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Ⅰ． 研究者たるもの、論文を投稿しなくては
ならない。しかし、どの媒体へ？

1. 投稿先の多様さ
みなさんが論文を投稿しようとする。さ
て、それではどこに投稿しようか。
現在、多くの学会は、それぞれ学会誌を編
集・刊行している。また、入会しなくても投
稿できる学会誌や同人誌も多くはないが存在
する。ほかにも、査読制度をもたない媒体な
ど、探せば多種多様な投稿先がみつかるだろ
う。まさに、投稿者にとって投稿先はよりど
りみどりなのである。
すでに複数回の投稿経験がある方は、肌
感覚で、この論文であれば〇〇雑誌、こっち
の論文ならば××雑誌に投稿したほうがいい
だろうな、と迷うことなく選べるかもしれ
ない。あるいは、所属学会が1つだけの研究
者や実務家であれば、そもそもの選択肢とし
て、所属学会が刊行している学会誌しかない
と考えてしまうかもしれない。しかし、投稿
先は1つだけでは決してない。積極的に投稿
先を探せば、必ず複数の媒体がみつかるはず
だ。投稿者は、いつ
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投稿するべきかに加え、
どの媒体に
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投稿するべきか、を戦略的に考え
なくてはならない。
今回のワークショップは、投稿先を戦略的
に選ぼう！ということではじまったが、まだ
一度も投稿経験がなく、そもそも投稿先を選
ぶための基本的な情報すらもっていない、と

いう参加者の声も多く聞こえた。そこで、あ
り得る投稿先の公開データを自分たちで調
べ、どのように投稿先を戦略的に選ぶことが
望ましいのかを、みなで検討した。
投稿先はよりどりみどりである。だからこ
そ、投稿者は、投稿先を戦略的に選ばなくて
はならない。敢えて戦略的に
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と強調するまで
もないのかもしれない。なぜなら、ある程度
の研究歴がある人は、意識的／無意識的に多
くのことを考慮しているからだ。しかし、こ
れから初めての投稿をしようと考えている人
は、右も左もわからずに、どういった戦略を
もって投稿をすればよいか指針がない状況だ
ろう。以下では、当日の議論を踏まえ、投稿
先を選ぶための情報として何に着目すべき
かを具体的に示すことで、投稿先選定のた
めの考え方の1つのモデルを提示する。樫田
（2012a）でも議論されているとおり，これ
から初めての投稿をしようと考えている人の
ためには、こうした指針を示すことが間違い
なく有益だし、投稿リテラシーの向上にも資
することができるだろう。

2. 投稿先の情報を集める
では、どのように投稿先を選べばよいのか。
その学会に入会し所属会員となっていれば、
過去の雑誌をみることで誰のどんな論文が掲
載されているかがわかるだろう。また学会大
会に参加していたら、研究報告の部会の前後
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や懇親会などの場でフォーマル・インフォー
マルを問わず、その学会誌の査読制度の話な
ども先生や先輩からも聞けるかもしれない。
とはいえ客観的に議論を展開するために
は、何事もデータを集めることが出発点とな
る。たとえば、各学術雑誌の公開情報から
データを集計することで、査読制度の違いや
投稿者のカテゴリー分布の違いを把握するこ
とができる。本誌でもこうしたデータを公開
しているし（樫田 2013, 2015）、他誌の情報
もインターネットで検索すればいくつかみつ
かるだろう（1）。
わたしたちは多くの場合、雑誌の個性を確
認して、それぞれを比較検討したうえで投稿
先を決めているはずだ。そうした雑誌の個性
を形作っているものは、刊行頻度、平均査読
期間・回数、掲載者の職位分布、掲載可能
性、費用、そして査読制度あたりだろう——
なかでも査読制度がもっとも大きな要因とい
える。
すると、投稿者の視点から考えたさい、世
の中にある数多くの学術雑誌は、ひとまず査
読に〈時間がかかる〉対〈時間がかからな
い〉と内容をじっくりと〈検討してくれる〉
対〈検討してくれない〉の2つの軸に回収で
きそうだ（詳細は以下で述べるので、まずは
この2つの軸に収斂すると納得してほしい）。
査読制度を軸に考えたさい、そこから4つの
理念型を析出することができる（図1）。

3. 何が投稿先を選ぶ基準になるのか
A雑誌モデルは〈しっかりモデル〉であ
り、時間がかかるものの投稿論文の内容に踏
み込んだ査読コメントとのやり取りを通して
原稿の完成度の向上が期待できる雑誌であ
る。B雑誌モデルは〈お得モデル〉であり、
時間はかからないし査読コメントにも期待で
きる、投稿者の視点に立てばもっとも望まし
い雑誌である。C雑誌モデルは〈お急ぎモデ
ル〉であり、時間はかからないが査読を通し
てじっくりと原稿の完成度を上げることは期
待できない雑誌である。D雑誌モデルは〈疲
労モデル〉であり、時間もかかるし査読コメ
ントにも期待できない、魅力がほとんどない
雑誌だ。
議論の出発点として、投稿先の選定戦略
は、査読制度を軸にひとまず次のように考え
てよいだろう（図2）。

図2 投稿先の選定戦略

すると、投稿者にとって、投稿先の望まし
い順序は、おそらく以下のようになるのでは
ないだろうか——B雑誌＞A雑誌＝C雑誌＞
D雑誌。

B雑誌が望ましく、D雑誌が望ましくない
のは誰の目にも明らかだ。しかし、A雑誌
（しっかりモデル）とC雑誌（お急ぎモデル）
は、一概にどちらが望ましいかはいえない。
ここにこそ、投稿者が戦略的に考えなくては
ならない〈投稿先を選ぶ〉という課題が生じ
てくる。ここで重要な点は、図1で時間消費
と内容充実と書いているその内実が何を意味
しているのか、ということだ。この点は大き
な論点なので、章を移して論じよう。

Ⅱ．雑誌を選ぶときの基準——〈時間〉と
〈内容〉

1. 時間という要素
まず時間は、掲載までの期間・査読回数な
どを指すと考えよう。掲載までの時間が短い
ほうが望ましいと考えがちだが、少し待って
ほしい。なぜなら、必ずしも掲載までの期間図1 投稿先の理念型
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が短いほうが一概に望ましいとはいえないか
らだ。たとえば次のようなケースを考えてみ
たい。

A雑誌：掲載まで1年半弱かかるが、査読
はその間に4回だった。

B雑誌やC雑誌：掲載まで半年だったが、
査読はその間に1回だった。

掲載までの期間が短いことを魅力的だと考
えると、圧倒的にB雑誌やC雑誌に軍配があ
がる。しかし、これらの雑誌の査読回数は1
回きりである。自信がある論文であれば他人
の査読は何回も必要ないといえるかもしれな
いが、査読（第3者のコメント）を使ってよ
りよい論文にしたいと思う投稿者や、きちん
とした複数回の査読を経た論文として掲載し
たい投稿者には、A雑誌も魅力的なはずだ。
なぜなら、1回あたりの査読のやり取り自体
は、じつはA雑誌は4か月と数週間で、対し
てB雑誌やC雑誌は6か月である。査読1回
あたりの時間で考えるのであれば、A雑誌の
ほうが短いスパンでやり取りをしている。時
間という要素は査読回数と一緒に考えると、
単純に掲載までの期間が短いほうが望ましい
とはいえないことがわかる。
つまり、掲載までの査読期間が長短どちら
のほうが望ましいかは、投稿予定の論文の完
成度や目的に依存するため、敢えて審査期間
が長い＝複数回の査読制度がある雑誌への
投稿をする、という戦略的な投稿が望ましい
ケースもありうるのだ。例えば、研究をはじ
めたばかりの人で、自分としては完成原稿の
つもりであるが他者（＝査読者）の視点から
も、コメントを欲しい人がいたとする。する
と、戦略的にA雑誌を選ぶことが望ましいと
いえそうだ。他方、ある程度の研究歴や投稿
歴があり、査読結果のコメントによる改善よ
りも迅速に掲載を望む場合は当然B雑誌やC
雑誌を選ぶことが望ましいと判断することが
多くなるだろう。改めていうまでもないが、
査読制度を用いて論文の完成度を上げること
を考える場合も、投稿者は投稿時点で（自分
なりの）完成原稿にしておくべきだ。
各学術誌で査読制度は異なるが、大きく
は2つのタイプとなる。1つは、1回の審査
で掲載可否を判断するタイプ（相対評価）で

あり、もう1つは掲載可能な水準に至るまで
複数回の審査をするタイプ（絶対評価）であ
る。最近は多くの学会で査読のフローチャー
トを公開しているので、投稿者は投稿前に必
ず各学会の査読制度を確認しておく必要があ
る（2）。
また時間という要素には、別の側面も含
まれている。若手研究者であれば日本学術
振興会特別研究員（DCやPD）や科研費の
申請時期までに掲載可否が出る雑誌に投稿
をする、あるいは常勤職であってもこの年度
内の業績が欲しい、などということは十分に
ありうる話だ。いつごろに審査結果が出るの
か（審査期間の長さは問わないが、審査結果
が開示される時期にはこだわる）ということ
も、戦略的には必要な視点だろう。

2. 内容という要素
査読はpeer reviewといわれるように、対

等な研究者同士のコメントというものが理想
とされている。しかし、昨今の大学院生の増
加に関連し、投稿者にも大学院生が増える
ことで、査読制度が——その是非はともか
く——あたかも所属大学のゼミで本来なされ
るべきであるような教育的配慮にまで気を
遣ってなされるようになってきているといわ
れている。
投稿者が投稿先を選ぶさい、掲載率を大き
く気にすることにはもっともな理由がある。
また、リジェクトされるにしても、門前払い
のようなコメントよりは、建設的なコメント
をもらえたほうが嬉しい人のほうがずっと多
いだろう。
内容という点には、多くのことが含まれて
いる。投稿先の学会誌が総合誌なのか個別領
域の専門分野をもつ雑誌なのか、といったこ
とは基本的な投稿先選定の要素となるだろ
う。自分が投稿する論文をどのような文脈に
位置付けたいのかによって、扱う先行研究も
異なるはずだ。投稿予定の論文が、専門領域
に特化した論文なのか、あるいは広く読者を
想定した論文なのか、はたまた学際領域の論
文なのか、といった投稿者側の自分の投稿論
文への意味づけは、極めて重要な作業とな
る。
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また、査読コメントが、教育的であること
をウリにしている雑誌もあれば、厳しいこと
で有名な雑誌もある（厳しいことは決してデ
メリットではなく、そうした雑誌に掲載され
れば、厳しい査読を突破した論文として評価
される）。また雑誌ごとに文字数その他の規
定を設けており、そうした細かい規定もまた
論文全体に大きな影響を及ぼすことにも意識
的になったほうがよい。
もちろんインパクト・ファクターのような
要素も重要だ。あまり大っぴらに話題となる
ことは少ないが、各学術業界内では、ある程
度共有された暗黙知としての学会誌のヒエラ
ルヒーが存在する。あの雑誌は権威があって
掲載されにくいとか、こっちの雑誌は投稿す
ればほぼ掲載されるけど誰も読んでいないよ
うだなど、業界に詳しい先輩が近くにいた
ら聞くこともできるだろう。こうした雑誌
の〈権威〉というのも、広義の内容に含めて
考えてよいだろう。〈権威〉が高いという事
実は、それだけで投稿先の候補となるくらい
大きな魅力となる。時間がかかろうと、あま
り建設的な査読コメントを期待できなかろう
と、その雑誌に掲載されることが、業界内で
認められることだというような地位を築いて
いる雑誌というものが存在する。この点も、
投稿者は投稿先選定のさい考慮に入れるべき
だろう。

Ⅲ．査読誌の対立するイメージ
1. 査読制度のブラックボックス問題
投稿先をいくら慎重に選ぶのがよいとは
いっても、小手先の戦略に走り過ぎること
もまた望ましくないのは当然だ。極論をい
えば、よい論文はどこに投稿しても掲載され
るだろうが、完成度が低い論文はどこに投稿
しても不掲載となるだろう。自分の論文が評
価してもらいやすい投稿先を戦略的に考える
必要はあるが、一般的な意味でのダメな論
文——研究の基本的なイロハを守っていな
かったり、誤字脱字が多すぎたり、執筆要綱
に沿っていないなど——を書かないことのほ
うが大切なのは間違いない。
そのうえで、投稿先を選ぶさい、査読制度
がどのように機能しているのかを見定めるこ

とが何にもまして重要だ。初めての投稿をこ
れからしようと考えている方にとっては、査
読制度は馴染みがないかもしれない。そし
て、おそらくは査読制度について、つぎの相
反する2つのイメージのどちらかを抱いてい
るのではないだろうか。1つめは査読の自動
販売機モデルとでも呼べるようなイメージで
ある（図3）。投稿論文をチャリーンと入れ
れば、評価がポコっと自動で出てくるイメー
ジだ。もう1つは査読の構築モデルとでも呼
べるもので、投稿論文を入れれば、文字通り
のブラックボックスで（投稿者と査読者のあ
いだのやり取りはもとより、査読者間や編集
委員会内で）議論が行われ、なにかしらの評
価が出てくる（図4）。投稿経験が浅い場合、
ともすると、両者のどちらかのイメージだけ
を抱きがちだが、多くの雑誌において実態と
してはこの中間で査読制度は行われている。
この査読制度の2つのイメージは、じつは
投稿論文がいかに評価されるべきかといった
大きな論点を含んでいる。つまり、投稿論文
自体に内在的に評価が存在していると考える

図3 査読の自動販売機モデル

図4 査読の構築モデル
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のか、あるいは投稿論文の評価は査読過程で
構築されていくものなのか、という立場の違
いだ。前者の自動販売機モデルは投稿論文に
そもそも一意の評価が予め内在していると想
定され、それがいわば機械的にチェックリス
トに沿って評価され、査読過程で正しく評価
に反映されて、投稿論文の評価が決まるイ
メージだ。対して後者の構築モデルは、投稿
論文にそもそも一意の評価があらかじめ存在
しているわけではなく、評価は査読過程のな
かで文字通りの意味で構築されていくイメー
ジだ。
こうした査読制度観の違いとこれまで述べ
てきたことには関連がある。査読回数が1回
の雑誌であれば自動販売機モデルに近い査読
を行わざるを得ないだろうし、査読回数が複
数の雑誌であれば構築モデルに近いかたちで
査読を行うことになるだろう。

2名以上の査読者がいる雑誌の場合、ごく
たまにその2名の査読者間で評価が著しく食
い違う審査ワレという状態が生じることがあ
る。そうしたときに投稿者は、査読制度が決
して自動販売機モデルのみではないことを思
い出して、冷静に自分の投稿論文を振り返
り、修正をすることが求められる。
こうした査読制度の大きな違いを投稿先の
選定に活かすことも重要だろう。

Ⅳ．結論に代えて
投稿先はよりどりみどりだ。またその投稿
先の査読制度も多様だ。査読制度や審査プロ
セスについて公開している学会や団体は、思
いのほか多い。本論で言及したもののほかに
も、各自が予定している投稿先が情報を公開
していないか、まずは調べてみるとよいだろ
う。各雑誌の末尾に掲載されているだろう編
集委員会規程や執筆要綱などを熟読する人は
それほど多くないかもしれないが、じつはそ
こにこそ、投稿先を選ぶさいのヒントが山ほ
ど隠されている。これから投稿先を戦略的に
選ぶさいには、必ず最新の規程や要綱、そし
て編集後記などを熟読する習慣をつけること
が望ましい。

公開されている情報をもとに投稿先を検討
することで雑誌の特徴を知って投稿するほう
が、戦略をもたず漫然と投稿するよりは、掲
載率も上がることが見込まれる。なにより、
こうした情報に基づく戦略的な投稿は、投稿
者と雑誌とのミスマッチを減らし、投稿者は
もとより、査読者、編集委員会、ひいては学
界全体にとっても望ましい結果を導くことに
なるだろう。投稿先を戦略的に選ぶことは、
広い意味での投稿リテラシーと呼べるから
だ。
ぜひこうした情報を活用し、積極的に投
稿を行い、みなさんの研究成果を活字にして
いってくだされば、今回のワークショップも
大成功といえる。

補 注
（1） たとえば、日本社会学会の『社会学評論』の
査読動向・投稿動向など（樫田 2012b; 齋藤  
2012）、数理社会学会の『理論と方法』の詳細な
データ（小林・内藤 2016）などがある。

（2） 査読制度一般の話は、査読ア太郎（2016）に
詳しい。個別学術誌の情報としては、注（1）の
ほかに、関東社会学会の『年報社会学論集』、家
族社会学会の『家族社会学研究』などが査読ガ
イドラインをそれぞれ公開している。投稿規定
や投稿要領とともに、自分の投稿先がこうした
情報を公開しているか否かについて必ず確認し
ておくべきだろう。
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