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（長 所） 
 
・ 調査対象者が置かれている状況に合わせて柔軟に対応することが可能 
・ 対象者の表情、声の調子などから状況を読み取ることができる 
・ 詳細確認のために追加質問ができる 
 
 
（短 所） 
・ 大量の詳細な情報を収集するには時間がかかることが多い 
・ 調査者の力量に左右される（特に非構造化インタビュー） 
・ 調査者の個人的バイアスがかかる可能性がある 
・ 結果を統計処理、一般化できない場合もある 

インタビューの長所・短所 

インタビュー（interview、面接法） 

人と会って話を聞くこと ⇔ 観察法 



 

•  構造化インタビュー（指示的面接法） 
 

•  半構造化インタビュー 

 

•  非構造化インタビュー（非指示的面接法、聞き取り調査） 
 

•  グループ・インタビュー 
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インタビューの種類 



構造化インタビュー 
 

• あなたは○○内閣発足以降に行われた政策について、どの
ように評価しますか。次の中から一つを選んで・・・ 
 １ 評価する 

 ２ 評価しない 

 ３ 分からない、どちらともいえない 

 

• この質問は「１ 評価する」と答えた方にお聞きします。これら
の政策のうち、あなたが最も高く評価しているものはどれです
か。次の中から一つを選んで・・・ 
 １ 子ども手当の創設 

 ２ 高速道路の無料化 

 ３ 公立学校の無償化 

 ４ 日米関係の見直し 
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半構造化インタビュー 

 
 

• あなたは○○内閣発足以降に行われた政策についてどの 

  ように評価しますか。 

 

• 子ども手当の創設について、どのように思いますか。 

 

• 高速道路の無料化について、どのように思いますか。 

 

• 公立学校の無償化について、どのように思いますか。 

 

• 日米関係の見直しについて、どのように思いますか。 
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非構造化インタビュー 
 

 

• ○○内閣発足以降に行われた政策について、ご自由にお話
ください。 

 

 

⇒話の内容に興味を感じたり、もっと深く掘り下げて話を聞き
たいと思った時は、「それは、どういうことですか」、「もっと詳し
くお聞かせください」などと発言することで相手の話を促し、より
多くの情報を引き出すことができる 
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グループ・インタビュー 
 

 

• ○○内閣発足以降に行われた政策について、自由にディ 

スカッションしてください。 

 

 

⇒様々な立場や視点から意見が出るように、また特定の人
や多数派ばかりが議論を支配することなく、少数派の人も意
見をいいやすいような雰囲気を作ることが重要 
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Social research methods 赤茶
色の表紙P371 

構造化インタビューと非構造化インタビュー 

構造化インタビュー 

（structured interview） 

非構造化インタビュー 

（unstructured interview） 
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構造化インタビュー 

・ 定型化された一問一答方式の質問 

・ 役割分化が明確 

・ 対話、会話、問わず語り 

・ 役割分化が不明確 

 

半構造化インタビュー 

 

非構造化インタビュー 
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区分 構造化インタビュー 
半構造化 

インタビュー 

非構造化 

インタビュー 

グループ 

インタビュー 

形式 １対１ １対１ １対１ １対多 

主導権 インタビューアー インタビューアー 回答者 回答者 

インタビューアー 調査者でなくても可 
調査者本人が 

望ましい 
調査者 調査者 

質問の形式 
調査票を使用、 

質問の変更は不可 

質問の変更は 

可能 

質問のテーマや 

項目のみ決定 

数人から十数人で
一つ若しくは複数の

話題を議論 

分析方法 量的 量的・質的 質的 質的 

論理 演繹的 演繹的・帰納的 帰納的 帰納的 

特徴 標準化、数量化 
構造化と非構造化

の折衷 
柔軟性 集団性 

長所 
回答者間の比較が 

可能 

回答に応じ、 

論点の拡大が可能 
本音に近づける 

相互作用による 

意見の引き出し 

短所 
インタビューアーの 

訓練が必要 
時間が掛かる 

論点がずれる 

分析が難しい 

他者の意見に 

引きずられる 



調査者（interviewer）と調査対象者（interviewee）の関係 

 

 
インタビューを実施する手順において、 

主観性と客観性の関係はある種の綱引き状態にある 

 

▷ 構造化インタビュー 

  ・客観性重視 

  ・調査者は、調査対象者との間に距離を置く 

 

▷ 非構造化インタビュー 

  ・主観重視 

  ・調査者は、調査対象者に積極的に関わりあう  
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調査対象者（interviewee）の選定 

・ 無作為抽出（random sampling） 
 

   構造化インタビュー、半構造化インタビューの場合 

 

・ snowball sampling (network sampling) 
 

   非構造化インタビューの場合 

 

・ opportunity sampling  

  (accidental, haphazard, convenience sampling) 
 

   非構造化インタビューの場合 

 



調査者と調査対象者の間の距離は、インタビューの目的によって異なる 

 

・ 調査対象者の考えや価値観などの主観的要素を知ることが目的であれ 

  ば、調査者は調査対象者に関与することで、両者間の距離を短くすべき 

 

 例：「あなたの現在の経済的な状況について、幸せか、それともそう 

    ではないか、教えてください」 
   ⇒非構造化インタビューを採用→相手に共感しながら話を聞く 

 

 

・ 複数の調査対象者にインタビューを行い、これらを客観的に比較するこ 

  とが目的ならば、両者は一定の距離を保つべき 

 

 例：「あなたの現在の収入と支出について、金額と主な内訳を教えて 

    ください」 
    ⇒構造化インタビューを採用し、一定の距離を保ちながら聞く 

 

 

⇒双方を両極として、その間で妥協点を探ることになる 
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インタビュー成功のための調査対象者（interviewee）の必要条件 

① 情報へのアクセス可能性 

  ＝調査対象者が調査者（interviewer）が求める情報を入手できるか 

 

 

② 認識 

  ＝調査対象者が自分に求められる役割を理解しているか 

    →調査の意味を明確にすること（倫理面からも重要） 
 

③ 動機づけ 

  ＝調査対象者が自分が調査に協力して回答することに意義があると 

    思わせる 
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① 指示的な質問と非指示的な質問の区分 

 

   指示的な質問：「はい」、「いいえ」の答えを求める 

   非指示的な質問：「そのことについて、もう少し教えて頂けませんか」 
 

② 反復 

 

   調査対象者「彼らと会ってよかったよ」 
   調査者「彼らと会ってよかったとおっしゃいましたね？」 
    

   →重要な発言を詳しく言い直してくれる 

 

③ 当惑や反感を避ける 

 

   一般化した形で質問を行う 

 

   「〇〇についてあなたはどう思いますか」→ 

   「…と考える人が多いのですが、このことについてどのように思われますか」  

動機づけのための手法 
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質問の種類（時系列による整理） 

・ Opening Questions 

 

・ Introductory Questions 

 

・ Transition Questions 

 

・ Key Questions 

 

・ Ending Questions 
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質問の種類（内容による整理） 

Introducing Questions 
• 'Can you tell me about....'   

• 'Could you describe in as much detail as possible.....'  

Follow-up Questions 
• ‘Could you expand on that point?'  

• 'You mentioned that....how did you feel about it?'  

Probing Questions 
• 'Do you have further examples of this?'   

• 'Could you say something more about that?'  

Specifying Questions 

• 'What did you think then?'  

• 'How did your body react?'  

• 'Have you experienced this yourself?'  

Direct Questions 
• 'Have you ever received money for achieving good grades?'  

• 'When you mention competition, do you then think of a sportsman 
like or a destructive competition?'  

Indirect Questions • 'How do you believe other pupils regard the competition for grades?' 

Structuring Questions • 'I would now like to introduce a new topic: ...'  

Interpreting Questions 
• 'You mean that ... ?'  
• 'Is it correct that you feel that ... ?'  

Silence 
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・ Interviewer effect 

・ Memory effect 

           Dramatizing effect   

・ Interpreter effect 

           Intentional effect 

インタビュー実施に際しての留意点 
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Do Don’t 

Establish clearly what the interviewee thinks  Do not give an indication to the interviewee of your 
meanings and understandings or appear to judge their 
responses  

Provide a balance between open and closed questions  Do not ask leading questions or questions to which it is 
easy for interviewees to simply agree with all you say  

Listen carefully to all responses and follow up points that 
are not clear  

Do not rush on to the next question before thinking 
about the last response 

If necessary, either to gain thinking time for yourself or 
clarity for the audio recording, repeat the response  

Do not respond with a modified version of the response, 
but repeat exactly what was said  

Give the interviewee plenty of time to respond Do not rush, but do not allow embarrassing silences   

Where interviewees express doubts or hesitate, probe 
them to share their thinking 

Avoid creating the impression that you would prefer 
some kinds of answers rather than others   

Be sensitive to possible misunderstandings about 
questions, and if appropriate repeat the question 

Do not make any assumptions about the ways in which 
the interviewee might be thinking   

Be aware that the respondent may make self-
contradictory statements 

Do not forget earlier responses during the interview   

Try to establish an informal atmosphere Do not interrogate the interviewee  

Be prepared to abandon the interview if it is not working Do not continue if the respondent appears agitated, 
angry or withdrawn   

Source: Gray, D. E. (2004). Doing Research in the Real World. London: SAGE Publications. p.229. 

インタビューアーとしての留意点 
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フォーカス・グループ ・インタビュー 
 （Focus Group Interview） 

1950年代に消費者の新商品に対する印象や反応を調査するための

マーケティング調査の手法として広まり、学術研究の分野においても
質的調査の手法として活用されている 

明確に定義された母集団から少人数の対象者を集めたグループで、 
あらかじめ選定されたテーマについて、議論を行い、そこで出される意
見や考え方から、人々の主観的な考え方や経験などについての情報を
引き出すインタビュー手法 
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① 少人数(通常数～十人程度) の参加者を集めたインフォーマルな 

  グループを形成→選定されたテーマについて話し合いを行う 

 

② グループは、テーマに関連する属性・知識・特徴を持つ比較的均一な
属性を有する個人を選定する 

 

③ モデレーターは、予め用意されたガイドラインに沿って質問を行ったり、
討論の進行役、参加者同士のコミュニケーションを促す役を担う 

 

④ そこで出された意見や考え方から、設定されたテーマに対する参加者
の感情や態度、考えなどを引き出すことを目的とする 

 

⑤ 必ずしも一般化可能な情報を得ることを目的としない 

フォーカス・グループ ・インタビューの特徴 



21 

Source: Krueger, R. A. & Casey, M. A.(2000). Focus Groups.: A Practical Guide for Applied Research (3rd  Edition). 

London: SAGE Publications. p.4. 
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（長 所） 
・ 互いに刺激しあうことにより多面的な情報が得られる（ラポール） 
・ 反対意見が出やすい 

 

（短 所） 
・ 特定の回答者に議論が支配されることがある 

・ 集団力学が強く働いた場合、参加者が個別のインタビューに比べ、 

   より強い意見を言うことがある 

・ 社会的規範が働く場合は本音が言えない （モラル、家族、性、‥） 
・ 質問者のファシリテーションに左右される 

フォーカス・グループ・インタビューの長所・短所 


