
論文投稿をめざす若手研究者のための

論文の書き方セミナー

講演資料

日時：8 月 10 日（金）19 時～20 時 30 分

場所：立教大学５号館（１階、５１２４教室）

講演者

石崎一記 氏（東京成徳大学 教授）「データの収集と統計処理上の留意点」

論文は、分かりやすく、コンパクトでインパクトがあるものが良いとされています。そのため

に一つひとつの記述には必ず根拠が必要です。そういった観点から、データの意味とその収集、

処理上の留意点について解説します。具体的には、概念とデータとの関係、高低、多寡を比較す

ること、増減、偏り、関係を捉えること、データを読み取ることなどを、実際の例を挙げながら

説明します。統計用語や数式をできるだけ用いないで、基本的な考え方やその意味を中心に進め

たいと思います。

佐藤真久 氏（東京都市大学 准教授）「文献レビューの意義と文献検索・入手の方法」

文献のレビューは、研究背景の掘り下げや既往研究の把握、考察における指摘の根拠を明確に

する際に有効なだけでなく、文献レビューを通して様々な研究アプローチを学んだり、理論的枠

組みの構築や作業仮説の検討をする際においても大きな意義があると言えます。また、文献その

ものを二次データとして使用し量的・質的に分析したり、文献検索を通して言葉の定義や関連用

語との関係性を見るような研究も可能です。本講演では、様々な研究目的においてどのように文

献レビューが活用できうるかについて概観し、その後、オンライン・データベース、電子ジャー

ナル、図書館の蔵書目録などの具体的な文献検索の方法について紹介します。

※2011 年度開催の「論文の書き方セミナー」の資料（過去の査読結果の分析、査読経験者から

のアドバイス他）は、引き続き学会ホームページに掲載されています。

http://www.jsoee.jp/images/stories/about/2011htw-seminar.pdf

＊学会 HP トップページ → サイトマップ → 編集委員会・論文の書き方セミナー2011 年

→ 論文の書き方セミナー配付資料（PDF ファイル 1.1MB）

主催：日本環境教育学会編集委員会

問い合わせ：日本環境教育学会編集委員会（岩手大学、比屋根）まで。

電話： 019(621)6245  E-mail： hiyane@iwate-u.ac.jp
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はじめに

• 研究論文は、「分かった」ことを、多くの人に知
らせるために書かれる

• 研究は、分からないことを知るために行われ
る

• 自分が言いたいことを「証明する」ため？
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論文の組み立て

概念（何を捉えようとしている
のか）

先行研究の整理（そのことに
ついて分かっていることと分
かっていないこと）

目的（その研究で何を明らか
にするのか）

方法（どのようにして現象をデ
ータにするのか）

結果（どんなデータが得られ
たのか）

考察（そのデータはどんなこと
を示しているのか）

データ

概念
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概念とデータとの関係

概念

データ

自然体験を行うと子どもの自主性
が高まる

●自然体験をした人としていない人
の自主性を測定して比較する

●自然体験の前後で自主性を測定
して比較する
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データの意味とその収集

• そのデータは、扱う概念を正しく捉えているか

• 「あなたにはどのくらい自主性がありますか」

• 自主性？

• そのデータは、正確に得られたものか

• まじめに答えていた？言葉を理解していた？

• 「行動の観察をして自主性と思われるもの☑」

• 仮説に対する期待が混じってない？
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何を比較しているのか

• ある体験をした人としなかった人

• 集団を二つに分けて、ある体験をした人と別の体
験をした人を比べる

• ある体験をする前とした後

グループA

グループB

体験
測

定

１

測

定

２
体験

測

定

３
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こんな困った例もありました

• ある体験をした人たちに、「体験をしたことで、
どのくらい変化しましたか」と尋ねる

• ある体験をする前と後で調べて、何もしないグ
ループとを比較する

• 変化があったとしても、その体験の効果なのか、
なにか特別なことをしたせいなのかわからない
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データをまとめること

• データの種類（ものさし）によってまとめ方は
違う

• 名義的なデータ カテゴリーごとの人数と割合

• 順序だけのデータ 順位

• 間隔が一定のデータ 平均と標準偏差（散らばり）

• 比率も一定のデータ なんでも大丈夫
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平均値や割合は
そのままでは比べられない

平均 割合

男性 10点 ８０％

女性 20点 ７５％

平均は女性よりも男性の方が高い？

割合は女性よりも男性の方が多い？
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高低、多寡、増減、偏りを比較すること

• 平均と散らばり（標準偏差）を比較する

• 散らばりの程度に比べて平均の差が大きければ
差があるといえる

• 2つの平均値の差 ｔ-検定

• 3つ以上の平均の差 分散分析

• 度数の偏りを比較する

• どのくらい偏っているかを調べる χ２検定
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関係を捉えること

• 2つの変数の関係 相関係数

• 因果関係 多変量解析
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処理上の留意点

• 概念を正しく捉えているか

• 正しく比較しているか、関係を捉えているか

• そのデータが何を表しているのか

• データの種類に対して適切な処理をしている
か

• 十分な人数のデータを集めているか

• 別の解釈、意味の可能性はないか
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［論文の書き方セミナー］ 

文献レビューの意義と 
文献検索・入手の方法 
 
＠日本環境教育学会 
2012年8月10日 
 

佐藤真久 
東京都市大学環境情報学部 
m-sato@tcu.ac.jp/masahisasato@hotmail.com 
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文献のレビューは、 
－研究背景の掘り下げや 
－既往研究の把握、 
－考察における指摘の根拠を明確にする際に 
有効なだけでなく、 
 

文献レビューを通して、 
－様々な研究アプローチを学んだり、 
－理論的枠組みの構築や作業仮説の検討をする際 
においても、大きな意義があると言える。 
 

また、文献そのものを、 
－二次データとして使用し量的・質的に分析したり、 
－文献検索を通して言葉の定義や関連用語との関係性を見るような研究、 
も可能である。 
 

本講演では、様々な研究目的においてどのように文献レビューが活用できうるか
について概観し、その後、オンライン・データベース、電子ジャーナル、図書館の
蔵書目録などの具体的な文献検索の方法について紹介する。 

はじめに・・ 
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      文献とは 

■文献：刊行された印刷物。研究所の参考資料となる文書・書物 
 
■論文：個別のタイトル、著者の明示によって識別される著作物。特
定の問題を分析し、論じていることが多い。学術的、研究的著作とい
う意味も含まれている。主に学術雑誌。 
 
■記事：印刷された刊行物のなかで、独立した著作として区別できて
る一まとまりの文章。図や写真も含まれる。事実の報告や解説を中心
とし、短い、軽い、新しいもの。著者は明治されているとは限らない。
主に新聞。一般雑誌が含まれることもある。 
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      文献レビューの目的・意義 

■研究背景 

■研究意義 

■研究目的：テーマ・ 
研究する事象の決定 

■考察・結論 

■第一章－研究背景と研究目的： 

■第二章－理論的フレームワーク： 

■第三章－研究アプローチと研究方法： 

■第四章 
－結果： 

■第五章－考察： 

■第六章－結論： 

■先行事例研究・ 
既存資料の収集 

■引用文献 
■参考文献 
■付録 

■はじめに： 

■理論的フレームワーク 
■研究課題の検討 
■作業仮説の構築 

調査・事例研究・実験の設計 
（演繹法・帰納法） 
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研究プロセスの9段階(1) 

①文献レビュー（研究背景→考察）：研究プロセスの初期段
階だけでなく、論文が完成する直前まで常に文献をチェック
をする必要あり。文献レビューの初期には文献領域を絞りこ
まずに多様な情報を入手することに努め、研究テーマが絞
りこまれてきた段階で文献領域を絞りこむ必要あり。文献レ
ビューのメリットは、研究課題がみえてくることや、研究方法
の採用例が参考になること、などが挙げられる。文献検索
は、オンライン・データベース、雑誌文献や書籍、図書館の
蔵書目録などを利用。 
 
②リサーチ・クエスチョンの設定（研究目的）：文献レビューを
とおしてリサーチ・クエスチョンを設定すべき。検証可能なリ
サーチ・クエスチョンが望ましい。リサーチ・クエスチョンが研
究過程のなかで適切でないことがわかれば、状況に応じて
修正していく必要がある。リサーチ・クエスチョンは3-5個程
度にとどめ、主要なものを副次的なものを設定してもいい。 
 
③研究アプローチの選択（研究方法）：文献レビューによる
方法論の構築、各方法論の強みや弱みを認識し、自分の
置かれている予算や時間的制約のなかで、方法論を選ぶ
必要がある。 
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      研究プロセスの9段階(2) 

④証拠の収集：リサーチ・クエスチョンに答える適切な証拠を
収集するにあたり、その収集戦略を選択。なぜ、どのように収
集戦略を選択したかと述べる必要あり。 
 
⑤証拠の分析（研究結果）：証拠・データの分析の手法は、証
拠が質的なものなか、数量的なものなのかによって異なる。
数量的証拠の場合には、数学や統計を利用した分析方法を
採用しなければならない。質的なデータの場合には、収集し
た証拠を概念化したり解釈したりするスキルが要求される。 
 
⑥分析の解釈（考察）：最も創造的な活動。いままで明らか
になっている知識に、どれだけ価値のある解釈・発見を積み
上げることができたかが重要。 
 
⑦研究の有効性、課題や制限の指摘（考察）：自分の研究ア
プローチを批判的に捉え、内省する必要あり。 
 
⑧提案（考察）：研究上の発見に基づく提案の作成。 
 
⑨論点整理（結論）：一連の研究活動の内容とプロセス、結
果、考察についての論点整理。 
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■研究アプローチ 
研究を行うにあたりどのような研究アプローチを採用するのか。 

研究の流れはどのようなものか。 

研究の戦略 
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■環境教育研究のアプローチ 

研究の戦略 

Robottom, I. and Hart, P., 2003. Research in Environmental Education, Engaging the Debate, Deakin University, Australia 

パラダイム ①機械論的 ②解釈論的 ③批判論的 

【目的】 

■環境教育観 環境についての知識の教授(ABOUT) フィールドでの体験学習(IN) 環境保護・改善のための行動(FOR) 

■教育観 職業教育 自由・進歩主義教育 社会批判教育 

■学習理論 行動主義 構成主義 改造主義 

【役割】 

■環境教育の目的の役割 外部から与えられ、自明のものとして受容され
る 

外部から導入されるが、交渉も行われる 批判の対象 

■教師の役割 知識を持った権威者 フィールドでの体験のオーガナイザー 環境学習の協同の参加者・探求者 

■児童・生徒の役割 科学的知識の受容者 フィールド体験による能動的な学習者 新しい知識の能動的な創造者 

■カリキュラムのサポーター 前もって用意された環境問題に対する解決の
普及者 

学習者の環境の外圧的解説者 新しい問題解決ネットワークの参加者 

■テキストの役割 環境に関する権威ある知識の源 環境体験にガイダンスを提供する源 批判的環境探求の結果から生まれるレポート 

【知識と権力】 

■知識観 前もって定められた商品、体系的、個人的、客
観的、専門家から得られる 

直感的、半体系的、個人的、主観的、体験
から得られる 

発生的／出現的、状況的、協同的、弁証法的、
探求から得られる 

■知識の拠り所 学問／科学 個人的経験 環境問題 

■権力関係 権力関係の強化 権力関係に対してアンビバレント 権力関係に挑戦 

【研究観】 

■研究観 応用科学、客観主義的、道具的、定量的、非
文脈的、個人主義的、決定論的 

解釈学、主観主義的、構成主義的、定性的、
文脈的、個人主義的、説明的 

批判社会科学、弁証法的、改造主義的、定性
的、文脈的、協同的、解放的 

■研究のデザイン 前決定的、固定的 前決定的、呼応的 交渉的、出現的 

■研究者 外部の専門家 外部の専門家 内部の参加者 
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■有効性（VALIDITY）と制限（LIMITATION） 

【研究活動】 
 

【有効性】 
VALIDITY 

テーマ設定、理論的フレームワーク、 
作業仮説、情報収集、分析、 
解釈、作業仮説の検証、 

理論構築 

研究の戦略 

【制限】 
LIMITATION 
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      文献レビューの目的・意義 

①研究背景 

②研究意義 

②研究目的：テーマ・研究する課題の決定 

⑦考察・結論 

③理論的枠組 
③研究課題・作業仮説の構築 

④調査・事例研究・実験の設計 
（演繹法・帰納法） 

⑥結果の提示・データ解釈 

⑤研究対象 
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［文献レビューの目的］ 
 

①研究の背景 
②研究意義・目的の明確化 
 

③用語定義や用語関連性 
 

④理論的枠組・仮説の構築 
⑤研究方法の明確化 
 

⑥研究対象 
 

⑦データ解釈の裏付け 
⑧考察への活用 

      文献レビューの目的・意義 

［文献レビューの目的］ 
①研究の背景 
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［文献レビューの目的］ 
②研究意義・目的の明確化 

※研究背景としての文献 

※研究意義・研究目的を支える文献 

［研究背景］ 

［研究目的］ 

      文献レビューの目的・意義 

［文献レビューの目的］ 
③用語定義や用語間の 

関連性の把握 
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事例：データベース利用による 
シソーラスの活用 

 
 
 
 

例：ERIC（教育資源情報センター） 
 

米国の教育関係分野の発展のために教育
関連の研究や情報の提供を行う組織。世
界最大の教育関連データベース。1966年
設立。ERICでは世界中の英語で書かれた
教育関連の文献を迅速に収集。 
 

→データベースにおけるシソーラス機能： 
ERICシソーラス、アイデンティファイヤ、ディ
スクリプタ、ディスクリプタ・グループ、スコー
プノート、広義語、関連語、狭義語、など 

http://www.eric.ed.gov/ 

“B” 
 
 
 
 

“A” 

“C” 
 
 
 
 

“D” 
 
 
 
 

“E” 
 
 
 
 

※シソーラスとしての文献 
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      文献レビューの目的・意義 
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※理論的枠組み・仮説としての文献 
（例：社会調査の仮説演繹法） 

※研究方法・アプローチとしての文献 

［理論的フレームワーク］ ［研究方法と研究アプローチ］ 

［結果］ 

［文献レビューの目的］ 
④理論的枠組・仮説の構築 

［文献レビューの目的］ 
⑤研究方法の明確化 

      文献レビューの目的・意義 

［文献レビューの目的］ 
⑥研究対象 

→計量書誌学的分析 
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→トライアンギュレーション 

→解釈論的・批判論的アプローチ 

→ドキュメント分析 
（Role ordered, Time Ordered, Chronology,,） 

※研究対象としての文献 →既存統計資料の分析 

分析事例 

      文献レビューの目的・意義 

［文献レビューの目的］ 
⑦データ解釈の裏付け 
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［文献レビューの目的］ 
⑧考察への活用 

［結果］ 

※データ解釈の裏付け ※考察による指摘の根拠 

［考察］ 

［考察］ 

［結果］ 

      文献検索・文献入手の方法 

■環境教育関連の研究ジャーナル（国内外の事例） 
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海外：英国・豪国・カナダ・米国・インド・・・ 

      文献検索・文献入手の方法 

■文献入手方法 

■課題テーマが決まっていない。  
►想（関連する入門書・新書の検索） 
►Webcat Plus（連想検索による関連図書検索） 
 
■必要な書誌情報をしている 
→図書館蔵書目録（OPAC）・ISSN（電子ジャーナルリンク）の利用 
►各大学の図書館蔵書目録（OPAC）・電子ジャーナルリンク（ISSN）の利用 
►国立国会図書館の図書館蔵書目録（OPAC）の利用（博士論文ほか） 
►海外図書館（British Libraryなど） 
 
■必要な書誌情報をしている 
→図書館リファレンス・デスクに行き相談にのってもおらう 

17 

      文献検索・文献入手の方法 

■文献入手方法 
■必要な書誌情報をしている→各種データベースの利用 
---------------- 
►Genii(ジーニイ)学術コンテンツポータル（国立情報学研究所による学術研究総合検索システム） 
►CiNii（サイニイ）NII論文情報ナビゲータ（国立情報学研究所による論文情報検索システム） 
►Google Scholar（学術研究資料の中から関連度の高い資料を探しだす） 
►J-STAGE（科学技術振興機構による電子ジャーナルサイト） 
►JDreamII（科学技術振興機構による国内最大の科学技術文献データーベース） 
---------------- 
►BOOKPLUS（日外アソシエーツ提供の国内最大の図書情報データーベース） 
►Webcat Plus（全国の大学図書館、国立国会図書館の所蔵目録などが検索可能なデータベース） 
►amazon.co.jp（書籍検索・キーワード検索） 
►紀伊國屋書店BookWeb（英仏独米関連書籍の検索） 
---------------- 
►MAGAZINPLUS（国内最大の雑誌・論文情報データベース） 
►WorldCat（米国OCLC提供の英文誌データベース） 
►ERIC（米国教育省管轄教育関連データベース）他、SCOPUS、ScienceDirectなど 
---------------- 
►新聞記事検索（例：聞蔵Ⅱビジュアル、ヨミダス歴史館、日経テレコン21、毎策など） 
►CiNii（図書館所蔵場所検索サービス、など 
---------------- 
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