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Abstract

This study discusses underlying issues and viewpoints to administrate

researches using questionnaires compared with clinical interview.  A research with

questionnaires involves a construction of face sheet and following items, informed

consent and several technique to facilitate to complete with items.  These processes

are discussed by comparing with methods of psychological assessments with

projection.  Researchers should consider these processes in a discussion of results

because the processes influence a nature of obtained data.  A research using

questionnaires is usually a quantitative study.  But it also has an aspect of

qualitative nature.  Psychological researchers should utilize both aspests.

A．はじめに

調査票とは、質問紙（questionnaire）とほぼ同義であり、用紙に一連の質問を配置したもの

のことである（平井, 2003）。通常、表紙、設問、選択肢などから構成され、複数ページにわた

る。調査へのお願いとともに調査票が配られ、それに順番に記入していき、記入を完了した後

に所定の場所に提出するといった体験をした人は多いと思う。

ところで、そのような配布、記入、提出といった調査票以外にも、個別のインタビューをし

ながら手元の調査票に記入する、といったやり方もある。街頭で呼び止められ複数の質問を矢

継ぎ早にされ、回答を手元の紙に記入されたといった経験をした人もいるであろう。もしこの

質問があらかじめ決められたとおりに実行されているならば、その呼び止め質問は、構造化面

接といってもよいであろう。そして、「手元の紙」は構造化面接で使用する調査票ということ

になる。
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また、質問の仕方は自由で、途中雑談になったり話が飛んだりしながらも、それらの流れに

そった形であらかじめ用意した質問をしていくような、やや構造をくずした面接もある。これ

を半構造化面接と呼ぶ。半構造化面接の場合も、あらかじめ用意した質問を記録できるように、

回答記入のための用紙として調査票を用意するのが通例である。

このように調査票といっても、必ずしも配布し記入の後に回収する調査ばかりではなく、面

接調査の中で実施される場合もある。その他、郵送されたものを記入、コンピューター画面か

ら直接入力など、さまざまな実施形態がある。

本論文では、特に調査の中でも代表的な、集団に対して調査票を配布し回収する形式につい

て検討したい。このような形式の調査は、集合している対象者に対して実施するという意味で

は「集合調査」ともいえる。この中でも特に配布の前に調査者が調査の説明を行ない、配布後

に記入を見守り、一方用紙を受けとった人は、質問に回答し、回収も調査者または調査者が直

接指定した回収箱等に提出する形式について考えたい。このような方法を調査者の目の前で記

入するという意味で「面前法」という場合もあるし、調査を受ける側が自ら記入するという意

味で「自記式」調査と呼ぶこともできる。ここでは便宜的に「面前法集合調査」と呼ぶことに

するが、特に断らない限り以下「調査」と表記する。

心に関する研究において、調査票を使用することは多い。調査票は、実施方法が簡便であり、

多数集団への同時実施が可能であり、そのデータ分析も比較的容易であるという利点を有する。

一方、データの信頼性や妥当性に一定の限界がある、対象者の意識しない部分を反映すること

ができない、実態の一側面を強調しすぎる危険性があるなどの限界もまた多い。また、データ

の統計的処理において、母集団をどう想定しているかという根本的な問題もはらんでいる。

時に臨床心理学研究においては、調査票による研究と面接調査による研究、または事例研究

との間に密接な関係があるが、実際には別々な枠組みで展開されることが多いようである。ま

れにお互いの研究手法を批判しあう論調もみられる。もちろん本来はお互いの研究手法が連携

しあい、互いの長所を生かして心の世界に実証的に迫ることが好ましいであろう。

本論文では、心の内面を対象とする臨床研究において、調査票をどのように展開し、より有

効に活用するための方法論に関する議論を行いたい。特に、調査票と心理臨床における援助面

接過程（以下特に断らない限り「援助面接」と呼ぶ）との関連に注目し議論を展開したい。

ところで、調査票を用いた研究の流れは、平井(2003)の示したものを一部改変すると、①研

究目的の確定、②対象者の選定、③調査票の作成、④予備調査の実施、⑤本調査の実施、⑥デ

ータ入力（確定）、⑦データ分析、⑧結果の解釈、という感じになる。本論文では、これらの

流れの中で、特に臨床的研究として注意しなければならない方法論上のポイントを以下に挙げ

ながら説明していきたい。

26



B．調査票調査と援助面接の比較

調査票を用いた面前法集合調査（調査票調査）と心理臨床における援助面接（援助面接）と

のプロセスの比較を表1に示した。それぞれ、調査または面接の実施前、実施中、実施後につ

いて、そのプロセスにおける特徴を示している。

表に示したように、調査票調査と援助面接とはそもそも、それぞれの目的が研究と援助と異

なるのだから、多くの相違点が存在する。それにもかかわらず、両者の比較を通して、調査票

調査の特徴や考慮すべき点に焦点をあてることが可能となる。

たとえば、援助面接と比較して、調査票調査においては、実施前の作業に時間と労力がかな

り費やされることがわかる。つまり、調査票調査においては、実施前の準備の段階でかなりの

作業が終了しているといっても過言ではない。

また、調査票調査と援助面接の説明と同意のプロセスにも大きな違いがある。詳しくは後述

するが、調査票調査では調査開始時点に説明が集中するが、援助面接では全体的なプロセスの

中で、説明と同意が適宜行われる。

さらに両者の比較として、主訴の有無に注目したい。援助面接においては、主訴（クライエ

ントが一番訴えたいこと）を中心として面接が展開される。もちろん中には主訴が明確でない

場合もある。その場合は主訴が隠れているということであり、面接全体は潜在する主訴を意識

しながらの展開となる。

一方、調査票調査における回答者の主訴は存在しない。あるのはこれを一番聞きたいという

調査者側の要請である。よって、この調査者の要請に回答者が関心を持ってもらうためのウォ

ーミングアップが重要となる。このウォーミングアップは、フェイスシートにおける調査の目

的の説明や、設問の仕方や配列において考慮されるべきである。この点は、フェイスシートの

部分でくわしく述べる。

さらに調査と面接の比較を通して得られる情報の質について言及できる。調査票調査は、主

に記述された情報（選択肢の選択や自由記載）なのに対して、援助面接では、語りなどのバー

バルな情報のみならずノンバーバルな情報が得られる。調査票調査で得られるものは量的、面

接では質的と区別が強調されることが多い。

しかし、実際には調査票調査にも、質的情報が多数含まれている。調査票においては、設問

の指示の枠組み、つまり視覚的刺激に対する投影されたものとして、回答を検討することも可

能である。一方、援助面接においても、面接というセッティングにおけるクライエントの投影

として、語りや態度の情報を位置づけることも可能である。とするならば、「量」と「質」と

いう違いはあるものの、投影されたものとして得られた情報と捉えなおし、その背後の心理状

態を検討する過程が重要となることを、両者において強調することができるであろう。このよ

うな視点でのデータ情報の扱いは臨床心理学的には非常に重要であるので後述したい（角川,
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2000）。

ところで、調査票調査は、調査対象となった集団のデータを分析することで、その基となる

母集団に関して統計的な検討がなされる。研究の目的がそもそも母集団の検討にあるからであ

る。一方、援助面接においても、援助を通して得られた情報が、事例研究を通して一般的な知
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段階� 調査票�調査� 援助�面接�

実施前� ・�調査者�が�回答者�を�求�める�

・�事前�に�研究目的�にそって�調査内�

容�が�かなり�吟味�される� 

・�調査票�が�相当�な�時間�をかけて�作�

成�される�

・�クライエント�が�相談員�を�求�める�

・�事前�の�相談内容�の�吟味�はあまり�

行えない�

実施開始時� ・�調査者�が�調査�に�関�する�充分�な�説�

明�を�行�う�（�フェイスシート�活用�）�

・�協力�しなくてもよいことを�充分�

に�保障�する�

・�回答者�に�主訴�（�一番訴�えたいこ�

と�）�は�存在�しない�

・�面接�に�関�する�説明�は�、�受付段階�

から行う。�面接中�も�説明�は�行�な�

われ、�面接契約�がなされる�

・�相談員�が�協力�できることが�限定�

されることを�伝�える�場合�はある�

・�主訴�を�中心�に�話�が�展開�される�

実施�の�展開� ・�指示�に�従�って�回答�する�

・�回答情報�は�通常筆記�である�

・�指示�の�枠組�みに�従�えない�時�は�回�

答�しない�場合�もありえる�

・�指示�は�最小限�で�、�自由�に�主体的�

に�語�ってもらう�

・�回答情報�は�語�りであるが�、�言語�

以外�の�情報�も�得�られる�

・�回答�しない�場合�は�沈黙�となる�

が�、�沈黙�の�意味�も�検討�される�

実施�の�終了� ・�用意�された�設問�への�回答�が�完了�

することで�終了�となる�

・�終了後調査票�を�提出�することで�

最終的�な�協力意思�の�確認�となる�

・�決�められた�時�間�がくることで�1

回�の�面接�は�終了�となる� 

・�面接�終了�に�関�して�クライエント�

と�相談者�の�合意�が�必要�である� 

実施後� ・�フィードバック�で�全体的�な�結果�

が�知�らされることがある�

・�調査終了後�に�フィードバック�以�

外�での�接触�はない�

・�データ�分析�を�通�して�、�母集団�に�

ついて�統計的�な�検討�が�行�われる�

・�定期的�な�援助面接�が�継続�される�

ことがある�

・�援助面接�の�継続�が�終結�した�後�

も�、�クライエント�の�希望�により�

面接�が�再開�されることがある�

・�一事例�の�分析�から�母集団�への�言�

及�がなされることもある�

表１　調査と面接のプロセスの比較�



見として拡大される場合がある。つまり調査や面接で得られた情報には、拡大して解釈される

傾向が自生的に生まれる傾向がある。その問題に関する議論については、「得られた情報の拡

大的利用」において述べたい。

C．説明と同意のプロセス

調査票調査における説明は、実施開始直後に、フェイスシートの記載も含めて、調査者より

必要な情報がすべて提供されることで行われることになる。よって、フェイスシートには、回

答者が充分な情報を得て主体的に合意することができる、すなわちインフォームド・コンセン

トが行えるように、必要な情報が適切な形式で記載されている必要がある（津川＆遠藤, 2004）。

フェイスシートについては後述する。

一方、援助面接における説明は面接契約のプロセスの一部として重視される。表2に示すよ

うに説明は、受付でなされ同意を得る、面接の冒頭でなされ同意を得る、面接の途中でも随時

なされ話し合いの中で同意を得る、面接終了時に今後のこととして説明がなされ話し合い同意

を得る、という風に、さまざまな局面で連続的にまた柔軟な形で説明と同意のプロセスが展開

される。

そもそもインフォームド・コンセントは、一回きりのインフォーム（説明）の上での一回き

りの同意ではあり得ない。何度もインフォーム（説明）があり、同意してもある一定の期間は

前言を撤回できるものでなければ、自由でかつ主体的な同意は不可能である。このような視点

で考えた場合、調査票調査の同意プロセスにおけるポイントとして、配布、説明、記入開始後、

記入終了後の4つを挙げることができる（表2）。

このように大きくわけても、4つのポイントにおいて、同意するかしないかの意思表示を行

うことができる。重ねて強調するが、同意しない場合の意思表明の方法が、本人の心理的負担
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同意�プロセス�の�ポイント� 同意�しない�場合�の�意思表明�の�方法�

①�調査票�の�配布� ・�調査票�を�受�け�取�らない�

②�調査票�の�説明� ・�説明終了後回答�しないで�調査�票�をその�

場�に�置�いて�退室�

・�白紙�の�調査票�を�提出�する�

③�調査票記入開始後� ・�設問�に�部分的�に�回答�しない�

（�・�適当�に�回答�する�）�

④�記入終了後� ・�提出�しない�

表2　調査票調査の同意プロセス�



がない中で行われるような配慮が大切である。そして、この4つのポイントを経て提出された

調査票で有効回答がなされているものは、説明と同意のプロセスを経たと判断することができ

る。

ここで注意すべき点は、ポイント③における「（・適当に回答する）」という形の反応につい

てである。これはやや強制的な形で回答を行う場合や調査票を提出しないことが雰囲気的に難

しい場合などに生じやすい。妥当性尺度などの「適当な回答」を判別する方法もあるが、まず

第一にはこのような「適当な回答」が生じないよう、調査票に協力したくない場合に自然な形

で退室できるなどの配慮が必要である。

D．調査票のフェイスシートについて

前述したように、調査票のフェイスシートは、説明と同意という視点でも重要であるし、ウ

ォーミングアップという点からも重視される。それでは、フェイスシートに必要な情報とはい

かなるものであろうか。表3にフェイスシートに必要な情報を示した。

これらの情報は必須に近いものと考えてよいであろう。また実際の調査においては、調査者

は自己紹介と調査の簡単な趣旨説明をした上で、調査票を配布し、フェイスシートを対象者に

みてもらいながら調査に関する説明を行うべきである。調査票を配る前に一連の説明をし、そ

の後調査票配布をする調査者がよくいる。これでは充分な説明を行ったとは言いがたい。対象

者にしてみると何も手元に資料がない中で突然口頭で説明を受けても、充分に理解できないの

が当然である。

ところで、表紙に回答者の性別、年齢、学年などの属性を記載させようとする調査票を時々

みかける。プライバシー保護に留意している調査者なら、そのような調査票は作成しないであ

ろう。年齢の情報をみられたくない人は、調査票を隠れて提出しなければならなくなる。個人

の情報の記入は表紙にさせてはならない。

E．調査票におけるウォーミングアップについて

調査対象者は、調査者の説明を聞いて、初めて調査を意識する。よって調査者がききたいと

要請していることについて、回答できる段階になるまでには一定の準備が必要となる。この準

備のことをここではウォーミングアップと呼んでいる。

たとえば「自己アイデンティティ」について調べたい調査があるとしよう。調査が、「自己

アイデンティティについて調べます」という説明に続けて、「あなたは自分らしさを持ってい

ますか？」という質問をしても、回答者はついていけないであろう。なぜならば、「自己アイ

デンティティ」という言葉自体が普段使っていない言葉であるし、「自分らしさ」についての
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質問も、常日頃から考えている人ばかりではないからである。このような心のより深いところ

にふれる問いには、必ずウォーミングアップが必要となる。

少なくとも、「皆さんは、自分らしさ、について時々考えることがあるのではないでしょう
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必要�な�項目� 内容�説明�

①�タイトル� ・�対象�と�調�べる�概念�についての�言及�が�必要�

＊�対象�：「�大学生�」「�学校�における�」「�職場�」�など�

＊�調�べる�概念�：「�疲労感�」「�ソーシャルサポート�」�

「�アイデンティティ�」�など�

・�わかりやすい�表現�で�記�す�

②�調査�の�紹介� ・�研究�の�目的�を�簡潔�に�述�べる�

・�調査票�の�ページ�数�や�内容�に�簡単�に�ふ�れる�

・�回答方法�について�触�れる�

③�研究倫理�に�関�する�説明� ・�プライバシー�の�保護�について�

＊�どのように�保護�されるか�具体的�に�ふ�れる�

「�無記�名�」「�統計的処理�」「�個人�は�特定�されない�」�など�

・�研究目的外使用�をしないことにふれる�

④�協力�しない�権利�の�保障� ・�調査�に�協力�しなくても�不利益�が�生�じないことを�保障�す�

る�

・�協力�しない�場合�どのようにすればよいかへの�言及�

「�調査票�を�白紙�のまま�提出�してよい�」�など�

⑤�フィードバック�について� ・�調査結果�（�全体�の�傾向�）�を�知�りたい�場合�、�結果�の�フィ�

ードバック�を�行�うことを�伝�える�

・�フィードバック�希望者�はどのように�募�るかの�説明� 

＊�調査票�の�最後�の�ページ�に�連絡先�を�記入�、�または�調査�

者�の�連絡先�に�連絡�してもらう�、�など�

⑥�提出方法� ・�調査票�を�記入�したらどのように�提出�するか�言及�する�

＊�その�場�で�回収�、�後日回収�、�ボックス�で�回収�などさま�

ざまであるが�、�プライバシー�保護�に�配慮�した�回収方�

法�が�検討�されるべきである�

⑦�協力�のお�願�い� ・�調査�の�意義�にふれ�協力�をお�願�いする�

・�文章�の�流�れにそって�何度�もおこなってよい�

⑧�調査�主体�について� ・�調査主体�の�所属�、�氏名�、�連絡先�を�記載�する�

・�調査実施日�も�記載�する�

表3　調査票のフェイスシートに必要な情報�



か。外見的なこととか、性格について、人との付き合いにおいてなど、自分らしいありかたに

ついて考えたり感じたりすることがあるかもしれません。この調査票では、自分らしさについ

て、さまざまな方向から考えてご質問したいと思います。あまり深く考えこまず、ご回答くだ

さい」といった、導入のための表現がウォーミングアップとしてあった方がよいであろう。こ

のような導入の文章は、フェイスシートでふれる場合もあるし、質問の中で言及される場合も

あろう。

質問項目の順番もウォーミングアップの視点から検討される必要がある。冒頭から最もきき

たいことを問うのか、まずは導入として周辺の情報を得てから、慣れてきたとことで一番知り

たいことを問うのか、工夫が求められる。たとえば、性体験について問うとか、過去の虐待歴

を問うなどのデリケートな問いは、なるべく避けるべきであるが、調査の目的上きかなければ

ならない場合は、冒頭からきくことは好ましくない。別な答えやすい質問項目から入り、途中

で自然な流れの中で問うべきことであろう。

質問によっては、過去の情報を問うものもある。たとえば、「小学校高学年時の友人関係に

ついて」などである。このような情報を聞く場合は、小学校時代を思い出してもらうための質

問が先立ってなされるとよい。「小学校高学年時は勉強は好きでしたか？」などの質問である。

これもウォーミングアップの質問である。

質問の流れを考える時に、調査票の終了時にクーリングダウンも必要となる場合があろう。

これは調査票によって刺激された状態から距離を置き、現実の生活に戻る準備をする段階であ

る。よく行われるのは、「最後に、あなた自身のことについておうかがいします」「最後に、あ

なたの意見をおうかがいします」といった問いである。「最後に」という表現で、調査票が終

了することを伝え、終える準備をしてもらうことにもなるし、今現在の本人の情報のことを問

うことで、現実の生活への本人の意識を賦活し、現実の生活につながりやすくなるであろう。

F．投映法として調査票調査をとらえなおす

たとえば、「あなたは疲れていますか？　1.はい　2.いいえ」という問いと選択肢を考えてみ

よう。ここである人が「1.はい」と回答した。この結果を受けて、この人は疲れている人だと

結論付けてよいであろうか？　答えは否である。この人は、「1.はい」と回答した人ではある

が、「疲れている人」であるかどうかについては、考察が必要となるのである。

その考察における大事なポイントとして、調査票調査の投影法的性質にここでは着目したい。

つまり、「あなたは疲れていますか？　1.はい　2.いいえ」という問いそのものが、視覚的刺激

であり、その刺激に対して、「1.はい」に丸をつけるという投影がなされた、ということであ

る。つまり、この人は「疲れている人」ではなく、「疲れているという問いに‘はい’と答え

る人」なのである。
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このような視点で考えると、「1」という量的情報というより、「1.はい」と投影された質的

情報として取り扱う姿勢が重要となる。統計的分析は量的分析となるわけであるが、その結果

を解釈するにあたっては、その質的側面にいかに配慮できるかが重要となる。たとえば、この

問いに男女差が仮にあったとしても、「疲れている人に男女差がある」とするより、「疲れてい

ると訴える人に男女差がある」とした方がより真実に近いであろう。つまり、訴え方のパター

ン（投影のパターン）に男女差がある可能性があるからである。

ところで、この投影のパターンを分析する方法として、自由記載の項目を設け、その記載を

データ分析結果の解釈の参考にする方法がある。たとえば、「どのような疲れを感じることが

あるか自由に記してください」という自由記載を促す方法である。ここに書かれた（投影され

た）記載と、疲労の有無の設問とを比較する方法である。この分析を通して、投影に関するパ

ターンを考察することができよう。

また、質問の回答に対して後日インタビューを行うやり方がある。質問に回答するにあたっ

て、感じたことや考えたこと、とまどいなどをインタビューしていく。そうすると、「週末だ

け疲れるのだが、それが疲れていると回答してよいものか迷った」「疲れていると考えると疲

れるから考えないようにしている」といった、投影のプロセスが語られる場合もある。これら

の情報を基に、この質問の信頼性や妥当性を検討することができるのである。

調査票の信頼性や妥当性は、統計的に検証するプロセスが確立されている。しかし、特に妥

当性に関しては、意味内容妥当性といった、統計的とはいえないプロセスも存在する。とする

ならば、回答した人自身に、どのような意味を込めて回答したのか、その心理をインタビュー

することの意義があるのではないだろうか。特に、援助面接のトレーニングを受けている調査

者であれは、そのような「妥当性確認面接」とも名づけられるような面接を行いたいところで

ある。

このような回答者への直接的なインタビューは、結果のフィードバックにおいても行うこと

ができる。つまり、集計結果をフィードバックスする時に、その結果を知ってどのような印象

を持つかインタビューを行うのである。たとえば、「疲れている女性が70％」という結果を知

って、どのようなことを感じるかをインタビューする方法である。「やはりそうか」と納得す

る感想もあるであろうし、「疲れていると訴えたくなるのはこんな心理からなのでは」という

ことで、投影に関する情報が得られるかもしれない。これらも非常に重要な質的情報となる。

質問紙調査は量的研究と分類されることが多いが、実際の運用において、上記のように質的

研究の側面を含んでいくことが可能なのである。両者をうまく組み合わせることで、心の問題

の真実に迫っていくことが重要と考える。

なお、すでに作成されている心理測定尺度について若干述べたい。尺度集などにすでに作成

された尺度が掲載されている。これらを使用する場合、尺度集に掲載されているからといって、

著者に無断で使用することは許されない。著作権があるわけだから、必ず使用の許可を著者に
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得る必要がある。

許可を得る際に、該当尺度の性質や使用上の留意点などを著者に聞くことも有用である。ど

のような尺度であっても、長所のみならず限界を有している。これらの情報を使用前にはぜひ

とも尺度作成の著者から得たいところである。これらも質的な情報と言ってもよい。

G．得られた情報の拡大的使用

ある集団に対して調査票調査を実施する。そこから統計的有意のある結果が得られたとする。

その時の統計的有意差とは何を意味するのであろう。たとえば、大学のある授業で調査票調査

を実施し、得られたデータの解析を行ったところ、男性より女性で「疲れている」と訴える割

合が多かったとしよう。この結果から、大学生は男性より女性の方が疲れていると訴える割合

が高いと結論づけることができるであろうか。

答えは否である。統計的有意差は、調査対象、すなわちサンプル（標本）が抽出された元の

集団、つまり母集団の傾向を推定するためのものである。よって、ある授業に出席していた調

査票の対象集団の母集団とは何なのかの検討が必要となる。全国の大学生を代表することはあ

りえない。その大学の在籍生を代表してもいないであろう。それではその大学のその学科生が

母集団となるのか？その授業を選択する学生は、学年や関心の傾向において、集団として偏り

があると考えられる。そう考えると、単純にその学科の大学生を母集団として拡大して考える

ことはできない。

さらに言うならば、疲れている人は授業に出席できないのかもしれない。授業出席者は、母

集団から無作為抽出したサンプル（標本）ではありえない。よって、授業出席者を調査サンプ

ルとして設定するには、さまざまな問題をはらんでいることを覚悟し、批判的に考察しなけれ

ばならない。

つまり、ある集団を調査対象とする場合は、その集団のことを充分に熟知しておくことが好

ましい。あるフィールドを設定して調査票調査を行う場合、そのフィールドに足繁く通い、そ

のフィールドに関するありとあらゆる情報を得ておくことが重要である。たとえば、ある中学

校の疲労調査を行う場合、電話をしていきなり依頼するというということはなるべくなら避け

たい。何らかのかたちで継続してかかわりながら、現場の情報を少しずつ得ながら、調査票の

内容を検討したり、どのような形で調査票調査を実施するかを考えるべきであろう。調査票の

検討に、学校の教員や関係者をまきこんでいくのも有効である。

中学校において、試験期間の最終日に疲労の調査を行ってしまっては、疲れを訴える人の割

合は普段より高くなる可能性がある。つまり、学校での調査においては、調査の実施時期の効

果も考慮する必要がある。このような時期の情報は、そのフィールドにかかわり続けることで

みえてくるのである。
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調査票調査と比較して、援助面接で得られた情報を、どのように一般的に適用していくかに

ついては、より慎重かつ批判的な検討が必要となろう（元永,2003）。疲れを訴える大学生が立

て続けに3,4名大学の学生相談室に来たからといって、大学生においては男性より女性のほう

が疲れているという結論を導くことはできない。しかし、援助面接においては、疲れと性別を

関連させて理解しストーリーを作る場合がありえる。このようにストーリーができてしまうこ

とで、それが一人歩きして一般化してしまう怖さが、援助面接の事例研究にはある。このよう

な傾向を批判的に検討するためにも、調査票を用いた集団調査が有効となるのである。

H．まとめ

以上、調査票調査を援助面接と比較しながら、その実施上の留意点や検討課題について論じ

た。特に、説明と同意のプロセス、フェイスシートの問題、ウォーミングアップについて、投

影法的視点、結果の拡大的使用などについて検討した。調査票調査は、量的な側面にとどまら

ず質的な側面もあり、それらを考慮した上での実施が重要となる。
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