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１.(１)今回の提案の趣旨１

この20分では以下を考えます。

①現職教職員を対象に計量分析(なんとか現実を数字にまとめる調査研究の核)の
基本を提案します。特に現職教職員の“別職務が忙し
く”かつ“過去に複雑な計量分析をした経験が無く”，
“高価なソフトが無い”状況でも無理なく，を考えます。

②論文指導や学会誌等の査読など研究者の調査を通した現
場とのお付き合いの仕方も考えたいと思います。

みんなの調査力は学校現場の現実を社会に訴えるとと

もに，社会全体で議論されている最新の話題を学校現場
の改善課題の方法論につなげる可能性があります。

リサーチリテラシー



１.(１)今回の提案の趣旨２

③現場の先生にとっても調査研究をまとめて論文にするこ
とはわかりやすい利益があります。例えば，キャリアパ
ス(自分の未来の仕事の展望)や学校経営の改善，働き方
改革などです(1．(2)参照)。

④でも，論文を書くには，「子供の目が輝いた」や「取り
組みの記録」だけでは不充分です。段取り(努力と実践，
原因部分)と説明責任としての成果(努力と実践で得られ
たこと，結果部分)を質か量の実証的根拠(エビデンス)で
示す必要があります。

みんなのエビデンス・ベースド・学校
を勧めることは今後の学校予算確保や皆の指揮向上の鍵になります。



１.(１)今回の提案の趣旨３

⑤「調査研究」や「実証的根拠(エビデンス)」というと大げ
さですが，要は法律上または設置者の指示，学校経営の決
定上行っている学校評価資料となる調査データを公表でき

るように加工してまとめることで十二分です(ながら論文
執筆のオススメ)。

⑥データには，自由記述や観察といった質的データと

リッカート法(主観を重み付けしたもの)や身長・体重，学

力得点などの量的データがあります。また，全国学力

学習状況調査や生徒指導の諸問題調査，学校保健調査など

は公刊統計(ファンダメンタルズ)として高く評価されます。



１.(２)実務家が論文を書く意味・意義

多忙・未経験・ソフト無の実務家の先生にお話ししたいこと

①調査力こそ職業展開への道
調査研究で効率よく論文を書けます。将来の職業展望に有益です。

②学校評価など眠っているデータを研究に刻み込む
数字を使うと図表が沢山作れて，学校の諸評価を着実な学校改善に

つなげやすくなります。なにより教育経営に必要な「未来を語

る」上で皆で共有する物語が分りやすくなります。

③調査研究は“働き方改革”の最前線

調査・会議は多忙省略余地のある箇所として注目されています。で
も，大切のものです。『報告書』・『紀要』のメリットを挙げて，
かつ省力化を考えてください。

キャリア パス

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

ストーリー

スリム化



①調査力こそ職業展開への道

②学校評価など眠っているデータを研究に刻み込む

日本学校改善学会では校長先生のエクセルでの割り

算を通して「コストパフォーマンス業務スリム化」等
「実践しながら調査研究」が多数報告されています。

③調査研究は“働き方改革”の最前線
数字はマークシートにできますし，すぐ図表になります。

キャリア パス

①卒業論文の調査と②修士論文の調査，③博士課程浪人時
代の調査，④博士課程時代の調査の４つで学位と本を出せ
ました。１つの調査(60項目ぐらい)で査読論文１※と非
査読論文２～５ぐらいかけます。※二重投稿にならないように注意

左から“私立幼稚園”，“公立
幼稚園”，“公立小学校”の退
職年齢推移グラフ。(データ出典
『学校教員統計調査』)

１.(2)資料



１.(３)本研究の研究者の先生への主張の概要

研究者の先生へ指導・査読時に考えてほしいはなし

①たかだか数回の調査で「天下国家」を語ってはダメ。

②調査方法論は優劣を競うものではないと思いますが，
文系的な論の運び方の“仮説設定”や“結果の解釈”，
“考察・今後の課題展望”は優劣がとても出てきます。

③倫理面では“もめ事”が急激に増えていますが，行
き過ぎてる感もあり揺り戻しがあるような気がします。
今後に注意。

④調査は“世界に出す”と“終わらせる”が大切です。

⑤調査は再利用や発展を統制する“次へ”が大切です。

天下で優劣を競って，揉めて世界が終わる。でも，次へつながる。



①たかだか数回の調査で「天下国家」を語ってはダメ。

②調査方法論は優劣を競うものではないと思いますが，

「中学校教師のストレスに関する日米比較」と銘を打っ
ていますが，「福島県(N=427)とテネシー州(N=119)の
比較」とすべきです。一回の調査の結果は“こんな結果
が出た”“こう考えるのが無理がないかも”，“とはい
え今後の課題も多く･･･”と表現することが無難。
ただ，１つも調査をせずに文献の切り貼りで論文にする
ことの方が問題とも思います。「『調査研究に限界があ
る』というのを『調査が難しい』の言い訳にしてはいけ
ません」(高田純，香川大学・臨床心理士)談

自由記述などの質的研究 仮説構築に〇
数量化調査研究の基礎分析 基本的な枠組み確認に〇
数量化調査研究の統計ソフト基本装備多変量解析 探索的分析に〇
数量化調査研究の統計ソフト追加装備多変量解析 確認的分析に〇

全部役割は別ですし，できれば，自分の専門は上の全部の方法を使っ
て考えてみたいものです。

１.(3)資料



③倫理面では“もめ事”が急激に増えていますが，揺
り戻しありそう。

④調査は“世界に出す”と“終わらせる”が大切です。

日本学術振興会
『科学の健全な
発展のために』

倫理として「利益相反」「インフォームド・コンセント」「個
人情報管理」「オーサーシップ」「二重投稿・二重出版」「サ
ラミ出版」など。でも，「『〇〇〇』尺度の一部項目を取捨し
て改編したから著作権違反」とか，「１調査は１つの論文で終
わらせるべきだ」などの指摘は行き過ぎで，これに合理的な揺
り戻しをするのが大切だと思います。

個人的に３，４年で10人前後ゼミ生がいて，４年生
の卒論は各自が調査研究を行い，３年時には２～３
グループで調査研究を行います。学内外で年に10以
上調査が動いていますが，どの調査も相応に社会(世
界)に発信する価値があります。が，頑張ってPDF等
で公開できる状態にして適正に終わらせておかない
と，“その調査”はなかったことになります。１.(３)資料



⑤調査は再利用や発展を統制する“次へ”が大切です。

日本青年心理学会研究委員会
アーカイブズ企画では，採択
論文のデータを学会が預かり，
会員に追加分析を行う企画を
試行しています。

調査研究を論文指導や学会誌査読で評
価する者は“もめ事が起きないように”
また，“調査の内容の身の丈に合った論
点になっているかどうか”は厳しく指導
しながらも，“世に出して終わらせる”
と“その人，その時，状況なりの分析手
法で良し”とするようなおおらかさが大
切だと提案いたします。
一方で，収集された調査データは“不

正をしていない説明責任”の上でも“今
後，別の角度やより複雑な分析ができる
人に追加分析を許容する”上でも公的な
扱いを用いることを検討することがとて
も価値あるように思います。日本青年心
理学会のように学会データバンクのよう
なものを提案したいと思います。報告 長谷守紘(愛知県教諭) 1.(3)資料



２．調査研究の実施選択肢

①可能であれば，質的調査(インタビュー，自由記述等1(5))で仮
説構築を意識し，先行研究の量的調査を参照(尺度という単
位にこだわる必要はない)した量的調査(論文作成が楽)を行う。

②量的調査は著作権上もめないようにしつつ学校評価とうの
“ながら調査”でいい。実験室実験のような厳密さは放棄し
データの出どころや無理のない収集過程自体も載せて，現場
の雰囲気を評価するぐらいのゆとりを持ちたい。

③分析は，結局は基本統計量等の確認(属性ごとの平均や分散
の確認，正規分布の確認1(1),(2)(4))と関係性における相関の散
布図での確認(1(3))は前提として必要。これらは統計ソフトが
無くてもできるので，ここを丁寧にやって，それはそれで論
文として成立する気持ちが大切。無理に多変量解析しない。



④余裕があれば多変量解析等で特性の分析(因子分析)や因果関
係の検討(重回帰分析2(3)’)，類型の探索(クラスター分2(4)’)も
してみてもいい。けど，それ以前に相関係数(2(3)’)や属性ご
との平均の比較(2(1)’)も丁寧にみておくことが必要。当然そ
の前提として③はこなしておくことが必要。

⑤統計ソフトは個人的には『Excel統計®』や『Jump®』がお
ススメ。『R®』は人によっては習得困難かも。

⑥④の上になおかつ余裕があれば，普通の統計ソフトではでき
ないことも多い確認的分析(2(2),(3))なども有意義。しかし，修
士論文期間でここまでというのは無理な気も･･･。

⑦むしろすべきは，方法論の工夫よりは“調査を縦断的に同一
人物の変化等を把握する”や①～④の内容をインターネット
で概観できるよう公表する努力では，と提案。



３．エクセルで行う質・量の
分析手続きガイド

０．構成と本研究の目的
１．学校で実用的な分析と実用的ではない分析
２．Excel ®では無理な分析でみる教師の幸福とストレス
３．提案

【データの入力】
なお、ここではリッカート法４件法でアンケート回答を

求め、Excel ®の入力に同一人物を各行に、質問項目を各列
に入力する書式をとったうえでの分析をお示しします。
数量データは露口健司編著『ソーシャルキャピタルで解

く現代の教育問題』第10章と同一です。自由記述分析の
データは本学の保育・教職志望学生190名のものです。

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会
委員会セッション報告のもの



０．構成と本研究の目的

【使用データの概要】
〇バーンアウトはMBI17項目
〇キャリア適応力10項目
〇職務ストレッサー20項目
〇職場環境ストレッサー28項目
〇個人的ストレッサー５項目

以上、高木(2015)を参照

□今年と去年の幸福度

高木(2015)の主要ストレス概念の解説

本報告の質問項目は高木亮、2015『教師の職業ストレス』ナカニシヤ出
版を参照されたい。データは2(3)’の右側２つのパス図が高木亮(2003)

「教師の職業ストレス過程に関する比較研究」『日本教育経営学会紀
要』45,pp.50-62.を，自由記述分析1(5)と2(5)’については未公表。その他

のデータはいずれも近刊の露口健司編著『ソーシャルキャピタルで解く
現代の教育問題』ジダイ社の第10章と同一。

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告



１．学校で実用可能な分析と実用可能ではない分析

“統計ソフト”を使わなくてもExcel ©で実施可能な分析
統計ソフトは概ね、有意判定や標準偏差を扱う分析以上で必要。
後述するように神林先生は現場の基礎データを複数収集した上でメタ

分析としての一般線形モデルの検討を成功させており、ここでは“学校
現場の分担”として以下の基礎分析とデータセットの研究機関への外注
が現実的であると提案したい。

Excel ®でできる分析（学校現場の分担)
(１)“ピポットテーブルを用いた”属性ごとの平均点算出
(２)“ピポットテーブルを用いた”ヒストグラム(度数分布)と正規分布確認
(３)散布図(グラフ)・近似線を用いた相関性の簡易検討
(４)関数を用いた複数属数間ごとの平均点・比率の計算
(5)※置き換えを用いた出現単語の集計

※自由記述の分析

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告
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「今年の幸福度」の男女×年齢推移

男性 女性

20代 30代 40代 50代
男 2.56 2.63 2.47 2.87
女 2.62 2.74 2.58 2.66
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年代×性別の「今年の幸福度」の平均比較
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小学校 中学校 義務学校

勤務校種×性別の「今年の幸福度」の平均

比較

男性 女性

小学校 中学校 義務学校
男性 2.77 2.60 2.65
女性 2.74 2.51 2.56

１(1)“ピポットテーブルを用いた”属性ごとの平均点算出

左は各実年齢ごとにピポットテーブルの軸を設
定し、「Σ」に「今年の幸福度」の平均を入れ
た表。年齢×性別ごとの幸福得点の変化が確認
できる。一見大きく動いているように見えるが
N=520でも、43歳女性は５人しかいないため
各年齢×性別の平均点数が不安定である。
そのため、右下のように、４分割年代×性別の
平均値をピポットテーブルで表に資比較を行っ
た。

左は各実年齢ごとにピポッ
トテーブルの表をグラフ化。
差の判定はグラフが増える
ほどしにくくなる。

右は学校種×性別で幸福度
を表、グラフ作成したもの
小学校が幸福度が高く、義
務教育学校が小と中の中間
であることが分かる。

差の判定はいずれも難しい。

有意判定は2(1)‘参照

【資料】以下は日本学校改善学会
第２回大会委員会セッション報告



１(2)“ピポットテーブルを用いた”ヒストグラム(度数分布)と正規分布の確認

幸福度は年間に変動が激しい。また、回答幅ができるだけ大
きい方が(『PISA』PISAなどではリッカート法で100件法)
正規分布や散布図に横幅があり分析の安定感が増す。しかし、
回答者のニーズで「すべて４件法」が条件となったため、
「今年の幸福度」と「去年の幸福度」を２項目尋ねた。
その結果、

〇「今年の幸福度」＋「去年の幸福度」
→合成変数「この２年の幸福度」

〇「今年の幸福度」-「去年の幸福度」
→合成変数「幸福度の変化」

・・・を分析に用いた。エクセルでは「今年」と「去年」の
「＋」と「-」をそれぞれ設ければよい。

右の表は
・「今年の幸福度」、「去年の幸福度」さらに「幸福度変
化」ごとにピポットテーブル作業シートを設け

・「行」に幸福度の各得点
・「Σ」に幸福度の各件数(次いで、％)
・・・を算出した表を３つあわせたもの。
これを棒グラフ化すれば(右上の図)概ね、正規分布している
ことが確認できる。

露口健司編『ソーシャルキャピタルで解く現代の教
育問題』（ジダイ社）第10章 図１

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告



１(３)散布図(グラフ)・近似線を用いた相関性の簡易検討

原因に近い概念の変
数をX軸(縦列左)、
結果に近い概念をY
軸(縦列右)におき、
グラフとしての散布
図を作成し、近似線
を引いたもの。
左右上はX軸が尺度
平均のため、X軸幅
に縦深があり非線形
性をある程度、検証
することができる。
左右下はX軸もY軸
も１項目のため縦深
がなく非線形性が確
認できないし、「散
布」らしくない。
この傾きが意味があ
るかどうかの差はこ
こでは難しい。
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X軸：眠り浅さ Y軸：今年の幸福度

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

10 15 20 25 30 35 40

X軸：ｷｬﾘｱ適応12 Y軸：今年の幸福度

右肩下がりなら
負の相関関係

右肩上がりなら
正の相関関係

水平なら相関関係なし
だけど、これは水平？
右肩上がり？

相関の判断は相関係数の相場(2(3)’)参照

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告



１(４)関数を用いた複数属数間ごとの平均点・比率の計算

露口健司編『ソーシャルキャピタルで解く現代の教
育問題』（ジダイ社）第10章 図２

左の図(『生徒指導提要』発達障害の重複比率)のような特定属性間の
重複状況と、その重複状況ごとの数値(平均や比率、件数)算出を行い
たい。属性は「１(有)」「0(無)」というダミー変数化が必要なので、
ここでは合成変数「この２年の幸福度」と「職場環境のストレッサー
平均」、「職務自体のストレッサー平均」、「個人的ストレッサー」
平均の概ね上位４分の１を「１」、それ以外を「０」のダミー変数と
なるようにエクセルのセルを「IF関数」で設定した。

前述のように作った「この２年の幸福度」と「職場県境
ストレッサー平均」、「職務自体のストレッサー平均」、
「個人的ストレッサー」平均の上位４分位を「１」とした
ダミー変数セル(ア)を４列設けた。そのうえで、（ア）につ
いて「IF関数」で右図のような８面にあたる各々の回答者
を集計を設けた(イ)。例えば、３つのストレッサーがいずれ
も高くないものの幸福度は「IF関数」の「職務ダミー=０」
かつ「職場ダミー＝０」かつ「個人ダミー＝０」、かつ
「この２年幸福度ダミー＝１」にあてはまるものを「１」
とする算出と「０」とする算出２セルを設ける。このよう
な、組み合わせセルを８×２の16設け、該当８領域にの人
数「１」の人数(領域高幸福者)と「１」＋「０」の人数(そ
の領域の人数合計)を設け比率等を計算した。
【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告



４つの因子の高群
４分位ダミーセル

各領域の幸福高四
分位ダミーセル

各領域の幸福高四
分位外ダミーセル

この２セットが８面
積分で計16セル

ア

イ

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告



１(5)※置き換えを用いた出現単語の集計

自由記述の分析にはKJ法的な文脈を類型化する方法があるが，
Excel©でできる分析としては質問ごとの単語の集計表づくりがあ
る。類似の単語をまとめつつ，質問の種類ごとに名詞と動詞と形容
詞を分けて頻出単語のリスト化を行う。Excel©の置き換えや検索
を活用することで集計がある程度効率的に行える。
ここでは，自分なりの「幸福」と「楽しい」と「充実」を回答し

てもらった内容についての分析表を示している。以上を見れば，こ
いずれの概念も，「逆転した要素の回答」が多くなされ，「食べる
と寝る」に多数の回答が集中し，人間関係の話題が多いことがわか
る。一方で，充実は「いそがしい」「予定」「詰まる」など自体が
回答されていることが分る。

友達 49 友達 68 バイト 24
好き 47 好きなこと 33 自分 20
自分 41 自分 28 好き 17
家族 28 逆 18 予定 17
充実 22 人 16 友達 15
ご飯・食べ物 20 買い物 12 状態 15
状態 12 趣味 12 学校 18
心 12 話 11 暇 10
ライブ 9 家族 11 生活 7
バイト 9 状態 11 ライブ 6
旅行 7 ゲーム 7 お金 5
自由 6 会話 7 家族 5
恋人 5 旅行 6

幸福の名詞 楽しいの名詞 充実の名詞

食べる 67 遊ぶ 39 感じる 32
寝る 43 話す 21 出来る 16
過ごす 25 笑う 20 ある 15
遊ぶ 24 行く 17 思う 14
いる 22 食べる 14 行く 13
感じる 22 過ごす 13 食べる 12
出来る 16 出来る 11 いく 11
行く 9 話せる 8 詰まる 9
話せる 9 ある 8 いる 7
笑う 8 見る 8 遊ぶ 7
生きる 8 寝る 7
買う 7 いる 7
なる 5 なくなる 5

幸福の動詞 楽しいの動詞 充実の動詞

楽しいの形容詞
美味しい 29 苦しい 29 無い 28
楽しい 27 無い 10 いそがしい 16
無い 13 美味しい 6 楽しい 11

美味しい 5
うまい 5
虚しい 5

幸福の形容詞 充実の形容詞

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告



２．Excelでは無理な分析でみる教師の幸福とストレス

統計ソフトを用いると様々な分析ができる
大学等にデータを送ると以下のような１の(1)～(5)について追加

の分析ができる。
(1)´平均の比較
(２)´足していい項目の組み合わせ（特性因子）と縦断性の分析
(3)´関係性の検討
(4)´類型の検討
(5)※´コンセプトマッピング(SSN社『トレンドサーチ』 ®)
(6)メタ分析
上記のようなデータ分析以上に、複数のデータを合わせて行う，

メタ分析(個別データセットをさらに複数合わせて行う大上段になっ
た分析)が一般理論生成には重要である。複数の学校間比較や地域教
育行政間比較、さらに数年間のデータの縦断分析(この場合特に、同
一個人と同一組織の紐づけを行うことが重要)である。しかし、この
分析などは学校改善より教育行政改善の議論が中心になる。

【資料】以下は日本学校改善学会
第２回大会委員会セッション報告



２．Excel©では無理な分析でみる教師の幸福とストレス

【“統計ソフト”とは】
統計ソフトは概ね、有意判定や標準偏差を扱う分析以上で必要。

・SPSS ®やSAS ®

10万円以上する統計ソフト。複雑な分析は追加料金のキットが必
要になる事もある。

・フリーソフト“R ®”
無料ながら一定のプログラミングの素養で動くソフト。

・Excel統計®

Excelのアドインソフト。分析のための表の範囲をいちいち設定
する必要があるため手間がかかるが、２万円程度と安価。

・トレンドサーチ®
※自由記述分析ソフト

もっとも安価な自由記述分析ソフト。Excel ®のアドインソフト。

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告



20代 30代 40代 50代
男 2.56 2.63 2.47 2.87
女 2.62 2.74 2.58 2.66

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

20代 30代 40代 50代

年代×性別の「今年の幸福度」の平均比較

男 女

2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

小学校 中学校 義務学校

勤務校種×性別の「今年の幸福度」の平均

比較

男性 女性

小学校 中学校 義務学校
男性 2.77 2.60 2.65
女性 2.74 2.51 2.56

２(1)´平均の比較

平均の比較において有意差の判定を行える点が大きなポイント。２群間比較(例えば、男女比較)の場合はｔ検定。
３群以上の比較(例えば「20代と30代、40代、50代」の４群比較や「小学校と中学校、中等教育学校」の３群
比較)は一元配置の分散分析。同時に２条件(「性別×年代」や「性別×学校種」など)の比較は二元配置の分散分析
である。二元配置の分散分析は交互作用(二条件が交互に有意差を持つ状況)が検証できるため、実験研究など縦断
的モデルなどで用いられる。近年縦断的モデルはマルチレベル分析(SPSS等で追加の教科ソフトが必要な分析)な
どで平均を行わない交互作用的な検証が可能になり取って代わられつつある。

左では性差の平均はないも
のの、年代差は有意な傾向
(P<0.1)で存在し、交互作用
の有意差が存在。男性の40
代と50代で幸福に有意差が
あるため、左右のa,bのよう
な有意差表記(単純主効果の
検討と多重比較)を行う。
右では校種と交互作用に有
意差がある。また、小学校
女性と中学校女性に有意差。
交互作用とは、“左右の性
別ごとの折れ線グラフの形
が有意に異なる形である”
ことの判定といえる。

20代 30代 40代 50代 性別F値 年代F値 交互作用
男 2.56(0.52)ab 2.63(0.55)ab 2.47(0.68)b 2.87(0.45)a

女 2.62(0.61) 2.74(0.75) 2.58(0.65) 2.66(0.66)
0.67 1.81† 2.51※

小学校 中学校 義務学校 性別F値 校種F値 交互作用
男性 2.77(0.52) 2.60(0.55) 2.65(0.55)

女性 2.74(0.56)a 2.51(0.68)b 2.56(0.56)b
4.58**0.67 5.12**

1(1)が・・・
1(1)が・・・

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告



２(２)´足していい項目の組み合わせ（特性因子）と縦断性の分析

〇足していい項目の組み合わせ探し(因子分析)
できるだけ特徴は残しつつ複数ある項目はまとめて変数化を行うことができると

分析が容易になる。そのような趣旨で因子分析（学校関係の因子分析は最尤解、プ
ロマックス回転が無難）が行われ「因子」にまとめを行うことが多い。なお、先行
研究の尺度を因子をもとに３項目づつぐらい採用する簡易手法も現場では容易で有
益。

高井(2015)

 

〇縦断的分析
個人の時系列に基づいた点数の変化の比較を行うことが分析上有効。公開はし

なくとも、個人名または出席番号やIDで把握したり、同じ学校などの学校名を押
さえるデータ収集(パネルデータ)で分析を行うことができれば有益。

ア イ

左のアのように縦断
的変化をグループで
平均化して行う分析
（対応のあるｔ検定
や対応のある分散分
析)が平均の比較(ア)。
これとは別にイのよ
うに個人の数値の変
化を残したまま行う
ことができる分析
データを「パネル
データ」と呼ぶ。

【資料】以下は日本学校改善学会
第２回大会委員会セッション報告



２(3)´関係性の検討 因果関係を分析する手法として重回帰分析(左10-3)と共分散構造分
析(右の２図)、さらにロジスティック回帰分析(左10-4,5)がある。

ステップワイズ法を用いた重回
帰分析は共分散構造分析のように
複合的な因果関係を検討できるが、
統計上は共分散構造分析を用いる
方が適切とされる。しかし、共分
散構造分析はSPSS等の追加ソフ
ト（Amos）を要し分析も複雑で
ハードルが高い。

また、ロジスティック回帰分析
は目的変数をダミー変数とし、１
が起きる期待値を「オッズのN
（変数増の値）乗」とするなど、
「原因がこれだけ増えると結果が
起きる確率が何倍上昇」という提
案ができるなどの魅力がある。
しかしいずれの分析も縦断的

データが得られなければ厳密には
相関での疑似因果分析にすぎない
ことは踏まえておきたい。

右、高木(2003)

露口健司編『ソーシャルキャピタルで解く
現代の教育問題』（ジダイ社）第10章 【資料】以下は日本学校改善学会

第２回大会委員会セッション報告



今年の幸福度計キャ適応 計ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ全 A63有給容易 A64眠り浅い

今年の幸福 1.00 0.31 -0.60 0.13 -0.21
計キャ適応 0.31 1.00 -0.45 0.17 -0.17
計ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ全 -0.60 -0.45 1.00 -0.16 0.39
A63有給容易 0.13 0.17 -0.16 1.00 -0.17
A64眠り浅い -0.21 -0.17 0.39 -0.17 1.00

今年の幸福度① 去年の幸福度②

今の仕事は「私にとってあまり意味がない」という感じがする。(情緒消耗) -0.41 -0.28
自分の仕事がつまらなく思えて仕方がない。(情緒消耗) -0.45 -0.34
同僚や上司，児童生徒と何も話したくないことがある。(情緒消耗) -0.32 -0.29
同僚や上司，児童生徒の顔を見るのも嫌になることがある。(情緒消耗) -0.33 -0.25
仕事の結果はどうでも良いと思う。(情緒消耗) -0.21 -0.24
「こんな仕事はもうやめたい」と思う。(情緒消耗) -0.40 -0.29
出勤前職場に出るのが嫌になって家にいたいと思う。(情緒消耗) -0.42 -0.31
こまごまと気配りすることが面倒になる。(脱人格化) -0.33 -0.26
(逆転)仕事が楽しくて，知らないうちに時間が過ぎてしまう。(達成後退) -0.56 -0.39
(逆転)今の仕事に心から喜びを感じている。(達成後退) -0.66 -0.41
(逆転)我を忘れるほどに仕事に熱中することがある。(達成後退) -0.50 -0.34
(逆転)この仕事は私の性分に合っていると思う。(達成後退) -0.50 -0.38
(逆転)仕事を終えて「今日は気持ちよい日だった」と思うことがある。(達成後退) -0.83 -0.52
(逆転)「われながら，仕事を上手くこなしている」と思う。(達成後退) -0.46 -0.27
身体も気持ちも疲れ果てたと思うことがよくある。(脱人格化) -0.38 -0.24
仕事のために心にゆとりがなくなったと感じる。(脱人格化) -0.38 -0.27
１日の仕事が終わると「やっと終わった」とホッとする。(脱人格化) -0.20 -0.14

① ② ①-② 「MBI」17項目

1.00 0.50 0.55 -0.61
-0.50 1.00 0.45 -0.43
-0.55 0.45 1.00 -0.21

情緒消耗 -0.41 -0.33 -0.11 0.91
達成後退 -0.75 -0.49 -0.31 0.81
脱人格化 -0.34 -0.24 -0.12 0.75
役割葛藤 -0.32 -0.23 -0.10 0.61
組織風土 -0.40 -0.21 -0.20 0.53
対人負荷 -0.21 -0.17 -0.05 0.49
評価懸念 -0.29 -0.25 -0.06 0.59

-0.17 -0.12 -0.07 0.31
0.31 0.23 0.11 -0.41

教諭実困 -0.26 -0.26 -0.02 0.47
教諭曖昧 -0.22 -0.18 -0.05 0.43

個人スト

キャ適応

職務
ストレッサー

“今年の幸福度”①

“去年の幸福度”②

“合成幸福度変化”①-②

「MBI」17項目

職場環境の
ストレッサー

２(3)´散布図を作成する際に効率的な相関係数表

露口健司編『ソーシャルキャピタルで解く
現代の教育問題』（ジダイ社）第10章

無相関

相関係数
0 .8 0 以上

0 .6 0 ～0 .7 9
0 .4 0 ～0 .5 9
0 .2 0 ～0 .3 9
0 .1 9 ～ 0ー .1 9

解釈
同一変数の疑い
高い正の相関

中程度の正の相関
弱い正の相関

弱い負の相関
中程度の負の相関

高い負の相関
逆転同一変数の疑い

-0 .2 0 ～ -0 .3 9
-0 .4 0 ～ 0ー .5 9
-0 .6 0 ～-0 .7 9

-0 .8 0 以下

上 相関係数の相場値(参考)
下 1(3)における散布図間も含めた相関係数

仮に10項目の質問の相互の相関を作った場合、組み合わせは
45個組み合わせができることになる。一つずつ総当たりをする
と大変なので、相関係数の表を確認しつつ、相関のあるものをま
ず確認して散布図を検討すると効率的。もっとも、散布図による
近似線は非線形性（U字型やN字型など）もありえるので、線形
性を数値化した相関係数を妄信しすぎるのは注意が必要。なお、
散布図は“無相関”とともに“正の弱い相関”～“正の強すぎる
相関”さらに“負の弱い相関”～“負の強すぎる相関”といった

相場値がある。

左をみれば分かるように
「今年の幸福度」は「今日
は気持ちいい一日だったと
思う（逆転）」と強すぎる
負の相関（逆転同一変数）
を示す。

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告



２(4)´類型の検討

似たグループを類型的に束ねる(クラスター)手法としてクラスター分析がある。今回は「今年の幸
福」と「去年の幸福」、MBI３因子、職場環境ストレッサー４因子、職務ストレッサー２因子、個人
的ストレッサー、キャリア適応力の１３変数を観測変数として投入。項目をまとめる手法(下左)と似
た回答傾向のものを仕分けする手法(下右)がある。今回は3つ程度のクラスに分けることとしている。
項目によりクラスターを作った場合、「今年の幸福」と達成感の後退、「去年の幸福」が１まとま

りで、その他のストレッサー・バーンアウトが１まとまり、さらにキャリア適応力が独立した変数の
まとまりであった（下右図）。
似た回答傾向の者をまとめたクラスターを作った。クラスター１は「幸福度横ばい」でストレッ

サー・ストレス反応が中間のクラス。クラスター２は「幸福度高止まり」でストレッサー・ストレス
反応がもっとも低いクラス。クラスター３は「幸福度低下傾向」でストレッサー・ストレス反応が最
も高いクラス。以上の３類型が示された（下左表）。

0 0.5 1 1.5 2 2.5

今年の幸福

達成後退

去年の幸福

情緒消耗

脱人格化

役割葛藤

対人負荷

評価懸念

組織風土

個人スト

教諭実困

教諭曖昧

キャ適応

樹形図

今年の幸福去年の幸福情緒消耗達成後退脱人格化役割葛藤組織風土対人負荷評価懸念
クラスター１(N=240) 2.81 2.82 1.75 2.43 2.79 2.18 2.41 2.01 2.01
クラスタ―２(N=159) 3.36 3.25 1.16 1.99 2.28 1.65 2.03 1.48 1.50
クラスター３(N=151) 1.95 2.23 2.44 2.97 3.38 2.57 2.80 2.32 2.38

個人スト キャ適応 教諭実困教諭曖昧A64眠り浅い B14問題保者

2.10 2.59 2.05 2.21 2.76 3.05
1.74 2.82 1.24 1.41 2.27 2.86
2.41 2.38 2.36 2.49 3.18 2.83

今年の幸福去年の幸福情緒消耗達成後退脱人格化役割葛藤組織風土対人負荷評価懸念
クラスター１(N=240) 2.81 2.82 1.75 2.43 2.79 2.18 2.41 2.01 2.01
クラスタ―２(N=159) 3.36 3.25 1.16 1.99 2.28 1.65 2.03 1.48 1.50
クラスター３(N=151) 1.95 2.23 2.44 2.97 3.38 2.57 2.80 2.32 2.38

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告



２(5)※´コンセプトマッピング(SSN社『トレンドサーチ』©)

『トレンドサーチ』©を用いた場合，コンセプトマッピ
ングという一文の中でつながりあう単語間を直線と距離
で結びつける描画を作成可能。直線とつながりと近さを
持つ範囲の意味に手動でラベルをはれば，図を見ること
で全体の文章を概ね読んだような理解ができる。マップ
の描画は安定性が今一つで，客観的な分析というよりは
沢山のテキストを短時間で理解する手助けのツールと考
える必要がある。

データは保育教職志望学生200人に聞いた，
“幸福”と“楽しい”，“充実”の自由記述調査

幸福のコンセプトマップ

学校と将来

家・食・寝る

人とのつながり

消費

楽しいのコンセプトマップ

家・食・寝る

自分の好きなこと

人とのつながり

充実感のコンセプトマップ

自分が好きなこと

忙しい
家・食・寝る

学校・バイト
バランス

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告



３．提案

〇 統計ソフトを利用した分析は概ね、一般理論の提示のための研究手
法である。特に有意判定はデータ数が少ないと(感覚的に１つの属性
あたり20以上の回答者数)、有意判定があらわされにくい。逆に、
多すぎると，平均の比較などで実感すら感じにくい平均差に有意判
定が乱発されることも知られている。これらの難しさは学校現場の
改善にはあまり建設的ではない技術的悩みであるように感じる。

〇 日本学校改善学会の趣旨と学校個々の改善を考えれば、統計ソフト
を用いた分析を必ずしも研究の前提条件とするのではなく、足し算
や引き算(変化量など)さらに割り算(比率など)さらにExcel関数を用
いた分析に十二分な価値があろう。それよりデータ収集は守秘義務
を確保した形で同一人物の紐づけがなされたパネルデータ収集が特
に有益である。学校現場で無理に統計ソフトで有意判定を行うよう
な分析をするよりも，このような「改善の方向性をイメージできる
データ収集の努力」への注力が大切であるように思われる。

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告



３．提案

○ あわせて、統計ソフトの各種分析は多くの教職員や保護者に実感を
もって読んでもらいにくい図表表記も主となる。特に日本の学校改善
には“一般理論提示の研究”と“学校改善の実践研究”の各々の数量
データへの考え方の違いを区分する基準づくり議論が今後有益である
と考えられる。

〇 一方で統計ソフトは相関係数表や平均の比較のクロス表作成、単語
の集計整理などで極めて効率的な作業支援の道具となる。例えば、２
万円程度のExcel統計があれば数年で元が取れる程度の“学校改善のた
めの評価作業時間効率化”につながる。同時に、このような効率化が
得られれば調査自体の設計の工夫や十分時間をとった尺度の選定，
リッカート法の件数の工夫(できれば４件法や５件法よりも10件法な
どの大きい回答枠が散布図作成などで有益)，紐づけ縦断データ管理の
工夫、変数間の関係を引き算や割り算、Excel関数でさまざまに検討す
る工夫などに力を注いだほうが生産的であろう。

【資料】以下は日本学校改善学会第２回大会委員会セッション報告


