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まえがき

　この本は、はじめて自分で何かを調べてレポートにま
とめようとする人のために、その方法をわかりやすく解
説した研究レポート作成術の入門書です。研究レポート
なんていうと何やら難しそうに聞こえるかもしれません
が、今まで「知らなかったこと」について、事実を自分
の力で集め、集めた事実をもとにして、自分の頭で考え
た結果「わかったこと」を、自分の言葉で表現したもの
だと思えば、やればできそうな気がしませんか？
　この本が紹介する研究レポート作成術は、高校生や大
学生なら「やればできる」ものです。中学生でも、がん
ばれば「やれる」と思います。もしかしたら、小学生で
も 5～6年生なら「やれる」かもしれません。それくら
い基本的なことばかりを書いています。
　たとえば、図書館へ行って、1年分の新聞を広げ、す
べてのページをパラパラと眺めながら、「知らなかった
こと」をメモしていくといったことは、だれでも「やれ
ばできる」でしょう。図書館に行く、新聞のある場所を
教えてもらう、そこへ行って新聞を広げる、記事を読む、
見出しをメモする、そういう作業は、高校生や大学生は
もちろん、中学生でも、小学校高学年でも「やればでき
る」ことですよね？
　え？　そんな面倒くさいことをさせようという本なの
かと、もう読む気がなくなりましたか？　それとも、そ
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れなら自分でもできるかもしれないと、読む気が出てき
ましたか？
　まあ、とにかく読んでみてください。この本では、研
究レポートの作成に欠かせない特に基本的な研究の基礎
技術をいっぱい書きました。私が高校生や大学生の頃か
らやってきたこともありますし、大学教員になってから
新入生に研究への取り組み方と文章の組み立て方を教え
るなかで重ねてきた工夫もあります。そのすべてをこの
本で紹介しています。
　この本では、読者がパソコンやスマートフォン（スマ
ホ）を使え、インターネットにアクセスできる環境にい
ることを前提として、Googleが提供する各種サービス

△△△△
とスマホ・タブレット用のアプリを使って、Google ド

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
ライブというクラウド上（インターネット上）の作業空間

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
で、研究レポートの作成を進める方法を紹介します。
　Google を使うのは、すべてのサービスやアプリが無
料で提供されており、Windows にもMac にも、An-
droid（Google の提供するスマホ・タブレット用の基本
ソフト）にも iOS（iPhone/iPad の基本ソフト）にも対応
しているので、どの機種のパソコンやスマホ、タブレッ
トでも利用できるからです。
　また、学校や図書館のパソコンのブラウザからでも自
分のGoogle アカウントにログインすれば、自分専用の
Google ドライブが使えます。
　そこで、この本では、パソコンのブラウザから
Google ドライブを起動して様々な作業を行う方法を解
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説します。
　本文中で説明しますが、Google が無料で提供するブ
ラウザソフトChrome を使うと閲覧中のウェブサイト
を直接Google ドライブに保存できて便利です。しかし、
他のブラウザからもGoogle のサービスはすべて使えま
す。どのブラウザからでも、Google 日本のウェブサイ
ト（google．co．jp）を開くと、ログイン画面が現れます。
　青い ログイン ボタンをクリックすると、自分のアカ
ウントに入ることができます。その左の ボタンをク
リックすると、グーグルの各種サービスのメニューが出
てきます。さらにその左の 画像 ボタンをクリックする
と、画面が画像検索に変わります。Gmail ボタンは、
自分のメール受信画面を開くためのものです。
　それから、この本では（著者姓　出版年）あるいは（著
者姓　出版年：ページ）の形で出典を示す注が本文中に
挿入されています。これはハーバード方式と呼ばれ、引
用文献一覧とセットで元になった文献を明らかにするも
のです。詳しくは第 3章「1．どこまでも誠実に書くた
めに」で説明しますが、第 1章の最初のページからハー
バード方式の注が出てきますから、著者姓と出版年を手
がかりに、この本の末尾の引用文献一覧を見て、私が元
にしている文献の書誌情報（書名や出版社などの情報）を
確認するというやり方を学んでください。
　なお、この本では、理系の実験レポートや調査レポー
トは扱いません。文系でも、文学や哲学などの分野の研
究レポートは扱いません。また、実際に自分で実験や調
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△△△
査を行うことは想定していません。あくまでも、初心者

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
がインターネットと図書館を使って入手できる資料を用

△△△△△△△△△△△
いた研究レポート作成術の解説を目指しています。社会
科学における実験や調査のやり方については既に多くの
解説書が出版されていますから、自分で実験や調査をし
ようという場合は、そちらを参照してください。
　また、この本で紹介しているウェブサイトのデザイン
は変更される可能性があります。この本の説明は、あく
までも執筆時点のものです。
　最後に、この本を読めば、コピペなどしなくてもレポ
ートが書けるようになることを強調しておきたいと思い
ます。それどころか、この本が紹介する研究の基礎技術
を身につければコピペなどしたいとも思わなくなること
でしょう。なぜかは、この本を読みながら自分で研究レ
ポートを作成してみればわかります。
　それでは、研究の世界へGO！
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第 1章
研究をはじめる

前に
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この章のポイント

◆ 研究という言葉の意味を知る
　 ●　 研究って何？
　 ●　 勉強って何だっけ？
　 ●　 研究と勉強の違いはどこか？

◆ 事実に基づく研究に必要なことを知る
　 ●　 実証って何？
　 ●　 事実って何？
　 ●　 意見って何？
　 ●　 事実と意見の違いはどこか？

◆ 誠実な研究に必要な習慣を知る
　 ●　 研究のインテグリティって何？
　 ●　 研究に必要な 6つの良い習慣とは？

★ 批判的に考え、批判的に読めるようになる
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1 研究するとは、何をすることか？

◆A 研究という言葉の意味を調べてみる

　研究とは何でしょうか。知らない言葉ではないけれど、
何かと聞かれると、うまく説明できませんね。そういう
ときは、国語辞書を引いてみましょう。最初に引く辞書
としておすすめなのは、三省堂の『新明解国語辞典　第
七版』（山田他 2012）です。「研究」を引いてみましょう。

問題になる事柄についてよく調べて事実を明らかに
したり理論を打ち立てたりすること。

（山田他 2012：461）

と書かれています。ポイントは、「よく調べる」、「事実
を明らかにする」、「理論を打ち立てる」の 3つです。
　最初のポイント「よく調べる」やり方については、第
2章で詳しく説明します。ここでは、2つ目のポイント
「事実を明らかにする」と 3つ目のポイント「理論を打
ち立てる」について、じっくり考えていきます。
　再び『新明解国語辞典』を引いてみましょう。
　事実は「実際にあった事柄としてだれもが認めなけれ
ばならないこと」（山田他 2012：626）と書かれています。

△△
すると、「よく調べて事実を明らかにする」とは、実際

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
にあったと皆が認めなければならないことを、よく探し
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て見つけ出すということになります。
　理論は「個個の現象に適用し得るものとして組み立て
られた、普遍的かつ体系的な説明・概念・知識の総体」
（山田他 2012：1598）。と書かれています。これは何だ
かよくわかりませんね。そういうときは、別の辞書を引
いてみましょう。『広辞苑　第七版』の説明はこうです。

①（theory）
　ア 科学において個々の事実や認識を統一的に説
明し、予測することのできる普遍性をもつ体系
的知識。

　イ 実践を無視した純粋な思弁的・観想的知識。
この場合、一方では高尚な知識の意であるが、
他方では無益だという意味のこともある。

　ウ ある問題についての特定の学者の見解・学説。
②論争。〈日葡〉

（新村 2018：3101）

　①（theory）とあるのは、theory の訳語としての理論
の意味だということです。そして、それにはア～ウの 3
種類があるわけです。
　アは『新明解国語辞典』の説明と似ていますね。たと
えば、アインシュタインの相対性理論と言うときの理論
が、まさにアの意味での理論でしょう。
　日常的には、イの意味で使うことが多いでしょうか。
たとえば、母親に「夏休みの宿題は毎日計画的にやりな
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さい」と言われて、「そんなの理論に過ぎないよ」と答
えことはありませんか？
　ウの意味では、たとえば宇宙の起源に関するビッグバ
ン理論があります。宇宙にははじまりがあり、超高温・
超過密の状態から爆発的に膨張して現在の宇宙ができあ
がったという「学説」です。今では一般常識と言っても
いいくらいですが、初めは、宇宙にははじまりもおわり
もなく、常に変わらず一定であるというフレッド・ホイ
ルらによる定常宇宙説とともに、あくまでも「特定の学
者の見解・学説」であって、両者の間で激しい論争があ
りました。サイモン・シン著『宇宙創成』（シン 2009）は、
ビッグバン理論が広く受け入れられるまでの歴史を楽し
く教えてくれる本です。
　今では、②の意味で理論と言う人はいないでしょう。
〈日葡〉と書いてありますが、これは、17 世紀の初め、
イエズス会の宣教師らが日本でキリスト教を広めるため
につくった日葡辞書という日本語－ポルトガル語辞書を
指します。そのころ日本では、論争という意味で理論と
言っていたわけです。
　ここで、①ウの「ある問題についての特定の学者の見
解・学説」というところに注目しましょう。念のために
『広辞苑』を引くと、見解は「物事に対する見かたや考

△
え方。意見」（新村 2018：934）です。ということは、理

△△△△△△△△△△△△△
論とは、結局のところ、意見でしょう。
　ならば、研究で「理論を打ち立てる」とは意見を組み
立てるということになります。それなら、少しがんばれ

第 1章　研究をはじめる前に ◆ 5
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ば、だれでもできそうではないですか？
　ようやく、研究するとは何をすることか、わかってき
ましたね。『新明解国語辞典』の説明を次のように書き
かえて、この本での研究の定義としましょう。

研究とは、問題になる事柄についてよく調べて事実
を明らかにしたり意見を組み立てたりすること。

　「最初からそう言えばいいじゃないか！」という声が
聞こえてきます。しかし、それではダメなのです。言わ
れたことを暗記するだけで終わってしまうからです。こ
こまでの話の流れが、実は研究そのものであったことに
気づきましたか？

◆B 研究と勉強はどう違う？

　「○○とは何か」を知るためには、もう 1つやらなけ
ればならないことがあります。それは、似たようなもの
との違いをはっきりさせることです。研究と似たような
ものに、勉強があります。小さい頃からしてきたことで
すが、勉強って何でしょうか？
　また『新明解国語辞典』を引くと、勉強とは、

物事についての知識や見識を深めたり特定の資格を
取得したりするために、今まで持っていなかった、
学力・能力や技術を身につけること。

6
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（山田他 2012：1372）

です。ポイントは、わからなかったことがわかるように
なる、できなかったことができるようになるという点に

△△△△△△△△△△△△
あります。つまり、勉強とはできるようになるために必

△△△△△△△△△△△△
要なものを身につけることなのです。
　さらに、勉強すべきは「知られているもの」です。数
学や物理学で勉強する法則や定理は、すべて証明済みの
ものでしょう。身につけるのは、正しいとわかっている
証明のやり方です。
　もちろん、試験では、見たことのない問題を解くわけ
ですが、それは習った法則や定理を使えば解けることが
わかっているものであって、解けるかどうかわからない
ものや、解き方の見つかっていないものではありません。
　それでは、研究すべきは何でしょうか？　「知られて
いるもの」は勉強すればいいので、わざわざ「よく調べ
て事実を明らかにしたり理論を打ち立てたり」する必要
はないでしょう。
　そうすると、研究すべきは「知られていないもの」で
はないでしょうか？　「知られていない」からこそよく
調べて事実を明らかにしなければいけないわけですし、
「知られていない」ことだからこそ新たに意見を組み立
てる必要が出てくるのです。
　このように勉強と比較して考えると、研究の定義を修
正する必要がありそうです。

第 1章　研究をはじめる前に ◆ 7
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研究とは、問題になる知られていない事柄について
よく調べて事実を明らかにしたり新しく意見を組み
立てたりすること。

△△△△△△△△△△△△△△△△△△
　したがって、研究レポートとは知られていない事柄に

△△△△△△△△△△△△△
ついてよく調べた成果の報告ということになります。

8
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2 どこまでも事実に基づいて研究するために

◆A 実証的に研究する

　この本では、特に実証的な研究レポート作成に取り組
みます。
　『新明解国語辞典』によると、実証的とは「いちいち
確かな証拠に基づいて、研究を進める様子だ」（山田他
2012：643）ということであり、証拠とは「事実を裏付け
る上で確実な証明になると判断される材料」（山田他
2012：715）です。したがって、実証的に研究するとは、

問題になる知られていない事柄について、事実を裏
付ける上で確実な証明になると判断される材料を集
め、そのような材料のみに基づいて、事実を明らか
にしたり新しく意見を組み立てたりすること

になります。
　そこで次に問題となるのは、「事実を裏付ける上で確
実な証明になると判断される材料」は何かということで
す。たとえば、「あのラーメン屋は人気がある」という
ことを実証するには、どうすればいいでしょうか？

⑴自分の目で見る
　「人気がある」ということは、お客さんがいっぱい来

第 1章　研究をはじめる前に ◆ 9
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るということでしょう。お客さんがいっぱい来るとした
ら、店に入りきれず、店の外に長い行列ができます。
　そうだとしたら、店の外に長い行列ができていれば、
それは、そのラーメン屋は人気があるという「事実を裏
付ける上で確実な証明になると判断される材料」になる
のではないでしょうか？
　それならば、自分でその店に行ってみて、店の外に行
列ができているかどうか、自分の目で見ることです。

⑵人の話を聞く
　自分で行くのが難しいときは、実際に行ったことのあ
る人に聞いてみればいいでしょう。
　その結果、「はい、私は行ったことがありますが、長

ちょう

蛇
だ

の列で、店に入れるまで 30 分も待たされました」と
いう証言が得られれば、「事実を裏付ける上で確実な証
明になると判断される材料」の 1つになります。
　「このあいだ行ったとき、写メとりましたよ。ほら、
これです」とスマホの画像を見せられて、確かに長い行
列が写っていれば、証言だけでなく物証（証拠となる品
物）もあることになり、信用性が高まりますね。

⑶経験を通して確かめる
　重要なことは、実際に観察あるいは観測が可能だとい
うことです。実証的な研究では、実際に経験できる現象
だけを「事実を裏付ける上で確実な証明になると判断さ
れる材料」と認め、その現象が確かに経験されたかどう
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