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第14章 調査が終わったら

14.1 報告書作成の流れ

　図 14.1 は、調査票を回収してから

報告書を作成するまでの流れを示したもの

である。

　まず、回収した「調査票の点検・編

集」によって、不適当な調査票や回答を無

効とするなどする (14.2節参照)。

次に、「集計のために回答を数値化」し

(14.3節参照)、数値化した「回答の入力」

を行って (14.4節参照)、集計用データを

作成する。

「回答の集計と集計結果のグラフ化」に

よって得られた「集計結果の検討」を行い、

場合によっては、別の観点から再度「回答

の集計と集計結果のグラフ化」を行う。

そして最終的に、検討結果を基に「報告

書の作成」を行う (第 15章参照)。

調査票の点検・編集

集計結果の検討

報告書の作成

回答の入力

集計のために
回答を数値化

回答の集計と
集計結果のグラフ化

図 14.1: 報告書作成の流れ
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第 14章 調査が終わったら

14.2 回答を編集する—エディティング—

　回収した調査票やその回答を点検し、

不適当な調査票は取り除いたり、指示に反

した回答を無効としたりすることをエディ

ティングあるいはデータクリーニングと

呼ぶ。

　用意した標本あるいは調査票は、調

査を実施した結果に応じて、回収票と不

能票（未回収票）とに分類することができ

る。さらに回収票は、集計に用いる有効

票と無効票とに分類することができる。

• 回収票：他記式調査法において調査
に応じた調査対象の調査票、あるい

は自記式調査法において回収した調

査票

– 有効票：無効票以外の回収票

– 無効票：調査対象以外が回答し

た調査票、一部あるいは全ての

回答が記入されていない調査票

• 不能票：回収票以外の調査票

　次に、特に自記式調査法 (5.1節参

照) では、有効票の回答内容を点検し、場

合によっては以下のようなエディティング

を行う。

• 回答がない調査項目は、「無回答」あ
るいは「D.K. (わからない)」などと

する。

• 単数回答法 (9.2.2節参照) の調査項

目に対して、複数の選択肢を選んで

いる場合、制限回答法の調査項目に

対して、制限を超えた数の選択肢を

選んでいる場合には、「その他」ある

いは「D.K.」などとする。

• 選択肢「その他」に具体的に記入さ
れた内容が、明らかに選択肢として

既に用意されていれば、その選択肢

を選んだものとする。

• 数値を記入する自由回答法では、回
答者が数値の単位を間違えていない

か点検・確認する。

• 濾過質問 (11.7節参照) に関係する

項目の回答状況を点検し、濾過質問

に対する回答を修正したり、濾過質問

後の項目を「無回答」としたりする。

　ワンポイント アドバイス
論理的にあり得ない回答の点検（これ
を論理チェックと呼ぶ）は、人が行う
よりも、コンピュータが行う方が確実で
ある。そのため、とりあえず回答通り
にデータ入力 (14.4節参照) を行い、コ
ンピュータプログラムによってエディ
ティングを行うのがよい。
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第 14章 調査が終わったら

14.3 回答を数値化する—コーディング—

　個々の回答に対して、集計のため数

値を与えることをコーディングと呼ぶ。

また、コーディングの方法を整理したもの

をコードブックと呼ぶ。

　選択肢回答法 (9.2.1節参照) の項目

のうち、単数回答法 (9.2.2節参照) では、

調査票を作る段階で、あらかじめ各選択肢

に数値を割り振っておけばよい。例えば、

選択肢「当てはまる」は「1」とし、選択

肢「当てはまらない」は「2」とする、等

である。なお、「無回答」や「D.K.」など

に対しても、例えば「-99」など何らかの

数値を割り当てる。

複数回答法の場合には、一つの選択肢に

一つの数値を与えるとよい。例えば、その

選択肢が選ばれていれば「1」、そうでなけ

れば「0」とすると、その合計値が、選択肢を

選んだ調査対象の数となって便利である。

　自由回答法のうち、統計的な集計を

行う調査項目については、回答のコーディ

ングを行う。自由意見欄 (11.12節参照)の

内容などは、コーディング・集計するより

も、そのままの文章の方が有意義な情報と

なることが多い。

コーディングをする場合には、まず全て

の回答内容に目を通すことが必要である。

　自由回答法によって人数や金額、日

数などの数値の記入を求める項目では、集

計方法に応じて二通りのコーディング方法

がある。

数値の平均値や総計値を求めることが目

的であれば、有効な回答はそのままの数値

とする。「無回答」や無効な回答に対して

は、有効な回答と混同しない数値を与える。

範囲を区切っていくつかのカテゴリ (9.3

節参照) に分類する場合には、あるカテゴ

リだけに回答が集中しないような区切り

を設定する。設定するカテゴリの数は、調

査目的と標本サイズによって決める。また

「無回答」あるいは「無効」などといった

カテゴリも設定する。そして、各カテゴリ

に例えば「1」から順に数値を割り当てる。

　自由回答法によって文字や文章の記

入を求める項目では、回答をコーディング

するために、まずKJ法 (4.1節参照) な

どを用いて、回答内容をいくつかのカテゴ

リに分類する。カテゴリの数は、数値の場

合と同様に、調査目的と標本サイズによっ

て決める。「その他」や「無回答」といっ

たカテゴリも設定するとよい。

それぞれの回答をカテゴリに分類する作

業は、できれば複数の人が別々に行い、そ

の結果をつきあわせるとよい。不一致があ

まりに多い場合には、カテゴリの作り方を

再検討すべきである。
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第 14章 調査が終わったら

14.4 回答を入力する—データ入力—

　多くの場合、結果の集計や分析はコ

ンピュータ上で行うことになる。そのため

には、コンピュータにデータを入力しなけ

ればならない。

　データ入力には、例えば図 14.2のよ

うな表計算ソフトを用いると便利である。

通常、一つの調査対象の回答を一行とす

る。図 14.2は五番目の調査対象のデータ

を入力しているところである。

また、一つの調査項目を一列とする。た

だし、複数回答法 (9.2.2節参照) の場合に

は、一つの選択肢を一列とする。図 14.2

では、「性別」や「年齢層」といった単数回

答法の調査項目はそれぞれ一列とし、複数

回答法である「学習活動の内容」は、「一

般教養」や「趣味」といった選択肢を一列

としている。

そして各セルには、コーディング (14.3

節参照) された数値をそのまま入力すれば

よい。

　入力を業者に委託する場合には、納

品のためのデータフォーマットをあらか

じめ指定するとよい。なお、入力に不要な

情報は業者には一切渡さないようにし、入

力データは納品後直ちに破棄させる契約を

交わすべきである。さらに、調査票や入力

データが外部に漏れないよう、その受け渡

し方法も含め、秘密保持には細心の注意が

必要である (13.6節参照)。

　ワンポイント アドバイス
データ入力は、簡単そうに見えて意外
に間違いやすいものである。二人以上
の人が同じ調査票を別々に入力し、そ
れを付き合わせるなど、ダブルチェッ
クを行うとよい。

図 14.2: データ入力

120



第 14章 調査が終わったら

14.5 無回答はどうするか

　調査においては、二種類の無回答が

ある。

一つは、調査対象単位での無回答である

（これを unit-nonresponse と呼ぶ）。標本

として選び出した調査対象が実際には見つ

からなかったり、調査対象が調査への協力

を拒否したりした場合などに、この無回答

が生じる。不能票や無効票 (14.2節参照)

が、この無回答に相当する。

もう一つは、調査項目に対する「無回答」

や「D.K. (わからない)」などである（これ

を item-nonresponseと呼ぶ）。この無回答

は、質問の内容を理解できない、回答を選

択肢の中から選ぶことができない、質問に

答えたくない、誤った回答方法をしたり回

答しなかった、といった場合に生じる。

　いずれの無回答に対しても、その対

処法には大きく二つの方法がある。一つ

は、無回答をそのまま無回答として扱い、

集計から取り除いたり、無回答として集計

したりする方法である。もう一つは、無回

答部分をそれ以外の回答部分を基に推測

し、無回答を推測した回答で置き換えて集

計する方法（これを代入法と呼ぶ）である。

　調査対象単位での無回答（不能票や

無効票）の場合には、無回答をそのまま無

回答として扱うことが多い。つまり、不能

票や無効票は集計から完全に除外し、有効

票だけを集計することが多い。

また、調査項目に対する無回答のうち、

選択肢回答法の場合や、自由回答法の回答

をコーディング (14.3節参照) した場合に

も、無回答をそのまま無回答として扱うこ

とが多い。つまり、無回答がある調査票も

集計に含め、無回答は「無回答」あるいは

「D.K.」という選択肢を選んだものとして

扱うことが多い。

　一方、調査項目に対する無回答のう

ち、人数や金額などの数量を自由回答法に

よって回答してもらい、その母集団平均値

や総計値を推定しようとする場合には、次

のいずれかの方法をとることが多い。つま

り、有効票の中からさらに有効回答がある

調査票だけを取り出して集計する方法と、

無回答を例えば「0」などの数値で置き換

え、全ての有効票を用いて集計する方法で

ある。どちらの方法がよいかは、調査内容

による。
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第15章 報告書作成の基本原則

15.1 結果だけでなく方法も報告する

　社会教育調査の目的は、統計的方

法によって母集団に関する情報を得よう

とすることである (1.2節参照)。

　そのため調査報告書には、母集団推

定値 (8.1節参照) だけでなく、その数値を

得た方法についてもできる限り開示するの

がよい。結果数値が母集団に関する情報と

してどの程度信頼できるものであるかは、

その数値を得た方法によって決まるからで

ある。

別の言い方をすれば、調査結果の数値に

は誤差が含まれている (1.5節参照)。誤差

のうち、標本誤差は標本サイズを基にその

大きさを理論的に数値で示すことができる

が、非標本誤差の大きさは算出することが

できない。非標本誤差の大きさを報告書の

読者に判断してもらうためには、どのよう

に調査を実施し結果数値を得たのかといっ

た方法を示さなければならないのである。

　調査報告書には、母集団推定値とし

ての調査結果の数値以外にも、以下の項目

が必要である。

1. 調査の目的

2. 調査主体と調査実施者

3. 母集団

4. 標本抽出方法

5. 標本サイズ

6. 調査実施時期

7. 調査実施方法

8. 回収率

9. 調査票

　ワンポイント アドバイス
報告書に調査結果の数値を得た方法の
記述があると、比較調査を企画する場
合にも役立つ。調査結果は、調査方法
をわずかに変えるだけでも、大きく変
わってしまうことがあるからである。
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第 15章 報告書作成の基本原則

15.2 個別の回答は公表しない

　統計的方法 (1.2 節参照) による調

査では、調査結果としては、母集団推定値

(8.1節参照) としての集計結果のみを公表

し、個別の回答は公表しないのが原則であ

る (13.6節参照)。

自由回答法 (9.2.1 節参照) による回答

や、自由意見 (11.12節参照) の内容など

をそのまま公表する場合には、回答者を特

定できない形とするのが原則である。

　標本調査 (1.4節参照) では、どの調

査対象が標本として選ばれたのか、という

情報も公表しないのが原則である。集落抽

出法 (7.3節参照) や多段抽出法 (7.4節参

照) では、それぞれの段において選ばれた

抽出単位の情報についても、基本的には公

表しないのがよい。選ばれた抽出単位を公

表することで、最終的に標本となった調査

対象がある程度の範囲に絞られてしまうこ

とがあるからである。

　クロス集計 (16.4節参照) を行う場

合には、各セルに入る標本サイズが小さく

なり過ぎないよう注意する必要がある。極

端な場合を挙げれば、あるセルに入る調査

対象が一つとなってしまうと、もしその調

査対象が特定されてしまえば、個別の回答

も知られてしまうからである。例えば、社

会教育施設を調査対象とし、施設規模との

クロス集計を行ったとする。一般に、大規

模な施設は数が少なく、そのため大規模施

設の個別の回答は、クロス集計の結果から

ある程度推測できてしまう。
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15.3 数値の表現に注意する

　調査結果を数値で表示する場合には、

その桁数に注意する必要がある。例えば、

パーセントであれば、普通、小数第一位を

四捨五入し整数に丸めるのがよい。

　その理由は、調査結果の数値には標

本誤差や非標本誤差 (1.5節参照) が含ま

れるからである。表 8.1から分かる通り、

標本誤差だけでも、その大きさは数ポイン

トとなることが多い。したがって、小数点

以下の小さな値は誤差の範囲内と考えるべ

きである。細かな数値を出しても結果がよ

り正確になるわけではない。

また、可能であれば、理論的に求めた標

準誤差 (8.2節参照) の大きさも提示する

とよい。

　ワンポイント アドバイス
パーセントを整数表示すると、それが
パーセントなのか実際の数なのか分か
りにくくなることがある。そのような
場合には、あえて小数点以下第一位ま
で表示し、パーセントであることを分
かりやすくすることもある。

　また、調査結果を示す際には、その

結果を得るために用いた標本サイズを明示

する必要がある。例えば、パーセントの場

合には、それが何に対する割合なのかを明

確にしなければならない。濾過質問 (11.7

節参照) などによって一部の調査対象のみ

が回答した場合、パーセントが、全体に対

する割合なのか、回答すべき調査対象に対

する割合なのか、分からなくなるおそれが

あるからである。また、標本サイズを明示

することは、無回答をどのように扱ったの

かを示すことにもなる (14.5節参照)。

結果を得るために用いた標本サイズは、

（n=○○○）などと表示することが多い。

　パーセントの差は、ポイントという

単位で呼ぶ。例えば、40%から 50%に増え

たことを言う場合、「10ポイントの増加」

と言う。「10%の増加」とは言わない。そ

の理由は、40%から 10%増加した、と言っ

てしまうと、50% (=40+10) となったの

か、44% (=40×1.1) となったのか分から

なくなってしまうからである。
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15.4 適切なグラフを選ぶ

　報告書で主張したい調査結果は、数

値として示すだけではなく、グラフを描い

て示すとよい。また、調査結果を検討する

際にも、数値を見るよりもグラフを眺める

方がよい。細かな差違にとらわれず、大局

的に結果を見ることができるからである。

なお、グラフに数値を付ける場合には、

値の小さな数値や小数点以下などの小さな

位は表示しないのがよい。グラフは大まか

な傾向を見るためのものだからである。

　ワンポイント アドバイス

グラフのタイトルは、グラフの下に付
けるのが原則である。なお、表のタイ
トルは、表の上に付ける。

15.4.1 円グラフ

　円グラフは、単数回答法 (9.2.2節参

照)の結果を一つだけ示すのに適している。

　段階評定法 (9.2.3節参照) など、カ

テゴリ (9.3節参照) に自然な順序があれ

ば、その順序に従って右回りにカテゴリを

並べる。

カテゴリに順序がなければ、割合の大き

なカテゴリから順に並べるとよい (図 15.1

左)。ただし、例えば図 15.1右の「ひとり

で」のように、割合の大きなカテゴリを円

グラフの下部に配置すると、そのカテゴリ

の割合が大きい、ということを印象づける

グラフとなる。また、強調したいカテゴリ

の部分だけ切り離して描く方法もある。

「その他」や「無回答」などは、右回り

の順で最後に配置する。

友人知人と
30%

友人知人と
30%

サークル
15%

各種教室
10%

その他
5%

その他
5%各種教室

10%

サークル
15%

ひとりで
40%

ひとりで
40%

(n=2,014) (n=2,014)

図 15.1: 円グラフ
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15.4.2 帯グラフ

　帯グラフは、単数回答法 (9.2.2節

参照) の結果が複数あるとき、その間の比

較を示したり、クロス集計結果 (16.4節参

照) を示すのに適している。帯グラフが一

本となる場合には、円グラフ (15.4.1節参

照) を用いる方が見やすいことが多い。

　一本の帯の中でのカテゴリ (9.3節

参照) の配列は、カテゴリに自然な順序が

あれば、その順序に従ってカテゴリを並べ

る。カテゴリに順序がなければ、割合が大

きい順に左から右へ並べる、最も強調した

いカテゴリを左端に置く、帯の間での割合

の違いが大きいカテゴリ（図 15.2では、「ひ

とりで」や「サークル」など）を両端に置

く、といった配列にするとよい。

複数の帯の配列は、帯の間に順序があれ

ば、その順序に従って並べる。順序がなけ

れば、帯の間での、最も強調したい違いが

明確になるよう並べるのがよい。例えば、

結果が似ている帯どうしは隣りに置く、帯

の左端のカテゴリの割合が大きい帯から

小さい帯へ並べる、といった配列が有効で

ある。

　ワンポイント アドバイス

一本の帯に含まれるカテゴリの数が多
くなりすぎると、見にくいグラフとなっ
てしまう。その場合は、割合が小さな
カテゴリをいくつかまとめカテゴリの
数を減らす、あえて棒グラフ (15.4.3節
参照) を用いる、といった方法をとると
よい。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

友人知人と その他各種教室サークルひとりで

45% 25% 15% 12%

40% 25% 20% 10% 5%

30% 20% 30% 15% 5%

20～30歳代

40～50歳代

60～70歳代

(n=617)

(n=792)

(n=605)

図 15.2: 帯グラフ
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15.4.3 棒グラフ

　棒グラフは、複数回答法 (9.2.2節

参照) の結果やクロス集計の結果 (16.4節

参照) を示すのに適している。なお、人数

や金額などの量的データ (9.3節参照) を

コーディング (14.3節参照) した結果は、

ヒストグラム (15.4.4節参照) を用いるべ

きである。

　複数回答法では、カテゴリ (9.3節

参照) の間に順序がないことが多い。そこ

で、グラフでは、選ばれた割合が大きい順

にカテゴリを並べるとよい。ただし、「そ

の他」や「どれにも当てはまらない」など

のカテゴリは最後に置く。

　複数の棒グラフを同時に表示するに

は、主に三つの方法がある。

一つ目は、「スポーツ」や「趣味」といった

カテゴリごとに棒を並べる方法である (図

15.3左)。この場合、「スポーツ」や「教養」

は男性が多く、「趣味」や「健康」は女性

が多い、といった各カテゴリの中での比較

に重点を置くことになる。

二つ目は、カテゴリの配列順序を同じに

した棒グラフを並べる方法である (図 15.3

右)。この場合、「男性」の中ではスポーツ

が最も多く、「女性」の中では趣味が最も

多い、といった複数の棒グラフの間での傾

向の違いに重点を置くことになる。

三つ目は、棒を積み重ねて描く方法で

ある。

　ワンポイント アドバイス

棒グラフに限らず、グラフの中でのカ
テゴリの配置順序は、自然な順序があ
る場合を除いて、必ずしも調査票通り
とする必要はない。グラフは、調査の
結果明らかになったことを主張するた
めに用いるものであるから、主張内容
が一目で分かるようなグラフを作成す
るのがよい。
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その他
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(n=1,001)
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(n=1,013)

男性 (n=1,001)

女性 (n=1,013)

図 15.3: 棒グラフ
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15.4.4 その他のグラフ

　折線グラフは、変化を示すのに適し

ている。同じグラフであっても、縦軸の長

さによってグラフから受ける印象が変わっ

てしまう場合があることに注意する必要が

ある。

散布図は、数量で表される二つの項目

の間の相関関係 (15.5節参照) を示すのに

適している。散布図上の点が、対角線上に

集まっているほど直線的な相関関係が強い

ことを示す。直線的な相関関係の強さは、

相関係数 (16.5節参照) という指標によっ

て表される。

レーダーチャートは、同じ単位で表され

る五から八つ程度の項目の間の比較を示す

のに適している。複数個のレーダーチャー

トを並べたり、重ねて描くこともある。

ヒストグラムは、数量の頻度を示すの

に適している。例えば、図 15.4右下は、0

点以上 10点未満が 15人いるということ

を示している。数量を区切る階級幅の取り

方によって、グラフの形状が変わってしま

うことに注意する必要がある。

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

20%

40%

60%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
0点

20点

40点

60点

80点

100点

0人

10人

20人

30人

40人

50人

60人

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

折線グラフ

レーダーチャート

散布図

ヒストグラム

履修率

満足度

趣味

平成15年度

健康

家庭生活ボランティア活動

職業

平成10年度 満
足
度

5点 15点 25点 35点 45点 55点 65点 75点

図 15.4: その他のグラフ
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15.5 相関関係を因果関係としない

　相関関係とは、二つの事柄の間で

の、一方が変化すれば、もう一方も変化す

るような関係のことを言う。これに対し、

因果関係とは、一方がもう一方の原因と

なっている関係のことを言う。

調査では、普通、相関関係しか調べられ

ない。調査の結果、相関関係が見られたか

らといって、ただちに因果関係があると結

論づけることはできない。相関関係が因果

関係の直接の証拠になるとは限らないから

である。

　例えば、学習活動の有無とボランティ

ア活動の有無とのクロス集計 (16.4節参照)

を行ったところ、ボランティア活動を行っ

ている人ほど学習活動を行っている割合が

高い、という相関関係が見られたとする。

しかし、この結果から直ちに、ボランティア

活動を行うと学習活動も行うようになる、

あるいは、学習活動を行うとボランティア

活動も行うようになる、といった因果関係

を結論づけることはできない。

なぜなら、例えば、好奇心が強く何事にも

積極的な人ほど、その積極性のために学習

活動も盛んであり、また同時にボランティ

ア活動も行っている割合が高いであろう。

この場合、学習活動の有無やボランティア

活動の有無は、積極性の有無が原因となっ

ているのであって、学習活動とボランティ

ア活動のいずれかがもう一方の原因となっ

ているのではない。

　横断的方法 (5.8節参照)である一回

限りの調査では、因果関係を調べることは

難しい。因果関係をより慎重に調べるため

には、調査目的としている事柄以外の要因

を統制した実験的方法や、パネル調査法な

どの縦断的方法を用いる必要がある。
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15.6 比較を心がける

　統計的方法の特徴は、結果が数値で

表されることである (1.2節参照)。しかし

単一の数値は、その大きさを評価しにく

い。複数の数値を比較提示し、それらの大

きさを相対的に評価できるよう心がけると

よい。

　例えば、「ボランティア活動への参

加経験率は 10%である」という結果が得

られたとする。10%という数値を、ある人

は高いと感じ、別の人は低いと感じるかも

しれない。

高いと感じた人は、「多分数%程度であろ

う」といった事前の予想を心の中に持って

おり、その予想との比較によって「10%は

高い」と感じたのである。逆に、低いと感じ

た人は、「3割はいるのではないか」といっ

た心の中の期待との比較によって、「10%は

低い」と感じたのである。

このように、10%という数値の大きさを

評価するためには、他の数値との比較が必

要と言える。

　当然、人が心の中に持っている数値

は人によって異なるため、他の客観的な数

値が必要である。

例えば、

• 過去の調査や他の調査主体が実施し
た調査との比較

• 性・年齢・地域等の異なる属性の間
での比較

• 調査項目の間での比較（項目 Aの経

験率と項目 Bの経験率など）

などといった比較が考えられる。

報告書で結果数値を示すときには、一つ

の数値だけを単独で示すだけではなく、こ

のような比較ができるような形でも示す

とよい。数値の持つ意味がよりはっきりと

し、情報として価値が高まるからである。

また、あらかじめ調査の企画段階におい

て、このような比較ができるような調査計

画を立案しておくとよい (4.5節参照)。

131





第16章 調査結果の集計・分析方法

16.1 集計・分析用語の基礎知識 (その１)

　調査によって知ろうとしている特性

のことを変数と呼ぶ。例えば、学習経験

の有無、生涯学習に関する情報源、性別、

年齢、公民館で実施している事業プログラ

ムの数、などである。

大きさ N の母集団において、各調査対

象は変数の値をそれぞれ持っており、それ

らを X1, . . . , XN と表す。例えば、母集団

の 1番目の人が 46歳であれば、年齢とい

う変数では、X1 = 46 である。

　平均値（算術平均値）は、変数の

値の状態を示す代表値の一つである。例え

ば、母集団平均値は、

X̄ =
X1 + X2 + · · · + XN

N
=

1

N

N∑
i=1

Xi

によって求められる。

パーセントなどの割合も、0または 1を

とる変数の平均値として表すことができ

る。例えば、通学合宿の実施率 (1.2節参

照) は、通学合宿を実施していれば 1、実

施していなければ 0という変数の平均値に

一致する。

　変数の値の状態を示す代表値として

は、他に、中央値や最頻値などがある。

中央値とは、変数の N 個の値を小さい

方から順に並べていったとき、ちょうど真

ん中の順番に位置する値のことである。例

えば、N = 15 であれば、小さい方から 8

番目の値、N = 14 であれば、小さい方か

ら 7番目と 8番目の値の平均値となる。変

数の値の中に、大きく外れた値が含まれて

いると、平均値はその影響を大きく受ける

が、中央値は影響が小さい。

最頻値とは、N個の値のうち、度数 (16.3

節参照) が最も多い値のことである。つま

り、棒グラフ (15.4.3節参照) を描いたと

き、最も棒が長くなる値（数値とは限らな

い）のことである。
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16.2 集計・分析用語の基礎知識 (その２)

　分散は、変数の値のばらつきを示す

指標の一つである。例えば、図 16.1に示

す二つのヒストグラム (15.4.4節参照) を

比べると、どちらも平均値 (16.1節参照)

は同じであるが、分布Ａに比べて分布Ｂの

方がばらつき・分散は大きい。

母集団分散は、

σ2 =
1

N − 1

N∑
i=1

(Xi − X̄)2

によって求められる。

なお、分散の平方根を標準偏差と呼ぶ。

　社会教育調査の目的の一つは、調査

結果を集計し、母集団平均値を知ることで

ある (1.4節参照)。そのための推定量 (8.1

節参照) として最もよく用いられているの

は、HT推定量（Horvitz-Thompson推定

量）である。

母集団平均値に対する HT 推定量は、

大きさ n の標本の変数の値を x1, . . . , xn

とし、その包含確率 (6.2 節参照) を

π1, . . . , πn とすると、

HT推定量 =
1

N

n∑
i=1

xi

πi

によって与えられる。

　包含確率が全て等しい自動加重標本

(6.1節参照) では、母集団平均値に対する

HT推定量は、標本平均値に一致する。つ

まり、調査の結果得られた平均値が、その

まま母集団平均値の推定値となる (8.1節

参照)。例えば、単純無作為抽出 (7.1節参

照) では、πi = n/N なので、

HT推定量 =
1

n

n∑
i=1

xi

である。

また、標本における分散が、そのまま母

集団分散の推定量となる。そこで、推定し

た母集団分散を用いて、推定量の標準誤差

(8.2節参照) を求めたり、信頼区間 (8.3節

参照) を求めることができる。

分布Ａ

平均値

分布Ｂ

平均値

図 16.1: 分散
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16.3 集計・分析の基本—単純集計—

　単純集計は、選択肢回答法 (9.2.1

節参照) などによって得られた質的デー

タ (9.3節参照) の集計方法の一つである。

カテゴリごとに、そのカテゴリを選んだ

調査対象の数（これを度数と呼ぶ）やそ

の割合を計算する。結果をまとめた表 (表

16.1∗参照) は、単純集計表、GT表、度数

分布表などと呼ぶ。

　単純集計表の合計欄は、度数の場合

には、有効票 (14.2節参照) の数、あるい

は濾過質問後の項目などでは、その項目に

回答すべき調査対象の数を示す。パーセン

トの場合には、表中のパーセントの合計を

示すのがよい。

単数回答法 (9.2.2節参照) では、パーセ

ントの合計は、理論的には 100となるが、

数値を丸めたために合計が 100 とならな

い場合もある。そのときは、無理に 100に

合わせる必要はない。

複数回答法の場合、表中のパーセントと

しては、度数の合計欄に対するそれぞれの

カテゴリの度数の割合を示す。そのパーセ

ントの合計を 100で割った値は、一つの調

査対象が選んだカテゴリ数の平均値に一致

する。例えば、パーセントの合計が 238で

あれば、調査対象当たり 2.38個のカテゴ

リを選んでいる、ということが分かる。そ

のため、複数回答であるということを明記

した上でパーセントの合計を示すとよい。

　パーセントは、そのカテゴリに当て

はまれば 1、当てはまらなければ 0という

値をとる変数の平均値に一致する (16.1節

参照)。そのため、自動加重標本 (6.1節参

照) であれば、標本におけるパーセントは、

母集団におけるパーセントの推定値に一致

する。

表 16.1: 単純集計表

日常の生活の中で、あなたは、若い世代の人たちとの交流がありますか。
　よく 　時々 あまり 　全く
　ある 　ある 　ない 　ない 無回答 　　合　計

度数 414 764 371 69 26 1,644 名

% 25 46 23 4 2 100 %

∗世代間交流活動研究会「青少年及び高齢者の異世代に対する意識調査報告書」平成 12 年 1 月 より
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16.4 二つの変数の間の関連を知りたい (その１)—クロス
集計—

　クロス集計は、二つの質的な変数

(9.3節参照) の間の関連を知るための集計

方法の一つである。一方の変数のあるカテ

ゴリと、もう一方の変数のあるカテゴリと

を同時に選んだ調査対象の数やその割合を

計算する。結果をまとめた表 (表 16.2†参

照) は、クロス集計表あるいは分割表など

と呼ぶ。

　クロス集計表のパーセントは、度数

を横に合計したものに対する割合（これ

を行パーセントと呼ぶ）、あるいは縦に合

計したものに対する割合（これを列パーセ

ントと呼ぶ）を示すことが多い。

行パーセントあるいは列パーセントの間

の比較をすることで、二つの変数間にどの

ような関連があるのかを知ることができ

る。例えば、表 16.2では、「よくある」あ

るいは「時々ある」に対する男性の行パー

セントが、女性のそれよりも小さいことか

ら、男性の方が女性に比べ、若い世代との

交流が少ないことが分かる。

　調査結果の数値には誤差が含まれて

いる (1.5節参照)。特にクロス集計では、

パーセントを求めるときの標本サイズが、

単純集計を行うときよりも小さくなる。そ

のため、標本誤差がより大きくなっている

(8.2節参照) ことに注意する必要がある。

パーセントの間の差が、誤差の範囲内な

のかどうかを調べるためには、統計的仮説

検定 (16.9節参照) を行えばよい。二つの

変数の間に関連があるかどうか、つまり行

パーセントや列パーセントの分布が異なる

かどうか、は 検定方法の一つである χ2 検

定によって調べることができる。

表 16.2: クロス集計表

日常の生活の中で、あなたは、若い世代の人たちとの交流がありますか。
　よく 　時々 あまり 　全く
　ある 　ある 　ない 　ない 無回答 　　合　計

男 度数 182 343 202 44 13 784 名

性 行% 23 44 26 6 2 101 %

女 度数 222 408 155 24 12 821 名

性 行% 27 50 19 3 1 100 %

†世代間交流活動研究会「青少年及び高齢者の異世代に対する意識調査報告書」平成 12 年 1 月 より
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16.5 二つの変数の間の関連を知りたい (その２)—相関係
数—

　相関係数は、二つの量的な変数 (9.3

節参照) の間の直線的な相関関係 (15.5節

参照) を示す指標の一つである。

二つの変数を用いて散布図 (15.4.4節参

照) を描いたとき、例えば図 16.2の左端

のような図や、右から二番目のような図が

得られれば、二つの変数の間には直線的な

関連がある、あるいは直線的な相関関係が

ある、と言える。一方、例えば図 16.2の

左から二番目のような図が得られれば、二

つの変数の間には相関関係は見られない、

と言える。

　相関係数は、二つの変数の値を

X1, . . . , XN と Y1, . . . , YN としたとき、

R =

1

N − 1

N∑
i=1

(Xi − X̄)(Yi − Ȳ)

σXσY

によって求められる。ただし、σX と σY

はそれぞれ変数 X と変数 Y の標準偏差

(16.2節参照) である。

相関係数の最大値は 1、最小値は −1 で

あり、相関係数の絶対値が大きいほど強い

相関関係を意味する。ただし、図 16.2の

右端のように、相関関係はあってもそれが

直線的ではない場合には、相関係数が大き

くなるとは限らない。

　なお、質的な変数と量的な変数との

間の関連を示す指標としては、相関比な

どがある。

　ワンポイント アドバイス

二つの変数間の関連を調べるためには、
相関係数を求めるだけでなく、散布図
を描くことも重要である。図 16.2右端
のように曲線的な関連は、相関係数で
はとらえられない。また、一つだけ大
きく外れた値がある場合には、実質的
な関連がないにもかかわらず、相関係
数が大きくなることがある。

R=0.9 R=0.0 R=0.0R=－0.8

図 16.2: 相関係数
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16.6 散布図に直線を引きたい—回帰分析—

　回帰分析は、ある一つの量的変数

（これを基準変数と呼ぶ）と、その他いく

つかの変数（これを説明変数と呼ぶ）と

の関係を、総合的かつ簡潔にとらえようと

する方法の一つである。

特に、説明変数が、一つの量的変数の場

合を単回帰分析、二つ以上の量的変数の

場合を重回帰分析、質的変数の場合を数

量化 I類と呼ぶ。

　二つの量的変数があるとき、その間

の直線的な相関関係 (15.5節参照) の強さ

は、相関係数 (16.5節参照) によって表す

ことができる。もし、相関係数の絶対値が

大きければ、普通、散布図 (15.4.4節参照)

上にプロットされる点は、ほぼ直線的に並

んでいる。単回帰分析は、この散布図上の

点の集まりの中心を通るように直線を引く

ことで、二つの変数の間の関係を簡潔にと

らえようとする方法である。

説明変数

基
準
変
数

図 16.3: 単回帰分析

また、二つの量的変数の間に強い相関関

係があれば、一方の変数（説明変数）の値

を基に、もう一方の変数（基準変数）の値

をほぼ言い当てることができるであろう。

つまり、散布図の横軸の値を基に、縦軸の

値を予測することになる。単回帰分析は、

実際の基準変数値からなるべく外れないよ

う、予測値（散布図上の直線）を求める方

法であるとも言える。

単回帰分析によって引かれる直線の式

は、基準変数の予測値を Ŷ（Yハットと読

む）、説明変数の値を X1 とすると、

Ŷ = a + b1X1

と書くことができる。Ŷ や a、b1 は、回帰

分析の結果求められる値であり、特に b1

を回帰係数と呼ぶ。

　一般に、説明変数がm個の場合には、

Ŷ = a + b1X1 + · · · + bmXm

とし、基準変数の予測値 Ŷ と実際の基準

変数値との差がなるべく小さくなるよう、

a, b1, . . . , bm の値を求める。求めた値を

見ることで、基準変数と説明変数との関係

を総合的にとらえようとするのである。
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16.7 グループの間でどこが違うのか—判別分析—

　判別分析は、ある一つの質的変数

（これを基準変数と呼ぶ）と、その他いく

つかの変数（これを説明変数と呼ぶ）と

の関係を、総合的かつ簡潔にとらえようと

する方法の一つである。判別分析は、基準

変数が質的変数である重回帰分析 (16.6節

参照) と見なすこともできる。さらに、特

に説明変数が質的変数の場合の判別分析

を数量化 II類と呼ぶ。

　例えば、日常生活における世代間交

流が多い人と少ない人とでは、どこが違う

のかを調べたいものとする。世代間交流の

有無や程度には、その人の性別や年齢、健

康状態などの属性、同居している異世代の

有無といった生活環境、さらには積極性と

いったその人の性格など、様々な要因が影

響していると考えられる。

世代間交流の程度と一つ一つの要因との

関係は、それぞれクロス集計 (16.4 節参

照) を行って知ることができる。例えば、

表 16.2によれば、世代間交流が多いのは

女性であることが分かる。

　判別分析は、クロス集計表を一つ一

つ検討する代わりに、世代間交流が多い群

と少ない群とを最もよく区別（判別）で

きるような要因の組み合わせ方を見つけ出

す方法である。

判別分析を行うことによって、基準変数

（世代間交流の有無）にはどの説明変数（要

因）がどのように影響しているのか、さら

に基準変数に対する説明変数の影響は全体

としてどの程度なのか、といったことが分

かる。

　例えば、図 16.4‡は、基準変数を若

い世代との交流の程度、説明変数を性別と

年齢層としたときの判別分析の結果、得ら

れた係数を棒グラフとしたものである。係

数が相対的に大きい（棒が長い）ほどその

要因の影響が大きいことを表す。

図から、世代間交流が多いのは、女性や

70歳未満の高齢者であること、世代間交

流の程度には、年齢層よりも性別の方が大

きく影響していること、が分かる。

65～　
　69歳

70～　
　74歳

75歳～

男性

←若い世代との交流→ 多い群少ない群

女性

図 16.4: 判別分析
‡世代間交流活動研究会「青少年及び高齢者の異世代に対する意識調査報告書」平成 12 年 1 月 より
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16.8 いくつかの項目をまとめて総合得点を出したい—尺度
構成法—

　尺度構成法は、複数の変数をまと

め、より少数の（あるいは一つの）新たな

変数を作り出す方法である。例えば学力テ

ストでは、いくつかのテスト項目の結果を

基に、総合的なテスト得点を求める。普通、

得られた新たな変数を尺度と呼び、その

値を尺度得点と呼ぶ。

　ワンポイント アドバイス
厳密に言えば、尺度とは、測定対象に
数値を付与する規則のことであり、尺
度構成法とは、その規則を作り出す方
法のことである。そのため、一つの変
数だけから構成される尺度もあり得る。

　リカート法は、段階評定法 (9.2.3

節参照) による項目を用いた尺度構成法の

一つである。例えば、五件法であれば各選

択肢を 1から 5とコーディングし、選ばれ

た選択肢のコードを足していくことで各調

査対象の尺度得点を求める。

主成分分析法や因子分析法は、量的変

数 (9.3節参照)を基にする方法である。尺

度得点を求めるために、基の変数の値を単

に足し合わせるのではなく、最適な重み付

けを行う。

数量化 III類は、質的変数を基にする方

法である。対応分析、尺度解析法、双対

尺度法などとも呼ばれる。

　図 16.5§は、まずリカート法によっ

て、子どもの生活体験と生活習慣に関する

尺度をそれぞれ構成し、次に得られた尺度

得点を五段階に分類して、その結果どうし

をクロス集計 (16.4節参照) したものであ

る。生活体験の豊富な子どもほど生活習慣

が身についている、といった相関関係があ

ることが分かる。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

していないしている

ない

ある 41

33

24

37

37

39

19

28

34

16

10

37

34

41

49

5

6

(

(

(

(

(

668)

1893)

4159)

1779)

588)

生
活
体
験

生活習慣

図 16.5: 尺度得点間のクロス集計

§青少年教育活動研究会「子どもの体験活動等に関するアンケート調査報告書」平成 11 年 3 月 より
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16.9 数値間に差はあると言えるのか—統計的仮説検定—

　調査結果の数値には誤差が含まれて

いる (1.5節参照)。そのため、調査結果に

おいて数値間に差が見られたからといっ

て、ただちに母集団においても差がある

とは言えない。例えば、表 16.2 (136ペー

ジ) の「よくある」は男性が 23%、女性が

27%であり、4ポイントの差がある。この

4ポイントの差は誤差かもしれず、母集団

においては男女差はないのかもしれない。

統計的仮説検定は、例えば調査結果の

数値間の差が、誤差の範囲内であり母集団

においては差がないのか、あるいは誤差の

範囲外であり母集団においても差があるの

か、を調べる方法である。

　統計的仮説検定の基本的な考え方は

次の通りである。

まず、母集団においては差がないと仮定

する（これを帰無仮説と呼ぶ）。次に、も

し帰無仮説が正しければ、調査結果の数値

間の差はどの程度の確率（これを p 値と

呼ぶ）で生じるものなのか、を計算する。

p値が大きい場合には、帰無仮説の下で

そのような調査結果はしばしば得られると

いうことを意味し、帰無仮説が間違ってい

るとは言えない。つまり、積極的に差があ

るとは言えない。一方、p値が非常に小さ

い場合には、二通りの解釈ができる。一つ

は、母集団において差がないという帰無仮

説は正しく、得られた調査結果は非常に珍

しいものであるという解釈である。もう一

つは、そもそも帰無仮説が間違っており、

差があるという仮説（これを対立仮説と

呼ぶ）の方が正しいという解釈である。

統計的仮説検定では、p値が、あらかじ

め定めておいた値（これを有意水準と呼

ぶ）よりも小さければ、帰無仮説を棄却し、

対立仮説を採択する。

　有意水準としては、5%や 1%を用い

ることが多い。検定の結果は、帰無仮説を

棄却しなかった場合には n.s.、有意水準

5%で棄却した場合には p < .05、1%で棄

却した場合には p < .01 などと示す。な

お、実際の p値の計算は、統計ソフトを利

用して行うとよい。

　調査結果について解釈を行う際には、

統計的仮説検定を行い、数値間に有意差が

あるのかどうか調べておくとよい。

ただし、標本サイズが大きくなるほど、

標本誤差は小さくなる (8.2節参照)。その

ため、標本サイズが大きくなれば、例えば

0.1ポイントのような小さな差であっても

有意となる。有意差が見られたからといっ

て、それが実質的に意味のある差、とはな

らないことに注意しなければならない。
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