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はじめに

　このテキストは、卒業論文を書く人を対象として、研究の発想法、進め方から、研
究のまとめ方、発表の仕方までをステップごとに説明しています。また、このテキス
トは修士論文を書こうという人にも役立つと思います。授業期間は、15週間を想定し
ています。オンデマンド授業の受講と課題の週と、グループワークによる実習の週が
ワンセットになり、それが7回繰り返されます。

　このテキストでは、研究の具体的な方法と手順については大まかに書いてあるだけ
です。詳しい研究の手順については、「インストラクショナルデザイン研究法」のテ
キストを参照してください。そのテキストでは、(1) 質問紙調査法、(2) 半構造化面接
法、(3) 実験計画法の３種類の研究方法について具体的に説明してあります。

　このテキストのステップ通りに進めていけば、半期15週で、１つの研究論文を完成
させることができます。読者の皆さんが、最終的に書くものは、ミニ卒論、卒論、修
論とそれぞれに違うでしょう。しかし、研究の進め方はどれも共通しています。この
テキストを、オンデマンド授業とともにゼミのペースメーカーとして使ってください。

謝辞
　このテキストの内容は、2009年度の演習のオンデマンド授業に基づいています。オ
ンデマンド授業のテープ起こしは、ゼミ生の石川奈保子さんがしてくれました。記し
て感謝します。
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ん、中村康則さん、木 由左史さん、生川良さん、向井季之さん、ありがとうございま
した。

内容についての連絡先
　この本に書かれている内容について疑問や間違いがありましたら、メールでお知ら
せください。アドレスは：kogo@waseda.jp　です。
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1. 　卒論とは何か

　――先生、はじめまして。

はい、こんにちは。じゃあ、ゼミを始めようか。

　――ゼミってどんなことをやるんですか？

そうねぇ。ゼミは卒論を書くためにやる。

　――卒論ですか？　卒業論文ではなくて？

そう、卒業論文のことだよ。略して卒論。卒業研究、卒研と呼ぶゼミもある。

　――卒論って、どれくらいのページ数書けばいいんですか？

ゼミによっていろいろだけど、うちでは50ページ以上だね。

　――ええっ、50ページですか！　1ページ何文字の計算ですか？

1ページ1000字なので、字数でいえば、5万字というところだ。

　―― 5万字？　ありえない。無理です。さようなら～

おっとそんなこと言わないで。誰でも卒論を完成させられるように指導しますの
で。

　――本当ですか？

とはいえ、本人の努力次第だけどね。

■この章で学ぶこと
　この章では、卒論を書くことの意味とその手順について説明します。具体的には、

1. 卒論の意味
2. 卒論を書くための技能
3. 卒論完成までのステップ

について説明します。
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1.1 　卒論の意味

　卒論は、レポートの長くなったものではありません。卒論とは、特定のトピックに
ついてデータを集め、それを科学的に明らかにし、まとめたものです。

　授業の課題として出されるレポートは通常、書籍や研究論文を検索して読み、それ
に自分の考察を加えて、文章をまとめることによって作成されます。そこでは、自分
の手で何らかのデータを集めるということは必須ではありません。

　しかし、卒論を含めた研究論文では、自分のオリジナルデータが必須です。その
データを科学的に分析することによって、何らかの新しい知見（知識）を世の中に提
供するということが「研究する」ということです。

　オリジナルデータのない研究論文もあります。それは、文献研究と呼ばれるもの
で、研究の成果はレビュー論文（展望論文）という形で公表されます。レビュー論文
は、あるテーマのもとにこれまでに公表された研究論文を読み、その動向とこれから
の課題を集約することを目的とした論文です。

　文系の研究領域では、文献研究によって卒論を書く場合もあります。しかし、教育
工学の領域では自分でデータを取って論文を書くことが一般的ですので、文献研究は
お勧めしていません。とはいえ、先行研究の探索のステップで、みなさんはいずれに
せよ「小さな」文献研究をすることになります。詳しくは「3.　先行研究を探す」で
説明します。

「科学的」の意味
　「科学的」という言葉を定義なしに使ってきましたが、これを定義するとすれば、
「データに忠実である」ということです。これを別の言葉で「実証的」とも言いま
す。研究者は、それぞれの世界観を持ち、それぞれに独自の仮説を持って研究を進め
ます。しかし、そうした世界観や仮説が正しいという保証はないということを常に意
識しておくべきです。

　自分の立てた仮説通りにデータが出なかった時に、「データ収集に失敗した」とか
「研究協力者に偏りがあった」、「条件統制が不十分だった」などと書きます。もち
ろん、そうしたことはあるでしょう。しかし、一度手にしたデータの前で、すべての
思い込みや仮説を捨て去って、もう一度そのデータを謙虚な態度で眺めることが必要
です。そこから新しい仮説や現象を説明する新しい原理が見いだせるかもしれませ
ん。それが科学的態度ということです。

世界に貢献することの意味
　卒論は、卒業したいから書くのでもありません。もちろん卒業するためには卒論を
書かなければならないのですが、ここで言いたいのはそういうことではありません。
卒論を書く意味は、あなたが卒論を書くことによって、「世界」に貢献するというこ
とにあります。
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　ここで言う「『世界』に貢献する」とは、自分のテーマに近い領域について研究し
ている人たちのために、自分の研究を何らかの役に立ててもらう、という意味です。
簡単に言えば、あなたと同じような興味を持っている人々の役に立つような情報を生
産するということです。

　もちろんあなたはまだそういう人を知りません。しかし、彼らは研究を検索してあ
なたの卒論に必ずたどり着き、あなたの書いた文章を読むことでしょう。そのとき、
あなたが卒論を書いたことの意味が生じるのです。卒論を書くのは、まだ見ぬ未来の
読者のために書くということです。そのとき、あなたは「世界」に貢献したことにな
ります。

1.2 　卒論を書くための技能

　卒論を書くためには、あらゆる技能を総動員します。ざっと挙げただけでも、次の
ような技能がリストアップできます。

1. アイディアを出す・計画を立てる
2. 本を読む・インターネットを検索する
3. 研究を実施する・データを取る
4. データを整理する・分析する
5. 文章にまとめる・プレゼンする

　こういった仕事の集積が卒論になります。卒論を完成させるのに、さっとやって簡
単にできました、というのはありえません。データを取るにはたくさんの人の協力を
得ることになります。データを整理するためにはエクセルを使い、データを分析する
には、統計的手法を使うことになります。もちろん、自分も頑張らなければなりませ
んが、周りの人たちに助けてもらったり、指導を受けたりしながらやっていくことに
なります。その一連の動きの中で、総合的な能力を身につけるのです。

ゼミで研究することの意味
　卒論はひとりでやってできるものではないので、ゼミという複数の人間が集まった
グループが意味を持ちます。つまり、同じゼミ生同士で互いに助けあい、協力しあう
ことで一人ひとりの卒論を進めていきます。もし卒論がひとりで進められるのであれ
ばゼミとして集まる必要はないのです。ゼミとして集まるということは、そこで互い
にどのような研究をしているのかを知り、協力できるところは協力しあうということ
です。

　卒論は、あなたのこれまでの人生で最も努力を要する仕事となるでしょう。卒論
に、大学側は多くの単位を与えますが、それだけの大きな価値を認めています。さま
ざまな技能を身につけるプロセスを経て、その成果が卒論となるのです。
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1.3 　卒論完成までのステップ

　３年次と４年次の２年間で卒論を書くことになります。各学期の最後には必ず原稿
を提出し、発表会で発表します。それぞれの学期終了時には、表1.1に示すような基準
の原稿を提出してもらいます。

　学期が進むにしたがって、原稿の分量が増えていきます。もちろんこれは、その学
期ごとにゼロから書くわけではなくて、前の学期で提出した原稿を加筆修正しながら
書き加えていくものです。なお、原稿の書式は、1ページを40字×25行（＝1000字）
でレイアウトします。

表1.1　各学期終了時の提出物

時期時期 提出物

3年次
春学期 □プレミニ卒論（20ページ以上）および要旨（1ページ）

□向後ゼミワールドカフェにてポスター発表
3年次

秋学期 □ミニ卒論（40ページ以上）および要旨（1ページ）
□向後ゼミ研究発表会にてポスター発表

4年次
春学期 □プレ卒論（40ページ以上）および要旨（1ページ）

□向後ゼミワールドカフェにてポスター発表
4年次

秋学期 □卒論（50ページ以上）および要旨（1ページ）
□向後ゼミ研究発表会にてポスター発表

ワールドカフェ
　毎年７月の下旬の土曜日に、向後ゼミワールドカフェを開きます。これは通学生・e
スクール生の３・４年生が全員で自分の研究を発表しつつ、ゲストの人からさまざま
な研究上のヒントをもらうことを目的とした会です。

　研究内容を簡単に説明したポスターを見て、興味を持ってやってきたゲストの人と
テーブルを囲んで、意見を交換します。ワールドカフェでは、すでにできあがったもの
を説明するというよりは、途中段階の研究をより面白いものにするためのヒントをゲ
ストからもらうというところに目的があります。
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図1.1　ワールドカフェの様子（壁にポスター、テーブルに模造紙）

研究発表会
　毎年１月の中旬の土曜日に、向後ゼミ研究発表会を開きます。これは通学生・eス
クール生の３・４年生が全員で自分の研究をポスター形式で発表するものです。持ち
時間は１時間で、その間に集まってきたゲストに自分の研究を説明します。説明は長
くても10分程度で終わり、そのあとは質疑応答をします。ゲストは説明の途中で質問
を挟むことができます。

　発表するときのポスターはスライドをA4判の横置きの用紙（写真用の光沢紙がお勧
め）に印刷して作ります。３列×４行あるいは５行で、用紙を貼りあわせて大きなポス
ターを作ります。

図1.2　研究発表会でのポスター発表
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要旨
　要旨はワールドカフェあるいは研究発表会で、ゲストの方に手渡しする資料です。
A4判１ページで作ります。２段組みで作るなどの形式が決まっています（図1.3参
照）。

図1.3　要旨の例

卒論・修論のレベル
　４年生の卒論には、学会発表レベルを要求します。日本心理学会、日本教育心理学
会、日本教育工学会、教育システム情報学会といった日本国内で名の知れた学会で発
表できるレベルです。修士課程に進学を希望する人には、実際に学会発表をしてもら
います。

　修士論文には、投稿論文レベルを要求します。実際に、修士論文を上記の学会誌に
投稿してもらいます。また、年間少なくとも１回の研究発表（研究会か学会での発
表）を義務づけています。
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■ホームワーク1

　「ホームワーク」は宿題です。次回の授業までにやってきてください。

1. 　⾃自⼰己紹介をBBSに投稿する（40点）
　自己紹介を「自己紹介BBS」に200字程度で投稿してください。

2. 　研究テーマについて投稿する（60点）
　自己紹介に続き、卒論としてどんなテーマをやってみたいかについてその思いを自
由に300字程度で書いてください。この段階ではどんなテーマでもけっこうです。

■関連⽂文献

　「関連文献」では今回の内容に関連する文献を紹介します。文献を入手して、読ん
でおきましょう。今回の内容について多面的に理解が深まることが期待できます。

⽩白井利明・⾼高橋⼀一郎『よくわかる卒論の書き⽅方』（ミネルヴァ書房,	  
2008）

テーマの見つけ方から、プレゼンテーションの仕方まで、2ページ
ワントピックの形式で親切に書いてあります。また、ワードにおけ
るスタイルの使い方など、実践的なソフトの使い方も説明してあり
ます。一通り読んでおくことを強く勧めます。

松井豊『⼼心理学論⽂文の書き⽅方』（河出書房新社,	  2006）

「この本には、心理学で卒業論文や修士論文を書くときに必要
となる基本的な執筆テクニックしか書いてありません」と書いて
あるように、実際に論文を書くときにはかならず参照してくださ
い。特に、形式的な点で書き方に迷った時はこの本に従うこと
にします。
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2. 　テーマを決める

　――先生、こんにちは。

はい、こんにちは。前回は卒論を書くためのステップを説明したね。

　――はい、半期ごとに原稿を書いたり、発表したりするのは大変です。

まあ、小刻みにアウトプットを出していけば、いつのまにか完成しているよ。

　――今回は何をやりますか？

今回は卒論のテーマを決めよう。

　――テーマですか？

どんなテーマに興味がある？

　――そうですねぇ。私はオタクについて調べてみたいですね。私の友人たちは
オタクばかりなんですよ。

オタクのどういう点について調べたいの？

　――まだ、深くは考えていないんですが。

最初はぼんやりとしたテーマから出発して、だんだんと研究の視点を明確なもの
にしていこう。

　――オタク特有のコミュニケーション能力とか？

そんなふうにテーマを狭めていけばいい卒論テーマになるよ。

■この章で学ぶこと
　この章では、卒論のテーマの決め方について説明します。具体的には、

1. 研究テーマを考える
2. 問題を探す
3. 理論を探す
4. ５つの研究方法

について説明します。

8



2.1 　⾃自分の興味から出発する

　研究テーマは身近なところから探しましょう。興味を持っていることがあればそこ
から探します。好きでやっている趣味やアルバイトからもテーマが見つかります。新聞
や雑誌、ネットサーフィンをしていて気になることがあればそれもテーマになります。
社会人であれば、自分の仕事のこと、職場に関連したことがテーマになるでしょう。

　テーマは、身近なものの方がやる気になります。このテーマは面白い、と思えるも
のを選びましょう。テーマに正解はありません。借り物でない、自分のテーマを探し
ましょう。

　どうしてもテーマがみつからないときは、教員・TA・教育コーチに相談すると、提
案があるかもしれません。研究者は暖めているテーマを常にいくつか持っています。
卒論生に研究を手伝って欲しいこともあります。テーマに所有権はありませんので、
聞いてみて面白そうだなと思ったら、そのテーマに乗ってもよいでしょう。

2.2 　テーマからトピックへ

　研究をスタートさせましょう。研究はまず、興味のあるテーマを出していくことか
ら始めます。テーマとは、キーワードで示される大雑把な研究の領域です。たとえ
ば、「eラーニング」、「やる気」、「学習マンガ」、「Twitter」、「コーチング」
といったものです。

テーマ
　それぞれに興味を持っているキーワードがあると思います。それがスタートのテー
マになります。まずは、テーマとなりそうなキーワードを自由に出してみましょう。
数としては10個ぐらい。10個以上出てきてしまう人もいるかも知れません。その場合
は、厳選して10個にしてください。図2.1では、思いつきで出てきた５つのテーマを示
しています。

図2.1　テーマを思いつきで出す

　次に、出てきたキーワードを２つ組み合わせます。たとえば、「eラーニング」と
「学習マンガ」を組み合わせて「学習マンガを利用したeラーニング」というような組
み合わせです。「学習マンガ」と「やる気」を組み合わせて「学習マンガでやる気を
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出す」。「学習マンガ」と「コーチング」を組み合わせて「学習マンガで学ぶコーチ
ング」。「コーチング」と「Twitter」を組み合わせて「Twitterでコーチングを実施す
る」などのように。

　また、キーワードを３つ組み合わせることもできます。「eラーニング」と
「Twitter」と「やる気」を組み合わせて「eラーニングでやる気を出すためにTwitter
を利用する」などです。

図2.2　テーマを組み合わせる

トピック
　このようにキーワードを組み合わせることにより、テーマがより狭まり、特定化さ
れます。このように特定化され狭められたテーマを「トピック」と呼びます。キー
ワードによるテーマでは広すぎて、研究になりませんが、組み合わせてトピックにす
ることでちょうどよい大きさの研究になります。

2.3 　研究上の問いと理論

　次にこのトピックを疑問形にします。たとえば「学習マンガを利用したeラーニング
は効果的か？」というように。他のトピックは次のように疑問形にすることができま
す。「学習マンガでやる気が出るとすればそれは何が理由か？」、「Twitterでコーチ
ングは可能か？」、「eラーニングでやる気を出すためにTwitterは使えるか？」とい
うように。

　このような疑問形のトピックを「問題」と呼びます。あるいは「研究上の問い
（Research Question）」略して「RQ」と呼ぶこともあります。この問題が研究のタ
ネとなります。研究は、自分で問題を作るところから始めるわけです。もちろん、こ
のタネが大きく育つかどうかはまだわかりません。このタネを大きく育てるために、
このあと、関連した理論を調べ、興味深い結果を得られると期待できる研究方法を選
んでいくことになります。

「夢は⼤大きく問題は⼩小さく」
　ここまで、漠然としたテーマから、キーワードを出し、それを組み合わせることで
より小さなトピックにしました。それを疑問形にすることで、RQ（研究上の問い）を
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作りました。研究と聞くと何か大きなものを想像していたかもしれませんが、実際に
研究を進めるためには、それを具体的で特定できるものにする必要があります。夢は
大きく持ちましょう。しかし、研究の問題は小さく限定して進みましょう。そうする
ことで私たちは進歩することができます。これが「夢は大きく問題は小さく」という
標語の意味です。

理論
　理論とは、研究の先人たちの遺産です。研究を抽象化し、ある範囲の現象に当ては
まるようにしたものを理論と呼びます。

　RQを設定したら、それに関係する理論を探します。どんなに突飛なRQを設定して
も、それを説明するような理論は必ずあります。「学習マンガを利用したeラーニング
は効果的か？」というRQであれば、学習マンガを含めた理解の理論とeラーニングを
含めた学習の理論。「学習マンガでやる気が出るとすればそれは何が理由か？」であ
れば、動機づけの理論。「統計学の学習マンガは統計学の理解を深めるか？」であれ
ば、理解の理論と学習マンガの理論。「Twitterでコーチングは可能か？」であれば、
コーチングの理論とTwitterを含めたオンラインコミュニケーションの理論。「eラー
ニングでやる気を出すためにTwitterは使えるか？」であれば、学習の理論、動機づけ
の理論、そしてオンラインコミュニケーションの理論です。

　このように特定のRQを説明するような理論が必ずこれまでに提案されています。こ
うした理論を探しましょう。

　まずは『教育工学事典注1』や『学習科学ハンドブック注2』などを見てみましょう。
そこには、さまざまな研究から導き出された理論が紹介されています。自分の問題設
定の背景や土台となるような理論を探しましょう。もしどれが土台の理論になるのか
分からないときは、教員・TA・教育コーチに相談してください。

⽅方法
　研究を進めるためには、どういう方法を使って問題にアプローチしていくかを決め
ます。研究の方法はたくさんありますし、また、自分自身が研究方法を新しく開発す
ることもできます。しかし、まずはこれまでに体系化された研究手法をマスターする
のがいいと思います。まずはオーソドックスな研究方法を学び、それでもどうしても足
りないというのであれば自分で工夫を加えた研究方法をあみだしましょう。

研究＝問題×理論×⽅方法
　研究は、問題（RQ）と、その背景にある理論と、使う方法の掛け算です。問題を決
め、その背景となる理論を調べ、どういうアプローチで行けばいいのかという方法を
決めれば、研究になります。
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　これが研究の公式です。図2.3に、自分の関心から出発して、問題を特定するまでの
プロセスを図示しました。

図2.3　研究の公式

2.4 　５つの研究⽅方法

　問題設定ができたら、それをどのような方法で探求していくかを考えましょう。研
究方法は、大きく分けて以下の５つがあります。このうち1～3については、「インス
トラクショナルデザイン研究法」テキストに詳しく書かれています。

1. 質問紙調査法
2. 半構造化面接法
3. 実験計画法
4. 参与観察
5. アクションリサーチ

　それぞれの研究方法には得意なことと不得意なことがあります。自分の研究で、何
が知りたいのかということに応じて研究方法を使い分けます。また、ひとつの研究方
法だけで研究しなくてはならないということはありません。むしろ、複数の研究方法
を組み合わせてデータを取った方が、研究が大きく豊かになります。複数の視点で研
究全体を捉えることができるからです。

研究 = 問題 × 理論 × 方法
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(1) 　質問紙調査法
　研究をまず質問紙調査で始めてみるのは良い方法です。なぜなら、質問紙を作るた
めには、研究のテーマに関係する「概念」をクリアにしなければならないからです。

　たとえば「コミュニケーション能力」といったキーワードは、普段何気なく使って
います。しかし、研究としてそれを扱うためには、まず自分の研究で扱う「コミュニ
ケーション能力」を定義しなければなりません。

　ただ単にコミュニケーション能力といっても、友だちとのコミュニケーションなの
か、目上や目下の人とのコミュニケーションなのか、初対面の人とのコミュニケー
ションなのか、異性とのコミュニケーションなのか、はたまた、ペットとのコミュニ
ケーションなのかで、定義が変わります。そこで、自分の研究で扱う「コミュニケー
ション能力」ということを、まず定義しなければなりません。

　質問紙調査を実施するためには、このような研究上のキーワードについて考え、そ
れを具体的な質問紙にしていきますので、こうした概念が自然にクリアになっていき
ます。

　質問紙調査では、印刷したアンケート用紙やオンライン調査によって、数百人単位
の協力者を得て行います。得られたデータは、表計算ソフト（ExcelやNumbersなどの
アプリ）を使って整理します。そのあと、いくつかの統計手法を使ってデータを検討
することになります。ここで、量的データ（数字のデータ）の扱い方と統計分析手法
を身につけることができます。

　世の中には、アンケート調査が氾濫しています。しかし、アンケートから得られた
データの科学的な分析と解釈はあまりなされていません。せっかくアンケートを取っ
てもランキングを作って、印象程度の解釈で済ませているケースが大部分です。みなさ
んは、質問紙調査を実施することによって、アンケート調査の科学的な作り方と分析
法を身につけてください。

　図2.1に質問紙調査の質問例を載せました。このような尺度の詳しい作り方について
は「インストラクショナルデザイン研究法」テキストを参照してください。
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図2.1　質問紙調査の例

(2) 　半構造化⾯面接法
　インタビューは、その人がどのような背景のもとに、どのように考え、行動してい
るのかを深く掘り下げて聞くのに適した方法です。しかし、研究者に都合の良い部分
だけを取り出してデータとしているのではないか、という批判に対応する必要があり
ます。

　半構造化面接法は、ある程度大まかな質問をあらかじめ用意しておき、それをきっ
かけの質問としながら、インタビュー協力者に自由に語ってもらうという手法です。
インタビュアー（インタビューする人）とインタビュイー（インタビューされる人）の
１対１で行われます。あらかじめ用意した質問は話のきっかけとして使い、あとはイ
ンタビュアーが細かく深くたずねていきます。ある程度の脱線も許容されます。インタ
ビューはICレコーダなどに録音されます。それを文字起こししてテキストデータとし
ます。

　文字起こししたテキストデータは、グラウンデッド・セオリー・アプローチ
（Grounded Theory Approach, GTA）という手法で分析します。GTAは複数人のイ
ンタビュー協力者からのテキストデータを細かく切片化し、それを元にしてストー
リーを再構成する方法です。この手続により、テキストデータの恣意的な解釈を慎重
に避けています。

　図2.2にインタビューを文字起こしした例を載せました。GTAの詳しい進め方につい
ては「インストラクショナルデザイン研究法」テキストを参照してください。
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図2.2　インタビューを文字起こしした例

　このようなインタビューデータから、最終的には、図2.3のようなカテゴリー関連図
というものを作成します。これがGTAにおける、説明モデルとなります。

図2.3　カテゴリー関連図の例

オンラインによるインタビュー
　Skypeなどのインターネットを使ったコミュニケーションツールを使えば、オンライ
ンによるインタビューを実施することができます。オンラインによるインタビューで
は、時間さえ合えば場所による制約がないので、さまざまな人からインタビューを取
ることができます。また、お互いの顔を映したビデオつきの会話と、ビデオなしの会
話を選択することができますので、インタビュイーの希望に合わせた設定ができま
す。
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フォーカスグループインタビュー
　研究の目的により、１対１のインタビューよりも、小グループ（6～10人程度）で自
由に会話してもらう方が適している場合があります。マーケティングで良く使われるの
は、フォーカスグループインタビューという手法です。司会を一人立てておき、話題を
設定したあとは参加者が自由に話すという形式です。

　たとえば、ある授業についての感想や意見を学生から聞きたいというような場合
は、小グループの学生を集めてフォーカスグループインタビューを実施するのが適して
います。

　フォーカスグループインタビューもSkypeを使えば、オンラインによる実施が可能で
す。この場合は複数人がSkypeを使って話し合いをします。

(3) 　実験計画法
　実験計画法では、研究者が操作できる変数（独立変数）と、その結果としての変数
（従属変数）を定義したあとに、独立変数を操作することで従属変数がどのように変
化するかを量的に検討します。

　たとえば、グループワークの前に自己紹介を行う群と、ゲームを行う群では、グ
ループワーク中に発生する協力的な行動がどのように違うかを検討するような研究で
す。この場合、独立変数は、グループワークの前に行う行動（自己紹介かゲームか）
です。また、従属変数は、グループワーク中に発生する協力的な行動をカウントした
数です。

　実験したあと、統計処理（t検定や分散分析など）をして、独立変数が従属変数に影
響を与えているのかどうかについて検討します。

　実験計画法の詳しい進め方については「インストラクショナルデザイン研究法」テ
キストを参照してください。

(4) 　参与観察
　参与観察とは、実際にその現場の人たちの仲間になって、それがどうなっているの
かを観察し、克明なデータを収集しながら研究を進める方法です。

　自分で書き留めた日誌や現場にいる人たちの会話などを書き留めた「フィールド
ノート」がデータになります。ただし、聞き手と話し手の役割が決まっているような
インタビューはできません。研究者が、その現場の一員として入り込むことに参与観
察の特質があるからです。研究者が研究者としての立場を現場に明示する場合も、ま
た明示せずに参加する場合もあります。いずれにしても、ある程度長期的にその現場
に関わって、その一員となることが必要です。

　たとえば、獅子舞の伝統というのはだんだん廃れてきてしまっていますが、獅子舞
を続けている人たちはなぜ続けているのでしょうか。このテーマを研究するために、
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獅子舞グループのメンバーとしてそこに参入し、獅子舞について勉強しながら、その
メンバーの成り立ちや相互的な行動を観察するのです。

　参与観察では、現場に入り込み、そこのメンバーと違和感なくコミュニケーション
できるようになるまで時間がかかります。したがって、ある程度長期的な研究になり
ます。

(5) 　アクションリサーチ
　アクションリサーチは、自分が所属している組織や、関与している現場をいかに改
善していくかを目的として、そこに研究的手法を持ち込むものです。参与観察に似て
いますが、参与観察では、あくまでもその現場に溶け込んだ上で観察していくのに対
して、アクションリサーチでは、自分の現場を改善するために積極的に介入していく
のが特徴です。

　たとえば、塾の先生が受け持っているクラスを、どのようにして良くしていくかはト
ピックになります。こうしたテーマの場合、質問紙調査をするにはサンプルの数が少
なすぎます。また、インタビューをすると「先生と子どもたち」という関係を壊して
しまいそうです。自分のクラスですから、実験計画法ではできません。公平な扱いを
しなくてはならないので統制群が作りにくいのです。そして、すでに先生という立場
を持っているので、参与観察しようにも子どもたちの中には入れません。

　「先生」という立場を維持しながら、このクラスをどう改善していこうかというの
を考えたときに、アクションリサーチが使えます。１つのクラスをどのように改善
し、どういう操作を入れて、どのような介入をしたらクラスが良くなるかを確かめつ
つ、進めていきます。統制群は通常設けられませんので、ひとつのクラスや集団の中
の一人ひとりが、介入によってどのように変化していくかを観察したり、データを
取ったりして研究を進めます。

　以上、５つの研究手法があります。自分の研究トピックと理論を組み合わせたとき
に、どの手法がベストなのかというのが分かってきます。２つ以上の方法を組合わせ
る場合もあります。

■ホームワーク2

1. 　キーワードを10個出す（10点）
　自分が興味を持っているキーワードを10個選んでください。それをBBSに書いてく
ださい。

2. 　問題を３つ設定する（30点）
　1.で出したキーワードを２つか３つ組み合わせて、自分の問題（RQ）を疑問形で設
定します。
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3. 　問題×理論×⽅方法を３つ設定する（60点）
　2.で設定した問題に関連する理論を本やWebで探します。そして、その問題を解明
するために適切な研究方法を考えましょう。

　上記の、問題×理論×方法のセットを３つ考えてください。ひとつのセットにつき、
200字程度でBBSに書いてください。書き方のパターンは「～～の問題を、～～と～～
の理論を元にして、～～の方法を用いて明らかにする」というような形です。

■関連⽂文献

鎌原他編著『⼼心理学マニュアル質問紙法』（北⼤大路書房,	  1998）

質問紙法の作り方から実施、分析の仕方まで具体的に書かれて
います。どのように質問紙調査を進めていけばいいのかがよくわ
かるでしょう。

⼽戈⽊木クレイグヒル	  滋⼦子『質的研究⽅方法ゼミナール』（医学書院,	  
2008）

グラウンデッド・セオリー・アプローチの実施方法について、
ステップバイステップで、具体的に解説してあります。GTAを
行うときに役立ちます。

⽥田中	  敏『実践⼼心理データ解析』（新曜社,	  2006）

実験計画の組み方から、その統計分析の仕方、解釈、そして結
果の書き方まで、非常に実践に即した形で解説してありますの
で、実験をして卒論を書くときに役に立つでしょう。
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３. 　先⾏行行研究を探す

　――先生、こんにちは。

はい、こんにちは。前回は研究テーマを決めることと研究方法にどんなものがあ
るかをやったね。

　――はい、研究は「問題×理論×方法」の組み合わせです。

そうだね。今回はそのテーマの先行研究を探していこう。

　――イヤだなあ。

え？　なんで？

　――せっかくテーマを決めたのに、もしすでに研究されていたらイヤじゃない
ですか。

いや、反対だよ。もし先行研究がたくさんあるとすれば、それは重要なテーマだ
からだ。逆に、先行研究が見つからないとすれば、それは取るに足らないテーマ
だからかもしれないよ。

　――そのテーマの重要性に誰も気づいていないからかもしれないじゃないです
か？

まあ、少し調べてみればすぐわかるよ。

　――オタクのコミュニケーション能力なんて、だれも調べていないと思うけど
な。

自分の研究テーマの先行研究を探していこう。きっとたくさんあるよ。

■この章で学ぶこと
　この章では、先行研究の探し方について説明します。具体的には、

1. 先行研究は必ずある
2. 本の検索
3. 学術文献の検索
4. 早稲田大学図書館の学術情報検索
5. レジュメの作り方
6. 文献リストの作り方

について説明します。
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3.1 　先⾏行行研究は必ずある

　「巨人の肩の上に立つ」(Standing on the shoulders of giants)という言葉がありま
す。「巨人」とはその研究をこれまでにやってきたたくさんの人たちのことです。どん
な特殊なテーマにも先行研究があります。先人の研究があってこそ、私たちは次の一
歩を踏み出せるのです。

　研究の公式「問題×理論×方法」にしたがえば、自分の問題を追求するためには、そ
れに関連する理論と方法を知らなければなりません。関連する理論と方法を探すため
に、先人たちの研究を調べるのです。先人たちがどのような方法を使って研究をして
きたのか、その結果どのような理論を提案したのかということを調べます。

　問題を設定するまでは、できるだけ無垢な発想を大切にしましょう。しかし、一度
問題が設定されたあとは、地道に先行研究を調べ、その上に立つものとして、自分の
問題を磨き上げていきます。

　自分のテーマを決めて研究をスタートさせると、「先行研究がありません」とか、
あるいは「先行研究が見つかりません」と言ったりします。しかし、皆さんがどんな
に特殊な研究テーマを選んでも、必ず先行研究が存在します。

　その先行研究を見つけなければ、自分の研究はスタートできません。この章では、
本や論文の形になって公表されている先行研究をどうやって探すのかについて説明し
ます。

　先行研究を見つけたら、それを読んでまとめておくことが必要です。文献の内容を
１ページあるいは数ページにまとめたものをレジュメと呼びます。レジュメには、文
献内容のまとめとそれに対する自分のコメントが含まれます。このレジュメの作り方
についても説明します。

　最後に文献リストの作り方を説明します。引用した文献リストは、自分が論文を書
くときに必ず載せなくてはなりません。リストの作り方には一定の決まりがあります
ので、スタートの段階から文献リストの作り方をマスターしておきましょう。

先⾏行行研究の種類
　先行研究は書籍の形になっているものと、論文の形になっているものがあります。

(1) 　書籍

　書籍は、研究の視点で見ると、一般書と研究書・専門書に分けられます。一般書と
研究書の見分け方は、本の巻末に文献リスト（引用文献や参考文献）が載っているか
どうかです。文献リストがないものが一般書、載っているものが研究書・専門書です。

　一般書は概して読みやすい文体で書いてありますので、そこから研究上のアイデア
やヒントを得ることができます。しかし、一度自分の研究テーマを決めて、研究をス
タートさせたら、専門書を読まなくてはなりません。
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(2) 　論⽂文

　論文は、学会・大会や研究会で発表された発表論文と、定期的に刊行される紀要や
論文誌に掲載された雑誌論文があります。

　学会や研究会の発表論文は、日本国内の場合、査読（審査）がないのが普通です。
ただし外国だと厳しい査読がある場合もあります。原稿の分量は、学会発表だと、1～
2ページの分量です。研究会発表だと、4～10ページ程度の分量です。

　大学紀要や研究所紀要は、査読ありとしているケースが多いのですが、組織内での
査読が大部分です。また、あってもそんなに厳しくないので、ほとんど査読なしと判
断してよいでしょう。

　論文誌掲載論文は、必ず査読があります。２，３人の匿名の査読者が読んで、掲載
するかどうかを判断します。またその過程で原稿の修正が行われています。したがっ
て、論文の信頼性が高いとされます。

3.2 　本の検索

Googleブックス
　調べるテーマが決まったら、まず本を探しましょう。Googleブックス（http://
books.google.co.jp/）サイトでは、キーワードを入れることで、そのキーワードが含
まれた本を検索することができます。また、Googleと著作権上の合意をした著作につ
いては、スキャンされた本の中身の一部を読むことができます。

図3.1　Googleブックスの画面
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図3.2　Googleブックスの検索結果

図3.3　一部の著作については内容を読める

Amazon
　本は、オンラインショップであるAmazonでも検索することができます。Amazonで
は、検索結果は本のタイトルに依存するようです。キーワードがタイトルに含まれてい
る本が検索上位に出てきます。これは、Googleブックスのように本の内容をスキャン
しているわけではないためです。Amazonでも「なか見！検索」というマークがついて
いる本については表紙や目次、本文の数ページを見ることができます。
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図3.4　Amazonでの「オタク」の検索結果

　Googleブック検索でも、Amazonでも注意しておかないといけないことは、検索結
果に一般書が多いことです。一般書か専門書かを見分ける方法は、本の最後に引用文
献があるかどうかです。

　引用文献を探す第一歩として、一般書、専門書に関わらず、関係ありそうなものは
入手しておきましょう。研究が進むにつれて、専門書を参照する比率が高くなること
に気づくでしょう。書籍からは、先人がテーマについてどういうアプローチを取って
きたのかが掴めます。

3.3 　学術⽂文献の検索

Google	  scholar
　Google scholar（http://scholar.google.com/intl/ja/）は、学術的な文献に絞って検
索します。多くの論文は、PDF形式でその内容を読むことができます。
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図3.5　Google scholarの画面（「巨人の肩…」の標語も見える）

図3.6　Google scholarでの検索結果

図3.7　論文を表示したところ
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3.4 　早稲⽥田⼤大学図書館の学術情報検索

　早稲田大学は巨大な図書館を持っていますので、利用しない手はありません。学術
情報の検索には図書館の学術情報検索ページ（http://www.wul.waseda.ac.jp/imas/
index.html）を開きます。あるいは、Waseda-netポータルから「学術情報検索」のタ
ブをクリックしても学術情報検索ページを開けます。このページから、蔵書を検索す
るには「WINE」をクリックします。また、論文を検索するには「CiNii」をクリック
します。

図3.8　早稲田大学図書館の学術情報検索ページ

蔵書の検索
　蔵書の検索にはWINEを利用します。タイトル、キーワード、著者名などから検索す
ることができます。大学が検索された本を所蔵している場合は、その配架場所が示さ
れますので、そこで閲覧するか、あるいは貸し出し請求をします。

図3.9　WINEの検索画面
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図3.10　WINEの検索結果

論⽂文の検索
　論文の検索には、国立情報学研究所のCiNiiというサービスを使います。キーワード
や著者名などから検索することができます。「CiNiiに本文あり」という条件指定をす
ると、本文がPDFで読めるものだけを検索することができます。

図3.11　CiNiiの検索画面

図3.12　CiNiiの検索結果

　論文がダウンロードできない場合は、著者名、論文タイトル、雑誌名、巻・号・
ページ、所蔵図書館の情報をプリントして、大学図書館で文献複写を依頼します。これ
には料金がかかりますが、教員の研究費から支出してもらうように頼むといいでしょ
う。

3.5 　レジュメの作り⽅方

　本や論文を読んだら、後々それを利用するために、それをA4判用紙１枚にまとめて
おきましょう。これをレジュメと呼びます。レジュメは、ゼミなどで発表するときに
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参加者に配布する資料のことです。ゼミで発表するかどうかにかかわらず、読んだ本
や論文をまとめておけば、あとで、レポートや卒論を書くときに役立ちます。

　レジュメは、きちんとした文章ではなく、箇条書きで書くのが原則です。箇条書き
も、字下げを行って、構造のレベルを明示した書き方が望まれます（図3.13参照）。
また、図表やフローチャートなど、一目でわかるグラフィックスを使うのも勧められ
ます。

　自分の論文の中で引用したいフレーズがあれば「カギカッコ」で囲んで引用してお
きましょう。この場合、原文をそのまま写しとることが重要です。

　自分の思いつきやコメントなどがあれば、文献の内容とは区別できる形（【】で囲
むなど）で書き込んでおきます。こうしたコメントは、自分の研究を進める上でヒン
トになるでしょう。

図3.13　レジュメの例

3.6 　⽂文献リストの作り⽅方

　研究を進めていくのと並行して文献リストを作ります。なぜなら、論文には「必
ず」最後に「引用文献」のデータを入れなければならないからです。これは、自分の
研究が「巨人の肩の上」に立つものであることを明らかにすることです。論文のルー
ルとして、本文で引用したときには、必ずそれに対応する文献データを明示します。
これが引用文献ということです。

27



　引用文献のことを「参考文献」として文献リストを明示する場合もありますが、こ
れは実質的な引用文献だと考えてください。一方、一般書では、あとがきなどで「こ
の本は以下の文献を参考にしました」という形で文献リストを載せる場合がありま
す。しかし、学術的な視点で見れば、これは正確な方法でもないし、また誠実な方法
でもありません。誠実な方法とは、出版された文献を本文中で正確に引用し、対応し
た文献をリストに載せるということです。

　文献リストの形式は、それぞれの学会が定めていますので、それに従います。ここ
では、日本心理学会が採用している引用文献リストの形式を紹介しましょう。詳しく
は、日本心理学会がPDFで提供している『執筆・投稿の手びき』注1を参照してくださ
い。あるいは、松井豊『心理学論文の書き方』を参照してください。

•雑誌の場合：　著者名（刊行年次）表題　雑誌名, 巻, ページ
•例：　向後千春（1990）操作することはマニュアル文の読みを速める　教育
心理学研究, 38, 330-335

•著書の場合：　著者名（刊行年次）著書名　出版社
•例：　向後千春・冨永敦子（2007）統計学がわかる　技術評論社

　論文の最後に載せる引用文献リストの作り方については、次の章で解説します。こ
こでは、文献情報としてどんな情報が必要かを確認しておいてください。

■ホームワーク3

1. 　⽂文献リストを作る（30点）
　今回紹介した以下の３つの方法を使って、自分の研究テーマのキーワードを決め
て、検索してください。

1. Googleブック検索
2. Google Scholar
3. CiNii

　いくつかのキーワードを使って、あるいは、複数のキーワードを組み合わせて検索
してみるとよいでしょう。そして、一般書、学術書、学術論文をそれぞれ５本ずつ
ピックアップし、文献リストを作ってください。

2. 　本を少なくとも１冊読み、レジュメをA4判⽤用紙１枚で作る（40点）
　文献リストの中から最も自分の研究テーマに近い書籍を一冊選び、それを読んでレ
ジュメをA4判用紙１枚で作ってください。
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3. 　論⽂文を少なくとも１本読み、レジュメをA4判⽤用紙１枚で作る（30点）
　　文献リストの中から最も自分の研究テーマに近い論文を一本選び、それを読んで
レジュメをA4判用紙１枚で作ってください。
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4. 　序論を書く

　――先生、こんにちは。

はい、こんにちは。前回はテーマを決め、先行研究を検索することをやったね。

　――はい、けっこう先行研究があったので選ぶのに苦労しました。

今回はそれを元にして序論を書こう。

　――ええっ？　もう書くんですか？　まだデータも取っていないのに！

確かにそうだね。まだデータはない。

　――それでも書くんですか？

そうだよ。この段階で原稿を書いておけば、自分の研究の意味や位置づけが明確
になるよ。

　――確かに、一応研究テーマみたいなものは決めたけど、なんとなくこれでい
いのかなっていう感じがありますね。

そうでしょ。それは文章にしていないからなんだよ。

　――なるほど。

今の段階で決めたことを文章にすることによって、この先、何を調べなくてはな
らないかがわかるよ。そうすれば、研究全体のイメージがはっきりするはずだ。

■この章で学ぶこと
　この章では、卒論の序論の書き方について説明します。具体的には、

1. 問いの重要性
2. 序論の構成と内容
3. 引用の仕方

について説明します。
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4.1 　問いの重要性

⾃自分で問いを⽴立立てる
　これまでにやってきた大学の勉強と卒論・修論は何が違うのでしょうか？　これま
での勉強はすべて、「問い」が誰かから与えられて、その答えを考えたり探したりす
るのが学生の仕事でした。しかし、卒論では「自分で問いを立てる」ことが必要にな
ります。これは大変難しいことです。なぜでしょうか？　それは、よい問いが設定で
きれば、仕事の半分は終わりだからです。

　「問いを考える力」が社会人としては一番重要になります。新人の頃は、言われた
問いに対する答えを探して仕事をすればいいのですが、組織や集団の上位のリーダー
になるほど、今、何が問題になっているか、次に問題になるのは何か、という問いを
設定する力が必要になってきます。卒論はその予行練習だと思ってください。

　卒論の最初に、研究上の問い（RQ）を考えることに苦労をした方がむしろ良いので
す。もし簡単にテーマが決まってしまったとしたら、むしろ落とし穴があるかもしれ
ません。

良い問いとは？
　良い問いとはどんな問いでしょうか。

　一つ目は、「それを問題にするニーズがある問い」であることです。ニーズには、現
実的なニーズ（これを解かないと困った事になるというニーズ、現実の活動に直接関
連するニーズ）と、理論的なニーズ（これを解かないと理論が進まないというニーズ、
学問的なニーズ）の2種類があります。

　ニーズがなければ問いは発生しません。テーマが浮かばない人は、ニーズがない、
または、あっても感じる力がないかのどちらかかもしれません。

　二つ目は、「特定領域から一般領域に応用可能な問い」であることです。今自分が
やっているこのテーマはとても狭く、限定されたものではないかと感じても心配はい
りません。限定された問題が解けたら、それは一般領域に応用できるかもしれないの
だということを念頭においておきましょう。

　三つ目は、「これまでの研究史の上に乗った問い」であることです。前に「巨人の
肩に立つ」という言葉を引用しました。これまでの研究者を尊敬し、その仕事を尊重
し、その上に私が立っていることを意識して初めて研究が進むのです。他の人が今ま
でにやってきたことを調べないで、自分はオリジナリティのあることをやっているのだ
と言っても、「井の中の蛙」であることが多いのです。研究史の流れに乗って、さら
に道を切り開く問いが良い問いなのです。

問いのパターン
　問いのパターンを分類するとすれば、
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1. これは何なのか（What型）
2. なぜこうなっているのか（Why型）
3. どうすれば良いのか（How型）

の３つに分類することができます。

(1) 　これは何なのか？（What型）
　社会の中で注目を集めている現象に注目し、その概念やモデル（現象を抽象化・一
般化したもの）を提案するタイプの研究です。

　「今、世の中でこういう現象が話題になっているが、その裏側で動いているもっと
一般化されたモデルは何か？」というのを突き詰めていくといい研究になります。

　たとえば、「オタク」という現象について、その裏側ではこういうモデルがあるか
らオタクという表面的な現象が出てきたのだ、という関係が分かるとWhat型の問いは
深くなります。あるいは、その構成要素に注目して、「オタクという現象は何と何が
組み合わさって出てきているのか？」と分析していくとよい研究になります。

　このタイプの問いに対しては、質問紙・インタビュー・参与観察を主に使います。

(2) 　なぜこうなっているのか？（Why型）
　要素間の因果関係、しくみ、システムを明らかにしようとする研究です。

　What型の問いを突き詰めていくと、その現象の構成要素が分かります。次の段階の
研究は、その要素間の因果関係を明らかにすることです。これがWhy型の研究です。

　この問いに対しては、主に実験計画法が使われます。

(3) 　どうすれば良いのか？（How型）
　効果的な介入、改善の方法を明らかにしようとする研究です。

　たとえば、あるトラブルが起こったとします。このトラブルは何なのか（What）、
なぜこのトラブルが起こったのか（Why）というところまで明らかにしたら、最後の
問題はトラブルをなくすためにどうすればよいか、ということになります。

　この問いに対しては、自分のフィールドの中で改善をしていくアクションリサーチ
が主に使われます。

研究のステップ
　以上、研究の３つのパターンを紹介しました。研究を進めていくためには、まず
Whatから入ります。「この現象は何なのか？」を明らかにしたら、「Why: なぜこう
なっているのか？」を明らかにします。そして最後に「How: どうすれば良いのか？」
に進んでいきます。これが研究の自然な流れです（図4.1参照）。

32



図4.1　研究のステップ

　卒論ではこの３つの研究ステップすべてをやらなくてはならないということではあ
りません。特定のトピックの研究がどこまで進んでいるかによって、自分がやるべき
研究のタイプが決まります。たとえば、すでに概念がよく整理されているのであれ
ば、因果・しくみの研究をやります。反対に、まだ概念がはっきりしていないトピッ
クでは、いきなり改善的な研究をやろうとしても困難ですので、まずその概念やモデ
ルを明らかにする研究から始めることになります。

　この意味で、自分が立てた問題が、研究のどの段階にあるのか知ることは重要で
す。それを知るためには、先行研究を十分に調べておくことが必要なのです。

4.2 　序論の構成と内容

卒論全体の構成
　卒論全体の構成は次のように５章構成です。

卒論全体の構成

1.　序論（Introduction）
2.　方法（Method）
3.　結果（Results）
4.　考察（Discussion）
5.　結論（Conclusion）
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　レポートの構成法で、「序論・本論・結論」という構成を習った人もいると思いま
す。これに当てはめると、「2. 方法　3. 結果　4. 考察」の部分が本論に相当します。

　この構成法は、研究を１つ実施した場合のものです。

　研究を２つ実施した場合は、次のような構成になります。

研究を２つ実施した場合の卒論全体の構成

1.　序論
2.　研究１
　　2.1　方法
　　2.2　結果
　　2.3　考察
3.　研究２
　　3.1　方法
　　3.2　結果
　　3.3　考察
4.　総合考察
5.　結論

　この場合、「4.　総合考察」では、研究１と研究２の結果をまとめて考察します。

序論の構成
　序論の構成は次のとおりです。

「1.　序論」の構成

1.1　背景
1.2　研究史
1.3　問題提起

　この序論の流れは、MintoのS-C-Qモデルに当てはめるとわかりやすいでしょう。

MintoのS-C-Qモデル
　バーバラ・ミント（B. Minto）は、序論の書き方として「状況・焦点化・問い」モ
デル（Situation-Complication-Question Model=S-C-Qモデル ）を提案しました注1。
このモデルは卒論以外にも応用範囲が広いので身につけておく価値があります。

　S-C-Qモデルでは、序論の中で次の３つの展開をします。

•状況（Situation）：まず、現在の社会的背景から研究の必要性
•焦点化（Complication）：これまでにどのような研究がされてきたか
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•問い（Question）：そこで私はこのような問題を立てたい

　たとえば、「大学生の学力低下」ということを研究トピックに設定した場合の序論
の展開は次のようになります。

「大学生の学力低下」をトピックとした序論の構成「大学生の学力低下」をトピックとした序論の構成

背景（=状況） 現代の社会では大学生の学力低下が急速に問題になっ
てきている。

研究史（=焦点化）
これまでに、学力低下についてどのような研究がされ
ているかを調べたところ、以下のような研究がされて
いる。

問題提起（=問い） 以上の研究史を振り返ると、まだ解決のついていない
◯◯を研究トピックとして取り上げたい。

　序論の構成を図示すると、図4.2のようになります。

図4.2　序論の構成

序論の内容
　以下に、序論のそれぞれの節で書く内容を示します。
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1.1 　背景
　背景で書くことは、テーマに関連して、社会で問題になっていることです。読者は
まだテーマについてよく知らないので、一般的な内容から書き始めます。大まかな状
況から始めて、徐々に、「今、解決しなければならない問題はこういうこと」、ある
いは「未解決の問題としてこれとこれがある」というところまでテーマを絞っていき
ます。これを研究トピックとして研究史につなげます。

1.2 　研究史
　研究史とはいっても、検索して読んだ研究を古い順に並べて紹介するわけではあり
ません。そうではなく、自分の設定した問題に対して、それぞれの研究がどう関わり
があるのかということを軸に並べて再構成します。年代順に並べるのではなく、自分
の研究ストーリーを中心にして並べてください。

　「この研究に関しては、こういういろいろなアプローチがあって、今こういう状態
にある」というところまで再構成しないといけません。あくまでも自分の視点を中心
にして書いてください。自分独自の研究史のストーリーを作るように努力してくださ
い。それがあなたの研究のオリジナリティになります。

1.3 　問題提起
　問題提起では、研究史を踏まえて自分がこの卒論で解決しようとする問題を明確に
述べます。未解決の問題はたくさんあると思いますが、その中から自分がこの問題に
取り組もうという姿勢とその理由も示すと迫力が出てきます。

　以上の３つの節では、研究史の部分が一番長くなるでしょう。大体の割合でいう
と、背景：研究史：問題提起が「３：６：１」くらいの割合です。

　書き進めていくと、自分の問題設定が変化していくかもしれません。それでよいの
です。むしろ変化させることが、今、序論を書いてもらう理由です。背景を踏まえ、
さらに研究史を踏まえてた上で、問題提起を明確に立てるようにしましょう。そうし
た結果、できあがった問題提起は良いものになっているはずです。

4.3 　引⽤用の仕⽅方

　レポートなどで、他人が書いた文章を「出典の明記なし」に引き写すと、カンニン
グ扱いになります。ですので、他人の文章を「引用する」方法をきちんと身につけて
ください。

短い⽂文章をそのまま引⽤用する場合
　引用とは、自分の文章の中の「材料」として他人の文章、あるいはその要約を取り
入れることです。自分の文章が「主」で、他人の文章は「従」の関係です。したがっ

36



て、引用はできるだけ短くしなくてなりません。数ページ丸々引用文ということはあ
りません。具体的には、長くても3～5行程度の分量に抑えます。

　短い文章をそのまま引用する場合は、

•<<著者名>>（発表年）は、<<引用文>>のように言っている。
•<<著者名>>（発表年）は、次のように言っている。<<引用文>>

　のどちらかの形式で書きます。下に例を示します。

•向後（1996）は、大学の授業中の課題や試験でコンピュータを用いる場合
は、学生が1分あたり250文字以上のタイプ速度を持っていることが公平な評価
のために必要であることを主張した。

•向後（1996）は、次のように主張した。「大学の授業中の課題や試験でコン
ピュータを用いる場合は、学生が1分あたり250文字以上のタイプ速度を持って
いることが公平な評価のために必要である」。

　ここで、「向後（1996）」は「引用文献リスト」の中で詳細な文献情報が載せられ
ています。引用文献リストの作り方はこの下で説明します。

要約して引⽤用する場合
　１つの研究や、１冊の本の内容を引用する場合は、自分の言葉で要約する必要があ
ります。その内容は、元の著者のオリジナルですから、これも引用にあたります。要
約して引用する場合の分量については特に目安はありませんが、その引用が自分の文
章に対して「従」の関係であることが必要です。つまり、自分の文章の流れの中で、
引用された内容が「１つの材料」として扱われているということです。

　要約して引用する場合は、

•<<著者名>>（何年）は、～～を目的として、～～のような研究を行った。その
結果、～～ということが明らかになった。

•<<著者名>>（何年）は、『<<書名>>』の中で、～～という主張をしている。

　というように書きます。

「孫引き」は避ける
　ある本や論文で引用されていることを、さらに引用することを「孫引き」と呼びま
す。孫引きはできるだけ避けます。孫引きをすると「誰々（何年）は、誰々（何年）
を引用して、「～～」と述べている」というような書き方になります。こう書くので
あれば、孫引きではなく、最初から元の文献を読んで、自分自身がそれを引用してく
ださい。孫引きは、誰かが誰かを引用したこと、そのものに意味がある場合にのみ可
能です。
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引⽤用⽂文献リスト
　引用したら、引用文献リストを作らなければいけません。これは、「引用文献」と
いう見出しを立てて、卒論の最後に入れます。

　引用文献は、論文、書籍、あるいはWebページなどの種類がありますが、種類の区
別なく、著者名のABC順で並べます注1。著者名が日本語の場合もローマ字つづりにし
たとして順番を決めます。

　下に引用の種類別のリストの書き方を示します。

論⽂文
　論文の場合は、

<<著者名>>（発表年）. <<論文名>>　<<雑誌名>>, 巻（号）, ページ.

　の形式です。下に例を示します。

向後千春・野嶋栄一郎（1990）. オペレーティングシステムの理解と操作スキ
ル獲得のための教育環境　CAI学会誌, 7(1), 14-21.

Kagan, S. (1990). The structural approach to cooperative learning. Educational 
Leadership, 47(4), 12-15.

　著者名が複数の場合は中黒「・」で並べます。雑誌の巻数はゴシック体、あるいは
下線付きにします。

　外国の著者は、「<<姓>>, <<名のイニシャル>>」の順とし、外国の雑誌名はイタリッ
ク体にします。

　また、引用文献リストは、上のように、字下げをせずに書き始め、２行目以降は１
文字か２文字字下げをするというスタイルにします。

書籍
　書籍の場合は、

<<著者名>>（出版年）. <<書名>>　<<出版社名>>.

　の形式です。下に例を示します。

松井豊（2006）. 心理学論文の書き方　河出書房新社.
Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (1998). Active Learning: Cooperation 

in the college classroom. Edina, MN: Interaction Book Company.
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注1 引用文献リストの並べ方には、これ以外に、本文での出現順に(1), (2),...と番号を振って並べる方
法もあります。特に指定されない場合は、ABC順で良いでしょう。



　出版年は、初版の年号です。出版年は本の最後のページに書いてあります。増刷さ
れた年号ではありません。ただし、改訂された場合（書名に「第２版」あるいは「5th 
edition」などと書かれている場合）は、その改訂版の出版年です。

　外国の書籍名はイタリック体にします。また、出版社名の前にその出版社がある地
名を書きます。

Webページ
　Webページの場合は、

<<著者名>>（公開された年）. <<Webページのタイトル>>　<URL>　（参照
日）

　の形式です。下に例を示します。

向後千春（2001）. アイスクリーム屋さんで学ぶ楽しい統計学　<http://
kogolab.jp/elearn/icecream/index.html>　（2010年3月31日）

　多くのWebページでは初めて公開された年が書かれていません。その場合には公開
年を書きません。ただし、参照日は必ず書きます。これは、Webページは予告なく削
除される場合があるので、「この参照日にはこのページが存在した」と主張するため
です。

引⽤用⽂文献リストは⼤大事
　引用文献リストの書き方の細かい点は、松井豊『心理学論文の書き方』を参照して
下さい。基本的な書き方は以下のとおりです。

　文献リストは、著者名のABC順に並べます。日本人が著者の場合はローマ字つづり
にしたとして並べます。日本人も外国人も姓・名の順番で並べます。同じ著者の文献
がある場合は、刊行年次の古いものから並べます。

　なお、引用文献リストは、ルール通りに正確に書けるかどうかをテストされている
のだという心構えで書いてください。ここがルール通りに書けていないと、本文の内
容も信用されなくなってしまいます。

■ホームワーク4

　WordまたはPagesで、序論を書いてください。書式はA4判とし、40字×25行でレイ
アウトします。見出しや本文は「スタイル機能」（下で解説）を使ってください。また
最後に引用文献リストを付けてください。具体的には下記にしたがいます。
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1. 　背景を書く（30点）
　背景を2ページ程度で書いてください。

2. 　研究史を書く（50点）
　研究史を4ページ程度で書いてください。研究論文、あるいは書籍を少なくとも３つ
引用してください。

3. 　問題提起を書く（20点）
　問題提起を1ページ程度で書いてください。

■スタイル機能
　WordやPagesといったワープロアプリには「スタイル機能」が備わっています。こ
れは見出し、本文、引用文、図表タイトル、箇条書きといった文章のパーツそれぞれ
に、フォントタイプ、フォントの大きさ、字下げ、位置揃え、行間、改行幅などの細か
い指定をしておくものです。

　スタイルを設定しておけば、たとえば、見出し部分のフォントの大きさを変えたい
場合に、見出しのスタイル設定を変更するだけで、ファイル内のすべての見出しが変
更されます。１ページの文書であれば、スタイル機能を使わなくても大丈夫ですが、
卒論のような長い文書では必ずスタイル機能を使ってください。

　また、スタイルを設定しておけば、目次の自動作成などができます。逆に言えば、
これらの機能を使わないのであれば、わざわざワープロアプリを使う必要はないので
す（その場合はテキストエディタなどのアプリを使いましょう）。ですから、ワープ
ロ独自の機能がきちんと使えるようになっておきましょう。

　スタイル機能の具体的な設定の仕方は、白井利明・高橋一郎『よくわかる卒論の書
き方』の該当部分を参照してください。
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5. 　⽅方法を書く

　――先生、こんにちは。

はい、こんにちは。前回は序論を書いたね。

　――書きましたけど、難しいです。

正直言って、序論は書くのが一番難しい。だからやりがいもある。これから何度
となく書き直すことになると思うよ。

　――とりあえず、問題提起までできたので先に進めてください。

今回は、方法を書くことにしよう。

　――いよいよデータを取るのですね。

データを取る前に、その手順をきちんと決めておかなくてはならない。前に５つ
の研究方法を紹介したけど、その中から、質問紙調査法か、半構造化面接法のど
ちらかを使おう。

　――えーと、私は実験をしたいのですが。

そういう人もいるかもしれないけど、まずは研究トピックの概念化とモデル化を
するのがいいと思う。「これ（トピック）は何なのか？」というWhat型の研究だ
ね。

　――それに適した研究方法が質問紙調査法と半構造化面接法なんですね。

そうなんだ。だからこの２つの研究方法のどちらかを使ってスタートしよう。

■この章で学ぶこと

　この章では、方法の書き方について説明します。具体的には、

1. ５つの研究方法を組み合わせる
2. 質問紙調査法か半構造化面接法で始める
3. 方法を書く

について説明します。
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5.1 　５つの研究⽅方法を組み合わせる

　代表的な研究方法として以下の５種類を紹介しました。

•質問紙調査法：　　　　アンケートを実施する
•半構造化面接法：　　　インタビューを実施する
•実験計画法：　　　　　実験を行う
•参与観察法：　　　　　自分がその場の参加者となって観察する
•アクションリサーチ：　自分の現場を改善する

　以上の５つの研究方法のうち、１つか２つを使えば卒論が書けます。もちろん１つ
だけでも書けますが、複数組み合わせた方が多面的な研究になるでしょう。

　ここまでで、テーマを決め、RQを決め、先行研究を調べながら、自分が研究したい
ことを煮詰めていくところまできました。今回は、自分で決めたRQを明らかにするた
めに、どういう方法で研究を進めていくかを決断する段階です。

　５つの研究方法について、RQの実例を挙げながら説明しましょう。

(1) 　質問紙調査法
　研究における質問紙調査法では、尺度（モノサシ）を作るというところに目的があ
ります。たとえば「オタク度」を研究トピックとするなら、まずオタク度という概念
を定義しなければなりません。このためにオタク度を測る尺度を作るのです。そし
て、「オタク度尺度」で測られたものがオタク度であると定義します。これを「操作
的定義」と呼びます。

　たとえば、「知能」は概念的には「一般的な頭の良さ」であると定義されます。し
かし、その操作的定義は「知能テストで測られるもの」です。このとき、知能テスト
が概念的な頭の良さをきちんと測ることができるように作る必要があります。つま
り、適切な知能テストを作ることそれ自体が、「知能」というものを定義することに
なるのです。

　尺度を作った上で、フェイス項目（たとえば性別などの属性）による尺度値の違い
を見たり、自分が作った尺度と、先行研究ですでにできている尺度との関係を調べた
りします。

RQ例(1)：特定の属性によってオタク度は違うか？

　これを調べるためには、オタク度を測るための尺度を最初に作ります。「特定の属
性」というのが研究のキーになります。たとえば、性別や年齢層によってオタク度は
違うということが明らかにすることは、研究になります。属性を調べるために、質問
紙にフェイス項目（年齢、性別や、その他自分のRQに関連した項目）を設定しておき
ます。
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RQ例(2)：オタク度とコミュニケーション能⼒力力の関係はどうなっているか？

　すでに先行研究で作成されている「コミュニケーション能力尺度」と自分の作った
オタク尺度を比べて、どういう関係になっているかを調べます。

常にSo	  what?	  への回答を⽤用意する
　「こういうことを調べたい」と言うと必ず「だから何？」「それにはどんな意味が
あるのか？」と聞かれることになります。そうした質問に対して「それを明らかにす
ると、このようないいことがある」という回答を常に用意しておきましょう。それを
出さないと、いい研究は出来ませんし、研究を進めても良いという承認をもらえませ
ん。

　社会からかけ離れた研究はあり得ません。まず何らかの社会的要請（ニーズ）があ
ります。もしそれが知られていない場合は、まずそのニーズを明示します。そのニーズ
と自分の興味がマッチしたところで、RQを立てて、質問紙調査法で調べる、というス
トーリーを常に考えてください。

(2) 　半構造化⾯面接法
　半構造化面接法では、あらかじめ手掛かりとなる質問を用意しておき、それをきっ
かけにしてある程度自由に話を聞いていくという手法をとります。これが「半」構造
化という名前の理由です。完全に構造化されていれば、質問は固定され、インタビュ
アーは質問を勝手に変えることができません。これを構造化面接法と呼びます。逆
に、完全に非構造化であれば、手掛かりとなる質問も用意せずに自由に話を聞いてい
きます。これを非構造化面接法と呼びます。

　半構造化面接法では、このように手掛かりの質問は固定して、そのあとの話は自由
に聞いていきます。こうして、その人のストーリーを聞き出すというところに重心を
おくのです。言い換えれば、その人が見ている「世界」のしくみを聞き出すためのイ
ンタビューです。

　半構造化面接法を使って、一対一の対面で30分くらいの時間をかけて話を聞き出す
ということには時間的なコストが掛かっています。ですから、その人のストーリーな
り、その人のエピソードなり、その人の世界のしくみの見方なりまでを聞き出さない
と意味がありません。

RQ例：オタクはなぜオタクであり続けるのか？

　これを知るためには、単なる質問紙調査では不可能です。インタビューによって
「あなたは、いつからどんなきっかけでオタクになって、この数年間オタクであり続
けているのかなぜか」を語ってもらわなければなりません。「なにがきっかけでオタ
クになりましたか？」というような質問を用意して、その人のオタク人生について
語ってもらいましょう。
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(3) 　実験計画法
　実験計画法では、意味のある独立変数と従属変数を見いだしてから、それらの間の
因果関係を確定するための実験を行います。

　実験計画法では、現実からかけ離れた状況を設定する場合があります。これは、独
立変数以外の、撹乱要因となる条件を統制するためです。そのため、ある程度人工的
な設定でやることになります。したがって、人工的すぎるという批判に対応するため
に、「社会の中でこの実験結果を再解釈したときに、どのような意味があるのか」と
いうのを常に考える必要があります。これを「生態的妥当性の検討」と呼びます。

RQ例(1)：袋の⾊色でお菓⼦子の味は変わるか？

　このRQを調べるために、同じお菓子を、赤・青・黄色（独立変数）のパッケージに
入れたものを、実験協力者に食べてもらい、その味の評定（従属変数）をしてもらう
という実験計画が立てられます。

変数 変数の値

独⽴立立変数（原因）

従属変数（結果）

パッケージの色 赤・青・黄色

味の評定値 ５段階

RQ例(2)：レコーディングダイエットは本当に効くか？

　これは、単一被験体法（シングルケースデザイン）という方法で実験ができます。

　レコーディングダイエットをしない期間A（ベースライン期）とレコーディングダイ
エットをする期間B（介入期）を作ります。しかし、それだけだと単に時間が経ったか
ら体重が減ったという可能性を排除できません。そこで、もう一回レコーディングダイ
エットをしない期間Bをやってもらい、また体重が増えるかどうかを確認します。

　このように、ベースライン期－介入期－ベースライン期の順に実験を行う方法を
「ABA法」といいます。「レコーディングダイエット」という独立変数と「体重」とい
う従属変数の間に因果関係があるかを調べるには、何人かの実験協力者に実験をして
もらい、その結果の一貫性を検討します。

ベースライン期 介⼊入期 ベースライン期

独⽴立立変数（原因）

従属変数（結果）

何もしない 食事の記録をつける 何もしない

体重 体重 体重

(4) 　参与観察法
　前の３つの方法では、研究者は研究対象の外側から見ているに過ぎませんでした。
しかし、自分が中に入ってメンバーと交流することでしか分からないこともありま
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す。コミュニティが強固であるほど、よそ者に対して自分たちの秘密を明らかにしま
せん。

　そのコミュニティの構造、メンバー間の相互作用のしくみを知るためには、そのコ
ミュニティに参与（参加）しながら観察するしかありません。長い時間をかけて打ち
解けて、やっとメンバーとして認められます。それに並行してそのコミュニティの構造
やメンバー同士の相互作用のしくみが見えてきます。

RQ例：コミケ（コミックマーケット）の構造とコミケメンバーの相互作⽤用

　コミケがどのようなものであるかは、会場に行って見ていればある程度分かるで
しょう。しかし、実際に同人誌を作って販売するグループの内部で起こっていること
やそのグループメンバーの相互作用を知るためには、実際にグループのメンバーになっ
てみないとわかりません。

　コミケにおける同人誌サークル活動という現象も研究対象になります。他の人では
わからないことを、自分が発見し、観察し、明らかにすることができたなら、それは
研究になり得るのです。

(5) 　アクションリサーチ
　因果関係を確定するために実験をしたいけれども、できない場合があります。たと
えばメンバーが限定されていて、統制群が事実上作れない場合があります。また、学
校や塾、おけいこといった現場では、実験群・統制群に分けることはできません。比
較対照するための統制群を作ることは、サービスを受ける人たちにとって不公平に
なってしまい、倫理的に問題があるからです。

　しかし、現場では常に改善策が必要とされています。そこで、１つのグループや１つ
のクラスの中で、準実験をします。「準実験（＝実験に準じるもの）」とは、統制群
がないということです。比較するものはありませんが、個別または群別（たとえば、
成績上位グループと下位グループ）にわけて検討します。

RQ例：OJT（on-the-job	  training,	  職場内訓練）の改善は効果的か？

　企業では新人が入ってきたら必ずOJTを行います。しかし、うまくいったりいかな
かったりします。OJTの方法はどう改善すべきかを調べるために、アクションリサー
チを使います。OJTのケースを個別に調べ、その中で有効に見える工夫があれば、そ
れを取り入れることで本当に改善されるのかを検討します。

RQ例：授業の⼯工夫は誰に有効だったか？

　特定の授業において、ある授業上の工夫を行った場合、それはどんな属性の人に有
効だったか、有効でなかったか、あるいはむしろ逆効果であったかを、個別や群別に
吟味します。たとえば、男性には効果があったけれども、女性には効果がなかったと
いうことがわかるかもしれません。
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5.2 　質問紙調査法か半構造化⾯面接法で始める

　以上５つの研究方法を紹介しました。これらの方法を使って研究を進めていきま
す。そのとき２つのステップに分けて進めるといいでしょう。第１ステップでは、研
究トピックを焦点化し、重要な概念と変数を明らかにするための質問紙調査あるいは
面接を行います。そして、第２ステップでは、概念と変数の因果関係や構造を明らか
にするために、実験、参与観察、アクションリサーチのどれかを行います。

　質問紙調査法と半構造化面接法の具体的な進め方については、『インストラクショ
ナルデザイン研究法』テキストに書かれています。それにしたがって進めてください。

第１ステップ
　実際に卒論を進める場合は、第１ステップとして、質問紙調査法か半構造化面接法
のどちらかで研究を始めると良いでしょう。

　それはこれらの方法が簡単だからではありません。質問紙調査あるいは面接を行う
ことで、自分が問題としているトピックを概念的にクリアなものできるからです。そ
のことによって、自分のRQをより特定的なものにし、よりよいRQに変えていけるか
らです。

　質問紙調査か面接かどちらを最初に行うかは、自分の研究上の関心が、一般的な性
質や構造に向いているか、あるいは、ある現象のプロセスに向いているかによって決
めると良いでしょう。たとえば、オタクと呼ばれる人たちに共通するような特徴や性
質について調べたいと思えば、質問紙調査が合っています。一方、オタクと呼ばれる
人たちがどういう環境の中でどういうプロセスを経て、オタク的な活動をするように
なったのかというプロセスを知りたいと思えば、面接法が合っています。

　自分のテーマについて、すでに信頼性のある質問紙が作られていたという場合もあ
ります。その場合はもちろんこの質問紙を使ってかまいません。既存の質問紙を複数
使って研究をする場合もあります。しかし、できれば、自分のRQに密着した質問紙を
作ると良いでしょう。その際に、既存の質問紙と組み合わせて調査を行うと、自分が
開発した質問紙の妥当性も検証できます。

　ここまでに、RQは決めてもらいましたが、それは固定されたものではありません。
研究が進むにつれて、どんどん新しいことが分かってきます。追求したいことも変わっ
てきます。また、先行研究を調べていくうちに、「もう研究がされていた」というこ
とがわかることもあります。すでに研究されていたとしても、先の研究者が調べてい
ない部分でもっと面白いことがあるかもしれません。そういう場合は、RQを変更して
もよいのです。

第２ステップ
　第１ステップで、研究上の重要な概念と変数がつかめたら、実験計画を立てること
ができます。
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　参与観察法ならば、どういうポイントに従って進めていくかが第１ステップで分か
ります。観察ポイントを決めてから中に入って、そこを集中して見ていきましょう。
すると、そのポイントが見えてくるし、それにつれて別の重要なポイントも見えてき
ます。観察ポイントを決めずに参与観察を始めても、無駄な時間を過ごすことになり
ます。

　アクションリサーチにしても、最初からどういう改善をすればいいか分かっている
わけではありません。試行錯誤の前段階として、質問紙調査法や半構造化面接法での
調査を行います。これによって、どういう改善策をもって介入していけばいいかがわか
ります。

　この２段階方式で研究をしていきましょう。

5.3 　⽅方法を書く

　方法の構成は次のとおりです。

「2.　方法」の構成

2.1　目的
2.2　研究協力者
2.3　日時と場所
2.4　材料と装置
2.5　手続き

　以下にそれぞれの節で書くべき内容を説明します。

　なお、本来、方法の章は、すべての調査や実験が終了したあとに書きますので、す
べて【過去形】で書きます。現時点ではまだデータ収集を実施していないのですが、
それにならってすべて過去形で書いてください。

2.1 　⽬目的
　序論の問題提起のところで書いたRQとは別に、これからやる研究で明らかにしたい
ことを明確に書きます。RQは、まだ調査をしていない段階で書いたので、ある程度抽
象的な言葉を使わざるを得ませんでした。今回の方法の段階では、どのようにやるか
は既に決まっているので、何を明らかにしたいかを具体的に、明確に書いてくださ
い。

　たとえば、RQとして「オタクはなぜオタクであり続けるのか？」ということを設定
したら、目的は一例として次のように書けるでしょう。

　なぜオタクはオタクであり続けるのだろうか。この問いに答えるため、オタク
の人にインタビューを行い、オタクになったきっかけ、オタクを続けている理
由、オタクをやめようと思ったことの有無などについて語ってもらう。このイン
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タビューデータをグラウンデッド・セオリー・アプローチによって分析し、オタ
クであり続けることを支える環境、行動、動機づけについて明らかにすることを
本研究の目的とした。

2.2 　研究協⼒力力者
　調査であれば、回答を依頼する協力者の属性と人数（この段階では確定していない
のでおよその人数でけっこうです）を書きます。面接でも同じように、面接を依頼す
る協力者の属性と人数を書きます。

　属性を書く場合は、プライバシーに配慮した記述にします。個人や学校などを特定
できないように書いてください。たとえば「X大学Y学部男女50人」というように書き
ます。「早稲田大学人間科学部」と書く必要はありません。「W大学N学部」のよう
なイニシャルでも特定される可能性があるのでイニシャルも使いません。

　また、地域も「埼玉県」だと特定できてしまいます。「都市部近郊」というふうに
ぼかして書きましょう。

2.3 　⽇日時と場所
　箇条書きではなく、文章で書きます。「調査は○年○月○日から○年○月○日にか
けて、X大学Y学部の食堂にて行われた。」というように書いてください。

2.4 　材料と装置
　質問紙の内容、あるいはインタビューの手掛かりの質問などをかきます。さらに、
使った機械があれば、その型番（たとえばインタビューを録音するためのICレコーダ
の型番）などを書いてください。ここはどのような機械や装置を使ったかを記録する
ことが目的なので、型番をそのまま書いてください。

2.5 　⼿手続き
　これを読んだ人が追試を再現できるように、実際に行う手順を具体的に書いてくだ
さい。

　たとえば、質問紙調査であれば、最初の挨拶、回答についての説明、回答時間に制
限を設けたのかどうか、謝礼あるいはお礼の品を渡したのかどうか、などについて実
際に話した内容、取った行動について記述します。

■ホームワーク5

　WordまたはPagesで、方法を書いてください。書式はA4判とし、40字×25行でレイ
アウトします。

1. 　⽬目的を書く（30点）
　目的を半ページ程度で書いてください。

48



2. 　研究協⼒力力者、⽇日時と場所、材料と装置を書く（40点）
　研究協力者、日時と場所、材料と装置について、2ページ程度で書いてください。

3. 　⼿手続きを書く（30点）
　手続きを1ページ程度で書いてください。
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6. 　予備研究の実施

　――先生、こんにちは。

はい、こんにちは。前回は方法を書いたね。

　――はい。いよいよデータを取るんですね。

この段階では、予備研究の位置づけなので、データに関してあまり深刻になるこ
とはない。

　――失敗はできないのでドキドキします。

それくらいの緊張感を持ってもらった方がいい。あまりにもいい加減にデータを
取るケースがあるので。

　――どういうことに気をつければいいですか。

「方法」で書いた自分で決めた手順をきちんと守るということだ。いざデータを
取るときに、その場で思いついたことをアドリブでやってしまうと、あとで困る
よ。

　――でも、その場で手順を変えた方がいいと気づく場合もありますよね。

そうならないように、手順を決める段階でよくシミュレーションして、きちんと
した手順を確立することだね。

　――シミュレーションですか。

友だちに手伝ってもらって、実際の手順で予備研究を受けてもらうといいよ。

■この章で学ぶこと

　この章では、予備研究の実施について説明します。具体的には、

1. 予備研究の実施
2. 質問紙調査法の場合
3. 半構造化面接法の場合
4. 実験計画法の場合

について説明します。
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6.1 　予備研究の実施

　ここまで、先行研究を調べ、RQを設定し、序論と方法を書きました。いよいよデー
タを取るわけですが、初めてデータを取る場合は予備研究を実施します。

　予備研究を実施するのは、次のことを知りたいためです。

(1) 　RQが本当に的確かどうか
　RQを設定するために、自分の興味とアイデアとそれに関連した先行研究を調べてき
ました。ですので、そのRQが「大ハズレ」ということはないでしょう。しかし、設定
したRQが、面白い、興味深い結果を引き出すものかどうかは、実際にデータを取って
みないとわかりません。

(2) 　その⼿手続きで良いデータが集まるか
　すでに方法を書いたわけですが、この手続きによって良いデータが集まるかどうか
は、実際にやってみないとわかりません。ここでいう良いデータというのは、設定し
たRQに回答を与えるようなデータです。

　以下に、予備研究をするにあたって、気をつけなければいけないことを方法ごとに
説明します。研究の第１ステップとしては、質問紙調査法か半構造化面接法を使いま
すので、この２つの方法を使った予備研究について説明します。ただし、最初から実
験研究を行うケースもあると思いますので、実験計画法についても説明します。

6.2 　質問紙調査の場合

　質問紙調査の場合に、予備研究で検討すべきことは、想定した概念とその尺度がク
リアで一貫性があるかどうかということです。

　実際に質問紙調査をしてみると、自分が考えた概念にさまざまな概念が混ざってし
まっていることに気付くことがあります。「オタク尺度」であれば、「マニア」にも
当てはまるような質問項目が混ざっているような場合です。オタクという概念を明確に
定義するためには、それとマニアとを区別するような質問が必要です。あるいは、マ
ニアの一部としてオタクを定義するならば、それ以上はオタクであるというような質
問があるはずです。こうしたことを検討する過程で、オタクの概念が明確になってくる
のです。

　このように自分の作った尺度が「概念として一貫性があるのか」「時代に流されに
くい概念なのか」「社会的・文化的背景が違っても意味がある概念なのか」というこ
とをよく吟味しなければなりません。たとえば、日本のオタクでもフランスのオタク
でも共通したオタク性があるはずです。

　また、予備研究をしてみると、この概念を広げたほうがいいのか、狭めた方がいい
のかがわかります。尺度構成をして、項目分析をして、必要があれば因子分析をしてみ
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て、その上でこの尺度が研究にとって意味のあるようにするために、概念を広げたり
狭めたり、あるいは分割したりします。

　次に、意味のあるフェイス項目を探すことも重要です。質問紙には、回答者の属性
を尋ねるフェイスシートをつけます。フェイスシートの質問項目としては、RQの尺度
に深く関わるようなものを設定します。たとえば、オタク尺度であれば、その人の趣
味とその趣味にかける時間をフェイスシートの質問項目とします。意味のあるフェイ
ス項目は、研究者の直観や仮説によるところが多くあります。また、先行研究をよく
調べることで、そのヒントを見いだすことができるでしょう。

6.3 　半構造化⾯面接の場合

　半構造化面接法の場合、予備研究で検討すべきことは、面接の際に「意味のある質
問」はどんなものかということです。

　手がかりとなる質問を決めてから半構造化面接を始めますが、その質問のどれが重
要（クリティカル）な質問なのかは、実際にインタビューしてみないとわからないと
ころがあります。どの質問をしたときに、意味のある、深い情報が入った話を聞き出
すことができるかということに注意を払います。

　もうひとつ検討すべきことは、さらに掘り下げて聞き出すべきことがらは何かとい
うことです。実際に面接をすると、思いがけず話が広がる場合があります。もしそれ
が重要な情報だと感じたら、インタビュアーは掘り下げて聞き出すことをしてくださ
い。そこに研究の肝があるかもしれません。

6.4 　実験計画法の場合

　実験計画法の場合、研究者が自由に設定できる条件が多くあります。逆に言えば、
そうした条件をうまく設定しなければ、意味のある結果が出てきません。自由にでき
る条件が多いので、最も明確な結果を出すためには予備研究で試行錯誤する必要があ
ります。

(1) 　独⽴立立変数が効いているかを確認する
　「独立変数」とは、因果関係の原因となる変数のことです。実験をしてみて、これ
が本当に効くかどうかを確認します。たとえば、実験群と統制群を設定して、従属変
数のデータを取ったときに、平均値に差がないということは、独立変数が効いていな
いということになります。

(2) 　従属変数が適切かどうかを確認する
　自分が本当に知りたいと思っている概念が、この従属変数で測れるのかどうかを確
認してください。独立変数と従属変数が適切でなければ、どんな実験をしてもいい結
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果は出てきません。まず予備実験をして、期待されたデータが取れそうかどうかを確
認します。

(3) 　刺激の適切性
　もし期待されたデータが取れないようだという場合は、実験刺激が適切なのかどう
かを疑います。実験刺激は研究者が作りますが、思いつきだったり、自分の好きな分
野だったりと、決められ方は意外と恣意的です。刺激が適切でなければ、最初に考え
た刺激とはまったく違う刺激を使って本実験をするという場合もあります。

(4) 　タスクの適切性
　たとえば、実験群と統制群に分けて何らかの操作をした後に、記憶や理解度などの
テストをするという場合があります。その場合に、実験群も統制群も全員が100点を
取ってしまうようなテストを出してしまったのでは、差があったとしても、平均値に
差が出ません。この課題が実験協力者にとって易しいか難しいかというのは、実際に
実験をやってみないと分からないのです。

(5) 　それらをチューニングする
　テストであれば、平均値が60％くらいの正答率になるように調整します。これを
「チューニング」といいます。独立変数である「刺激」と従属変数である「課題」と
を、差が一番出やすいところにチューニングすることが、実験をうまく行うためのポ
イントです。

(6) 　実験協⼒力力者をランダムに割り付ける
　実験は典型的には、統制群と実験群にわけて実施されます。そのときに、限られた
数の実験協力者をランダムに両群に割り付けることが必要です。その際、性別などで
マッチングさせた上でランダムに割りつけると統制の効いた実験になります。

有意差を出すことの意味
　従属変数が出て、検定をして、「有意差あり」と出て初めて、何かを主張すること
ができます。ですから、実験をやるからには、自分が設定した独立変数が効いて、従
属変数で有意差が出なければ意味がありません。「有意差なし」では、「平均値が同
じである」という主張ですらできないのです。

　有意差が出れば、他が一定の条件であれば「独立変数が原因である」と因果関係が
特定できます。予備実験をして刺激・課題の適切性をチューニングして、本実験でうま
く有意差が出るようにしてください。一回でうまくいく実験はめったにありません。
何回も予備実験をすることが必要です。

　研究の対象が人の場合は、従属変数の半分以上が個人差というノイズです。一方、
一定の生育をしたマウスであれば、ノイズは少ないのです。しかし、人の場合は、性
別、年齢、生育歴、文化的背景、家族歴、その日の気分などがすべて、従属変数に効
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いてしまいます。ノイズを選り分けて、「独立変数が効く」ということを見出すため
には、うまく統制して、刺激と課題をチューニングする必要があるのです。

　もちろん実験のチューニングは、あらかじめ想定された結果に誘導するということ
ではありません。それは研究倫理上も問題のあることですし、もともとそのような結
果がでない実験であれば、いくらチューニングしてもでないはずです。

　以上、3つのタイプの研究手法の予備研究について言及してきました。アクションリ
サーチや参与観察をやる場合も注意点は同じです。

　予備研究をして、意味のある変数や質問を探し出してください。

■ホームワーク6

(1) 　予備研究を実施する（50点）
　方法で書いた手順にしたがって予備研究を実施します。サンプル数は、質問紙調査
法の場合は50人くらい、半構造化面接法の場合は5人くらいを目安とします。

(2) 　データをエクセルに⼊入⼒力力する（50点）
　(1)で得たデータをエクセルに入力します。

　質問紙調査法の場合は、列（横）方向に変数、行（縦）方向に回答者として入力し
ます。性別などの属性は、男性=1、女性=2、というように入力しやすい数字にコード
化して入力します。下は一例です。

回答者No. 性別 項⽬目1 項⽬目2 項⽬目3

1

2

3

2 3 5 4

1 2 4 5

2 3 2 2

　半構造化面接法の場合は、行（縦）方向に個人の時系列順の発話を入力します。個
人が変わったら、シートを変えます。発話には、その人のIDと連番を組み合わせたも
のを１列目に入力しておきます。下は一例です。

連番 発話

質問

a001

人に何かを教えることが得意だと思いますか？

不得意か得意かでいうと、どちらかというと得意であると思います。
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連番 発話

質問

a002

質問

a003

a004

a005

他人から教えるのがうまいと言われたことはありますか？

小学生の時とかにも、友だちに算数教えてあげたりすることが多くて、
みんなにうまいねって。

上手に教えるには、どのようなことが必要だと思いますか？

コミュニケーション能力かな。

やっぱり教える側のコミュニケーション能力が高いと、上手に説明でき
るような気がする。

やっぱり感情的になったらコミュニケーションって成り立たないと思う
んですね。
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7. 　結果と考察を書く

　――先生、こんにちは。

はい、こんにちは。データは取れた？

　――はい、なんとか。みんな協力的だったので。

こういうときに、協力してくれる人たちの優しさを感じるよね。

　――ありがたいです。

世の中、持ちつ持たれつだ。自分が研究協力を頼まれたときは、できるだけ都合
をつけて協力しよう。

　――そうします。

さて、今回は結果と考察を書いていこう。

　――結果はわかるんですが、考察って何ですか。

考察は、英語ではDiscussionにあたる。結果について、あれこれと議論すること
だね。

　――議論って。ひとりでですか？

そうだ。ひとりであれこれと考えて、書く。

　――あれこれ考えなくても結果を見れば、誰でも納得するんじゃないですか？

それほど明白な結果がでればいいけどね。たいていは、限られた条件の限られた
協力者についてのデータしか手元にないわけだ。

　――確かに限られたデータです。

そこから話を一般化し、モデル化するためには相当の飛躍が必要だ。その飛躍を
埋めるのが考察というわけだ。

■この章で学ぶこと

　この章では、結果と考察の書き方について説明します。具体的には、

1. データの整理と分析
2. 結果の書き方
3. 考察の書き方

について説明します。
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7.1 　データの整理と分析

　データの整理と分析について、研究手法ごとに説明します。質問紙調査法、半構造
化面接法、実験計画法については、『インストラクショナルデザイン研究法』テキス
トをあわせて参照してください。

(1) 　質問紙調査のデータ整理と分析

連番を振る

　回答用紙に1番から連番を振っておきます。データ入力が終わった後に、データに疑
問が生じ、回答用紙を確認するときに、連番が振ってあれば便利です。

表計算に⼊入⼒力力する

　表計算ソフト（Excel, Numbers, Googleドキュメントのスプレッドシートなど）に
データを入力します。列（横）方向に質問項目、行（縦）方向に回答者として入力し
ます。

⽋欠測値の処理

　質問項目がたくさんある場合、実験協力者が付け忘れてしまうということがありま
す。その場合にどう処理するか決めておきましょう。方法としては、

1. 欠測のあった人のデータをすべて削除する
2. 全体の平均値に近い値を入れる（平均2.2であれば2というように）
3. 真ん中の値を入れる（5段階であれば3というように）

　の３通りがあります。サンプル数が大きければ、欠測値を含む１人分のデータを削
除してしまっても問題ありません。しかし、サンプル数が小さい場合は、欠測のある
データをすべて削除するのは避けたいものです。その場合は2.か3.の方法を採用しま
す。

明らかに不誠実な回答

　たとえば、回答がすべて同じ答えになっているといった場合は、明らかに不誠実な
回答です。このような場合はその１人分のデータをすべて削除します。

データ分析

　表にデータを入力したら、データ分析に移ります。

項⽬目分析（分布の形、GP分析、IT相関、α係数）

　特定の尺度を作るための質問紙の場合は、項目分析をします。項目分析は、尺度と
は関係のない質問項目を発見し、削除することによって、一貫性のある尺度を作るも
のです。具体的には、分布の形を確認し、GP分析、IT相関を行い、不適な項目を落と
していくことによりα係数を高いものしていきます。項目分析の詳しいやり方につい
ては『インストラクショナルデザイン研究法』を参照してください。
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クロス表からカイ2乗検定へ

　特定の属性（フェイス項目）を基準としてクロス表を作ります。たとえば男女別で
質問項目の度数を調べます。この場合、性別による違いがあるかどうかを検定するた
めには、カイ2乗検定を行います。カイ2乗検定というのは、クロス表に偏りがある
か、あるいは独立しているか、というのを確かめる検定です。

2つの平均値の差はt検定をする

　特定の属性（フェイス項目）を基準として、質問項目の平均値の差があるかどうか
を調べたいときはt検定を行います。たとえば、男女別による特定の項目の平均値の差
をみたいような場合です。

3つ以上の平均値の差は分散分析をする

　特定の属性が３つ以上にわたる場合は、t検定ではなく、分散分析を行います。たと
えば血液型（A, B, O, ABの４種類）による特定の項目の平均値の差をみたいような場
合です。この場合、もし有意差がでれば、多重比較という方法を使って、どことどこ
の間に差があるのかという検定をさらに行います。

　ここまでが基本的な分析です。さらに、発展としては次のような分析方法がありま
す。

因⼦子分析

　項目分析をする時点では1次元を想定していますが、2次元以上であると考えられる
場合は、因子分析をします注1。因子構造を把握して、因子得点を算出します。因子得
点は、個々の質問項目の回答を総合した得点と考えられますので、一段抽象度の高い
データとして使うことができます。

(2) 　半構造化⾯面接のデータ整理と分析

表計算に⼊入⼒力力する

　表計算ソフトに、インタビュイーのID、日付、場所をまず入力します。それに続い
て、インタビュー内容のテープ起こしをします。発話内容は、「。」で区切れるとこ
ろを１つの単位として表計算のセルに縦方向に入れていきます。各発話には、インタ
ビュイーのIDと連番を振っておきます。

発話内容のデータ分析
　発話内容のデータ分析は、次のようなグラウンデッド・セオリー・アプローチ
（GTA）の手順に従います。

1. 切片化する
2. ラベルをつける
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3. プロパティとディメンションをつける
4. カテゴリをつける
5. パラダイムを考える
6. カテゴリ関連図を描く
7. ストーリーラインを書く

　GTAはこのように分析に時間がかかります。しかし、発話データの分析は非常にク
リエイティブな作業です。がんばってやってください。

理論的サンプリングをする

　GTAのサンプリングの考え方は独特です。ランダムにサンプルを取るのではなく、
研究対象とする属性集団の中で、なるべく特徴のある人を選んでインタビューしてい
きます。ですので、インタビューを取るたびにすぐにGTAの分析をしたほうがいいで
しょう。なぜなら、その分析結果によって、次にどういう人にインタビューをすれば
いいかが見えてくるからです。すでにインタビューをして出てきた情報ではカバーして
いない情報を出してくれそうな人にインタビューを依頼していくのです。これを理論的
サンプリングと呼びます。

　つまり、数量データの場合は、その母集団の全体の傾向を知りたいのでランダムサ
ンプリングをします。しかし、面接データの場合は、なるべく違ったデータを集める
必要があります。それまでに面接した人とはなるべく違ったタイプの人に面接を依頼
してください。

理論的飽和まで続ける

　このように理論的サンプリングを行いながら、もうこれ以上、意見のバリエーショ
ンや新しい情報は得られないだろうという感触が得られたら、それ以上の面接を打ち
切ります。この状態を、理論的飽和と呼びます。GTAでは理論的飽和の状態に達した
ことによって、サンプリングを終了するのです。

(3) 　実験のデータ整理と分析
　実験を行った場合のデータ整理と分析は、質問紙調査とほぼ同じです。ただし、実
験における、独立変数や従属変数は十分吟味をした上で選ばれていますので、項目分
析の処理は不要です。

検定

　実験の場合は、検定が重要です。すでに、質問紙調査の分析で述べたように、2つの
平均値の差を検定するにはt検定、3つ以上の平均値の差を検定するには分散分析と多
重比較を行います。
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　実験計画法の場合は、事前と事後での変化を検定するような場合もあります。これ
は混合計画と呼ばれる方法で、よく使われます。これも分散分析のバリエーションの
１つですので、分散分析の統計パッケージ注1を利用して分析できます。

(4) 　参与観察・アクションリサーチ
　参与観察とアクションリサーチの分析方法については、質問紙調査法、半構造化面
接法、実験計画法で紹介した方法の組み合わせです。以下に、これまでで出てこな
かったタイプのデータについて説明します。

写真（デジカメ）

　1枚の写真が雄弁なデータになり得ます。データとしての写真を撮っておきましょ
う。ただし、必ず事前に撮られる人の承諾を得ることが必要です。また、論文として
公表する前にもう一度掲載の承諾を得ます。

動画（デジカメ、ビデオカメラ）

　動画についても、撮られる人に対して承諾を得ましょう。ビデオカメラなどの機材
を最初から現場に持ち込むと不審がられる危険性もあるので、研究対象と自分の立場
がどんなものかを勘案し、十分な信頼を得てから承諾を得ることも必要です。

⾏行行動データ

　たとえば、キャンプのときにどのように動いたかのデータを取るために、その参加
者に万歩計やGPSを付けてもらったりします。

発話データ（ICレコーダー）

　日常的な会話を発話データとして取らせてもらいましょう。これも、事前の承諾が
必要です。また、テープ起こしをした後にも、本人にチェックしてもらう必要があり
ます。レコーダーで取れない場合は、会話した内容を覚えておいてフィールドノートに
記録していきます。

7.2 　結果の書き⽅方

　結果の章の構成法は特に決まりはありません。結果の内容ごとに見出しを立ててく
ださい。

　結果の章では、解釈を含まない事実のみを書くということがポイントです。事実だ
けですから、「～と考えられる」という文は含まれません。また、解釈や評価を述べ
た文（たとえば「～の方が楽しそうだった」）も含まれません。
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　図や表で示した方がわかりやすいと考えられる場合は図や表を積極的に使います。
その場合、図や表と本文が対応していることが必要です。つまり、図や表を載せた
ら、かならず本文でその図や表について言及することが必要です。

　論文内に載せるグラフは決まりがあります。群や属性による比較の場合は棒グラフ
を使います。時系列による変化を見せたい場合は折れ線グラフを使います。また、ど
ちらも、標準偏差（あるいは標準誤差）の値を「ヒゲ」として付加するのがしきたり
です。

図7.1　標準偏差のヒゲをつけた棒グラフの例

　結果の書き方の細かいルールは、松井豊『心理学論文の書き方』に従います。

7.3 　考察の書き⽅方

　考察の章の構成法も特に決まりはありません。考察の内容ごとに見出しを立ててく
ださい。

　結果に比べると、考察は書くのが難しいと感じるかもしれません。結果は、得られ
たデータ、それを整理したもの、そして統計処理したものをていねいに書いていきま
す。考察は、そうして得られた結果についての解釈を行う場です。その際は、リサーチ
クエスチョンへの回答をまず行いますが、それだけにとらわれずに結果から考えられ
る知見をその理由づけとともに述べていきます。

データから⼀一般的な主張・予測へのジャンプは常に冒険

　考察は、結果を繰り返してはいけません。そうではなく、今回得られた結果を、
「少しだけ」一般化し、拡張します。つまり、そこでは論理の飛躍が起こります。そ
れは、常に冒険です。「今回の限定されたデータから、なぜあなたはそのように一般
化できるか？」という問いに対して回答する責任が研究者にはあります。それを書い
たものが考察なのです。

　考察が書けないという人は、結果に縛られているから、なかなかジャンプができな
いのかもしれません。一方、考察は簡単に書けるという人は、具体的なデータをきち
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んと見ていない可能性があります。具体的なデータをきちんと見ながら、ちょっと
ジャンプして、「このデータからこういうことが言えるんじゃないか」という主張や
予測を少しずつ出していきましょう。慎重に一歩一歩。そうすると徐々に考察が書け
ていきます。

⼿手持ちのデータとこれまでの知⾒見見を組み合わせて理論の拡張をする

　さらに、考察では、手持ちのデータと、先行研究でわかっていることを組み合わせ
て、理論の拡張をはかります。「こういうデータが出ました」と言うだけでは、読者
から「だから何なの？(So what?)」とつっこまれます。そう聞かれたときに、「私の
取ったデータと先行研究を組み合わせると、こんなふうに理論が拡張できます。それ
にはこういう意味があります」と主張することができます。

予想される反論を１つずつつぶしていく

　考察では、常に論理のジャンプをしているので、当然反論されるリスクがありま
す。「なぜそうなるのか？(Why so?)」という予測される問いに対して、「このデータ
をこのように解釈すると、このようなことが言えるのです」という回答を用意してお
きます。このように、予測される反論と、それに対する回答を書いていくと、考察に
なります。

　まとめると、「だから何なの？(So what?)」と聞いてくる人に対する説明と、「な
ぜそうなるのか？(Why so?）」と質問してくる人に対する理由を書いていくと考察に
なるのです。

　外国の論文を読むと、考察がやたらと長く、その中で、’So What?’と’Why so?’へ
の対応を延々と１人でやっているものがあります。手持ちのデータが少ないのによく
ここまで膨らませられるなと感心する論文もあります。概して欧米人は、ロジックの
やりとりが好きなのでしょう。日本人は逆に、データはたくさんあるのに、考察が少
ない論文が多いです。

　手持ちのデータの質・量と、考察の質・量のバランスは大切です。質・量ともに良
いデータが手に入ったら、それに対応した考察をがんばって書きましょう。それが
データを提供してくれた協力者に対する礼儀です。

今後の展望について述べる

　研究は常に不完全で、残された課題や決着のつかない点があるものです。そしてそ
れを認識することが次の研究へとつながっていきます。こうした点について、考察の
最後に、「本研究の限界と課題」や｢今後の展望｣などという見出しを立てて、残され
た問題について記述しておくと良いでしょう。

62



■ホームワーク7

1. 　結果を書く（50点）
　予備研究のデータをまとめて、結果を書きましょう。図や表、グラフを入れてくだ
さい。

2. 　考察を書く（50点）
　結果を見ながら、考察を書きましょう。常に、’So What?’と’Why so?’を念頭に置
きながら書きましょう。

■関連⽂文献

向後千春・冨永敦⼦子『統計学がわかる』（技術評論社,	  2007）

ハンバーガーショップを題材に、身近な例で統計的検定の考え
方とやり方を学んでいきます。カイ2乗検定、t検定、分散分析の
基本が身につきます。

向後千春・冨永敦⼦子『統計学がわかる【回帰分析・因⼦子分析編】』

（技術評論社,	  2008）

アイスクリーム屋さんを題材に、身近な例で相関の考え方を学
んでいきます。相関係数、無相関検定、単回帰分析、偏相関、重
回帰分析、因子分析の基本が身につきます。
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8. 　発表する

　――先生、なんとか論文が形になりました。

あと、結論を書いて終わりだ。

　――ああ～、しんどかったなあ。

お疲れ様。でも、最後に発表という仕事が残っているよ。

　――発表ですか。研究の発表なんてやったことがありません。

形式がきっちりと決まっているから、企画のプレゼンなんかに比べれば、研究の
発表の方が数倍簡単だよ。

　――そうなんですか。

そうだ。スタンダードな形式にしたがえば大丈夫。

　――でも、それだとあまり個性が出ないですね。

形式で個性を出すことはない。内容で勝負だよ。

　――奇をてらうことはない、と。

そうだ。研究内容が明確に伝わるように発表すればいい。

　――そのためには、約束事があるのですね。

そうだね。最近はあまりひどい発表はなくなったけど、ここでスタンダードな発
表の方法を身につけておこう。

■この章で学ぶこと

　この章では、研究の発表形態について説明します。具体的には、

1. 研究の発表形態
2. 卒論本体の体裁
3. 要旨の体裁
4. スライドの作り方
5. 口頭発表をする
6. ポスター発表をする

について説明します。
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8.1 　研究の発表形態

　１つの研究を行うと、その発表形態として以下の５つがあります。これらのすべて
の形態で発表を行うわけではありませんが、必要に応じて同じ研究内容を複数の形式
で記述することになります。

(1) 　卒論あるいはミニ卒論

　卒論あるいはミニ卒論として提出するときの形式です。A4判用紙1ページあたり40
字×25行の1000字が向後ゼミの標準です。ページ数は必要なだけ使えます。

(2) 　投稿論⽂文あるいは研究会論⽂文

　学会誌や学術雑誌に投稿するときの形式です。あるいは研究会で発表するときもこ
の形式にしたがいます。A4判用紙１ページあたり、２段組み（20字×45行×2段）で
10ページ以内です。この様式は日本教育工学会の標準です。

(3) 　要旨

　卒論を提出するときに、その内容を１ページにまとめたものを要旨として卒論本体
と一緒に提出します。また、研究発表の時に、聴衆に資料として配布する際にもこの
形式を使います。２段組み（20字×45行×2段）でA4判用紙１ページです。

(4) 　スライド

　口頭発表をするときは、スライドを使います。発表分数がスライドの枚数の目安で
す。たとえば発表時間が15分間なら、スライドを15枚程度用意します。

(5) 　ポスター

　たくさんの発表を並行して行う場合は、ポスター発表という形態が取られます。模
造紙１枚の大きさに研究をまとめます。大きなポスターを大判プリンタで印刷する場
合もありますが、スライドを光沢紙に印刷して、それを貼りあわせて作るという方法
も取られます。

　以上のように、１つの研究をすると、その発表形態に合わせて資料を作る必要があ
ります。これは手間がかかることですが、せっかく研究しているのですから、それを
できるだけ多くの人に知ってもらえるようにしましょう。

8.2 　卒論本体の体裁

　卒論の構成は以下のとおりです。
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卒論の構成

•表紙（タイトル、名前、指導教員・TA・コーチ）
•目次
•1．序論
•2．方法
•3．結果
•4．考察
•5．結論
•引用文献
•謝辞（必要に応じて）
•付録（質問紙の見本、資料など）

　ページは、序論の１ページ目から振ります。表紙や目次には振りません。ただし、
目次が２ページ以上にわたるなら、i, ii, iii, …と振ります。WordやPagesにはページ
数を挿入する機能がありますので、それを使ってください。

　目次は、章と節のレベルまで書きます（1.1　のレベルまでです）。

　付録には、質問紙、インタビューのオリジナルデータなどの資料を載せます。

複数の研究をした場合

　複数の研究をした場合（たとえば、調査と実験をした場合）の構成は次のようにな
ります。

複数の研究をした卒論の構成

• 1．序論
•2．調査

•2.1　方法
•2.2　結果
•2.3　考察

•3．実験
•3.1　方法
•3.2　結果
•3.3　考察

•4．総合考察
•5．結論
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　研究を複数したという場合は、「総合考察」の章を追加します。「総合考察」と
は、複数の研究をまとめて考察したものです。１つのテーマのもとで、２つの側面か
ら複数の研究を行ったわけですから、それらをまとめて考察する必要があります。

結論の書き⽅方

　結論では、序論・方法・結果・考察を要約します。分量は、2ページ以内で書きま
す。

　結論では、図表は使いません。すべて文章で書きます。また、見出しも使いませ
ん。段落わけのみ使ってください。ですので、第１段落は序論についてまとめ、第２
段落は方法についてまとめ、第３段落は結果についてまとめる、というように書いて
いくといいでしょう。

　結論は、最後に書きますので、息が切れるところですが、きちんと書きましょう。
なぜならば、論文を読むとき、結論しか読まない人が多いからです。結論がきっちり
書けていない論文は、内容も大したことがないとみなされ、論文の本体自体を読んで
もらえないかもしれません。

　結論を書くコツは、まず本体から重要な文章をコピーしてきます。それらを削った
り、つなげたりしながらまとまりのある文章にしてください。このようにすると、本
体に書いていないことが結論に入ってくるということがないので、良い方法です。結
論は本体のエッセンスを抜き出したものです。

8.3 　要旨の体裁

　要旨の構成は卒論本体の構成と同じです。ただ分量が違うだけです。

要旨の構成

• 1．序論
•2．方法
•3．結果
•4．考察
•5．結論
•引用文献

　引用文献は、この要旨の中で引用した文献のみを記載します。1～5個くらいでしょ
う。引用文献がない場合もあります。

　レイアウトは、一番上にタイトル（14～18ポイント程度）、次に自分の名前と、指
導教員・教育コーチの名前（12ポイント程度）をゴシック体で書きます。本文は明朝
体、見出しはゴシック体にします（ともに10～11ポイント程度）。本文は２段組に
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し、一段20字程度がよいでしょう。図・表も使えます。そのときは段組の中に入れま
す。ただし、因子分析の結果などの大きな表は２段抜きにしてもかまいません（1章の
図1.3を参照）。１ページにまとめなければならないので、図表を使うときは、ひとつ
までとし、もっとも重要なものを厳選しましょう。

8.4 　スライドの作り⽅方

　スライドは口頭発表の時に投影します。また、光沢紙に印刷して貼り合わせること
で、ポスター発表のポスターとしても使えます。

発表分数がスライドの枚数

　スライドの枚数は、発表分数にほぼ同じとして決めます。つまり、通常の発表では
スライド１枚あたり１分の時間がかかります。

箇条書きで最⼤大７つまで

　スライドは、箇条書きスタイルで書きます。文章では書きません。１枚に書くポイ
ントは多くても７つまでにします。それ以上になる場合は、スライドを２枚に分割す
るべきです。

フォントはゴシック体で最⼩小でも24ポイント

　フォントはゴシック体を使います。明朝体は細いので投影したときに読みにくくな
ります。フォントの大きさは36ポイント以上を標準にします。もっとも小さい文字で
も24ポイント未満にはしません。36ポイントで書くと、スライド１枚にポイントを７
つ以上は書けません。これがちょうどよい大きさ、ちょうどよい分量です（図8.1参
照）。

⾊色は抑制する

　たくさんの色を使うと、強調したいポイントが曖昧になってしまいます。色は抑制
的に使いましょう。背景のテンプレートもいろいろなものが提供されていますが、
「またこれか」と思われる危険性もあります。無地が安心です。

アニメーションも抑制的に使う

　箇条書きを動きをともなって提示するアニメーションは、聴衆の注意を引くのに効
果的です。しかし、使いすぎるとかえって逆効果ですし、話し手の操作回数も多くな
りますので、話に集中できなくなるというデメリットがあります。発表の最も重要な
箇所に限ってアニメーションを使うと良いでしょう。
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図8.1　箇条書きのスライドの例

グラフは⼤大きく

　グラフは１つを大きくして載せ、注目させたいところは吹き出しなどを使って、誰
が見てもわかるようにしておきます（図8.2参照）。

図8.2　グラフのスライドの例
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8.5 　⼝口頭発表をする

本番前に練習をする

　口頭発表の本番の前に、スライドを提示しながら練習をします。少なくとも1、2回
は練習しましょう。聴衆にスライドを読んでもらう時間も考えてください。また、時
間が足りない場合には重要でないスライドを抜いてください。速く話せば終わると思
うかもしれませんが、聴衆の理解のスピードを無視して速く話すわけには行きませ
ん。抜いたスライドは、後ろの方に移動しておいてください。万が一、時間が余った
ときに提示できますし、また、質疑の際に提示できるかもしれません。

プロジェクターを確認する

　たとえば、前の人がWindowsで、次の人がMacで発表すると、映らなくなるといっ
たようなことがたまにあります。また、パソコンとプロジェクターを繋ぐジャックが
合わないということもあります。どんなに確認してもトラブルは起こり得ます。トラブ
ルの可能性を減らすために、必ず本番前にスライドがきちんと映るかを確認しましょ
う。

発表時間内に終える

　決められた時間内に終わらないのはルール違反です。ルールを守れない人は、発表
をする資格はありません。あと10秒くらいで時間終了というあたりで終えるのが一番
美しいです。

聴衆を意識する

　発表する時にパソコンを見ながら話してはいけません。聴衆とアイコンタクトを取
りつつ、指し棒あるいはレーザーポインタでスライドを指しながら話します。常に聴
衆を意識しながら話しましょう。

質疑応答こそが勝負

　発表後に5～15分くらいの質疑の時間が与えられています。ここが勝負です。卒論の
口頭試問は質疑を重視します。発表する機会を与えられたことは、卒業試験の資格を
得たに過ぎません。教員は、学生がいろんな質問に対してどう答えるかを見て、成績
評価をします。どんな質問に対しても、真剣に答えましょう。
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図8.3　口頭発表の例

8.6 　ポスター発表をする

　ポスター発表は、口頭発表のもう一つの形です。指定された壁あるいはパネルにポ
スターを貼っていきます。１時間程度の時間が与えられていて、数十人が同時に発表を
します。指定された時間帯は、いつお客さんが来るかわからないので、常にポスター
の前にいてください。指し棒を使うと、説明が効果的になります（図8.4参照）。

図8.4　ポスター発表の例

コピーした要旨を⼿手渡すと効果的

　お客さんが来たら説明を始めます。お客さんにはコピーした要旨を手渡し、それを
見てもらいながら、ポスターについて説明をするとよいでしょう。
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質疑応答こそが勝負

　お客さんはポスターを見れば大体の内容はわかるので、長々と説明する必要はあり
ません。簡潔に説明したら、すぐに質疑応答に入ります。お客さんは２、３人から多
くても10人くらいです。発表者とお客さんの距離が近いので、馴れ馴れしくならない
よう、真摯な態度で発表しましょう。

ポスターの作り⽅方

　ポスターは、スライドを１枚ずつA4判の光沢紙にプリントにしたものを並べて貼る
のが、一番簡単です。写真用の光沢紙を使うと、仕上がりが美しくなります。背景を
含めて色を使うと印象的です（その分プリンタのインクの減りが早いですが）。

　大判プリンターが使える場合は、それで印刷するのもいいですが、金額が高いです
し、丸めたポスターの持ち運びが大変です。

　ポスター発表では、聞き手との距離が近いので、研究で使った実際の質問紙や道具
などを直に見せることができますので、そうしたものを手元においておくと良いで
しょう。また、ノートパソコンで画像などを見せることも効果的です。

■ホームワーク8

(1) 　論⽂文を完成させる（30点）

　序論、方法、結果、考察はすでに書いてありますので、結論を追加して、論文を完
成させましょう。さらに、表紙、目次、引用文献、付録をつけて完成です。

(2) 　要旨を作る（40点）

　要旨を１ページで作りましょう。

(3) 　スライドを作る（30点）

　発表用のスライドを15枚あるいは18枚で作りましょう。
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