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Abstract
The main purpose of the study is to evaluate the effect of mail survey and web survey methods on
Self-Efficacy scale. The response rate for a mail survey was much higher（50.5%） than one in the
web survey（22. 8%）. Female responded slightly more in both surveys, although a larger number of
older males responded in a web survey in comparison to the number of females responded in the
same age category. The mean age for respondents was for the mail survey (44.4) was much younger
than the mean age for the mail survey (55.5). The mean score for Self-Efficacy scale in the mail
survey was slightly higher than one in the web survey. The difference is considered to be caused by
the age differences between the two surveys, not by the methodological differences. Analyses based
on item response theory indicated psychometrical similarities between the two data collected through
two different survey methods, in terms of category response functions, item information functions,
and test response functions. There are some evidences supporting that measurement processes for
Self-Efficacy in both surveys being comparable through analyses based on classical test theory and
item response theory. Further research for different scales should be conducted for evaluating the
generalizability of the conclusion in this study.
Keyword: web survey, mail survey, sampling frame, classical test theory, item response theory

1. はじめに

調査の回収におけるトラブルに代表されるよ

従来, 日本においては住民基本台帳や選挙人

うに, 社会調査の回収率が低下している. 更に,

名簿から標本抽出を行う厳密な確率論的社会

サンプリングフレームとして用いられてきた

調査が可能であり, 質問紙を用いた郵送調査や

住民基台帳や選挙人名簿の閲覧は, 個人情報保

訪問調査などが高度に発達してきた. このよう

護の観点から困難になってきている（大隅昇,

な事情も一因となり, 日本ではウェブ調査に対

2010）. このような事情に加えて, 高齢者層を

する重要性の認識が欧米と比較して遅れたた

含む大勢の人々にとってウェブ環境が日常に

め, 社会調査におけるウェブ調査法が導入され

取り込まれてきていること, 調査経費の軽減の

てきたのは最近のことである. 最近では, 国勢

必要性, 調査プロセスの改善などの視点から,
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将来における社会調査の媒体は, 手軽にアクセ

の取り出し, ③意思決定と推論, ④質問項目へ

スできるようになったインターネットに移行

の回答, の 4 つの比較的独立したプロセスから

していく必要がある. しかし, 現在のウェブ調

成ること, ①から④への方向性を保ちながらも,

査法が直ちに, 従来から用いられてきた郵送調

これらのプロセスを行ったり来たりする相互

査法に代わって, 主要な社会調査方法として認

依存型の過程であることが明らかとなってき

められる, と考えられているわけではない（大

た. また, 人間の自伝的記憶が階層的に構造化

隅昇, 2010）. 調査にウェブを使用するという視

されているため, 設問の順序等が記憶の取り出

点に限定しても, 少なくとも下記の 5 つの克

しに対して強く影響すること等も明らかにな

服・解決すべき問題が指摘されている.

ってきた （Couper, et al, 2001; Groves, et al.
2004）. しかし, 日本においては,CASM 研究が

（１） 郵送調査に回答するグループとウェブ調

積極的に行われていないのが現状である. 大隅

査に回答するグループの特性に関する十

（2010）がこれまでの CASM 研究を概観してい

分な情報の蓄積が存在しない.

るが, 研究数が少ない事, 更に, 欧米での研究

（２） ウェブ調査と郵送調査の結果を比較する

結果が応用できない文化的な背景がある可能

ための基礎情報が必要である（測定の妥

性も指摘されており, 日本の社会調査の現状に

当性の評価に必要な情報）.

特化した CASM 研究が必要とされているのが

（３） ウェブ調査実施の具体的なシステムやワ

現状である.

ークフローに関する研究などの蓄積が必

小久保ら（2013）は, ウェブ調査に関連した

要である.

情報科学分野における研究は, 回答結果の解析

（４） 住民基本台帳や選挙人名簿の閲覧が個人

に自然言語処理技術を活用するものが多く, ウ

情報保護の観点から困難になってきてい

ェブで回答を収集するシステムで収集可能と

るが, 調査目的に鑑み妥当なサンプリン

なる情報を利用した研究は, 論文執筆時点では

グフレームの確保が必要である.

ほとんど無かったと報告している. 荻野ら

（５） 住民票が存在する自治体と実際に居住し

（2012） は, IT を活用した質問調査法と統計処

ている地域が異なる人が増加しているこ

理に関して論じているが, 初歩的な HTML の記

とから, サンプリングフレームの精度が

述法や現在開発が停止している古い Perl ライブ

疑問視される地域もでてきている.

ラリを使ったアプリケーションの作り方が紹

上記の問題の（２）に挙げられている質問紙

介されており, 初学者の学習のためには重要な

調査とウェブを用いた社会調査における結果

情報であるが, 現状のウェブ技術発達のレベル

の相違に関連して, 欧米では純粋に質問票に回

に対応しているものではない. また, 回答者の

答するプロセスに焦点を当てた研究が 1980 年

行動を追跡する場合にも, 調査システムの構築

代前半から盛んに行われており, 社会調査法と

方法次第では簡単に取得できる情報を, サーバ

認知心理学の学際的フィールドである CASM

ーのログを使用して解析している例もあるな

（Cognitive Aspects of Survey Methodology） と

ど（曹 2008）, 最新の情報技術に基づいたウェ

して確立された研究分野となっている. CASM

ブ調査システム開発に関する学術的情報は少

研究の発展により, 調査項目への回答プロセス

ない. 一方, マーケティングやソーシャルゲー

が, ①項目内容の理解, ②関連情報の記憶から

ム産業においては, 高度な情報技術を駆使した
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大規模システムにより, ユーザーの行動履歴が

（availability bias）や係留効果（anchoring effect）

詳細に調査され, ゲームの進行や商品購入の過

が生起する可能性があり, それらのメカニズム

程, 更にはドロップアウトの過程の情報までも

が調査方法に起因する回答結果の相違の原因

活用されている （濱田 2011）. しかし, そのよ

として挙げられている.

うな大規模システムによる具体的な情報収集

本研究の狙いは, 社会調査のウェブ化を促進

の方略やプログラミングなどは企業秘密であ

するために必要な情報を提供することにある.

る為, 公開される事はほとんどない. 上記の 5

本研究では, 特に調査方法の相違によって可用

つの問題を克服・解決するためには, ウェブ技

性バイアスや係留効果が生起される環境が提

術者と社会調査法の専門家, 及び心理学者が協

供される可能性や, その結果起こった可能性が

力して学際的な研究を行ない, 日本の情報技術

ある調査結果の相違に関する情報を提供する.

の発達に見合ったウェブ社会調査システムの
研究・開発を行うことが必要とされる.

2. 調査内容・分析方法

社会調査のウェブ化は, 克服すべき課題はあ

2. 1 目的

るものの, 普及の方向に向かっていることは否

本研究は, 前頁で述べたウェブ調査に関する

定できないトレンドである. 日本における国勢

5 つの克服・解決すべき問題に関して, 下記の 3

調査は, 大正 9 年の開始からほぼ 5 年ごとに実

項に焦点を合わせて情報提供を行うことを具

施され, 平成 17 年に行われた簡易調査では, 封

体的な目的としている.

入提出方式と郵送提出方式が用いられ, インタ

（１） 質問紙調査とウェブ調査の回収率及び

ーネットを用いないで行われた最後の調査と

回答者の属性に関する情報

なった. 平成 22 年（2010 年）の大規模調査で

（２） ウェ ブ調査と郵 送調査の結 果の比 較

は, 従来から行われていた封入提出方式と郵送

（自己効力得点を対象にした古典的テ

提出方式に加えて, 東京都をモデル地区として

スト理論と項目反応理論を用いた詳細

インターネットを用いた入力方法が採用され

な比較情報）

たが, 2015 年の国勢調査からは, インターネッ

（３） ウェブ調査と郵送調査の同時実施に関

トを用いた回答方式が全国レベルで正式に採

する具体的調査方法の例示

用された. 今後, 国勢調査以外の社会調査にお

ウェブ調査システムは, 方法論的に確立されて

いてもインターネット利用の加速化が進行す

いなため, 可能な限り詳細情報を提供するよう

ると予測されている.

努めた. これらの情報提供は, 今後加速化され

CASM 研究の先行研究の中には, ウェブ調査

ると予測されるウェブ調査実施の具体的方法

と郵送調査が回答者に課す認知心理学的な相

の開発に参考となると考えている.

違は, 両調査で同一の調査票を用いたとしても,

具体的目的の（１）では, 質問紙調査とウェ

回答者が共通の回答プロセスに基づいて回答

ブ調査の有効回答率, 性別, 年齢, 教育レベル

していない可能性を示唆するものがあるため,

などの回答者の特性の比較分析を行った. ウェ

両調査によって得られた調 査 結 果 の 同一性

ブ調査と郵送調査結果の比較には, 属性と関連

を確認する必要性がある. ウェブ調査の 1 画面

すると考えられる幸福感得点（3 項目）, 不幸

と質問紙調査の 1 ページでは, 表示される質問

感得点（3 項目）, 自己効力得点（16 項目）を

項目の範囲が異なることから, 可用性バイアス

用いた. 具体的目的の（３）のウェブ調査実施
3
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のシステムやワークフローに関する研究など

2. 3 調査票の構築

の蓄積に関しては, 調査実施方法の詳細な記述

本研究は, 同一無作為サンプルに対してウェ

に加えて, 調査システムの改善点や実施方法に

ブ調査と郵送調査の両方を行う実証研究で, 両

関する注意点などに関する情報提供を心掛け

調査は 2015 年 2 月及び 3 月に実施された. 調査

た.

票は地球温暖化に関する環境配慮行動が生起
するプロセスに関する内容で, 先行研究で用い

2. 2 サンプリング・調査票の送付

られた尺度と本研究のために開発した尺度を

北日本の 5 市
（函館, 青森, 八戸, 秋田, 盛岡）

CASM に基づいたプリテストを行いトリミン

の 選 挙 人 名 簿 か ら ランダ ム に サ ン プ ル した

グ（項目の除外）して調査票を構築した. 本研

1,400 人（4 市でそれぞれ 300 人, 函館市は 200

究グループが過去の研究で使用した調査票の

人）を対象に調査依頼を行った. 調査依頼に調

中から, 妥当性・信頼性が高いことが判明して

査協力不可の意思を示さなかった 1,181 名の内,

いる態度測定, 意思決定, 現状の評価尺度（生

無作為に選ばれた約 3 分の 2（787 名）の調査

活の質尺度）を採用し, 更に 10 項目の属性項目

対象者を郵送調査の対象者とし, 残りの約 3 分

を加えて調査票のドラフトを作成した. この調

の 1（394）をウェブ調査の対象者とした.

査票を基に, 同一内容の調査票を質問紙法とウ

郵送調査対象者には, 調査票を送付し, ウェ

ェブ調査用（パソコン用, 携帯電話用, スマー

ブ調査対象者には調査ページへのアクセスコ

トフォン（以下, スマホと表記）用, タブレッ

ードを送付した. 本研究の方法では, 郵送調査

ト用の 4 種類）の 2 種構築した（詳細は次項の

法にアサインされた調査協力者はウェブ調査

ウェブ調査システム構造と機能を参照）.

法の選択をできない調査デザインとなってい

完成したウェブ調査票と郵送調査票の 2 種類

たが, ウェブ調査の依頼を受けた調査協力者に

の調査票に対して CASM 分析のプロセスであ

だけは, ウェブではなく郵送調査法で調査に協

る Cognitive Interview（回答者に設問をどの様

力することもできる旨の連絡を行った. これは,

に理解したか, どの様なプロセスで回答したか,

ウェブ調査を依頼されてもウェブが使えない

な ど に 関 す る イ ン タビュ ー を す る 方 法 ）と

理由で調査に協力できない状況を避けるため

Thinking Aloud Method（回答者が回答している

に行われた. 従って, 回収された調査回答は,

時に自分がどの様なプロセスで回答している

郵送調査に関しては最初から質問紙で調査依

か声を出して言ってもらい, 録音したものを後

頼を受けた調査協力者と最初はウェブ調査の

で分析して各項目を評価・改善する方法）を用

依頼を受けたが, 自分の意志で郵送調査に変え

いてプリテストを行った. 郵送調査及びウェブ

た調査協力者の回答が含まれていた.

調査の調査票の内容は, 内容は全く同一とする

ウェブ調査の回答者は, 最初からウェブ調査

ことを前提に CASM 分析の結果を反映させ修

依頼を受けていた調査協力者からの回答のみ

正した. その結果, 郵送調査とウェブ調査の相

となっていた. 本研究では, 394 人をウェブ調査

違は, ウェブ調査で一度に見ることができる調

の対象としたが, その内 45 名が何らかの理由

査票の範囲が小さい点である.

で郵送調査に移行している. 今後は, このよう
な移行率もサンプルの分配に勘案する必要が
ある.
4
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2. 4 ウェブ調査システム

ムに生成した4文字の文字列2つをアクセスコ

ウェブ調査では, スマホやタブレットでも回

ードとして配布した. これはbrute force アタッ

答可能であるにもかかわらず, PC（personal

クには十分な耐性を持たないので, これを監視

computer） での回答を要求されることが多いが,

する機能を装備した.

その条件は回答者を限定してしまい, 回答者が

回答は途中で中断しても, 回答したところか

偏る可能性がある. そこで, 本調査のために携

ら再開できるようにした. そのために, 1ページ

帯電話, PC, スマホ, タブレット端末のいずれ

で1問が表示されるようにした. また, 携帯電

でも回答できる, マルチ・デバイス対応のウェ

話などでは, 入力モードを切り替えるのは面倒

ブシステムを開発した. また, 調査方法の改善

で, 誤入力の原因ともなる. そこで, たとえば

につながるように, アクセス解析の離脱率やペ

数字を入力する必要がある場合は, 自動的に数

ージ滞在時間などの詳細なデータを記録する

字入力モードになるようにした. これには, デ

ことができるシステムとした.

バイスごとに決められたHTMLのinput 属性の

具体的には, システムのユーザー・インター

属性値を利用した. 具体的なウェブ調査のマル

フェイスは, HTTPヘッダのUser-Agentフィール

チ・デバイスに対応したインターフェースの設

ドから回答者が使用しているデバイスを判別

計方法については, 小久保温ら（2013）の「ウ

する. そして, デバイスに対応した文字コード

ェブ社会調査のためのマルチ・デバイスに対応

で, それぞれのデバイスに最適化されたデザイ

したユーザー・インターフェィスの設計」に準

ンの画面を描画するようにした.

拠した.

システムは内部的には, オープンソースのシ
ンプルなPHP MVCフレームワークをベースに

2. 5 自己効力

して開発した. フレームワークを拡張し, ログ

Bandura （1977） は, 社会学習理論の分野に

を独自に詳細に取れるようにして, 回答過程を

おいて, 自己効力（self-Efficacy）の概念を用い

詳しく記録した. 回答を入力するHTMLのform

て人間がどのように学習し, どのように学習効
果を発揮するかの説明を行った. 自己効力は,

要素には, 画面を表示した時刻を非表示のinput

心の中にある自分の行動力に関する「評価」に

要素として埋め込み, この情報と回答時刻との

基づいた概念で, 自分が「・・・することがで

差から回答所要時間を計測できるようにした.

きる」という将来の見通しとなって「心・頭」

通常のウェブアプリケーションではCookieを

にイメージされるとしている. 自己効力は結果

使用してログイン状態を作り出しているが,

予期と効力予期の 2 つの構成要素で構築され,

NTT DoCoMoの多くの携帯電話などではCookie

結果予期は, どのような行動がどのような結果

が使用できない. Cookieが使用できない場合は,

を生むかということを予期する認知的能力で,

URLのクエリ文字列を利用してセッションを

効力予期は, 自分の過去の成功や失敗の経験な
どに基づいた目的達成のために必要とされる

作り出すようにした. また, 回収率を上げるた

一連の行動を, 自分の力でどの程度達成可能で

め, 回答者ができるだけ回答しやすくなるよう

あるかに関する感情的状態であるとされてい

にした. 具体的には, ウェブ調査システムへ到

る.

達するために, 通常のURL, 短縮URL, QRコー

自己効力は, 幸福感, 仕事の成功, 未来展望

ド, 検索単語の4種類の方法を提供した. 簡単

など様々な行動・態度に影響を及ぼすことが報

にシステムにサインインできるように, ランダ

告されている（澁谷・渡部,
5

2012）. さらに、
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自己効力が関連する領域が広範囲にわたるこ

相関） が用いられている. これらの指標はテス

と, 社会調査で頻繁に用いられる尺度であるこ

トを受ける被験者集団の能力特性から影響を

となどから, 郵送調査法とウェブ調査法との調

受ける. 更に, テストによって推計された被験

査結果の比較対象とした.

者の能力や特性は, テスト項目の難易度指数や
識別力指数などの項目特性によって影響を受

2. 6 古典的テスト理論

ける. 被験者集団の能力推計値は, 項目特性の

古典的テスト理論（Classical Testing Theory:

影響を強く受け, 項目特性は被験者集団の能力

CTT）は, 教育評価の分野, 社会・行動科学の分

に強く影響を受ける. 被験者集団の能力とテス

野で用いられる測定を行うために開発され, 尺

ト項目特性が独立していないことから起こる

度を分析する代表的な方法として 20 世紀初頭

相互作用の問題は計量理論としては致命的と

より用いられてきた. 日本においては, 代表的

もいえる弱点である（Lord & Novick, 1968）.

なテスト理論として最も広く受け入れられて

これらの弱点を克服するために提唱された

いる理論である. しかし, 北米やヨーロッパ諸

新しい理論が, 項目反応理論である. 項目反応

国においては 1980 年代後半から, 項目反応理

理論は, 多くの実証研究により, 古典的テスト

論が, 古典的テスト理論に代わり, 項目分析や

理論に対する理論的優位性が広く知られてお

尺度推計に用いられる理論の主流となってい

り, 最近は日本においても多くの場面で用いら

る.

れ始めている. しかし, 古典的テスト理論は,

古典的テスト理論においては, 尺度得点は,

理解しやすいことや分析が簡単であることか

真の値と誤差で構成され （得点 = 真の値 +

ら, 現在でも広く教育評価の分野, 社会・行動

誤差）, 各項目は独立した測定ユニットである

科学分野において用いられている. 項目反応理

ため, 尺度得点（測定値）は, 測定ユニットを

論は, 古典的テスト理論と異なり, 上記の理論

総計して得られると仮定されている. この仮定

的に優れた特性を得る為には, 分析に用いられ

に加えて, パラレルテスト （複数の等価テス

る項目反応モデルが所与のデータを一定の精

ト; 平均及び標準偏差の同一性が仮定される）

度で説明できることが必要とされている.

の概念を導入することにより, 古典的テスト理
論を用いて尺度の信頼性を推計することが可

2. 7 項目反応理論

能となる. 信頼性係数として広く使用され て

項目反応理論（Item Response Theory: IRT）, は,

いる Cronbach の α は, 古典的テスト理論に

欧米において特に 80 年代以降, マイクロコン

導かれた指標である.

ピュータ及び項目反応理論関連アプリケーシ

頻繁に用いられてきた理論であるにもかか

ョンソフトの発達に伴い, 広く用いられるよう

わらず, 多くの計量心理学者は古典的テスト理

になった. 項目反応理論では, 特定の項目反応

論に決定的な理論的弱点が存在することを指

モデルを用いて推計された変数の特性値はそ

摘してきた （Lord & Novick, 1968; Hambleton,

の特性値を導く尺度項目の特性に影響を受け

Swaminathan, & Rogers , 1991）. 古典的テスト理

ない事, 及びその尺度項目の特性（識別力パラ

論を用いて尺度得点や項目パラメタを推計・評

メタや難易度パラメタ）が回答者の能力などの

価する場合には, 一般的に難易度指数 （正解者

特性に左右されないこと, が知られている（モ

の割合） や識別力指数 （各項目と総合点との

デルとデータの適合が前提とされている）.
6
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計量心理学の分野では, 項目反応理論の古典

ものである. この関係が常に増関数にならない

的テスト理論に対する理論的優位性は確立し

項目は項目反応モデルにフィットしないため,

ている. しかし, 古典的テスト理論とは異なり,

トリミングの対象となる.

変数の特性値（Scale Score）や項目特性パラメ

項目母数と被験者の能力推計を行った後に,

タの推計には比較的複雑な計算を必要とする

その尺度を構成する全ての項目のフィットを

為, Bilog, Logist, Eqsirt, Irtpro などのコンピュー

様々な方法で確認する. この場合, 全ての項目

タプログラムが必要である. また, 古典的テス

に対する反応パターンをスケールスコア推計

ト理論のように感覚的な理解が困難で, 分析に

の為に用いるが, 個々の項目及び全体の項目に

慣れるまでは計量心理学者などの専門家の助

対する反応パターンを測定単位と取り扱い, 各

力が必要である.

反応パターンを最も頻繁に創出するスケール

古典的テスト理論では, 得られたデータと理

スコアを （1） のロジスティック関数を満足

論モデルとの適合性を評価する必要がないが

させる 2 つの項目パラメタ（ai 及び bi）と同時

（どのようなデータでも分析できる）, 項目反

に推計する. ここで Pi は項目 i の反応確率, θj は

応理論では使用される項目反応モデルと実際

被験者 j の能力推計値, e は自然対数である. こ

の項目を用いて得られたデータの適合性

の項目反応モデルは 2 項モデルであるため, 方

（model fit） が検証できなければ, 尺度の妥当

程式（1）は能力推計値が θj である被験者 j が項

性及び信頼性の理論的サポートが得られない.

目 i に 1（1 を正解, 0 を不正解と仮定する）と

項目反応理論が優れたテスト理論であること

反応する確率を示している. その確率は, 被験

は, 多くの計量心理学者が認めるところである

者の能力推計値（θj）と識別力パラメタ（ai）及

が, 使用する項目反応モデルとデータがフィッ

び難易度パラメタ（bi）で構成されるロジステ

トしない場合には, 古典的テスト理論が有効な

ィック関数で説明されることが仮説されてい

分析手法となる.

る（model fit の検証でこの仮説は支持される）.

現在, 心理学領域で最も頻繁に使用されてい

本調査のデータは, 各項目が 4 選択肢で構成

る項目反応モデルの一つに 2 パラメタ・ロジス

されるライカート型の項目であるため, （1）の

ティックモデル（2 母数ロジスティックモデル）

2PLM を拡張した Samejima（1969,

がある. この項目反応モデルは, 各項目に対す

GRM（Graded Response Model）を用いて分析し

る反応確率が 2 つの項目母数（項目の難易度及

た. 多項型データを分析する GRM では, 特性

び項目の識別力）と被験者の能力推計値（スケ

推計値 θ を持つ個人 j が, 項目 i の選択肢 k か k

ールスコア）との関数で表現できるとするもの

以 上 の 選 択 肢 に 回 答 す る 確 率 は , Boundary

で, 項目反応確率は（1）の式で表現できる.

characteristic function （境界値特性関数）と呼ば

1
Pi（ x = 1 | θj） ＝ ―――――――
1 ＋ e-ai（θj - bi）

2010）の

れ, （2）の方程式で示される. 項目 i の最も
（1）
1
P*ik （θj） ＝ ――――――――
1+ e -[ai （θj‐bik）]

このロジスティック関数で描かれた曲線は項

（2）

目特性曲線（item characteristic curve）と呼ばれ,
低い選択肢かそれ以上の選択肢に回答する確

項目に対する正解確率が能力推計値との関係

率は 1. 0 であることから, （3）に示す方法で各

において常に増関数になっていることを示す
7
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選択肢に回答する確率を推計する. ここで, P*ik

調査対象者とした. 調査対象者は, 表１に示さ

（θj）は, 特性値 θj を持つ個人が, 項目 i におい

れるように質問紙とウェブ調査に配分された.

て, 選択肢 k 或いは k 以上の選択肢に回答する

調査の進行段階で, ウェブ調査に依頼されたが,

確率とする. また, ai は, 項目 i に共通の識別力

質問紙に変更して調査協力した調査参加者は,

パラメタ, bik は項目 i の選択肢 k の難易度パラメ

青森（11 名）, 盛岡（14 名）, 秋田（11 名）, 八

タとする.

戸（9 名）, 函館（0 名）であった. 表 1 におけ

Pik（θj） ＝ P*ik（θj）‐P*（
（θj）
i k+1）

る括弧内の数値はこの変更を反映させた数値

（3）

である.
郵送調査では, 調査対象者は調査票を返信し

項目反応理論に基づく分析は, 測定誤差が全

た人数（回収数）と返信しなかった人数（非回

測定値で同一であると仮定される古典的テス

収数）に分類し, ウェブ調査では, 回答した人

ト理論と比較して, 測定誤差が測定値毎にその

数（回答者数）とアクセスしなかった人数（非

推計プロセスで用いられた情報量の関数に基

回答者数）に分類した. 本調査では, ウェブ調

づいて推計されるため, 理論的に優れているば

査のサンプルとして調査参加の対象者となっ

かりでなく実用的である.

たが, 質問紙法による調査を希望した場合, 調
査票を別途郵送して回答できる旨の連絡をし

3. 郵送調査とウェブ調査の比較

ていたため, ウェブ調査の対象者であった 358

3. 1 回収率

名の内, 45 名の対象者が質問紙で回答した. そ

北日本の 5 市の選挙人名簿からランダムにサ

の為, ウェブ調査の最終配分数は, 調査開始時

ンプルした 1400 名のサンプルの内,調査依頼に
協 力 拒 否 し な か っ た 1181 名 （ 84.36 ％ ） を

表 1. 北日本 5 市への郵送調査とウェブ調査のサンプル配分数
City
Survey Method

青森

盛岡

秋田

八戸
154

函館

Paper

148（137）

159（145）

164（153）

Web

73（84）

78（92）

81（92）

76（85）

50（50）

Total

221（221）

237（237）

245（245）

230（230）

151（151） 1084（1084）

（145）

101（101）

Total
726（681）
358（403）

* 括弧内の数値はウェブ調査から質問紙調査への移行を反映させた値

表 2. 北日本 5 市における郵送調査とウェブ調査の回収数
City
Survey Method

青森（%） 盛岡（%） 秋田（%） 八戸（%） 函館（%） Total （%）
344（50.

Paper

81（59. 1） 75（51. 7） 79（51. 6） 69（47. 6） 40（39. 6）

Web

16（19. 1） 11（12. 0） 19（20. 7） 26（30. 6）

Total

97（43. 9） 86（36. 3） 98（40. 0） 95（41. 3） 60（39. 7） 436（40. 2）

* 括弧内の数値は有効回収率

8

20（40.
0）

5）
92（22. 8）
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の配分数であった 358 名より 45 名多い 403 名

年齢分布と比較して大きかった（skewness=.

となった. 表 2 の回収率は, 最終配分数を分母

36）. ウェブ調査の調査協力者の年齢分布が正

として算出した. 調査全体の回収率は, 40. 2%

の歪度を示したことは, 高齢になるとコンピ

で, 郵送調査のみでは 50. 5%, ウェブ調査のみ

ュータなどを必要とするウェブを用いる人口

では 22. 8%で, 2 つの異なる調査法による回収

割合が減ることに関連している． 両調査の平

率には大きな差が見られた. ウェブ調査の対

均年齢の差は, 約 11 歳で標準偏差はほぼ同値

象者でありながら, 質問紙法をリクエストし

であった. この平均年齢の差は, 社会調査の項

た 45 名（12. 6％）には, ウェブの使用に慣れ

目内容に関らず, 2 つの調査の結果にシステマ

ていない調査対象者もいたが, 中にはウェブ

ティックな相違が予測される程大きな相違で

調査への回答ができたにもかかわらず質問紙

あった.

法を選択した調査参加者もいた. ウェブ調査

回答者の性別は, 両調査において女性がお

から質問紙調査へ移行した調査参加者全員が

よそ 53～54％で（郵送調査＝53. 6％；ウェブ

その理由を記載している訳ではないので, 何

調査＝53. 3％）, 両調査間の回答者の性別に大

人が意図的にウェブ調査への参加を拒否した

きな相違は見られなかった. しかし, 両調査の

かは明らかではないが, 45 名の中にはウェブ

45 歳以下の回答者では, 女性の方が圧倒的に

を使用することができるであろうことが予測

多かった（表 3）. 郵送調査においては, 65 歳

できる年齢層の調査参加者が多くいたことか

以上で女性が 9 名多かったこと以外には 46 歳

ら, 意図的にウェブ調査を回避した調査参加

以上の回答者の性別に大きな相違は見られな

者がいたと考えられる. 今後の調査では, ウェ

かった. しかし, ウェブ調査では 46 歳から 64

ブ調査から郵送調査への移行者の詳細な情報

歳までのグループで男性の回答者数（16 名）

を収集する必要がある.

が女性の 2 倍であった.
回答者の教育レベルを小学校 1 年から数え

3. 2 回答者の特性
郵送調査への調査協力者の平均年齢は, 55. 5

て学校に在学した年限で評価すると, 郵送調
査の回答者の平均が 12. 9 年（σ＝2. 25）, ウェ

歳（標準偏差 14. 9 歳）であった（図 1）. 一方,

ブ調査では 14. 0 年（σ＝2. 07）であった. また,

ウェブ調査の回答者の平均年齢は, 44. 4 歳（標

表 3 の年齢グループと教育年限の関係は, 年齢

準偏差は 14. 2 歳）であった（図２, 表 4）. 郵

が若くなるにつれて性別による教育年限の相

送調査の回答者の年齢分布は, 60 歳代後半の

違が小さくなる傾向が見られた. 最も教育年

頻度が高かったことを除外すると正規分布に

限が高いグループは, 若年グループの男性で

近い形状で, 幅広い年齢層の回答者が存在す

平均が 13. 9 年であった（女性の平均は 13. 7

ることを示す結果であった（skewness=－. 14）.

年）. 最も教育年限が低かったグループは, 高

郵送調査の回答者の年齢分布が弱い負の歪度

齢者グループの女性で, 平均教育年限は 12. 0

を示したことは, 60 歳代後半の頻度が高かっ
たことによる歪度の算出プロセスの影響であ

年であった（男性の平均は 12. 9 年）. 中間年

ると考えられる. 一方, ウェブ調査の回答者の

齢層の平均教育年限の差は 0. 5 年であった. 調
査方法別で, 平均教育年限に最も大きな差が

年齢分布は, 20～30 歳代後半の頻度が高い特

見られた年齢グループは, ウェブ調査の若年

徴があり, 正規分布からの逸脱は, 郵送調査の
9
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表 4 郵送及びウェブ調査の回答者特性

.0293

回答者の特性
.0218

.02

.0203

平均年齢

.0194

55. 5 （σ = 14.
9）

Density

.017

.01

.0147

.008

44. 4 （σ = 14. 2）

男性の割合

160 （46. 4％）

43 （46. 7%）

既婚者の割合

248 （71. 9％）

62 （67. 4%）

子供いる割合

276 （80. 0％）
中卒：37（10. 9％）
高卒：173（50. 7％）
短大卒：63 （18.
5%）
大卒：68（19. 9％）

62 （67. 4％）
中卒：2（2. 2％）
高卒：38 （42. 2%）
短大卒：22 （24.
4%）
大卒：28（31. 2％）

0

.0043 .0043

20

ウェブ（n=92）

.0156

.0047

40

60
Age

80

教育レベル

100

.04

図 1 郵送調査の回答者の年齢分布

ェブ調査でやや低い値であったが, ウェブ調
.0341

.03

査回答者の平均年齢がかなり低かった事, 更
に, 将来, 結婚・子育てのライフステージを迎

.0261

.02

.0201

えると考えられる 20 歳代と 30 歳代の回答者が

.0201
.0181

.0181

ウェブ調査で多かったことが要因となってい

.014

.01

.01

.01

る.
.002

回答者の職業分析には, 管理職, 専門・技術

.002

0

Density

郵送（n=345）

20

40

60

職, 事務職, 営業・販売職, サービス職, 無職の

80

Age

6 種類の分類を用いた. 調査方法と職業のクロ

図 2 ウェブ調査の回答者の年齢分布

ス集計分析を行った結果, 2 つの調査方法の間
には職業分布の有意差は観察されなかった（χ2

表 3 調査毎の回答者数と年齢グループ
年齢
20～45

46～64
65 以上
計

（5）＝5. 36, P=. 373）.

性別

郵送調査

ウェブ調査

男性

37

19

女性

57

32

3. 3 自己効力

男性

67

16

3. 3. 1 古典的テスト理論による比較

女性

63

8

男性

56

8

女性

65

9

男性

160

43

念で, 一般化自己効力と呼ばれている. 一般化

女性

185

49

自己効力尺度は, Bandura （1977）によって構

本論で用いた自己効力は, Bandura （1977）
によって提唱された社会学習理論に基づく概

築されて 16 項目からなる一般化自己効力尺度
グループで, 男性の平均が 15. 1 年で, 女性は

項目を坂野・東条 （1986） が日本語訳した日

13.7 年であった. 郵送調査の高齢者グループ

本語版項目を用いた. 項目反応フォーマット

においても教育年限の差は 1. 0 年で, やや大き

については著者らが修正を行った. オリジナ

かった（男性＝12. 9 年, 女性＝11. 9 年）.

ルの項目は「はい」
・
「いいえ」で回答する binary

その他の比較では教育年限に大きな差は観察

フォーマットであったが, 尺度得点の分散ス

されなかった. 既婚者や子供のいる割合は, ウ

ペクトラムを広げるため, 更にポリトマス項
10
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目反応モデルの使用を可能にするために, 「そ

己効力尺度から 3 項目（q08a, q08f, q08i）, 否

う思わない」
「あまりそう思わない」
「ややそう

定的自己効力尺度から 3 項目（q08d, q08j,

思う」
「そう思う」の 4 肢で構成されるライカ

q08m）を削除した. 最終的に項目反応理論を用

ート型の選択肢に修正して用いた.

いた分析では, 肯定的自己効力尺度は 4 項目,

坂野・東条（1986）は, 一般化自己効力を行

否定的自己効力尺度は 5 項目で構成された（項

動の積極性, 失敗に対する不安, 能力の社会的

目反応理論分析部分を参照）.

評価の 3 つの下位尺度に分類している. 本研究

両調査を合わせたデータでは, 肯定的自己

では因子分析の分散寄与率（2 因子：29. 44％,

効力の信頼性はクロンバックの α で. 76, 郵送

16. 25％；3 因子：29. 44％, 16. 25％, 2. 69％）, パ

調査では. 76, ウェブ調査では. 78 であった.

ターン行列の因子負荷, 2 因子構造の信頼性

否定的自己効力の信頼性は肯定的自己効力よ

（α1=. 84, α2=. 86）と 3 因子構造の信頼性（α1=.

り若干低く, 両調査を合わせたデータでは. 72,

86, α2=. 76, α3=. 66）及び項目内容を古典的テス

郵送調査のみでは. 71, ウェブ調査では. 72 で

ト理論の枠組みで検討した結果, 肯定的自己

あった.

効力と否定的自己効力の 2 つの下位尺度で測

両尺度の信頼性は, 尺度としての要件を満た

定することが適切であると判断した. 肯定的

すものであり, 項目数（4 項目及 5 項目）や項

自己効力尺度は, 項目 q8a, q8c. q8f, q8i, q8k,

目内容の抽象性の高さを考慮し, 適正である

q8l, q8p の 7 項目で構築され, 否定的事項効力

と評価した. また, 自己効力尺度の抽象性と幸

尺度は, 項目 q8b, q8d, q8e, q8g, q8h, q8j, q8m,

福感, 収入満足度, 家族関係満足度などの重要

q8o の 8 項目で構築された（appendix I 参照）.

な変数との相関関係の高さに鑑み, 本研究の

肯定的自己効力尺度における高い得点は,

目的を達成するためには, 信頼性は適正なレ

回答者の自己効力を構成する要因の中の肯定

ベルにあると判断した. また, 本調査における

的要因（自己効力を高める）が高い事を示すも

クロンバックの α は, 先行研究で報告された信

ので, 否定的自己効力における高い得点は, 自

頼性とほぼ同レベルであった（坂野・前田,

己効力を形成する要因の中の否定的部分（自己

2002；澁谷・渡部, 2012）.

効力を低下させる要因）が高い事を示すが, こ

郵送調査とウェブ調査における肯定的自己

の二つの下位尺度は, 対称性を示すものでは

効力得点の平均値は, それぞれ 17. 2 点（σ= 3.

なかった. 典型的には, 肯定的自己効力が高く,

88）と 16. 9 点（σ＝3. 96 点）で, 両調査間の平

否定的自己効力が低い場合には, 一般化自己

均値には有意な差は見られなかった（t = .667,

効力は高いと言える. 本研究での肯定的・否定

p = . 505）. 両調査の得点分布は図 3 に示した.

的自己効力の相関係数は, およそ-. 3～-. 7 であ

否定的自己効力の得点平均は, 郵送調査で

った（年齢・性別などのサブグループ間の相関）.

19. 0 点（σ＝4. 28）, ウェブ調査では 20. 7 点（σ

項目反応理論を用いた分析においても, 同様

＝4. 33）で, 両調査の平均値の差は有意であっ

の 2 因子構造が明らかとなったが, 項目反応理

た（ｔ＝3. 21, P =. 003）. 両調査における自己

論を用いる為には, 採用した項目反応モデル

効力の得点分布は, 肯定的及び否定的共に正

とデータの適切なフィットが必要であるため,

規分布に近似していたが, 図 3 及び図 4 の 4 つ

分析の第 1 段階で肯定的自己効力から 1 項目

の分布で最も低い尖度が 3. 00 で, 尖度が高い

（q08n）をトリミングし, 第 2 段階で肯定的自

傾向にあった. ウェブ調査における否定的自
11
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表 5 自己効力得点の年齢層別平均

Web

0

.05

Density

.1

.15

Paper

0

10

20

30

0

10

20

30

Positive Efficacy
Density
kdensity pefficacy
Graphs by Survey Method

図 3 郵送調査とウェブ調査の肯定的自己効力

肯定的自己効力

21. 7 （σ=4. 9）

17. 3 （σ=4. 1）

20. 0 （σ=3. 8）

17. 3 （σ=3. 7）

20. 3 （σ=4. 5）

16. 9 （σ=3. 5）

19. 0 （σ=4. 1）

16. 9 （σ=4. 9）

18. 7 （σ=4. 0）

17. 3 （σ=4. 3）

18. 3 （σ=4. 7）

17. 1 （σ=4. 3）

総計（N=421） 19. 4 （σ=4. 3）

17. 1 （σ=3. 9）

生起される情動の高揚効果を重んじる傾向で,

.1

高齢になるとその傾向が強くなる）の影響であ
ると考えられる. 同一年齢グループにおける

.05

調査方法の相違による否定的自己効力及び肯
定的自己効力への影響が有意であった年齢層
0

Density

否定的自己効力

20 歳代 （N=29）
30 歳代
（N=62）
40 歳代
（N=77）
50 歳代
（N=86）
60 歳代
（N=102）
70 歳以上
（N=65）

にとって有利な側面に注目することによって

Web

.15

Paper

回答者の年齢

10

20

30

10

20

は無かった. 従って, 調査方法の相違は, 回答

30

Negative Efficacy

者の年齢分布に影響し, その年齢特性が否定

Density
kdensity nefficacy

的自己効力の有意差の重要な要因となったと

Graphs by Survey Method

考えられる. 両調査間で見られた否定的自己

図 4 郵送調査とウェブ調査の否定的自己効力

効力の平均値の有意差は, 調査方法の相違に
己効力では, 30 点付近の高得点領域の頻度が

よるものではなく, 調査方法の相違によって

高く, 正の歪度（. 12）を示したが, 郵送調査で

もたらされた回答者の年齢層の違いによるも

は負の歪度（‐.12）を示した. 否定的自己効力

のであった.

の平均値の有意差は, 歪度の方向性が異なる
ことが要因の一つであった. 両調査における

3. 3. 2 項目反応理論による比較

歪度の差（0. 24）は, 両調査における平均年齢

自己効力尺度項目は４肢選択のライカート

の差に関係していた. 郵送調査とウェブ調査

型であった為, 項目反応理論を用いる前に, 選

の平均年齢は, それぞれ 55. 5 歳と 44. 4 歳で,

択肢平均値の分析で尺度構造を確認した. 自

否定的自己効力は明らかに年齢とともに低下

己効力尺度の全項目は, 肯定的及び否定的自

する傾向を示した（表 5）. 否定的自己効力の

己効力共に, 選択肢平均値（その選択肢を選ん

加齢に伴う平均得点の低下は, 20 歳代におけ

だ回答者の平均値）が選択肢 1 から選択肢 4

る 21. 7 点から 70 歳以上の 18. 3 点までほぼ一

に向かって単調増加する強い傾向を示した（表

貫して大きく低下していることから, 明確な

6）. 各項目の選択肢平均値の単調増加傾向は,

傾向であった. この変化は, 高齢者の特徴とさ

基準として用いられる得点が項目得点の加算

れている積極性効果（Positivity effect：自分
12
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表 6 自己効力尺度項目の選択肢平均値
項目

選択肢 1

選択肢 2

選択肢 3

表 7 郵送調査とウェブ調査の選択肢平均値

選択肢 4

項目

5. 40
6. 98
10. 39
12. 92
a
（15）
（87）
（213）
（101）
5. 85
9. 44
12. 68
15. 00
c
（72）
（202）
（108）
（34）
肯
6. 42
9. 37
11. 17
14. 51
定 f
（71）
（156）
（136）
（53）
的
6. 87
10. 11
11. 61
14. 18
自 i
（94）
（177）
（111）
（34）
己
4. 98
9. 09
12. 04
16. 27
効 k
（59）
（174）
（153）
（30）
力
4. 95
9. 24
11. 12
14. 47
l
（63）
（138）
（147）
（68）
6. 01
9. 07
11. 08
14. 87
p
（73）
（165）
（123）
（56）
7. 80
9. 95
12. 56
15. 97
b
（76）
（131）
（154）
（60）
8. 26
10. 75
14. 23
17. 54
d
（73）
（232）
（103）
（13）
6. 56
9. 09
11. 94
15. 33
否 e
（41）
（122）
（160）
（98）
定
6. 75
9. 45
13. 26
16. 90
的 g
（61）
（144）
（174）
（42）
自
6. 56
9. 94
12. 91
15. 85
己 h
（82）
（119）
（142）
（78）
効
7. 45
9. 80
12. 39
15. 06
力 j
（42）
（137）
（191）
（51）
7. 40
10. 20
13. 11
16. 20
m
（68）
（171）
（131）
（51）
7. 95
10. 96
14. 73
18. 59
o
（110）
（204）
（80）
（27）
＊カッコ内の数値は当該選択肢への回答人数, 平均値
はその回答者の平均値

選択肢 1

選択肢 2

選択肢 3

選択肢 4

4. 00
6. 96
10. 43
12. 94
a
7. 00
7. 05
10. 21
12. 85
6. 35
9. 53
12. 63
16. 00
c
5. 77
9. 21
12. 63
16. 00
肯
6. 35
9. 53
11. 17
14. 18
定 f
6. 69
8. 86
11. 17
16. 11
的
6. 92
10. 24
11. 80
13. 84
自 i
6. 68
9. 52
10. 91
15. 11
己
4. 94
9. 20
12. 29
15. 70
効 k
5. 20
8. 71
10. 97
18. 14
力
5. 02
9. 27
11. 35
14. 86
l
4. 64
9. 12
10. 38
14. 38
5. 93
9. 01
11. 92
14. 86
p
6. 26
9. 31
11. 12
14. 92
7. 85
9. 69
12. 26
17. 00
b
7. 55
11. 27
13. 56
15. 83
7. 92
10. 50
14. 28
17. 00
d
10. 18
11. 81
14. 10
18. 75
5. 81
8. 85
11. 86
14. 91
否 e
8. 90
10. 18
12. 33
16. 36
定
6. 68
9. 46
13. 15
16. 41
的 g
7. 75
9. 41
13. 60
18. 00
自
6. 25
9. 98
12. 81
15. 62
己 h
8. 23
9. 67
13. 19
16. 39
効
6. 43
9. 51
12. 22
14. 34
力 j
10. 00
11. 22
13. 00
18. 00
7. 41
10. 00
12. 87
15. 64
m
7. 30
11. 03
13. 93
17. 53
7. 80
10. 71
14. 47
18. 14
o
8. 63
12. 00
15. 41
20. 17
＊各セルの上段が郵送調査の選択肢平均値, 下段はウ
ェブ調査の選択肢平均値

値であることから, 古典的テスト理論に基づ
Paper

.4
.2

Density

めに用いた. 各尺度項目の選択肢平均値の単

.6

の項目反応モデルへの適合度を計量的に評価
することが困難な為, 尺度構造を概観するた

Web

.8

く概念であるが, 項目数が 10 項目以下の尺度

調増加傾向は, 郵送調査及びウェブ調査それ
0

ぞれにおいて例外なく確認された（表 7）.

-2

0

2

4

-2

0

2

4

Positive-efficacy EAP scores (IRT)

郵送調査及びウェブ調査データ統合した全

Density
kdensity EAP

データを用いた尺度分析では, 各項目の選択

Graphs by type

肢平均は, 自己効力が最も低いことを示す選

図 5 郵送及びウェブ調査の肯定的自己効力（EAP 得点）

択肢 1 の平均が 6. 61 点で, 2 番目に低い選択肢

択肢平均の間隔は, 2. 95 点, 2. 75 点, 3. 21 点で,

2 の平均が 9. 56, 選択肢 3 では 12. 31, 最も高

約 3 点であり, 古典的テスト理論における間

い選択肢 4 では 15. 52 であった. それぞれの選
13
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隔尺度の性質を示す結果であった. 郵送調査

的に十分なフィットを示さなかったが, 項目

とウェブ調査各項目の選択肢平均値の比較（表

数が 10 項目以下の尺度の場合, M2 値は期待値

7）は, 選択肢毎のウェブ調査のサンプル数が

に沿った分布を示さないことが知られており,

非常に少なくなる場合があることから, バラ

参考のために算出した. しかし, RMSEA

ツキは見られるが, 両調査間の相違は少なか

（Root mean square error of approximation） は,

った. 調査方法の相違による選択肢平均値の

一般的に妥当とされる 0. 05 を下回っており,

差は, 極端な選択肢（選択肢 1 及び選択肢 4）

項目をトリミングすることによりモデル・デー

に多く見られたが, その大きな要因は, 特にウ

タフィットが改善されることが期待できる結

ェブ調査においてその選択肢に対する回答数

果であった（RMSEA = . 04）.

が少なかったことであった.

本研究の目的の一つは, 古典的テスト理論

最も大きな選択肢平均値の相違は, 否定的

の分析結果と項目反応理論を用いた分析結果

自己効力の項目 j に見られたが, 選択肢 1 の選

の比較であった. 従って, 古典的テスト理論分

択肢平均値の差は 3. 57 で, ウェブ調査の回答

析で用いた 7 項目と同一項目を用いた比較を

者数は 12 名, 郵送調査では 30 名であった. 同

行うため, 項目反応理論におけるモデル・デー

項目の選択肢 4 の相違は 3. 66 で, 回答者数は

タ適合性の向上を目指さなかった.

それぞれ 10 及び 41 であった. 全ての項目にお

項目反応理論を用いた郵送調査とウェブ調

いて, 選択肢 2 及び 3 の回答頻度は高く, ウェ

査の自己効力尺度分析の比較は, 本論では紙

ブ調査でおよそ 20～30, 郵送調査では 16 項目

面の関係上, 肯定的自己効力のみの報告とし

中 100 人未満が 2 例（58 と 74）のみであった.

た. 郵送調査とウェブ調査の各項目の難易度

選択肢平均値の分析に基づいた評価では, 郵

パラメタ（bk）及び識別力パラメタ（ai）は, 表

送調査とウェブ調査の方法論的相違が要因と

8 及び 9 に示した. 郵送調査における項目識別

なった自己効力尺度への強い影響は観察され

力パラメタの平均は 1. 53 で, ウェブ調査の平

なかった.

均値（1. 76）より. 23 低かったが, その差は, 各

自己効力尺度項目は, 肯定的・否定的自己効

項目識別力パラメタの標準誤差と比較して大

力尺度共に４肢選択のライカート型であった

きな差ではなかった.

為, 項目反応モデルとして２母数ロジスティ

選択肢難易度パラメタは, 各項目で b1 から

ックモデル（2PLM）に基づく Graded Response

b3 で評価されるが, その差の平均値はそれぞ

Model を採用した. 項目パラメタの推計及びカ

れ -. 21, . 04 及び . 33 で, 推計値の標準誤差

テゴリー反応関数の描画などには IRTPRO

と比較して大きな差は無かった. 各項目の識

Version2. 1 を用いた. 肯定的自己効力分析の最

別力パラメタ及び選択肢の難易度パラメタの

初のステップとして, 古典的テスト理論と同

推計値に基づいて項目カテゴリー関数を描画

様に 7 項目を用いて GRM のデータフィットを

した（図 6）. 図 6 の Group1 は質問紙を用いた

評価した. 項目レベルの

χ2 値に基づく評価で

郵送調査を示し, Group2 はウェブ調査を示し

は, 5％水準で有意な逸脱は, 郵送・ウェブ調査

ている. 縦軸（左側）は, 描画された選択肢に

共に見られなかった.

「はい」と回答する確率を示し, 横軸は肯定的

マージナル表（one way and two way）に基づ

自己効力の特性値を標準偏差ユニットで示し

く M2 値は 615. 81（df=362; p=. 0001）で, 計量

ている
（偏差値換算で 20～80 点）
. 図 6 では, 肯
14
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常によく似ており, 特記すべき調査方法の差
表 8 郵送調査における肯定的自己効力の項目母数
Item

ai

s. e.

b1

s. e.

b2

s. e.

b3

による影響は見られなかった. 特に, 肯定的自
己効力の得点（横軸）に対応した情報関数の形

s. e.

q08a

1. 13 0. 16 -3. 69 0. 50 -1. 27 0. 19 1. 26 0. 18

q08c

1. 77 0. 21 -1. 24 0. 13 0. 54 0. 09 1. 90 0. 19

q08f

0. 94 0. 14 -1. 98 0. 29 0. 14 0. 13 2. 31 0. 33

q08i

0. 93 0. 14 -1. 51 0. 24 0. 84 0. 17 3. 05 0. 44

抽出情報量は, 郵送調査項目の抽出情報量と

q08k

2. 41 0. 29 -1. 24 0. 11 0. 21 0. 08 1. 82 0. 16

比較してやや高かった. また, 両調査共に, 項

q08l

2. 01 0. 24 -1. 25 0. 13 0. 04 0. 08 1. 28 0. 13

目 Q08a, Q08f 及 Q08i は, 抽出情報量が他の項

q08p

1. 50 0. 19 -1. 47 0. 17 0. 20 0. 09 1. 68 0. 18

*s. e. : standard error

状は, 両調査で非常によく似ていた. 両調査間
の特徴的相違としては, ウェブ調査における

目と比較して低かった. 特に項目 Q08a の抽出
情報量は 0 に近く, 古典的テスト理論と比較す

表 9 ウェブ調査における肯定的自己効力の項目母数
Item

ai

s. e.

b1

s. e.

b2

s. e.

b3

る目的がなければ項目削除の対象となる項目
であった.

s. e.

q08a

0. 87 0. 33 -3. 15 1. 20 -1. 07 0. 47 1. 56 0. 63

郵送調査法とウェブ調査法の方法の相違が

q08c

1. 67 0. 61 -1. 44 0. 56 0. 59 0. 30 2. 00 0. 74

カテゴリー反応曲線及情報関数に及ぼしたと

q08f

1. 39 0. 49 -1. 40 0. 54 0. 34 0. 27 1. 80 0. 66

q08i

1. 23 0. 55 -1. 32 0. 57 0. 34 0. 28 2. 04 0. 86

考えられる影響は見いだせなかった. 7 項目で

q08k

3. 20 1. 83 -1. 25 0. 58 0. 08 0. 20 1. 24 0. 50

推計した肯定的自己効力の尺度特性曲線は図

q08l

2. 19 0. 83 -1. 32 0. 52 -0. 22 0. 24 1. 06 0. 41

7a 及図 7b に示した. 尺度特性曲線は, 7 項目全

q08p

1. 78 0. 72 -0. 99 0. 46 0. 38 0. 25 1. 27 0. 47

体で肯定的自己効力を推計した場合の潜在的

*s. e. : standard error

特性と特性値の真の値の関係を示すものであ

定的自己効力の特性値得点が 0 点は, 偏差値

るが, 郵送調査データに基づいた尺度特性曲

50 点に相当し, 特性値得点 1 点は偏差値 10 点

線は, ほぼウェブ調査データに基づいた尺度

に相当する. 図 6 の中で, 0 と表示された曲線

特性曲線と同一であった（図 7）. しかし, 項

は当該項目の選択肢 1 が選択される確率を示

目反応理論に基づいた特性の推計法（EAP:

し, 曲線 1 は選択肢 2, 曲線 2 は選択肢 3, 曲線

Expected A Posteriori）で評価した回答者の

3 は選択肢 4 が選択される確率を示すものであ

推計値の平均値には, 両調査で相違が見られ

る. 描画された曲線はそれぞれの選択肢に回

た（図 4）. 郵送法による肯定的自己効力の特

答する確率を示すもので, 0.0～1.0 の間で推移

性推計値の平均値は, 偏差値換算値で 50.06

する曲線で示されている（カテゴリー反応曲

（σ=.43）であったが, ウェブ調査法によるデ

線：category characteristic curve）. 従って, 図中

ータの平均値は 44.05（σ=.37）であった. この

で曲線がオーバーラップしている部分の累積

傾向は, 古典的テスト理論を用いた分析結果

確率は 1.0 となる. 図中の破線は, 情報関数を

と同様であったが, 項目返納理論で推計した

示し, 高いとその項目が抽出する情報が大き

平均値の差は, 有意であった（t（436） =8.56,

いことを意味する. 情報関数の単位は, 縦軸

p=.000）.しかし, 古典的テスト理論の分析結果

（右側）に示した.

に鑑み, 肯定的自己効力感に対する年齢の影

各項目のカテゴリー反応曲線は, 比較を

響力を差し引くと, 推計値の平均値間の有意

容易にするためページの左右に示した. 両調

差は消失した. 郵送調査法とウェブ調査にお

査の項カテゴリー反応曲線及情報関数は, 非

ける肯定的自己効力の測定は, カテゴリー反
15
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図 6a 肯定的自己効力の項目カテゴリー関数
16
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図 6b 肯定的自己効力の項目カテゴリー関数
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[文書の引用文や注目すべき箇所の要約を入力し

[文書の引用文や注目すべき箇所の要約を入

てください。テキスト ボックスは文書のどの位

力してください。テキスト ボックスは文書

置にも配置できます。抜粋用テキスト ボックス

のどの位置にも配置できます。抜粋用テキス

の書式を変更するには、[描画ツール] タブを使用

ト ボックスの書式を変更するには、[描画ツ

します。]

ール] タブを使用します。]

[文書の引用文や注目すべき箇所の要約を入
[文書の引用文や注目すべき箇所の要約を入
力してください。テキスト ボックスは文書
図 6c 肯定的自己効力の項目カテゴリー関数
力してください。テキスト
ボックスは文書
のどの位置にも配置できます。抜粋用テキス

のどの位置にも配置できます。抜粋用テキス

ト ボックスの書式を変更するには、[描画ツ

ト ボックスの書式を変更するには、[描画ツ
応曲線, 情報関数及び尺度特性曲線の近似性な
ール] タブを使用します。]
どから, 異なる測定基準には基づいてはいない

True
Score
ール]

タブを使用します。]

と結論された.

4．まとめ
本研究において得られたデータは, 現在も分
析が継続して行われており, 更にこれからも重
要な情報を提供できると考えている. 本研究の
目的を踏まえ, 現在までの分析で明らかになっ

Latent Trait

たことは, 次の 5 項にまとめた.
図 7a 郵送調査における尺度特性曲線
（１）
True Score

調査全体の回収率は, 40.2%であった.
郵送調査のみでは 50.5%, ウェブ調査
のみでは 22.8%であり, 2 つの異なる調
査法による回収率には大きな差が見
られた.

（２）

質問紙調査への回答者の平均年齢
（55.5 歳）は, ウェブ調査への平均年
齢（44.4 歳）と比較して有意に高く,
ウェブ調査の回答者は郵送調査の回

Latent Trait

答者と比較して明確に若かった.
図 7b ウェブ調査における尺度特性曲

（３）

線
18
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別に大きな相違は見られなかった. 両

（４）

を指摘している.

調査の 45 歳以下の回答者では, 女性

本研究では, 郵送調査法とウェブ調査法で収

の方が明らかに多かったが, ウェブ調

集した肯定的自己効力尺度に関するデータ分

査では 46 歳から 64 歳までのグループ

析において, 特性値推計のプロセスには大きな

では, 男性の回答者数が女性の 2 倍で

相違は存在しなかった. また, 肯定的自己効力

あった.

尺度に関しては, 調査方法に起因する特性の測

古典的テスト理論を用いた肯定的自

定値に相違が見られなかったことを報告して

己効力尺度の分析では, 郵送調査の平

いるが, この知見を他の変数へ一般化すること

均値がウェブ調査の平均値より高い

の妥当性については, 更に研究が必要である.

傾向が見られた. しかし, 自己効力に

特に, 項目反応理論を用いた項目反応関数や情

対する郵送調査とウェブ調査の調査

報関数などに関する詳細な分析の提供が必要

方法の相違による影響は, 調査方法が

である.

直接影響したものではなく, 調査方法

※ 本研究は, 科学研究費補助金（課題番号
24510056）及び公益財団法人大川情報通信基金
（課題番号 13-20）の助成を受けて行われた

の相違が回答年齢に影響し, 回答年齢
の差が自己効力の平均値に影響した
ものであると結論された.
（５）
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要旨
本研究の主な目的は, 郵送社会調査法とウェブ社会調査法との調査法の相違が自己効力得点に及ぼす影
響を評価することである. 郵送調査における回収率は 50.5％で, ウェブ調査における回収率（22.8％）を
大きく上回った. 女性の回答者数は両調査において男性回答者よりやや多かった. しかし, ウェブ調査に
おける壮年回答者の数は, 女性より男性の方が多かった. 回答者の平均年齢は, 郵送調査の方が高く
（55.5 歳）, ウェブ調査では 44.4 歳であった. 肯定的自己効力感の平均値は, 郵送調査においてやや高か
ったが, その差が生起した要因は, 調査法の相違ではなく, 年齢の相違によるものであったと結論された.
項目反応理論に基づく分析では, 項目パラメタ, カテゴリー反応曲線, 情報関数, 尺度特性曲線などが両
調査において近似していたことが示され, 両調査における肯定的自己効力の推計は, 同一の測定基準に
基づいていると結論された. この結論を一般化するためには, 更なる情報の蓄積が必要であると考えら
れる.
キーワード：郵送調査法, ウェブ調査法, 自己効力感, 項目反応理論

21

青森大学付属総合研究所紀要 Vol.17, No.1, 1-22, September, 2015

Appendix I

：Self-efficacy scale items

問 8 （一般化自己効力）

そ
う
思
わ
な
い

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い

や
や
そ
う
思
う

そ
う
思
う

Ａ 何か仕事をするときは , 自信をもってできる

1

2

3

4

Ｂ 過去の嫌な経験を思い出して, 暗い気持ちになることがある

1

2

3

4

Ｃ 自分には友人より優れた能力があると思う

1

2

3

4

Ｄ 仕事を終えた後, 失敗したと感じることが多い

1

2

3

4

Ｅ 自分は, 人と比べて心配性なほうである

1

2

3

4

Ｆ 何かを決めるときには , 迷わずに決める

1

2

3

4

1

2

3

4

Ｈ 自分は「引っ込み思案」なほうである

1

2

3

4

Ｉ 人より記憶力がよいと思う

1

2

3

4

1

2

3

4

Ｋ 自分には世の中に貢献できる力がある（能力評価）

1

2

3

4

Ｌ 友人よりも優れた知識をもっている分野がある

1

2

3

4

Ｍ 物事をあまり積極的にこなせるほうではない

1

2

3

4

Ｎ 小さな失敗は, あまり気にしないほうである

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

設問 A からＰの文がどの程度ご自分にあてはまる
と 思 い ま す か . あ て は ま る 程 度 を 示 す 数 字 を ○で 囲
んでください. この質問は, あなたの日常生活に関
するご意見を伺うものです. 正解はありません. ご
自分のご意見で, お答えください.

Ｇ

Ｊ

Ｏ

何かをするとき, 「失敗するのではないか」と不安になる
ことがある

結果の見通しがつかないと, 積極的に物事に取り組めな
いことがある

どうやったらよいか決心がつかずに, 仕事にとりかかれ
ないことがある

Ｐ 積極的に活動するのは得意である
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