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ハサミスキルの評価法の研究

一主観的評価法の信頼性についてー
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広島県立保健福祉短期大学作業療法学科

抄 録
ノ、サミスキルの評定方法のーっとして，出来映えを“上手"“下手"などとする主観的評価がある。今回，主観

的評価の判定基準とその信頼性について検討を行った。

予備調査として、あらかじめ60名の幼児に切らせてあった曲線や円など 6種類の線や形の資料を、独自に作成

した5種類の評定法 (3，4， 5， 6， 7段階法)を用いて 10名の評定者によって評定させた。予備調査の結

果を参考にして，評定法を4段階法と 6段階法との2種類に絞って 2次調査を行った。 2次調査は32名の評定者

によって，評定者間および評価一再評価の一致率を検討した。同一資料に対する評定者間の評定の一致率は78.3%

(SD13.14) p< .05であった。評価一再評価の一致率は79.1%であり相関はr=.958， p<.01であった。
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はじめに

ノ、サミスキルの発達を評価する方法として，課題の

線と切り口との隔たり具合を定量的に測定する客観的

評価法L 出来映えを観察して“上手"“下手"などと

する主観的評価方法とが考えられる。

我々は，先に幼児におけるハサミスキルの発達を，

課題の線から最も離れた距離をミリ単位で計測する方

法と，課題の線と切り口との問に生じた面積をスキャ

ナで読み込み計測(photshopのヒストグラムによる

ピクセル数)する 2種類の客観的な評価法によって調

査したところ，年令とかなり高い相関(r=一0.46"-'ー0.63)

を得たト2)。

しかし，客観的評価法は信頼性は高いが測定に手間

がかかるので保育現場で教育的配慮のもとで幼児のハ

サミスキルの上達度を把握する方法としては妥当な測

定法とは言い難い。一方，主観的評価法は現場におけ

る即時的な評価法として実際的で妥当性が高いと言え

よう。ただ，これまでハサミスキルの主観的評価の信

頼性に関する研究は見当たらない。

そこで今回は，主観的評価法について，何段階法で

評価するのが適当であるか，そして主観的評価法の信

頼性(見た目で判断することの確かさ)について検討

を行った。

I 予備テスト

予備テストの目的は次の二つである。一つは，ハサ

ミスキルの上手さ加減を主観的に評価する評価法の信

頼性を確かめることである。すなわち同一資料に対し

て評定者のうちの大多数が同じ評価をするのが望まし

い。これは評定者間の一致率の高さによって判断する。

二つ目は，何段階法で評価するのが適当であるかにつ

いて確かめることである。数種類の評価法を使用して

みて、評定者間の一致率の高さと、ハサミスキルの上

手さ加減の判定に適しているかどうかについての判断

を行う。

1 .資料と方法

1 )資料

平成10年8月にM市内K保育園の 2歳5ヶ月から 6歳

3ヶ月の園児60名に切らせた 6種類の線や形(15センチ

正方形の白色画用紙に黒の 1ミリ幅で直線，折線，曲

線，三角，四角，円を描いた課題)合計360枚である。

切られた紙は，すべて元の正方形に組み合わせて裏か

らセロテープで張り合わせたものを資料として用いた。

2)評定基準表

心理学における質問紙法を参考にして筆者らが独自

に3段階法から7段階法までの 5種類の『主観的検査評

定基準表j(表 1)を作成した。上手さ加減と下手さ加

表 1 主観的テストの評定基準表

7段階基準

野点 イメージ

7非常に上手

6かなり七手

5やや上手

4そこそこ

3やや上手

H かなり上手

非常に F手

際組織との関係

隠居織との関係

線からはみ出していないか.はみ出していてもわずかである|きれいに切れている

少しのはみ出し・切り過ぎがある

かなりはみ出し・切り過ぎがある

大きくはずれているか，形になっていなし、

際周織との関係

限組織との関係

線から阻み出していないか，はみtl¥していてもわずかである

わずかのはみ出し 切り過ぎがある

少しのはみ出し・切り過ぎであるが、その間数が多い

少しはみ出し・切り過ぎがある

かなりはみ出し・切り過ぎがある

大き〈はずれているか，形になっていない

課題線に関係なく切っている
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切り口の織子など

きれいに切れている

ギザギザ.である



減を数段階に細分化して点数を与えたが，評定の基準

は，課題の線と切り口との隔たりの程度を主たる評価

対象にして，他に切り口の滑らかさも考慮した。

3)評定者

評定者は職業や年齢が偏らないように作業療法士 1

名，作業療法学科学生 6名，主婦 1名，会社員 2名の

合計10名が選ばれた。

4)方法

評定者は，直線の60枚の資料を一枚ずつ『主観的検

査評定基準表jと照合しながら段階付けをして記録表

に記入した。 3段階法から始めて 7段階法まで合計5

回にわたり同様に行った。折線，曲線，三角，四角，

円の資料も同じ手順で10名の評定者によって繰り返さ

れた。

2.結果

1 )評定者間の一致率

ある線種のある段階法の評定において，同一資料に

対して評定者10名のうち最も多くの者が同じ段階付け

をした数(最頻数)を評定者数(10名)で除して評定

者間の一致率とした。 6種類の線や形についてそれぞ

れ5種類の段階法における一致率を調べた。

評定の最頻数
評定者間の一致率 ------x100 

評定者数(10名)

3段階法から7段階法までの一致率を平均すると73.8%

であったが、次にみるように評定段階の違いおよび線

や形の種類による違いがあった。

2)評定段階による差

360枚の資料について10名が評定した結果，一致率は

3段階法が平均80%で最も高く，評定を細分化するほ

ど一致率は低下して 7段階法では平均67.5%で最も

低かった。(図 1) 

3)線や形の種類による違い

直線と折線では一致率は約70%であったが、曲線，

三角，四角および円では75% "'76 %であった。(図 2)
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図1 評定者間の一致率:評定段階による差
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n 2次テスト

2次テストの目的は，予備テストの結果を参考にし

て採用した 2種類の評定段階法について，評定者の人

数を増やして評価を実施して，評定者間の一致率およ

び評価一再評価の一致率と相関を検証することで主観

的評価法の信頼性を確認することである。

1 .資料と方法

1 )評定段階について

2次テストの評定段階は4段階法と 6段階法の 2種

類を採用した。理由は予備テストにおける評定者間の

一致率が75%前後であったこと，および偶数の段階分

けによって，上手と下手をそれぞれ2段階または 3段

階に分けることで，ハサミスキルの上達程度を明快に

表わすことが可能であると考えたことなどである。

2)評定用資料(サンプル)の選定

これは「非常に上手である」しかしこれは「やや下

手であるJ などと，誰が見ても同じ基準で評定できる

基準を作成することで，主観的評価の信頼性を高める

ことができると考えて，予備テストにおいて評定者間

の一致率が100%で、あった資料だけを取り出して 2次テ

ストのための評定用資料(サンプル)を作成した。

しかし， K保育園の園児60名分の資料からは4段階

と6段階の全ての線や形毎に全ての段階で一致率100%

の資料を揃えることができなかった。そこでやむなく

いくつかの線や形のいくつかの段階には一致率が90%

や80%の資料もいくつか採用した。 4段階法では直線

の“段階 3"には一致率90%の資料を、そして折線に

は“段階3"と“段階 2"に一致率80%のものを採用

した。三角，四角，円にもそれぞれ90%の資料を採用

した。 6段階法では各線種の各段階において一致率が

90%， 80%の資料を採用した。

そして， r 6段階法では6枚の資料， 4段階法では4

枚の資料を各段階に対応さればよい」とする評定者の
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構えを消去するために，各段階の中間に“踊し分"と

して一致率50%の資料を挿入した。 4段階法では各段

階の4枚とそれぞれの中間に“駆し分" 2枚を挿入し

て合計6枚のサンプルを作り 6段階法では各段階の

6枚とそれぞれの中間に“踊し分"を 3枚挿入して合

計 9枚のサンプルを作成した。この結果， 2次テストの

評定用サンプルの構成は表 2の通りになった。

サンプル全体の平均値は80.1%。そして“踊し分"

50%の資料分を除いた平均値は94.6%になった。

3) [j各段階の典型例図』の作成

評定者間の一致率を高めるためにJ主観的テスト評

定基準表jの他に『各段階の典型例図J(図 3)を作成

した。

4)評定者

2次テストの評定は，32名の作業療法学科学生によっ

ておこなわれた。

5)方法

『主観的テスト評定基準表jと『各段階の典型例図』

によって判定基準を説明した。サンプルは順不同に提

表 2 サンプルの構成

4段階法

直線 折線 曲線 三角 四角 円

段階 100 100 100 100 90 100 

1と2の間に挿入 50 50 50 50 50 50 

段階 2 100 80 100 100 100 901 

2と3の聞に挿入 50 50 50 50 50 50 

段階 3 90 80 100 90 90 100 

段階 4 10011001100110011001100 

6段階法

直線 折線 曲線 三角 四角 円

段階 100 80 100 100 90 100 

段階 2 100 100 100 100 100 90 

2と3の聞に挿入 50 50 50 50 50 501 

段階 3 80 80 90 90 80 901 

3と4の聞に挿入 50 50 50 50 50 

段階 4 80 80 90 80 90 901 

4と5の聞に挿入 50 50 50 50 50 50 

段階 5 100 80 90 90 100 100 

段階 6 100 100 100 100 100 100 

各数字は評定者間の一致率(%)を示す。

示され，評定者はサンプルを手に取って確かめること

ができた。

まず直線の4段階法6枚のサンプルを 1枚づっ評定

して記録し，順次折線，曲線，三角，四角，円へと進

み，次いで6段階法も同様に行った。

6)再評価

再評価は初回の評定から 1週間から10日後に，同一

評定者によって同じ手順で実施した。

2. 2次テストの結果

1 )評定者間の一致率

ある線種のある段階法の評定において，同一資料に

対して評定者32名のうち最も多くの者が同じ段階付け

をした数(最頻数)を評定者数 (32名)で除して評定

者間の一致率とした。 6種類の線や形についてそれぞ

れ 2種類の段階法における一致率を調べた。

評定の最頻数評定者間の一致率- _..- -V~ ，_，_" x 100 
評定者数 (32名)

表3に見るとおり，評定者間の一致率を 6種類の線

表3 32名による評定の一致率

サンプル全体

*p<.OOOl 

官Pく.05

合p<.05
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と形を合わせて平均すると， 4段階法では84.1%であ

り 6段階法では73.8%であった。サンプル100%分

(90 % ，80 %を含む)のみの一致率は83.9%であり、

サンプル50%分のみの一致率は66.2%であった。

2)評価一再評価

主観的評価の信頼性を検証するために評価一再評価

問の一致率と相関を調べた。

評価一再評価の一致率 1

初回評価と再評価の問で評定が一致した数
x 100 

評定者数 (32名)

評価一再評価の問の一致率は 6種類のサンプルを

4段階法と 6段階法とを合わせた全体の平均で79.1%

であった。 4段階法での一致率 (83.9%)と 6段階法

での一致率 (74.2%)には有意差 (p< .05)があった。

そして，評価一再評価問の相関は r= .958 (P < .01) 
であった。

E 考察

1 .スキルの評価法について

1 )客観的評価法

課題からの隔たりを計測して定量化する方法として

は，宮口ら3)は失調症患者の書字能力の正確性を定量化

するために，課題からの隔たりを面積で測定して自助

具や訓練の効果の判定に用いた。伊藤ら2)は，幼児のハ

サミスキルの上達程度を宮口と同一手法で測定した。

その結果年齢との聞に“かなり高い相関"が認められ

たので，幼児のハサミスキルの発達について将来予測

ができると報告している。塚原らのは運動失調症の上肢

協調性を定量化するために，基準波形をなぞ、った際の

隔たり程度を，独自に開発した測定システムを用いて

計測した。森下ら 1)は幼児のハサミスキルの発達程度に

ついて，課題の線と切り口との隔たりを最も離れた距

離をミリ単位で測定して，計測値と年齢との問に“か

なり高い相関"を認めた。

これらの客観的評価法は評価の信頼性は高いが，多

くの場合特別な機器を用いなければならないので，保

育や初等教育の現場では適用困難である。

2)主観的評価法について

主観的な評価法はその点簡便で実際的で現場では有

利である反面，評定者の価値観などの主観が入るので

評定者間の一致率が低くなる恐れがある。すなわち評

価の信頼性に乏しい欠点がある。それゆえ主観的(官

能的)評価法は心理学的測定法の領域で確立されてき

た手法であるが，弁別精度および信頼性を高めていく

ために評定法についての工夫が必要であると言われて

いる 5)。

主観的な評価法の評定の信頼性を高めるために，崎
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原6)は児童のかな文字の視写の結果を評定するための評

価要点として 6つのカテゴリーに分けて段階付けを

詳細に規定した結果，評定者問の一致率は87%，評価一

再評価の一致率は90%で、あったとしている。 Steinberg

ら7)は幼児の書写能力の発達を評定するために5段階尺

度を採用し，各段階の基準について言葉で細かく説明

している。その結果，評定者間の相関は r= .88， p < .001 
であったと報告している。小野瀬ら8)は幼児の書字の発

達を 5段階で評価するにさいして，r評定者の主観をで

きるだけ排除するようにJ線画の長さ，方向，接点，

バランスなどの評定基準を定めた上に，評定者は『評

定に先立つて，いくつかのサンプルを使って評定の練

習を行った』。その結果，評定者間の相関は r=.71"" .87， 

評価一再評価の相関は r= .87，といずれも高い値を示

したとしている。

3)評定段階について

ハサミスキルの上手さ加減を評価するために，評定

段階を何段階に設定するかは，主観的評価法の信頼性

と妥当性に関わっている。例えば，評定段階を粗くす

れば評定者間の一致率は高くなるが，上手さ加減の個

人差が評価されなくなり，評価法としての妥当性が損

なわれる。逆に，上手さ加減を細かく評価しようとし

て，評定段階を細分化すれば評定者間の一致率は低く

なる。我々はハサミスキルの上手さ加減をよく把握し，

弁別精度の高い評定段階を作成するために，まず独自

に3段階法から 7段階法までの 5種類の評定法(表 1) 

を作成して，試験的に10名の評定者によって予備調査

を行った。その結果 3段階法では評定者間の一致率

は最も高いが，あまりにも評定の目が粗ら過ぎて「上

手さ加減J r下手さ加減」が全く表現されないことが分

かった。 7段階法では逆に評定の目が細かすぎて，評

定者間で評定のバラツキが大きくなり一致率が低くなっ

ていた。 5段階法(奇数段階法の全てに共通すること

であるが)では中間(段階3)に，上手で、もないし下

手でもない「どちらでもないJ rまあまあJ rそこそこ」

などの表現が入札尺度値があいまいになりハサミス

キルの評定には適当ではないことが分った。

続ら9)は評定尺度法に用いられる段階数は，経験

的に 5""9段階が適当であるといわれるが，応答者の

特性と弁別能力を念頭において決定しなければならな

い」としている。利島ら 10)によると、心理学実験では

5""7段階評定がよく使われるという。その上で織田11)

の「選択肢の表現の研究」を引用して，中間の評定段

階の形容調が「どちらともいえない」などとあいまい

になる問題点があると指摘している。

結局，我々は予備調査における評定者間の一致率が

75%前後を確保していること，および偶数の段階分け

が，上手と下手をそれぞれ2段階または 3段階に分け

ることで，スキルの上達程度を明快に表わすことが可
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能であることなどを理由に， 2次テストでは4段階法

と6段階法の 2種類を採用した。

しかし，ハサミスキルの上手さ加減を評価する評価

法は 1種類に決定しなければならない。 4段階法と

6段階法とを比較して優劣をつけるとすれば 2次テ

ストの結果における評定者間の一致率および評価一再

評価の一致率の高さであろう。評定者間の一致率は4

段階法では84.1%であり 6段階法では73.8%で、あった。

評価一再評価における一致率は4段階法では83.9%で

あり， 6段階法では74.2%で、あった。 4段階法が約10%

も一致率が高い。ハサミスキルの上手さ加減を判定す

るためには4段階に分けるのが適当であるかについて

は更に検討が必要であろう。

2. 2次テストのための評定用資料(サンプル)の選

定について

今回，ハサミスキルの主観的評価法における 4段階

法と 6段階法の信頼性を確かめるための工夫のーっと

して，予備テストにおける評定者間の一致率を元にし

た評定用資料(サンプノレ)を作成した。これは評定者

各自が怒意に自分なりの基準で判定するのではなく，

ノ¥サミスキルの評定にあらかじめ一定の基準を設けて

おくことで，評定者間での一致率の高い評定を期待し

たものである。もし期待通りに多数の評定者が，基準

に近い評定を行ったとすれば，則ち，サンプルに近似

した評定の結果が得られることが確かめられれば，次

の段階として，幼児の年令と高い相関を持ったハサミ

スキルの発達の基準で、あるとか，あるいは実用性の基

準などを設定して，この主観的評価法によって簡便で

信頼性の高い評価ができる可能性があるといえよう。

主観的評価法の信頼性を高めるもう一つの工夫とし

て「評定尺度法では，応答の構えを消去するために，

評定項目毎にポジティヴ方向とネガティヴ方向とを互

い違いに置くことが多いJ(続と村上)とされるのに倣っ

て，われわれも評定の際に生じる評定者の“構え"を

消去するための工夫として，予備テストにおいて評定

者問の一致率が100%であった資料だけではなく，評定

が半々に分かれていた一致率50%の資料を“編し分"

として各段階の中間に混入して 2次テストのためのの

評定用サンプルを作成した。

しかし， 2次テストの結果の分析からは，編し分を

挿入したことによる効用は抽出できなかった。更に一

つ今回の実験で、いくらか釈然としないのは，予備テス

トでは提示しなかった『典型例の図jを2次テストに

おいて提示したことで，双方の結果を比較して解釈す

ることを困難にしてしまったことである。

3. 主観的評定法の信頼性

同一資料に対してどれだけ多くの人が同じ評定をす

るかによって主観的評価法の信頼性は決まる。 2次テ

ストの結果で見たように，ハサミスキルの主観的な評

定法は，少なくとも 4段階法では，適切な判定基準を

提示すれば，評定者のうちの大多数が基準に近似した

評定をすることが確認された。

崎原は評定者間の一致率は87%で評価一再評価の一

致率は90%であったとし， Steinbergやは小野瀬らも

評定者聞には非常に高い相関があったとしていること

などを考えて，ハサミスキルの評定に主観的評価法は

信頼性のある評定法と言って差し支えなかろう。

4.課題

先に述べた通り，ハサミスキルの主観的な評定法は，

適切な判定基準を提示すれば，かなり基準に近い評定

結果が得られる可能性が高いことが示唆されたが，い

くつかの確かめなければならない課題も見えてきた。

1 )定量的評価の結果との相関および年令との相関

を検討して妥当性を証明する必要がある。

2)信頼性を高めるために更に明確な判定基準を作

成すること，および多人数の評定者によって統計

的に確認することが必要である。

3)判定基準を作成する際に，年令との相関を高め

ることによってハサミスキルの発達的変化を表現

できる段階区分(標準)を作成できるかもしれな

し、。

4)現場での使用を考えると，実用性とは何である

か，上手と下手とはどこで分けられるのかの検討

が必要である。

5) ハサミスキルの発達とスキルを可能にする基礎

能力の発達との関連を検討しなければならない12)。

まとめ

幼児のハサミスキルの上手さの程度を把握するため

の主観的な評価法について検討した。

予備調査として 5種類の評定基準表を試行して，評

定者間の一致率が約75%であった4段階法と 6段階法

の2種類に限定して 2次テストを行った。その結果，

評定者間の一致率は4段階法では84.1%6段階法では

73.8%であった。評価一再評価問の一致率は79.1%で

あり，相関係数は r= .958であった。

ハサミスキルの上手さの程度を判定するための主観

的評定法は，判定基準を明瞭に示すことによって，か

なり高い信頼性のある評定法になりうる可能性が示唆

された。なおいくつかの課題が存在することも分った。
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Investigation of the reliability of the subjective evaluation 
of scissors skill 

Takao MORISHIT A. Nobuhisa ITOH. Satoshi KONDO 
Yukie TABATA. Hiromi YOSHIKAWA and Hideki MIYAGUCHI 

Department of Occupational Therapy， Hiroshima Prefectural Col1ege of Hea1th and Welfare 

Abstract 
We asked as many as sixty children to cut out six shapes for this study. We used a subjective evaluation for the 

“Scissors skill assessment". The works were judged as either 冶ood"or “poor" 

We investigated the reliability of this subjective evaluation. At first， we asked ten judges to evaluate the child-

ren's works by using five different evaluation sheets we prepared in a preliminary investigation. These evaluations 

have respectively， three， four， five， six and seven ranking scales. Next， based on the result of the preliminary investiga 

tion， we then selected the four rank and the six rank scales as the instreliable. Then thirty-two judges evaluated the 

children' s works with these two evaluations. 

We examined the rate of coincidence in rating between and within the judges. The coincidence rate in rating bet-

ween the judges for the same works was 78%(SD13.14) pく.05.The coincidence rate in test-retest for the judges was 

0.943， p(OOO 1. 

Key words : children， scissors skill， subjective evaluation， reliability 
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