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分析をしてみて・・・ 
1.  教育的意義・学術的意義について�
2.  仮説・研究課題が明記されているか？�
3.  統計手法について�
4.  専門用語について�
5.  先行研究と研究課題・仮説との関連�
6.  論文の構成について �
�
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学術的意義・教育的意義の不明確さ 
•  知 (knowledge)�

o  知の創造者�
•  知を疑い、自ら検証して、知の構築または補強に貢献しようとする人 

o  知とは�
•  理論 (theories)　モデル (models)　仮説 (hypotheses) 等々 (e.g., 

VanPatten & Williams, 2007) 
•  “… a theory is a set of statements about natural phenomena that 

explains why these phenomena occur the way they do” (p. 2) 
•  “A model describes processes or sets of processes of a 

phenomenon. A model may also show how different components 
of a phenomenon interact.” (p. 5) 

•  “… it [a hypothesis] is usually an idea about a single 
phenomenon.” (p. 5) “In science we could say that a theory can 
generate hypotheses that can then be tested by experimentation 
or observation.” (p. 5) �

 
�
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学術的意義・教育的意義の不明確さ 
o  理論、モデル、仮説を明確に意識することが重要�

•  次の一歩が踏み出せる�
•  先行研究のギャップ（穴）�

o 単純に検証されていないことではない�
o 検証されていないことで理論・モデル・仮説の構築に影
響がある側面を探す  

o  学術的意義の明確化�
•  知の創造の歴史的な過程の中で、自分の研究の貢献するとこ
ろを明示すること�

o  ☑先行研究を十分踏まえたか。�
o  ☑先行研究において未解決となっているポイントを示したか。�
o  ☑当該領域の研究者はなぜあなたの研究に注目しなくてはならな
いかを考えたか。�
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学術的意義・教育的意義の不明確さ 
•  知識の定義（クレイム）の選択肢 (Creswell, 2007) 

o  パラダイム、哲学上の前提、認識論 (epistemology)、存在論、調査方法論�
o  「哲学的に見れば、研究者が行う定義（クレイム）は、知識とは何か（存在
論）、私たちはそれをどのように知るのか（認識論）、そこにはどんな価値が
持ち込まれているか（価値論）、それをどのように書き記すか（レトリック）、
そして、それを研究するプロセス（方法論）に関して明言することを意味して
いる。」(Creswell, 2007, pp. 6-7)�

o  学派�
•  ポスト実証主義�

o  「科学的方法」、量的研究�
o  決定論、還元主義、実証的観察と測定、理論の検証�

•  構築主義�
•  専門家によるアドボカシー/参加�
•  プラグマティズム�
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学術的意義・教育的意義の不明確さ 
•  実証研究 (empirical studies)�

o  positivism 実証主義 à post-positivism �ポスト実証主義 
•  真理・自然法則の発見 à 仮説の検証�

o  仮説検証型・実証研究�
•  ポスト実証主義に基づいている�
•  観察と測定�

o ある現象に対して、仮説を立てることはできる。�
o その仮説を反証するデータを得ることはできる。�

•  統計的手法 à 確率論を用いて反証データを得ること�
o 反証されるまでは、その仮説は棄却されないと考えることとす
る。�

•  決定論（原因と結果）、還元主義�
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学術的意義・教育的意義の不明確さ 
•  実証研究 (empirical studies) �

o  ☑自分が追究しようとする現象に対して、どのようなアプローチをとろうとして
いるのかを考えたか。�

o  ☑そのアプローチは適切であるのかを考えたか。�
•  質的アプローチの場合、そのアプローチの妥当性を述べることが求められる
場合が多い。�

o  時折散見されるのは、アプローチの混乱�
•  探索的研究でありながら、仮説検証�
•  仮説検証研究でありながら、探索的分析�
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学術的意義・教育的意義の不明確さ 
•  検証するものは？�

o  理論・仮説そのもの�
•  例、インタラクション仮説の検証 (premodified input vs 

negotiation) 
•  à 学術的な意義（のみ） 

o  理論・仮説から派生する下位仮説�
•  例、気づき仮説に基づくフィードバックの効果 (recasts vs 

metalinguistic feedback)�
•  à 学術的な意義・・・理論・仮説の妥当性�
•  à 教育的な意義・・・理論・仮説から派生する別の仮説も有効？�

o  ☑何を検証しようとしているのかを明確に考えたか。�
o  ☑学術的な意義を考えたか。�
o  ☑教育的意義を考えたか。 
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読み手意識の欠如 
•  意義付け�

o  研究者に向けて・・・学術的意義�
o  教育者に向けて・・・教育的意義�

•  用語・手法の定義・説明�
o  研究者に向けて・・・replication のため�
o  教育者に向けて・・・解説のため�

•  文章スタイル�
o  内的妥当性・・・あらゆる可能性を考えているか�

•  ☑読み手を意識して論文を記述したか 
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論文構成の欠点 
•  ☑仮説検証型実証研究の構成要素は含めたか�
•  例�

o  はじめに�
o  先行研究の概観�
o  リサーチ・クエスチョン及び研究仮説�
o  研究方法�
o  結果�

•  記述統計�
•  推測統計（仮説検定）�

o  考察�
•  リサーチ・クエスチョンに対する回答�
•  理論的考察�

o  おわりに�
•  教育的示唆�
•  今後の課題�
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論文構成の欠点 
•  ☑セクション同志の整合性を検討したか�
•  例�

o  先行研究の概観とリサーチ・クエスチョンが関連しているか�
o  先行研究の概観に基づいて研究仮説が立てられているか�
o  研究仮説を検証する統計手法を選択しているか�
o  記述統計と推測統計の齟齬はないか�
o  推測統計により、研究仮説を検定しているか�
o  考察では、リサーチ・クエスチョンに対する回答をしているか�
o  考察では、先行研究を踏まえた理論的考察が行われているか�
o  教育的示唆は、本研究でわかったことを踏まえたものとなっているか�
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藤田卓郎（2009）「準備時間が学習者の発話に及ぼす影響
̶習熟度の違いとタスクの違いに焦点を当てて̶」『中
部地区英語教育学会紀要』第39号 17-24頁 

�

�

藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 
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（１）はじめに　①　�

 
「その中でもYuan and Ellis (2003)や柳谷・横山（2005）、

Fujita(2007)は、タスクを行う前に与えられるプリタス
ク・プラニング（pre-task planning）と、発話中に与
えられる準備時間であるオンライン・プラニング（on-
line planning）が学習者の発話にどのような影響を与え
るかを調査している（p.17） 

 
�

�

藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 
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問題点�

　プリタスク・プラニングとオンライン・プラニングが学
習者の発話にどのような影響を及ぼすかが明記されてい
ない�

（読み手への配慮）�

 
修正（１）�

　プリタスク・プラニングがどのような影響を及ぼしてい
るかをもう少し詳しく明記する。オンライン・プラニン
グについても同様。�

�

藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 
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（２）（３）はじめに　②　　�

研究の限界として2点述べている�
①先行研究では、大学生・大学院生のみを対象としていること�

「従って、例えば日本の中学生や高校生といった、より習熟度
の低い学習者に対するプラニングの影響は不明である」p.17 

 
修正（２）限界①について�

→ 例えばKawauchi (2005)では、習熟度によって準備時間の影
響がどう変わるかを調査している。 

→Kawauchi(2005)の結果を基に、習熟度が低い学習者に対して
の研究仮説を立てることができるかもしれない。　�

（読み手への意識）（先行研究とのリンク）�

 
 
�

藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 
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（２）（３）はじめに　② 
限界②について　　�

②先行研究では物語タスクのみを対象としている。 
�

「このタスクは松原（2007）によると、自由度が中のタス
クである。従って、より自由度が高いタスク（例：ある
トピックに対して自分の意見を述べる）に対しても、先
行研究と同様の結果が得られるかどうかは不明である」
p.17 

�

藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 
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　修正（３）限界②について�
→例えば、松原（2007）の結果をより詳しく明記 
→自由度が中程度のタスクにおいては学習者はある程度決まっ
た内容を形式変換することが求められるため、自由度が高い
タスクよりも正確さや複雑さに影響を与える、という仮説を
立てるかも知れない。　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 
→また、プラニングの先行研究を見直す 
→先行研究でタスクの違いに焦点を当てた研究（Foster and 

Skehan, 1996など）を概観 
→新たに研究仮説を立てるかも知れない。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　（先行研究とのリンク）�
�
�

藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 
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研究課題について　　 
研究課題１：異なった準備時間を与えることで学習者の発
話はどのように変化するのか�

 
修正（４）研究課題の修正（先行研究とのリンク）�

　研究課題１については、先行研究から導かれているとは
言えない。したがって、上記（１）を概観した結果から
導かれるような研究仮説を立てることが可能�

�

藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 
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（例）�

仮説１：プリタスク・プラニングを行った学習者はプリタ　　
スク・プラニングを行わない学習者に比べて、流暢さ、
複雑さが向上する。 

�

仮説２：オンライン・プラニングを行った学習者はオンラ
イン・プラニングを行わない学習者に比べて、正確さが
向上する�

�

藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 
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研究課題について　　　　　　�

 
研究課題２：タスクの違いが準備時間の効果にどのように
影響するのか 

�

研究課題３：習熟度の違いが準備時間の効果にどのように
影響するのか�

�

藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 
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研究課題２、３については、上記（２）、（３）を概観し
た結果から導かれるような研究仮説を立てることが可能�

（例）�

仮説３：自由度が高いタスクを行った場合、自由度が中程
度のタスクを行った場合よりも流暢さが向上する。�

仮説４：自由度が中程度のタスクを行った場合、自由度が
高いタスクを行った場合よりも正確さ、複雑さが向上す
る。�

仮説５；習熟度の低い学習者は習熟度の低い学習者と比較
したとき、準備時間を伴った発話を行うときに流暢さの
みが向上する。�

�

藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 
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藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 

分析方法・結果について　�

「参加者の発話はすべて書き起こされ、表1に示されてい
る指標に基づいて分析された。各指標を統計的に分析す
るために効果量（effect size）を測定した。本研究では
同一参加者のプリテストとトリートメントのデータを比
較したため、Glass’sΔを使用した。水本・竹内
（2008）を参考に、効果量が0以上0.2を効果量がない、
0.2以上0.5未満を小程度の効果量がある、0.5以上0.8未
満を中程度の効果量がある、0.8以上を、大きな効果量
がある、とした」p.18 

�

22�



（問題点）�

「分析方法」のセクションでは、 
→流暢さ、複雑さ、正確さの指標の分析方法と、統計手法
のみを記述 

 
→結果の段階で、何と何を比べるのかを書いている。 
→そのため、結果の段階で突然、「ＡとＢを比較します」
と述べる形になっている。 

→なぜそのように分析を行ったのか、なぜそのような分析
を行う必要があるのかが分かりにくい�

�

藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 
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修正（５）論文の構成について・読み手への意識について�

→　各仮説に対して、どのように分析をするのかをもっと
明記することができるかもしれない。�

a) 仮説１、２を検証するために、各準備時間を伴った発話
と伴わない発話を比較する。�

b) 仮説３、４を検証するために、ナレーションタスク時の
発話の変化と物語タスク時の学習者の発話の変化を比較
する。�

c) 仮説５を検証するために、本研究の実験参加者の発話の
変化と、大学生を対象としたYuan and Ellis (2003)、留
学生を対象としたFujita (2007)の発話の変化とを、効果
量を用いて比較する　など�

�

藤田 (2009)  今、修正するならば・・・ 
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☑試案・たたき台 
•  ☑先行研究を十分踏まえたか。�
•  ☑先行研究において未解決となっているポイントを示したか。�
•  ☑当該領域の研究者はなぜあなたの研究に注目しなくてはな
らないかを考えたか。�

•  ☑自分が追究しようとする現象に対して、どのようなアプ
ローチをとろうとしているのかを考えたか。�

•  ☑そのアプローチは適切であるのかを考えたか。�
•  ☑何を検証しようとしているのかを明確に考えたか。�
•  ☑学術的な意義を考えたか。�
•  ☑教育的意義を考えたか。�
•  ☑読み手を意識して論文を記述したか 
•  ☑仮説検証型実証研究の構成要素は含めたか�
•  ☑セクション同志の整合性を検討したか�
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