
Fig. 114. waltraudae. Holotype, ♀, FW 36 mm, SMFL. 115. yoshiroui. Holotype, ♂, FW 31.5 mm, KMNH. 116. yui. Holotype, ♂, 
FW 31.5 mm, TY. 117. damalis, reproduced from the original description (Erichson, 1834).
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Effectiveness of questionnaire survey for children using picture coloring sheet
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塗り絵を利用した子供向けアンケート手法の有効性
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ABSTRACT − We evaluated the effectiveness of a survey questionnaire for children using a “picture 
coloring sheet” based on the response rate and the answers. The questionnaire was printed on the back of the 
picture coloring sheets (ca. 148 mm × 100 mm), which were distributed ca. 10 days at the special exhibition of 
insects at the Kitakyushu Museum of Natural History and Human History in the summer of 2017. The completed 
coloring sheets were put on a wall at the special exhibition by children and/or parents; they were later collected 
and analyzed. The total valid responses in ca. 10 days, which is the number of the sheets with at least one answer 
excluding prank responses, were 340; response rates of the respective questions within the valid responses were 
97.9% to 82.4%. The ratio of males and females within the valid responses of the question is 55.3% and 44.7% 
respectively. Although more males than females answered the questions, this ratio is not very different from that 
of questionnaires from other museums. The average age of the answerers was 8.8 years old (standard deviation: 
7.5) and the median value was 7. These results suggest that this questionnaire survey will work for children, 
mainly 7 to 8 years old. This questionnaire survey, however, has some limitations. Due to the small size of the 
coloring sheet, we had to limit the number of questions included and it was difficult to incorporate sentences 
concerning informed consent into the limited space. Another limitation is that the sheets were displayed on the 
wall. We concluded that we should carefully select questions in order to maximize the effectiveness of the 
questionnaire survey for children as a research method.

は　じ　め　に

博物館の中核をなす役割の一つ，展示は大小さまざまな目
的や理念を持つ．例えば常設展示ではそれぞれの博物館がも
つ目的や理念，また特別展示においては個別の目的や理念に
沿って行われる（里見， 2014）．これらの展示は，来館者に対
し豊かな教養を提供することによって，生活の質の向上を図
ることに繋がるほか，資料収集を通じて得られた研究成果が
もたらす学問の面白さを伝える機能も併せ持っている．日々
の勉強の先にある世界を楽しいものと認識してもらえるなら
ば，学ぶことに対するモチベーションにもつながるだろう．

魅力的で満足度の高い博物館展示を行い，かつ展示の目
的や理念を果たすためには，展示が来館者のニーズや期待
に応えているか，そして展示者の意図が的確に伝わってい
るかなどを評価する必要がある（村田， 2003）．そのため，
これまでにさまざまな展示評価法が提示され，それらの効
果も議論されてきた（倉田・矢島， 1993; Hein, 1998; 村田， 
2003など）．例えば，展示に内包されたメッセージが来館者
に伝わっているかどうかを評価するには，企画段階評価，
形成的評価，総括的評価および修正的評価の実施といった
体系的な評価の実施が必要であるとされている（倉田・矢島， 
1993; 村田， 2003）．また，来館者の多様な博物館体験を，

エピソード記述やワークショップをとおして視覚化し関係
者で共有する方法も検討されている（坂倉， 2015, 2017）．
一方，日本では，エバリュエーターを専門職として配置し
ている博物館がきわめて少ないため，体系的な展示評価や専
門的な知識と経験が必要な来館者調査を実施することは難し
い（倉田・矢島， 1993; 里見， 2014）．そのため，博物館を訪
れるさまざまなバックグラウンドを持つ多様な来館者の声を
拾い集め，展示評価に活かすため，国内では展示に対する対
面での聞き取り（インタビュー）あるいは用紙を設置して回
答してもらうといったアンケートによっている場合が多い（例
えば倉田・矢島， 1993; 伊丹市昆虫館， 2003; 鵜沢， 2016; 蓑島
ら， 2018）．しかし，これらのアンケートは大人を対象とした
ものがほとんどであり，子供の率直な生の声を広く集めるた
めにはさまざまな工夫が求められる．例えば，小学校の低学
年生と高学年生では発達段階がかなり異なるため，幅広い発
達段階にある子供にも理解できる質問を設計する必要がある．
さらに，低学年生を対象とする場合，各児童に質問項目を読
み上げたり説明を加えたりしながら，回答を代筆することが
必要な場合もある．このため，当方式でのアンケートの場合，
対応できる子供の数が限られてしまうといった課題も存在す
る（北原ら， 2008）．また，保護者や教育者を通して間接的に
子供の意見を収集する方法もある（伊丹市昆虫館， 2003など）．

このような場合，保護者といえども子供の真意がくみ取れな
い可能性があることが指摘されている（吉田， 2012）．
そこで筆者らは，多数の子供の生の声を，少ない労力で
現出できる方法を検討した．この方法の立案に際し，北九州
市立自然史・歴史博物館の特別展内で子供向けに行ってきた
塗り絵に着目した．この塗り絵は，はがきサイズの紙に学芸
員が描いた線画を印刷したものである．台紙を着色するため
の作業机を配置した「塗り絵コーナー」を設置し，さらに着
色した塗り絵を貼ることのできる壁を設置している（図
1A–C）．塗り絵は，壁に貼る来館者もいる一方，思い出とし
て持ち帰る来館者もいる．また，時には大人も壁に塗り絵を
貼っている．筆者らは，この塗り絵の裏に簡単な設問を書く
ことで，来館者側も調査者側も手間を必要とせず，かつ自然
体でアンケートに回答してもらえるのではないかと着想し
た．これは，展示会の感想や展示内容に対する質問を記した
カードや人気投票を来館者が自ら壁に貼って共有するという
参加型手法（例えば坂本・野本， 2016）を，アンケート用に
改変したものである．そこで，夏の特別展「大昆虫博」にお
いて，本アンケート手法により，どの程度の回答があるのか，
またどのような回答者が見込まれるのかを確かめるため，塗
り絵を利用した子供向けアンケートを試行した．本稿では本
アンケート試行の結果を報告する．

方法

アンケート調査は，北九州市立自然史・歴史博物館（福
岡県北九州市八幡東区東田）で開催された夏の特別展「大
昆虫博」（2017 年 7 月 15 日（土）～2017 年 9 月 3 日（日）
の計 51 日間，特別展総入場者数は 122,294 名）の会期中，
10日間程度で以下のとおり行った．
アンケートは，特別展の期間中を通じて行っている参加
体験イベントの一つとして配布した塗り絵台紙の裏面を用
いた．塗り絵の台紙は葉書サイズ（148 mm × 100 mm）で，
厚めの白上質紙（90 kg）を用いて，壁に貼り出した際に裏
面の回答が衆目にふれることはないように配慮した．この
塗り絵は，予め学術的に正確な生物の形態を下絵として描
いた上記台紙に，自らの好みの色を塗る作業を通し，生き
物の体の作りについて知覚してもらうことを目的としたも
のである．塗り絵は持ち帰ることも，特別展内で着色する
こともできる．今回のアンケートでは，塗り絵コーナー付
近に設置した壁に来館者が貼った塗り絵を回収する方法を
とった．塗り絵コーナーは記念撮影コーナー以外のおおよ
そすべての展示物を見たところに設置した（図 1A）．
アンケートは簡単な文字の読み書きができる子供が一人
でも回答できるよう，少数の簡単な設問とし，フォントサ
イズと解答欄を大きめに設定（図 1D）し，ほぼ全ての漢字

にルビを振った．記述内容は表 1 のとおりで，名前などの
個人を識別できる情報を記す欄は設けなかった．
塗り絵を壁に貼ることで回収する手法を採用したため，
配布数に対する回収数（回収率）は来館者数と混雑具合，
すなわち塗り絵コーナーおよび休憩用に設けた机と椅子の
数，加えて貼り出す壁の面積が制限要因となる．そのため，
本研究では第一段階として，配布数の計数および日時を正
確に記載しての回収は行わずに，回収したアンケートに対
する回答率と属性のばらつきの検討のみに絞った．アンケー
トに用いた塗り絵の図柄（図 1E）はカブトムシ・チョウ・
サソリの 3 種である．これら図柄の生物は全て特別展に展
示したものであり，図柄の作成には，展示標本のほか，提
供者の許可を得た写真を利用した．アンケート付きの塗り
絵は 8 月に準備し，お盆休みのピークが明け来館者数が落
ち着いた頃に，アンケートがない通常配布の塗り絵に補充
する形で，会場に設置した塗り絵用の机に配置し，来館者
が自由に利用できるようにした．用意したアンケート付き
の塗り絵がなくなり次第、アンケートのない塗り絵を補充
した．そのため、アンケート付き塗り絵の配りはじめと配
りおわりの時には，アンケートのある塗り絵とない塗り絵
が混在していたことになる．貼られた塗り絵は会場監視員
（交流員）が適宜回収した．ただし塗り絵回収時に一部を壁
に残したため，正確な回答日時は不明であった．

回収された塗り絵は，回答があるものとないもの（白紙）
に分けた．回答があるものは，無効回答（イタズラなど）
を除き，1項目でも回答があれば有効と判断し，集計した．
項目ごとの回答はMicrosoft Excelワークシートに入力し，

本ソフトウェア上で解析した．回収したアンケートに対す
る回答率はアンケートが有効回答か否かの他に，それぞれ
の設問に対しても計算した．割合については本文・図表と
もに百分率で示し，小数点第二位を四捨五入した．
なお，筆跡から保護者による代筆であろうと思われるも
のは子供の意見を聞いて保護者が代筆しているものと判断
し，アンケートに記された年齢の人の回答として扱った．

結果

（1）アンケート回答数
アンケートは合計 1,064枚回収され，有効回答票が 340枚，

無効回答票が 10 枚，白紙が 714 枚だった（表 2）．回収し
たアンケート数に対する有効回答票率は 32.0%であった．
有効回答票内での回答率は表 2 の通りで，最も回答率が
高かった設問は設問 3「１．すきな虫をおしえてください」
で 97.9% であった．選択式の設問 6「４．すきなてんじを
○でかこんでください」が 82.4％となったことを除きすべ
て 90%以上の回答率だった．

（2）アンケート回答者の性別と年齢
性別は，男性が 172枚（55.3%），女性が 139枚（44.7%）

であった（表 3，有効回答 91.5%）．無効回答（表 3：無回答・

その他）は回答なし，両方に丸がついているものが含まれる．
年代は，下は 1歳，上は 61歳で，年齢層に幅はあったも

のの，平均年齢は 8.8 歳（標準偏差 7.5）で，中央値は 7 歳
である．年齢構成は 6～10 歳がおよそ 6 割を占め，次に 1
～5 歳が多かった（表 3）．特に回答者が多い年代（1 歳か
ら 15 歳）に注目すると，3 歳から回答者が増えだし，7 歳
と 8 歳を頂点とするピークを経て，9 歳を境に回答者が減
少するという傾向が見られた．

考察

アンケートの回答数を増やすための手段として，アンケー
ト用紙の郵送や調査員の雇用による対面調査量の増加など
が行われている．さらに，事前報酬の提供や訪問留置など
アンケートの回収率を高める方策なども検討されている（萩
原ら， 2006）．一方，質の高いあるいは均質なデータを得る
ためには，データ収集に係る手続きを可能な限り調査者以
外に委ねるべきではないとの指摘（Punch, 1998）には留意
すべきであろう．
今回行ったアンケートでは，保護者以外の手を煩わせる
ことなく，また調査者側が多大な労力を投入することなく，
有効回答票を得ることができた．従って，アンケート実施
日を増やすことで，より多くの有効回答票を収集し，情報
の分析精度を高めることも可能であると考えられる．また，
調査者側からの回答促進策は行わなかったにも関わらず，
個別の設問に対する回答率は，一つの設問を除き 90% 以上
と高かった（表 2）．この高い回答率が得られた要因として，

少数の簡単な設問（表 1）を提示したことが考えられる．
放課後や週末に子供達が安全で安心した時間を過ごすこと
ができるよう公立小学校が実施している「放課後子ども教
室」の現状を，子供自身による評価を通して把握しようと
した研究でも，極力シンプルで複数項目からの選択式回答
のアンケートを用いたことが，子供の真意の現出につながっ
た要因の一つであると考察されている（北原ら， 2008）．こ
のように，子供の声を汲み取るためのアンケートの設計に
は，適切で簡単な設問を設定することは，非常に重要であ
ると思われる．一方，複雑なものなど設問の内容によって
は無回答が増えることが想定される．このような設問を設
ける必要があるアンケートの場合は，設問数を減らすなど
の方策が必要かもしれない．
今回の調査では，塗り絵のスペースおよび貼り付け用の
スペースという制限要因が想定され，塗り絵を持ち帰る来
館者が予想されることから，回収率（配布枚数に対する貼
り付け率）を求めず，本アンケート手法で十分な数の回答
が見込まれるか、どのような回答者が期待されるのか，の
分析のみを目的とした．しかし，回収率はアンケートの誤
差を把握する上でも重要な指標となるため，今後の調査で
は，回収率を把握し，より高めることのできる手法も検討
したい．
回答者の性別については，男性が女性よりも 10% 多かっ
た．過去に行われた他の自然史系博物館におけるアンケー
トでは，博物館や展示内容により男女比が異なるものの，
おおよそ男女ともに 4 割から 6 割程度の範囲に収まってい
る（橋本ら， 2007; 八木， 2010; 坂本， 2013; 鵜沢， 2016）．今
回みられた 10% の差が塗り絵参加者の男女比を反映してい
るのか，昆虫展入場者の比を反映しているのかは不明であ
るが，他館の結果と比べて大きな差はなかったことは興味
深い．
回答者は，10歳以下が圧倒的に多く（表 3），さらに 7歳

と 8歳を頂点として 10歳を超えると回答数が大きく減った
（表 4）ことから，小学校中・高学年生がアンケートの主な
回答者となっていたことが分かる．なお，先述したとおり，
筆跡から特に年少の子供で保護者による代筆だろうと思わ
れるものが散見された．このように，保護者と一緒に答え
ることによるバイアスも今後の課題かもしれない．
他方，今回の結果では 16～ 20 歳の回答者が 3 名，26～

30 歳は 4 名，36～ 40 歳は 6 名と，小学生以上の回答数は
きわめて少なかった．これまでの経験から，アンケートの
有無にかかわらず，成人の塗り絵が張り出されることもあ
るものの，成人の意見の収集に本手法を援用することは難
しいものと思われる．
今回の塗り絵を用いたアンケートに際して，展示会場で
見た限りでは，男女どちらかが圧倒的に塗り絵を好んでい
るという印象はなかった．アンケートへの回答の有無に絵
柄が与える影響については，今後，同様のアンケートを複
数の展示会で実施し，総合的に評価していく必要がある．
一方で，はがきサイズの塗り絵を用いることによる制限
事項も存在するものと考えられる．例えば，アンケートの

紙面は A4 などの用紙に比べて限られる（図 1D）．しかし
子供を主な対象とするためには設問の単純性やわかりやす
さと，一定以上のフォントサイズが求められる．これにより，
文字数や設問数に制限が生まれる．また，紙面が限られる
ことで，インフォームドコンセントの文言を組み込むのが
難しい．また，アンケート回答面は裏面であり，100 kg 前
後の厚めの上質紙を使えば塗り絵を貼った後に表面から回
答が見えることはないものの，貼ってもらうという回答方
法は箱に入れるアンケート回収とは同等ではない．例えば，
貼り付けてあった塗り絵は容易に剥がすことができるため，
回答面に記された情報を他人が見ることができる可能性も
存在すると思われる．これらのことから，個人情報の収集
やセンシティブな質問事項にならないように，設問の設計
には十分な考慮が必要であろう．

まとめ

本手法は，7～ 8 歳前後の子供を対象としたアンケート
調査として十分に機能することが示唆された．本手法には
これまでに用いられてきたアンケートにはない利点がある
が，トレードオフとなる欠点も存在する．すなわち，（1）
設問の単純さ，（2）設問数の少なさ，（3）倫理上の制限が
大きいというデメリットと引き換えに，（1）面接アンケー
ト（インタビュー）のように調査者にとってプラス意見に
バイアスする（里見， 2014）可能性が低い，（2）設置型ア
ンケートのように自らアンケートを書きに行く手間がかか
らない，（3）大きな読みやすい文字を提示することができる，
（4）アンケート回答用の場所を新たに用意する必要がない，
そして（5）塗り絵を塗らなければ壁に貼れない（貼れない
訳ではないが，目立つ）点により一人による大量の回答を
防ぐことができるというメリットを内在している．このよ
うに，踏み込んだ精緻な情報ではなく，シンプルな子供の
生の声をランダムにかつ大量に収集するには有益な方法で
あると考えられる．
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要約

特別展内における来館者参加型の「塗り絵」を利用した
自由回答のアンケート手法について，回答率と回答者の面
から有用性を検討した．試行は 2017 年の夏に北九州市立自
然史・歴史博物館で行われた自然史の特別展において，10
日間程度で行った．アンケート付の塗り絵は合計 1,064 枚
回収され，有効回答票が 340 枚（回収したアンケートに対
する回答率として 32.0%）だった．各設問の回答率は 1 問
（82.4%）を除き，すべて 90%以上の回答率となり，アンケー
トとして十分に機能することが示唆された．回答率には配
布方法や設問が関わっていると考えられる．有効回答中の
男女比は，男性が 55.3%，女性が 44.7% となった．回答者
の年齢平均は 8.8歳で，中央値と最頻値ともに 7歳となった．
これらの結果は本アンケート手法が博物館特別展において
7～ 8 歳前後の子供を対象に有用に機能する可能性を示唆
している．一方でアンケート用紙のサイズがはがきサイズ
である制約による面積の小ささや，アンケートが裏面で貼
り出した際には見えないとはいえ，貼り出すことが前提で
あるため，設問に配慮が必要なことが本アンケート手法の
制限事項となる．
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は　じ　め　に

博物館の中核をなす役割の一つ，展示は大小さまざまな目
的や理念を持つ．例えば常設展示ではそれぞれの博物館がも
つ目的や理念，また特別展示においては個別の目的や理念に
沿って行われる（里見， 2014）．これらの展示は，来館者に対
し豊かな教養を提供することによって，生活の質の向上を図
ることに繋がるほか，資料収集を通じて得られた研究成果が
もたらす学問の面白さを伝える機能も併せ持っている．日々
の勉強の先にある世界を楽しいものと認識してもらえるなら
ば，学ぶことに対するモチベーションにもつながるだろう．

魅力的で満足度の高い博物館展示を行い，かつ展示の目
的や理念を果たすためには，展示が来館者のニーズや期待
に応えているか，そして展示者の意図が的確に伝わってい
るかなどを評価する必要がある（村田， 2003）．そのため，
これまでにさまざまな展示評価法が提示され，それらの効
果も議論されてきた（倉田・矢島， 1993; Hein, 1998; 村田， 
2003など）．例えば，展示に内包されたメッセージが来館者
に伝わっているかどうかを評価するには，企画段階評価，
形成的評価，総括的評価および修正的評価の実施といった
体系的な評価の実施が必要であるとされている（倉田・矢島， 
1993; 村田， 2003）．また，来館者の多様な博物館体験を，

エピソード記述やワークショップをとおして視覚化し関係
者で共有する方法も検討されている（坂倉， 2015, 2017）．
一方，日本では，エバリュエーターを専門職として配置し
ている博物館がきわめて少ないため，体系的な展示評価や専
門的な知識と経験が必要な来館者調査を実施することは難し
い（倉田・矢島， 1993; 里見， 2014）．そのため，博物館を訪
れるさまざまなバックグラウンドを持つ多様な来館者の声を
拾い集め，展示評価に活かすため，国内では展示に対する対
面での聞き取り（インタビュー）あるいは用紙を設置して回
答してもらうといったアンケートによっている場合が多い（例
えば倉田・矢島， 1993; 伊丹市昆虫館， 2003; 鵜沢， 2016; 蓑島
ら， 2018）．しかし，これらのアンケートは大人を対象とした
ものがほとんどであり，子供の率直な生の声を広く集めるた
めにはさまざまな工夫が求められる．例えば，小学校の低学
年生と高学年生では発達段階がかなり異なるため，幅広い発
達段階にある子供にも理解できる質問を設計する必要がある．
さらに，低学年生を対象とする場合，各児童に質問項目を読
み上げたり説明を加えたりしながら，回答を代筆することが
必要な場合もある．このため，当方式でのアンケートの場合，
対応できる子供の数が限られてしまうといった課題も存在す
る（北原ら， 2008）．また，保護者や教育者を通して間接的に
子供の意見を収集する方法もある（伊丹市昆虫館， 2003など）．

このような場合，保護者といえども子供の真意がくみ取れな
い可能性があることが指摘されている（吉田， 2012）．
そこで筆者らは，多数の子供の生の声を，少ない労力で
現出できる方法を検討した．この方法の立案に際し，北九州
市立自然史・歴史博物館の特別展内で子供向けに行ってきた
塗り絵に着目した．この塗り絵は，はがきサイズの紙に学芸
員が描いた線画を印刷したものである．台紙を着色するため
の作業机を配置した「塗り絵コーナー」を設置し，さらに着
色した塗り絵を貼ることのできる壁を設置している（図
1A–C）．塗り絵は，壁に貼る来館者もいる一方，思い出とし
て持ち帰る来館者もいる．また，時には大人も壁に塗り絵を
貼っている．筆者らは，この塗り絵の裏に簡単な設問を書く
ことで，来館者側も調査者側も手間を必要とせず，かつ自然
体でアンケートに回答してもらえるのではないかと着想し
た．これは，展示会の感想や展示内容に対する質問を記した
カードや人気投票を来館者が自ら壁に貼って共有するという
参加型手法（例えば坂本・野本， 2016）を，アンケート用に
改変したものである．そこで，夏の特別展「大昆虫博」にお
いて，本アンケート手法により，どの程度の回答があるのか，
またどのような回答者が見込まれるのかを確かめるため，塗
り絵を利用した子供向けアンケートを試行した．本稿では本
アンケート試行の結果を報告する．

方法

アンケート調査は，北九州市立自然史・歴史博物館（福
岡県北九州市八幡東区東田）で開催された夏の特別展「大
昆虫博」（2017 年 7 月 15 日（土）～2017 年 9 月 3 日（日）
の計 51 日間，特別展総入場者数は 122,294 名）の会期中，
10日間程度で以下のとおり行った．
アンケートは，特別展の期間中を通じて行っている参加
体験イベントの一つとして配布した塗り絵台紙の裏面を用
いた．塗り絵の台紙は葉書サイズ（148 mm × 100 mm）で，
厚めの白上質紙（90 kg）を用いて，壁に貼り出した際に裏
面の回答が衆目にふれることはないように配慮した．この
塗り絵は，予め学術的に正確な生物の形態を下絵として描
いた上記台紙に，自らの好みの色を塗る作業を通し，生き
物の体の作りについて知覚してもらうことを目的としたも
のである．塗り絵は持ち帰ることも，特別展内で着色する
こともできる．今回のアンケートでは，塗り絵コーナー付
近に設置した壁に来館者が貼った塗り絵を回収する方法を
とった．塗り絵コーナーは記念撮影コーナー以外のおおよ
そすべての展示物を見たところに設置した（図 1A）．
アンケートは簡単な文字の読み書きができる子供が一人
でも回答できるよう，少数の簡単な設問とし，フォントサ
イズと解答欄を大きめに設定（図 1D）し，ほぼ全ての漢字

にルビを振った．記述内容は表 1 のとおりで，名前などの
個人を識別できる情報を記す欄は設けなかった．
塗り絵を壁に貼ることで回収する手法を採用したため，
配布数に対する回収数（回収率）は来館者数と混雑具合，
すなわち塗り絵コーナーおよび休憩用に設けた机と椅子の
数，加えて貼り出す壁の面積が制限要因となる．そのため，
本研究では第一段階として，配布数の計数および日時を正
確に記載しての回収は行わずに，回収したアンケートに対
する回答率と属性のばらつきの検討のみに絞った．アンケー
トに用いた塗り絵の図柄（図 1E）はカブトムシ・チョウ・
サソリの 3 種である．これら図柄の生物は全て特別展に展
示したものであり，図柄の作成には，展示標本のほか，提
供者の許可を得た写真を利用した．アンケート付きの塗り
絵は 8 月に準備し，お盆休みのピークが明け来館者数が落
ち着いた頃に，アンケートがない通常配布の塗り絵に補充
する形で，会場に設置した塗り絵用の机に配置し，来館者
が自由に利用できるようにした．用意したアンケート付き
の塗り絵がなくなり次第、アンケートのない塗り絵を補充
した．そのため、アンケート付き塗り絵の配りはじめと配
りおわりの時には，アンケートのある塗り絵とない塗り絵
が混在していたことになる．貼られた塗り絵は会場監視員
（交流員）が適宜回収した．ただし塗り絵回収時に一部を壁
に残したため，正確な回答日時は不明であった．

図 1．A–C，特別展会場．A，
奥が出口となり，塗り絵は
出口付近（矢印）に設置し
ている；B，塗り絵コーナー
と貼り出し用の壁；C，塗
り絵コーナ付近の休憩用の
机と椅子，塗り絵はここで
も塗ることができ，奥の壁
に貼ることができる．D，
E，塗り絵と設問．D，裏面
の設問．E，塗り絵の例．カ
ブトムシ（上）とチョウ（下）．

回収された塗り絵は，回答があるものとないもの（白紙）
に分けた．回答があるものは，無効回答（イタズラなど）
を除き，1項目でも回答があれば有効と判断し，集計した．
項目ごとの回答はMicrosoft Excelワークシートに入力し，

本ソフトウェア上で解析した．回収したアンケートに対す
る回答率はアンケートが有効回答か否かの他に，それぞれ
の設問に対しても計算した．割合については本文・図表と
もに百分率で示し，小数点第二位を四捨五入した．
なお，筆跡から保護者による代筆であろうと思われるも
のは子供の意見を聞いて保護者が代筆しているものと判断
し，アンケートに記された年齢の人の回答として扱った．

結果

（1）アンケート回答数
アンケートは合計 1,064枚回収され，有効回答票が 340枚，

無効回答票が 10 枚，白紙が 714 枚だった（表 2）．回収し
たアンケート数に対する有効回答票率は 32.0%であった．
有効回答票内での回答率は表 2 の通りで，最も回答率が
高かった設問は設問 3「１．すきな虫をおしえてください」
で 97.9% であった．選択式の設問 6「４．すきなてんじを
○でかこんでください」が 82.4％となったことを除きすべ
て 90%以上の回答率だった．

（2）アンケート回答者の性別と年齢
性別は，男性が 172枚（55.3%），女性が 139枚（44.7%）

であった（表 3，有効回答 91.5%）．無効回答（表 3：無回答・

その他）は回答なし，両方に丸がついているものが含まれる．
年代は，下は 1歳，上は 61歳で，年齢層に幅はあったも

のの，平均年齢は 8.8 歳（標準偏差 7.5）で，中央値は 7 歳
である．年齢構成は 6～10 歳がおよそ 6 割を占め，次に 1
～5 歳が多かった（表 3）．特に回答者が多い年代（1 歳か
ら 15 歳）に注目すると，3 歳から回答者が増えだし，7 歳
と 8 歳を頂点とするピークを経て，9 歳を境に回答者が減
少するという傾向が見られた．

考察

アンケートの回答数を増やすための手段として，アンケー
ト用紙の郵送や調査員の雇用による対面調査量の増加など
が行われている．さらに，事前報酬の提供や訪問留置など
アンケートの回収率を高める方策なども検討されている（萩
原ら， 2006）．一方，質の高いあるいは均質なデータを得る
ためには，データ収集に係る手続きを可能な限り調査者以
外に委ねるべきではないとの指摘（Punch, 1998）には留意
すべきであろう．
今回行ったアンケートでは，保護者以外の手を煩わせる
ことなく，また調査者側が多大な労力を投入することなく，
有効回答票を得ることができた．従って，アンケート実施
日を増やすことで，より多くの有効回答票を収集し，情報
の分析精度を高めることも可能であると考えられる．また，
調査者側からの回答促進策は行わなかったにも関わらず，
個別の設問に対する回答率は，一つの設問を除き 90% 以上
と高かった（表 2）．この高い回答率が得られた要因として，

少数の簡単な設問（表 1）を提示したことが考えられる．
放課後や週末に子供達が安全で安心した時間を過ごすこと
ができるよう公立小学校が実施している「放課後子ども教
室」の現状を，子供自身による評価を通して把握しようと
した研究でも，極力シンプルで複数項目からの選択式回答
のアンケートを用いたことが，子供の真意の現出につながっ
た要因の一つであると考察されている（北原ら， 2008）．こ
のように，子供の声を汲み取るためのアンケートの設計に
は，適切で簡単な設問を設定することは，非常に重要であ
ると思われる．一方，複雑なものなど設問の内容によって
は無回答が増えることが想定される．このような設問を設
ける必要があるアンケートの場合は，設問数を減らすなど
の方策が必要かもしれない．
今回の調査では，塗り絵のスペースおよび貼り付け用の
スペースという制限要因が想定され，塗り絵を持ち帰る来
館者が予想されることから，回収率（配布枚数に対する貼
り付け率）を求めず，本アンケート手法で十分な数の回答
が見込まれるか、どのような回答者が期待されるのか，の
分析のみを目的とした．しかし，回収率はアンケートの誤
差を把握する上でも重要な指標となるため，今後の調査で
は，回収率を把握し，より高めることのできる手法も検討
したい．
回答者の性別については，男性が女性よりも 10% 多かっ
た．過去に行われた他の自然史系博物館におけるアンケー
トでは，博物館や展示内容により男女比が異なるものの，
おおよそ男女ともに 4 割から 6 割程度の範囲に収まってい
る（橋本ら， 2007; 八木， 2010; 坂本， 2013; 鵜沢， 2016）．今
回みられた 10% の差が塗り絵参加者の男女比を反映してい
るのか，昆虫展入場者の比を反映しているのかは不明であ
るが，他館の結果と比べて大きな差はなかったことは興味
深い．
回答者は，10歳以下が圧倒的に多く（表 3），さらに 7歳

と 8歳を頂点として 10歳を超えると回答数が大きく減った
（表 4）ことから，小学校中・高学年生がアンケートの主な
回答者となっていたことが分かる．なお，先述したとおり，
筆跡から特に年少の子供で保護者による代筆だろうと思わ
れるものが散見された．このように，保護者と一緒に答え
ることによるバイアスも今後の課題かもしれない．
他方，今回の結果では 16～ 20 歳の回答者が 3 名，26～

30 歳は 4 名，36～ 40 歳は 6 名と，小学生以上の回答数は
きわめて少なかった．これまでの経験から，アンケートの
有無にかかわらず，成人の塗り絵が張り出されることもあ
るものの，成人の意見の収集に本手法を援用することは難
しいものと思われる．
今回の塗り絵を用いたアンケートに際して，展示会場で
見た限りでは，男女どちらかが圧倒的に塗り絵を好んでい
るという印象はなかった．アンケートへの回答の有無に絵
柄が与える影響については，今後，同様のアンケートを複
数の展示会で実施し，総合的に評価していく必要がある．
一方で，はがきサイズの塗り絵を用いることによる制限
事項も存在するものと考えられる．例えば，アンケートの

紙面は A4 などの用紙に比べて限られる（図 1D）．しかし
子供を主な対象とするためには設問の単純性やわかりやす
さと，一定以上のフォントサイズが求められる．これにより，
文字数や設問数に制限が生まれる．また，紙面が限られる
ことで，インフォームドコンセントの文言を組み込むのが
難しい．また，アンケート回答面は裏面であり，100 kg 前
後の厚めの上質紙を使えば塗り絵を貼った後に表面から回
答が見えることはないものの，貼ってもらうという回答方
法は箱に入れるアンケート回収とは同等ではない．例えば，
貼り付けてあった塗り絵は容易に剥がすことができるため，
回答面に記された情報を他人が見ることができる可能性も
存在すると思われる．これらのことから，個人情報の収集
やセンシティブな質問事項にならないように，設問の設計
には十分な考慮が必要であろう．

まとめ

本手法は，7～ 8 歳前後の子供を対象としたアンケート
調査として十分に機能することが示唆された．本手法には
これまでに用いられてきたアンケートにはない利点がある
が，トレードオフとなる欠点も存在する．すなわち，（1）
設問の単純さ，（2）設問数の少なさ，（3）倫理上の制限が
大きいというデメリットと引き換えに，（1）面接アンケー
ト（インタビュー）のように調査者にとってプラス意見に
バイアスする（里見， 2014）可能性が低い，（2）設置型ア
ンケートのように自らアンケートを書きに行く手間がかか
らない，（3）大きな読みやすい文字を提示することができる，
（4）アンケート回答用の場所を新たに用意する必要がない，
そして（5）塗り絵を塗らなければ壁に貼れない（貼れない
訳ではないが，目立つ）点により一人による大量の回答を
防ぐことができるというメリットを内在している．このよ
うに，踏み込んだ精緻な情報ではなく，シンプルな子供の
生の声をランダムにかつ大量に収集するには有益な方法で
あると考えられる．
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要約

特別展内における来館者参加型の「塗り絵」を利用した
自由回答のアンケート手法について，回答率と回答者の面
から有用性を検討した．試行は 2017 年の夏に北九州市立自
然史・歴史博物館で行われた自然史の特別展において，10
日間程度で行った．アンケート付の塗り絵は合計 1,064 枚
回収され，有効回答票が 340 枚（回収したアンケートに対
する回答率として 32.0%）だった．各設問の回答率は 1 問
（82.4%）を除き，すべて 90%以上の回答率となり，アンケー
トとして十分に機能することが示唆された．回答率には配
布方法や設問が関わっていると考えられる．有効回答中の
男女比は，男性が 55.3%，女性が 44.7% となった．回答者
の年齢平均は 8.8歳で，中央値と最頻値ともに 7歳となった．
これらの結果は本アンケート手法が博物館特別展において
7～ 8 歳前後の子供を対象に有用に機能する可能性を示唆
している．一方でアンケート用紙のサイズがはがきサイズ
である制約による面積の小ささや，アンケートが裏面で貼
り出した際には見えないとはいえ，貼り出すことが前提で
あるため，設問に配慮が必要なことが本アンケート手法の
制限事項となる．
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表 1．アンケートの設問．
設問番号
設問 1
設問 2
設問 3
設問 4
設問 5
設問 6

設問
せいべつ
ねんれい
１．すきな虫をおしえてください
２．大昆虫博にはなにを見に来ましたか？
３．大昆虫博でおどろいた虫をおしえてください
４．すきなてんじを○でかこんでください

回答方法
選択式（男・女）
自由記入
自由記入
自由記入
自由記入
選択式（チョウの標本・カブトムシの標本・
クワガタムシの標本・生きたカブトムシ・
生きたクワガタムシ・クモ・サソリ・コノ
ハムシやナナフシ・ゴキブリ・水生昆虫）

*「男・女」と「生きた」以外の全ての漢字にルビを振っている．

表 2．アンケート全体の回収枚数と，有効回答中の各設問の回答数およびその割合．

 

記入あり

記入なし

計

枚数
340

(32.0%)
10

(0.9%)
714

(67.1%)
1064

(100.0%)

設問 1
311

(91.5%)

-

-

311
(91.5%)

設問 2
307

(90.3%)

-

-

307
(90.3%)

設問 3
333

(97.9%)

-

-

333
(97.9%)

設問 4
308

(90.6%)

-

-

308
(90.6%)

設問 5
306

(90.0%)

-

-

306
(90.0%)

設問 6
280

(82.4%)

-

-

280
(82.4%)

 

有効回答

無効回答

白紙回答
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は　じ　め　に

博物館の中核をなす役割の一つ，展示は大小さまざまな目
的や理念を持つ．例えば常設展示ではそれぞれの博物館がも
つ目的や理念，また特別展示においては個別の目的や理念に
沿って行われる（里見， 2014）．これらの展示は，来館者に対
し豊かな教養を提供することによって，生活の質の向上を図
ることに繋がるほか，資料収集を通じて得られた研究成果が
もたらす学問の面白さを伝える機能も併せ持っている．日々
の勉強の先にある世界を楽しいものと認識してもらえるなら
ば，学ぶことに対するモチベーションにもつながるだろう．

魅力的で満足度の高い博物館展示を行い，かつ展示の目
的や理念を果たすためには，展示が来館者のニーズや期待
に応えているか，そして展示者の意図が的確に伝わってい
るかなどを評価する必要がある（村田， 2003）．そのため，
これまでにさまざまな展示評価法が提示され，それらの効
果も議論されてきた（倉田・矢島， 1993; Hein, 1998; 村田， 
2003など）．例えば，展示に内包されたメッセージが来館者
に伝わっているかどうかを評価するには，企画段階評価，
形成的評価，総括的評価および修正的評価の実施といった
体系的な評価の実施が必要であるとされている（倉田・矢島， 
1993; 村田， 2003）．また，来館者の多様な博物館体験を，

エピソード記述やワークショップをとおして視覚化し関係
者で共有する方法も検討されている（坂倉， 2015, 2017）．
一方，日本では，エバリュエーターを専門職として配置し
ている博物館がきわめて少ないため，体系的な展示評価や専
門的な知識と経験が必要な来館者調査を実施することは難し
い（倉田・矢島， 1993; 里見， 2014）．そのため，博物館を訪
れるさまざまなバックグラウンドを持つ多様な来館者の声を
拾い集め，展示評価に活かすため，国内では展示に対する対
面での聞き取り（インタビュー）あるいは用紙を設置して回
答してもらうといったアンケートによっている場合が多い（例
えば倉田・矢島， 1993; 伊丹市昆虫館， 2003; 鵜沢， 2016; 蓑島
ら， 2018）．しかし，これらのアンケートは大人を対象とした
ものがほとんどであり，子供の率直な生の声を広く集めるた
めにはさまざまな工夫が求められる．例えば，小学校の低学
年生と高学年生では発達段階がかなり異なるため，幅広い発
達段階にある子供にも理解できる質問を設計する必要がある．
さらに，低学年生を対象とする場合，各児童に質問項目を読
み上げたり説明を加えたりしながら，回答を代筆することが
必要な場合もある．このため，当方式でのアンケートの場合，
対応できる子供の数が限られてしまうといった課題も存在す
る（北原ら， 2008）．また，保護者や教育者を通して間接的に
子供の意見を収集する方法もある（伊丹市昆虫館， 2003など）．

このような場合，保護者といえども子供の真意がくみ取れな
い可能性があることが指摘されている（吉田， 2012）．
そこで筆者らは，多数の子供の生の声を，少ない労力で
現出できる方法を検討した．この方法の立案に際し，北九州
市立自然史・歴史博物館の特別展内で子供向けに行ってきた
塗り絵に着目した．この塗り絵は，はがきサイズの紙に学芸
員が描いた線画を印刷したものである．台紙を着色するため
の作業机を配置した「塗り絵コーナー」を設置し，さらに着
色した塗り絵を貼ることのできる壁を設置している（図
1A–C）．塗り絵は，壁に貼る来館者もいる一方，思い出とし
て持ち帰る来館者もいる．また，時には大人も壁に塗り絵を
貼っている．筆者らは，この塗り絵の裏に簡単な設問を書く
ことで，来館者側も調査者側も手間を必要とせず，かつ自然
体でアンケートに回答してもらえるのではないかと着想し
た．これは，展示会の感想や展示内容に対する質問を記した
カードや人気投票を来館者が自ら壁に貼って共有するという
参加型手法（例えば坂本・野本， 2016）を，アンケート用に
改変したものである．そこで，夏の特別展「大昆虫博」にお
いて，本アンケート手法により，どの程度の回答があるのか，
またどのような回答者が見込まれるのかを確かめるため，塗
り絵を利用した子供向けアンケートを試行した．本稿では本
アンケート試行の結果を報告する．

方法

アンケート調査は，北九州市立自然史・歴史博物館（福
岡県北九州市八幡東区東田）で開催された夏の特別展「大
昆虫博」（2017 年 7 月 15 日（土）～2017 年 9 月 3 日（日）
の計 51 日間，特別展総入場者数は 122,294 名）の会期中，
10日間程度で以下のとおり行った．
アンケートは，特別展の期間中を通じて行っている参加
体験イベントの一つとして配布した塗り絵台紙の裏面を用
いた．塗り絵の台紙は葉書サイズ（148 mm × 100 mm）で，
厚めの白上質紙（90 kg）を用いて，壁に貼り出した際に裏
面の回答が衆目にふれることはないように配慮した．この
塗り絵は，予め学術的に正確な生物の形態を下絵として描
いた上記台紙に，自らの好みの色を塗る作業を通し，生き
物の体の作りについて知覚してもらうことを目的としたも
のである．塗り絵は持ち帰ることも，特別展内で着色する
こともできる．今回のアンケートでは，塗り絵コーナー付
近に設置した壁に来館者が貼った塗り絵を回収する方法を
とった．塗り絵コーナーは記念撮影コーナー以外のおおよ
そすべての展示物を見たところに設置した（図 1A）．
アンケートは簡単な文字の読み書きができる子供が一人
でも回答できるよう，少数の簡単な設問とし，フォントサ
イズと解答欄を大きめに設定（図 1D）し，ほぼ全ての漢字

にルビを振った．記述内容は表 1 のとおりで，名前などの
個人を識別できる情報を記す欄は設けなかった．
塗り絵を壁に貼ることで回収する手法を採用したため，
配布数に対する回収数（回収率）は来館者数と混雑具合，
すなわち塗り絵コーナーおよび休憩用に設けた机と椅子の
数，加えて貼り出す壁の面積が制限要因となる．そのため，
本研究では第一段階として，配布数の計数および日時を正
確に記載しての回収は行わずに，回収したアンケートに対
する回答率と属性のばらつきの検討のみに絞った．アンケー
トに用いた塗り絵の図柄（図 1E）はカブトムシ・チョウ・
サソリの 3 種である．これら図柄の生物は全て特別展に展
示したものであり，図柄の作成には，展示標本のほか，提
供者の許可を得た写真を利用した．アンケート付きの塗り
絵は 8 月に準備し，お盆休みのピークが明け来館者数が落
ち着いた頃に，アンケートがない通常配布の塗り絵に補充
する形で，会場に設置した塗り絵用の机に配置し，来館者
が自由に利用できるようにした．用意したアンケート付き
の塗り絵がなくなり次第、アンケートのない塗り絵を補充
した．そのため、アンケート付き塗り絵の配りはじめと配
りおわりの時には，アンケートのある塗り絵とない塗り絵
が混在していたことになる．貼られた塗り絵は会場監視員
（交流員）が適宜回収した．ただし塗り絵回収時に一部を壁
に残したため，正確な回答日時は不明であった．

図 1．A–C，特別展会場．A，
奥が出口となり，塗り絵は
出口付近（矢印）に設置し
ている；B，塗り絵コーナー
と貼り出し用の壁；C，塗
り絵コーナ付近の休憩用の
机と椅子，塗り絵はここで
も塗ることができ，奥の壁
に貼ることができる．D，
E，塗り絵と設問．D，裏面
の設問．E，塗り絵の例．カ
ブトムシ（上）とチョウ（下）．

回収された塗り絵は，回答があるものとないもの（白紙）
に分けた．回答があるものは，無効回答（イタズラなど）
を除き，1項目でも回答があれば有効と判断し，集計した．
項目ごとの回答はMicrosoft Excelワークシートに入力し，

本ソフトウェア上で解析した．回収したアンケートに対す
る回答率はアンケートが有効回答か否かの他に，それぞれ
の設問に対しても計算した．割合については本文・図表と
もに百分率で示し，小数点第二位を四捨五入した．
なお，筆跡から保護者による代筆であろうと思われるも
のは子供の意見を聞いて保護者が代筆しているものと判断
し，アンケートに記された年齢の人の回答として扱った．

結果

（1）アンケート回答数
アンケートは合計 1,064枚回収され，有効回答票が 340枚，

無効回答票が 10 枚，白紙が 714 枚だった（表 2）．回収し
たアンケート数に対する有効回答票率は 32.0%であった．
有効回答票内での回答率は表 2 の通りで，最も回答率が
高かった設問は設問 3「１．すきな虫をおしえてください」
で 97.9% であった．選択式の設問 6「４．すきなてんじを
○でかこんでください」が 82.4％となったことを除きすべ
て 90%以上の回答率だった．

（2）アンケート回答者の性別と年齢
性別は，男性が 172枚（55.3%），女性が 139枚（44.7%）

であった（表 3，有効回答 91.5%）．無効回答（表 3：無回答・

その他）は回答なし，両方に丸がついているものが含まれる．
年代は，下は 1歳，上は 61歳で，年齢層に幅はあったも

のの，平均年齢は 8.8 歳（標準偏差 7.5）で，中央値は 7 歳
である．年齢構成は 6～10 歳がおよそ 6 割を占め，次に 1
～5 歳が多かった（表 3）．特に回答者が多い年代（1 歳か
ら 15 歳）に注目すると，3 歳から回答者が増えだし，7 歳
と 8 歳を頂点とするピークを経て，9 歳を境に回答者が減
少するという傾向が見られた．

考察

アンケートの回答数を増やすための手段として，アンケー
ト用紙の郵送や調査員の雇用による対面調査量の増加など
が行われている．さらに，事前報酬の提供や訪問留置など
アンケートの回収率を高める方策なども検討されている（萩
原ら， 2006）．一方，質の高いあるいは均質なデータを得る
ためには，データ収集に係る手続きを可能な限り調査者以
外に委ねるべきではないとの指摘（Punch, 1998）には留意
すべきであろう．
今回行ったアンケートでは，保護者以外の手を煩わせる
ことなく，また調査者側が多大な労力を投入することなく，
有効回答票を得ることができた．従って，アンケート実施
日を増やすことで，より多くの有効回答票を収集し，情報
の分析精度を高めることも可能であると考えられる．また，
調査者側からの回答促進策は行わなかったにも関わらず，
個別の設問に対する回答率は，一つの設問を除き 90% 以上
と高かった（表 2）．この高い回答率が得られた要因として，

少数の簡単な設問（表 1）を提示したことが考えられる．
放課後や週末に子供達が安全で安心した時間を過ごすこと
ができるよう公立小学校が実施している「放課後子ども教
室」の現状を，子供自身による評価を通して把握しようと
した研究でも，極力シンプルで複数項目からの選択式回答
のアンケートを用いたことが，子供の真意の現出につながっ
た要因の一つであると考察されている（北原ら， 2008）．こ
のように，子供の声を汲み取るためのアンケートの設計に
は，適切で簡単な設問を設定することは，非常に重要であ
ると思われる．一方，複雑なものなど設問の内容によって
は無回答が増えることが想定される．このような設問を設
ける必要があるアンケートの場合は，設問数を減らすなど
の方策が必要かもしれない．
今回の調査では，塗り絵のスペースおよび貼り付け用の
スペースという制限要因が想定され，塗り絵を持ち帰る来
館者が予想されることから，回収率（配布枚数に対する貼
り付け率）を求めず，本アンケート手法で十分な数の回答
が見込まれるか、どのような回答者が期待されるのか，の
分析のみを目的とした．しかし，回収率はアンケートの誤
差を把握する上でも重要な指標となるため，今後の調査で
は，回収率を把握し，より高めることのできる手法も検討
したい．
回答者の性別については，男性が女性よりも 10% 多かっ
た．過去に行われた他の自然史系博物館におけるアンケー
トでは，博物館や展示内容により男女比が異なるものの，
おおよそ男女ともに 4 割から 6 割程度の範囲に収まってい
る（橋本ら， 2007; 八木， 2010; 坂本， 2013; 鵜沢， 2016）．今
回みられた 10% の差が塗り絵参加者の男女比を反映してい
るのか，昆虫展入場者の比を反映しているのかは不明であ
るが，他館の結果と比べて大きな差はなかったことは興味
深い．
回答者は，10歳以下が圧倒的に多く（表 3），さらに 7歳

と 8歳を頂点として 10歳を超えると回答数が大きく減った
（表 4）ことから，小学校中・高学年生がアンケートの主な
回答者となっていたことが分かる．なお，先述したとおり，
筆跡から特に年少の子供で保護者による代筆だろうと思わ
れるものが散見された．このように，保護者と一緒に答え
ることによるバイアスも今後の課題かもしれない．
他方，今回の結果では 16～ 20 歳の回答者が 3 名，26～

30 歳は 4 名，36～ 40 歳は 6 名と，小学生以上の回答数は
きわめて少なかった．これまでの経験から，アンケートの
有無にかかわらず，成人の塗り絵が張り出されることもあ
るものの，成人の意見の収集に本手法を援用することは難
しいものと思われる．
今回の塗り絵を用いたアンケートに際して，展示会場で
見た限りでは，男女どちらかが圧倒的に塗り絵を好んでい
るという印象はなかった．アンケートへの回答の有無に絵
柄が与える影響については，今後，同様のアンケートを複
数の展示会で実施し，総合的に評価していく必要がある．
一方で，はがきサイズの塗り絵を用いることによる制限
事項も存在するものと考えられる．例えば，アンケートの

紙面は A4 などの用紙に比べて限られる（図 1D）．しかし
子供を主な対象とするためには設問の単純性やわかりやす
さと，一定以上のフォントサイズが求められる．これにより，
文字数や設問数に制限が生まれる．また，紙面が限られる
ことで，インフォームドコンセントの文言を組み込むのが
難しい．また，アンケート回答面は裏面であり，100 kg 前
後の厚めの上質紙を使えば塗り絵を貼った後に表面から回
答が見えることはないものの，貼ってもらうという回答方
法は箱に入れるアンケート回収とは同等ではない．例えば，
貼り付けてあった塗り絵は容易に剥がすことができるため，
回答面に記された情報を他人が見ることができる可能性も
存在すると思われる．これらのことから，個人情報の収集
やセンシティブな質問事項にならないように，設問の設計
には十分な考慮が必要であろう．

まとめ

本手法は，7～ 8 歳前後の子供を対象としたアンケート
調査として十分に機能することが示唆された．本手法には
これまでに用いられてきたアンケートにはない利点がある
が，トレードオフとなる欠点も存在する．すなわち，（1）
設問の単純さ，（2）設問数の少なさ，（3）倫理上の制限が
大きいというデメリットと引き換えに，（1）面接アンケー
ト（インタビュー）のように調査者にとってプラス意見に
バイアスする（里見， 2014）可能性が低い，（2）設置型ア
ンケートのように自らアンケートを書きに行く手間がかか
らない，（3）大きな読みやすい文字を提示することができる，
（4）アンケート回答用の場所を新たに用意する必要がない，
そして（5）塗り絵を塗らなければ壁に貼れない（貼れない
訳ではないが，目立つ）点により一人による大量の回答を
防ぐことができるというメリットを内在している．このよ
うに，踏み込んだ精緻な情報ではなく，シンプルな子供の
生の声をランダムにかつ大量に収集するには有益な方法で
あると考えられる．
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要約

特別展内における来館者参加型の「塗り絵」を利用した
自由回答のアンケート手法について，回答率と回答者の面
から有用性を検討した．試行は 2017 年の夏に北九州市立自
然史・歴史博物館で行われた自然史の特別展において，10
日間程度で行った．アンケート付の塗り絵は合計 1,064 枚
回収され，有効回答票が 340 枚（回収したアンケートに対
する回答率として 32.0%）だった．各設問の回答率は 1 問
（82.4%）を除き，すべて 90%以上の回答率となり，アンケー
トとして十分に機能することが示唆された．回答率には配
布方法や設問が関わっていると考えられる．有効回答中の
男女比は，男性が 55.3%，女性が 44.7% となった．回答者
の年齢平均は 8.8歳で，中央値と最頻値ともに 7歳となった．
これらの結果は本アンケート手法が博物館特別展において
7～ 8 歳前後の子供を対象に有用に機能する可能性を示唆
している．一方でアンケート用紙のサイズがはがきサイズ
である制約による面積の小ささや，アンケートが裏面で貼
り出した際には見えないとはいえ，貼り出すことが前提で
あるため，設問に配慮が必要なことが本アンケート手法の
制限事項となる．
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表 1．アンケートの設問．
設問番号
設問 1
設問 2
設問 3
設問 4
設問 5
設問 6

設問
せいべつ
ねんれい
１．すきな虫をおしえてください
２．大昆虫博にはなにを見に来ましたか？
３．大昆虫博でおどろいた虫をおしえてください
４．すきなてんじを○でかこんでください

回答方法
選択式（男・女）
自由記入
自由記入
自由記入
自由記入
選択式（チョウの標本・カブトムシの標本・
クワガタムシの標本・生きたカブトムシ・
生きたクワガタムシ・クモ・サソリ・コノ
ハムシやナナフシ・ゴキブリ・水生昆虫）

*「男・女」と「生きた」以外の全ての漢字にルビを振っている．

表 2．アンケート全体の回収枚数と，有効回答中の各設問の回答数およびその割合．

 

記入あり

記入なし

計

枚数
340

(32.0%)
10

(0.9%)
714

(67.1%)
1064

(100.0%)

設問 1
311

(91.5%)

-

-

311
(91.5%)

設問 2
307

(90.3%)

-

-

307
(90.3%)

設問 3
333

(97.9%)

-

-

333
(97.9%)

設問 4
308

(90.6%)

-

-

308
(90.6%)

設問 5
306

(90.0%)

-

-

306
(90.0%)

設問 6
280

(82.4%)

-

-

280
(82.4%)

 

有効回答

無効回答

白紙回答



表 3．性別と年齢層別の回答者・無回答者数．

性
別

1–
5
35
29

1

65

6–
10

120
79

6

205

年齢層
11–
15
5

12

0

17

16–
20
0
3

0

3

21–
25
1
0

0

1

26–
30
0
4

0

4

36–
40
4
2

0

6

41–
45
1
1

0

2

46–
50
0
1

0

1

56–
60
0
0

0

0

計

172
139

29

340

無回答・
その他

4
7

22

33

61–
65
0
1

0

1

51–
55
0
0

0

0

31–
35
2
0

0

2

 
男性
女性
無回答・
その他
計

は　じ　め　に

博物館の中核をなす役割の一つ，展示は大小さまざまな目
的や理念を持つ．例えば常設展示ではそれぞれの博物館がも
つ目的や理念，また特別展示においては個別の目的や理念に
沿って行われる（里見， 2014）．これらの展示は，来館者に対
し豊かな教養を提供することによって，生活の質の向上を図
ることに繋がるほか，資料収集を通じて得られた研究成果が
もたらす学問の面白さを伝える機能も併せ持っている．日々
の勉強の先にある世界を楽しいものと認識してもらえるなら
ば，学ぶことに対するモチベーションにもつながるだろう．

魅力的で満足度の高い博物館展示を行い，かつ展示の目
的や理念を果たすためには，展示が来館者のニーズや期待
に応えているか，そして展示者の意図が的確に伝わってい
るかなどを評価する必要がある（村田， 2003）．そのため，
これまでにさまざまな展示評価法が提示され，それらの効
果も議論されてきた（倉田・矢島， 1993; Hein, 1998; 村田， 
2003など）．例えば，展示に内包されたメッセージが来館者
に伝わっているかどうかを評価するには，企画段階評価，
形成的評価，総括的評価および修正的評価の実施といった
体系的な評価の実施が必要であるとされている（倉田・矢島， 
1993; 村田， 2003）．また，来館者の多様な博物館体験を，

エピソード記述やワークショップをとおして視覚化し関係
者で共有する方法も検討されている（坂倉， 2015, 2017）．
一方，日本では，エバリュエーターを専門職として配置し
ている博物館がきわめて少ないため，体系的な展示評価や専
門的な知識と経験が必要な来館者調査を実施することは難し
い（倉田・矢島， 1993; 里見， 2014）．そのため，博物館を訪
れるさまざまなバックグラウンドを持つ多様な来館者の声を
拾い集め，展示評価に活かすため，国内では展示に対する対
面での聞き取り（インタビュー）あるいは用紙を設置して回
答してもらうといったアンケートによっている場合が多い（例
えば倉田・矢島， 1993; 伊丹市昆虫館， 2003; 鵜沢， 2016; 蓑島
ら， 2018）．しかし，これらのアンケートは大人を対象とした
ものがほとんどであり，子供の率直な生の声を広く集めるた
めにはさまざまな工夫が求められる．例えば，小学校の低学
年生と高学年生では発達段階がかなり異なるため，幅広い発
達段階にある子供にも理解できる質問を設計する必要がある．
さらに，低学年生を対象とする場合，各児童に質問項目を読
み上げたり説明を加えたりしながら，回答を代筆することが
必要な場合もある．このため，当方式でのアンケートの場合，
対応できる子供の数が限られてしまうといった課題も存在す
る（北原ら， 2008）．また，保護者や教育者を通して間接的に
子供の意見を収集する方法もある（伊丹市昆虫館， 2003など）．

このような場合，保護者といえども子供の真意がくみ取れな
い可能性があることが指摘されている（吉田， 2012）．
そこで筆者らは，多数の子供の生の声を，少ない労力で
現出できる方法を検討した．この方法の立案に際し，北九州
市立自然史・歴史博物館の特別展内で子供向けに行ってきた
塗り絵に着目した．この塗り絵は，はがきサイズの紙に学芸
員が描いた線画を印刷したものである．台紙を着色するため
の作業机を配置した「塗り絵コーナー」を設置し，さらに着
色した塗り絵を貼ることのできる壁を設置している（図
1A–C）．塗り絵は，壁に貼る来館者もいる一方，思い出とし
て持ち帰る来館者もいる．また，時には大人も壁に塗り絵を
貼っている．筆者らは，この塗り絵の裏に簡単な設問を書く
ことで，来館者側も調査者側も手間を必要とせず，かつ自然
体でアンケートに回答してもらえるのではないかと着想し
た．これは，展示会の感想や展示内容に対する質問を記した
カードや人気投票を来館者が自ら壁に貼って共有するという
参加型手法（例えば坂本・野本， 2016）を，アンケート用に
改変したものである．そこで，夏の特別展「大昆虫博」にお
いて，本アンケート手法により，どの程度の回答があるのか，
またどのような回答者が見込まれるのかを確かめるため，塗
り絵を利用した子供向けアンケートを試行した．本稿では本
アンケート試行の結果を報告する．

方法

アンケート調査は，北九州市立自然史・歴史博物館（福
岡県北九州市八幡東区東田）で開催された夏の特別展「大
昆虫博」（2017 年 7 月 15 日（土）～2017 年 9 月 3 日（日）
の計 51 日間，特別展総入場者数は 122,294 名）の会期中，
10日間程度で以下のとおり行った．
アンケートは，特別展の期間中を通じて行っている参加
体験イベントの一つとして配布した塗り絵台紙の裏面を用
いた．塗り絵の台紙は葉書サイズ（148 mm × 100 mm）で，
厚めの白上質紙（90 kg）を用いて，壁に貼り出した際に裏
面の回答が衆目にふれることはないように配慮した．この
塗り絵は，予め学術的に正確な生物の形態を下絵として描
いた上記台紙に，自らの好みの色を塗る作業を通し，生き
物の体の作りについて知覚してもらうことを目的としたも
のである．塗り絵は持ち帰ることも，特別展内で着色する
こともできる．今回のアンケートでは，塗り絵コーナー付
近に設置した壁に来館者が貼った塗り絵を回収する方法を
とった．塗り絵コーナーは記念撮影コーナー以外のおおよ
そすべての展示物を見たところに設置した（図 1A）．
アンケートは簡単な文字の読み書きができる子供が一人
でも回答できるよう，少数の簡単な設問とし，フォントサ
イズと解答欄を大きめに設定（図 1D）し，ほぼ全ての漢字

にルビを振った．記述内容は表 1 のとおりで，名前などの
個人を識別できる情報を記す欄は設けなかった．
塗り絵を壁に貼ることで回収する手法を採用したため，
配布数に対する回収数（回収率）は来館者数と混雑具合，
すなわち塗り絵コーナーおよび休憩用に設けた机と椅子の
数，加えて貼り出す壁の面積が制限要因となる．そのため，
本研究では第一段階として，配布数の計数および日時を正
確に記載しての回収は行わずに，回収したアンケートに対
する回答率と属性のばらつきの検討のみに絞った．アンケー
トに用いた塗り絵の図柄（図 1E）はカブトムシ・チョウ・
サソリの 3 種である．これら図柄の生物は全て特別展に展
示したものであり，図柄の作成には，展示標本のほか，提
供者の許可を得た写真を利用した．アンケート付きの塗り
絵は 8 月に準備し，お盆休みのピークが明け来館者数が落
ち着いた頃に，アンケートがない通常配布の塗り絵に補充
する形で，会場に設置した塗り絵用の机に配置し，来館者
が自由に利用できるようにした．用意したアンケート付き
の塗り絵がなくなり次第、アンケートのない塗り絵を補充
した．そのため、アンケート付き塗り絵の配りはじめと配
りおわりの時には，アンケートのある塗り絵とない塗り絵
が混在していたことになる．貼られた塗り絵は会場監視員
（交流員）が適宜回収した．ただし塗り絵回収時に一部を壁
に残したため，正確な回答日時は不明であった．
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回収された塗り絵は，回答があるものとないもの（白紙）
に分けた．回答があるものは，無効回答（イタズラなど）
を除き，1項目でも回答があれば有効と判断し，集計した．
項目ごとの回答はMicrosoft Excelワークシートに入力し，

本ソフトウェア上で解析した．回収したアンケートに対す
る回答率はアンケートが有効回答か否かの他に，それぞれ
の設問に対しても計算した．割合については本文・図表と
もに百分率で示し，小数点第二位を四捨五入した．
なお，筆跡から保護者による代筆であろうと思われるも
のは子供の意見を聞いて保護者が代筆しているものと判断
し，アンケートに記された年齢の人の回答として扱った．

結果

（1）アンケート回答数
アンケートは合計 1,064枚回収され，有効回答票が 340枚，

無効回答票が 10 枚，白紙が 714 枚だった（表 2）．回収し
たアンケート数に対する有効回答票率は 32.0%であった．
有効回答票内での回答率は表 2 の通りで，最も回答率が
高かった設問は設問 3「１．すきな虫をおしえてください」
で 97.9% であった．選択式の設問 6「４．すきなてんじを
○でかこんでください」が 82.4％となったことを除きすべ
て 90%以上の回答率だった．

（2）アンケート回答者の性別と年齢
性別は，男性が 172枚（55.3%），女性が 139枚（44.7%）

であった（表 3，有効回答 91.5%）．無効回答（表 3：無回答・

その他）は回答なし，両方に丸がついているものが含まれる．
年代は，下は 1歳，上は 61歳で，年齢層に幅はあったも

のの，平均年齢は 8.8 歳（標準偏差 7.5）で，中央値は 7 歳
である．年齢構成は 6～10 歳がおよそ 6 割を占め，次に 1
～5 歳が多かった（表 3）．特に回答者が多い年代（1 歳か
ら 15 歳）に注目すると，3 歳から回答者が増えだし，7 歳
と 8 歳を頂点とするピークを経て，9 歳を境に回答者が減
少するという傾向が見られた．

考察

アンケートの回答数を増やすための手段として，アンケー
ト用紙の郵送や調査員の雇用による対面調査量の増加など
が行われている．さらに，事前報酬の提供や訪問留置など
アンケートの回収率を高める方策なども検討されている（萩
原ら， 2006）．一方，質の高いあるいは均質なデータを得る
ためには，データ収集に係る手続きを可能な限り調査者以
外に委ねるべきではないとの指摘（Punch, 1998）には留意
すべきであろう．
今回行ったアンケートでは，保護者以外の手を煩わせる
ことなく，また調査者側が多大な労力を投入することなく，
有効回答票を得ることができた．従って，アンケート実施
日を増やすことで，より多くの有効回答票を収集し，情報
の分析精度を高めることも可能であると考えられる．また，
調査者側からの回答促進策は行わなかったにも関わらず，
個別の設問に対する回答率は，一つの設問を除き 90% 以上
と高かった（表 2）．この高い回答率が得られた要因として，

少数の簡単な設問（表 1）を提示したことが考えられる．
放課後や週末に子供達が安全で安心した時間を過ごすこと
ができるよう公立小学校が実施している「放課後子ども教
室」の現状を，子供自身による評価を通して把握しようと
した研究でも，極力シンプルで複数項目からの選択式回答
のアンケートを用いたことが，子供の真意の現出につながっ
た要因の一つであると考察されている（北原ら， 2008）．こ
のように，子供の声を汲み取るためのアンケートの設計に
は，適切で簡単な設問を設定することは，非常に重要であ
ると思われる．一方，複雑なものなど設問の内容によって
は無回答が増えることが想定される．このような設問を設
ける必要があるアンケートの場合は，設問数を減らすなど
の方策が必要かもしれない．
今回の調査では，塗り絵のスペースおよび貼り付け用の
スペースという制限要因が想定され，塗り絵を持ち帰る来
館者が予想されることから，回収率（配布枚数に対する貼
り付け率）を求めず，本アンケート手法で十分な数の回答
が見込まれるか、どのような回答者が期待されるのか，の
分析のみを目的とした．しかし，回収率はアンケートの誤
差を把握する上でも重要な指標となるため，今後の調査で
は，回収率を把握し，より高めることのできる手法も検討
したい．
回答者の性別については，男性が女性よりも 10% 多かっ
た．過去に行われた他の自然史系博物館におけるアンケー
トでは，博物館や展示内容により男女比が異なるものの，
おおよそ男女ともに 4 割から 6 割程度の範囲に収まってい
る（橋本ら， 2007; 八木， 2010; 坂本， 2013; 鵜沢， 2016）．今
回みられた 10% の差が塗り絵参加者の男女比を反映してい
るのか，昆虫展入場者の比を反映しているのかは不明であ
るが，他館の結果と比べて大きな差はなかったことは興味
深い．
回答者は，10歳以下が圧倒的に多く（表 3），さらに 7歳

と 8歳を頂点として 10歳を超えると回答数が大きく減った
（表 4）ことから，小学校中・高学年生がアンケートの主な
回答者となっていたことが分かる．なお，先述したとおり，
筆跡から特に年少の子供で保護者による代筆だろうと思わ
れるものが散見された．このように，保護者と一緒に答え
ることによるバイアスも今後の課題かもしれない．
他方，今回の結果では 16～ 20 歳の回答者が 3 名，26～

30 歳は 4 名，36～ 40 歳は 6 名と，小学生以上の回答数は
きわめて少なかった．これまでの経験から，アンケートの
有無にかかわらず，成人の塗り絵が張り出されることもあ
るものの，成人の意見の収集に本手法を援用することは難
しいものと思われる．
今回の塗り絵を用いたアンケートに際して，展示会場で
見た限りでは，男女どちらかが圧倒的に塗り絵を好んでい
るという印象はなかった．アンケートへの回答の有無に絵
柄が与える影響については，今後，同様のアンケートを複
数の展示会で実施し，総合的に評価していく必要がある．
一方で，はがきサイズの塗り絵を用いることによる制限
事項も存在するものと考えられる．例えば，アンケートの

紙面は A4 などの用紙に比べて限られる（図 1D）．しかし
子供を主な対象とするためには設問の単純性やわかりやす
さと，一定以上のフォントサイズが求められる．これにより，
文字数や設問数に制限が生まれる．また，紙面が限られる
ことで，インフォームドコンセントの文言を組み込むのが
難しい．また，アンケート回答面は裏面であり，100 kg 前
後の厚めの上質紙を使えば塗り絵を貼った後に表面から回
答が見えることはないものの，貼ってもらうという回答方
法は箱に入れるアンケート回収とは同等ではない．例えば，
貼り付けてあった塗り絵は容易に剥がすことができるため，
回答面に記された情報を他人が見ることができる可能性も
存在すると思われる．これらのことから，個人情報の収集
やセンシティブな質問事項にならないように，設問の設計
には十分な考慮が必要であろう．

まとめ

本手法は，7～ 8 歳前後の子供を対象としたアンケート
調査として十分に機能することが示唆された．本手法には
これまでに用いられてきたアンケートにはない利点がある
が，トレードオフとなる欠点も存在する．すなわち，（1）
設問の単純さ，（2）設問数の少なさ，（3）倫理上の制限が
大きいというデメリットと引き換えに，（1）面接アンケー
ト（インタビュー）のように調査者にとってプラス意見に
バイアスする（里見， 2014）可能性が低い，（2）設置型ア
ンケートのように自らアンケートを書きに行く手間がかか
らない，（3）大きな読みやすい文字を提示することができる，
（4）アンケート回答用の場所を新たに用意する必要がない，
そして（5）塗り絵を塗らなければ壁に貼れない（貼れない
訳ではないが，目立つ）点により一人による大量の回答を
防ぐことができるというメリットを内在している．このよ
うに，踏み込んだ精緻な情報ではなく，シンプルな子供の
生の声をランダムにかつ大量に収集するには有益な方法で
あると考えられる．
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要約

特別展内における来館者参加型の「塗り絵」を利用した
自由回答のアンケート手法について，回答率と回答者の面
から有用性を検討した．試行は 2017 年の夏に北九州市立自
然史・歴史博物館で行われた自然史の特別展において，10
日間程度で行った．アンケート付の塗り絵は合計 1,064 枚
回収され，有効回答票が 340 枚（回収したアンケートに対
する回答率として 32.0%）だった．各設問の回答率は 1 問
（82.4%）を除き，すべて 90%以上の回答率となり，アンケー
トとして十分に機能することが示唆された．回答率には配
布方法や設問が関わっていると考えられる．有効回答中の
男女比は，男性が 55.3%，女性が 44.7% となった．回答者
の年齢平均は 8.8歳で，中央値と最頻値ともに 7歳となった．
これらの結果は本アンケート手法が博物館特別展において
7～ 8 歳前後の子供を対象に有用に機能する可能性を示唆
している．一方でアンケート用紙のサイズがはがきサイズ
である制約による面積の小ささや，アンケートが裏面で貼
り出した際には見えないとはいえ，貼り出すことが前提で
あるため，設問に配慮が必要なことが本アンケート手法の
制限事項となる．
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表 3．性別と年齢層別の回答者・無回答者数．
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は　じ　め　に

博物館の中核をなす役割の一つ，展示は大小さまざまな目
的や理念を持つ．例えば常設展示ではそれぞれの博物館がも
つ目的や理念，また特別展示においては個別の目的や理念に
沿って行われる（里見， 2014）．これらの展示は，来館者に対
し豊かな教養を提供することによって，生活の質の向上を図
ることに繋がるほか，資料収集を通じて得られた研究成果が
もたらす学問の面白さを伝える機能も併せ持っている．日々
の勉強の先にある世界を楽しいものと認識してもらえるなら
ば，学ぶことに対するモチベーションにもつながるだろう．

魅力的で満足度の高い博物館展示を行い，かつ展示の目
的や理念を果たすためには，展示が来館者のニーズや期待
に応えているか，そして展示者の意図が的確に伝わってい
るかなどを評価する必要がある（村田， 2003）．そのため，
これまでにさまざまな展示評価法が提示され，それらの効
果も議論されてきた（倉田・矢島， 1993; Hein, 1998; 村田， 
2003など）．例えば，展示に内包されたメッセージが来館者
に伝わっているかどうかを評価するには，企画段階評価，
形成的評価，総括的評価および修正的評価の実施といった
体系的な評価の実施が必要であるとされている（倉田・矢島， 
1993; 村田， 2003）．また，来館者の多様な博物館体験を，

エピソード記述やワークショップをとおして視覚化し関係
者で共有する方法も検討されている（坂倉， 2015, 2017）．
一方，日本では，エバリュエーターを専門職として配置し
ている博物館がきわめて少ないため，体系的な展示評価や専
門的な知識と経験が必要な来館者調査を実施することは難し
い（倉田・矢島， 1993; 里見， 2014）．そのため，博物館を訪
れるさまざまなバックグラウンドを持つ多様な来館者の声を
拾い集め，展示評価に活かすため，国内では展示に対する対
面での聞き取り（インタビュー）あるいは用紙を設置して回
答してもらうといったアンケートによっている場合が多い（例
えば倉田・矢島， 1993; 伊丹市昆虫館， 2003; 鵜沢， 2016; 蓑島
ら， 2018）．しかし，これらのアンケートは大人を対象とした
ものがほとんどであり，子供の率直な生の声を広く集めるた
めにはさまざまな工夫が求められる．例えば，小学校の低学
年生と高学年生では発達段階がかなり異なるため，幅広い発
達段階にある子供にも理解できる質問を設計する必要がある．
さらに，低学年生を対象とする場合，各児童に質問項目を読
み上げたり説明を加えたりしながら，回答を代筆することが
必要な場合もある．このため，当方式でのアンケートの場合，
対応できる子供の数が限られてしまうといった課題も存在す
る（北原ら， 2008）．また，保護者や教育者を通して間接的に
子供の意見を収集する方法もある（伊丹市昆虫館， 2003など）．

このような場合，保護者といえども子供の真意がくみ取れな
い可能性があることが指摘されている（吉田， 2012）．
そこで筆者らは，多数の子供の生の声を，少ない労力で
現出できる方法を検討した．この方法の立案に際し，北九州
市立自然史・歴史博物館の特別展内で子供向けに行ってきた
塗り絵に着目した．この塗り絵は，はがきサイズの紙に学芸
員が描いた線画を印刷したものである．台紙を着色するため
の作業机を配置した「塗り絵コーナー」を設置し，さらに着
色した塗り絵を貼ることのできる壁を設置している（図
1A–C）．塗り絵は，壁に貼る来館者もいる一方，思い出とし
て持ち帰る来館者もいる．また，時には大人も壁に塗り絵を
貼っている．筆者らは，この塗り絵の裏に簡単な設問を書く
ことで，来館者側も調査者側も手間を必要とせず，かつ自然
体でアンケートに回答してもらえるのではないかと着想し
た．これは，展示会の感想や展示内容に対する質問を記した
カードや人気投票を来館者が自ら壁に貼って共有するという
参加型手法（例えば坂本・野本， 2016）を，アンケート用に
改変したものである．そこで，夏の特別展「大昆虫博」にお
いて，本アンケート手法により，どの程度の回答があるのか，
またどのような回答者が見込まれるのかを確かめるため，塗
り絵を利用した子供向けアンケートを試行した．本稿では本
アンケート試行の結果を報告する．

方法

アンケート調査は，北九州市立自然史・歴史博物館（福
岡県北九州市八幡東区東田）で開催された夏の特別展「大
昆虫博」（2017 年 7 月 15 日（土）～2017 年 9 月 3 日（日）
の計 51 日間，特別展総入場者数は 122,294 名）の会期中，
10日間程度で以下のとおり行った．
アンケートは，特別展の期間中を通じて行っている参加
体験イベントの一つとして配布した塗り絵台紙の裏面を用
いた．塗り絵の台紙は葉書サイズ（148 mm × 100 mm）で，
厚めの白上質紙（90 kg）を用いて，壁に貼り出した際に裏
面の回答が衆目にふれることはないように配慮した．この
塗り絵は，予め学術的に正確な生物の形態を下絵として描
いた上記台紙に，自らの好みの色を塗る作業を通し，生き
物の体の作りについて知覚してもらうことを目的としたも
のである．塗り絵は持ち帰ることも，特別展内で着色する
こともできる．今回のアンケートでは，塗り絵コーナー付
近に設置した壁に来館者が貼った塗り絵を回収する方法を
とった．塗り絵コーナーは記念撮影コーナー以外のおおよ
そすべての展示物を見たところに設置した（図 1A）．
アンケートは簡単な文字の読み書きができる子供が一人
でも回答できるよう，少数の簡単な設問とし，フォントサ
イズと解答欄を大きめに設定（図 1D）し，ほぼ全ての漢字

にルビを振った．記述内容は表 1 のとおりで，名前などの
個人を識別できる情報を記す欄は設けなかった．
塗り絵を壁に貼ることで回収する手法を採用したため，
配布数に対する回収数（回収率）は来館者数と混雑具合，
すなわち塗り絵コーナーおよび休憩用に設けた机と椅子の
数，加えて貼り出す壁の面積が制限要因となる．そのため，
本研究では第一段階として，配布数の計数および日時を正
確に記載しての回収は行わずに，回収したアンケートに対
する回答率と属性のばらつきの検討のみに絞った．アンケー
トに用いた塗り絵の図柄（図 1E）はカブトムシ・チョウ・
サソリの 3 種である．これら図柄の生物は全て特別展に展
示したものであり，図柄の作成には，展示標本のほか，提
供者の許可を得た写真を利用した．アンケート付きの塗り
絵は 8 月に準備し，お盆休みのピークが明け来館者数が落
ち着いた頃に，アンケートがない通常配布の塗り絵に補充
する形で，会場に設置した塗り絵用の机に配置し，来館者
が自由に利用できるようにした．用意したアンケート付き
の塗り絵がなくなり次第、アンケートのない塗り絵を補充
した．そのため、アンケート付き塗り絵の配りはじめと配
りおわりの時には，アンケートのある塗り絵とない塗り絵
が混在していたことになる．貼られた塗り絵は会場監視員
（交流員）が適宜回収した．ただし塗り絵回収時に一部を壁
に残したため，正確な回答日時は不明であった．
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回収された塗り絵は，回答があるものとないもの（白紙）
に分けた．回答があるものは，無効回答（イタズラなど）
を除き，1項目でも回答があれば有効と判断し，集計した．
項目ごとの回答はMicrosoft Excelワークシートに入力し，

本ソフトウェア上で解析した．回収したアンケートに対す
る回答率はアンケートが有効回答か否かの他に，それぞれ
の設問に対しても計算した．割合については本文・図表と
もに百分率で示し，小数点第二位を四捨五入した．
なお，筆跡から保護者による代筆であろうと思われるも
のは子供の意見を聞いて保護者が代筆しているものと判断
し，アンケートに記された年齢の人の回答として扱った．

結果

（1）アンケート回答数
アンケートは合計 1,064枚回収され，有効回答票が 340枚，

無効回答票が 10 枚，白紙が 714 枚だった（表 2）．回収し
たアンケート数に対する有効回答票率は 32.0%であった．
有効回答票内での回答率は表 2 の通りで，最も回答率が
高かった設問は設問 3「１．すきな虫をおしえてください」
で 97.9% であった．選択式の設問 6「４．すきなてんじを
○でかこんでください」が 82.4％となったことを除きすべ
て 90%以上の回答率だった．

（2）アンケート回答者の性別と年齢
性別は，男性が 172枚（55.3%），女性が 139枚（44.7%）

であった（表 3，有効回答 91.5%）．無効回答（表 3：無回答・

その他）は回答なし，両方に丸がついているものが含まれる．
年代は，下は 1歳，上は 61歳で，年齢層に幅はあったも

のの，平均年齢は 8.8 歳（標準偏差 7.5）で，中央値は 7 歳
である．年齢構成は 6～10 歳がおよそ 6 割を占め，次に 1
～5 歳が多かった（表 3）．特に回答者が多い年代（1 歳か
ら 15 歳）に注目すると，3 歳から回答者が増えだし，7 歳
と 8 歳を頂点とするピークを経て，9 歳を境に回答者が減
少するという傾向が見られた．

考察

アンケートの回答数を増やすための手段として，アンケー
ト用紙の郵送や調査員の雇用による対面調査量の増加など
が行われている．さらに，事前報酬の提供や訪問留置など
アンケートの回収率を高める方策なども検討されている（萩
原ら， 2006）．一方，質の高いあるいは均質なデータを得る
ためには，データ収集に係る手続きを可能な限り調査者以
外に委ねるべきではないとの指摘（Punch, 1998）には留意
すべきであろう．
今回行ったアンケートでは，保護者以外の手を煩わせる
ことなく，また調査者側が多大な労力を投入することなく，
有効回答票を得ることができた．従って，アンケート実施
日を増やすことで，より多くの有効回答票を収集し，情報
の分析精度を高めることも可能であると考えられる．また，
調査者側からの回答促進策は行わなかったにも関わらず，
個別の設問に対する回答率は，一つの設問を除き 90% 以上
と高かった（表 2）．この高い回答率が得られた要因として，

少数の簡単な設問（表 1）を提示したことが考えられる．
放課後や週末に子供達が安全で安心した時間を過ごすこと
ができるよう公立小学校が実施している「放課後子ども教
室」の現状を，子供自身による評価を通して把握しようと
した研究でも，極力シンプルで複数項目からの選択式回答
のアンケートを用いたことが，子供の真意の現出につながっ
た要因の一つであると考察されている（北原ら， 2008）．こ
のように，子供の声を汲み取るためのアンケートの設計に
は，適切で簡単な設問を設定することは，非常に重要であ
ると思われる．一方，複雑なものなど設問の内容によって
は無回答が増えることが想定される．このような設問を設
ける必要があるアンケートの場合は，設問数を減らすなど
の方策が必要かもしれない．
今回の調査では，塗り絵のスペースおよび貼り付け用の
スペースという制限要因が想定され，塗り絵を持ち帰る来
館者が予想されることから，回収率（配布枚数に対する貼
り付け率）を求めず，本アンケート手法で十分な数の回答
が見込まれるか、どのような回答者が期待されるのか，の
分析のみを目的とした．しかし，回収率はアンケートの誤
差を把握する上でも重要な指標となるため，今後の調査で
は，回収率を把握し，より高めることのできる手法も検討
したい．
回答者の性別については，男性が女性よりも 10% 多かっ
た．過去に行われた他の自然史系博物館におけるアンケー
トでは，博物館や展示内容により男女比が異なるものの，
おおよそ男女ともに 4 割から 6 割程度の範囲に収まってい
る（橋本ら， 2007; 八木， 2010; 坂本， 2013; 鵜沢， 2016）．今
回みられた 10% の差が塗り絵参加者の男女比を反映してい
るのか，昆虫展入場者の比を反映しているのかは不明であ
るが，他館の結果と比べて大きな差はなかったことは興味
深い．
回答者は，10歳以下が圧倒的に多く（表 3），さらに 7歳

と 8歳を頂点として 10歳を超えると回答数が大きく減った
（表 4）ことから，小学校中・高学年生がアンケートの主な
回答者となっていたことが分かる．なお，先述したとおり，
筆跡から特に年少の子供で保護者による代筆だろうと思わ
れるものが散見された．このように，保護者と一緒に答え
ることによるバイアスも今後の課題かもしれない．
他方，今回の結果では 16～ 20 歳の回答者が 3 名，26～

30 歳は 4 名，36～ 40 歳は 6 名と，小学生以上の回答数は
きわめて少なかった．これまでの経験から，アンケートの
有無にかかわらず，成人の塗り絵が張り出されることもあ
るものの，成人の意見の収集に本手法を援用することは難
しいものと思われる．
今回の塗り絵を用いたアンケートに際して，展示会場で
見た限りでは，男女どちらかが圧倒的に塗り絵を好んでい
るという印象はなかった．アンケートへの回答の有無に絵
柄が与える影響については，今後，同様のアンケートを複
数の展示会で実施し，総合的に評価していく必要がある．
一方で，はがきサイズの塗り絵を用いることによる制限
事項も存在するものと考えられる．例えば，アンケートの

紙面は A4 などの用紙に比べて限られる（図 1D）．しかし
子供を主な対象とするためには設問の単純性やわかりやす
さと，一定以上のフォントサイズが求められる．これにより，
文字数や設問数に制限が生まれる．また，紙面が限られる
ことで，インフォームドコンセントの文言を組み込むのが
難しい．また，アンケート回答面は裏面であり，100 kg 前
後の厚めの上質紙を使えば塗り絵を貼った後に表面から回
答が見えることはないものの，貼ってもらうという回答方
法は箱に入れるアンケート回収とは同等ではない．例えば，
貼り付けてあった塗り絵は容易に剥がすことができるため，
回答面に記された情報を他人が見ることができる可能性も
存在すると思われる．これらのことから，個人情報の収集
やセンシティブな質問事項にならないように，設問の設計
には十分な考慮が必要であろう．

まとめ

本手法は，7～ 8 歳前後の子供を対象としたアンケート
調査として十分に機能することが示唆された．本手法には
これまでに用いられてきたアンケートにはない利点がある
が，トレードオフとなる欠点も存在する．すなわち，（1）
設問の単純さ，（2）設問数の少なさ，（3）倫理上の制限が
大きいというデメリットと引き換えに，（1）面接アンケー
ト（インタビュー）のように調査者にとってプラス意見に
バイアスする（里見， 2014）可能性が低い，（2）設置型ア
ンケートのように自らアンケートを書きに行く手間がかか
らない，（3）大きな読みやすい文字を提示することができる，
（4）アンケート回答用の場所を新たに用意する必要がない，
そして（5）塗り絵を塗らなければ壁に貼れない（貼れない
訳ではないが，目立つ）点により一人による大量の回答を
防ぐことができるというメリットを内在している．このよ
うに，踏み込んだ精緻な情報ではなく，シンプルな子供の
生の声をランダムにかつ大量に収集するには有益な方法で
あると考えられる．
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要約

特別展内における来館者参加型の「塗り絵」を利用した
自由回答のアンケート手法について，回答率と回答者の面
から有用性を検討した．試行は 2017 年の夏に北九州市立自
然史・歴史博物館で行われた自然史の特別展において，10
日間程度で行った．アンケート付の塗り絵は合計 1,064 枚
回収され，有効回答票が 340 枚（回収したアンケートに対
する回答率として 32.0%）だった．各設問の回答率は 1 問
（82.4%）を除き，すべて 90%以上の回答率となり，アンケー
トとして十分に機能することが示唆された．回答率には配
布方法や設問が関わっていると考えられる．有効回答中の
男女比は，男性が 55.3%，女性が 44.7% となった．回答者
の年齢平均は 8.8歳で，中央値と最頻値ともに 7歳となった．
これらの結果は本アンケート手法が博物館特別展において
7～ 8 歳前後の子供を対象に有用に機能する可能性を示唆
している．一方でアンケート用紙のサイズがはがきサイズ
である制約による面積の小ささや，アンケートが裏面で貼
り出した際には見えないとはいえ，貼り出すことが前提で
あるため，設問に配慮が必要なことが本アンケート手法の
制限事項となる．
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表 4．1歳から 15歳までの年齢別回答者数．
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は　じ　め　に

博物館の中核をなす役割の一つ，展示は大小さまざまな目
的や理念を持つ．例えば常設展示ではそれぞれの博物館がも
つ目的や理念，また特別展示においては個別の目的や理念に
沿って行われる（里見， 2014）．これらの展示は，来館者に対
し豊かな教養を提供することによって，生活の質の向上を図
ることに繋がるほか，資料収集を通じて得られた研究成果が
もたらす学問の面白さを伝える機能も併せ持っている．日々
の勉強の先にある世界を楽しいものと認識してもらえるなら
ば，学ぶことに対するモチベーションにもつながるだろう．

魅力的で満足度の高い博物館展示を行い，かつ展示の目
的や理念を果たすためには，展示が来館者のニーズや期待
に応えているか，そして展示者の意図が的確に伝わってい
るかなどを評価する必要がある（村田， 2003）．そのため，
これまでにさまざまな展示評価法が提示され，それらの効
果も議論されてきた（倉田・矢島， 1993; Hein, 1998; 村田， 
2003など）．例えば，展示に内包されたメッセージが来館者
に伝わっているかどうかを評価するには，企画段階評価，
形成的評価，総括的評価および修正的評価の実施といった
体系的な評価の実施が必要であるとされている（倉田・矢島， 
1993; 村田， 2003）．また，来館者の多様な博物館体験を，

エピソード記述やワークショップをとおして視覚化し関係
者で共有する方法も検討されている（坂倉， 2015, 2017）．
一方，日本では，エバリュエーターを専門職として配置し
ている博物館がきわめて少ないため，体系的な展示評価や専
門的な知識と経験が必要な来館者調査を実施することは難し
い（倉田・矢島， 1993; 里見， 2014）．そのため，博物館を訪
れるさまざまなバックグラウンドを持つ多様な来館者の声を
拾い集め，展示評価に活かすため，国内では展示に対する対
面での聞き取り（インタビュー）あるいは用紙を設置して回
答してもらうといったアンケートによっている場合が多い（例
えば倉田・矢島， 1993; 伊丹市昆虫館， 2003; 鵜沢， 2016; 蓑島
ら， 2018）．しかし，これらのアンケートは大人を対象とした
ものがほとんどであり，子供の率直な生の声を広く集めるた
めにはさまざまな工夫が求められる．例えば，小学校の低学
年生と高学年生では発達段階がかなり異なるため，幅広い発
達段階にある子供にも理解できる質問を設計する必要がある．
さらに，低学年生を対象とする場合，各児童に質問項目を読
み上げたり説明を加えたりしながら，回答を代筆することが
必要な場合もある．このため，当方式でのアンケートの場合，
対応できる子供の数が限られてしまうといった課題も存在す
る（北原ら， 2008）．また，保護者や教育者を通して間接的に
子供の意見を収集する方法もある（伊丹市昆虫館， 2003など）．

このような場合，保護者といえども子供の真意がくみ取れな
い可能性があることが指摘されている（吉田， 2012）．
そこで筆者らは，多数の子供の生の声を，少ない労力で
現出できる方法を検討した．この方法の立案に際し，北九州
市立自然史・歴史博物館の特別展内で子供向けに行ってきた
塗り絵に着目した．この塗り絵は，はがきサイズの紙に学芸
員が描いた線画を印刷したものである．台紙を着色するため
の作業机を配置した「塗り絵コーナー」を設置し，さらに着
色した塗り絵を貼ることのできる壁を設置している（図
1A–C）．塗り絵は，壁に貼る来館者もいる一方，思い出とし
て持ち帰る来館者もいる．また，時には大人も壁に塗り絵を
貼っている．筆者らは，この塗り絵の裏に簡単な設問を書く
ことで，来館者側も調査者側も手間を必要とせず，かつ自然
体でアンケートに回答してもらえるのではないかと着想し
た．これは，展示会の感想や展示内容に対する質問を記した
カードや人気投票を来館者が自ら壁に貼って共有するという
参加型手法（例えば坂本・野本， 2016）を，アンケート用に
改変したものである．そこで，夏の特別展「大昆虫博」にお
いて，本アンケート手法により，どの程度の回答があるのか，
またどのような回答者が見込まれるのかを確かめるため，塗
り絵を利用した子供向けアンケートを試行した．本稿では本
アンケート試行の結果を報告する．

方法

アンケート調査は，北九州市立自然史・歴史博物館（福
岡県北九州市八幡東区東田）で開催された夏の特別展「大
昆虫博」（2017 年 7 月 15 日（土）～2017 年 9 月 3 日（日）
の計 51 日間，特別展総入場者数は 122,294 名）の会期中，
10日間程度で以下のとおり行った．
アンケートは，特別展の期間中を通じて行っている参加
体験イベントの一つとして配布した塗り絵台紙の裏面を用
いた．塗り絵の台紙は葉書サイズ（148 mm × 100 mm）で，
厚めの白上質紙（90 kg）を用いて，壁に貼り出した際に裏
面の回答が衆目にふれることはないように配慮した．この
塗り絵は，予め学術的に正確な生物の形態を下絵として描
いた上記台紙に，自らの好みの色を塗る作業を通し，生き
物の体の作りについて知覚してもらうことを目的としたも
のである．塗り絵は持ち帰ることも，特別展内で着色する
こともできる．今回のアンケートでは，塗り絵コーナー付
近に設置した壁に来館者が貼った塗り絵を回収する方法を
とった．塗り絵コーナーは記念撮影コーナー以外のおおよ
そすべての展示物を見たところに設置した（図 1A）．
アンケートは簡単な文字の読み書きができる子供が一人
でも回答できるよう，少数の簡単な設問とし，フォントサ
イズと解答欄を大きめに設定（図 1D）し，ほぼ全ての漢字

にルビを振った．記述内容は表 1 のとおりで，名前などの
個人を識別できる情報を記す欄は設けなかった．
塗り絵を壁に貼ることで回収する手法を採用したため，
配布数に対する回収数（回収率）は来館者数と混雑具合，
すなわち塗り絵コーナーおよび休憩用に設けた机と椅子の
数，加えて貼り出す壁の面積が制限要因となる．そのため，
本研究では第一段階として，配布数の計数および日時を正
確に記載しての回収は行わずに，回収したアンケートに対
する回答率と属性のばらつきの検討のみに絞った．アンケー
トに用いた塗り絵の図柄（図 1E）はカブトムシ・チョウ・
サソリの 3 種である．これら図柄の生物は全て特別展に展
示したものであり，図柄の作成には，展示標本のほか，提
供者の許可を得た写真を利用した．アンケート付きの塗り
絵は 8 月に準備し，お盆休みのピークが明け来館者数が落
ち着いた頃に，アンケートがない通常配布の塗り絵に補充
する形で，会場に設置した塗り絵用の机に配置し，来館者
が自由に利用できるようにした．用意したアンケート付き
の塗り絵がなくなり次第、アンケートのない塗り絵を補充
した．そのため、アンケート付き塗り絵の配りはじめと配
りおわりの時には，アンケートのある塗り絵とない塗り絵
が混在していたことになる．貼られた塗り絵は会場監視員
（交流員）が適宜回収した．ただし塗り絵回収時に一部を壁
に残したため，正確な回答日時は不明であった．

回収された塗り絵は，回答があるものとないもの（白紙）
に分けた．回答があるものは，無効回答（イタズラなど）
を除き，1項目でも回答があれば有効と判断し，集計した．
項目ごとの回答はMicrosoft Excelワークシートに入力し，

本ソフトウェア上で解析した．回収したアンケートに対す
る回答率はアンケートが有効回答か否かの他に，それぞれ
の設問に対しても計算した．割合については本文・図表と
もに百分率で示し，小数点第二位を四捨五入した．
なお，筆跡から保護者による代筆であろうと思われるも
のは子供の意見を聞いて保護者が代筆しているものと判断
し，アンケートに記された年齢の人の回答として扱った．

結果

（1）アンケート回答数
アンケートは合計 1,064枚回収され，有効回答票が 340枚，

無効回答票が 10 枚，白紙が 714 枚だった（表 2）．回収し
たアンケート数に対する有効回答票率は 32.0%であった．
有効回答票内での回答率は表 2 の通りで，最も回答率が
高かった設問は設問 3「１．すきな虫をおしえてください」
で 97.9% であった．選択式の設問 6「４．すきなてんじを
○でかこんでください」が 82.4％となったことを除きすべ
て 90%以上の回答率だった．

（2）アンケート回答者の性別と年齢
性別は，男性が 172枚（55.3%），女性が 139枚（44.7%）

であった（表 3，有効回答 91.5%）．無効回答（表 3：無回答・

その他）は回答なし，両方に丸がついているものが含まれる．
年代は，下は 1歳，上は 61歳で，年齢層に幅はあったも

のの，平均年齢は 8.8 歳（標準偏差 7.5）で，中央値は 7 歳
である．年齢構成は 6～10 歳がおよそ 6 割を占め，次に 1
～5 歳が多かった（表 3）．特に回答者が多い年代（1 歳か
ら 15 歳）に注目すると，3 歳から回答者が増えだし，7 歳
と 8 歳を頂点とするピークを経て，9 歳を境に回答者が減
少するという傾向が見られた．

考察

アンケートの回答数を増やすための手段として，アンケー
ト用紙の郵送や調査員の雇用による対面調査量の増加など
が行われている．さらに，事前報酬の提供や訪問留置など
アンケートの回収率を高める方策なども検討されている（萩
原ら， 2006）．一方，質の高いあるいは均質なデータを得る
ためには，データ収集に係る手続きを可能な限り調査者以
外に委ねるべきではないとの指摘（Punch, 1998）には留意
すべきであろう．
今回行ったアンケートでは，保護者以外の手を煩わせる
ことなく，また調査者側が多大な労力を投入することなく，
有効回答票を得ることができた．従って，アンケート実施
日を増やすことで，より多くの有効回答票を収集し，情報
の分析精度を高めることも可能であると考えられる．また，
調査者側からの回答促進策は行わなかったにも関わらず，
個別の設問に対する回答率は，一つの設問を除き 90% 以上
と高かった（表 2）．この高い回答率が得られた要因として，

少数の簡単な設問（表 1）を提示したことが考えられる．
放課後や週末に子供達が安全で安心した時間を過ごすこと
ができるよう公立小学校が実施している「放課後子ども教
室」の現状を，子供自身による評価を通して把握しようと
した研究でも，極力シンプルで複数項目からの選択式回答
のアンケートを用いたことが，子供の真意の現出につながっ
た要因の一つであると考察されている（北原ら， 2008）．こ
のように，子供の声を汲み取るためのアンケートの設計に
は，適切で簡単な設問を設定することは，非常に重要であ
ると思われる．一方，複雑なものなど設問の内容によって
は無回答が増えることが想定される．このような設問を設
ける必要があるアンケートの場合は，設問数を減らすなど
の方策が必要かもしれない．
今回の調査では，塗り絵のスペースおよび貼り付け用の
スペースという制限要因が想定され，塗り絵を持ち帰る来
館者が予想されることから，回収率（配布枚数に対する貼
り付け率）を求めず，本アンケート手法で十分な数の回答
が見込まれるか、どのような回答者が期待されるのか，の
分析のみを目的とした．しかし，回収率はアンケートの誤
差を把握する上でも重要な指標となるため，今後の調査で
は，回収率を把握し，より高めることのできる手法も検討
したい．
回答者の性別については，男性が女性よりも 10% 多かっ
た．過去に行われた他の自然史系博物館におけるアンケー
トでは，博物館や展示内容により男女比が異なるものの，
おおよそ男女ともに 4 割から 6 割程度の範囲に収まってい
る（橋本ら， 2007; 八木， 2010; 坂本， 2013; 鵜沢， 2016）．今
回みられた 10% の差が塗り絵参加者の男女比を反映してい
るのか，昆虫展入場者の比を反映しているのかは不明であ
るが，他館の結果と比べて大きな差はなかったことは興味
深い．
回答者は，10歳以下が圧倒的に多く（表 3），さらに 7歳

と 8歳を頂点として 10歳を超えると回答数が大きく減った
（表 4）ことから，小学校中・高学年生がアンケートの主な
回答者となっていたことが分かる．なお，先述したとおり，
筆跡から特に年少の子供で保護者による代筆だろうと思わ
れるものが散見された．このように，保護者と一緒に答え
ることによるバイアスも今後の課題かもしれない．
他方，今回の結果では 16～ 20 歳の回答者が 3 名，26～

30 歳は 4 名，36～ 40 歳は 6 名と，小学生以上の回答数は
きわめて少なかった．これまでの経験から，アンケートの
有無にかかわらず，成人の塗り絵が張り出されることもあ
るものの，成人の意見の収集に本手法を援用することは難
しいものと思われる．
今回の塗り絵を用いたアンケートに際して，展示会場で
見た限りでは，男女どちらかが圧倒的に塗り絵を好んでい
るという印象はなかった．アンケートへの回答の有無に絵
柄が与える影響については，今後，同様のアンケートを複
数の展示会で実施し，総合的に評価していく必要がある．
一方で，はがきサイズの塗り絵を用いることによる制限
事項も存在するものと考えられる．例えば，アンケートの

紙面は A4 などの用紙に比べて限られる（図 1D）．しかし
子供を主な対象とするためには設問の単純性やわかりやす
さと，一定以上のフォントサイズが求められる．これにより，
文字数や設問数に制限が生まれる．また，紙面が限られる
ことで，インフォームドコンセントの文言を組み込むのが
難しい．また，アンケート回答面は裏面であり，100 kg 前
後の厚めの上質紙を使えば塗り絵を貼った後に表面から回
答が見えることはないものの，貼ってもらうという回答方
法は箱に入れるアンケート回収とは同等ではない．例えば，
貼り付けてあった塗り絵は容易に剥がすことができるため，
回答面に記された情報を他人が見ることができる可能性も
存在すると思われる．これらのことから，個人情報の収集
やセンシティブな質問事項にならないように，設問の設計
には十分な考慮が必要であろう．

まとめ

本手法は，7～ 8 歳前後の子供を対象としたアンケート
調査として十分に機能することが示唆された．本手法には
これまでに用いられてきたアンケートにはない利点がある
が，トレードオフとなる欠点も存在する．すなわち，（1）
設問の単純さ，（2）設問数の少なさ，（3）倫理上の制限が
大きいというデメリットと引き換えに，（1）面接アンケー
ト（インタビュー）のように調査者にとってプラス意見に
バイアスする（里見， 2014）可能性が低い，（2）設置型ア
ンケートのように自らアンケートを書きに行く手間がかか
らない，（3）大きな読みやすい文字を提示することができる，
（4）アンケート回答用の場所を新たに用意する必要がない，
そして（5）塗り絵を塗らなければ壁に貼れない（貼れない
訳ではないが，目立つ）点により一人による大量の回答を
防ぐことができるというメリットを内在している．このよ
うに，踏み込んだ精緻な情報ではなく，シンプルな子供の
生の声をランダムにかつ大量に収集するには有益な方法で
あると考えられる．
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要約

特別展内における来館者参加型の「塗り絵」を利用した
自由回答のアンケート手法について，回答率と回答者の面
から有用性を検討した．試行は 2017 年の夏に北九州市立自
然史・歴史博物館で行われた自然史の特別展において，10
日間程度で行った．アンケート付の塗り絵は合計 1,064 枚
回収され，有効回答票が 340 枚（回収したアンケートに対
する回答率として 32.0%）だった．各設問の回答率は 1 問
（82.4%）を除き，すべて 90%以上の回答率となり，アンケー
トとして十分に機能することが示唆された．回答率には配
布方法や設問が関わっていると考えられる．有効回答中の
男女比は，男性が 55.3%，女性が 44.7% となった．回答者
の年齢平均は 8.8歳で，中央値と最頻値ともに 7歳となった．
これらの結果は本アンケート手法が博物館特別展において
7～ 8 歳前後の子供を対象に有用に機能する可能性を示唆
している．一方でアンケート用紙のサイズがはがきサイズ
である制約による面積の小ささや，アンケートが裏面で貼
り出した際には見えないとはいえ，貼り出すことが前提で
あるため，設問に配慮が必要なことが本アンケート手法の
制限事項となる．
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