǸǝǴťuľŀǃ{ƲƾƝǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦǄÀŃď�/ǙōƻƸįÞƝ

uľŀǄ@í�Ʈǀª¬ƪǁǄǒƦǃnCƴǕǄƩǃƼƥƾ Ɯ �ƉǄĶÅŧßǙwÈƲƸƞį

ÞǀƲƾƝuľŀ@íǅ��ƴǕ+WǃƤǕǐǄǄƝQŅņ�ǑfƏď¤W¨ǅ�ƉŹƲƾƚ

ǍǕ+WǙĘƲƸƞƛ

 
��	������ƛ ǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦȖ@í�ƮȖª¬ȖĶÅŧßƛ

 

 

1. ǅƳǏǃ  

Ŷ�¸åƿǄ ICTía:ĉǑǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦǄ|/ƪŠƘǃǄǌǕǒƦǃǂƻƸƞǛǥ

ǵǜǾȐȊȑǺȏǦǀǅƝ�ÜǄǒƦǂÀ�ƩǓǄ�ÇWǄŪļǀǅčǂǔƝuĈƪ��ďǃƝG

,ƲƾŧßȐŚũȐ6ÝǂǁǙōƥǂƪǓŦƘŗõǃOǔĭǎ¯ÞĎŎǙōƦuľ�®ƿƤǕƞǨ

ȂȇǺǧȑǪȉȏ�¢Ǆofť¸åǃǅǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦďŒĩƪXǍǖƾƨǔƝưǖǍƿ

CALL Àxǂǁƿ.ŽďǂíaǙøĉƲƸ¸åǙ�ƈƲƾƫƸofťÀ^ǅƠICT ȕ Ǜǥǵǜ

ǾȐȊȑǺȏǦơǄÉ¶ǔ�ǀǂǖǕǅƵǂǄƹƪƝwƏǃǅ°ƱƭǔƲǂƪǓêƟǂwųǙşǎƾ

ƥǕǄƪąăƿƤǕƞ 

ÚŧßƿǅƝǸǝǴť8ĨǥȊǬƿǄ ICT íaǙøĉƲƸǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦƿŧßǙwÈ

ƲƝǸǝǴťuľŀȓ�� L3 uľŀȔǃƨƮǕǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦǄÀŃď�/ǙōƻƸkT

ǃƼƥƾǄ@í�ƮǃƊƴǕ+WǙ¹ƻƾƥǕƞICT ía�ĉǀ L3 @í�ƮǑª¬ŒcǃƊ

ƴǕjZǅæǏƾ~ǂƥƸǏƝ��ǄofťuľkƓǃƨƮǕÀŃwųȐĖĞǃƨƥƾŭƅǂ

ªjǀǂǔƦǕƞ 
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2. .ōĖĞ  

2. 1 @í�Ʈ  

Ġ
Řťľ ǙƴǕ�ƿƝuľŀ@íǅuľŀ&ǃ�ƕǙLǌƴƅŒǂ&�ŒcƿƤ

ǕǀĿƧǓǖƝ1960 ���ƌǃǣǹǱǄę�¢Ćuŀ (R.Gardner) Ǚ�¢ǀƲƾƝę�¢Ću

ǙiĐǀƲƸĖĞƪpƬōǘǖƾƫƸ (Dörnyei , 2005, p.66)ƞ 

ƛ 1990 ��ǃǂǕǀƝǒǔÀŃąkǃá�ƲƸ@í�ƮǄĖĞƪ7ÖƱǖƝÀŃ¢ĆuǙĆũ

ďńÐǀƴǕĖĞƪōǘǖǕǒƦǃǂǔƝņ�õvĆũƝ��Ćũƪ@í�ƮǄ6Ɔǃ¥ĉƱǖ

ǕǒƦǃǂƻƸ (Dörnyei , 2005, p.66)ƞwƏǄÀŃąkǃƨƥƾuľŀǙǁǄǒƦǃ@í�ƮǕ

ǄƩƝÀ�ƝǣȋǤȇȊȃƝuľŀƐdǃÿýǙƤƾƸǒǔÀŃąkǃá�ƲƸĖĞƪôǏǓǖǕ

ǒƦǃǂǔƝ@í�ƮǄ+WǑ@í�ƮǄě�Ǚ·ƧǕĖĞƪōǘǖǕǒƦǃǂƻƸ (Dörnyei , 

2005, p.74)ƞ�šĖĞ6ƆǃƨƥƾǅƝņ�õvĆũ (Deci and Ryan, 1985, 2002) ǙĆũď

iĐǀƲƾuľŀ@íǙ·ƧǕĖĞƪōǘǖƾƥǕƞņ�õvĆũǀǅƝDeci & Ryan  (1985, 

2002) ǃǒƻƾ»_ƱǖƸÀŃ¢ĆuďĆũƿƤǔƝ4Ďď@íƽƮǀoĎď@íƽƮǄè¦

ǙiĐǀƴǕƞ1� (2004) ǃǒǖǆƝ4Ďď@í�ƮǅƢ�ƩǙƴǕưǀņ�ƪçƲƬûűƪ 

ǓǖǕǄƿƴǕø@ƣ (p.53) ƿƤǔƝoĎď@í�ƮǅƢ�ƩđďƪƤƻƾƴǕø@Ǆ@íƣ

(p.53)ƞDeci & Ryan (1985) ǅƝoĎď@íƽƮǙ 4ñƎǄņ�õv�ǄƚƥŧÃƩǓ�ƥŧ

ÃƩǓ¯ǔƝņ�ŧÃƪƚƥŧÃƩǓ�ƥŧÃǍƿƤǔƝpêǂ@í�ƮǄnCǀ·ƧǕưǀƪ

QŅƿƤǕƞoĎď@í�ƮǃǅƝİTďŧÃȐU�CŧÃȐO/ďŧÃȐoďŧÃƪƤǔƝņ

�õv�ƪƚƥŧÃƩǓ�ƥŧÃǍƿǄñƎƪƤǕǀƱǖǕƞİTďŧÃǀǅƝņ�õv¨ƪ

ÓǐƚƬƝ4Ďď@í�ƮǃŶƥoĎď@í�ƮƿƤǕǀƥǘǖƾƥǕƞ1� (2004) ǙJĿǃ

ƴǕǀƝİTďŧÃǅƝ!'ŖǑ£Œ¨ǀƊŻƲƝǛǝǶȏǵǜǵǜǀŧ\ǄOǖƸƀ²ďō@

ƿƤǔƝİTďŧÃǃïƥƿƝU�ŕŧÃƪƤǔƝưǄŧÃǅƝø@ǃ{ƴǕ¬ūď!'�ƮǓ

ǖǕǀĿƧǓǖƾƥǕƞU�ŕŧÃǅƝùoƿ¢ĆuǙuǉƸǏǃŋťƪ£ŒƹƩǓuľƴǕǀ

ƥƻƸǒƦǂƝ&ǄƸǏǃ¬[ƪƤǔƝđďǙǐƻƾō@ƴǕ¬ūď!'�ƮƿƤǕ (1�Ȗ

2004)ƞO/ďŧÃǀǅƝ±Ťǃ÷đƲƸŧÃƿƤǔƝņ�Ǒ�ŀǄ±ŤǃĔēƲƾƥǕƞÓǐņ

�õv¨ƪ�ƥoĎď@í�ǅƝoďŧÃƿƤǔƝoďǂŒcǃǒƻƾō@ƪ¬[ƽƮǓǖƝ

jƄǙPƮǕƸǏǑĺǙƁƮǕƸǏǃuľǙōƦŧÃƿƤǕƞưǄ�ǃþ@íƪƤǔƝņ�õv

¨ƪ0Ƭǂƥă®ǙĘƴ (1�Ȗ2004)ƞDeci & Ryan  (1985) ǃǒǖǆƝǅƝņ�Ʋƾō@Ǚ

ŰƲȓņ�¨ȔƝņ�?=ǙƚǏȓÕŅ¨ȔƝ�ŀǀǄƊ"¨ȓƊ"¨ȔǙĲ´ƴǕǀƫǃƝņ�

õvďǂō@ǙŰƴǀĿƧƾƥǕ (1�, 2004)ƞ 

2000 ��ƌǃǂǕǀÎƉǄĮſǃ�ƻƸ@í�Ǆ@ďǂnCǀnCǄŰưǕǿȎǮǬǙĮ�

Ƕȑǰ (ĶÅŧß) ǙOǔ/ǖƾƝōǘǖǕǒƦǃǂƻƸ(Dörnyei , 2005, p.67)ƞÒǃƝuľŀǙ

@í�ƮǕÒǂǕŒcǀƲƾƝQŅņ� (future possible self) ǃƊƴǕĖĞƪōǘǖǕǒƦǃǂ

ƻƸ (Dörnyei , 2005, p.98)ƞQŅņ�ǀǅƝL2 Ć«ņ� (¯ǔƸƥņ6ȖƤǔƸƥņ6)ƝL2ļ

Aņ� (¯Ǖǋƫņ6ȖƤǕǋƫņ6)Ɲ>= (Ć«ņ�ǃŶƽƮǕǒƦǃ>=ƴǕ¬§) ƩǓé
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¯ƱǖƝDörnyei (2005) ǃǒǖǆƝL2 Ć«ņ�ǙÕƴǕuľŀǅƝ@í�ƮǃĸƪǕQŅ¨ƪ

ƤǕǀŸǋƾƥǕƞ 

 

2.2 fƏď¤W¨  

ƛ f4ǃƨƮǕĠ
Řťľ ÎǃƨƥƾƝuľŀ@í�ƮǃƊǘǕǀĿƧǓǖƾƥǕŒcǄ 1

ƼƪfƏď¤W¨ƿƤǕƞƠfƏď¤W¨ơǀǅƠfƏďǂ�	ǊǄŇ[ƝÊÚ�oǄę�ǀǄ

ƊǘǔǙ´ǀƦǀƴǕă®ƝčÄCǑo�ǊǄ®�ǂǁǙB³ďǃ·ƧǒƦǀƲƸè¦ƿƤǔƝŋ

ťǙĉƥƸǨȂȇǺǧȑǪȉȏō@ǃ�ƕǙ�ƧǕǀ�vƲƸơ(1�, 2004, p.84)ƞ1�(2004)ǅƝ

fƏď¤W¨ǅ 4 ƼǄé¯ŒĩƩǓ¯ǔƝ1)čÄCMrǢȋǠȏǵȑǪȉȏƝ2) čÄCƉºŶ

ȗbƁ+WƝ3)fƏďŁåȐø@ǊǄƊ¢Ɲ4)ùoƿǄ5Ü	ǑfƏ`ƘǊǄƊ¢ƿƤǕƞ

Yashima (2009)ƿǅƝfƏď¤W¨Ɲuľ¬ðƝŘťžĉŅ=(L2)ƝǨȂȇǺǧȑǪȉȏǊǄņ

$ƝL2 ǨȂȇǺǧȑǪȉȏǊǄĝæ¨Ǚ36Áéź6ÝǙĉƥƾȅǶȌCƲƝfƏď¤W¨ƪ

L2 uľ¬ðǃĸƪǕƅŒǂŒcƿƤǕǀĘƲƸƞYashima (2009)ƿǅƝfƏď¤W¨ǅƝĆ«

ņ�Ɲ4Ďď@í�ƮƝİTďŧÃƝU�ŕŧÃǀǄƉǃ�ƥĒƊƊ"ƪƤǕǀjZƲƸƞǍƸ

Nishida (2013a)ƿǐUêǃfƏď¤W¨ǅƝL2 Ć«ņ�Ɲ4Ďď@í�ƮƝCanDo 

Speaking/ListeningƝCanDo Reading/Writing ǀ�ƥĒƊƊ"ǃƤǕưǀǙÌǓƩǃƲƾƥǕƞ 

ƛ �śǙĆũďńÐǀƲƾ L3 uľŀǄ@í�Ʈǀª¬ŒcǄnCǄ+WǙĶÅďǃ·Ƨƾƥ

ƬƞïǃÀŃ�/ǀǂƻƸǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦǀ iPad�ĉǃƊƴǕŢīǙŸǋǕƞ 

 

3. iPad Ǚ�ĉƲƸǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦǄwų  

ƛ ưǄǸǝǴť8ĨǥȊǬƿǅƝǸǝǴťǄiÚďǂŎąǙuǈƝƷǄ¯ÞǙĕƥ{ŠǃǍǀǏƾ

ǼǶǢǃśƇƲƝņ�Ş!ȐĒ�Ş!ǙƴǕǀƥƦ�Ǆ¸åǙōƻƾƥǕƞ¸åƿǅƝ3 �4 

ǄǦȌȑǿǃǘƩǖƾǼǶǢ¾�ǄƸǏǄǪǹȋǢ�¯ƝĎƔĴľƝǼǶǢ¾�ǀƥƻƸ�åǙ

ŽǏƝ¸åoƿǅ¸å¿¼ǪǬǵȃǙ�ĉƲƾªjǙ3ÕƲƝǪǹȋǢǙ»5ƲǲǟǳǥƴǕƞǼ

ǶǢ¾�ǅ 1 ǮȄǬǰȑ15 bǄ¸åǄ�ƿ 2Ȝ3 bōƥƝÏñǄ¸åǅǼǶǢ¾�ǃWƮƾǄ

ü*ǑĴľǙǦȌȑǿƿōƦƞ 

ƛ 2013 ��;×Ǎƿǅ CALL ÀxǙ�ĉƲƝCALL ğÙǀ iPad Ǚ�ĉƲǂƪǓ¸åǙŽǏƸƞ

iPad ǅ£Œǃ¥Ƴƾ 1 ǦȌȑǿǃ 2Rƃ�ƲƸƞ2013���×ƩǓǅÆŜƱǖƸǛǥǵǜǾȐȊ

ȑǺȏǦÀxǙ�ĉƲƝiPadǇǀǔ 1RǄćlƿ¸åǙwÈƲƸƞÏñǄ¸åǅǼǶǢ¾�ǄƸ

ǏǄǪǹȋǢ�ǔǀĎƔĴľǃÎƉǙ<ƥƾƥǕƞǪǹȋǢǃǅƝÀ�ƪ»ĘƲƸiÚďŎąƹ

ƮƿǂƬƝ ÄǶȑǰȀȑǬ 1Ǒ YouTube ǃƤǕêƟǂǼǶǢÀÛ 2Ǚĉƥƾņ6ƸƺƪŎą

ƲƸƥǀ§ƦǸǝǴťǙäĪƲƾ�ĉƴǕƞĎƔĴľǅƝT¯ƔmǛǿȋƿǸǝǴťǄĎƔǙėƩ

ǏƝƔmŤūǛǿȋƿSņĎƔǙėŤƴǕƞưǄƉÀ�ǅÀxǙ�bƲǂƪǓ&9µ|Ǚōƻƾ

ƥǕȓ��, 2013, 2014Ȕƞ 

ƛ 2013 ��;×ǅǼǶǢ¾�Ǚ 3 bwÈƲƸƞ¾�ƲƸ�]ǅ YouTube ǃǛǳǿȎȑǸƲƝĽ
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żǃ CALL ğÙǙ�ƻƾSņǸǝǴťǄt�ȓYƫ5ƲȔǙ�ƮƝĒ�ǃŞ!ƲƤƦǀƥƦ�ƿ¶

ǔŷǔǙōƻƸƞ�×ǅǇǀǔ 1 R iPad Ǚ�ƧǕǒƦǃǂƻƸǄƿƝģHǂ@ČĳƐǙǦȌȑǿƿ

ōƦưǀƪƿƫǕǛǿȋƠȎǝȎǻȑǷ 3ơǙøĉƲƝ3 bǄǼǶǢ¾�ǀƤǘƶƾŹ�¸åƿǐƔm

�ƫǄǬȊǝǸǪȉȑ�]ǙƼƬǕǀƥƦø@ǙōƻƸƞ 

ƛ ǥȊǬǩǝǭƪqƫƥƸǏ¸å�ǃƴǋƾǄuĈǀǨȂȇǺǧȑǪȉȏǙOǕưǀǅƒƲƥƞưǖ

ǙŐƦƸǏǃƝ¸å¿¼ǪǬǵȃǄǫȆȑǹȌíŅǙøĉƲƾuĈǀ 1 { 1 ƿ{ŠƿƫǕćlǙ

ÃƧƝ¸å�ǃƿƫǂƩƻƸů`Ǒ¸åǃ{ƴǕ«ǙPƮ�ƮƾƥǕƞǫȆȑǹȌǃƤƯǓǖ

ǕuĈƩǓǄmǅƝ¸å�Ǆø@ǑƉƊ"ƝƱǓǃǅquĈø0ňǃǘƸǕĒŨ	ǂǁp�

ǃǘƸƻƾƥǕȓ��, 2011Ȕƞ 

 

4. ÚĖĞǄđď  

ÚĖĞƿǅƝqu L3 uľŀǙ{ŬǀƲƾƝ1 �ƉǙŹƲƸǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦǙÀŃď�

/ǀƲƸ L3 uľŀǄ@í�ƮƝQŅņ�ƝfƏď¤W¨ǄnCǄ+WǙ¹ǕưǀǙđďǀƲƾ

ƥǕƞf4qu L3 uľŀǄ@í�ƮǑª¬ŒcǃƊƴǕjZǅÂ~ǂƥƸǏƝ��Ɲuľŀ

@íǑª¬ď)ƓǙÌǓƩǃƴǕưǀǅƝL3uľŀǃ{ƴǕÀŃď�/ǙwÈƴǕ�ƿŭƅǂ

ªjǀǂǔƦǕƞ�ƻƾƝĖĞŦƘǅ��ǄŹǔƿƤǕƞ 

 

1) 1 �Ɖȓ4 ÔȐ7 ÔȐ11 ÔȐ2 ÔȔǙŹƲƾƝǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦǙĉƥƸ L3 uľŀǄ@í

�Ʈȓ4Ďď@í�ƮȐoĎď@í�ƮȔȐQŅņ�ȐfƏď¤W¨ǃƊƴǕnCǄ+WǙ

¹ǔƝ 

2) &�ǄŕýƩǓ L3 uľŀǄ@í�ƮƝQŅņ�ƝfƏď¤W¨ǃƊǘǕnCǄ+WǙ

·ƧǕƞ 

 

5. ŧßÇö  

5. 1 ŧß{Ŭŀ  

2013 � 4 ÔȜ2014 � 3 ÔǃƩƮƾqƋquǃƾ8ĨǸǝǴťǙPŪƲƸuĈƿƤǔƝ94 V

ǄPŪĈ�Ɲî�Ȑî½'ǂǁǄĆċƩǓ 26VǙƍoƲƸƸǏƝ68VǙŧß{ŬŀǀƲƸƞ 

 

5. 2 ŧßwÈÎ×  

2013� 4ÔƝ7ÔƝ11ÔƝ2014� 2ÔǄÎýǃƨƥƾ¸å�ǃƨƥƾů`ħǙwÈƲƸƞ 

 

5.3 ŧßƖđ  

ů`ħǃǅƝņ�õvĆũǙĉƥƸ4Ďď@í�ƮȐoĎď@í�ƮǙ�ã(2006)ƝQŅņ

�ȓĆ«ņ�ȐļAņ�Ȑ>=ȔǙ Ryan (2009)ƝfƏď¤W¨ (Yashima, 2002, 2004)ƩǓƖđ

Ǚ�ĉƲƾƥǕƞ$Ɨ¨"Âǅ��ǄŹǔƿƤǔȓŎ 1 JĀȔƝE6ǂ$Ɨ¨"Âƪė#ƿƫƾ
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ƥǕǀŘƧǕƞ6Ýǃǅ SPSS ver.19 Ǚ�ĉƲƸƞů`ħǃǅ 5 �öǙĉƥƾƥǕ ȓŢƲƬǅƝ

APPENDIX AJĀȔƞ 

 

Ŏ 1.ƛ SnÂǄ$Ɨ¨"Â 

 

 

6. įÞ  

ÚĜǄđďƿƤǕƝ1) 1 �Ɖȓ4 ÔȐ7 ÔȐ11 ÔȐ2 ÔȔǙŹƲƾƝǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦǙĉƥ

Ƹ L3 uľŀǄ@í�Ʈȓ4Ďď@í�ƮȐoĎď@í�ƮȔȐQŅņ�ȐfƏď¤W¨ǃƊƴ

ǕnCǄ+WǙ¹ǔƝ2) &�ǄŕýƩǓ L3 uľŀǄ@í�ƮƝQŅņ�ƝfƏď¤W¨ǃ

ƊǘǕnCǄ+WǙ·ƧǕƸǏƝśŸİřǙĢ5ƲƝN¡úv6Á6ÝȐǥȊǬǰȑ6ÝǙwÈ

ƲƸƞǍƵƝśŸİřǃiƽƫƝ��ǃ0�+WǙĘƴ(Ŏ 2JĀ)ƞ 

L3 uľŀǃƨƮǕ 1 �ƉǄ@í�ƮȐª¬ŒcǄnCǄ+WǃƨƥƾǅƝ4Ďď@í�

ƮȐU�ŕŧÃǅ��ƴǕ+WǃƤǔƝO/ďŧÃȐoďŧÃȐþ@íƪ�ËƴǕ+WƪœǓǖ

Ƹƞª¬ŒcǃƊƲƾǅƝĆ«ņ�ȐļAņ�ȐfƏď¤W¨ǅ�ËƴǕ+WǃƤǔƝ>=ǅ�

ƉǙŹƲƾĲ´ƲƾƥǕ+WǃƤǕȓŎ 2ƝeșƝe 2 JĀȔƞN¡úv6Á6ÝǃƨƥƾǐƝ4

Ďď@í�ƮȐU�ŕŧÃȐþ@íȐĆ«ņ�ȐļAņ�ǃƼƥƾǅƝİřďǂÕ¬�ǙŤǏƾ

ƥǕȓŎ 3JĀȔƞ 

 

 

 

 

 

 

 

4� 7� 11� 2�

������� α.85 α.88 α.88 α.87

����� α.68 α.75 α.79 α.70 


���� α.63 α.63 α.73 α.73

���� α.61 α.63 α.78 α.83

��� α.75 α.63 α.71 α.86

���� α.87 α.88 α.88 α.92

����� α.77 α.78 α.76 α.68

�	�� α.84 α.87 α.91 α.92

�� α.74 α.82 α.88 α.87

�����
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Ŏ 2Ș 

ĶÅďnCǃƊƴǕ�g'ǀëü(�ț0�+W 

 ������� ����� 
���� ���� ���

Time 1 4.10 (.62) 3.95 (.57) 2.41 (.67) 2.24 (.72) 1.97 (.54)

Time 2 3.98 (.80) 3.79 (.75) 2.50 (.76) 2.27 (.84) 1.99 (.52)

Time 3 3.74 (.77) 3.59 (.73) 2.51 (.84) 2.28 (.95) 2.29 (.60)

Time 4 3.52 (.80) 3.48 (.69) 2.60 (.68) 2.49 (.90) 2.49 (.77)

 ���� ����� �	�� ��

Time 1 2.18 (.72) 2.90 (.81) 1.92 (.65) 2.94 (.58)

Time 2 2.08 (.66) 2.99 (.83) 2.14 (.66) 2.81 (.67)

Time 3 2.16 (.73) 2.88 (.84) 2.27 (.82) 2.63 (.78)

Time 4 2.40 (.79) 3.04 (.70) 2.48 (.75) 2.80 (.70)  
 

1

2

3

4

5

Time 1 Time 2 Time 3 Time 4

動機付けに関する1年間の全体傾向

�������

�����


����

����

���

1

2

3

4

5

Time 1 Time 2 Time 3 Time 4

情意要因に関する1年間の全体傾向

����

�����

�	��

��

 

e 1. @í�ƮǃƊƴǕ 1�ƉǄ0�+W 

e 2. ª¬ŒcǃƊƴǕ 1�ƉǄ0�+W 
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Ŏ 3Ș 

N¡úv6Á6Ýțŏƙŀ4?ÞǄäv 

Type III
Square Sum

df Mean Square F p η 2

���
��� 13.62 3, 201 4.76 16.83 0.00 0.20

�"#� 9.10 3, 201 3.09 12.94 0.00 0.16

���#� 1.18 3, 201 0.42 1.12 0.34 0.02

��#� 2.61 3, 201 0.99 1.66 0.18 0.02

�
� 12.87 3, 201 5.21 16.85 0.00 0.20

�� � 3.91 3, 201 1.53 3.89 0.01 0.05

�$���� 1.22 3, 201 0.43 1.24 0.30 0.02

�� � 11.18 3, 201 3.89 10.66 0.00 0.14

�� 3.29 3, 201 1.21 3.62 0.02 0.05

!%��	����

 

 

ïǃƝ&�ǄŕýƩǓ L3 uľŀǄ 1 �ƉǄnCǄ+WǙ·ƧǕƸǏƝǥȊǬǰȑ6ÝǙĉ

ƥƾ&�ŒcǄ6ÝǙwÈƲƸƞ�ÇȈȑǥȋǳǸŲƑǀǞǡȑǸöǙ�ĉƲƎ�ďǥȊǬǰȑ

6ÝǙōƻƸƞǶȏǸȎǦȊȃǙĉƥƾǣǳǷǢǽȁǝȏǷǙõǏƝ3 ǥȊǬǰȑǙėŤƲƸƞSǥȊǬ

ǰȑǅƝĠ 1 ǥȊǬǰȑǃǅ 32VǄuľŀƪ�ƲƠ@í�Ʈ��ĻơƪœǓǖƝĠ 2 ǥȊǬǰȑǃ

ǅ 24VǄuľŀƪ�ƲƠ@í�Ʈ��ĻơƿƤǔƝĠ 3 ǥȊǬǰȑǅ 12VǄuľŀƪ�ƴǕƠ@

í�Ʈƚ�ĻơƿƤǕ+WǙŤǏƸȓŎ 4JĀȔƞ 

Ġ 1 ǥȊǬǰȑȓ32VȔǅƠ@í�Ʈ��ĻơƿƤǔȓe 3Ɲe 4JĀȔƝ4Ď@í�ƮƪƚƬƝo

Ďď@í�ƮǃƊƲƾǅƝU�ŕŧÃƪƚƥĻƿƤǕƞU�ŕŧÃǅ�ƉŹƲƾ��ƲƾƥƬ

+WǃǂǕǐǄƝO/ďŧÃȐoďŧÃȐþ@íƪ�ƉŹƲƾ�ËƲƾƥƬ+WǃƤǕĻƿƤǕƞ

�ÇƿƝª¬ŒcǃƊƲƾǅƝfƏď¤W¨ƪƚƬƝ�ƉŹƲƾ�ËƲƾƥƬ+WǃƤǔƝQŅ

ņ�ǃƊǘǕĆ«ņ�ȐļAņ�Ȑ>=ǃƊƲƾǐ�ËƴǕ+WǃƤǕĻƿƤǕǀƥƧǒƦƞ��

ĻǃƨƥƾǅƝŘťď)ƓǃƊƲƾǅƝÓĬ¯ķǅFÂ��ƪ-ǍƸǅĚ��ƛ ȓƠAơǍƸǅ

ƠSơȔ4Ǆ¯ķǙ%ǏƾƥǕưǀǙÌǓƩǃƲƸƞ 

Ġ 2 ǥȊǬǰȑȓ24 VȔǅƠ@í�Ʈ��ĻơƿƤǔȓe 5Ɲe 6 JĀȔƝ4Ďď@í�ƮȐoĎ

ď@í�ƮǃƊǘǕ@í�ƮǃƊƲƾǅƝ4Ďď@í�ƮƪƚƬƝïƥƿU�ŕŧÃƪƚƥ+

WǃƤǕuľŀĻƿƤǕƞƲƩƲƝ4Ďď@í�ƮȐU�ŕŧÃǅ�ƉŹƲƾ��ƴǕ+WǃƤ

ǔƝƷǄ�ÇƿƝO/ďŧÃȐoďŧÃȐþ@íƪ�ËƲƾƥƬ+WƪǎǓǖǕƞª¬ŒcǃƊƲ

ƾǅƝfƏď¤W¨Ȑ>=ǅ�ƉŹƲƾĲ´ƴǕ+WǙĘƲƝĆ«ņ�ȐļAņ�ǅ�ƥ+W

ǃǅƤǕǐǄǄƝ�vǄ�ËǙŤǏƸƞ��ĻǃƨƥƾǐUêǃÓĬ¯ķǅ 60Ȓ��ƪ-ǍƸ

ǅĚ��ȓƠAơǍƸǅƠSơȔǄ¯ķǙ%ǏƸƪƝ��ĻǀóŴƴǕǀƠSơǙŤǏƸuĈǄ<Tǅ~

ǂƩƻƸƞ 

Ġ 3 ǥȊǬǰȑȓ12VȔǅƠ@í�Ʈƚ�ĻơƿƤǔȓe 7Ɲe 8JĀȔƝ@í�ƮǃƊƲƾǅƝ4
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Ďď@í�ƮƪÓǐƚƬƝïƥƿU�ŕŧÃƪƚƥĻƿƤǕƞO/ďŧÃȐoďŧÃǅ�ƬƝþ

@íǅÓǐ�ƬƝ�ƉŹƲƾŊ�Ǆ��ƪǎǓǖǕƞª¬ŒcǃƊƲƾǅƝfƏď¤W¨Ȑ>=

ƪÓǐƚƬƝ�ƉŹƲƾĲ´ƴǕ+WǙĘƲƝĆ«ņ�ǐUêǃĲ´ƴǕ+WǙŤǏƸƞļAņ

�ƪÓǐ�ƥǐǄǄƝ�ƉŹƲƾ�vǄ�ËǙŤǏƸƞŘťƓǃƊƲƾǅƝÓĬ¯ķǃƨƥƾ

ǅƝ-ǍƸǅĚȓƠAơǍƸǅƠSơȔǄuĈƪ 75%ǙIǏƝĂǃĦFÂƪƠSơǄ¯ķǙ%ǏƸƞįÞ

ǀƲƾƝ@í�ƮǑª¬ŒcǃƨƮǕ��ĻȐ��ĻȐ��ĻǅƝŘťď)ƓǃƨƥƾǐUêǃƝ

��Ȑ��Ȑ��ƿƤǕưǀǙÌǓƩǃƲƸƞưǄįÞǅƝŋťÀŃ(Nishida & Yashima, 2014)Ǆ

įÞǀUêƿƤǕƞ 

ŏƙŀ4ȐŏƙŀƉ?ÞǙúvƴǕƸǏƝN¡úv6Á6ÝǙwÈƲƸƞįÞǀƲƾǥȊǬǰ

ȑ4?ÞǃƼƥƾǅƝ4Ďď@í�ƮȐU�ŕďŧÃȐþ@íȐļAņ�ǃİřďǂÕ¬�Ǚ

ŤǏƸƞŏƙŀƉ?ÞǃƼƥƾǅƝ0ƾǄŒcǃƨƥƾİřďǂÕ¬�ƪœǓǖƸȓŎ 5ƝŎ 6

JĀȔƞ 

 

Ŏ 4Ș 

SǥȊǬǰȑǄ�g'ǀëü(� 

Time 1 Time 2 Time 3 Time 4

M (sd ) M (sd ) M (sd ) M (sd )
Cluster 1 3.86 (0.59) 3.83 (0.80) 3.53 (0.66) 3.25 (0.66)
Cluster 2 4.15 (0.52) 3.74 (0.67) 3.59 (0.77) 3.42 (0.79)
Cluster 3 4.65 (0.49) 4.88 (0.25) 4.56 (0.51) 4.46 (0.41)
Cluster 1 3.93 (0.55) 3.78 (0.63) 3.61 (0.51) 3.31 (0.65)
Cluster 2 3.75 (0.48) 3.44 (0.76) 3.20 (0.80) 3.34 (0.61)
Cluster 3 4.42 (0.57) 4.54 (0.40) 4.31 (0.54) 4.23 (0.43)
Cluster 1 2.58 (0.62) 2.61 (0.72) 2.77 (0.86) 2.91 (0.60)
Cluster 2 2.04 (0.50) 2.19 (0.64) 2.08 (0.75) 2.15 (0.61)
Cluster 3 2.69 (0.82) 2.83 (0.90) 2.67 (0.67) 2.65 (0.58)
Cluster 1 2.38 (0.71) 2.48 (0.88) 2.63 (1.09) 2.97 (0.88)
Cluster 2 1.83 (0.52) 1.77 (0.55) 1.67 (0.48) 1.81 (0.66)
Cluster 3 2.67 (0.75) 2.71 (0.75) 2.58 (0.63) 2.54 (0.50)
Cluster 1 2.11 (0.61) 2.13 (0.52) 2.55 (0.56) 3.01 (0.61)
Cluster 2 1.93 (0.45) 2.09 (0.34) 2.26 (0.43) 2.32 (0.41)
Cluster 3 1.67 (0.40) 1.40 (0.40) 1.63 (0.48) 1.44 (0.41)
Cluster 1 2.44 (0.83) 2.16 (0.64) 2.42 (0.73) 2.85 (0.70)
Cluster 2 1.78 (0.40) 1.76 (0.44) 1.71 (0.55) 1.85 (0.61)
Cluster 3 2.27 (0.62) 2.49 (0.80) 2.38 (0.66) 2.32 (0.66)
Cluster 1 2.88 (0.72) 3.02 (0.77) 3.03 (0.83) 3.26 (0.67)
Cluster 2 2.72 (0.85) 2.65 (0.70) 2.47 (0.68) 2.65 (0.59)
Cluster 3 3.29 (0.91) 3.62 (0.90) 3.27 (0.88) 3.23 (0.68)
Cluster 1 2.22 (0.70) 2.35 (0.71) 2.65 (0.81) 2.97 (0.65)
Cluster 2 1.67 (0.47) 1.92 (0.55) 1.87 (0.71) 2.08 (0.53)
Cluster 3 1.65 (0.51) 2.01 (0.63) 2.06 (0.63) 1.99 (0.59)
Cluster 1 2.96 (0.58) 2.86 (0.57) 2.78 (0.77) 3.04 (0.58)
Cluster 2 2.75 (0.55) 2.41 (0.46) 2.20 (0.64) 2.31 (0.66)
Cluster 3 3.30 (0.50) 3.48 (0.74) 3.13 (0.63) 3.10 (0.57)

L3����

�����

L3�	��

��

�������

�����


����

����

���
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e 5. Ġ 2 ǥȊǬǰȑǃƊƴǕ@í�ƮǄnC 

e 6. Ġ 2 ǥȊǬǰȑǃƊƴǕª¬ŒcǄnC 
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e 7. Ġ 3 ǥȊǬǰȑǃƊƴǕ@í�ƮǄnC 

e 8. Ġ 3 ǥȊǬǰȑǃƊƴǕª¬ŒcǄnC 

 

Ŏ 5Ș 

ǥȊǬǰȑ4ǃƨƮǕN¡úv6Á6Ý 

Type III
Square Sum

df Mean Square F p η 2

���
��� 9.53 3, 195 3.18 11.96 0.00 0.16
�"#� 6.14 3, 195 2.05 8.92 0.00 0.12

���#� 0.58 3, 195 0.20 0.54 0.64 0.01

��#� 0.87 3, 195 0.29 0.56 0.62 0.01

�
� 6.05 3, 195 2.02 8.98 0.00 0.12

�� � 1.46 3, 195 0.49 1.51 0.22 0.02

�$���� 1.04 3, 195 0.35 1.07 0.36 0.02

�� � 7.59 3, 195 2.65 7.32 0.00 0.10

�� 2.88 3, 195 0.96 3.25 0.03 0.05

!%��	����
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Ŏ 6Ș 

ǥȊǬǰȑƉǃƨƮǕN¡úv6Á6Ý 

Type III
Square Sum

df Mean Square F p η 2

���
��� 37.94 2, 65 18.97 21.05 0.00 0.39
�"#� 29.05 2, 65 14.53 18.58 0.00 0.36
���#� 22.35 2, 65 11.17 13.27 0.00 0.29
��#� 44.43 2, 65 22.21 31.05 0.00 0.49
�
� 29.65 2, 65 14.82 46.00 0.00 0.59
�� � 27.79 2, 65 13.89 19.18 0.00 0.37
�%���� 19.45 2, 65 9.73 7.46 0.00 0.19
�� � 28.40 2, 65 14.20 21.79 0.00 0.40
�� 25.65 2, 65 12.83 21.10 0.00 0.39

!&�$	����

 

 

7. Ŀz  

ÚĜƿǅƝ�ǍƿǃÌǓƩǃǂƻƾƥǂƩƻƸqu L3 uľŀǃƨƮǕĠ 3 Řťľ Îǃƨ

ƮǕǛǥǵǜǾȊȑǺȏǦǙÀŃď�/ǀƲƸƝofťÀŃkƓǃƨƮǕ@í�Ʈǀª¬ŒcǄ

1 �ƉǄnCǃƊƴǕ+WǙ·ƧƸƞ1 �ƉǄnCǄ+WǙ0�+Wǀ&�ǄŕýƩǓĤĵ

ǃ6ÝƲƾƥǕƞ 

�ƉǙŹƲƾƝ4 ÔÎýƿǅ4Ďď@í�ƮȐU�ŕŧÃƪƚƥ+WǙĘƲƸǐǄǄƝ��

ŹƲƾ��ƲƾƥƬêsƪœǓǖƝ�ÇƿƝņ�ŧÃƪóŴďǃ�ƥǀĿƧǓǖǕO/ďŧÃȐ

oďŧÃȐþ@íƪ�ËƲƾƥƬ+WǙ·ƧƸƞĂǃƝþ@íǅ 11 Ô�ƌǃ�ËƴǕ+WǙĘ

ƲƾƥǕƞưǄuľ+WǅƝ}uĈǑ�uĈƿǄ.ōĖĞƿǐUêǄįÞǙĘƴǒƦǃ

ȓKoizumi & Matsuo, 1993; Nishida, 2012; Yamamori, 2004Ȕ�ƉǙŹƲƾ@í�Ʈƪ�ƬǂǕǀ

ƥƦU�ǄœŗǙĘƲƸƞǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦǄÀŃď�/ǅƝǵǤǬǷÀÛġǙ:ĉƴǕÀ

x4ƿǄŹ�¸åǒǔǐ¸å4yǄƒÍ�ǙƚƬŜvƱǖƾƥǕưǀƩǓƝ@í�Ʈƪ�ƬǂǕ+

WǀǂƻƸǀǐĿƧǓǖǕƞƷǄ�ÇƿƝª¬ŒcƿƤǕĆ«ņ�ȐļAņ�ȐfƏď¤W¨ǅ�

ƉǙŹƲƾƚǍǕ+WƤǔƝuľŀƪ�ƉŹƲƾ>=ǙƲıƮǕǀƥƦ+WǙ·ƧƸƞưǄ+WǅƝ

iPad Ǚ:ĉƲƸǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦǀƥƦø@�®ǃǅƝÆŔ¨ƪƤǔØÜ¨ƪƤǕǄƿƝL3

uľŀƪǒǔqƫǂĆ«ņ�ǑļAņ�ƝfƏď¤W¨Ǚœ5ƲƸQŅ¨ƪƤǕǀĿƧǓǖǕƞ

��ƝuľŀǃƓºǙōƥƝ&4Ǆ+WǙǒǔpƓďǃ·ƧƝnCǄ+WǙ¹ǕưǀǐŦƘǀ

ǂǗƦƞ 

uľŀǄ@í�ƮǑª¬ŒcǙ&�ǄŕýƩǓ·ƧǕƸǏǃǥȊǬǰȑ6ÝǙwÈƲƝč

ǂǕuľŀ+WǙǐƼ&�ǙĂvƲƸƞƠ@í�Ʈƚ�Ļơǃǅ 12 Věƪ�ƲƝÂǄ~ǂ

ƥuľŀĻƿƤƻƸƞ4Ďď@í�ƮƪƚƬƝ�ƉŹƲƾĲ´ƲıƮƝņ�ŧÃǄƚƥuľŀ

ĻƿƤƻƸưǀƪĘƱǖƸƞĆ«ņ�ȐļAņ�ȐfƏď¤W¨ǐĲ´ƲıƮƝ>=ǙōƥıƮ

ƸuľŀĻƿƤǕưǀƪÌǓƩǃǂƻƸƞƷǄ�ǄŧßƩǓƝÚĻǃ�ƴǕuľŀǅŉrǂ¯ķ
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ǙOƻƾƥƸưǀƪÌǓƩǃǂƻƸƞïƥƿƝƠ@í�Ʈ��Ļơǃǅ 32 Vƪ�ƲƝÓǐpƬǄu

ľŀƪÚĻǃ�ĹƽƮǓǖƸƞU�ŕŧÃƪƚƬƝoďǂŒcǃ�ƕǙPƮƼƼǐƝ4Ďď@

í�ƮǃŶƥoĎď@í�ƮȓU�ŕŧÃȔƪƚƥ+WǃƤǕuľŀĻƿƤǕƞƲƩƲǂƪǓƝ

U�ŕŧÃǅ��ƴǕ+WǃƤǕƪƝO/ďŧÃȐoďŧÃȐþ@íǀƥƦņ�ŧÃǄ�ƥo

Ďď@í�Ʈƪ�ËƴǕ+WǙĘƲƸƞƷǄ�Ǆª¬ŒcƿƤǕƝfƏď¤W¨ƪƚƬ�ËƲ

ıƮƝĆ«ņ�ȐļAņ�Ȑ>=ǐ�ËƴǕĻƿƤǕưǀƪÌǓƩǃǂƻƸƞưǄĻǅƝŧß{Ŭ

ŀǄĦFÂǙIǏǕ	ƩǓƝ�ƉŹƲƸuľŀǄ@í�ƮǙĲ´ƱƶǕǒǔǒƥÀŃď�/Ç

öǙ¹ǕưǀƪôǏǓǖǒƦƞƠ@í�Ʈ��Ļơǃǅ 24 Vƪ�ƲƝ0�ǄĦ 3 <ǙIǏǕƞ4 Ô

�8ǅƝ4Ďď@í�ƮȐU�ŕŧÃƪƚƥ+WǃƤǕǐǄǄƝ�ƉŹƲƾ��ƴǕ+WǃƤǔƝ

O/ďŧÃȐþ@íƪƚǍǔǙĘƲƾƥƻƸƞfƏď¤W¨ȐĆ«ņ�ȐļAņ�Ȑ>=ǃƼƥ

ƾǅƝ�ƉǙŹƲƾ�vǄ�ËǙĘƲƸƞƠ@í�Ʈ�ƉĻơǀƠ@í�Ʈ��ĻơǅƝ@í�Ʈ

ȓ4Ďď@í�ƮKǅU�ŕŧÃȔƪ��ƴǕ+WǃƤǕǐǄǄƝfƏď¤W¨ȐĆ«ņ�ġ

Ǆª¬Œcƪ�ËƴǕ+WǃƤǕưǀƩǓƝuľŀǄ@í�ƮǙĲ´ƲƝ�ËƱƶƾƥƮǕǒƦǂ

ÀŃď�/ǙĿzƲƾƥƬ£ŒƪƤǗƦƞ 

@í�ƮǙƚǏǕ¸åwųǀwŝĖĞǙŌTƱƶƸ.ōĖĞǃƨƥƾǅƝ�ã(2006)Ɲ

Nishidaȓ2013bȔƪĘƴǒƦǃƝǿȎǫǟǥǷhÀŃď�/ǙōƻƸŋťuľÎǃƨƥƾ@í�Ʈ

ǄƚǍǔǙŤǏƾƥǕƞĂǃƝ4Ďď@í�ƮǙƚǏǕ 3 ƼǄ¢ĆďŒcȓņ�¨ȐÕŅ¨ȐƊ

"¨ȔƪÀŃď�/�ǃłvďnCǙĘƲƾƥǕƞÚũƿōƻƸŧßǃƨƥƾǅƝ3 ƩÔòƿ

ů`ħŧßǙwÈƲƸƞ��ǅƝǛǥǵǜǾȐȊȑǺȏǦǄ�/ǙōƥƼƼƝǿȎǫǟǥǷh¸å

wųǙĭǎŵǚƹ¸åwųǄ|/ǑƝƒÍ�ǄŧÃǙōƥƝÀŃď�/	�ÎýǃƨƮǕ@

í�ƮǄúvǙōƻƾƥƬưǀƿƝÒǃƝL3 Řťľ ǀ@í�ƮȐª¬ŒcǃƊƴǕƊ"¨Ǚ·

ƧƾƥƬưǀƿƝǒǔǒƥÀŃ�/ǙōƻƾƥƮǕưǀƪ×�ƿƫǒƦƞ 
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教育実践 なかで集団に対する処遇 結果を 

適切に解釈するため 定量的方法 

―効果量 利用とそ 限界点― 
 

草薙 邦広 

名古屋大学大学院 

日本学術振興会 
 
 

 

概要 

外国語教育研究におけるデータ分析の手法は，2000 年代より，めまぐるしいほど高

度化している。しかしながら，日頃の教育実践のなかで，学術的知見や，それを支える高

度なデータ分析の結果を適切に理解し，そして自らの意思決定に役立てることは容易では

ない。たとえば，メタ分析などでもちいられる効果量（effect size）の根本的概念は，外

国語教育に携わるものの実務的観点からみて，けっして親和性の高いものではない。そこ

で，本稿では，はじめに，実験計画法，統計的仮説検定，そして効果量とその信頼区間の

算出といった方法について紹介し，これらが，集団に対する処遇の結果を解釈するという

文脈における実務的な観点と，やや乖離しているいくつかの点（e.g., 解釈困難性，中心

傾向への依存）について示す。つぎに，効果量を，より解釈が容易なかたちに変換した指

標である効果偏差値（e.g., 伊藤, 1998）および優越率（e.g., 南風原, 2014; 南風原・芝, 

1987）を紹介する。最後に，効果量のみでは解釈できない部分を補うための，いくつかの

あたらしい定量的方法（e.g., 比較点，分位点回帰をもちいた分析法）を提案する。 

 
Keywords: 指導法，研究方法論，統計，効果量，教育評価 

 

 
1. 背景 

ある特定 カリキュラム，教育プログラム，指導法，教室内外 活動，そして学習者が自律的

にとる学習方法などが，いったいどれほど 効果をもつも な か，という観点 ，非常に素朴な

がら，教育従事者にとって常に最大 関心事 ひとつである。当然ながら，教育従事者 ，日頃

教育実践において，無数 意思決定に迫られている。しかし，概して，そ 意思決定 「正しさ」に

対する担保や客観的な証拠 ，容易に得られるも で ない。たとえば，今学期，英語科で一丸と

なって取り組んでいるあたらしい教室内活動や生徒に課している課題が，従来 も とくらべ，成

績にど ように影響している か，また ，昨年度に一新した新カリキュラム 効果 いかほどであ

るか，というような観点 ，いうまでもなく，教育実践に直接的に関わる問題である。しかし，それを
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客観的に測定・評価するために ，第一に，人的な資源が必要である。教育従事者 大部分にと

って，通常 業務にくわえ，こうしたデータ分析をおこなうこと ，たやすいことで ない。また，定

量的な方法による集団に対する処遇 結果（treatment outcome） 解釈に ，言語テスト，統計学，

そして教育評価などに関わる多少 専門性を要する であるし，定性的な観察 ，むしろ，それ以

上 訓練を要するも である。 

教育従事者のなかに，ある処遇の結果を検討するためのコストが高い，このこと自

体を好ましいととらえるものは，いないであろう。一方で，外国語教育に関わるデータ分

析の手法は，飛躍的に高度化してきている。特に近年は，統計的仮説検定に依拠していた

従来の分析方法にくらべ，全体的に，分析上の制約を減らし，結果が頑健で，より自由な

手法をよしとするようになってきている（Larson-Hall, 2012; Larson-Hall & Herrignton, 

2010）。なかでも，効果量やその信頼区間（後述）を重視するという現在の顕著な風潮は，

従来のスタンダードであった統計的仮説検定に対する依存の脱却をめざしているという点

で，まさに「統計改革」ともいえるであろうし（e.g., 大久保, 2009），体系的に過去の研

究成果を統合するメタ分析によって，外国語教育研究は，円熟期に達したかのようにもみ

える。しかし，効果量やその信頼区間の重視といった動き，そして，それ以外のさまざま

なデータ分析技術の向上が，外国語教育に関する実務にどれほど還元されているかといえ

ば，いまだにいくばくかの乖離があるといわざるをえない。 

また，同じような現象を対象とする場合でも，実務的ないし実用主義的な観点と，

学術的ないし理論実証主義的な観点では，ものごとの見方やアプローチが異なるというの

は，世の常である。このことは，外国語教育においても例外的でないようにおもわれる。

たとえば，本稿の大部分を割いて，後にくわしく説明するが，外国語教育研究や第二言語

習得研究におけるメタ分析（e.g., Norris & Ortega, 2006）でもちいられる，統計的な効果を

示す指標（効果量，effect size）の一部は，外国語教育に関わる，いくつかの実務的な観

点のもとでは，かならずしも解釈しやすいものではない。これは，実務的な観点と学術的

な観点が，根本的なところで異なることに由来するかもしれない。 

そもそも，学術的な観点のもとでは，効果量自体に対して実質科学的な解釈をする

ことは，かならずしも必要なことではない。むしろ，学術的な観点では，対象とする現象

の効果を，十分な精度ないし確証をもって観測し，その観測に対して整合的な理論体系を

築くことを重要視する。また，効果量は，種々のモデリングや統計的仮説検定の前提とな

る諸概念の根幹をなすものである。 

一方，実務的な観点では，効果を実質科学的に解釈し，直面する問題の解決や意思

決定に寄与させていくことを重要視する（e.g., 南風原, 2014）。ある処遇の効果が大きい

か，小さいか，といった解釈は，処遇のありかたを選択するための直接的な材料になりう

るし，さらに，見込まれる結果に対する予測の材料にもなりうるとされている。 

しかしながら，学術的な観点のもとではなく，教育従事者の意思決定のなかで，効
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果量による処遇の結果の解釈や，メタ分析による知見が，有効に活用「されているか」，

そして，その前に，そもそも活用「されうるのか」という観点が明示的に論じられている

わけではない。「効果量の値の解釈は，実質科学的な結果の解釈に役立つ」という一般的

な見方は，外国語教育において典型的な，集団に対する処遇の結果を解釈する場面におい

ても，はたして正しいのだろうか。本稿は，まさに，この効果量の値の解釈を論の軸とし

ながら，外国語教育に関する実務的観点のもとで，集団に対する処遇の結果を，定量的方

法をもって解釈することについて考察するものである。 

本稿では，最初に，集団に対する処遇の結果を検証するためのデータ収集方法（準

実験計画法）について，つぎに，統計的仮説検定と，効果量およびその信頼区間について，

簡便に概論をのべる。その後，効果量の一部に関連する概念が，さまざまな面において，

外国語教育に関する実務的な観点にそぐわない点があることをのべる。つぎに，これらの

相違点を補うであろう，いくつかの方策（e.g., 効果偏差値，優越率，比較点，分位点回

帰をもちいた分析）について紹介する。 

本稿のなかには，一部，数学的および統計的な知識を要するようにみえる部分があ

る。しかし，このことによって，読者の関心を削いだり，読者の理解を困難にすることは，

著者の本意ではない。そうした部分を読み飛ばしても，できるだけ，論が通るようにここ

ろがけたつもりである。 

  

2. 前提 

2.1  準実験計画法と統計的仮説検定 

集団に対する処遇 結果を検討するため データ収集方法に ，実にさまざなも がある。

外国語教育研究および第二言語習得研究で ，実験協力者 無作為な標本化（ random 

sampling），無作為なグループへ 割りあて（random asignment），そして実験者による変数 完全

な操作が困難であるため，こ ような条件を満たさない準実験計画法（quasi-experimental design）

とよばれる手法をもちいることが多い。 

準実験計画法のなかでも，実験計画はいくつかにわかれる。外国語教育研究において，

もっとも頻繁にもちいられるものは，非同一集団計画（non-equivalent group design, NEGD）

である。NEGD では，実験協力者を，複数の群（実験群と統制群ないし処置群と比較群）

に対して無作為方式ではない方法で割りあて，処遇を挟んで試験（検査，実験）をおこな

い，成績を比較する。外国語教育では通常，学年，学級，受講している授業などによって

各群への割りあてをおこなうため，このような場合は無作為方式ではないといえる。 

そのほかにも，非同一変数計画（non-equivalent variable design，NEVD）とよばれる

方法がある。NEVD は，NEGD と異なり，単一の群を対象とする。しかし，NEGD と同

様に，単一の群（実験群）に対して，処遇を挟む 2 点間の試験をおこなう。この試験では，

それぞれ複数の変数（テストなど）を計画に入れる。たとえば，暗記によって語彙学習を
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おこなう処遇をある集団に対して実施したとして，事前と事後に，それぞれ語彙テストと

読解テストをおこなう，という具合である。この場合，群間ではなく，変数間の比較によ

って効果を検証する。 

ここでは名前をあげるだけに留めるが，準実験計画法には，これらのほかにも，さま

ざまな手法がある。事前テストの成績において，任意の閾値以下の成績をもつ実験参加者

のみに対して処遇を実施し，事前―事後における回帰直線の差分を検討する不連続回帰デ

ザイン（regression-discontinuity design，RDD），NEGD のうち，事後のデータのみを収集

する計画（only post-test design），さらに，単一事例研究（single case study）などがある。

本稿では，これ以後，準実験計画法のうち，もっとも典型的であると考えられる NEGD

で得られるデータを議論の基本軸としていく。 

準実験計画法によって収集したデータは，通常，一般線形モデル（e.g., 分散分析，

共分散分析，多変量分散分析，多変量共分散分析）をもちいて分析する。NEGD のデー

タに対して分散分析をもちいる場合では，独立変数を群（実験群と統制群の 2 水準，被験

者間要因）および時期（事前と事後の 2 水準，被験者内要因）とし，従属変数を試験の成

績とした混合計画をもちいる。このとき，ふたつの独立変数の交互作用が統計的に有意で

あれば，処遇がそれぞれの集団における平均値の変動におよぼす影響が一様ではない，と

いうことなのだから，処遇になんらかの効果があったと解釈できる。 

統計的仮説検定（statistical hypothesis testing）の観点において，「統計的に有意である」

ということが示すのは，「母平均差が 0 である」といった統計的帰無仮説（null hypothesis，

H0）の前提のもとで，観察された統計量に対する確率論的な整合性が低い，ということ

である。よって，統計的有意性のみをもって，処遇の結果を適切に解釈できる場合は，非

常に限られている。簡便な例をあげると，スチューデントの t 検定をもちいる平均差の検

討における有意確率は，検定統計量 t と自由度に対応する確率である。検定統計量である

t は，効果の大きさ（くわしくは後述）と推定の精度（標本の大きさ）の積であるといえ

る（e.g., 南風原, 2002）。そのため，統計的有意性が得られたとしても，効果が小さい場

合がありうるし，逆に統計的有意性が得られなくとも，効果が大きい場合もある（e.g., 

Kline, 2004; 水本・竹内, 2008）。つまり，統計的有意性のみをもって，効果の大きさを議

論することは基本的にはできない。さらに，処遇の結果が統計的有意性を示したとしても，

かならずしも，それが教育実践上，望ましい処遇の担保になるとはかぎらない。 

統計的仮説検定の考えかたのもとでは，むしろ，適切に統計的仮説検定をおこなうた

めに，前もって予測される効果の大きさに対して適切な標本サイズ（N）を設定する必要

がある。このためには，検定力分析（power analysis）とよばれる手続きをおこなうとよい

（e.g., Erdfelder, Faul & Buchner, 1996; 水本・竹内, 2011; 豊田, 2009）。そもそも，学術的

な観点のもとでは，研究の対象とする効果の大きさに，原理的な制限があるわけではない。

たとえば，研究の対象が，微小の効果しかもたない現象であっても，逆に大きな効果をも
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つものでも，その一切は，学問的な文脈および研究者の関心に依存する。微小の効果のみ

をもつ現象を，ある程度の精度をもって観測するためには，必然的に大きな標本が必要と

なる。その逆に，大きな効果を観測するときには，小標本であっても十分な検定力が得ら

れる場合がある（e.g., 永田, 2003）。しかし，教育実践に関わるかぎり，標本サイズを適

切に統制することは，容易ではない（e.g., 草薙, 2014a）。 

よって，データ収集の方策としての準実験計画法の適切さは別として，統計的仮説検

定の有意性という観点は，処遇の結果を解釈する道具立てとして，かならずしも完璧なも

のではない。もちろん，この言明は，一般的な統計的仮説検定の是非を論じるものではな

いし，処遇の結果を解釈する場面における，統計的仮説検定の有効性のすべてを疑うもの

でもない。 

 

2.2  単純効果量と標準化効果量 

本稿では，これまでさまざまな文脈において，「効果」（effect）ということばをもち

いてきた。しかし，このことばには，さまざまな意味がある。一般的に，統計学における

効果とは，データがもつ全体のばらつきにおける，任意の（研究者が関心をもつ）一部分

を示す（e.g., Cohen, 1988）。たとえば，2 群のデータには，それぞれの群内における固有

のばらつきがある。群内のばらつき（散布度）を数量化するためには，分散，標準偏差や

四分位区間などをもちいる（南風原, 2002）。こうしたばらつきがあるなかで，群間による

ばらつきは，一種の効果とみなすことができる。また，2 変量のばらつきをあらわすため

には，共分散をもちいる。相関係数は，共分散を 2 変量それぞれの標準偏差で割ったもの

なのだから，相関係数も一種の効果であるとみなせる。 

しかし，このような概念を，実質科学的な意味における効果と，容易に置き換えて

はならない。たとえば，ある処遇の結果の望ましさと，上記のような統計的な意味におけ

る「任意のばらつき」は，同一視できないときがある。処遇の結果の望ましさは，実務的

な文脈や目的によってそのありさまが多岐にわたる。一方で，統計的な効果は，そのよう

な文脈や目的を数量的に反映するわけではない。 

統計的な効果を数量化するためには，効果量とよばれる指標をもちいる（和文の平

易な概説としては，大久保・岡田, 2012; 水本・竹内, 2008,）。効果量の指標にも，もちろ

ん，さまざまなものがある。まず，単純効果量（非標準化効果量）と標準化効果量を区別

するべきである（e.g., Frick, 1999; Olejnik & Algina, 2000）。 

典型的な場合，1 変数 2 群ないし 2 変量 1 群の単純効果量は平均差（mean difference, 

md）である。NEGD における実験群と統制群の比較を念頭におくと，実験群と統制群に

おけるそれぞれの平均値（µ）をもちいて， 

 

md	 = 	μ2 −	μ1                 
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とあらわせる。ただし，添字は群をあらわし，1 を統制群，2 を実験群としている。 

当然ながら，平均差は測定具のスケール上であらわされている。そのため，この値

をもって，実験群のほうが 20 点成績が高い，というような解釈ができる。しかし，異な

るスケールをもつもの，つまり，測定が異なるもののあいだでは，平均差を直接比較する

ことはできない。たとえば，990 点満点の TOEIC のスコアと，10 点満点の語彙テストの

スコアを比較しても基本的には無意味である。 

そのような場合，測定具のスケールに依存しない標準化効果量をもちいる。標準化

効果量にも，実にさまざまな種類があるが，ここでは，主として，標準化平均差

（standardized mean difference）を取りあげる。標準化平均差は，d族の効果量とよばれる

ものであり（e.g., Cohen, 1988; 大久保・岡田, 2011; 水本・竹内, 2008, 2011），Cohen’s d，

Hedge’s gや Glass’ ⊿といった指標がある。まずは，NEGD のデータを分析する際において，

最も一般的な指標である，Glass’ ⊿の定義を見てみる。⊿は，2 群の平均値（µ）と統制群

の標準偏差（σ）から，以下のようにもとめられる。 

 

⊿ =	
μ2 −	μ1
σ1

	

 

⊿などの標準化平均差は，得点のばらつき自体を単位（分母）とし，集団を基準とし

て標準化されているため，異なる測定単位間の効果を比較することができる。このことか

ら，研究間で測定単位が違えども，ふたつの処遇の標準化平均差が 1.00 であれば，平均

差と標準偏差の大きさが，両方で同じ程度である，というように解釈できる。複数の研究

成果を体系的に統合するメタ分析（外国語教育における代表的な研究として，Norris & 

Ortega, 2006 がある）は，このような測定の標準化によって，はじめて可能になる。しか

し，外国語教育研究で，異なる測定単位（テスト方式）による処遇の結果を，直接的に統

合したり，比較したりすることには一定の批判もある（e.g., 亘理, 2014）。 

近年，外国語教育研究および第二言語習得研究では，メタ分析が隆盛であり，非常

に多様なテーマにおける研究事例がこれまで刊行されている。一般的な，群間の平均値の

比較を取りあつかうメタ分析では，標準化効果量として，⊿よりも Cohen’s d をもちいる

場合が多い。参考までに，d を算出する方法についても触れる。計算は⊿よりもやや複雑

で，まず，群間でプールされた標準偏差（pooled standard deviation）をもとめる。n を標

本サイズ，σを各群の標準偏差，下の添字を群とすると， 

 

σpooled=	.
/n1	-	12σ1

2	+/n2	-	12σ2
1	

n1	+	n2	-2  
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となる。これは，2 群の標本サイズが等しければ， 

 

σpooled = (σ1
2 + σ2

2

2  

 

としてもよい。⊿と同様に，標準偏差で平均差を割り， 

	

Cohen′s	3 = 	
μ2 −	μ1
σpooled

	

 

としたものが dである。 

標準化平均差は，上記のように，測定単位によらず，さらに統計的有意性という二

値的判断に終始する統計的仮説検定の枠組みとは異なり，その値の大小自体を実質科学的

に解釈することができるとされている（e.g., 大久保・岡田, 2012）。そのため，国内外を

問わず，さまざまな研究分野で効果量報告の重要性が主張されている（e.g., Kline, 2004; 

大久保, 2009; 大久保・岡田, 2012）。 

 

2.3  効果量の誤差 

しかしながら，通常，手元のデータから得られた効果量の値は，標本効果量にすぎ

ない（e.g., 南風原, 2002）。効果量にも標本誤差がある。仮に，同一条件の実験計画を繰

り返したとして，その度ごとに，標本効果量が同じ値をとるとはかぎらないし，処遇の結

果における母効果量を知ることができるか，という点は論理的にも難しい問題である。 

あらゆる要因に条件付けられた，過去のある処遇を，一度きりのできごとであった

と考え，あくまでも，その処遇というできごとの再現性はなく，議論の対象は，処遇を受

けたひとのみである，と考えることもできる。この場合，得られた効果量を母効果量とと

らえても差し支えない。一方，特定の特性をもつ処遇を，特定の特性をもつひとに実施し

た場合，というように，ひとと処遇の組み合わせについて一般化した母集団を想定すると，

得られた効果量は標本効果量にすぎないともいえる。これは，研究者や教育実践者のそれ

ぞれが，ときと場合に応じて考えるべき問題であるが，ここでは，便宜的に後者の考えか

たをとる。 

さて，得られた標本効果量には誤差があるとして，その誤差の大きさは，標本サイ

ズに規定されている。このことは，たとえば，dにおける誤差（SE）の計算式が， 
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!"# = 	&'( + (!
( × (!

# + $ /!
21( + (! − 23% 

 

であることからもわかる（e.g., 南風原, 2002）。 

標準誤差をもちいると，任意の幅の信頼区間（confidence interval，CI）を推定するこ

とができる。信頼区間とは，母数に対して点ではなく区間で推定したものである。一般的

に広くもちいられるものは，95%信頼区間である。標準誤差から，95%信頼区間の下限値

と上限値をもとめるためには， 

 

95%	CI = 	/	 ± 1.96	 × 	!"# 

 

とする。 

外国語教育研究において一般的であろう，40 人程度（学級規模）の比較では，d = 

0.50 として，その 95%信頼区間の下限値が 0.05，上限値は 0.95 程度である。これは，研

究者の直感よりも広いものとしてとらえられるかもしれない（e.g., 豊田, 2009）。この点

からも，標本効果量の値を，非常に固定的なものとしてとらえるべきではないことがわか

る。さらに，区間推定の下限値や上限値も，標本値をもちいて推測した値にほかならない

のであるから，その点も注意すべきである（e.g., 南風原, 2014）。 

よって，統計的有意性が得られないときに，効果量の値のみをもって議論を積極的

に進めることは，勇み足になりかねない。統計的有意性がないということは，その実験で

設定された標本サイズでは，対象とする効果を適切な精度をもって観測できていない，と

いうことにほかならない。つまり，推定された効果量の値自体，さほど信用できないとい

うことである（e.g., 水本・竹内, 2011）。効果量の値を実質科学的に解釈することが重要

であるとされているが，その効果量の値の確からしさも，ときに，それ以上に重要な観点

であるといえる。 

ちなみに，対応がない比較における単純効果量の標準誤差は，以下のようにしても

とめる。 

 

!"-# = &1( − 13σ ! + 1(! − 13σ!!
1( − (! − 23 × &' 1( 

+ 1
(!
# 

 

この値は，群間でプールされた標準偏差に対して，標本の大きさで重みづけをしたものと

おなじである。平均差を，この値で割ったものが，対応がない 2 群の平均差のための検定

における検定統計量 tとなる。 
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. = 	 $μ! − μ )
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標本効果量の報告だけでなく，その信頼区間の推定は，現状では，研究を公刊する

うえで，非常に優れた方策とされている（e.g., 大久保・岡田, 2012）。また，実験計画の

際に，目標とする効果量の信頼区間を満たす標本サイズを，前もって決定することができ

る（e.g., 南風原, 2002）。効果量などにもとづく標本サイズ設計を正確度分析（precision 

analysis）とよぶ。 

 

3. 集団に対する処遇の結果を解釈する際の効果量 

このように，効果量は，その誤差にさえ注意すれば，集団に対する処遇の結果をあ

らわす指標のひとつになりうる。たとえば，統制群と実験群の平均差や標準化平均差は，

処遇の効果とみなせる場合もある。平均差や標準化平均差の値が大きければ，処遇が成績

におよぼす影響が強いといえるため，平均差や標準化平均差が大きいことが既知である処

遇を，教育実践に積極的に取り入れてもよいかもしれない。 

Norris and Ortega（2006）をはじめとして，外国語教育研究では，実にさまざまな処

遇の結果についてのメタ分析が刊行されている。また，近年の，教育実践の報告において

も，集団に対する処遇の結果をあらわすものとして，効果量がもちいられるようになって

きている。これらの試みが，われわれに，重要な知見をあたえていることは，疑いようの

ないことである。 

しかし，非常に限られた場面ではあるが，教育実践を念頭に置いたとき，集団に対

する処遇の結果をあらわすために効果量のみを利用することが，常に適切である，とはい

いがたいかもしれない。本稿における目的の一部は，効果量の利用，それ自体に関わるも

のではなく，この限られた文脈における，効果量の利用に関する実務的事情について，多

少の考察をすることである。 

まず，結論からのべると，著者の主張は，効果量の利用は，外国語教育研究や第二

言語習得などの学術的な立場ではまだしも，教育実践やそれに関わる実務的ないくつかの

観点のもとで親和性に欠く面もある，というものである。ここで，著者が，教育実践や，

それに関わる実務的な観点とのべるのは，特定の処遇，つまり，あるカリキュラム，教育

的プログラム，指導法，教室内外の活動，学習方法について，なんらかのデータにもとづ

いて，意思決定をする，という場面を念頭に置いている。この想定自体，一般的なもので

はないかもしれない。しかし，仮に，そのような場面における効果量の利用について考察

することによって，一般的な文脈における効果量の利用についての理解が，より深まるか

もしれない。 

以下には，集団に対する処遇の結果を解釈する際に，効果量を利用することが，ど
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のような点において，実務的観点との親和性に欠けるか，具体的な 8 つの点をあげている。

これらのほとんどが，本質的には，（a）値自体の解釈が困難であること，（b）効果量が分

布の中心傾向のみをあらわすこと，このふたつに由来するため，それぞれの点が，複雑に

関わりあっていることを，前もってのべておく。 

 

3.1  標準化効果量の値の解釈が容易ではないこと 

効果量は，実質科学的な解釈に役立つとされているものの，標準化効果量（標準化

平均差など）は，前述のとおり，測定のスケールに依存しない。しかし，逆に測定のスケ

ールに依存しない値だからこそ，その効果をイメージすることが困難になってしまう

（e.g., 伊藤, 1998）。たとえば，d = 0.20 が，実質科学的にどれほどの効果であるかは，け

っして理解しやすいものではない。秋田県在住と愛知県在住の男子高校生の身長について，

標準化平均差をもとめると，およそ d = 0.20 となるが，この値自体を，直接的に，直感的

に理解することは，ほとんどのひとにとって不可能である。 

後述するが，効果量は，標準正規分布 N（0 , 1）のスケールであらわされており，こ

れは標準化得点ないし z 得点ともよばれる（図 1）。標準化得点のスケールに対して，親

しみをもつものならまだしも，そうでないものにとって，効果量の値自体は親和性の高い

ものにはなりえないだろう。 

 

 
図 1. 標準正規分布 N（0 , 1）の確率密度曲線 

 

しかし，この点に関しては，単純効果量による解釈が有効である。平均で 10 点の伸

び，という実測値のスケールにおける情報は，きわめて直接的な理解をもたらす。 

しかし，逆に，複数の処遇の結果を比較する際には，測定のスケールがすべて同一

でなければならなくなってしまうし，ばらつきが大きいデータの平均差と，小さいデータ

の平均差を，直接的に比較しても不適切になるかもしれない。図 2 には，そのような場合

を示している。 
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図 2. 同じ平均差をもつがばらつきが異なる 2 群の分布の例 

 

図 2 の（a）および（b）は，ともに平均差が 5 であり，単純効果量としては同じ値を

もつ。しかし，（a）のほうが，（b）よりもあきらかにばらつきが小さい。単純効果量のみ

では，このような違いを区別できない。ほとんどの場合，ばらつきが大きければ大きいほ

ど，誤差による変動も大きくなるため，ばらつきが大きく異なるものの平均差を比較して

も有益ではない。 

ちなみに，図 2 の（a）が d = 2.50，（b）が d = 1.00 となる。この場合は，⊿も同値と

なる。 

 

3.2  解釈基準が文脈に依存すること 

このように，標準化効果量の値自体を，直接的に解釈することは容易でないため，

解釈のための基準が使われることがある。一般に，Cohen（1988）による提案が基準とし

て参照されることが多い。Cohen の基準は，d の場合には，0.20 を小，0.50 を中，そして

0.80 を大としている。⊿など，およそほとんどの標準化平均差はこの基準に準ずるであろ

う。しかし，もっとも重要な点であるが，Cohen 自身がのべているように（e.g., Cohen, 

1998, 1994），このような解釈基準は固定的にとらえるべきではない。 

効果量は，研究分野や，研究者が対象とする現象自体に強く依存するために，分野

ごとに固有のベンチマークを開発しようという試みもある。外国語教育研究や第二言語習

得では，Plonsky and Oswald（2014）が，過去の刊行論文を参照して，外国語教育研究の

ための，独自の効果量の解釈基準を提案している。このような考えかたは，学術論文の出

版などに関するガイドラインとしての解釈基準が，似た現象を研究対象とするもののあい

だで共有される，という点において，非常に有益であろう。 

しかし，その本意については，浅学者の筆者が理解できるところではない。ある研

究テーマの知見が蓄積されれば，対象とする効果量は小さくなっていくということが，一

般的に広く知られている。外国語教育研究が，現在より発展すれば，将来，刊行されるで

あろう論文の効果量は，相対的に現在よりも小さくなっていくかもしれない。そうすれば，

再度，効果量の解釈基準を，その地点までの刊行論文にあわせて変えるべきであろうか。
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さらに，外国語教育研究は学際的であり，その測定具は，ほかの学術分野にくらべて非常

に多様である。これは理論面においても，まったく同様である。認知科学に依拠する研究

もあれば，社会心理学に依拠する研究もある。将来，このような多様性をうけて，外国語

教育研究に属する，さまざまな下位の研究領域ごとに，同様のベンチマークを作成してい

く必要があるのだろうか。 

むしろ，統計学的な意味での効果として，効果量が示すところは，平均差と標準偏

差の比や，説明できる分散の比率であって，その意味が分野によって細かく変わるなどと

いうことはない。そして，「標準化平均差 1.00 は平均差と標準偏差の比率が等しいことを

示す」といった統計的な事実は，各分野における過去の刊行論文に依拠することではない。

いいかえれば，統計的な意味での効果量の値（連続量）を，カテゴリカル変数（大・中・

小）として振りわけるのに，実質科学的な知見は，まったく独立であってよい。 

そうではなくて，研究分野や，過去の刊行論文に依拠するのは，実質科学的な意味

での効果である。そして，統計的な意味での効果と，実質科学的な意味での効果の「結び

つき」も，研究分野といった大きい枠組みや，その歴史にあるものではないはずである。

そのふたつの「結びつき」は，ケース・バイ・ケースであって，その都度，その文脈にお

いて，当事者が適切に判断すべきである。これは，メタ分析についても，およそ同様のこ

とがいえる。メタ分析では，メタ分析をおこなうものの選択基準やコーディングが，研究

の質を規定する。メタ分析の読者は，そこに厳しい目を向ける（e.g., 亘理, 2014）。 

ここで，以下の例を考えてみる。外国語教育研究のメタ分析では，仲介変数として

取りいれられることも多い「処遇の期間」についてである。ある処遇を 30 分間施した場

合と，90 分×6 授業で施した場合の効果量を比較したとする。それ以外の要因による影響

は，両者で等しいと仮定して，結果，前者が d = 0.20 で，後者が d = 0.80 という観測を得

た。このとき，Cohen の基準に照らしあわせ，前者の効果量は小，後者のそれが大として，

なにか実質科学的な解釈をすべきだろうか。統計的な意味での効果ならば，まったく差し

支えない。平均差と標準偏差の比率において，後者がはるかに大きいということには変わ

りない。しかし，そもそも処遇の期間が長い後者のほうが，統計的な意味での効果が大き

いというのは，実務家にとっては，まったく自明のことであって，それほど有益な観点で

はない。こうした文脈を度外視して，大・中・小というような基準のみをもって，議論を

進めるべきでない。しかし，仮に，それぞれの文脈において，can-do リストのような，な

にかの実質科学的な現象の記述が，こうした統計的な意味での効果の基準に関連づけられ

たならば，このかぎりではないかもしれない。しかし，外国語教育において，そのような

試みはみられない。 

つまり，過去に刊行されている論文からみて，得られた値が相対的に小さいか，と

か大きいか，という見方よりも，「効果量が取りうる値は，研究対象や文脈自体に複雑に

依存していること」を理解することが重要である。効果量の値の解釈は，きわめて複雑で
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あり，状況依存的である。そのために，実務的な観点のもとでは，常に解釈が容易とはい

えない。このことは，以下の節においてもくわしく触れる。 

 

3.3  カテゴリカルな解釈基準が意味を失う場合が多いこと 

これまで何度も書いているように，効果量が取りうる値は現象自体に依存する。微

小の効果量を対象とするときもあれば，大きい効果量を対象とするときもある。対象とす

る効果量の値が極端に小さいとき，そして大きい現象を対象とする場合，現行の大・中・

小といった解釈の基準は，そのスケール上での意味を容易に失ってしまいかねない。 

たとえば，微小の効果量のみをもつ現象を考えてみる。極端な例だが，60 分の処遇

（仮に動機づけに関する大学教員の講演）が高校生の言語学習適性（language learning 

aptitude）におよぼす影響をみるとする。ほとんどの研究者や実務家は，この処遇の効果

量はほぼ 0 である，と考えるだろう。仮に，この処遇の結果と，もうひとつの処遇（IQ

テストの練習問題）の結果を比較するとして，こちらの処遇も大きい効果量は望めないだ

ろう。このとき，両方の標準化平均差は，Cohen の解釈基準のもとで，せいぜいが小以下

であると予測できる。これでは，どちらの処遇の効果も同程度であった（またはどちらも

効果がなかった）ということになってしまう。値を直接的に比較して，相対的な効果の大

小を論じることはできるが，「ごく短期間の処遇が，言語学習適性におよぼす影響」とい

う文脈において，解釈基準における大・中・小は意味をもたない。いずれも小以下である。

もちろん，対象とする効果量が，大きな値（e.g., > .80）をとる現象についても同様であ

る。いずれも小，いずれも大となるような効果量のあいだの比較では，解釈基準の重要性

が下がる。つまり，カテゴリカルな解釈のみでは，情報が損失してしまう場合がある。標

準化平均差は理論上，絶対値で 0 < d < ∞の値を取り（Olejnik & Algina, 2000），興味があ

る効果量の値は文脈に依存する，ということを忘れてはならない。 

 

3.4  教育評価および目標規準準拠テストと 乖離 

教育評価は，個々に対しておこなわれるものであり，集団の代表値のみをもって評価

を議論することは，中心的なことではない。しかし，処遇の結果などを，個々のみではな

く集団という単位で把握すること（集団評価）もまた，有効である（e.g., 荻野, 1983）。

そもそも，荻野によれば，教育評価は，（a）個々に対する絶対的評価，（b）教育単位で

ある学級集団を基準にした個々の評価，そして（c）広い地域を基準として，そのなかの位

置を示す標準検査，という三者の調和がなされることが重要であるという（荻野, 1983, p. 

102）。 

効果量は，当然ながら，集団の特性をあらわす値である。たとえば，⊿は，処遇後の

個々の伸びの代表値とみることができる。効果量による処遇の結果の解釈は，上記の三者

のうち，（c）にもっとも近いと考えられる。しかし，いうまでもなく，効果量のみによる
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議論では，（a）や（b）といった教育評価上の要素は満たされない。 

また，教育評価のなかでは，目標規準準拠テストと集団基準準拠テストの 2 種類が

あるとされている。目標規準準拠テストでは，個々の成績に関する情報は，教育目標に照

らしあわせて判断され，カリキュラム開発や指導の手だての材料として，診断的にもちい

られる。目標規準準拠テストはカリキュラムとセットになっており，評価と指導は表裏一

体の関係にある。個々の成績は，他者の成績から独立しているという点で，絶対評価とい

える（e.g., 梶田, 2006）。 

一方，集団基準準拠テストの目的は，個々を集団内で位置づけることである。個々

の位置づけを知ることもまた，教育上の意味をもつのであるが（荻野, 1983），この観点の

もとにおけるテストは，基本的に，集団ないし個人を正しく弁別することが望まれる

（e.g., 梶田, 2006）。個々の成績は，集団内で相対化されているという点で，相対評価と

いえる。集団基準準拠テストでは，個々の成績を偏差値であらわすことが多い（e.g., 梶

田, 2006; 荻野, 1983）。偏差値の詳細については，後述する。 

外国語教育における実際の教育評価や，それに準じる実務のなかでは，この両方の

観点が重要であり，どちらかの側面のみをもつ，という評価の場面のみではないはずであ

る。むしろ，厳密に区別できるわけでなく，どちらでもあるような場面も少なくないと考

えられる。 

さて，ここで，効果量に話をもどす。効果量，とくに⊿は，そもそも，集団がもつ値

であるが，別集団を基準に標準化された値でもあるといえる。よって，集団基準準拠の側

面のみをもっており，目標規準準拠の側面はもたない。効果量のみによる処遇の結果の解

釈では，目標規準準拠の考えかたとは，そもそもの根本が異なる。 

外国語教育における，具体的な例をだす。ある特定のカリキュラムにおいて，新出

文法項目の定着について，集団に対する処遇の結果を検証したいとする。個々の定着をみ

るのはなく，ここでは，集団としての定着をみたい。事前―事後でその文法項目に関する

問題の成績を比較したとして，それが，仮に⊿	= 1.00 であったとする。このとき，この値

をもって，教育目標や指導の観点が，集団として満たされたといえるかどうかは，まった

くわからない。いいかえると，定着したかどうか，という観点を，集団間の距離から判断

することはむずかしいのである。あえて，効果量のみをもって解釈しようとすると，究極

的には，目標規準準拠テストでは，全員未知の項目が全員既知になることが一種の理想な

のだから，対象とする効果量の値はきわめて大きい，と予想してもいいだろう。ただ，こ

こで，目標規準準拠テストには正規分布といった分布のかたちに対する制約がない，とい

うことにも，注意が必要である（e.g., 梶田, 2006）。一方，効果量は，基本的に正規分布

を前提としているという点にも乖離がある。しかしながら，こういった事情もさまざまな

文脈に依存するということは申し添えておきたい。 

一方で，対象とする現象によっては，効果量が有効である場合も多い。たとえば，
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外国語の熟達度に関するもの，その構成技能（component skills），外国語学習や使用に関

する心理特性（または関心・意欲・態度）などは，基本的には，集団で標準化したスケー

ル上の変化を論じるしかないのであるから，効果量による解釈は適切になりえよう。この

ような構成概念（construct）の値の変化は，ものにもよるが，目標規準準拠テストの例と

くらべると，比較的幅が小さいと考えられるため，効果量は相対的に小さいと予測できる。 

問題は，前述したとおり，外国語教育の実務上，これらのどちらでもあるようなケ

ースが多いということである。校種や学年の差など，さまざまな場合によって，様態は大

きく異なりうる。効果量による理解のみにこだわるのではなく，その場に応じた適切な方

策の選択をこころがけたい。しかし，目標規準準拠テストの側面が強い場合，効果量によ

る処遇の結果の解釈は不適切であろう。 

 

3.5  ばらつきが考慮されないこと 

ここでは，特に⊿について取りあげるが，ほかの標準化平均差についても，部分的に

は，同様のことがあてはまる。1処遇の結果を解釈する際に，効果量のみを利用する方法で

は，処遇の結果として生じた実験群のばらつきが考慮されなくなってしまう。たとえば，

効果量が大（ここでは，便宜的ないい方にすぎないと理解いただきたい）であるとされる

処遇の結果のなかで，実は成績がふるわなかったひとがいる，という場合も，当然ありう

る。図3は，すべて同じ効果量（⊿ = 1.00）をもつが，実験群のばらつきが異なる例をあら

わす。 

 

 

図 3. 同じ標準化平均差（⊿ = 1.00）と異なるばらつきをもつ 3 つの分布の例 

 

（a）の例では，ほぼすべてのひとが，統制群における平均点のレベルよりも高い成

績をとっているが，（c）では，30%程度のひとが統制群の平均点のレベルよりも低い成績

をとっている。もしも，事前の成績において 2 群に等分散性があったなら，（a）は，処遇

によって，ばらつきが小さくなったといえるし，（c）は逆に大きくなったといえる。この

ように，処遇が成績のばらつきにおよぼす影響は，教育的な観点のうえで重大な意味をも

つ（e.g., 前田, 2008; 荻野, 1983）。 

基本的には，処遇によって成績のばらつきが大きくなると，平均差が高くても，逆
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に大きく成績が下がったという人がいたり，なにかしらの適性処遇交互作用（ATI）があ

ったということが考えられる（e.g., 前田, 2008）。また，平均差が 0，つまり効果量が 0 で

あっても，データが処遇の結果として特徴的な性質を示す場合も多い。図 4 に例をあげる。 

 

 
図 4. 平均差がともに 0 であるが異なるばらつきをもつ 2 つの分布の例 

 

図 4 における（a）の例では，成績下位層の点数が向上しているともいえるし，（b）

では，逆に低下しているともいえる。上位層では，その逆である。例の（b）の方が，な

にかしらの ATI があった可能性が高いため，ATI に関する情報（ほかの要因）を得て，学

習者の細分化（learner segmentation）をおこなうとよいかもしれない。このことは，図 3

のように，効果量が 0 でない場合についても同様である。 

処遇の結果として生じた，ばらつきの差異といった情報は，もちろん，中心傾向の

みをあらわす効果量からは基本的に得られない。よって，効果量のみをもって，処遇の結

果を適切に解釈するためには，重要な情報が不足してしまう。 

 

3.6  教育従事者 関心が分布 中心傾向に限らないこと 

先 点にも関わるが，これ ，著者が想定する実務的な観点にかぎって ことである。教育従

事者 意思決定 重心 ，分布 中心傾向，特に平均値 みに依拠しないであろうし，するべき

でない場面もあると考えられる。 

もちろん，個々の傾向を代表する値としての平均値は，もっとも重要である。平均

値は，集団の各ケースにおける偏差自乗の平均値（= 分散）を最小化する値であるのだ

から，個々の成績とのズレが，総合的にみて，もっとも小さくなる値といってよい。しか

し，教育実践における重要性はその中心傾向だけに限るわけではない。 

教育従事者は，ときに，平均的な成績の向上よりも下位層の成績の向上を重視する

であろうし，逆に，下位層よりも，上位層における成績の向上を重視する場合もあるかも

しれない。たとえば，なんらかの補修授業などに類するカリキュラムでは，集団の平均値

よりも，下位の成績，極論すれば，もっとも芳しくない成績をとったひとの得点が処遇の

望ましさをあらわしてもよい。さらに，極端な例になるが，留学希望者に対するプログラ
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ムに 100 人がいて，そのなかで，実際に留学する資格を得るのは，上位 5%であるとする。

このときもやはり，平均値の向上（効果量）よりも，その上位 5%の能力の伸張に意思決

定の重点があったとしても，なんら非合理的ではない。もちろん，そのような場合は，目

標規準準拠にもとづくほうが適切であるかもしれない。しかし，この例に，集団基準準拠

のような側面がないとはいえない。 

さらに，ミクロ経済学があきらかにしているように，消費者の効用は財の追加にと

もない，逓減していく場合もある。そのため，教育従事者の意思決定の重心が，上位層の

伸びよりも下位層の伸びのほうに，やや歪んだものだとしても不思議ではない。また，学

習の高原現象（pleatau phenominon）ということもあり，上位層を伸ばすコストよりも，

下位層を伸ばすコストのほうが低くなる可能性もある。第二言語習得理論でも，言語運用

技能の発達は，労力ないし時系列に対して線形であるとは限らないと考えられている。こ

のような場合，下位層における成績の変化のほうが，上位層のそれよりも，期待価値が相

対的に高いという場合もありうる。もちろん，場合によってその逆もありうる。いずれに

せよ，教育実践に関わる実務のなかで，実施のコストといった，無数の要因を黙殺して，

盲目的に中心傾向のみに注目することは，あまり現実的でないようにおもわれる。くりか

えしになるが，だからといって，中心傾向の情報が不必要であるとか，重要ではないとい

うことにつながらない。 

具体的な例を図 5 にあげる。 

 

 
図 5. 効果量と実験群のばらつきが異なる分布の例 

 

図 5 では，破線が統制群の分布，黒と灰の実線がふたつの実験群の分布をあらわしている。

黒の分布は⊿	= 1.00 であるが，ばらつきが非常に大きい。一方，灰の分布は効果量が 0 で

あるが，ばらつきが小さい。通常，効果量大といわれる黒の分布よりも，効果量が 0 であ

る灰の分布の方が，あきらかに下位層が少ない。この場合，効果量が大きい黒の分布を生

む処遇のほうが望ましい，と一概にいえるであろうか。処遇の結果の望ましさを，一種の

効用（utility）であるととらえると，おろらく，統計的な効果は効用に影響するひとつの

因子でしかないだろう。 
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3.7  有益な分布 歪みに関する情報を反映できないこと 

そもそも，代表値としての平均値の頑健性，という問題にもつながるが，標準化平均

差などの効果量は，データの正規性が満たされない場合，値が妥当でなくなる場合がある。

図6には，平均値と標準偏差が等しいふたつの分布の例を示す。実線，破線ともに，M = 30，

SD = 10である。 

 

 
図 6. 平均値と標準偏差が等しいふたつの分布の例 

 

歪度をもつデータから算出された効果量は，統計的に望ましくないばかりでなく，

意思決定のありかたをも左右する。破線のデータも M = 30 であるが，中央値はこの値で

ないため，半分以上のひとが平均値にみたない。これでは，半数以上のケースが，効果量

であらわされる処遇の結果よりも，芳しくない成績をとったということになる。こうした

データに対して，効果量は，集団に対する処遇の結果を適切に反映できているといえるの

だろうか。また，破線のデータは，実線のデータよりも下位層のひとが少ないが，ふたつ

のデータの標準偏差は，等値であることにも注意していただきたい。 

くわしくみると，破線のデータは，平均よりも下位層と，平均よりも上位層におけ

る分布の勾配が異なる。左側の裾のほうが，急で，右側の裾が緩やかである。このことは，

下位層に，なにかしら特段の配慮を施し，本来あるべき（対称であるべき）ばらつきを，

人為的に狭めた結果を示しているという可能性がある。また，対象とする特性における変

化の段階が非線形であることが理由かもしれない。効果量は，こうした特徴的な分布の情

報も反映しない。 

いずれにせよ，外国語教育に関わる限り，学力，言語知識，言語技能といったもの

の分布が，かならずしも集団において正規性をもつとは限らない。効果量は，平均値と標

準偏差のみからもとまるため，必然的に，分布の歪みについての情報は捨象しなければな

らなくなる。しかし，実務的な観点のもとで，こうした分布の歪みについての情報が，概

して不要だとはいえないだろう。そういった分布の歪みが，処遇の結果の望ましさに影響

していてもおかしくない。 
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3.8  個々 ケースについて 理解が困難であること 

対応がある場合と，対応がない場合では事情が異なるが（後述），効果量のみによる

処遇の結果の解釈では，集団の傾向こそ把握できるものの，個々の成績の振る舞いについ

て理解することは困難である。学術的な観点では，個人は母集団から標本化された1ケー

スに過ぎないが，教育実践に関わる限り，集団の振る舞いに主な関心があっても，個々の

評価が関心から完全に外れるわけではない。 

むしろ，望ましくは，集団の傾向と個々の傾向を，関心に応じて，適切なレベルで集

約することである。これまでのべてきたように，処遇をうけた集団の傾向としての効果量

は，集団がもちうる情報を，以下の点で捨象しすぎている：（a）単純効果量である平均差や

⊿など 標準化平均差 みによる解釈 ，処遇が生んだばらつきを考慮しない，（b）標準化平均

差 分布 中心傾向 みをあらわす，（c）平均差や標準化平均差 ，有益な情報でありうる，分

布 歪みを反映しない。だからといって，データ 要約をせずに，個々 振る舞いに み関心を寄

せていて ，一般化 困難なも になるし，そ 解釈に ，さらに莫大なコストがともなう。 

教育実践 なかで集団に対する処遇 結果を，適切に解釈するために ，（a）集団 中心

傾向 みでなく，個々 ケース 振る舞いをある程度反映し，（b）より，さまざまな文脈に対応でき

るという点において柔軟であり，（c）情報を適切なレベルに集約することができ，（d）そしてなにより

も，解釈が容易な定量的方法こそが望まれる。以降で ，そうした方策 ありかたを議論する。 

 

4. 効果量を解釈するための工夫 

この節では，まず，効果量の値の解釈について，その方策の一例を示すために，これ

まで提案されてきた効果量の解釈のための方策を紹介する。本論は，効果偏差値（伊藤, 

1998）と優越率（probability of dominance; 南風原・芝, 1987；南風原, 2014）ないし共通言

語効果量（the common language effect size; McGraw & Wong, 1992）を対象とする。 

 

4.1  効果偏差値 

効果偏差値という用語は，伊藤（1988）によるものであるが，この考えかた自体は

非常に基本的なものである。伊藤は，一般的に，標準化得点（z 得点）のスケールをイメ

ージできるものは少ないという点に注目し，実用的な観点から，これを偏差値（standard 

score）のスケールに規格化することで，解釈が容易になるのではないか，とのべている。 

前述したが，そもそも，標準化得点とは，得点を平均 0，標準偏差 1 となるように変

換したものである。この変換は，標準化ないし z 変換ともよばれるのであるが，標準化し

たデータの分布が，かならずしも，正規分布にしたがうとはかぎらない。 

標準化された個々の得点を，標準化得点ないし z 得点とよぶ。n 人のあるグループ 1

に属するケース iの得点 xiを，標準化した（標準化）得点 ziは， 
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01 =
21 − μ 
σ 

 

 

であたえられる。これは，標準化した得点分布において， 

 

σ 
σ 

= 1 

 

であり，さらに， 

 

3+21 − μ ,
4

15 
= 0 

 

であると考えるとイメージしやすい。 

偏差値は，日本では，比較的馴染みやすいものかもしれないが（伊藤, 1998）。これ

は，標準正規分布 N（0, 1）ではなく，N（50, 10）に変換したものである。よって， 

 

偏差値1 = 	 1001 + 50 

 
と計算できる。 

さて，統制群をグループ 1，実験群をグループ 2 とすると，⊿は， 

 

⊿ =	
μ2 −	μ1

σ1
	

 

であった。これは，実験群の平均値を，統制群の平均値と標準偏差で標準化したものとと

らえられる。この操作を，本論では便宜的に比較標準化とよぶ。そして，比較標準化され

た統制群の個々のケースの平均は⊿に等しい。冗長なようだが，⊿はこのようにも書くこ

ともできる。 

 

⊿ =	352!1 − μ 
σ1

#
47

15 
 

 

繰り返しになるが，このことから，⊿は，「統制群のデータで標準化（比較標準化）した
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個々のケースにおける標準化得点の平均値」ともみることができる。これを偏差値のスケ

ールに変換すると，「統制群のデータと比較した場合の，実験群の平均的な偏差値」と解

釈できる。また，⊿を変換した値は，集団の偏差値をあらわすもの，とも理解できる（伊

藤, 1988）。仮に，⊿ = 0.20 であれば，統制群と比較して，実験群の成績は平均的に，偏差

値 52 程度であったと解釈できる。これは，標準化得点のスケールになじみがなく，そし

て，偏差値にはなじみがある教育従事者にとっては，有益な方策になりうる。 

さらに，標準化得点を確率であらわすこともできる。たとえば，⊿が 0.20 であれば， 

 

8#0.20' ≒ 	 .58 

 

であるから，実験群の平均値は，統制群の下から 58%程度の位置にあると考えられる。

これは，逆にいうと，実験群の平均値よりも，上位の成績を収めた統制群の人は，42%程

度だと予測できるということである。ここでの Φ は，標準正規分布における下側確率を

返す関数である。参考までに，図 7 に，標準正規分布における累積密度関数を描く。 

 

 
図 7. 標準正規分布における下側累積密度関数 

 

このように，⊿などの標準化平均差を，標準化得点ではなく，偏差値や確率に変換す

ることは，効果量をより解釈しやすいものにするかもしれない。しかし，これはあくまで

も解釈のためのものであって，種々の変換自体によって，効果量の値が変わるわけではな

い。 

 

4.2  優越率と共通言語効果量 

優越率（南風原・芝, 1987）と共通言語効果量（McGraw & Wong, 1992）は，基本的

に同様のものである（南風原, 2014）。ここでは，刊行時期が，よりはやい優越率という用

語をもちいる。 

-4 -2 0 2 4

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

z-score

Pr
ob
ab
ili
ty



 

 
 

67

優越率は，南風原・芝が提案した，標準化平均差の解釈指標である。南風原・芝は，

行動科学における知見が，そもそも決定的なものであることは少なく，むしろ確率論的な

関連の強さについてである場合が多い，という考察のうえで，標準化平均差を，そのまま

確率的に解釈することの有効性を主張している。優越率は，標準化平均差に直接対応する

ものであるが，対応がないデータにおける優越率（πd）は，「母集団 A から任意に選ばれ

た被験者の得点 XAが,それとは独立に母集団 B から任意に選ばれた被験者の得点 XBより

も大きくなる確率」（p. 70）と定義されている。2つまり， 

 

π< = P%>? 	≤ 	>A+ 
 

である。パラメトリックな方法で，この確率をもとめるには， 

 

π< = 8 - .
√2
# 

 

とする（p. 71）。ここでの dは，Cohen’s dである。優越率は，それぞれの群から 1 ケース

ずつ抽出したときに，任意の群の値が高い確率であるともいえる。これは，標準化得点の

スケールよりも，直感的な理解を助ける。図 8 に優越率と標準化平均差 dの関係を描く。 

 

 

図 8. 対応がない場合の優越率と標準化平均差の関係 

 

事前―事後間の比較など，対応があるデータの場合は，「母集団において XA のほう 

が XB よりも大きい被験者の割合」（p. 72）と考えられる。南風原・芝は，この優越率を

π’d としている。この算出のためには，まず，差得点にもとづく標準化平均差を導入しな

ければならない。差得点にもとづく標準化平均差は，まず，ケース i の二点間（A，B）

または二変数間の差を計算し， 
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DD = 	AD −	BD 
 

つぎに，平均差の平均値 µDと，差得点の標準偏差を σDをもとめる。差得点にもとづく標

準化平均差は， 

 

(G = 	
μH
σH

 

 

となる。これをもちいて，対応がある場合の優越率 π’dは， 

 

π′<	 = 81(G2 
 

であたえられる。参考までに，図 9 に，対応がある場合の優越率と差得点にもとづく標準

化平均差の関係を示す。 

 

 
図 9. 対応がある場合の優越率と差得点にもとづく標準化平均差の関係 

 

このような計算を，ノンパラメトリックな手法で代用するならば，対応がない場合

は，2 群から標本 1 ケースずつ抽出する際のすべての組み合わせについて計算し，直接計

算すればよい。対応がある場合は，実験参加者の総数を分母として，差得点が正の符号を

もつケースを数えあげればよい（p. 76）。そのような場合があるかはわからないが，すべ

ての組み合わせについて計算することが，莫大な計算量になる場合は，1 ケースずつの再

標本化（ブートストラップ）を任意の数だけ繰り返すことによっても，簡易的な近似値が

得られると考えられる。 
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5. 集団に対する処遇の結果を適切に解釈するために 

ここからは，効果量のみを利用して処遇の結果を解釈することの限定性を補償する

であろう，いくつかの定量的方法について試案をのべる。本稿が対象とするところは，

NEGD における対応がない比較（統制群―実験群）と，対応がある比較（事前―事後）

である。まずは，対応がない場合を前提として進めていく。 

 

5.1  ばらつき 比率 

第一に，これまでみてきたように，⊿などの標準化平均差は，中心傾向こそ示すもの

の，実験群のばらつきについての情報はもたない。そこで，比較標準化されたスケールに

おける実験群のばらつきを数量的に把握する必要がある。 

比較標準化する前の実験群のばらつきは，標準偏差の定義式から， 

 

σ! = 	 1'!
(3I>!J − μ!K

!
47

15 
 

 

である。3また，比較標準化したケース iの成績 Xは， 

 

0!J =
>!J − μ 

σ 
 

 

である。さらに，比較標準化した実験群のばらつきは，比較標準化した実験群の平均値が

⊿であるため， 

 

Standardized	σ! = 	 1'!
(3I0!J − ⊿K!

47

15 
 

 

とあらわせる。これを解くと， 

 

=	 1'!
(3$I>!JRμ Kσ 

− Aμ! − μ B
σ 

%
!47

15 
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= 1
#!
	&3$I>!JRμ K − 1μ! − μ 2

σ 
%
!47

15 
 

=	 1#!
&39>!J−μ!σ 

#
!47

15 
 

= 1
#!

&3I>!J − μ!K
!

47

15 

1
Sσ !

 

 

となる。ここで， 

 

σ! = 	 1#!
&3I>!J − μ!K

!
47

15 
 

 

であり，実質的に σは負の値をとらないので，比較標準化された実験群のばらつきは， 

 

Standardized	σ! = 	σ!σ 
 

 

これは，分散比（F）の平方根に等しい。 

 

Standardized	σ! = 	σ!σ 
= 	√T 

 

よって，比較標準化された実験群の分布は，UI⊿, √TKであたえられよう。 

事前のテストにおいて，実験群と統制群の間に等分散性があると仮定できる場合に，

√T が 1 を超えると，統制群にくらべ，実験群は，処遇の結果によって，ばらつきが大き

くなったと考えられる。また，逆に 0 を下回るとばらつきが小さくなったと考えられる。

効果量（⊿）が比較標準化された集団の中心傾向をあらわすとすれば，√T はその散布度

をあらわすといえる。集団に対する処遇の結果を解釈する際に，√T の値を算出すること

は，通常の記述統計において，データのばらつきを検討することと，まったく同じことで

ある。もちろん，このばらつきの比率について，統計的仮説検定をおこなうとすれば，等

分散性のための F検定をもちいるとよい。 
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5.2  比較点c 提案 

比較標準化された実験群の分布 UI⊿,√TK の情報をもちいると，効果量のみによる結

果の解釈よりも，さまざまな場面に応じた，柔軟な分析ができるようになる。たとえば，

前述のとおり，処遇のありかたに関連するさまざまな意思決定の場面において，当事者の

関心は中心傾向のみに限らない。むしろ，意思決定の場面場面に依存して，相対的に重要

視される部分が，分布上で異なりうる。ここでは例として，中心ではなく，むしろ分布の

端に注目してみる。 

たとえば，比較標準化された実験群の成績における予測区間の下限値は，「処遇を受

けた人が取りうる最低限の成績をあらわす標準化得点」をあらわすと解釈できる。このよ

うに，比較標準化された分布の情報をもちいて，処遇の結果を検証するために参照する値

を，ここでは，総称として「比較点（c）」とよぶ。 

例として，95%予測区間の下限を比較点 c とし（下限比較点とよぶ），この値をもと

めるには， 

 

W = ⊿ − .XY.Z0T 11 −
1
3# 

 

ただし，tαは自由度 n - 1 の t 分布における α点である。αは，任意の予測区間の片側の点

を考えればよい。もちろん，場合に応じて，予測区間の幅を変えて比較点を定めてもよい。

予測区間を 95%とするのであれば，簡易的に以下のような式に置き換えても，実務レベ

ルでは支障ない程度の近似値が得られると考えられる。 

 

W = ⊿ ± 2√T 
 

これは，標準化平均差（⊿）を，実験群のばらつきで重みづけした指標と考えてよい。つ

まり，効果量がより高く，なおかつ，よりばらつきが狭くなる処遇が c を最大化すること

になる。図 10 に例をあげる。縦線が下限比較点である。例（a）～（c）の効果量は同一

であるが，ばらつきの狭まりにともない，比較点の値は上昇していく。同様に，（d）～

（f）は，ばらつきが同等であるが，効果量の増大につれ，比較点の値も上昇していく。

また，標本サイズが大きくなればなるほど，推定精度の向上によって値は上昇する。  

もちろん，状況によって，予測区間の上限をもとめることが有効である場合もある。

ここでは，これを上限比較点とよぶ。上限比較点も効果量の増大にともなって，その値が

上昇していき，実験群のばらつきが広がるほど，値が上昇していく。 

より頑健な方策としては，予測区間ではなくて，実験群の分布における任意の分位

点をもとめてもよいかもしれない。四分位点や，10%点，90%点などが必要になる場合も
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ありうる。さらに，比較標準化された実験群のデータにおける中央値や最頻値は，分布が

歪んでいる場合，効果量⊿によるものよりも，適切な判断を可能にする場面があるかもし

れない。しかし，中央値や最頻値は，完全なデータがなければもとめることができない。 

 

 
図 10. 効果量とばらつき 変動が比較点 値におよぼす影響 

 

任意の比較点は，標準化得点のスケール上であらわされる。これまでの，標準化得

点上における比較点を，ここでは便宜的に czと記す。czは，標準化得点のスケールになじ

みのないものにとって，値自体の解釈がむずかしいために，効果偏差値（伊藤, 1988）と

同様に，偏差値のスケールに規格化してもよい。偏差値のスケールであらわされた比較点

を，便宜的に比較偏差値とよび，cs と表記する。csは，効果偏差値と同様に， 

 

W[ = 	10W\ + 50 

 

でもとめられる。さらに，これを標準正規分布 累積密度確率であらわすこともできる。標準化正

規分布 ，ここで ，標準化された統制群 分布に等しい。こ ことから，標準正規分布 累積

密度確率であらわされた比較点を，統制群 成績 位置として把握することができる。これを比較

分位点（cp）とよぶ。こ cp は，上側確率の場合， 

 

W] = 100^1 − 8/W\0_ 
 

となる。仮に 95% 予測区間をもちいた下限比較分位点が 50 場合，実験群 予測区間 下

限が統制群 中央値である だから，「ある処遇を受けたひと ほとんど 成績 ，異なる処遇を
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受けたひと 半分よりも上であろう」というように，直感的な見込みをもてる。 

また，一般的な解釈基準で ，小や大とよばれ，実質的な相対関係 大小が消失してしまう

ような値 効果量をもつ処遇であっても，比較点をもちいると，適切な意思決定ができる

可能性がある。たとえば，実験群および統制群に等分散が仮定できるとして，⊿ = 3.00 と

⊿ = 4.00 の 95%予測区間による下限比較分位点は，n = ∞だとした場合，それぞれ 85（%）

と 98（%）程度である。これは，0.80 以上の値を，すべて，大としてひとくくりにする

解釈基準よりも，場合によっては，適切に，そして，ことこまかに現実を反映するかもし

れない。しかし，あきらかに統制群と実験群の分布の重なりがない場合，比較分位点では

適切な評価ができない。そのような場合は，分布のばらつきを実質的に捨象できる可能性

が高いため，効果量のみによる議論が有効かもしれない。 

考えかたがやや異なるものの，標本の予測区間のみではなくて，標本値の信頼区間

について似たような手順をもちいてもよい。標本効果量には誤差があるため，標本効果量

を母効果量のように解釈してはならない。点推定値でなく，信頼区間の下限を積極的に解

釈することは，より保守的で有効な方法であるといえる。 

比較点の算出には，文脈に応じてさまざまな方式（e.g., 任意の確率における予測区

間，任意の分位点）が考えられるが，その区間推定をおこなう必要性もあろう。そのよう

なときは，簡便なブートストラップ法をもちいてもよい（草薙, 2014b）。 

このように，本稿が提案する比較点は，中心傾向のみを示す⊿よりも，場合に応じて，

豊富な情報をもたらす可能性がある。また，中心傾向に縛られず，実務的な観点のもと，

さまざまな文脈や状況に応じて，自由に任意の点に着目することは，この手法に限らず重

要なことである。本稿の付録に，比較点の計算例をあげている。 

 

5.3  対応があるデータにおける基本 

これまで ，基本的に対応がないデータを前提として論を進めてきた。しかし，NEGD にお

ける事前―事後 比較，また NEVD における比較 ，対応があるデータ 比較となる。対応が

あるデータ 比較 ，そ データ 対応関係，つまり共分散を考慮する必要がある で，対応が

ないデータ 比較と ，一部手法が異なる。 

もちろん，対応があるデータを，対応がないデータ ようにあつかうこともできる。しかし，これ

さまざまな面で情報 損失がある。図 11 平均値と標準偏差が等しいが，共分散が異なる分

布 例である。つまり，これら 例 ，共分散が異なるも ，⊿など 一部 標準化平均差 値

まったく同一である。 

（a） 例で ，およそ r = 0 である。これ ，処遇 結果として ，考えにくいことであるが，事

後 成績が事前 成績から予測できない状態である。また，なにかしら，成績に関連する構成概

念と 異なるも に強い ATI がある かもしれない。さらに，個々 ケースにおける伸び幅（差得

点） ばらつきが大きいともいえる。一方，（c） 例 ，逆 傾向を示している。伸び幅 ばらつき
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小さく，おそらく，ATI に関連する現象と関わりが深そうなデータで ない。例 （b） ，いずれ

もそ 中間 状態を示している。 

 

 

図 11. 平均値と標準偏差が同一であるが，共分散が異なる分布 例 

 

伸び幅 ばらつきについて，もう少し注目してみる。まず，図 12 に，図 11 と同じデータにつ

いて，今度 伸び幅 ヒストグラムを描いてみる。図 12 から一目瞭然であるが，や り，共分散

違いによって，伸び幅 ばらつきがあきらかに異なることがわかる。 

 

 

図 12. 平均値と標準偏差が同一であるが，共分散が異なるデータ 差得点 ヒストグラム 

 

実 ，これ ，共分散が 2 変数 偏差積 平均値であることから自明である。厳密で ない

が，これ ，以下 ように考えるとわかりやすい。個々 ケースにおける偏差積 ，両変数 偏差

が同符号で，さらにそれぞれ 変数 偏差が大きくなればなるほど，大きい値をもつ。共分散

偏差積 平均な だから，異符号 偏差をもつケースが多ければ，共分散 小さくなる傾向にあ

り，逆に同符号 偏差をもつケースが多ければ，共分散 大きくなる傾向にある。2 変数 値

差が小さければ小さいほど，同符号 偏差をもつ確率が高まる であるから，共分散が大きけれ

ば大きいほど，差 ばらつき 小さくなる。 

伸び幅 ばらつき ，教育実践 なかで，効果量と同じように大きな意味をもちうるし，伸び

幅 ばらつきを考慮する必要があるとき ，先に紹介した，差得点にもとづく標準化平均差をもち
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いるとよい。また，差得点 ヒストグラムを確認することも肝要である。いずれにせよ，対応があるデ

ータ とき 共分散についても考慮し，論文などで ，積極的に報告すべきである。 

先に対応がないデータ ついて 論で べた，ばらつき 比率（F やそ 平方根）を検討す

ること ，対応があるデータ 際も有効である。仮に共分散が同一であったとしても（仮に 0 として

も），ばらつき 比率が異なれば，全体として データ 傾向が大きく変わる。これ 図 13 例か

らもわかる。 

 

 

図 13. 平均値と共分散が同一であるが，ばらつき 比率が異なるデータ 散布図 

 

3 つの例における共分散はすべて 0 である。図 13 の（a）は事前テストのばらつきが

非常に大きいが，事後でばらつきが小さくなっている。（c）はその逆で，（b）は事前―事

後で同等である。このような特徴を見逃さないためにも，対応があるデータの分析におい

ても，ばらつきの比率を検討することが重要となろう。図 13 の例では，簡略化のために，

共分散をすべて 0 としたが，処遇の結果を比較する際に，共分散が 0 であるということは

想定しにくい。共分散とばらつきの比率には複雑な連関があるため，実際のデータでは両

方を考慮する必要がある。 

 

5.4 対応があるデータにおける比較点 

対応があるデータにおいても，対応がないデータと同様に比較点をもちいることが

できる。しかし，対応がないデータと同様の処理をすると，先にのべたように，重大な情

報の損失につながってしまう。まず，もっとも簡便な方法としては，単純効果量である平

均差の信頼区間をもとめて，その下限や上限を検討するとよい。また，差得点の予測区間

を検討することも，きわめて重要である。 

場合に応じて，「母平均差が 0 である」という帰無仮説に対する対立仮説に関心があ

る場合は，t 検定をしてもよい。これは差得点にもとづく母効果量が 0 であるかについて

検討することと同じである。このほかの方法としては，以下に示す分位点回帰をもちいる

と，適切かもしれない。 
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5.5 分位点回帰をもちいた分析 

一般的に，対応があるデータにおいて，中心傾向 みに縛られない分析をするために ，

分位点回帰（quantile regression）をおこなうとよい。分位点回帰 ，線形回帰モデル ひとつであ

るが，従属変数 平均値を予測する従来 回帰分析と異なり，任意 分位点（およびパーセンタ

イル）を予測対象とすることができる（e.g., Hao & Naiman, 2007; Koenker, 2005）。国内でも，分位

点回帰 経済学，社会心理学などで，そ 手法的有効性が指摘されている（e.g., 石黒, 2013）。

また，言語テスト研究でも，そ 応用可能性が主張されている（Chen & Chalhoub-Deville, 2014）。 

分位点回帰 ，従来 中心傾向 みに依存する分析と 異なり，さまざまな統計的制約か

ら自由であり，分布 歪みや外れ値 影響に対しても頑健である。また，複数 独立変数におけ

る影響 強さを，さまざまな分位点間で比較することもできる（同時分析）。ここで ，集団に対す

る処遇 結果を，対応があるデータから解釈する場面において，分位点回帰が，ど ように有効

な方策となりえるかを考察する。 

まず，対応がないデータと同様に，事前 データ 平均と標準偏差をもって，事後 データ

を比較標準化する。比較標準化された事後 データ ，UI⊿,√TK 分布に，標準化した事前

データ ，標準正規分布にしたがう。こ データセットを対象として分析をする。 

表 1 にあるデータを例としてとりあげる。これ ，R（R Core Team, 2014）と，パッケージ MASS

（Venables & Ripley, 2002）を使用して，多変量正規分布にしたがう乱数を作成したも である。 

 

表 1 

分位点回帰をもちいた分析で使用するデータ 記述統計（N = 100） 

 平均 標準偏差 

事前 20.00 5.00 

事後 30.00 5.00 

 

なお，両方 データが正規分布にしたがっており，共分散 12.50 であり， r = .50 である。

ちなみに，こ データ 効果量 ，単純効果量である平均差が 10，標準化効果量 ，⊿ = 2.00

である。差得点にもとづく標準化平均差も，2.00 である。これらを効果偏差値であらわすと，70 と

なる。また，優越率 π’d ，.98 である。 

最初に，F が 1 であることから，処遇によって，ばらつきに変動はなかったと考えら

れる。つぎに，対応がない場合と同様に，95%予測区間にもとづく下限比較点 czをもとめ

る。czは，およそ 0.07 である。 

これを，比較偏差値であらわすと，cs = 51，比較分位点であらわすと，cp = 53 である。

このことから，ほぼ全員の事後の成績は，事前の成績の平均を上回ると推測できる。図

14 に標準化した事前の成績，比較標準化した事後の成績の散布図を描く。なお，斜めの

破線は y = x，横に走る実線は標準化平均差，点線は下限比較点をあらわしている。 



 

 
 

77

 
図 14. 標準化平均差および下限比較点を付記したデータの例 

 

図 14 をみると，優越率や比較点がデータとほぼ完璧な整合性を示していることがわかる。こ

こまでは，対応がないデータの分析と同様である。ここからは，分位点回帰をもちいる。

まず，下側 5%点を予測の対象として（τ = .05），分位点回帰をおこなう。R のパッケージ

quantreg（Koenker, 2015）をもちいた分位点回帰の結果， 

 

事後の成績 = 0.49×事前の成績 + 0.50 

 

という回帰式が得られた。切片と係数の 95%信頼区間は，表 2 にまとめている。図

14 に対して，この回帰式を灰色の実線で描き入れると図 15 のようになる。 

 

表 2 

分位点回帰（τ = .05）の点推定値および 95%信頼区間の下限と上限 

 点推定値 95%信頼区間の下限 95%信頼区間の上限 

切片 0.50 0.28 0.83 

係数 0.49 0.24 0.64 

 

 
図 15. 標準化平均差，下限比較点および分位点回帰直線を付記したデータの例 
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かならずしも厳密で ないが，実務的に ，ここで得られた回帰式に，対応があるデータに

おける下限比較点と同じような解釈をあたえてもよい。つまり，処遇を受けた人が取りうるだろう成

績 下限ラインである。もちろん，対象とする分位点 任意であり，下側 5%に限らない。教育実

践 文脈で ，さまざまな分位点が興味 対象となりうる。当然で あるが，95% 予測区間 下

限値も，下側 5% 分位点も，分布 端側をあらわすにすぎない であり，統計的に同一 も

で ないし，5%というような値を固定的なも としてとらえるべきでない。 

もちろん，得られた回帰式から，事前 成績 位置に対応する任意 分位点における予測

値をみちびくことができる。こ ，効果量よりも， るかに自由度 高い解釈を可能にするかもし

れない。たとえば，複数 分位点を対象とする同時分析から，表 3 ようなデータが得られる。こ

こで ，上記 例を題材にしている。切片は，事前の成績が平均点程度であるひとたちの，

事後における任意の分位点を示すと考えられる。たとえば，τ = .50 は中央値であるのだか

ら，このときの切片 1.94 は，通常の効果量に対する，やや頑健な推定値としてみること

ができよう。また，各分位点における係数を比較することが重要である可能性もある。 

 

表 3 

5%点，25%点，中央値，第三四分位点，最小値を対象とする分位点回帰 例 

  点推定値 95%信頼区間 下限 95%信頼区間 上限 

τ = .95 切片 3.49 3.37 3.78 

 係数 0.51 0.09 0.79 

τ = .75 切片 2.60 2.36 2.77 

 係数 0.58 0.22 0.71 

τ = .50 切片 1.94 1.71 2.12 

 係数 0.43 0.36 0.73 

τ = .25 切片 1.50 1.30 1.56 

 係数 0.50 0.29 0.73 

τ = .05 切片 0.50 0.28 0.83 

 係数 0.49 0.24 0.64 

 

ここで，例をあげきることはできないが（付録を参照のこと），分位点回帰をもちい

た分析は，データがもつ共分散や，ばらつきの比率，分布の歪みなど，これまで述べてき

た「効果量のみによる処遇の結果の解釈」に内在する問題の大部分をカバーしており，さ

らに中心傾向に束縛されない自由な分析を可能にする。この点において，外国語教育にお

ける実務的な観点との親和性が，十分に高いと考えられる。もちろん，ここでは，標準化

得点のスケールであらわされているが，値を偏差値のスケールなどに変換して解釈するこ

とも重要である。 
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5.6 目標規準準拠 考えかたと比較点および分位点回帰 

個々の成績評価と集団に対する処遇の効果測定は，けっしておなじものではない。

しかし，指導法や教材の選択は，個々の成績評価ではなく，集団に対する処遇の結果の解

釈に依拠することが多い。このとき，効果量は集団の，まさに中心傾向のみに依拠する方

法であり，解釈も容易であるとはいえない。しかし，本稿が提案する，比較点や分位点回

帰をもちいた分析の方策は，効果量のみを利用する，集団に対する処遇の結果の解釈より

も，いくつかの特定の文脈において優れているといえるところがある。 

通常，目標規準準拠の考えかたでは，集団基準準拠の場合よりも，相対的に個々の

振る舞いに関心がある。このようなとき，中心傾向のみをあらわす効果量よりも，分布上

の任意の点を選択できる比較点や分位点回帰をもちいた方法は，上位層や下位層の伸びを，

より適切に定量化できる。そうして定量化された情報は，集団の中心傾向のみに依拠する

効果量よりも，個々の振る舞いについて，よりくわしい情報をもたらすと考えられる。 

特に，対応があるデータの場合であるが，処遇の結果として生じる成績の分布が，

正規分布に従うと限らないのは，目標規準準拠の考えかたのほうである（e.g., 梶田, 

2006）。正規分布を逸脱するデータにおける中心傾向（平均値）は，適切な代表値とはい

えない。このような場合，分位点回帰をもちいた分析のほうが，効果量のみをもちいて，

集団に対する処遇の結果を解釈する方法も，より頑健であるといえる。 

 

6. 総括 

本稿では，これまで，集団に対する処遇の結果を解釈する際の効果量が，おもに（a）

外国語教育の実務的な観点において解釈が困難なこと，（b）中心傾向のみをあらわすこと，

に由来するさまざまな問題点を抱えることを指摘し，その解決策となるいくつかの定量的

方法について紹介した。まず，（a）に関する点については，効果偏差値および優越率など，

標準化平均差の解釈指標を導入することの有用性をのべた。また，（b）については，比較

点，および分位点回帰をもちいた分析法を提案した。さらに，外国語教育の教育実践のな

かで，実務家の関心が中心傾向にかぎらないことを，くりかえし強調した。 

もちろん，中心傾向にとらわれない処遇の結果の解釈をすすめることは，中心傾向

としての平均値や標準化平均差を吟味することが重要でない，ということをまったく意味

しない。また，中心傾向に注目した従来の研究報告やメタ分析によって，これまで築きあ

げられた知見を疑うものにはなりようがない。学問の発展を願わないものは少ないだろう

し，みずからの教育実践を他者と共有することは，教育研究の本質であり，分析において，

中心傾向を吟味することがその主翼を担うことは当然である。 

しかし，効果量を分析に導入することは，外国語教育に，なにをもたらしたのだろ

うか。外国語教育の関係者から，「有意差には意味がなくて，効果量があればよい」，「効

果量が大きいから，指導の効果が大きかった」，「効果量が小さいから，私のデータはダメ」
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といった声が聞こえてくるときがある。繰り返し書いているように，統計的有意性が得ら

れないときの効果量報告が意味するのは，大概の場合，単純に，現在の標本サイズが適切

でない，ということであり，統計的な意味での効果は，処遇の効果と同じではなく，効果

の大きさと知見の重要性は普通，独立しているととらえるべきである。 

外国語教育において，効果量は現在，なぜか研究の公表という文脈と，セットとし

てとらえられることが多いようである。確かに，学術的な観点において，効果量の重要性

は疑いようがないし，学会などがそれをすすめているという面もある。しかし，外国語教

育，そして，その研究のありかたは，本質的に効果量から得られる知見のみを対象とする

わけではない。 

もしかしたら，大きい効果量を観測したとして，嬉々として報告される教育実践の，

その対象となる教室のなかで，処遇との相性で，成績が伸びなかった何人かがいるかもし

れない。もしかしたら，その逆に，効果量がなかったとして，共有される場が得られなか

った，ある教育実践のなかにも，大きく点数を伸ばした数人のひとがいるかもしれない。

教育に関する研究では，そのようなひとが大きな関心になってもよい。そのような処遇の

ありかたが，議論の的になってもよい。しかし，効果量を重視すること，というよりも，

効果量のみに依存すること，それは，中心傾向のみに依存することでもあるが，それが，

かえってこうした教育従事者の普通の考えを妨げるのであれば，おそらく，慎重に考えな

おさなければならないことであろう。 

残念ながら，本稿の目的は，そうした状況を解決することですらない。それに，著

者が提案するいくつかの方法を利用することを，外国語教育の関係者に強くすすめるもの

でもない。比較点や分位点回帰をもちいた分析は，単なる一例にすぎないのである。しか

し，こうした解釈の試みや，中心傾向のみにとらわれない分析は，効果量というものが，

外国語教育になにをもたらしたか，効果量によって，わたしたちの分析のありかたはどう

なったのか，といったことを考えるひとつの材料になると考えられる。 

定量的方法をもちいることは，手法上の制約にしたがって，人間の自然な，そして

現実的な意思決定のありかたから遠ざかることではないし，情報を過剰に集約して，中心

傾向のみに注目することでもない。それはおそらく，定量的方法の本質ではない。定量的

方法のなかには，効果量ではみれないものをみる方法もある。効果量が重要だからこそ，

効果量だけではみえないものにも気を配りたい。本稿には，そうした考えの足がかりにな

ってほしい。 

 
注 
1. たとえば，各群のプールされた標準偏差をもちいる標準化平均差（Cohen’s dなど）は，

⊿の場合のように実験群の散布度を保持しないため，本稿が提案する比較点などを直

接的に同じ方法でもとめることはできない。しかし，プールされた標準偏差は，実験

群のばらつきが統制群のものよりも大きいとき，その値は低下し，逆に小さいときに
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上昇する。これは，⊿とは異なる性質であり，NEGD の場合でも d をもちいる利点と

なりえる。 
2. 優越率は，等分散性の仮定を要求する。しかし，野口（1989）は，ここでどのように

等分散性を保証するかが不明であると指摘している。 
3. ここでは，便宜的に標準偏差を母集団の標準偏差として計算している。不偏標準偏差

推定値をもちいることのほうが望ましいが，ここでの計算上は差異がない。 
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付録 

 

付録 1：Rにおける下限比較点の計算例 
cpoint<-function(nc,ne,mc,me,sdc,sde,pi=.975,plot=T){ 

x<-seq(-8,8,.01) 

mdif<-me-mc 

delta<-mdif/sdc 

f<-sde/sdc 

cpz<-delta-(qt(pi,ne-1)*f*sqrt(1+(1/ne))) 

cp<-1-pnorm(cpz) 

cprank<-floor(cp*nc) 

if(cprank==0){ 

cprank<-1} 

else{ 

} 

if(plot==T){ 

plot(x,dnorm(x),xlab="Standardized 

Score",ylab="p",type="l",ylim=c(0,2)) 

lines(x,dnorm(x,delta,f),col=4) 

abline(v=c(delta,cpz),col=4,lty=2) 

}else{ 

} 

list("Mean 

Difference"=round(mdif,2),"Delta"=round(delta,2),"F"=round(f,2),"Comparison 

score"=round(c(cpz,cpz*10+50),3), "Comparison 

Percentile"=round(cp,2)*100,"Comparison Rank"=cprank) 

} 
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付録 2：⊿，√T，および共分散が τ	=	.05の分位点回帰直線にあたえる影響	
	

	
	
パラミター設定表	
 ⊿ √T r	
(a) 0.00 1.00 .50 

(b) 2.00 1.00 .50 

(c) 4.00 1.00 .50 

(d) 0.00 4.00 .10 

(e) 0.00 1.00 .10 

(f) 0.00 0.25 .10 

(g) 0.00 1.00 .00 

(h) 0.00 1.00 .50 

(i) 0.00 1.00 . 90 
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V  

 
Keywords:  

 

 
1.  "�# �

 (significance testing) 

Hommerberg and Tottie (2007)  (chi-square test) 

try to try and

Lorenz (1998) 

 

÷ p

p

 (effect size) 

1
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2.   
2.1  

2 X Y

 (contingency table) 1  

 

1 

 (1) 

 Corpus A Corpus B 

Word X 12 9 

Word Y 8 11 

 

Corpus A Corpus B Word X Word Y

 (McEnery, Xiao, & Tono, 2006, p. 55) 2 

÷

 (Oakes, 1998, pp. 24–25)

R 1

Corpus A Corpus B Word X Word Y
3 

R chisq.test 4 R

 > 1

# 

 

 

> #  

> dat1 <- matrix(c(12, 8, 9, 11), nrow = 2) # nrow  

> colnames(dat1) <- c(“Corpus A”, “Corpus B”) #  

> rownames(dat1) <- c(“Word X”, “Word Y”) #  

> #  

> dat1 

       Corpus A Corpus B 

Word X       12        9 

Word Y        8       11 

> #  
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> chisq.test(dat1, correct = F) #  

 

 Pearson’s Chi-squared test 

 

data:  dat1 

X-squared = 0.9023, df = 1, p-value = 0.3422 

 

1

 (X-squared = 0.9023, df = 1, p-value = 0.3422) p

0.3422 Corpus A Corpus B Word X Word Y

 

 

2.2  

÷

p

1 4

10  

 

> #  

> dat2 <- matrix(c(120, 80, 90, 110), nrow = 2) 

> colnames(dat2) <- c(“Corpus A”, “Corpus B”) 

> rownames(dat2) <- c(“Word X”, “Word Y”) 

> #  

> dat2 

       Corpus A Corpus B 

Word X      120       90 

Word Y       80      110 

> #  

> chisq.test(dat2, correct = F) 

 

 Pearson’s Chi-squared test 

 

data:  dat2 

X-squared = 9.0226, df = 1, p-value = 0.002667 
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p 0.002667 Corpus A Corpus B

Word X Word Y 1%

4

÷ 5

÷ ×

p

 

 

3.   
3.1  

 (odds ratio)  (risk ratio)  

(risk difference) 

 (Bourenstein, Hedges, Higgins, and Rothstein, 2009, p. 36; Field, Miles, 

and Field, 2012, p. 826) 2

1 Corpus A Word X Word 

Y Corpus B Word X Word Y
6 R

dat1[1, 1] 1 1 12 dat1[2, 1] 2 1 8

dat1[1, 2] 1 2 9 dat1[2, 2] 2 2 11

 

 

> #  

> (dat1[1, 1] / dat1[2, 1]) / (dat1[1, 2] / dat1[2, 2]) 

[1] 1.833333 

 

R

Corpus A Word X Corpus B Word X

1.83 7 

0 1 Corpus B Word X

Corpus A Word X ÷  

1

4 10 10
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> #  
> (dat2[1, 1] / dat2[2, 1]) / (dat2[1, 2] / dat2[2, 2]) 
[1] 1.833333 

 

R vcd oddsratio
8 p  

 

> #  
> install.packages(“vcd”, dependencies = T) #  
> #  
> library(vcd) 

> #  
> oddsratio(dat1, log = F) 
[1] 1.833333 

> #  
> confint(oddsratio(dat1, log = F)) 
          lwr      upr 
[1,] 0.522362 6.434448 

> # p  
> summary(oddsratio(dat1)) 
     Log Odds Ratio Std. Error z value Pr(>|z|) 
[1,]        0.60614     0.64059   0.9462    0.344 

 

p ÷ ÷

÷

 (Kline, 2004) Field et al. (2012) 

 (X-squared)  (df)

p  (p-value) 

 (p. 827)  

 

3.2  
 

(phi coefficient) V (Cramér’s V) 2 2

÷ V
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 (Field, 2009, p. 698)  

 (Pearson’s product-moment correlation 

coefficient) 0 1 1

 

 

> #  

> (dat1[1, 1] * dat1[2, 2] - dat1[1, 2] * dat1[2, 1]) / 

sqrt((dat1[1, 1] + dat1[1, 2]) * (dat1[2, 1] + dat1[2, 2]) * 

(dat1[1, 1] + dat1[2, 1]) * (dat1[1, 2] + dat1[2, 2])) 

[1] 0.1501879 

 

0.1501879 R

psych phi  

 

> #  

> install.packages(“psych”, dependencies = T) #  

> #  

> library(psych) 

> #  

> phi(dat1, digit = 8) # digits  

[1] 0.1501879 

 

Cohen (1988) 0.1 0.3

0.5 ÷ ÷

9 

 

3.3  �

V 2 2 ÷

3  (Level) 

 (Correct)  (Error) 2  
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2 

 (2) 

 Level 1 Level 2 Level 3 

Correct 805 414 226 

Error 99 38 12 

 

2 R

 

 

> #  

> dat3 <- matrix(c(805, 99, 414, 38, 226, 12), nrow = 2) 

> colnames(dat3) <- c(“Level 1”, “Level 2”, “Level 3”) 

> rownames(dat3) <- c(“Correct”, “Error”) 

> #  

> dat3 

        Level 1 Level 2 Level 3 

Correct     805     414     226 

Error        99      38      12 

> #  

> chisq.test(dat3) 

 

 Pearson’s Chi-squared test 

 

data:  dat3 

X-squared = 8.4224, df = 2, p-value = 0.01483 

 

p 0.01483 3

5%  

2 V V

	 1

chisq.test(dat3)$statistic 

min(dim(dat3)) - 1 1

sum(dat3)  
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> # V  

> sqrt(as.numeric(chisq.test(dat3)$statistic) / ((min(dim(dat3)) - 

1) * sum(dat3))) 

[1] 0.07268964 

 

vcd assocstats V

 

 

> # V  

> (V <- assocstats(dat3)) # vcd  

                        X^2 df  P(> X^2) 

Likelihood Ratio 9.2592  2 0.0097588 

Pearson            8.4224  2 0.0148289 

 

Phi-Coefficient   : 0.073  

Contingency Coeff.: 0.072  

Cramer’s V        : 0.073 

 

assocstats V (Cramer’s V) 

0.073  (Pearson X^2) 8.4224

Cohen (1988) 

V 0.1 0.3

0.5 ÷ Gries (2013) 

p

V  (p. 5821)  

V 10 

 

> #  

> install.packages(“MBESS”, dependencies = T) #  

> #  

> library(MBESS) 

> # 95%  

> (nc.chisq <- conf.limits.nc.chisq(Chi.Square = V$chisq_tests[2, 

1], df = V$chisq_tests[2, 2], conf.level = .95)) 

$Lower.Limit 
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[1] 0.3010138 

 

$Prob.Less.Lower 

[1] 0.025 

 

$Upper.Limit 

[1] 22.34111 

 

$Prob.Greater.Upper 

[1] 0.025 

> # V  

> sqrt((V$chisq_tests[2, 2] + as.numeric(nc.chisq[1])) / 

((V$chisq_tests[2, 2] - 1) * sum(dat3))) 

[1] 0.03799404 

> # V  

> sqrt((V$chisq_tests[2, 2] + as.numeric(nc.chisq[3])) / 

((V$chisq_tests[2, 2] - 1) * sum(dat3))) 

[1] 0.1235737  

 

V 0.03799404

0.1235737  

 

4.   
V

p

÷

 (meta-analysis)  (Bourenstein et al., 2009) 11 

 (e.g., American Psychological Association, 2009; Plonsky & Oswald, 

2014)
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��  

÷ ÷

÷

 

 

 
1. p

 (2002) 
 

2.  (log-likelihood ratio test) 
 (Fisher’s exact test)  (Baker, Hardie, & McEnery, 

2006, p. 31)  
3. R Kabacoff (2011) R

 
4. chisq.test correct T  (Oakes, 1998, p. 

25)  
5. R 1 4 100

0.1%  
6. Corpus A Word Y Word X

Corpus B Word Y Word X
 

7. R
 (2015)  

8. Gries (2014) 0.5 1.5 1 0.5
÷

 (logged odds ratio)  (p. 372)
0.5 1.5

-0.7 0.4  
9. 

 
10. V 95%

 (2014)  
11. 

 
(Plonsky & Oswald, 2014)
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PROX法と同時最尤推定法の概説

住政二郎
流通科学大学

概要

本稿の目的は，PROX法（the Normal Approximation Algorithm Method）と同時最尤推定
法について概説することである。PROX法と同時最尤推定法は，応答データから受験者能
力と項目困難度を推定するために使われる。著者は，これまでラッシュモデルの導出（住,

2013）と項目反応理論の各モデル（住, 2014）についてまとめてきた。その後，プレイスメ
ント・テストや教材開発に各モデルを利用してきた（住, 2014）。その際，受験者能力と項目
困難度の推定には RとWinstepを利用してきた。しかし，どのような計算過程を経て推定
結果が出力されているのかについては十二分に理解していなかった。幸いにも大友（1996）
には PROX法について，靜（2007）には同時最尤推定法について詳細な概説がある。しか
し，わずかではあるが記載内容に誤りと紙面の制約から説明が十分とはいえない箇所があ
る。この 2冊は外国語教育研究にとって財産ともいえる貴重な書籍である。本稿は著者が
一人の学習者となり，この 2冊を通読し，その理解をまとめたものである。内容は研究ノー
ト程度のものであるが，必要だと思われる箇所に解説を加え，計算過程が再現できるよう
にデータを公開した。これまで実践現場への応用には敷居の高かった項目反応理論ではあ
るが，R，そして，関西大学の水本先生が開発された lang.testのおかげで身近に使えるもの
になった。本稿がこれから項目反応理論を学ぶ読者の助けになれば幸いである。

Keywords: 項目反応理論，PROX法，同時最尤推定法

1. 受験者能力と項目困難度の推定

テストの結果などの反応データから受験者能力（θ）と項目困難度（δまたは b）を推定
する場合，以下の 3つのケースが考えられる。

1．すでに受験者能力が分かっており，項目困難度を推定する場合

2．すでに項目困難度が分かっており，受験者能力を推定する場合

3．受験者能力と項目困難度のいずれも分かっていない場合
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教育現場では上記 3のケースが一般的ではないだろう。つまり，テストを実施し，その
応答データがあり，そこから受験者能力と項目困難度を推定する，という場合である。表 1

は，あるテストを実施した結果の応答データである。我々は日常的にこのような応答デー
タを目にしている。こうした結果から受験者能力と項目困難度を推定するためには，どの
ような準備が必要なのだろうか。

表 1
受験者応答データ 1

項目 1（δ1 =?） 項目 2（δ2 =?） 項目 3（δ3 =?） 項目 4（δ4 =?） 合計
受験者 1（θ1 =?） 1 1 0 1 3
受験者 2（θ2 =?） 1 0 0 1 2
受験者 3（θ3 =?） 0 0 1 1 2

合計 2 1 1 3 7

表 2は，表 1を符号化したものである。表 2の xniは，受験者 nが，問題項目 iに解答し
た応答データである。各受験者の合計点は rn で，各問題項目の合計点は si である。応答
データとは，受験者 nが問題項目 iを受験して得られた観測得点（observed score）である。
観測得点は誤差得点（erro score）を含む。各受験者および問題項目は，反応データとし

て得られた観測得点の他に，期待得点（expected score）を潜在的に有している。受験者の
期待得点とは，受験者 nが真の力を発揮した時に期待される得点である。問題項目の期待
得点とは，直感的には理解しにくいが，問題項目 iが真の難しさを発揮した時に期待され
る得点である（参照：靜, 2007, pp. 108–110）。

表 2
受験者応答データ 2

項目 1（δ1 =?） 項目 2（δ2 =?） 項目 3（δ3 =?） 項目 4（δ4 =?） 合計
受験者 1（θ1 =?） x11 x12 x13 x14 r1

受験者 2（θ2 =?） x21 x22 x23 x24 r2

受験者 3（θ3 =?） x31 x32 x33 x34 r3

受験者 4（θ4 =?） x41 x42 x43 x44 r4

受験者 5（θ5 =?） x51 x52 x53 x54 r5

合計 s1 s2 s3 s4

誤差を含む観測得点から受験者能力と項目困難度を推定する，という作業は，つまり，応
答データの観測得点と潜在的な期待得点を限りなく近づけることができる受験者能力と項
目困難度の組み合わせを推定する，という作業に等しい。この数学的証明は本稿の付録に
添えた。この作業の終了条件について靜（2007, p. 250）は，以下のようにまとめている。

1．各受験者の期待得点が，各受験者の実際の得点に等しい

2．各項目の期待得点が，各項目の実際の得点に等しい
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応答データの観測得点と潜在的な期待得点を限りなく近づけることができる受験者能力
と項目困難度の組み合わせを推定する作業は「本質的には試行錯誤するしかない」（靜, 2007,

p. 251）が，効率的にその作業を実施する手法は整備されている。大友（1996, p. 120）は，
以下 6つの推定方法を紹介している。

a．Maximum Likelihood Estimation：項目パラメーターの値（a, b, c）がわかっている
とき，それを用いて能力パラメータ（θ）を最尤推定する方法

b．Maximum Likelihood Estimation：能力パラメータ（θ）がわかっているとき，それ
を用いて項目パラメータ（a，b，c）を最尤推定する方法

c．Joint Maximum Likelihood Estimation：項目パラメーターと能力パラメータを同時
に最尤推定する方法

d．Marginal Maximum Likelihood Estimation：能力の周辺分布を利用して，項目パラ
メーターを最尤推定する方法

e．Joint and Marginal Baysian Estimation：同時および周辺分布によるベイス推定方法

f．Heuristic Method：ある仮定を必要とするが，計算の速い簡便法

上記 a，bに関しては靜（2007, pp. 223–239）に詳しい解説がある。大友（1996）は PROX

法を詳細に解説している。本稿では PROX法に加え，最も一般的な上記 cの同時最尤推定
法（Joint Maximum Likelihood Estimation）について概説する。

2. PROX法

PROX法は計算過程がシンプルであり，表計算ソフトを使って受験者能力と項目困難度の
推定ができる。一般的に受験者能力と項目困難度を同時に推定するためには，複雑な連立
方程式を終了条件に至るまで繰り返し計算しなければいけない。この作業にはコンピュー
タが欠かせない。一方，PROX法は，受験者能力と項目困難度が正規分布に近似であると仮
定することで計算過程を省略することができる（大友, 1996，p. 99）。以下，大友（1996, pp.

98–109）に沿って PROX法を概説する。大友（1996）にはすでに PROX法の詳細な解説が
あるが，紙面だけでは PROX法の簡便さを体験するには不十分である。そこで本稿では，
計算過程を再現できるようにデータを公開した（http://goo.gl/nEbtGH）。以下，このファイ
ルを DATA 1とする。また，大友（1996）には不偏分散の代入式にわずかではあるが誤り
がある。本稿ではその部分を指摘し，その他必要と思われる解説を加えた。
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2.1 項目困難度と受験者能力の線形化

受験者 5名が，問題項目 5問のテストを受験し，表 3の応答データが得られた。

表 3
受験者応答データ 3

受験者番号 項目 1 2 3 4 5 計
20001 1 0 0 0 1 2

20002 1 1 1 1 0 4

20003 1 1 1 1 0 4

20004 1 1 0 1 0 3

20005 1 1 0 0 1 3

5 4 2 3 2

表 3の内，項目 1は全員が正解をしているために除外する。これは全員が正解し，項目 1

は推定に必要な情報量を持っていないと考えられるからである。表 4は項目 1を除外した
応答データである（参照：DATA 1, STEP 0）。

表 4
受験者応答データ 4

受験者番号 項目 2 3 4 5 計
20001 0 0 0 1 1

20002 1 1 1 0 3

20003 1 1 1 0 3

20004 1 0 1 0 2

20005 1 0 0 1 2

4 2 3 2
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応答データから受験者能力と項目困難度を同時に推定するためには，まず各項目の正答
数と誤答数を使い，受験者能力と項目困難度の線型化を行う必要がある。その理由は，素
点に基づく応答データは，受験者能力や項目困難度の高低に関する正確な情報を有してい
ないからである。例えば，受験者 20001の正答数が 1で，受験者 20002の正答数が 3の場
合，感覚的に受験者 20002の方が能力が高いことは分かる。しかし，受験者 20001と受験者
20002の能力の差と，受験者 20001と受験者 20004の能力の差には，どのくらい能力の差
があるのかということは，素点に基づく応答データからでは本質的には分からない。同様
に，正答数が 2の項目 5の方が，正答数が 4の項目 2よりも難しいことは感覚的に分かる。
しかし，項目 5と項目 3の難しさの差と，項目 5と項目 2の難しさの差には，どのくらい難
しさの差があるのかも，素点に基づく応答データからでは本質的には分からない。これは
正答数が順序尺度上の応答データであるためである。受験者能力と項目困難度を推定する
ためには，受験者能力と項目困難度を連続的に変化する指標に変形し，間隔尺度上の数値
におきかえなくてはいけない。そのために必要な作業が線型化である。正答数に基づく得
点の問題点と素点の非線形性については，靜（2007, pp. 151–156）と大友（1996, pp.93–94）
が詳しい。
線型化の作業は，正答と誤答のオッズを対数変換したログ・オッズを使う。単位は logits

である。オッズとは，標本空間において，ある事象が起こる確率と起こらない確率の比で
ある。Probabilityは正答率である。1− Probabilityは誤答率である。ログ・オッズに関して
は靜（2007, p. 23）と住（2013, pp. 90–93）が詳しい。正答数を確率変数に変換し，さらに
対数変換することによって，ある値を −∞から +∞まで理論的には連続的に無限に変化す
る値に変化させることができる（参照：住, 2014, p. 38）。

正答の Odds =
Probability

1 − Probability
(1)

正答の Oddsの対数 = log
!

Probability
1 − Probability

"
(2)

誤答の Odds =
1 − Probability

Probability
(3)

誤答の Oddsの対数 = log
!
1 − Probability

Probability

"
(4)
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2.2 項目困難度の線形化

大友（1996, p. 100）は項目困難度の線型化作業から行っている。表 5は，その結果であ
る。受験者能力の線型化作業を最初に行っても問題はないが，おそらくこれは後述する項
目困難度の基準設定についての理解を深めるための配慮と考えられる。項目困難度の線型
化作業には，誤答のログ・オッズを用いる（式 4）（参照：DATA 1, STEP 1）。

表 5
誤答のログオッズ

項目番号 正答数 正答率 誤答率 誤答のログ・オッズ
2 4 0.80 0.20 -1.386

3 2 0.40 0.60 0.405

4 3 0.60 0.40 -0.405

5 2 0.40 0.60 0.405

合計 2.20 1.80 -0.981

平均 0.55 0.45 -0.245

2.3 項目困難度の基準設定と初期項目困難度の計算

各項目の誤答のログ・オッズ値は，項目 2：-1.386,項目 3：0.405，項目 4：-0.405，項目
5：0.405である。合計は-0.981であり，平均値は-0.245である。次に，すべての誤答のロ
グ・オッズ値から，平均値の-0.245を引き，初期項目困難度を計算する。これは項目困難
度の原点を定める重要な調整作業である。後述する同時最尤推定法でも同様の作業が行わ
れる。この作業によって受験者集団から項目を切り離し，独自の水準を定めることができ
る（大友, 1996, pp. 101–102）。表 6は初期項目困難度を計算したものである。初期項目困
難度の合計と平均が 0になっていることに注目して欲しい（参照：DATA 1, STEP 2）。

2.4 受験者能力の線形化と初期受験者能力の計算

受験者能力の線型化は正答のログ・オッズを使う（式 2）。受験者能力では項目困難度の
ような基準設定作業は行わない。これは初期項目困難度を計算するために，項目の側です
でに原点を定める作業を行っているからである。この点は後述する靜（2007）の同時最尤
推定法と大きく異なる点である。受験者能力に関しては，正答のログ・オッズがそのまま
初期受験者能力となる（表 7）（参照：DATA 1, STEP 3）。
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表 6
初期項目困難度

項目番号 正答数 正答率 誤答率 誤答のログ・オッズ 初期項目困難度
2 4 0.80 0.20 -1.386 -1.141

3 2 0.40 0.60 0.405 0.651

4 3 0.60 0.40 -0.405 -0.160

5 2 0.40 0.60 0.405 0.651

合計 2.20 1.80 -0.981 0.00

平均 0.55 0.45 -0.245 0.00

表 7
初期受験者能力

項目番号 正答数 正答率 誤答率 正答のログ・オッズ 初期受験者能力
20001 1 0.25 0.75 -1.099 -1.099

20002 3 0.75 0.25 1.099 1.099

20003 3 0.75 0.25 1.099 1.099

20004 2 0.50 0.50 0.000 0.000

20005 2 0.50 0.50 0.000 0.000

合計 2.75 2.25 1.099 1.099

平均 0.55 0.45 0.220 0.220

2.5 項目困難度と受験者能力の不偏分散

応答データは誤差を含む。誤差はデータのばらつきとなる。項目困難度と受験者能力の
不偏分散を計算すると，応答データのばらつき度合い調べることができる。不偏分散は，
以下の公式のとおりである。

不偏分散 = Σ(X − X)2

n − 1
(5)

分子の Σ(X − X)2は，各項目の値から平均値を引いて 2乗し，その値をすべて合計すると
いう意味である。項目困難度では，誤答のログ・オッズから平均値を引き 2乗し（表 8），
受験者能力では，正答のログ・オッズから平均値を引き 2乗する（表 9）。分母の n − 1は，
データ数から 1を引いたものを意味する。項目数は 4問なので 3，受験者数は 5人なので 4

になる。故に，項目困難度の不偏分散は 2.175/3 = 0.725で，これをUとする。受験者能力
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の普遍分散は 3.379/4 = 0.845で，これを V とする。尚，大友（1996, p. 106）の受験者能
力の不偏分散を求める代入式で，ロジット・コレクトの 2乗の総和が，正しくは 3.621の
所が 3.625で代入されている（参照：DATA 1, STEP 4 & 5）。

表 8
項目困難度 Σ(X − X)2

項目番号 正答数 正答率 誤答率 ログ・オッズ (X − X)2

2 4 0.80 0.20 -1.386 1.302

3 2 0.40 0.60 0.405 0.423

4 3 0.60 0.40 -0.405 0.026

5 2 0.40 0.60 0.405 0.423

合計 2.20 1.80 -0.981 2.175

平均 0.55 0.45 -0.245 0.544

表 9
受験者能力 Σ(X − X)2

項目番号 正答数 正答率 誤答率 ログ・オッズ (X − X)2

20001 1 0.25 0.75 -1.099 1.738

20002 3 0.75 0.25 1.099 0.772

20003 3 0.75 0.25 1.099 0.772

20004 2 0.50 0.50 0.000 0.048

20005 2 0.50 0.50 0.000 0.048

合計 2.75 2.25 1.099 3.379

平均 0.55 0.45 0.220 0.676
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2.6 最終項目困難度と最終受験者能力

項目困難度と受験者能力の不偏分散を使い拡張要素を計算することで，応答データの標
本による分散の違いを取り除くことができる。これは受験者能力と項目困難度が正規分布
に近似であると仮定することで可能となり，PROX法が繰り返しの計算を省略できる理由
にもなっている。

項目困難度の拡張要素は，以下のとおりである。

項目困難度の拡張要素 =

!""""""""""#

$
1 + V
2.89

%

$
1 − UV

8.35

% (6)

受験者能力の拡張要素は，以下のとおりである。

受験者能力の拡張要素 =

!""""""""""#

$
1 + U
2.89

%

$
1 − UV

8.35

% (7)

拡張要素の 2.89は 1.7を 2乗した値で，8.35は 1.7を 4乗した値である。1.7は，標準正
規分布の正規累積モデル（オージブモデル）をロジスティックモデルに変換する際に，近
似値になるように導入されたものである（参照：住, 2014, p. 45）。

U = 0.725，V = 0.845であることから

項目困難度の拡張要素 =

!""# &
1+V
2.89

'

&
1−UV
8.35

'

=

!""# &
1+0.845

2.89

'

&
1−0.725× 0.845

8.35

'

= 1.181
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受験者能力の拡張要素 =

!""# $
1+U
2.89

%

$
1−UV
8.35

%

=

!""# $
1+0.725

2.89

%

$
1−.725× 0.845

8.35

%

= 1.162

最後に，項目困難困難度の拡張要素 1.181を初期項目困難度に掛けると，最終項目困難度
が得られる（表 10）。同様に，受験者能力の拡張要素 1.162を初期受験者能力に掛けると，
最終受験者能力が得られる（表 11）。最終項目困難度の合計と平均が共に 0になっている
ことに注目して欲しい（参照：DATA 1, STEP 6 & 7）。

表 10
最終項目困難度

項目番号 誤答のログ・オッズ 初期項目困難度 拡張要素 最終項目困難度
2 -1.386 -1.141 1.181 -1.348

3 0.405 0.651 1.181 0.768

4 -0.405 -0.160 1.181 -0.189

5 0.405 0.651 1.181 0.768

合計 -0.981 0.00 0.00

平均 -0.245 0.00 0.00

表 11
最終受験者能力

項目番号 正答のログ・オッズ 初期受験者能力 拡張要素 最終受験者能力
20001 -1.099 -1.099 1.162 -1.276

20002 1.099 1.099 1.162 1.276

20003 1.099 1.099 1.162 1.276

20004 0.000 0.000 1.162 0.000

20005 0.000 0.000 1.162 0.000

合計 1.099 1.099 1.276

平均 0.220 0.220 0.255
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3. 同時最尤推定法

同時最尤推定法については，靜（2007, pp.240–250）が詳しい。靜（2007）は，なぜ応答
データの観測得点から潜在的な受験者能力と項目困難度を推定することが原理的に可能なの
か，数式を丁寧に展開し文系読者にも分かりやすく解説している。しかし，紙面だけで同時
最尤推定法の実例を理解することは難しい。また，同時最尤推定法を体験するには不十分で
ある。そこで本稿では計算過程を再現できるようにデータを公開した（http://goo.gl/UE9cze

）。以下，このファイルをDATA 2とする。本稿に合わせて参考にして頂きたい。本稿文末
には靜（2007, p. 240–249）に記載されている展開式に，著者が理解に苦しんだ部分に解説
を加えた付録を用意した。同時最尤推定法の原理と導出に興味のある読者には参考にして
頂きたい。

3.1 同時最尤推定法の手順

靜（2007）では，同時最尤推定法の手順として，以下 6つのステップを定めている。

ステップ 1

すべての項目の難度が 0.0だと仮定したうえで，受験者能力の初期値を計算する

ステップ 2

すべての受験者の能力が等しく 0.0であると仮定した上で，各項目難度の初期値を計
算する

ステップ 3

ステップ 1で得られた各受験者の初期能力値と，ステップ 2で得られた各項目の初期
難度値を用いて，各受験者および各項目の期待得点と観測得点を比較する

ステップ 4

各受験者について期待得点と実際の得点を比較し，ニュートン・ラフソン法によって
より適切な能力値にアップデートする

ステップ 5

各項目について期待得点と実際の得点を比較し，ニュートン・ラフソン法によってよ
り適切な難度値にアップデートする

ステップ 6

全項目の難度の平均値が 0.00になるよう，全項目および全受験者の推定値にある一
定の値を加える，もしくは引く
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以下，6つのステップに従い，以下の表 12を実例に同時最尤推定法の再現を行う（参照：
靜, 2007, p. 260; DATA 2, STEP 0）。

表 12
受験者応答データ 5

Observed item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 Correct Total

person 1 1 1 1 1 0 4

person 2 1 1 0 0 1 3

person 3 1 1 0 1 0 3

person 4 1 0 1 0 0 2

person 5 0 1 0 0 0 1

Correct Total 4 4 2 2 2

3.2 ステップ 1–3

受験者能力と項目困難度の初期値を計算するために，以下の計算（ステップ 1–3）を行う。

1. 正答数と誤答数を使って，正答のログ・オッズと誤答のログ・オッズを計算
（ステップ 1 & 2）

2. 誤答のログ・オッズの平均値を計算

3. 正答のログ・オッズと誤答のログ・オッズから上記 2の誤答のログ・オッズの平均値
を引き，受験者能力と項目困難度の初期値を計算

4. 上記 3で得られた受験者能力と項目困難度の初期値をラッシュ・モデルに代入し，期
待得点を計算（ステップ 3）

表 13は上記 3までの結果である（参照：DATA 2, STEP 1-1）。誤答のログ・オッズの平
均値は-0.115であった。正答のログ・オッズと誤答のログオッズから誤答のログ・オッズ
の平均値-0.115を引く。これは，PROX法の「2.3項目困難度の基準設定と初期項目困難度
の計算」での処理と同様のものである。靜（2007）の同時最尤推定法では，正答のログ・
オッズからも誤答のログ・オッズの平均値を引き初期受験者能力を計算している。初期項
目困難度の平均が 0になっていることに注目して欲しい。
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表 13
初期受験者能力と初期項目困難度

Observed item 1 item 2 item 3 item 4 item 5
Correct
Total

Incorrect
Total

Logit
Correct

Init. Logit
Correct

person 1 1 1 1 1 0 4 1 1.386 1.501
person 2 1 1 0 0 1 3 2 0.405 0.521
person 3 1 1 0 1 0 3 2 0.405 0.521
person 4 1 0 1 0 0 2 3 -0.405 -0.290
person 5 0 1 0 0 0 1 4 -1.386 -1.271

Correct Total 4 4 2 2 1
Incorrect Total 1 1 3 3 4
Logit Incorrect -1.386 -1.386 0.405 0.405 1.386 -0.115

Init. Logit Incorrect -1.271 -1.271 0.521 0.521 1.501 0.00

表 14は，受験者能力と項目困難度の初期値をラッシュ・モデルに代入し期待得点を計算
したものである（ステップ 3）。靜（2007, p. 259）の図 10.32と同じ結果になっている（参
照：DATA 2, STEP 1-2）。

表 14
期待得点の計算

Expected item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 Total
Logit

Correct
Init. Logit

Correct
person 1 0.941 0.941 0.727 0.727 0.500 3.837 1.386 1.501
person 2 0.857 0.857 0.500 0.500 0.273 2.987 0.405 0.521
person 3 0.857 0.857 0.500 0.500 0.273 2.987 0.405 0.521
person 4 0.727 0.727 0.308 0.308 0.143 2.213 -0.405 -0.290
person 5 0.500 0.500 0.143 0.143 0.059 1.345 -1.386 -1.271

Total 3.883 3.883 2.178 2.178 1.247
Logit Incorrect -1.386 -1.386 0.405 0.405 1.386 -0.115

Init. Logit Incorrect -1.271 -1.271 0.521 0.521 1.501 0.00

3.3 ニュートン・ラフソン

ここまでの作業で，受験者能力の初期値，項目困難度の初期値，観測得点，期待得点の 4

つが得られた。ここから観測得点と期待得点の差を限りなく 0に近づける作業を行う。こ
れは「（受験者能力と項目難度の）観測得点」−「（受験者能力と項目難度の）期待得点」に
よって得られる「（受験者能力と項目難度の）残差」（residuals）を限りなく 0に近づける作
業と同義である。この作業は，同じ作業を繰り返す試行錯誤であるが，残差を 0に近づけ
る効率的な方法にニュートン・ラフソン法がある。
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受験者能力の期待得点を段階的に更新し，観測得点との残差を限りなく 0に近づける
ニュートン・ラフソン法の式は以下のとおりである。

θ′n = θn +

rn −
I!

i=1

E(xni)

I!

i=1

E(xni)

(8)

式（8）の意味は，以下のとおりである。

最新の受験者 nの能力 =更新された受験者 nの能力 +（観測得点 −更新された受験者 nの期待得点の合計）
更新された受験者 nの期待得点の分散

第 2項の分母の「更新された受験者 nの期待得点の分散」は，「（期待）正答確率」×「（期
待）誤答確率」，つまり P(1 − P）で得られる（靜, 2007, p. 92）。

項目困難度の期待得点を段階的に更新し，観測得点との残差を限りなく 0に近づける
ニュートン・ラフソン法の式は以下のとおりである。

δ′i = δi −
si −

N!

n=1

E(xni)

N!

n=1

E(xni)

(9)

式（9）の意味は，以下のとおりである。

最新の項目 iの困難度 =更新された項目 iの困難度 −（観測得点 −更新された項目 iの期待得点の合計）
更新された項目 iの期待得点の分散
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3.4 ステップ 4–6

表 15は，表 14を再掲したもので，受験者能力と項目困難度の初期値，そして期待得点
の値を示している（参照：DATA 2, STEP 1-2）。

表 15
受験者能力・項目困難度・期待得点

Expected item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 Total
Logit

Correct
Init. Logit

Correct
person 1 0.941 0.941 0.727 0.727 0.500 3.837 1.386 1.501
person 2 0.857 0.857 0.500 0.500 0.273 2.987 0.405 0.521
person 3 0.857 0.857 0.500 0.500 0.273 2.987 0.405 0.521
person 4 0.727 0.727 0.308 0.308 0.143 2.213 -0.405 -0.290
person 5 0.500 0.500 0.143 0.143 0.059 1.345 -1.386 -1.271

Total 3.883 3.883 2.178 2.178 1.247
Logit Incorrect -1.386 -1.386 0.405 0.405 1.386 -0.115

Init. Logit Incorrect -1.271 -1.271 0.521 0.521 1.501 0.00

表 15の期待得点から「期待得点の分散」を計算すると，以下の表 16になる。期待得点
の分散は P(1 − P)で得られる（参照：DATA2, STEP 2-1）。

表 16
期待得点の分散 1

Variance of Expected item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 Total

person 1 0.055 0.055 0.198 0.198 0.250 0.757

person 2 0.122 0.122 0.250 0.250 0.198 0.943

person 3 0.122 0.122 0.250 0.250 0.198 0.943

person 4 0.198 0.198 0.213 0.213 0.122 0.945

person 5 0.250 0.250 0.122 0.122 0.055 0.800

Total 0.749 0.749 1.034 1.034 0.825

次に，ニュートン・ラフソン法を使い受験者能力と項目困難度を更新する（参照：DATA

2, STEP 2-2, J44–48 & C51–G51）。更新された項目困難度は，平均値を計算し，更新された
項目困難度のすべてから引く（参照：DATA 2, STEP 2-2, C52–G52）。最後に，更新された
受験者能力と項目困難度をラッシュモデルに代入し期待得点を更新する（参照：DATA 2,

STEP 2-2）。表 17は更新された期待得点を表している。受験者能力の残差が最大で-0.105，
項目困難度の残差が最大で 0.096になっている。これで 1度目の反復計算は終わりである。
尚，期待得点の調整方法が靜（2007）とは異なるため，出力結果が書籍のものとわずかに
異なる。
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表 17
反復 1：期待得点

Expected item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 Total Residuals
Updated
Ability

person 1 0.961 0.961 0.748 0.748 0.495 3.915 0.085 1.717
person 2 0.884 0.884 0.477 0.477 0.231 2.953 0.047 0.534
person 3 0.884 0.884 0.477 0.477 0.231 2.953 0.047 0.534
person 4 0.727 0.727 0.242 0.242 0.095 2.033 -0.033 -0.516
person 5 0.448 0.448 0.089 0.089 0.031 1.105 -0.105 -1.702

Total 3.904 3.904 2.033 2.033 1.085
Residuals 0.096 0.096 -0.033 -0.033 -0.085

Updated Difficulty -1.428 -1.428 0.693 0.693 1.801 0.066
Adjusted Difficulty -1.494 -1.494 0.626 0.626 1.735 0.000

表 17の結果から再び期待得点の分散を計算し，ニュートン・ラフソン法を使って受験者能
力と項目困難度を更新する。更新された項目困難度から平均値を計算し，更新された項目困
難度のすべてから引く。そして，更新された受験者能力と項目困難度をラッシュモデルに代入
し，再び期待得点を更新する。この反復計算を 8回行った結果が表 18である。受験者能力と
項目困難度の残差は共に最大で±0.001になっている。靜（2007, p. 263,図 10.38）の結果とも
ほぼ一致する。計算過程についてはDATA 2, STEP 3–9を参照にして頂きたい。興味のある
読者には計算過程が再現できるようにRのコードも公開した（http://rpubs.com/seisumi/jmle）。
尚，結果は反復回数と推定方法の違いからわずかに異なる。

表 18
反復 8：期待得点

Expected item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 Total Residuals
Updated
Ability

person 1 0.976 0.976 0.775 0.775 0.496 3.999 0.001 1.979
person 2 0.917 0.917 0.479 0.479 0.208 2.999 0.001 0.658
person 3 0.917 0.917 0.479 0.479 0.208 2.999 0.001 0.658
person 4 0.758 0.758 0.208 0.208 0.070 2.000 0.000 -0.598
person 5 0.432 0.432 0.060 0.060 0.018 1.001 -0.001 -2.013

Total 3.999 3.999 2.000 2.000 1.001
Residuals 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001

Updated Difficulty -1.739 -1.739 0.741 0.741 1.992 -0.001
Adjusted Difficulty -1.738 -1.738 0.742 0.742 1.993 0.000
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4. まとめ

本稿では，項目反応理論で受験者能力と項目困難度の推定に使われる PROX法と同時最
尤推定法について概説をした。PROX法については大友（1996）を，同時最尤推定法につ
いては靜（2007）を参考にした。この 2冊は外国語教育学研究にとって大変貴重な書籍で
ある。項目反応理論についてのみならず，日常的な教育実践に深く関わる測定と評価につ
いても多くを学ぶことができる。しかし，著者の理解力の不足も重なり，紙面だけでは十
二分に計算過程を理解したり，項目反応理論の醍醐味を体感することができないことを感
じた。項目反応理論を手軽に試すことができる環境が整いつつある中で残念なことだと感
じた。そこで本稿では，著者が一人の学習者となり，大友（1996）と靜（2007）を通読し
理解に苦しんだ箇所に解説を加え，また再現可能なようにデータを公開した。通常はソフ
トウェアを使って済ませてしまう推定作業だが，じっくりと計算過程を追いかけることで
理解は一段と深まる。項目反応理論は，順序尺度に過ぎない応答データを間隔尺度におき
かけ，受験者能力と項目困難度を分離し，それぞれを客観的な指標で検証可能にするとて
も魅力的なものである。本稿がこれから項目反応理論を学ぶ読者の一助となれば幸いであ
る。そして誤りや不十分な点は，新たな読者に是非とも指摘して頂きたい。

参考文献

大友賢二（1996）．『項目応答理論入門』大修館書店．

靜哲人（2007）．『基礎から深く理解するラッシュモデリング：項目応答理論とは似て非な
る測定のパラダイム』関西大学出版．

住政二郎（2013）．「ラッシュモデルの導出」『メソドロジー研究部会 2012年度報告論集』
83–101. Retrieved from http://www.mizumot.com/method/2012-07 Sumi.pdf

住政二郎（2014）．「項目反応理論：1PLM, 2PLM, 3PLM」『メソドロジー研究部会 2013年
度報告論集』34–62. Retrieved from http://www.mizumot.com/method/04-04 Sumi.pdf

住政二郎（2014）．「ICTを活用した 2年間を一貫した大学英語教育の取り組み」吉田晴
世・野澤和典（編著）『最新 ICTを活用した私の外国語授業』(pp. 42―52.) 丸善プラ
ネット.
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付録
以下は，靜（2007, pp. 242–250）にある同時確率の展開式に解説を加えたものである。

L =
N!

n=1

I!

i=1

exp[xni(θn − δi)]
1 + exp(θn − δi)

(10)

"の要素は分母および分子に掛かることから，式（10）は以下のように変形できる。

=

N!

n=1

I!

i=1

exp[xni(θn − δi)]

N!

n=1

I!

i=1

[1 + exp(θn − δi)]

一般に，
N!

n=1

an = a1 × a2 × ... × aN = a1+2+...N = a

N#

n=1

n
なので，

=

exp
N#

n=1

I#

i=1

[xni(θn − δi)]

N!

n=1

I!

i=1

[1 + exp(θn − δi)]

分子を展開して，

=

exp
N#

n=1

I#

i=1

(xniθn − xniδi)

N!

n=1

I!

i=1

[1 + exp(θn − δi)]

分子の$を分配する。

=

exp(
N#

n=1

I#

i=1

xniθn −
N#

n=1

I#

i=1

xniδi)

N!

n=1

I!

i=1

[1 + exp(θn − δi)]

分子の$の順番を整理する。

=

exp(
N#

n=1

I#

i=1

xniθn −
I#

i=1

N#

n=1

xniδi)

N!

n=1

I!

i=1

[1 + exp(θn − δi)]
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分子の θnは n番目の受験者の能力を表す定数で，δiは i番目の項目の困難度を表す定数で
あることから，共に∑の外に出すことができる（参考：靜, 2007, p. 5）。

=

exp

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

N∑

n=1

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝θn

I∑

i=1

xni

⎞
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I∑
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⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

N∏

n=1

I∏

i=1

[1 + exp(θn − δi)]

I∑

i=1

xniは n番目の受験者の項目 I番目までの観測得点の合計 rnであり，
N∑

n=1

xniは i番目の

項目の受験者 N番目までの観測得点の合計 siであることから，

L =

exp

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

N∑

n=1

rnθn −
I∑

i=1

siδi

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

N∏

n=1

I∏

i=1

[1 + exp(θn − δi)]
(11)

観測得点である応答データから未知の潜在的な受験者能力と項目困難度を同時に推定する
作業は，観測得点と期待得点との差を限りなく 0に近づける値を推定する作業と同義であ
る。その作業は，N人 × I個からなる応答データの 1つ xniにおいて，2変数の情報量を最
大化する値を推定することである。つまり，それは 2変数からなる関数の瞬間的な傾きが
0になる値を推定することであり，その値は偏微分によって得られる。受験者能力と項目
困難度の同時確率を表す式（11）を偏微分しやすくするために対数変換する。

log(L) = log
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(12)

log
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B

)
= log(A) − log(B)なので，

= log
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log の底が e の時，log(exp(x)) = x となり，log(A × B) = log(A) + log(B) であるならば
log

∏
=

∑
logとなることから，

=

N∑

n=1

rnθn −
I∑

i=1

siδi −
N∑

n=1

I∑

i=1

log[1 + exp(θn − δi)] (13)
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式（13）を使い，受験者能力 θ1～θN までの値から，θtに関して偏微分をする。

∂

∂θt
log(L) =

∂

∂θt

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩
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I∑
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log[1 + exp(θn − δi)]
⎫⎪⎪⎬
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偏微分記号を分配する。
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I∑
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log[1 + exp(θn − δi)]

n = tの時，第 1項は rtθtとなり，θtに関して偏微分すると rtになる。第 2項には θtは含まれな

いため，定数項とみなし偏微分すると0になる。第3項は，n = tの時，
I∑

i−1

log
[
1 + exp(θt − δi)

]

となる。

= ri −
∂

∂θi

I∑

i−1

log
[
1 + exp(θt − δi)

]

靜（2007, p. 62）にある和のルール（和の微分係数は微分係数の和）を使って，

= ri −
I∑

i−1

∂

∂θi
log

[
1 + exp(θt − δi)

]

靜（2007, p. 66）の例題 y = log(2x + 3)を微分するケースを参考に，

= ri −
I∑

i−1

{(
1

1 + exp(θt − δi)

)
∂

∂θt
[1 + exp(θt − δi)]

}

以下の展開式が分かりにくいので，靜（2007）に式を加えた。

= ri −
I∑
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·
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一般に指数関数 y = e f (x)を微分すると，y′ = e f (x) · f ′(x)となることから，

= ri −
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{(
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1 + exp(θt − δi)

)
·
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θt − δiを θtで微分すると 1になることから，
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· [exp(θt − δi) · 1

]
}
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115



log(L)は，傾きが 0の時に最大になることから，

= ri −
I!

i−1

exp(θt − δi)
1 + exp(θt − δi)

= 0

つまり

ri =

I!

i−1

exp(θt − δi)
1 + exp(θt − δi)

(14)

式（14）の左辺（ri）は，t番目の受験者の観測得点の合計である。右辺は，t番目の受験者
の期待得点の合計である。つまり，式（14）は，t番目の受験者が応答データのように解答
する最もらしい θtの値は，観測得点と期待得点が一致する θtであることを証明している。
項目困難度に関しても同様の作業を行うことによって，同様の結果を得ることができる（参
照：靜, 2007, pp. 248–249）。
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外国語教育メディア学会（LET）関西支部メソドロジー研究部会 2014年度第 6号報告論集
藤田卓郎（pp. 117–129）

アクション・リサーチ再考
―結果の一般化に焦点を当てて―

藤田卓郎
福井工業高等専門学校

概要

本稿の目的は，アクション・リサーチについての概念を整理すること，そして，アクショ
ン・リサーチで得られる結果の学術上の位置付けについて議論することである。まず，英
語教育における実践研究の現状について概観し，アクション・リサーチの定義，特徴，手
法，これまで指摘されてきた問題点や批判について整理する。そして，批判の 1つである
結果の一般化に焦点を当て，これまでの議論をまとめた後，構造構成主義における仮説継
承の考え方を基にアクション・リサーチの知見が学術上如何に貢献し得るかを検討する。

Keywords:アクション・リサーチ，一般化，構造構成主義，実践研究

1. はじめに

これまで英語教育研究では，主に実証主義 (positivism)に基づく研究手法が用いられてき
た。実証主義に基づく研究では，研究課題を設定した後，設定した研究課題について調査
するために交錯要因や変数の統制を厳密に行いながら実験計画を作成し，データを収集す
る。収集されたデータは主に推測統計の手法を用いて処理され，その結果を基に仮説に対
する検証を行う。
このような手法を用いて知見の集積を行ってきた一方で，研究と実践の間にはいくつも

のジレンマを抱えてきた。例えば，研究は教師が抱えている悩みや問題に対して具体的な
答えを提供してくれないという主張が見られる（磯田 2005）。教師は自身が担当する文脈
固有の要因を考慮に入れながら様々な意思決定を行うことが求められる。そのため，研究
で集積された一般的な知見が必ずしも実践に直接利用可能であるとは限らないだろう。ま
た，研究が行われている環境と実践が行われている環境の溝が深いこともジレンマの 1つ
に挙げられる。実証主義に基づく研究では，調査したい変数に影響を与えると思われる要
因を可能な限り統制することで，研究としての厳密性を高めていく。しかし，実践は，実
証主義に基づく研究では統制されるような要因も考慮に入れながら進められていく。その
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ため，実証主義に基づく研究の厳密性の追求によって，必然的に実践が行われる環境から
遠ざかっていくことが指摘されている（酒井 2011）。このような現状を踏まえると，実践
を対象として研究を行う場合，実証主義に基づく手法だけでなく，実践の研究に特化した
研究手法の確立が必要であると思われる。
近年では，教師が自ら指導している文脈における状況や問題を把握し，指導方針や指導

計画に対する意思決定を行い，内省を取り入れながら実践を行うような手法が注目されて
いる。このような実践は反省的実践（reflective practice）と呼ばれている。反省的実践を行
うことで，これまでの実証主義的な視点だけでは得られなかった知見を得られる可能性が
あり（酒井 2011），近年その重要性が特に主張されている。
反省的実践の具体的手法の 1つにアクション・リサーチ（action research,以下AR）が挙

げられる。Burns(2010)は，”for a teacher who is reflective and committed to developing as a

thinking professional, AR is an appealing way to look more closely at puzzling classroom issues

or to delve into teaching dilemmas” (p.6)と述べており，反省的実践を心がける教師にとって
ARが有効な手法の 1つであることを指摘している。しかしながら，英語教育におけるAR

はしばしば「お手軽な実証研究」（柳瀬 2008）と呼ばれるなど，誤った理解のもとで実践
されることも少なくなかった。また，研究手法の特性や実施可能性の観点から，ARは様々
な批判も受けてきた。そこで本稿では，英語教育に限定せず様々な分野における ARにつ
いての文献を参照しながら，ARについて再度整理することを目的とする。また，ARに対
する批判の 1つである結果の一般化の問題についてこれまでの議論を整理し，ARが学術
的な研究に如何に貢献し得るのかについて検討する。

2. アクション・リサーチとは

2.1 ARの定義と特徴

ARの定義は様々な研究者によって提唱されており，提唱者によって異なる要素が定義
の中に含まれている。以下に ARの定義の例を挙げる。

「自分が担当する教室の持つ（また教室に影響を与える教室外の）問題につい
て教師自身が理解を深め，自分の実践を改善する事を目指して提起され進めら
れる，小規模な調査研究であり，自分の教室を超えた一般化を直接的に目標と
するものではない」（岡崎・岡崎 1997, p.9, cited in横溝 2000, p.15）

「自分の教室内外の問題に及び関心事について，教師自身が理解を深め実践を
改善する目的で実施される，システマティックな調査研究」（横溝 2000, p.15）

「アクション・リサーチとは，組織あるいはコミュニティの当事者（実践者）
自身によって提起された問題を扱い，その問題に対して，研究者が当事者とと
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もに協働で問題解決の方法を具体的に検討し，解決策を実施し，その検証をお
こない，実践活動内容の修正をおこなうという一連のプロセスを継続的におこ
なう調査研究活動のことを意味する」（草郷 2007, pp.254-255）

「ここで取り上げるアクション・リサーチは，理論と実践を分離的に捉えるの
ではなく，それらを相互に関連するものとして捉える事を基礎とする方法論の
一つである。それは，実践の文脈の中から解決すべき問題を発見し，それに対
する解決のサイクルを前進させることによって，実践上の現実的な変化に寄与
することを志向するものである。このようなサイクルを通じて導き出された知
見は，実践固有のものであると同時に，その文脈性を描き出すことを通じて，
一般化が図られていく」（島田 2008, p.92）

上記の定義の中には共通点も多く，定義を参照することで ARの特徴を概観することが
できる。まず 1点目に，ARは教師が担当する教室内外の問題点の理解や実践の改善を目
的とする点に大きな特徴がある。実証主義に基づく研究は学術的な知見の集積を目的とし
ている。そのため，主に先行研究の分析や学会発表，研究会などから研究テーマを得るこ
とが多い（浦野 2013）。また，研究は通常実験室的な環境で行われる。つまり，必ずしも
研究者自身が所属している文脈について研究が行われるわけではない。研究で得られた結
果は当該学問の知見の構築に貢献する。一方，ARでは実践者が担当する文脈についての
理解や，関連する文脈における問題点や状況の改善を目的としている。そのため，ARで取
り扱われる研究課題は，教師が自ら指導する文脈に直接関連するものを対象とする。具体
的には，指導していてずっと気になっていることや困っていること，「こうなってほしい」
と考えているようなことから問いが生成される（佐野 2005）。研究は原則として授業者が
主体となって行われ，研究結果は授業者や研究が行われた文脈における学習者にとって直
接利用可能なものとなる。

2点目に，ARでは問題解決の過程が重視される。そのため，実証主義に基づいた研究と
は異なった方法で研究が進められる。実証主義に基づく研究では，研究課題や仮説の設定，
実験計画のデザイン，データの収集，分析，仮説や課題の検討の過程が直線的に行われる。
一方，ARでは，実証主義的な研究に比べて柔軟な手順で研究が進められることが多い。例
えば，ある手法を用いて授業を行いその経過を分析した結果，アクション・プランを修正
する必要が生じたとする。そのような場合，修正案を実践し，その経過を分析，振り返り
ながら設定した研究課題やアクション・プランについて再度検討することがある。つまり，
ARでは研究が直線的に進むというよりもむしろ，手順を柔軟に変更しながら一連のプロ
セスが循環的に行われていくと言える。
また，定義では言及されていないが，ARは深い内省を伴うことがARの 3点目の特徴と

して挙げられる。内省とは暗黙知である教師の知を意識的に言語化することであると考え
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られている（八田 2000）。内省を行うことにより，教師がこれまで暗黙の理解の下に行って
きたことに焦点を当てて再度見直すことができたり，自らの指導する文脈において独自の
理論を構成したりすることができる（ショーン 2001）。横溝（2000）は，ARと内省には密
接な関連があり，ARは教師が内省を行うための枠組みであると述べている。ARでは，自
分が行っていることや目の間で起きている現象について，授業中や授業後に振り返り，そ
の現象について様々な解釈を行っていく。その中には，実証主義に基づく研究では取り扱
われないような事柄も含まれることがあると玉井（2009）は指摘している。
以上をまとめると，ARは実践者が対象としている文脈における問題や状況の深い理解，

そして改善を目的とした研究手法であると言える。言い換えれば，ある固有の文脈に根ざ
した一種の事例研究であると言えるだろう。ARでは研究結果と同様に問題解決までの過
程が重視される。そのため，実証主義に基づく研究に比べて柔軟な手順で研究が進められ
る。ARでは実践を行いながら目の前で起きている現象について解釈，分析することが求
められるため，リサーチ全体を通して深い内省を伴うことが特徴である。

2.2 ARの手法

ARは変数の統制を行い厳密な実験計画を立て，推測統計を駆使してデータを分析，解
釈するような種類の研究とは異なった営みであることを述べた。そのため，そもそも AR

をリサーチと呼ぶことに対してしばしば議論される。この点について考えるためには，リ
サーチがどのような要素で構成されているかを知る必要がある。リサーチの構成要素につ
いて Nunan(1992)は以下のように述べている。

”...research is a systematic process of inquiry consisting of three elements or compo-

nents: (1) a question, problem, or hypothesis, (2) data, (3) analysis and interpretation

of data. Any activity which lacks one of these elements (for example, data) I shall

classify as something other than research.” (Nunan, 1992, p.3)

Nunanによると，リサーチとは体系的な探求であり，問いや仮説，データ，データの分析
や解釈といった 3つの要素が含まれる。この 3つの要素のいずれが欠けてもリサーチとは
定義されない。言い換えれば，この 3つの要素が含まれていれば，リサーチとしての最低
限の要素を満たしていると考えることができる。以下では，この点を踏まえながら ARの
進め方について概観する。

ARはしばしば，仮説検証型ARと課題探究型ARに分けられ，それぞれ異なった手法で
進められる。仮説検証型ARは主に佐野（2000, 2005）によって提唱されており，まず教師
が直面している状況における課題を発見することから始まる。問題を設定したら，その問
題に対する学習者の実態を把握し，研究課題を設定する。そして，研究課題に対する具体
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的な解決策を立て仮説を設定する。解決策を実行しながら経過を記録し，効果を検証する。
必要であれば異なる方策を設定，実行し再度その効果を検証する。最後に実践を振り返り，
結果をまとめて報告する。このような手順は 1度で終わらず，繰り返し循環的に行われる
とされている。
仮説検証型 ARの特徴は，データの客観性を重視して量的データを積極的に活用する点

にある。また，問題解決のための指導法を設定し，一定期間実施した後にその効果の検証
が行われる点も，仮説検証型 ARの特徴である。日本で行われている ARの多くが仮説検
証型 ARであると報告されている（横溝 2009）。
一方，課題探究型 ARは横溝（2009）が提案する方法で，まず調べたいこと，気になっ

ていることを明確にし，実際に何が起きているのかを調査することから始まる。研究テー
マに関連する文献研究も同時並行的に行う。その後，問題の状況や改善につながると思わ
れる方略を設定し実施する。そしてその過程を記録，分析し，振り返りを行う。このよう
なプロセスを授業ごとに繰り返しながら，最終的には対象としたトピックや自分自身に対
する理解を深めていくことを目的としている（横溝 2009）。
課題探究型ARでは，仮説検証型ARほど量的データを積極的に活用することは少ない。

むしろ，毎回の授業において何らかの形で記録し内省を行うことが多い。そのため，授業ご
とに指導方法が異なることもあり得る。また，ARの実施期間の終盤に，ARを通しての自
分自身の変化について振り返る期間が設けられている点も，課題探究型ARの特徴である。
仮説検証型AR，課題探究型ARという区別に限らず，ARの進め方には多様な手法が見

られる。その中でもARの進め方の共通点として島田（2008）は (1)トピックの明確化，(2)

アクション・プランの設定，(3)データの収集，分析，(4)プランの評価，修正が循環的に行
われるとしている。また，Burns（2010）ではARの典型的な流れとして，(1)計画（plan），
(2)行動（action），(3)観察（observation），(4)内省（reflection）が循環的に進められると述
べられている。島田（2008）や Burns（2010）では，研究するべき課題に対する指導プラ
ンを設定し，何らかのデータに基づいて指導プランの評価や内省を行いながら研究が進め
られることが示されている。このような研究の流れを前述のNunan（1992）の基準に基づ
いて考えると，実証主義に基づく研究とは異なった手法で進められるものの，ARもリサー
チとしての最低限の要素を含んでいると考えることは可能であると思われる。

2.3 ARに対する批判

ARは，これまで手法の特性や実施可能性の観点から様々な批判を受けてきた。それら
は主に以下の 4点にまとめられる。まず 1点目は，ARを行う時間の確保である。教師は
多忙である。特に中学校や高等学校の教師は，授業の他に生徒指導や部活動，学級の運営
に加えて，様々な校務を遂行することが求められている。そのような中，授業準備や教材
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研究に割ける時間は微々たるものであり，ARのための時間を確保することが難しいこと
が指摘されている。Mikami (2011)はARを行った教師の感想を質問紙によって調査した結
果，多くの教師は日々の忙しさに追われてしまい，ARへの意欲を失ってしまうことがあっ
たと報告している。ARは教師の通常業務の範囲内で実行できるものであるべきであると
いう主張も見られるが（横溝 2000），実際には，ARの遂行にはある程度の負担は避けられ
ないように思われる。

2点目はARのもつ苦しさについてである。ARを行う教師の中には，思ったような結果
が得られなかった場合に，学習者に課題の原因を求めてしまう場合があることが指摘され
ている（今井 2009）。その原因には，実践についての問題が実践者自身にあるということ
を認識する苦しさがあると今井は指摘する。ARを報告する際には，教師が指導する環境
における問題や課題，それらに対して行ったアクション・プランやそのプランを行うに至
るまでの意思決定の過程，プラン遂行中の学習者の様子，得られた結果，問題や課題の解
決の程度などを誠実に公開することになる。それらは自らが行った実践を批判の対象とす
ることでもあり，この点が ARの苦しさの原因の 1つになっていると指摘されている（今
井 2009）。

3点目は ARのハードルの高さである。ハードルが高くなる原因には様々な要素が考え
られる。前述のような ARの時間の確保の問題や ARのもつ苦しさも原因の 1つではある
が，これらとは別に，ARに求められる専門性がハードルを上げる要因の 1つになっている
ように思われる。ARでは問いの設定から事前の調査，文献研究，問いに対する方略の検
討，実施，評価といった過程を，通常は実践者が一人で行わなければならない1。各段階で
は専門的知識を以って意思決定することが必要な場面もあり，この点が ARのハードルを
高くしている一因と考えられているようである（Mikami, 2011）。

4点目に研究としての信頼性が挙げられる。実証主義に基づく研究では，調査したい変
数の影響を厳密に調査するために，変数の統制を行った実験室的な環境で研究が行われる。
そうすることで研究の再現性の確保に努める。一方，ARでは実践者が担当する文脈の中
で研究が進められる。そのため，ARで得られた知見は一般化が困難であると指摘されて
きた。実証主義的な側面から ARを考えた場合，変数の統制が行われておらず，厳密性に
欠けており，再現性の確保も困難であると言える。これまで英語教育では，実証主義的な
手法を取り入れながら，主として仮説検証型のARが行われてきた経緯から，ARはしばし
ば「お手軽な実証研究」（柳瀬 2008）と呼ばれることがあったのだと思われる。
このようにARには様々な問題が指摘されている。ARの遂行のための時間の確保が困難

であり，遂行するための時間を確保したとしても様々な場面で専門的知識が要求され，自
らを批判の対象とする苦しさがつきまとうのでは，ARの実施は机上の空論にも思えてく
る。しかしながら，現状の英語教育において，全ての批判が必ずしも当てはまっていると
は限らない2。特に，結果の一般化についてはこれまで様々な反論も行われている。次節で
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はARの結果の一般化についての問題に焦点を当てて，ARの研究結果の持つ意義について
検討する。

3. アクション・リサーチと一般化を巡る問題

3.1 アクション・リサーチの一般化についてのこれまでの見解

前節では ARがこれまで受けてきた問題点について検討し，その中の一つとして ARで
得られた結果の一般化が困難であるという指摘がされていることを報告した。しかしなが
ら，これまで結果の一般化についてはいくつかの反論が行われている。本節では，ARの結
果の一般化についての議論を整理する。

ARの結果の一般化が困難であるという批判に対しては，主に 3点の主張が行われてい
る。1点目は，ARではそもそも一般化を目的としていない，目的とする必要がないという
主張である。前述のように，ARは実践者の指導環境における教室内外の状況の理解や問
題解決を目的としている。言い換えれば，対象文脈における理解や有効な指導法の探求を
目指すのであり，普遍的，一般的な知見を構築することを直接的には目指していないとい
う指摘が行われている（玉井 2009;横溝 2009）。玉井（2009）はさらに，一般化を目的と
しないからこそ，実証主義に基づく研究では扱われないことにも焦点を当てて研究を進め
ることが可能であると述べている。

2点目は，実証主義に基づく研究とARとでは，一般化という言葉のもつ意味が異なると
いう主張である。佐野（2005）は，ARにおける一般化はARの読者が共感した時に発生す
ると述べている。つまり，ARの報告書を読んで，自分の状況に照らし合わせ，自分の環境
でもARで行われた手法を試してみようと思うことがあれば，それは読者がARの内容を自
分に当てはめ，「ある意味での一般化」（佐野 2005, p.12）をしているのだと主張している。

3点目は，事例の集積があれば一般化が可能ではないかという主張である。佐野（2005）
は，個々のARの結果を一般化することができなくても，ARが蓄積されていくことで共通
のパターンが見られる可能性について言及している。
このように，ARの結果の一般化においてはいくつかの論が展開されているが，これらの

議論をより精緻化していくためには，「一般化」という言葉が具体的にどのような現象を指
すのかを明確にする必要があるように思われる。上記の議論においても，実証主義におけ
る「一般化」，佐野（2005）の述べる「ある意味での一般化」，事例の集積による「一般化」
と 3種類の一般化が述べられている。一般化の定義を明確にしなければ，今後も曖昧なま
ま議論が進められていく可能性がある。また，「一般化」が可能かどうかという議論も必要
かもしれないが，ARで得られる知見，実証主義に基づく研究で得られる知見が，それぞれ
学問上の知見の集積にどのように位置付けられるかを考えることも，より生産的であり必
要なことであるように思われる。次節ではこの点に焦点を当て，2つの知見の特性やその
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関係について考察する。

3.2 構造構成主義

これまで概観してきたように，ARは教室内外の理解や課題解決を目的としている。実
証主義で行われるような変数の統制は行わず，文脈固有の特性を重視する。また「結果の
一般化」を直接目指すこともしない。これらの特性を考慮に入れると，ARは質的研究のア
プローチと類似していると言われる（横溝 2000）。一方，実証主義に基づく研究は通常量
的研究のアプローチをとる。つまり，ARと実証主義に基づく研究とでは異なった科学観
に依拠していると考えられている。このような場合，導かれた結論や知見を比較して考え
ることが困難であるという指摘がされている（住 2010;西條 2009, 2005）。言い換えれば，
双方の知見を組み合わせたり比較したりできるようにするためには，ARと実証主義に基
づく研究が共存可能な科学観をもつ必要がある。このような背景のもと，近年では質的研
究と量的研究の間の共有された科学観として構造構成主義が注目を集めている。
構造構成主義は西條 (2005)によって提唱された比較的新しい科学論である。構造構成主

義では，現象の構造化を目指している。現象の構造化とは「現象を『同一性（コトバ）と
同一性（コトバ）の関係性とその総体』によって言い当てること」（西條 2005, p.196）と定
義されている。現象の構造化が可能であれば，用いられる「コトバ」は日常的に使用され
る言語でも，数学的な記号でもよいとしている。また，構造構成主義では科学を「現象を
うまく説明，理解し，予測，制御につながるような構造を追求していく営み」（西條 2009,

p.40）と定義している。
このような科学の目的の下，構造構成主義では，研究を構成する理論や方法論は研究者

の関心や研究目的によって相関的に選択される。西條はこのような考え方を関心相関性と
呼んでおり，構造構成主義の中でも重要な考え方の 1つとして位置づけている。そして，現
象の構造化を行い知見を集積するためには，条件を統制することではなく条件を開示する
ことが重要であるとしている。つまり，どのような関心，目的のもとでどのような意思決
定，プロセスを経て理論や研究手法を選択したのか，どのような結果が得られたのかを明
確に報告する必要があるとしている。西條はこのような条件を「構造化に至るまでの条件
の開示」と呼んでいる。

3.3 構造構成主義による知見の継承

構造構成主義では，仮説を発展させるプロセスについて，仮説継承という考え方が提唱
されている。仮説の継承とは「研究対象とする現象に応じて仮説をより細分化，精緻化し
ていく従来の検証的方向性と，記述や解釈の多様性を拡大する発展的方向性の双方を柔軟
に追求可能な枠組み」（西條 2002, p.56, cited in西條 2005, p.159）であると述べられている。
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従来の科学では，知見の蓄積のために検証という手法が主として用いられてきた。しかし
ながら，人間科学を扱う領域では多様な解釈が可能であり，検証という方法だけでは知見
の発展，精緻化に限界があると指摘されている。西條は主に仮説の継承について述べてい
るが，先行研究の論そのものを発展させることも継承の枠組みで考えることができるとい
う主張も見られる（田中・山西 2004）。
継承という観点から先行知見の論を発展させる手順としては田中・山西（2004）が参考

になる。彼らは継承の手順を図 1のように示している。

仮説検証

・量的検証

・仮説の再絞り込み

仮説継承

・新しい質的

　データの収集

・仮説の大幅な

　修正・変更・追加

仮説検証

・量的検証

・仮説の絞り込み

仮説生成

・仮説拡張

・仮説の収束

図 1.仮説継承の過程（田中・山西 2004, p.84をもとに一部改訂・簡略化）

仮説生成の段階では，質的データを活用した仮説の生成が行われる。この段階ではデータ
の解釈や分析において研究者の主観や感性を活用し，既存の枠組みにとらわれない仮説や
理論の生成を目指す。このようにして生成された仮説は，次の段階で詳細に分析され，検
証される。仮説検証の段階では，量的研究の手法を用いて行われる。つまり，調査したい
変数を特定し，推測統計の手法を用いながら厳密に知見が検証されていく。仮説継承の段
階では，量的研究によって検証された仮説が再度質的データに当てはめられる。この段階
では，検証された仮説を質的データに照らし合わせ，研究者の視点を積極的に取り入れて
解釈し，場合によっては仮説の修正や変更，追加が行われる（山西・田中 2003, p.165）。こ
のような過程を経ることで仮説や知見のさらなる発展を目指す。
仮説継承の観点の枠組みを基にARの役割を考察する。まず，仮設生成の過程の下でAR

を考える。ARは教室内外の問題を扱った一種の事例研究であると述べた。つまり，様々な
データが活用されながら授業やアクション・プランについての評価や内省が行われる。AR

によって収集されたデータは，教師の主観や考察が取り入れられながら分析が進み，その
現場に根ざした仮説や理論が生成される。佐野（2005）で指摘されているように，類似し
た事例が集積していくことで，理論や仮説の適用範囲が広がったり，より深い知見が導き
出されたり，特定の要因の有効性が浮かび上がってきたりする可能性がある。
このような考え方は，他の研究分野でも提唱されている。例として，臨床心理学の観点

から実践研究について述べている下山（2008）を挙げる。下山は実践研究を，実践を通し
ての研究と実践に関する研究の 2つに区分している。前者は「現実に介入する実践を行い
ながら研究するあり方」（下山 2008, p.5）であるとし，後者を「...研究者が実践活動そのも
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のから離れ，実践活動を客観的対象として研究するあり方」（下山 2008, p.15）であると定
義している。そして，両者の関係について図 2のように示している。

モデル構成

関連

実践に関する研究

＜科学性＞

基本

実践を通しての研究

＜実践性＞

モデル検討

図 2.実践性と科学性の循環（下山 2008, p.15をもとに一部簡略化）

下山によると，実践を通しての研究を通して，仮説やモデルを提示することができるとし
ている。また，実践に関する研究においてそのモデルを検証することが可能であるとして
いる。そして，実践を通しての研究と実践に関する研究をうまく組み合わせることで，実
践性と科学性の両方を結合し発展させることができると主張している。下山が提唱する理
論を仮説継承の観点から捉えた場合，ARのような実践を通しての研究によって仮説の生
成を行い，量的研究を含めた実践に関する研究において知見の検証を行うという考え方に
類似しているように思われる。
次に仮説検証の観点から ARを検討する。前述のように，通常仮説の検証には推測統計

が用いられる。推測統計では，推定する母集団からある標本を抽出し，標本から得られた
データを統計的に分析することによって母集団における傾向を推測しようとする。このよ
うな手法を用いる場合，標本の無作為抽出や交錯要因の統制が条件として挙げられる。こ
のような条件と ARが行われる環境は全く別物であると筆者は考える。前に述べられたよ
うに，ARでは変数の統制や標本の無作為抽出といったことは行わず，文脈固有の要因を考
慮しながら研究を進める。仮に ARである指導法を試し推測統計を用いて仮説を検証しよ
うとしても，ARを行うような環境においては推測統計に必要な要素を満たしていないた
め，結果の厳密性には疑問が残る。
最後に仮説継承の観点から ARを検討する。仮説継承の段階では，検証された知見をさ

らに多様な解釈の下に戻すことで知見をより発展させようとする。ARにおいては問題や課
題に対処するためのアクション・プランを作成し遂行することが求められるが，アクショ
ン・プランを作成する際に，研究で得られた知見をプランに取り入れることも考えられる。
このような場合，既に検証されている知見を事例の中に戻し，再度多様な解釈のもとで知
見の有効性や評価を行っており，正に仮説の継承を行っていると考えることができる。も
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ちろんこのような過程が直接的な目的となってしまっては，ARの特徴である教師自身の
文脈における問題解決や状況の理解という点から乖離してしまう。しかし，先行研究に基
づいた知見を ARで設定された問題に適用し，評価，解釈を行った時，知見や仮説の継承
に間接的に貢献していると考えることも可能であると思われる。
継承という言葉を用いてはいないが，Allwright(2003)でも知見の発展過程について，仮

説継承と類似した考えが述べられている。Allwright(2003)は，ARとは別の実践者による
研究（practitioner research）の一種として探究的実践（exploratory practice,以下 EP）を提唱
している。そして，EPにおける実践と研究の関係として，”think globally, act locally, think

locally”という考え方の重要性を述べている（図 3参照）。

think globally

act locallythink locally

図 3. EPにおける実践と研究の関係（Allwright, 2003, p.115をもとに筆者が改訂）

Allwrightは，公共の理論（global thinking）は一般的なガイダンスとして必要であるが，そ
れを如何に教師自身の日々の実践に関連させるかを検討する必要があるとしている。文脈
を取り払って考える事（think globally）で，言語教育研究における根本的な原理が何かを
知ろうとすることができる。そしてその後，自分の文脈に合った手法を考慮する。つまり，
根本的な原理だと思われることを実際に試してみることで，その原理を発展させていくこ
とにつながるとしている（Allwright, 2003）。これは言い換えれば，一般化された知見，既
に検証された知見を実践へ応用することで，当該知見をさらに発展，精緻化させることが
できる可能性を示唆しており，西條が提唱する仮説継承のプロセスの考え方と類似してい
ることがうかがえる。

4. まとめ

本稿ではARについての概念を整理し，結果の一般化の問題に焦点を当て，ARが研究と
してどのような側面で貢献できるのかを検討した。ARはこれまで「お手軽な実証研究」と
言われるなど，偏った理解のもとで行われることがあった。これまで日本の英語教育にお
いては仮説検証型 ARが主として行われてきたが，実際には様々な手法があることを示し
た。また，ARの結果は一般化できないという批判を受けてきたが，本稿では構造構成主
義や他の実践研究の観点から ARの役割について検討した。ARは仮説やモデルの生成と
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いった側面や，一般化された知見を再度事例の中で検討し，知見を発展させる役割がある
ことを述べた。本稿ではARの役割について議論はしたものの，ARのための時間の確保や
ハードルの克服など考えるべき課題は多い。これらを解決するための具体的方策を考えて
いくことが今後の課題である。
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注

1. ARは研究者と協働で行われるべきであるという主張を行っている研究者も見られる。
現に協働でARが行われることも少なくはないだろう。しかしながら，研究者と協働でAR

を行う機会は限られており，教師が ARを行いたいと思った時，通常はまず一人で始めな
ければならないことのほうが多いように思われる。
2. 実際，ARに限らず教師による実践報告は少なからず行われていることからも，全ての
教師に全ての批判が当てはまるわけではないだろう。しかしながら，上記のいずれかの問
題によって ARを行うことを躊躇う教師も見られるように思われる。
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