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はじめに

　ますますデータの重要性が増しているこの世の中において，専門家だけでなく学生
も，研究のプロセス，すなわち，最初に問題を設定し，データの分析・解釈をして最
終的にレポートにまとめる過程と，その間に行われる全ての事柄について，理解を深
めることがこれまでになく重要となっている。
　本書『心理学研究法のキホンQ&A 100』は，研究を進める中で，研究法に関して
誰もが疑問に思うであろう最も重要な質問を整理して取り上げ，回答を示すことを目
的としている。
　本書を書いたのは，私自身，長年教育に携わる中で，多くの学生のみならず専門家
も，どのようなトピックに焦点を定める必要があるのか，詳しい情報をどこで見つけ
たらよいのかについて，正しく案内してくれる簡潔な概説や本を必要としていること
に気づいたからである。
　本書は，研究法の重要なトピックについて復習を必要としている人や，この領域の
完全な初学者で，何が重要な問題なのかについて参照できる資料が必要な人に向けて
書かれた小さな本である。『心理学研究法のキホンQ&A 100』について，以前に学ん
だことを思い出す手がかりや，知識を深めるための情報源として考えていただきた
い。本書は，学位取得に向けて総合的な試験の準備をしている大学院生や，手軽な参
考書が必要な研究者，関連分野を学びながらも研究法の初級コースを履修していない
大学生，それから，研究法のツールを最も効果的に使うにはどうしたらよいかに関心
がある全ての人々のための本である。
　本書を使うコツをいくつか･･･

1． 質問は，以下のように9つに分けられている
　　パート1　研究プロセスの理解と研究の開始
　　パート2　レビュー（先行研究の概観）とリサーチクエスチョンの設定
　　パート3　研究倫理に関する基礎知識
　　パート4　研究法 ─ 専門用語を知り，考え方を知る
　　パート5　標本抽出の考え方と問題点
　　パート6　記述的方法を用いたデータの表し方
　　パート7　検査と測定に関する問題
　　パート8　さまざまな研究法の理解
　　パート9　推測と有意性に関する問題
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2． これらの質問と回答は，それぞれ独立に読むこともでき，各頁では率直な質問
と比較的短い回答が記載されている。それぞれの質問に対して非常に長く回答
することもできるが，本書の目下の目的は，読者が次の質問やトピックに進む
前にある程度の知識を得られるよう，手短に，必要な情報を示すことである。

3． これらの質問と回答は，全てが互いに無関連というわけではなく，大半は補完
し合っている。これにより，重要な内容について記述が強化されるとともに，
参照したトピックだけでなく関連トピックの検討も確実にできるようになって
いる。

4． それぞれの質問の最後には，参照事項として，当該質問に関連する他の質問が
3つ記載されている。これらは今読んでいる質問と答えを最もよく補完すると
私が考える3項目である。もちろん，他にも多くの関連項目はある。
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質 問 1

研究はなぜ必要なのですか？　また，その利点は何ですか？

　これは，最初から大変な質問であるが，全ての初学者（あるいは復習中の学生）が答
えを知っているべき質問でもある。
　現在，私たちの住む世界は，以前にも増してデータを頼りにしている。そのため，
研究プロセスがどんなものか，どう実施されたのか，そしてその利点（と欠点）は何
かを理解することが，ますます重要になってきている。
　研究とは，アイディアを検討する複雑な過程である。この過程では，重大な結果を
伴う重要な問いを生み続ける既存のアイディアだけでなく，研究対象に関する独自の
情報をもたらす全く新しいアイディアも検討される。
　あなた自身の領域にも，まだ明らかにされていないさまざまな問いがあり，そのい
くつかを簡単に思いつくだろう。そうした問いを出発点に，研究プロセスを経て，新
しく重要な結果が生まれるかもしれない。
　たとえば，スクールカウンセラーの場合，脳の成熟と青年期の感情との関連につい
て多少とも知識があれば，教室での行動を理解するのに役立つだろう。もしくは，看
護を学ぶ学生の場合，集団の効果を理解して介護者のグループに応用できれば，介護
者がより効果的に活動し，介護対象とより良いコミュニケーションをとれるようにす
るのに役立つだろう。また，学習スキルにおいて聴覚よりも視覚が優位な子どもたち
に教えるためのより良い方法を知りたい学級担任がいるかもしれない。
　このような状況をはじめ，その他数多くの機会をとらえ，答えの根拠，あるいは答
えではなくとも意思決定を助ける十分な情報を提供するツールや技法を開発しようと
研究者たちは努めてきた。研究は，物事をより深く理解する手段の1つなのである。
　それではなぜ，研究がなされるのか？　いくつかの利点を以下に列挙する。

・判断の根拠を提供する。
・判断をする際に，独断や偏見ではなく，データに基づいて可能な限り良い判断が

できるようにする。
・正しく実施されれば，他の科学者のアプローチと照合できる。
・実際に役立つ。

もっと知るには？　質問5，9，11を参照。
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質 問 2

一般的に，どのような過程を経て研究トピックが決定されますか？─
また，経験豊富な研究者でなければ，─

興味深いトピックを選定することはできないのですか？

　その過程は研究者やトピックによって異なるが，基本的には以下の中の1つ，ある
いは，いくつかの組み合わせとなるだろう。最初のアイディアをどこで思いつくかは
分からないが，あなたの知識や経験のレベルにかかわらず，あなたが興味を持ってい
る何かがきっとあるはずである。
　もしあなたが初学者で，初めて研究を実施しようとしているのだとしたら，興味深
いと感じたトピックに関する情報の実例として，雑誌や新聞，ウェブサイトといった
一般的な情報源のいくつかを調べて参考にするかもしれない。この時点で，あなたが
するべきことは，当該領域において一般的に行われてきたことや，重要な問い，そし
て，検討すべき最も重要な事柄を見出すことである。
　もしあなたがより多くの経験を積んでいるならば，当該領域の専門家を探すかもし
れない。その人物は，あなたの指導教員かもしれないし，あなたが興味を持っている
領域の知識を何かしら持っている別の教授かもしれない。このような専門家に対し
て，何が既に行われており，何が今後なされるべきなのかについて，気軽に質問して
助言を求めるとよい。
　もしあなたがある特定の領域において大いに経験豊富なのであれば，特定のトピッ
クに関する雑誌（専門分野のジャーナル）や研究論文といった興味を持っている領域
に関する最も直接的な情報源をただちに参照してもよい。これらの資料は，図書館で
印刷物（ハードコピー）を利用することもできるが，もちろん，最近ではオンライン
で入手することもできる。
　もし自分の研究領域として，ある特定のトピックを追いかけているのであれば，お
そらく上記の中の最後の提案である研究論文の参照を行うことになるだろう。しか
し，今後の研究に値するトピックを作り出すあらゆる側面について巨視的にとらえる
ために，上記の全てを試してみるのもよいだろう。

もっと知るには？　質問12，17，19を参照。
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質 問 3

「科学的方法」とは何ですか？─
また，それをどのように自分の研究に応用できますか？

　科学的方法に関するより現代的な見解はあるが，その発端は，およそ2300年前に
活躍したギリシアの哲学者，アリストテレスにさかのぼる。彼は，論証が全ての意思
決定の根拠になるべきだと確信していた。そして，この基礎的な考え方が，観察可能
なデータを収集し，そのデータを実験的に検討する一連の技法である研究法へと発展
してきたのである。
　実際的な言い方をするならば，科学的方法は，選択肢となるいくつかの方法や処置
の効果を調べるために使われる。この方法は，処置を施される2つ以上の群（実験群

と呼ばれることが多い。また，しばしば統制群も含まれている）から成る。これらの群は，
異なる条件下におかれ，群間に差があるかどうかを確認するために，いくつかの測定
結果に関して互いに比較される。理論上は，各群は設定された条件以外の全てにおい
て同一であるため，観察された差異は全て，実験の処置そのものによって生じた可能
性が最も高いと考えられる。
　たとえば，（アメリカでは）毎年秋になると，非常に多くの親たちが，我が子の志望
大学への入学を確実にしようと願い，先を争って，SAT（大学進学適性試験。アメリカ

の大学進学希望者に行われる共通試験）の得点を上げるための補習プログラムに子ども
を参加させる。これらの特別な（そして高額な）プログラムには効果があるのだろう
か？　それを知るための1つの方法は，レベルの異なる指導を受けているさまざまな
参加者群と，課外指導を何も受けていないもう1つの参加者群とを比較することであ
る。各群は等質であると仮定し（科学的手法の下で，この仮定を調べる多くの方法が存在

する），どの群において最も学力が伸びたか，あるいはどの群が最も高い得点をとっ
たか（測定された内容であれば何でも）調べることができる。
　この例では，プログラムに効果があるかどうかを調べるために，いくつかの群の成
績について実験が行われ，実証的な観察データ（テスト得点）が集められる。正しく
実施されれば，科学的方法は，公正で理にかなった検証結果を基に，さまざまなアイ
ディアについて正しい判断をするための非常に強い論拠を与えてくれる。

もっと知るには？　質問8，27，32を参照。
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質 問 4

利用できる研究モデルにはさまざまな種類がありますが，─
それらの全体的な概要と相違点について教えてください。

　研究モデルは，2つのカテゴリーに大別される。すなわち，非実験モデルと実験モ
デルである。
　非実験モデルでは，概して，変数の能動的な操作あるいは処置が行われない。この
カテゴリーには，以下のモデルが含まれる。

・史的モデル（過去に起こった出来事を調べる）

・記述モデル（物事をありのままに記述する）

・相関モデル（変数間の関係を検討する）

・質的モデル（結果と，それらが生じた社会的文脈を調べる）

　実験モデルでは，概して，変数の能動的な操作や処置が行われ，さまざまな条件間
の違いが検証される。このカテゴリーには，以下のモデルが含まれる。

・準実験（実験参加者は予めグループ分けされており，そのグループ間で処置の効果を

検討する）

・実験（実験参加者たちを無作為にグループに割り当て，そのグループ間で処置の効果を

検討する）

　次ページの表は，上述の2大カテゴリーに含まれるさまざまな方法の例である。
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モデル 例

非実験的

史的 植民地時代のアメリカにおける子どものしつけ方の事例を調べ，現在のしつけ
方の事例と比較する

記述 大学生を対象として，睡眠時間の実態と，それが学校での成績の良さに影響す
ると学生たちが感じているかどうかを明らかにするために，調査を行う

相関 ソーシャル・メディアへの関与と重要な友人の数との関連を調べる

質的 チャーター・スクール * の成功と，都市部および農村部の家族への影響をイン
タビューによって検討する

実験的

準実験 減量プログラムを利用している糖尿病の成人患者と糖尿病にかかっていない成
人との間で，プログラムにおけるルールの守り方の違いを検討する

実験 高齢者（80歳以上）に，バランスをとるトレーニングのための3種類のプログラ
ムのうちいずれかに参加してもらい，プログラム間の違いを検討する

* アメリカの，達成目標契約をして認可された公募型の研究開発校。

もっと知るには？　質問3，5，11を参照。
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質 問 5

私の目的に最適な研究モデルは何ですか？

　率直に言うと，お気づきのように，採用するモデルは，あなたの問いによって決ま
る。
　あなたの研究に最適なモデルは，あなたの問いに対して最も的確に答えを出せるモ
デルである。以下では，留意すべきいくつかの点について記す。

1． ある問いに答えるための完璧な単一のモデルや研究法はない。相関モデルでか
なりうまくいくとしても，検討中のリサーチクエスチョンには他の方法を使っ
た方がより良い答えを出せる別の側面があるかもしれない。

2． しばしば，混合モデルが最も良いアプローチとなる。なぜなら，問いに答える
ためには，あなたが使える全ての手段が必要とされるからである。たとえば，
経験によって生活保護に対する態度がどのように異なるかを検討したい場合，
ある種の横断的研究が実施されるだろう。しかし，生活保護を受けている特定
の家族の態度が時間とともにどのように変化してきたかという現象にも関心を
持っているとしたら，その場合には，縦断的アプローチが必要となる。

3． 問いは先行研究を基に立てられる。そして，単独で完結する問いはほとんどな
い。問いにどのように答えるかを考える前に，必ず，あなたの問いをしっかり
とした根拠のあるものにしておかなければならない。

　これら3つの注意点に留意すれば，研究モデルの選択はかなり容易である。

・単に結果を記述することに関心がある時，たとえば，市役所によって提供されて
いるサービスのうち，どのサービスを何人の人が好んでいるのかを明らかにする
ために調査を行う場合は，記述モデルを採用することになるだろう。

・過去の出来事に関心があり，それらが現在の出来事とどのように関連しているか
を調べる時，たとえば，公衆衛生に携わる看護師がかつてどのように感染症に対
処したのか，また，現在はどのように対処しているのかを調べたい場合は，史的
モデルが最適だろう。


