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〇本資料は紙媒体だけでなくパソコンやスマホなどでPDFとして開き、リンク
を確認しつつご参照いただけるように工夫しております

〇本資料は著作権法第35条（教育における著作権の免除事項）に注意して作
成しています

〇この資料における特に引用がない部分は高木の作成物です。この部分とと高
木ResearchMAPは著作権は要求しません。ご自由にお使いください

https://researchmap.jp/takagiryou


Society5.0時代を控え

学校教育が豊かになるには実証的根拠が必要です

「EBPMは行き過ぎなのでEIPM」などともいわれます

個人の主観的世界観も大切です。

だから、主観に配慮した実証的根拠の収集と、

実証的根拠をしっかり参考とした方針づくりが必要です。

汎用AIとビッグデータの時代

エ ビ デ ン ス

Evidence Based
Policy Making

Evidence Informed
Policy Making

ナ ラ テ ィ ブ

ナラティブ インフォームド エビデンス メーキング

エビデンス インフォームド ポリシー メーキング

０．はじめに 社会情勢
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特に特別支援教育は
・お金がかかる
・代表値(平均・中央・最頻値)と外れてる
・・・などから、分析・説明に留意が必要

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/3/35907/20141016210715846196/JEEC_2_79.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/ebpm/dai7/siryou2-2.pdf
https://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/evidence-informed-policy-making/evidence-informed-policy-network-evipnet
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/108/7/108_1463/_pdf
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ギリギリまで数量化した専門家としての理解・解説・説得を考えて
ください。いわゆるリサーチ（日本語で言うと文献調査による評
論・論考なんかも含めた概念で、「研究」が近い！？）のなかで、

・アンケート調査のなかの、 リッカートスケールによる質問紙法

・・・なんてワンオブゼム。
でも、大変、効率的に結果を出せる調査研究法です

リサーチ関連概念の図鑑 リサーチ手法の図鑑

０．はじめに だから調査を！

https://www.amazon.co.jp/%E8%A6%81%E7%82%B9%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E3%80%81%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87150-%EF%BC%8DDesign-Index-William-Lidwell/dp/4861009782/ref=pd_bxgy_img_1/355-5402012-2275863?pd_rd_w=v259c&pf_rd_p=d8f6e0ab-48ef-4eca-99d5-60d97e927468&pf_rd_r=25GPD9NNZW9B07G3JNKE&pd_rd_r=8a3667fd-2413-43cc-855a-21702718f77b&pd_rd_wg=TAH0o&pd_rd_i=4861009782&psc=1
https://www.amazon.co.jp/%E8%A6%81%E7%82%B9%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E3%80%81%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81-%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%89%8B%E6%B3%95100-%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3-Bella-Martin/dp/4802510861/ref=sr_1_1_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3D9U5MZWEK73N&keywords=%E8%A6%81%E7%82%B9%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81&qid=1640662055&s=books&sprefix=%E8%A6%81%E7%82%B9%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6,stripbooks,2107&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMjlWMjFNOVBESUdCJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTIwMzk4MloyWE5KMDNGMFlLTCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEzTURQU1QyMkI4UDJOJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==


私は【特別支援の専門家】でもなく【数理統計の専門家】でもなりません。
が、

〇現場の先生向けの学会で調査研究手法・倫理担当委員
〇文系の四則計算レベルで理系と協働する調査設計
･･･に、この数年関わってきました。今回の主題は

①時系列を縦断的に追いかける
②「わかりやすさ」に逃げない
③冷静に自分の愛する対象(母集団)の改善を追いかける

・・・といった、感覚を持ち帰っていただきたいと思います。

日本学校改善学会

日本学校メンタルヘルス学会
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０．はじめに
強調したい３点

http://j-sira.jp/
http://www.schoolmental.com/


だから、基本的に先生方にとっての
〇「自分の自己実現としての主張」となる数量データの収
集の仕方に関するごく基本

〇ごくごく基本でExcelでできるデータ分析(できれば、
それをデータ公開してください)

・・・・・に絞って考えます。

新『学習指導要領』から高校教育課程にも入るp値(5%以下で偶
然じゃない)の検定以上の話はここではしません。ビッグデータの
時代に遅れないように是非、沢山、安全に、未来のために、良質な
データを取って、自身のキャリアの幸福追求をしてください。

０．はじめに 自己実現になる学校教育改善のための調査

「probability:確率」
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十中八九(probabuly)の確率で
偶然とは言えない科学(帰無仮説)



【自習用】動画５本と参照資料
「学校教育実践し【ながら研究】解説動画５回分」
【15】大学３年生ならできる！ 令和３年度 Excelでリッカート式質
問紙分析の作業演習リスト

【設定】で【再生速度】高速化がおススメ

０．はじめに 補足資料１
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長々と７時間ぐらい

https://researchmap.jp/multidatabases/multidatabase_contents/detail/290812/25d900b2000e05b70c183c477e5570eb?frame_id=699440


０．はじめに 補足資料２
【この資料】
特別支援教育研究におけるデータ活用特別支援教育実践し“ながら研究”
（適度な省略・効率化とリッカート尺度質問紙調査）のご提案(PDF)

【大学卒論・修論レベルの調査概説】
論文の書き方講座 －学校評価しながら研究のご提案－(PDF)

【パネルデータなどの流行分析手法メモ】
みんなで、教育保育パネルデータ集めてみません？こんなパネルデータの
分析をいっしょにしましょう（PDF）

以上はどのように使っていただいてもかまいません
ので、現場で調査を先生方が是非手動してください

https://researchmap.jp/takagiryou/presentations/36901796
https://researchmap.jp/takagiryou/presentations/24573838
https://researchmap.jp/takagiryou/presentations/36896794


今回は以下のようなことを考えます

１．公刊統計の読み方 －わかりやすい数字で忘れやすいこと

・「平均つかっていいの？」「教育・学習・学力向上の時間の過程」

２．分析の基本－何(母集団)を変えたいか？の思いー

・まずはエクセルでできる正規分布と相関 ・検定（p値とか）の注意点

３．図表の読み方とデータ入力
・図表は原因X軸・結果Y軸 ・データ入力は行に個々人、列に特性の変数

４．調査・分析・発表の倫理
・特定不正行為３つ（ねつ造、改ざん、盗用） ・プラス２（協力者配慮、著作権）

５．実践し「ながら研究」
・実践研究者としての自己実現としてのデータ収集

０．はじめに
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１．公刊統計の読み方
－わかりやすい数字で忘れやすいこと

「平均つかっていいの？」「教育・学習・学力向上の時間の過程」－

人間は分かりやすさと感情の起伏を求める生き物

①数字にすること自体が瞬間最大風速的記録なので時系列・
時間の変化過程を見失いやすい

②わかりやすい数字(平均、検定など)に注目しすぎると得点
の分布を忘れやすい

③数字(ランキングや「外れ値」という表現)は人の感情を刺
激し冷静さを失いやすい

→特別支援教育の最前線に立つ立場で信頼性と妥当性のある
理系と対等の科学（「理系のさしすせそ」）

9

理系的安定感 文系的安定感
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ところで理系の さ 再現性(客観性)はあるの？

し 新規性はあるの？

す スライドの図表で説明できる？

せ 先行研究との関連は？

そ それホントに期間内に終わるの？

限界や注意点も多いけど、リッカート尺度の現場での調査は、半年・エ
クセル利用(質問紙・入力書式集)で全国学会誌で査読論文を狙える。縦
断・紐づけデータの分析報告は今までの常識を覆す可能性が溢れてい
る。

１．公刊統計の読み方

https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/138136/6b23ee3bc853aff8132ccf3aec4529eb?frame_id=697842
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×「男の方が女より身長が高い」

△「平均して男の方が女より身長が高い」

〇「平均して成人男子の方が成人女子より身長が高い」

・・・・・・言葉数が増えても、それでも言い足りない部分

個々人を無視した表現

成長過程を無視した表現

分布(散らばりとボリューム感)や
いろんな個人の存在

１．公刊統計の読み方 文系だから言葉を大切に
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「男と女どっちが身長高い？」という問いの難しさ
平均という代表値(分布を省略)の難しさと、成長の時間軸の難しさ
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高３男；170.5(5.82)
高３女：157.9(5.35)

小5男；146.6(7.28)
小5女：148.0(6.52)
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小１男；117.5(4.99)
小１女：116.7(4.97)

X軸身長(階級)
Y軸度数(‰)
の度数分布
概ね正規分布

学校保健統計調査 e-stateの身長の年齢別Excel形式でダウンロード可能

１．公刊統計の読み方

平均（標準偏差/SD）

158 171

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400002&tstat=000001011648&cycle=0&tclass1=000001156246&tclass2=000001156247&tclass3val=0


受験学力における偏差値

偏差値＝ ＋50

標準偏差

10(点数 – 平均)

シュテルンの提唱の検査法。ビネー式やウエクスラー式が有名
知能指数(IQ)＝精神年齢/生活（実）年齢×100

知的障害は ７０未満 （平均・中央値100 SD15）
他にも長谷川式成人知能検査などもある

１．公刊統計の読み方
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最頻値・中央値・平均値

正規分布(パラメトリック)だから性質する分析、尺度・指標 自然な変数は

正規分布
パラメトリック

人工・不自然ほど

非正規分布
ノンパラメトリック



男子身長 平均171、 標準偏差６
体重 平均 61、 標準偏差８

中央値59
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１．公刊統計の読み方
それ、平均で考えていいの？ 正規分布が崩れ始めるとき
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高３男体重 高3男身長

令和２年度 『学校保健統計調査』
高3男子の身長(折れ線)と体重(棒)の度数分布

X軸：体重(１kg毎の階級)
Y軸：身長(‰)

※度数分布の合計面積が100%

ボリュームゾーン

外れ値
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１．公刊統計の読み方

最頻値

中央値
分布の面積二分点

正規分布が崩れたことからわかる、考えること

【全国学力学習状況調査】や【PISA】などの

学習到達度調査
パラメトリック
(正規分布)か
ノンパラメトリック
(正規分布しない)のか？

外れ値

ノンパラメトリック
ほど平均があてに
ならない
中央値を参照する



OECDの『PISA』
ランキングとか
あてになります？
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１．公刊統計の読み方
不毛かつ冷静さを奪う ランキング
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所得・貧困問題
肥満・生活習慣病変数

寿命
基礎学力・学習到達度分布

人工・介入が働かない

正規分布：多くの自然な数字
身長
受験学力・センター試験等

【外れ値】（代表値から離れた存在）から
正規分布は崩れる
【平均】は【外れ値】にひどく
引っ張られる

１．公刊統計の読み方

人工・介入が働いているから

正規分布しない



１．公刊統計の読み方
－わかりやすい数字で忘れやすいこと

・「分布で相対化して改善を」「時間の過程を縦断化して把握」

専門家は分かりやすさと感情の起伏に逃げない職業

①時系列・時間の変化過程という【教育の効果】を冷静に説
明できるように数字と付き合う

②得点の分布の中で、比較・相対化と期待・効果を探る。特
に特別支援教育は【その属性の中での効果】を探る

③人の感情を刺激するためだけの数字表現(ランキングとか)
は避ける。数字は修飾ではなくよりよくするための道具。

→特別支援教育の最前線から調査研究をすることで、数的根
拠をあわせて声を上げ改善を提案し、訴えて
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２．分析の基本
－何(母集団)を変えたいか？の思いー

現場に立つ先生方への調査実施・分析のポイント

①できる限り、時系列が計れる調査(個人の回答や変数がExcelの行につ
ながった縦断的データ収集)を目指してほしい
②「わかりやすい結論」(特に検定の＊が見えるかどうか)は極力最後にし
て、図(散布図や度数分布)や表で色んな情報をギリギリまで省略しない
③「自分が調査をするほど改善したい対象とは何なのか？」(研究の母集
団)を悩んだうえで冷静に仮説を設定する

⇒縦断的調査やハードデータ、現場の実感にあった(妥当性の高い)質問紙
調査を実施できたのであればそれで十分な価値。分析は四則計算と散布
図・近似線・相関係数による相関とｔ検定程度の平均の比較で現場教員を
意識した全国学会誌は掲載が十分狙える！
※２元配置の分散分析を習得したら博士も狙える！多変量解析不要。19
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〔作業演習：散布図・近似線、相関係数で相関関係を実感してみよう〕
データは資料公開の【3】と【4】
作業過程参照１【86】作業演習 平成18年度教師の精神疾患による病気休職「発生率」の相関を散布図で確認
作業過程参照２【87】作業演習 平成19年度教師の精神疾患による病気休職「発生率」の相関を散布図で確認
あと並べ替え作業もしてみて

２．分析の基本 散布図と近似線

https://researchmap.jp/takagiryou/%E8%B3%87%E6%96%99%E5%85%AC%E9%96%8B
https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/138136/192cd949aed6ad2e4bbd44a204572f97?frame_id=697842
https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/138136/d8abe1d838a49ff62d74647a02c28887?frame_id=697842


２．分析の基本
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【71】教師の精神疾患による病気休職「発生率」
と強い相関のある「給食費未納率」と「全国学力学
習状況調査正答率」

相関を考える

相関係数：検定不要の相場値

・散布図
・近似線
・相関係数
の３点セット

https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/138136/742378045c9d4665eb88cbc16e497616?frame_id=697842


注意点：検定(p値帰無仮説)はデータ数に振り回される！
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基礎自治体S 教師に「幸福ですか？」を２年間毎年１月に聞いて同一人物紐づけ
「14年度は幸福下がった？」

どっちが帰無仮説有意差(「十中八九偶然値」が確率的に低い)？
ｔ検定(同一人物データ、厳しい両側検定)の結果
左はp=0.019* 右はp=0.34

２．分析の基本
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分析と検定の注意点
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N=689
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2.83(0.72)

14年
2.77(0.72)

N=300

ｔ検定
２属性の数列比較
の検定

３属性以上の比較
は一元配置の分散
分析

属性を２種かけ合
わせる場合は二元
配置の分散分析

データ数でp値は「ザル」になる

自治体S
悉皆調査
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2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

13年幸福 14年幸福

注意点 「差がある」と分かりやすく言いたいことの混乱

13年 2.76(0.80)
14年 2.67(0.75) ｔ検定＊

＊
＊

検定とは
ランダム標本の観測値から母集団に
ついての仮説の成否を確率的に推断
する、統計処理（を行うこと）。

２．分析の基本

母集団

標本



【現場向け統計ソフト】

いわゆるコマンド入力
が不要で最も安価な統
計ソフト

Excel統計
平均から外れた群に注
目し分析しやすい統計
ソフト

JMP

２．分析の基本
特別支援教育の現場に立つ先生方への分析のポイント

①個人の回答や変数がExcelの行につながった縦断的
データをもとに、できる限り変化の時間・過程(教育成
果)を探る。できれば現場の先生しかできない、【紐づ
け・縦断データ】(パネルデータ)の収集が日本をよりよ
くする。
②四則計算や図や表でいいから「わかった気」ではなく、
色々数字で考えつづける姿勢を
③「自分の調査対象の改善を切望」(特別支援＝平均か
ら外れた群を考える)しつづける。成果は常に中途半
端今後の課題と謎が続く謙虚さ

⇒論文にするときは頁上限があるけどギリギリまで多
角的に改善を探って 24

https://bellcurve.jp/ex/
https://www.jmp.com/ja_jp/software/data-analysis-software.html


独立（説明）変数 従属（目的）変数

➀【望ましい結果】を【促進する原因を増やす】・【抑制する原因を減らす】
【望ましくない結果】を【促進する原因を減らす】・【抑制する原因を増やす】
➁【その原因は操作可能なのか？】も考える

25

３.図表の読み方とデータ入力 仮説はまず原因と結果を考える

※因果関係は
相関関係は
いずれも正と負がある

因果には➀時間関係、➁合理的な説明が可
能、➂原因が基本的に独立している（結果
として左右されない）ことが必要

原因 結果

※性別や年代、障害判定
などの属性も広い意味
で独立変数
属性は交互作用と扱い
やすい



データは１個体・１個人の情報を行として横に横に入力
行が増えて列が増え面積となることで個々の質問が統計になってくる

データの行列

26

行（個々）と列（多様な特徴）を編み込む
教師の精神疾患による病気休職のたか木、作成演習データ

３.図表の読み方とデータ入力 行列：行が個々人、列が特性・変数

https://researchmap.jp/multidatabases/multidatabase_contents/detail/290812/8bea15da8b15ac3540f6c7c9f6de17b0?frame_id=699440


高木亮・田中宏二(2003)「教師の職務ストレッサー
に関する研究」『教育心理学研究』51 27

３.図表の読み方とデータ入力
リッカート尺度：質問項目で主観を数字化

とにかくネットで質問項目の
載っている因子分析表を探す！
それを質問紙にしてみる！
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【83】卒論などの
アンケートにかか
わるワード書式例
とエクセルの入力
書式例

※できれば入力時までに、年度を超えて同
一人物が紐づけできるような仕組み(出席
番号では対応不能なので、生年月日など)
でデータ入力を続ける習慣・文化形成を
考えてください！

３.図表の読み方とデータ入力
この書式に入れてみて！

https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/138136/6b23ee3bc853aff8132ccf3aec4529eb?frame_id=697842
https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/138136/6b23ee3bc853aff8132ccf3aec4529eb?frame_id=697842
https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/138136/6b23ee3bc853aff8132ccf3aec4529eb?frame_id=697842
https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/138136/6b23ee3bc853aff8132ccf3aec4529eb?frame_id=697842
https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/138136/6b23ee3bc853aff8132ccf3aec4529eb?frame_id=697842
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原因X軸 結果Y軸

(高木亮,(2018)「教師の幸福を左右する職員室
のソーシャルキャピタル」日本学校改善学会
HP)

上：教師の「今年の幸福度」と「マスラックの
バーンアウト尺度」の原因に関する重回帰分析

３.図表の読み方とデータ入力

職場環境
ストレッサー
ネガティブ変数

職務
ストレッサー
ネガティブ変数

個人的
ストレッサー
ネガティブ変数

キャリア適応力
ポジティブ変数

燃え尽き
(MBI)

ネガティブ変数

幸福感
ポジティブ変数

負の因果関係
（抑制関係)

正の因果関係
(促進関係)右：因果モデル

(仮説の因果関係解説地図)

http://j-sira.jp/wp-content/uploads/2018/04/%E7%AC%AC10%E7%AB%A0%E3%80%80%E6%95%99%E5%B8%AB%E3%81%AE%E5%B9%B8%E7%A6%8F%E3%82%92%E5%B7%A6%E5%8F%B3%E3%81%99%E3%82%8B%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%AE%A4%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB4-1.pdf


結果の図表はX軸が原因、Y軸が結果。パス図については矢印で原因と結
果が表記される。

原因X軸・結果Y軸 または原因→結果

高木亮,(2003)「教師の職業ストレス過程に関する比較研究」
『日本教育経営学会研究紀要』

上：小・中学校の先生の点数比較ｔ検定

小学校教師のストレッサー・バーン
アウト過程の共分散構造分析 ：右

３.図表の読み方とデータ入力

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasea/45/0/45_KJ00000854524/_pdf/-char/ja
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原因X軸(たまに線の種類) 結果Y軸

時間軸

学習・学力向上変数

子供をめぐる
前提の差

左：前提的環境(線)と時間により拡大す
る格差概念【ハサミ状格差】

※２斜線の傾きの違いを示す交互作用
は実験などのデータ処理の基本

社会関係資本
恵まれない群

３.図表の読み方とデータ入力

【社会関係資本(ソーシャルキャピタル)】
経済資本と文化資本(知識・学力)に次ぐ第
三の資本。人間関係の豊かさからなり、親
や友人、地域社会などの恵まれた関係、文
化・習慣などからなる。

時間・教育過程
中立変数

学習・学力変数
ポジティブ変数

社会関係資本
ポジティブ変数

教育のプロセスによる学習・学力変数への
社会関係資本の交互作用

右：因果モデルでの交互作用の表現
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縦断・紐づけデータ収集の意味
世界的に【同一存在(個人や都道府県など特定集団・組織単位)の時系列
推移の把握・分析】が社会を科学的に改善する課題になっています。

同一存在を時系列に紐づける工夫(出席番号だと難しいので生年月日記
載など！？)が倫理的およぶ技術的に可能な現場の立場での調査実施・
調査管理・分析と報告が期待されています。

【横断的（クロスセクション）データ】

〇データ収集・管理が容易
・１度の調査で【相関】を【因果】と疑似的
に想定して分析するので
〇結果は出やすい
△結果があまり現実にあてにならない
△仮説の範囲の分析しかできない
△もう、大規模組織しか収集困難

【縦断・紐づけ（パネル）データ】

△データ収集・管理が大変
※特に、倫理面や同一人物の紐づけ、
膨大になるデータ量の管理が大変

△時間を超えるので結果は出にくい
◎結果が現実にそのまま当てはまる
◎仮説に縛られない自由度の高さ
◎現場の先生が収集可能

３.図表の読み方とデータ入力 データ入力 できれば縦断・紐づけを！
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現場の先生だからできる！ 縦断・紐づけデータ収集
今までの【一度の一斉データ収集】(横断・クロスセクションデータ)か
ら、これからの時代は時間的な成長・発達・変化を個人としておいかけ
る【縦断・紐づけデータ収集】(パネルデータ)に期待と注目

横断(クロスセクション)
データ

縦断・紐づけ(パネル)
データ

去年

今年

来年

３.図表の読み方とデータ入力

沢山の個人データで
【相関】 を
【因果】 と
想定してメカニズム
の分析

たか木、

たか
木、 たか木、

黒慎

ひしも

ひしも

ひしも

黒慎

黒慎



抑鬱１ 抑鬱２ 抑鬱３ 抑鬱４ 抑鬱５ 抑鬱６ 幸福感

たか木、

ひしも

黒慎

2018抑鬱１ 2018抑鬱２ 2018抑鬱３ 2018抑鬱４ 2018抑鬱５ 2018抑鬱６ 2018幸福感 2019抑鬱１ 2019抑鬱２ 2019抑鬱３ 2019抑鬱４ 2019抑鬱５ 2019抑鬱６ 2019幸福感

たか木、

ひしも

黒慎

いつもの基本的なデータ入力の仕方

行が個人・個別組織、列が各変数・自由記述

数回（列が増えすぎない範囲）の縦断データなら

行(個人・個別組織) に時系列各変数を集計
統計分析は先頭列を見出しに、列ごとに変数指定を行うので、分析はこれが一番楽
同一人物を各調査ごとに横につなげる作業(“紐づけ”)が大変

パネルデータを敢えて、
“縦断・紐づけ”と強調し
たが、紐づけとは？

紐づけ作業完了状態

一般的なデータ入力 ３.図表の読み方とデータ入力



抑鬱１ 抑鬱２ 抑鬱３ 抑鬱４ 抑鬱５ 抑鬱６ 幸福感

たか木、2018.04

ひしも　2018.04

黒慎　2018.04

たか木、2018.05

ひしも　2018.05

黒慎　2018.05

たか木、2018.06

ひしも　2018.06

黒慎　2018.06

たか木、2018.07

ひしも　2018.07

黒慎　2018.07

たか木、2018.08

ひしも　2018.08

黒慎　2018.08

たか木、2018.09

ひしも　2018.09

黒慎　2018.09

縦断・紐づけのデータ整理のおすすめできない例

もともと各調査を“紐づけ”する最初の作業状態

調査１

調査２

調査３

調査４

調査５

調査６

複数回行われ、個
別にデータ収集・集
計されているデー
タを“だいたい同一
人物分”だけ寄せ
集めた状態

人物ごとに行が並
ぶ状態に加工しな
いとなかなか分析
にしにくい

紐づけ作業１

３.図表の読み方とデータ入力



抑鬱１ 抑鬱２ 抑鬱３ 抑鬱４ 抑鬱５ 抑鬱６ 幸福感

たか木、2018.04

たか木、2018.05

たか木、2018.06

たか木、2018.07

たか木、2018.08

ひしも　2018.04

ひしも　2018.05

ひしも　2018.06

ひしも　2018.07

ひしも　2018.08

ひしも　2018.09

黒慎　2018.04

黒慎　2018.05

黒慎　2018.06

黒慎　2018.07

黒慎　2018.08

現実的な縦断・紐づけの元データ整理のおすすめ例

各調査を基に“紐づけ”作業の第一段階

人物ごとに行が連続して
並ぶ状態に加工したもの

SPSSやJMP、Rといっ
た10万円以上の高級ソ
フトだとこの状態で分析
が可能(Excelといった
表計算での処理やExcel
統計など安価統計ソフト
ではこの状態の分析は無
理)

紐づけ作業２

３.図表の読み方とデータ入力



抑鬱１ 抑鬱２ 抑鬱３ 抑鬱４ 抑鬱５ 抑鬱６ 幸福感 2018.04抑鬱合計抑鬱合計 2018.第１四半期抑鬱合計 2018年度抑鬱合計 2018.04幸福

たか木、2018.04

たか木、2018.05

たか木、2018.06

たか木、2018.07

たか木、2018.08

ひしも　2018.04

ひしも　2018.05

ひしも　2018.06

ひしも　2018.07

ひしも　2018.08

ひしも　2018.09

黒慎　2018.04

黒慎　2018.05

黒慎　2018.06

黒慎　2018.07

黒慎　2018.08

分析用代表値は基本合計点

現実的な縦断・紐づけの元データ整理のおすすめ例
分析用の代表値を、各個人・個別組織の先頭行に集中

“紐づけ”最終段階 次の段階に先頭行だけ取り出すと一般的に分析が可能

この先頭行だけを分析データ
に
すると“紐づけ”完了状態

紐づけ作業２B ３.図表の読み方
とデータ入力



４．調査・分析・発表の倫理（１）
一般論の倫理と研究の生産性の両立(妥協)
・特定不正行為３つ（ねつ造、改ざん、盗用）
・プラス２（調査協力者配慮、著作権）

日本学術振興会『科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－』

〇先生方への提案

・調査設計は、校長と所属の研究倫理会に通過する
設計(計画、調査用紙、負担度、個人情報保護等)を遵守する
※これより厳しいのが査読論文の査読者

・調査でとったデータセットの最初は是非とも査読論文(高い価値で世
に残す) ※学会発表、学位論文、組織報告書等は除く

・以上に労力をかければ、最初の査読論文は多変量解析等の「わかっ
た気になれる程度以上の習得に時間がかかる」分析手
法は放棄していい。調査データの価値と純粋な分析で勝負 38

https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html


４．調査・分析・発表の倫理（２）
学校メンタルヘルス学会や日本学校改善学会の現在の調査倫理基準
〇特定不正行為３つ（ねつ造、改ざん、盗用）
・できれば、Excelでデータを保管、事後検証可能がベスト
・留意は自己盗用(一つの報告を複数の方向に見せかける)問題
※個々の変数間の分析結果は、
報告書・設置者等の紀要、学位論文、研究論文、書籍は各１つずつ
※異なる変数間の分析は上記限りではない
※気になるなら投稿先の学会に相談
※設置者(教委等)ではなく勤務先長(校長・センター長等)が責任を取れる調査、
分析報告が重要

〇プラス２（調査協力者配慮、著作権）
・個人情報(名前など)と調査協力者許諾(未成年は保護者)が必要
※この前に説明過程(インフォームドコンセント)が重要

・商品化された尺度は購入または販売者許諾が必要
※公表論文の尺度等は引用の丁寧な記載(剽窃：ひょうせつにならない対応)で充分

39
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文系や実践家しかできない科学

１．さ・す・せ 現場の実感(ナラティブ)と先行研究(エ

ビデンス)のすり合わせになる調査を企画してください。動画
第３回信頼性と妥当性(文系的な調査の質向上)。

２．し 現場しか取れないデータの収集と公開。特に出席

番号等で個人が紐づけされた縦断的データ(パネルデータ)

３．そ 倫理面(この後の研究倫理)や分析面(この一連の

企画のテーマ)では「問題にならない範囲の配慮」で、世に出
す(学術発表して世に出す)

５．実践し【ながら研究】
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【お勧めの論文化の段取り】
ア）紹介動画１～５を見る

イ）紹介動画２などをもとに丁寧にアンケートを作る。できれば個人が
紐づけされた縦断的分析データ等が取れれば圧倒的価値がある。

ウ）勤務先に倫理委員会があれば許可を得る(なければ、日本学校改善学
会や学校メンタルヘルス学会に投稿おススメ)。調査協力先が組織で
あれば組織長に許可を得る。その上で調査実施。

エ）本動画４などの正規分布や散布図・相関係数、ｔ検定などを実施し
学会発表。できれば研究者の友人を作る。その上で相関、ｔ検定な
どで査読誌投稿。

オ）エの査読誌が投稿されたら、エで作った研究者の友人を共著者に多
変量解析等の分析をした論文(自分も共著者に名を連ねる)を書いて
もらう。

５．実践し【ながら研究】


