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背景
• 教師効⼒感(Teachersʼ Efficacy; TE)とは

• ⽣徒に対する学習成果や，モチベーション，クラスルームでの振る舞いに強く関連し，教育における努⼒の成果でもあり，⽬標に対する
思いの強さであると定義される (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, & Hoy,1998; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy,2001)

• TEが⾼い教員は，計画と運営において⾼いレベルを⽰し，新しいアイデアや新しい⽅法への取り組みがよりオープンである。またTEは，
教員の我慢強さ，挫折に直⾯したときの回復⼒へも影響を与え，TEが⾼い場合には学⽣の間違いに対して批判的でない傾向があるとされ
る

• 教師効⼒感の測定尺度（TeachersʼEfficacy Scale; TES）に関しては海外および国内において多くの検討がなされてきた

• 海外のTES研究でまず挙げられるのがArmor et al.(1976)

• ランド研究所の研究者Armor et al.(1976)は，Rotter(1966)の社会的学習理論をベースに，ロサンゼルスの公⽴⼩学校を対象として
teachersʼfeelings of classroom efficacyに関する実証研究を実施

• この研究は後にRand Efficacy, RAND study, RAND measure,などと呼ばれ(Ashton, 1984; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy,2001; 
Klassen et al. 2011)，TEに関する最初の研究とされた(Tschannen-Moran et al 1998)

• Klassen et al. (2011) は，1998年から2009年に発⾏されたTEに関するシステマティックレビューを実施し，TE研究に影響⼒がある
Tschannen-Moran et al (1998) の包括的レビューからその後，どのように研究が発展したのかを調査

• Tschannen-Moran et al (1998) は，RAND studiesやGibson & Demboをベースとした数々の研究，Bandura (1997) のTeacher Self-
Efficacy Scaleなどの研究を，理論的枠組みや質問項⽬から⽐較検討を⾏った。さらにその研究を発展させ新しいTESを提案したのが
Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy (2001) のTeachersʼSense of Efficacy Scale (TSES) であり，後続するTE研究に⼤きな影響を与えた
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TSESの尺度構成（24＆12項⽬）
• Tschannen-Moran, M & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher 

efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and 
Teacher Education, 17, 783-805.

• 3つの次元で構成

• 原版に記載されている尺度のタイトルはOhio State 
teacher efficacy scale (OSTES) 

• 2名の原著者の意向により，その後TeachersʼSense of 
Efficacy Scale (TSES) という名称が今⽇まで⽤いられてい
る

• TSESはアメリカの⼩学校，中学校，⾼校の教員と，⼤学⽣
を参加者として開発された尺度だが，アメリカ以外に少な
くとも11か国で信頼性と妥当性を検証した多⾔語版が開発
されてきた

• OECDは2008年から5年毎に国際教員指導環境調査
(TALIS：Teaching and Learning International Survey)を
実施し，国際調査として初めて，学校教員の学習環境と労
働状況に関する調査を実施した (OECD, 2014)
2008年は24か国，2013年は34か国，2018年は48か国がこ
の調査に参加しているおり，質問項⽬にTSESの⼀部が使わ
れている
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Efficacy for instructional strategies 24項⽬ 12項⽬

To what extent can you use a variety of assessment strategies? ○ ○

To what extent can you provide an alternative explanation or example when students are confused? ○ ○

To what extent can you craft good questions for your students? ○ ○

How well can you implement alternative strategies in your classroom? ○ ○

How well can you respond to difficult questions from your students? ○ -

How much can you do to adjust your lessons to the proper level for individual students? ○ -

To what extent can you gauge student comprehension of what you have taught? ○ -

How well can you provide appropriate challenges for very capable students? ○ -

Efficacy for classroom management

How much can you do to control disruptive behavior in the classroom? ○ ○

How much can you do to get children to follow classroom rules? ○ ○

How much can you do to calm a student who is distruptive or noisy? ○ ○

How well can you establish a classroom management system with each group of students? ○ ○

How well can you keep a few problem students from ruining an entire lesson? ○ -

How well can you respond to defiant students? ○ -

To what extent can you make your expectation clear about student behavior? ○ -

How well can you establish routines to keep activities running smoothly? ○ -

Efficacy for student engagement

How much can you do to get students to believe they can do well in school work? ○ ○

How much can you do to help your students value learning? ○ ○

How much can you do to motivate students who show low interest in school work? ○ ○

How much can you assist families in helping their children do well in school? ○ ○

How much can you do to improve the underst&ing of a student who is failing? ○ -

How much can you do to help your students think critically? ○ -

How much can you do to foster student creativity? ○ -

How much can you do to get through to the most difficult students? ○ -
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背景
• ⽇本：1980年代後半から教師の効⼒感に関係する尺度が開発されてきた

• Gibson & Dembo(1984)ベースとした吉井(1989)と桜井(1992)，保育者を対象としたTESを開発した三⽊・桜井(1998），
教職志望の学⽣を対象とした春原(2007)，不登校児童⽣徒に対する尺度を開発した⼭本(2010)，教師⾃⼰効⼒感を開発
した⾕島(2010)など

• 課題：⽇本語に関しては，現在のところ原著者監修のもとでの翻訳版は存在しない

• 本研究の⽬的

• 2001年に開発され，その後のTE研究に⼤きな影響を与えたTSESに着⽬し，⽇本語版尺度開発を⾏うにあたり，これま
でに邦訳されているTSESに関する研究のレビューを⾏い，先⾏研究においてTSESがどのように翻訳され，分析されて
きたのかを俯瞰しながら，課題を明らかにする
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⽅法
• 対象となる⽂献：⽇本語で書かれたあらゆるタイプの⽂献
• DB：６種

• 教育⼼理学研究
• 教育⼼理学会総会発表論⽂集
• 教育⼼理学年報
• ⽇本教育⼯学会論⽂誌
• CiNii Articles
• 学術機関リポジトリデータベース(IRDB)

• キーワードと検索式
• 近年，教師効⼒感に関して⽇本を対象に⽂献レビューを実施したのが渡邉・中⻄(2017)
• そこに⽰された引⽤⽂献の題⽬を参考にキーワードを設定

1. 尺度構成 & (教師効⼒感 or エフィカシー or ⽇本語)
2. 教師効⼒* or (教師 & 効⼒感) or 教師の⾃⼰効⼒感 or 教師有能感

• 検索対象期間
• Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy (2001)が発⾏された2001年から2020年
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⽅法
• レビュー対象と除外基準

• あらかじめ設定した除外基準は5つ

a. 本研究⽬的に合致しない研究

b. TSES以外の教師効⼒感尺度を⽤いた研究

c. TSESを借⽤しているが著者独⾃の項⽬が
加わることにより，分析結果の切り分け
が困難な研究

d. TeachersではないEfficacyの尺度が使われ
ている研究

e. ⽂献⼊⼿できない研究である。
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Figure １ PRISMAフロー図に基づく文献の絞り込み過程

データベース検索から特定した記録件
数 (n=1,864)

その他の情報源から特定した
追加的な記録件数 (n=7)

重複記録除外した記録件数 (n=221)

スクリーニングした
記録件数 (n=1,650)

除外した全文論文の件数 (n=140)
＜除外理由＞
(a)n=58, (b)n=62, (c)n=1, (d)n=18, (e)n=1

論文題目と抄録から判断し，
除外した記録件数 (n=1,503)
＜除外理由＞(a)n=1,495, (b)n=8

適格性評価を実施した
全文論文の件数 (n=147)

最終的にレビュー対象となる文献件数 (n=7)

スクリーニング対象となる記録全件数
(n=1,871)
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結果
• ⽩尾秀隆・今林俊⼀ (2005). 教師効⼒感尺度作成の試みと影響要因の検討⽇本教育⼼理学会第47回総会発表論⽂集, 336.

• 三島知剛・安⽴⼤輔・森敏昭 (2010). 教育実習⽣の実習前後における学習の継続意志の変容──実習前後の教師効⼒感の
変容・実習の⾃⼰評価に着⽬して 学習開発学研究, (3), 91-99.

• 町⽀⼤祐・脇本健弘・讃井康智・中原淳 (2014). 教員の⼈事異動と⾃⼰効⼒感に関する研究──“荒れ”の変化に着⽬して
東京⼤学⼤学院教育学研究科教育⾏政学論叢, 34, 143-153.

• 町⽀⼤祐・脇本健弘・讃井康智・中原淳 (2017). 異動にともなう保護者との関係性の変化と教師効⼒感・バーンアウトと
の関係に関する研究 ⽇本教育⼯学会論⽂誌, 41(Suppl.), 165-168.

• 中嶋彩華・久坂哲也 (2018). ⼩学校教員の教師効⼒感と教員経験年数の関連の予備的検討⽇本教育⼯学会論⽂誌, 
42(Suppl.), 57-60. 

• 坂⽥哲⼈・町⽀⼤祐・中⽥正弘・脇本健弘・湯浅且敏 (2020). 教師効⼒感に影響をおよぼす専⾨職の学習共同体の構成要因
に関する分析. ⻘⼭インフォメーション・サイエンス, 47(1), 16-23.

• 中嶋彩華・久坂哲也 (2020). ⼩学校教員の理科指導に対する不安，教師効⼒感，学習動機の検討⽇本教育⼯学会論⽂誌, 
44(1), 1-9.
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結果：研究⽬的
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結果：研究対象
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結果１：⽇本語訳
• 延べ107項⽬のうち17項⽬，7つの先⾏研究のうち4つに疑問が

⽣じた
• 翻訳間違い，原版にはない過剰だと思われる表現，ニュアン

スの相違
• How much can you do to help your students think critically?

- 批判的に考えがちな⼦どもを援助することができる（ ⽩尾＆今林，2005）
- 物事を批判的に考えがちな⼦どもを⽀援することができる（三島他，2010）
- 児童が物事を批判的に考えられるよう⽀援することができる

（中嶋＆久坂，2018）

• To what extent can you make your expectation clear about 
student behavior?
- ⼦どもに期待する⾏動・態度・⾔動などを明確にすることができる
（三島他，2010）

- 望ましい児童の⾏動・態度・⾔動について明確なイメージをもつことができる
（中嶋＆久坂，2018）

• How much can you assist families in helping their children do 
well in school?
- ⼦どもが学校で⼗分に勉強を⾏えるように，家庭と連携することができる

（ ⽩尾＆今林，2005）
- 児童が充実した学校⽣活を過ごせるよう保護者に協⼒を得ることができる

（中嶋＆久坂，2018）
- 家庭学習について適切に⽀援できる（坂⽥他，2019）
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結果２：段階の数，アンカー，項⽬数
• 原版では9件法が採⽤
• レビュー対象となった7つの研究は4件法から7件法を採⽤
• なぜ変更したのか理由は述べられていない
• 因⼦分析後の項⽬数にもばらつきあり
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段階
の数

アンカー 因⼦分析前
の項⽬数

因⼦分析後
の項⽬数

Tschannen-Moran &
Woolfolk Hoy(2001)

9 1=nothing, 3=very little, 5=some
influence, 7=quite a bit, 9=a great deal 70a 24/12

⽩尾・今林(2005) 5 記載なし 24 14
三島他(2010) 7 全くそう思わない，⾮常にそう思う 24 18c

町⽀他(2014) 5
1=あてはまらない, 2=あまりあてはまら

ない, 3=どちらともいえない, 4=ややあて
はまる, 5=あてはまる

19 15

町⽀他(2017) 5 記載なし 12b 12

中嶋・久坂(2018) 6
1=まったく⾃信がない，

6=とても⾃信がある 24 24

坂⽥他(2019) 5 記載なし 12 12

中嶋・久坂(2020) 4 1=全く⾃信がない，4=とても⾃信がある 15 -

リッカート尺度 項⽬数
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• レビュー研究によると，既存の⽇本語訳の中で質が担保された訳はない
（翻訳間違い，原版にはない過剰だと思われる表現，ニュアンスの相違）

• 2005年，尺度翻訳において質を担保するためのガイドライン「ISPOR（International Society for Pharmacoeconomics 
and Outcomes Research）タスクフォースによるガイドライン」が発表された(Wild et al., 2005)

• 尺度の多⾔語開発における従来の課題

a. 翻訳⽅法論の⼀貫性⽋如による⽐較の困難さ

b. ⽤語の⼀貫性⽋如による内容の不明瞭さ

c. 尺度開発者独⾃の翻訳による⽭盾やデータ不⾜

d. 妥当性や構造的等価性などの不完全さからみる質保証の重要性
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考察１：どの翻訳を借⽤すべきなのか？

原著者の承諾を得た上で，
⾔語的妥当性が担保された正式な⽇本語版の尺度開発を⽬指すべき
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考察１：どの翻訳を借⽤すべきなのか？
• ISPOR（Wild et al., 2005）質を担保した翻訳版を完成させるために必要な10のステップが記述されている
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考察２：スケール
• 多くの⾔語は9件法（例外：ポルトガル語は10件法，中国語はスケー

ルの表記なし）

• ⽇本語版では何件法を⽤いたらよいのか著者へ確認

• 結論：9件法もしくは5件法を⽤いるのがよい

• 理由

• Tschannen-Moran, M & Woolfolk Hoy, A. (2001)で⽤いられた
9件法は，Banduraの教師⾃⼰効⼒感尺度 (teacher self-
efficacy scale) に準拠している
しかし，多くの研究者から偶数の項⽬に対して名称がないこと
に対する困惑が寄せられた

• 5つの名称を不完全なものである。なぜならば，例えば「Quite 
a Bit」と「A Great Deal」の間には，概念的には⼤差がないた
め。従って，アンカー間における増減の差が均等になるよう適
した⾔葉がある場合，⽂脈の中で最も効果のある⾔葉を⾃由に
選ぶことを推奨

• Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy (2001) 以降，様々な研究
で5件法が試されてきた

• 2020年10⽉時点ではProf. Dr Tschannen-Moranはイスラエル，
アラブ系イスラエル，トルコの研究者と⼀緒に5件法を⽤いた
研究を⾏っているが，その結果は信頼性も妥当性も担保された
と報告
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Tschannen-Moranのサイトより
https://wmpeople.wm.edu/asse
t/index/mxtsch/tseslong

段階

の数
アンカー

Tschannen-Moran &

Woolfolk Hoy(2001)
9

1=nothing, 3=very little, 5=some

influence, 7=quite a bit, 9=a great deal

⽩尾・今林(2005) 5 記載なし

三島他(2010) 7 全くそう思わない，⾮常にそう思う

町⽀他(2014) 5

1=あてはまらない, 2=あまりあてはまら

ない, 3=どちらともいえない, 4=ややあて

はまる, 5=あてはまる

町⽀他(2017) 5 記載なし

中嶋・久坂(2018) 6
1=まったく⾃信がない，

6=とても⾃信がある

坂⽥他(2019) 5 記載なし

中嶋・久坂(2020) 4 1=全く⾃信がない，4=とても⾃信がある

リッカート尺度
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考察２：スケール
• 本研究と同じ⾔語的妥当性を担保した⽇本語版開発研究を⾏った⻑⽥他 (2008) は，織⽥ (1970) の研究によって明らかと

なった副詞を採⽤

• 織⽥ (1970) は「程度量副詞の国⽂法学的な観点からの理解と，われわれの⽇常⽣活における理解とが,必ずしも⼀致しない
であろうことは容易に想像できる」と述べており，⼩学⽣，中学⽣，⼤学を対象とした実証研究を⾏った。その⽅法は，
織⽥ (1967) で収集した副詞を⽤い，⼀対⽐較法により最終的に18の現実の程度量表現⽤語を5群に⼤別した

• 最⾼度を表す語 ：すごく, ⾮常に, たいへん, とても, かなり, だいぶ

• 中程度を表す語 ：わりに, ⼤きい

• 低度を表す語 ：やや, 少し, 多少, どちらかといえば, わずかに

• 零度を表す語 ：あまり, どちらともいえない, ほとんど, 少しも

• 絶対零度を表す語 ：ぜんぜん

• ⽵⾕他 (1992) の指摘

• 織⽥（1970, 1978）が⽤いたギルフォードの⼀対⽐較法は，各程度量⽤語に対する評定値の分布は正規分布が成り⽴ち，
かつその標準偏差は等しいと仮定している
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• ⽵⾕誠・中村直⼈・松居⾠則 (1992). アンケート調査のための程度量表現⽤語の意味構造分析電⼦情報通信学会論
⽂誌 A, 75(2), 399-406.

• 意味構造分析法（SS分析：Semantic Structure Analysis）を導⼊
• 副詞語間に順序性の概念を導⼊し，順序関係が成⽴する語のみを対象に，89名の⼤学⽣を対象とした調査を実施
• データを正規化し，均等間隔に分類を実施

考察２：スケール
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邦訳されたTeachersʼSense of Efficacy Scaleに関するレビュー

考察２：スケール

16

• ⽵⾕ら (1992)が⽰す3つの程度量⽤語
• ６件法の場合 全然〜ない，あまり〜ない，どちらかといえば〜，わりに〜，だいぶ〜，非常に〜

• ５件法の場合 全然〜ない，あまり〜ない，多少〜，だいぶ〜，⾮常に〜
• ３件法の場合 全然〜ない，多少〜，⾮常に〜

項目数 英語 日本語 項目数 英語 日本語

1 None at All 全然できない 1 None at All 全然できない

2 - - 2 Very Little あまりできない

3 Very Little あまりできない 3 Some Degree 多少できる

4 - - 4 Quite a Bit だいぶできる

5 Some Degree 多少できる 5 A Great Deal 非常にできる

6 - - 注) Likert Scale：5件法を用いる場合

7 Quite a Bit だいぶできる

8 - -

9 A Great Deal 非常にできる

注) Likert Scale：9件法を用いる場合

＜本研究が提案する程度量⽤語＞
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