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　インクルーシブ教育に対する教師の意識調査について，諸外国ではSACIE-R（Sentiments, 
Attitudes, and Concerns about Inclusive Education, Revised）が様々な言語に翻訳された上で，調
査が進められている。SACIE-Rには15項目数の質問項目があり，インクルーシブ教育に対する懸
念因子と態度因子，および障害のある児童生徒への感傷因子によって構成されている。本研究で
は，SACIE-R日本語版の標準化を目的として質問紙調査を実施した。教員免許取得希望の学生（N
＝431）を調査対象者として，著者らが日本語訳したSACIE-R日本語版への回答を求めた。主成分
分析の結果から，懸念因子，態度因子，感傷因子の３因子が抽出された。各因子の内的整合性につ
いては，懸念因子（クロンバックのα＝.689），態度因子（α＝.441），感傷因子（α＝.431）であっ
た。因子構造の観点からは，SACIE-R日本語版としての有用性を確認した。懸念因子および態度
因子の内的整合性については議論の余地があるとされた。
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インクルーシブ教育に関する質問紙（SACIE-R日本語版）の標準化
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Ⅰ　はじめに
　「障害のある人たちの権利に関する条約（国連総会）」
が平成18年（2006年）に採択され，平成20年（2008年）
に発効された。日本では，平成25年（2014年）１月に
批准し，２月に発効された。これに伴って，日本にお
いてもインクルーシブ教育システムへの転換が図られ
ている。インクルーシブ教育は障害の有無に関わらず
ともに学ぶ仕組みであり，“障害のある者が教育制度
一般から排除されないこと，自己の生活する地域にお
いて初等中等教育の機会が与えられること，個人に必
要な合理的配慮が提供される等が必要”とされている。
　インクルーシブ教育の推進には，教育実践を担
う 教 師 の 意 識 が 影 響 を 及 ぼ す（Meijer & Foster, 
1988; Savolainen, Engelbrecht, Nel, & Malinen, 2012; 
Soodak, Podell, & Lehman, 1998; Weisel & Dror, 
2006）。日本においてもインクルーシブ教育に対する
教師の意識調査が実施されてきた（権・半澤・田中, 
2012; 今枝・楠・金森, 2013; 上野・中村, 2011）。例えば，
上野・中村（2011）は，小学校における通常学級在籍
の教師に対して，インクルーシブ教育に対する意識調
査を行なった。その結果，インクルーシブ教育の必要
性は認識しているものの，現状から見ると実施困難で
あるという意識が見られた。また，インクルーシブ教
育に対して消極的である意見もあった。
　これらの先行研究で用いられている質問項目は多種
多様であるため，統一された見解がなされていない
のが現状である。この点に関して，Loreman, Earle, 
Sharma, and Forlin（2007）はインクルーシブ教育
に対する教師の意識調査を行なう質問紙を開発した

（SACIE: Sentiments, Attitudes, and Concerns about 
Inclusive Education）。また，インクルーシブ教育
の実践において教師がもつ自己効力感に関しては，
Sharma, Loreman, and Forlin（2012）によって作成
されたTEIP（Teacher Efficacy for Inclusive Practice）1が
ある。
　特に，SACIEは，修正版SACIE（SACIE-R）とし
てForlin, Earle, Loreman, and Sharma（2011）によっ
て作成され，15項目数に精緻化されている。SACIE-R
は，「態度因子」，「懸念因子」，「感傷因子」の３つの
下位因子で構成される。態度因子では，教師が，様々
な教育的ニーズをもった子どもたちをどのように受け
入れているのかについて測定できる。懸念因子では，
インクルーシブ教育に対する教師の懸念や心配につい
て測定することができる。感傷因子では，教師が障害
のある人々に対してどのような態度で関与するのかに
ついて測定することができる。SACIE-Rは，様々な言
語に翻訳され，統一した観点から各国におけるインク
ルーシブ教育の現状について調査がなされている。諸
外国では，大規模調査が行なわれ標準化が進んでいる

（例えば，Forlin et al., 2011; Loreman et al., 2007）。
　インクルーシブ教育に対して教師がもつ態度は，イ
ンクルーシブ教育の推進に影響を及ぼす（e.g., Meijer 
& Foster, 1988）。このことから，我が国におけるイ
ンクルーシブ教育を推進させる要因の一つとして，諸
外国の動向を見据えてインクルーシブ教育に対する教
師の意識調査を行なうことが重要であると考える。髙
橋・鶴巻・五十嵐（2014）は，SACIE-R日本語版の
作成を試みた。そのなかでは，知的障害を主とした特
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別支援学校の教師を対象として予備調査を実施し，障
害児教育の経験が豊富な者ほどインクルーシブ教育に
対してポジティブな態度を形成しており，懸念や感傷
的態度の低い傾向が明らかとなった。学校種間におけ
るインクルーシブ教育への態度の差異を明らかにする
ことで，インクルーシブ教育に対するポジティブな態
度形成のプロセスを検討することができる。それを教
員養成段階に適用することで，インクルーシブ教育を
推進できる教員の養成あるいは研修へと展開できる意
義がある。
　本研究では，髙橋・他（2014）が作成したSACIE-R
日本語版の標準化を目的として質問紙調査を実施し
た。その上で，SACIE-R日本語版の有用性について
検討を行なった。

Ⅱ　方 法
１．調査対象者
　教員免許取得を希望する大学生・大学院生431名（男
性162名，女性269名，19歳～21歳）が調査に参加した。
調査内容および実施については，福島大学倫理委員会
の審査を受けた。

２．質問紙
　SACIE-Rを著者らが日本語訳して用いた（質問項目
は，髙橋・他, 2014を参照）。SACIE-RはForlin et al. 

（2011）が開発した質問紙で，インクルーシブ教育に
対する教師の態度や考え方を測定することができる。
質問は15項目から構成されており，“かなり反対であ
る”，“反対である”，“賛成である”，“かなり賛成であ
る”の４件法で回答した。これらの項目は，インクルー
シブ教育に対する「懸念因子（原版ではConcerns）」

（例：“私は，インクルーシブな学級では，児童生徒
の全員に目を配ることは難しいと心配している。”），
インクルーシブ教育に対する「態度因子（原版では
Attitudes）」（例：“コミュニケーションについて配慮

（例えば，点字や手話）が必要な児童生徒も，通常学
級に在籍するべきである。”），障害のある児童生徒に
対する「感傷因子（原版ではSentiments）」（例：“障
害のある人々と接するとき，私は，手短にできるだけ
速く用事を終わらせようと思ってしまう。”）の３因子
から構成される。懸念因子および感傷因子は，得点が
低ければ低いほどインクルーシブ教育への肯定的な態
度や考え方を示す。一方で，態度因子は，得点が高け
れば高いほどインクルーシブ教育への肯定的な態度や
考えを示す。

３．手続き
　調査は，特別支援教育に関する講義中に集団で実施
した。

４．分析方法
　Forlin et al.,（2011） の結果を再現するため，本研
究では，原版同様に主成分分析により因子を抽出した。
また，得られた因子についてバリマクス回転を実施し
因子負荷量を算出した。

Ⅲ　結果と考察
１．因子の構成
　SACIE-R日本語版の因子構造を検討するため，431
名の評定得点を用いて主成分分析を行なった。その結
果，固有値が2.55，1.90，1.72の３因子を抽出し，累
積寄与率は41.15% となった。これらの因子について
バリマクス回転を行ない因子負荷量が算出された（表
１）。
　第１因子は，“もし，私の学級に障害のある児童生
徒が在籍する場合，私は，今よりストレスを感じる
のではないかと心配している。”や“私は，もし私の
学級に障害のある児童生徒が在籍した場合，仕事の負
荷が増えると心配する。”などの質問項目が高い負荷
量を示した。Forlin et al.（2011）から，第１因子は
インクルーシブ教育に対する「懸念因子」であると考
えられる。第２因子は，“学業に関する個別の指導計
画や個別の教育支援計画を必要とする児童生徒も，通
常学級に在籍するべきである。”や“テストで十分な
点数がとれない児童生徒も，通常学級に在籍するべ
きである。”などの質問項目が高い負荷量を示した。
Forlin et al.（2011）から，第２因子はインクルーシ
ブ教育に対する「態度因子」と一致する。第３因子は，

“私は，障害のある人の顔を直視することに抵抗があ
る。”や“障害のある人々と接するとき，私は，手短
にできるだけ速く用事を終わらせようと思ってしま
う。”などの質問項目が高い負荷量を示した。Forlin 
et al.（2011）から，第３因子は，障害のある児童生
徒に対する「感傷因子」であると考えられる。

２．因子の信頼性
　SACIE-R日本語版の内的整合性について検討する
ため，因子ごとにクロンバックのα係数を求めた（表
１）。その結果，懸念因子ではα＝.689，態度因子で
はα＝.441，感傷因子ではα＝.431となった。態度因
子および感傷因子については，α係数が低い値であり
内的整合性が低い可能性が示唆された。

Ⅳ　総合考察
１．SACIE-R日本語版の標準化
　本研究では，インクルーシブ教育に対する教師の態
度や考え方を調査するためのSACIE-R（Sentiments, 
Attitudes, and Concerns about Inclusive Education, 
Revised: Forlin et al., 2011）について，日本語版の標
準化を試みた。教員免許取得を希望する大学生・大学
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院生（N＝431）を対象として，主成分分析を行なった。
その結果，懸念因子，態度因子，および感傷因子の３
因子が抽出された。
　因子構造については，懸念因子，態度因子，および
感傷因子の３因子が抽出され，原版とほぼ同様の因子
構造が認められた。原版では，質問項目９は感傷因子
に含まれた。一方，本研究では，質問項目９は懸念因
子に含まれた。原文（I would feel terrible if I had a 
disability.）から日本語訳（もし，私が障害をもって
しまったら，私はつらい思いをするかもしれない。）
へ変換する際の影響が考えられる。あるいは，質問項
目の有する意味が，障害に対する感傷というよりは懸
念や心配として捉えられたために生じたとも考えられ
る。他の質問項目は原版の因子と一致した。質問項目
９を除いて，SACIE-R日本語版の因子構造は原版と
ほぼ一致すると考えられる。
　内的整合性については，態度因子および感傷因子に
ついて信頼性係数（クロンバックのα）が低い値を示
した（態度因子:α＝.441; 感傷因子:α＝.431）。原版
では，懸念因子（α＝.65），態度因子（α＝.67），感
傷因子（α＝.75）であった。原版においてForlin et 
al.（2011）が指摘するように，SACIE-Rの内的整合性

は比較的低い値を示すことが分かっている。本研究の
結果は，原版における内的整合性の低さが影響したと
も考えられる。
　本研究では３因子構造が支持されたが，いくつかの
項目においては十分な因子負荷量が得られない結果も
見られた（質問項目２および６）。本研究は原版の質
問項目の再現を主な目的としているため，尺度の再構
成は行なわなかった。これらの項目は初期値も低かっ
たため（質問項目２＝.118; 質問項目６＝.158），原版
あるいは国際的な比較を目的としない場合は，これら
の項目を除外した尺度を用いることも有用かもしれな
い。
　上記に関して，本研究では，因子分析（主因子法）
による分析も実施した（Appendixの表を参照）。主因
子法により因子を抽出し，得られた因子についてバリ
マクス回転を実施した。因子負荷量が極端に低かった
項目（項目２および項目６）を削除した上で，再度，
因子分析を実施した。結果から，３因子が抽出された。
項目内容から，第１因子は懸念因子，第２因子は感傷
因子，第３因子は態度因子と考えられる。また，因子
ごとにクロンバックのα係数を求めた結果，懸念因子
ではα＝.689，感傷因子ではα＝.607，態度因子では

 

表１　SACIE-R日本語版の主成分分析結果
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α＝.411となった。原版（Forlin et al., 2011）では主
成分分析を用いて検討を行なったが，因子分析（主因
子法）によって得られた因子構造と異なる結果であっ
た。分析の際は，主因子法による因子構造も参考にで
きるかもしれない。

２．本研究とForlin et al.（2015）との質問項目の差異
　 本 研 究 で は， 髙 橋・ 他（2014） のSACIE-R日 本
語 版 を 用 い た。 一 方，Forlin, Kawai, and Higuchi

（2015）もSACIE-Rを既に日本語に翻訳して発表して
いる。本研究で用いたSACIE-R日本語版とForlin et 
al.（2015）で用いられた質問紙を比較すると，前者は
原版（Forlin et al., 2011）の質問項目に沿って翻訳し
た。これは，原版をできるだけ再現し，先行研究と比
較を行なう目的があった。一方，後者は原版におけ
る質問項目の内容を若干変えて翻訳している。Forlin 
et al.（2015）にも“… minor changes were made to 
the items within this scale to ensure that focus was 
on self-beliefs about inclusion（p. 8, l. 6）”と指摘があ
る。実際に，我々が実施した因子構造の分析に関する
予備調査では（著者の了解を受けた），質問項目の変
化に伴って，質問紙の因子構造が原版と異なる結果で
あった（未発表）。今後，Forlin et al.（2015）が用い
た日本語版の標準化が進むなかで検討される課題であ
る。

Ⅴ　まとめ
　因子構造の観点から，本研究で用いたSACIE-R日
本語版は一定の有用性が認められたと考える。一方で，
因子の内的整合性が低いなど課題は残る。今後はさら
に，再検査信頼性などを検討し，尺度の信頼性を高め
る必要がある。

注
１　インクルーシブ教育の実践（指導内容や指導方法）

において教師が感じる自己効力感を調査するために，
TEIP（Teacher Efficacy for Inclusive Practice: Sharma, 
Loreman, & Forlin, 2012）が作成されている。SACIE-R
同様に，諸外国では，大規模調査が行なわれ標準化
が進んでいる（例えば，Ahsan, Sharma, & Deppeler,, 
2012; Forlin, Cedillo, Romero-Contreras, Fletcher, & 
Rodriguez., 2010; Forlin, Sharma, & Loreman., 2013; 
Forlin & Sin, 2010; Malinen, Savolainen, & Xu, 2012）。
髙橋・他（2014）ではTEIPについても日本語訳を発表
したが，因子構造や内的整合性の検討など標準化までは
実施していなかった。本研究では，TEIPに関しても標
準化を目指したが，原版と大きく異なる因子構造であっ
たため発表を見送った。TEIPの日本語版については，
日本語訳の妥当性も含めて検討を続けなければならない。
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Appendix  SACIE-R日本語版の因子分析（主因子法）結果


