
人類学を勉強する学生に新たなツールを提供

アメリカ人は、 未来の大統領に何を求めているでしょうか。 薬はアメリカの大学生に

どのような影響を与えるのでしょうか。 若い人たちはまだ結婚を信じているでしょうか。

大学のキャンパスでの宗教的なコミュニティは進化論についてどのように考えているの

でしょうか。

長く時間をかける研究や論文を忘れましょう。 これらは、 質的

データ分析 （QDA） のソフトウェアプログラム NVivo8 を含む

革新的な試みの一端として、 ニューパルツ、 ニューヨーク州

立大学 （SUNY） の人類学部の学生グループが投げかけた

質問です。

大学生に新しいツールを提供します

SUNY の人類学部の教授である、 ヴィクトール ・ デムンク博

士は 2008 年後期に人類学の研究クラスの学生にソフトウェア

NVivo を紹介しました。 QDA パッケージは、 定期的に大学

院レベルで教えていますが、 大学 1 年生がこのソフトウェアを

使用することが、 着実に定着しつつあります。

「最近まで、 公立、 私立に関わらず、 大学で、 しかも学部レベ

ルで QDA ソフトを教えているところはとても少なく、 人類学の

授業で使うことはまずありませんでした」 と教授は言いました。

「しかし、 人類学者が集めた情報の多くは、 人々が民族誌学

者に語る質的なものです。 このデータの信憑性と正当性につ

いて調べるのは、研究過程において不可欠です。 インタビュー

を実施する方法を私の学生に教えること、 もしくは、 単純に、

インタビューから特定の解釈を立証するための引用を抜粋さ

せること、 それらにかかる時間を短縮する必要がありました。

彼らは賢く、 野心的です 。 それなら、 彼らが大学院の学生と

同じツールを持たない理由があるでしょうか。」

ソフトウェアを作業場からクラスルームへ

デムンク博士は、 1996 年から SUNY で研究法、 社会組織、

文化、 人類学を教えており、 最近、 「Research Design and 
Methods for Studying Culture （文化を研究するためのデザ

インリサーチと方法論） （アルタミラ出版、 2009 年）」 という

本を出版しました。 自身の努力で熟練となったこの研究者は、

フルブライト奨学金でリトアニアに努めていた昨年、 NVivo を

使い始めました。

「研究が進むにつれて私が観察した文化的なパターンとプロセ

スを識別するため、 私のインタビュー資料を管理、 使用する

ためのより効果的な方法が必要でした。」 とデムンク博士は語

りました。

「以前はインデックスカードに切り貼りする昔からの方法で行っ

ていました。 しかし、 他のパッケージを扱うにあたり、 自分で

習得することがとても難しいと分かったのです。 その時、 私の

同僚が NVivo を勧めてくれ、 それが、 私が QDA パッケージ

を試した始まりです」

NVivo 8 は、ドキュメント、ビデオ、音声、画像をインポートし、

分析することが可能です。 このソフトウェアは、 文献レビュー

と民族誌から、 グラウンデッドセオリー、 談話分析、 様々な方

法を用いた研究まで、 広い範囲のプロジェクトで、 150 カ国の

教育機関、 政府関連機関、 商業組織で使われています。

リトアニアで始め、 アメリカに持ち帰った研究において、 デ

ムンク博士は帰国後、 SUNY での人類学研究方法クラスに

NVivo を取り入れました。 20 人の学生に、 QSR の米国ベー

スのビジネス開発マネージャー、 ステイシー ・ ペンナによるイ

ンタラクティブなオンラインデモを通じて NVivo8 を紹介しまし

た。 これは、学生が、ソフトウェアの動作を試すこと、ステイシー

とのリアルタイムでの質疑応答を可能にしました。

従来の方法よりも NVivo を選択

このソフトウェアが、 彼らが学んでいた授業に取り込まれ、 デ

ムンク博士の学生達は、 生活史、 物語、 思考や信念の分析

を含む課題のために NVivo8 を使用するか、 従来の手動の

方法に頼るか、という選択肢を与えられました。 結果、75 パー

セントの学生が NVivo8 を選びました。

「私がソフトウェアを習得するための実用的なメリットを学生に

売り込む必要はありませんでした。 私の学生は NVivo8 を使

用すれば、 自分たちのデータを整理して、 分析するのに、 多
くの利点が あることが分かったのです。 彼らはとても刺激を受

け、 2 週間という短い期間で非常に迅速に基本的な能力を習

得しました」 と彼は語りました。

「中でも二人の生徒はこのソフトウェアをよく理解し、 ソフトウェ

アを使って、 彼らのインタビューを転写するトランスクリプト機

能も使用していました」

学習体験をより深めるため、 デムンク博士は、 混合研究法を

採用しました。 彼の生徒は、 統計的手法、 パイスクエア、 周

波数と非常に構造化されたインタビューでのコースから始め、
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その後、 より詳しいインタビューも含め、 あまり構造化されて

いない方法を試しました。 彼らが扱うテーマは、 宗教信仰や薬

物使用から、 社会規範、 愛、 セックス、 文化の問題など多岐

に渡りました。 学生は NVivo を使ってソフトウェアに自分の音

声とテキストをインポートして、 クエリに役立て、 整理し、 彼ら

のデータからテーマを抽出するためにツールを使用しました。

「私のクラスでは、 テキスト全体、 電子メール、 画像データ、

音声データ、 視聴覚データ素材を含む、 データの管理、 テー

マの割当て、またはコーディングをし、そして、他のコメントデー

タやインタビューを分析するためにクエリを様々な方法で使用

してみることに注力しました」 と彼は言いました。

「NVivo 8 なら、 学生にもそれが可能でした。 彼らはまた、 量

的データと同様に信頼性の高い質的データを体系的に分析す

ることができることを学びました。そして、サンプルを取る場合、

おそらくより多くの外的妥当性を提供してくれるでしょう」

ニューパルツの学生にアドバンテージを提供

試験的利用の一環として、 何人かの学生が、 NVivo の使用

に関するフィードバックをしました。 ほとんどの回答が、 ソフト

ウェアが使いやすく、 有益であったと指摘しており、 圧倒的に

良い結果でした。

「コーディング処理と整理を可能にし、 途切れることなくトランス

クリプションを表示することができました」 学生の一人が言い、

「コンピューター、 またはフラッシュ ・ ドライブなど異なる場所

にファイルを保存する代わりに、 このプログラムを使って重要

なマルチメディアファイルを整理することが可能となりました。

異なるソース全てを使用可能な体系化されたプログラムを使う

ことができます」 と他の学生が加えました。

デムンク博士は、 学生が民族誌の分野に QDA ソフトウェアを

使用して考察してほしいとし、 また、 学生たちの他の仲間より

も有益だったと高く評価しました。 コースで A、 または、 B レ

ベルのクラスの学生は、 NVivo の使用を評価され、 証明書を

授与されました。

「例え名門校の学生でも、NVivo8 のようなプログラムを体験し、

使用方法を知っていると言える学生はあまりいないでしょう」 と

彼は続けます。

「NVivo の使用方法を学習し、 実際に自分のデータをコード

化して分析することは、 SUNY の学部学生にとり他に類を見

ない素晴らしい利点です。 彼らはとても有名な QDA プログラ

ムを使用できることを履歴書に書くことができるので、 大学院

への進学や就職のためのどちらにも有利です」

デムンク博士の試験的利用の成功に基づき、 ニューヨーク州

立大学では、 その学部のクラスで定期的に使用するツールに

するべく、 NVivo の 8 のためのサイトライセンスを購入する予

定です。 デムンク博士の 1 年生の人類学研究方法の学生は、

2009 年秋と 2010 年春にソフトウェアを組み込む授業拡張の

恩恵を受けることになるでしょう。

デムンク博士とニューヨーク州立大学、 ニューパルツに
ついて

ヴィクトール ・ デムンク博士博士は、 ニューヨーク、 ニューパ

ルツの州立大学の准教授であり、 人類学部の教授です。 彼

は NSF グラントと 2 つのフルブライト奨学金の奨学生です。

デムンク博士は近年、 'Research Design and Methods for 
Studying Culture' (Altamira Press 2009) を出版しました。

著書には 'Culture, Self, and Meaning' (Waveland 2000)、
'Methods in the Field' (Altamira, 2000—edited volume 
with Elisa Sobo) 'Romantic Love and Sexual Practices' 
(Praeger 1998) などがあります。

彼 は 50 も の 記 事 や 本 を 書 い て お り、 ” Reviews in 
Anthropology '’ の前の編集長であり、 雑誌の数の編集委

員でもあります。

ニューヨーク州立大学 （ニューパルツ） は、 学士号と修士の

学位の両方を与える総合的な、 州立大学です。 また、 教育

監督管理で事前博士認定が提供されます。 大学は、 教育学

部、 美術工芸学部、 商学部、 理工学部、 芸能学部で構成さ

れています。 ニューパルツでは、 100 の学部学生用のプログ

ラムと 50 の大学院生用のプログラムを提供しています。 イン

フォメーション ： www.newpaltz.edu


