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本日の目標 

□ 科学論文を書くための規則と構成を理解する 
 

□ 序論の役割を理解し、英語で序論が書ける 
 

□ 結論の役割を理解し、英語で結論が書ける 

3 



科学論文とは 

科学分野の学術論文（research article/paper） 
• 科学技術研究者たちに研究成果を発表するための
論文。 

• 学術論文は、「先行する研究を踏まえた新しい発見」
を「書いて公に発表した」もの。 

• 主に学術雑誌に掲載される。 
 
 

「研究者同士のコミュニケーションの手段」 
                                  （佐渡島・吉野,2008,p.116） 
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理工系分野の例 
 
基幹理工学（情報理工学、数学、機械科学） 
 
先進理工学（物理学、生物学、 生命医科学） 
 
創造理工学（経営システム工学、社会環境工学） 
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科学論文とは 



科学論文とは 
• コミュニケーションの目的（Purpose） 
 研究成果の発表 
• 受け手・読み手（Audience） 
 同じ分野の科学者、あるいはその研究分野に関心を
持って研究分野を広げようとしている科学者 

• 情報（Information） 
 研究内容 
• 言語特徴（Language features） 
 研究内容を的確に伝えることのできる適切な言語の
特徴  

（野口・深山・岡本,2007,p.11） 
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科学論文とは： WaISESに向けて 

• コミュニケーションの目的（Purpose） 
 研究成果の発表 
• 受け手・読み手（Audience） 
 シンポジウムの審査員（科学分野とアカデミック・
ライティング分野）、教員、高校生 

• 情報（Information） 
 研究内容 
• 言語特徴（Language features） 
 研究内容を的確に伝えることのできる適切な言語
の特徴 
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論文を書く前の心得 

• 論文を書くにあたり規定を確認する。 
  論文の構成、ページ数、図表の書き方、参考文献の
書き方、論文の書式 など 
 

• 論文で他者の言をそのまま使わない。 
  本、論文、インターネットなどの情報を使用する場合
には、参考文献リスト(References)に出典（著者名、 
発行年、論文名、ページ番号など）を記す。 

    情報をそのままコピー＆ペーストしてはいけない。 
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論文の全体構成 
• タイトル（Title） 
• 著者名と所属（Name & Affiliation） 
• 要旨（Abstract） 
• キーワード（Index terms/Keywords） 
• 序（Introduction) 
• 方法（Methods/Methodology/Experimental procedures） 
• 結果（Results/Analyses/Data analyses） 
• 考察（Discussion） 
• 結論（Conclusions） 
• 注記（Footnotes）* 
• 謝辞（Acknowledgements）* 
• 参考文献（References/Bibliography） 
• 付録（Appendices）*     
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論文本体 

*必要があれば書く。 



【練習】 
Laurence Anthony (2011)の論文を見て、どの 
ような全体構成になっているか確認しよう。 
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論文の全体構成 



タイトル（Title） 
• 重要な情報（キーワード）を使って簡潔に表現する 
• タイトルを見て、論文の内容が正確に伝わるようにする 
• 省略語や意味が分かりにくい語句を使用しない 
• 主題にくわえ、副題を付けてもよい 
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(例) 
 Environmental regulation of photosynthesis 
 光合成の環境規制 
 
 The CO2 concentrating function of C4 photosynthesis:   
 a biochemical model 
  C4光合成のCO2濃縮機能―生化学モデルー 



要旨（Abstract） 
• 論文の重要な情報をまとめる 
• 簡潔かつ明瞭に書く      
• 平均200～250語程度の長さ 
 
要旨に含めるべき事柄 
【研究の目的】（Purpose of the research）、 
【研究の背景】（Background of the research）、 
【範囲・分野】（Scope）、【結果】（Results）、 
【結論】（Conclusions）、【実験材料や方法】（Materials 

and methods）*   
*「実験についての論文」の場合にはこの項目を加える 



序論（Introduction） 

• 序論は論文本体の導入部分にあたる 
 

• 読み手に自分の研究に興味を持たせるため
の重要なセクション 
 

• 序論では自分の研究の価値を読み手に伝え
るために、自分の研究の重要性と必要性を
説明する 
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  方法のセクションを読むだけで、自分が行っ

た研究を他の研究者が再現して妥当性を検
証できるぐらいに、手続きを詳細に述べる必
要がある。 
 

（野口・深山・岡本,2007,p.82） 
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方法（Methods/Methodology/ 
Experimental procedures） 



方法（Methods/Methodology/ 
Experimental procedures） 

含めるべき構成要素 
 【準備】 研究用サンプルをどのように準備したかを 
       示す（過去形） 
 【行動】 研究のために行った作業や行動を説明する 
       （過去形） 
 【方法】 自分の論文で着目する新しい方法やモデル 
       を説明する（現在形） 
 【提示】 自分の論文の中で取り上げたことを提示 
       する（現在形） 

（野口・深山・岡本,2007,p.82 改変） 
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結果 

（Results/Analyses/Data analyses） 
 • 「結果」と「考察」は学術論文の要となるセクション

である 
• 研究成果をアピールする 
• 図や表を使って結果を効果的に説明する 
• 「考察」セクションの導入部でもある 
• 材料や方法などに関する情報を含めない 
  → 「方法」セクションに書く 
 

（野口・深山・岡本,2007,p.96） 
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結果 

（Results/Analyses/Data analyses） 
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含めるべき構成要素 
 【図表】 結果を伝えるために図表を引用したり、説 
       明したりする 
 【動作】 実験に関する動作を記述する 
 【発見】 観察結果、新たに発見したことを提示する 
 【関連】 一般化されている関連事項を説明する 
 【注釈】 結果に対する簡潔なコメントを述べる 

 
（野口・深山・岡本,2007,p.105 改変） 

 



考察（Discussion） 

• 自分の研究の主要な結果が、自分の研究分
野の中でどのように位置づけられるかを論じ
る重要なセクション 
 

• 自分の研究を社会につなげ、自分の発見を
世に送り出す役割を持つ 

 
（野口・深山・岡本,2007,p.110） 
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含めるべき構成要素 
【要点】 自分の研究の重要性を論じる 
【発見】 自分の研究で発見したことを論じる 
【比較】 自分の研究での発見と、先行研究や自分の分野  
      の知識を比較する 
【課題】 自分の研究の問題点を示す* 
【結論】 結論を示す* 
 
※ 独立した「結論」セクションがある場合には、この事柄  
   は「考察」セクションでは述べない 

 
                                          （野口・深山・岡本,2007,p.110 改変） 
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考察（Discussion） 



結論（Conclusions） 
• 自分の研究における主要な結果を概観する 

 
• 研究成果や貢献をアピールする 

 
• 今後の研究の展望を述べる 
 
※「考察」セクションで「結論」を述べる場合もある 
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学術論文の序論（Introduction） 
について考えてみよう！ 
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序論（Introduction） 
含めるべき構成要素 
[1] 研究分野を設定する 
 【背景】 当該研究分野の重要性を示す 
 【先行研究】 関連する先行研究を概観する 
[2] 隙間を特定する 
 【隙間】 先行研究における問題点やさらに研究を進める必要  
       性を示す 
[3] 本研究を紹介する 
 【研究目的】 研究目的や概要を示す 
 【方法】 方法を説明する 
 【結果】 発見した事柄や成果を述べる 
 【価値】 研究価値を述べる  
 【論文構成】 論文構成を説明する        (Swales, 1990, 2004)           
※全ての構成要素が序論に含まれるとは限らない 
※この順序で情報を提示すると流れが分かりやすい 
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序論（Introduction） 

論文の序論の特徴を確認しよう。 
 
【練習】 
1．Laurence Anthony（2011）の論文のIntroductionを
読み、8つの構成要素が含まれているか確認しよう。 
（10分） 

2．終わったら、近くの人と答えあわせをしよう。 
3．序論の特徴について、気づいたことを話し合おう。 
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Introduction in Anthony Laurence (2011) 
第1段落：〈1〉研究分野を設定する 
【背景】(The NASA is perhaps best known for its STS or Space Shuttle 

program. … Unfortunately, a critical failure …) 
 
第2段落： 〈2〉隙間を特定する 
【先行研究①】(There have been many theories put forward …) 
【隙間①】(Many of these theories also have little to no support, or are 

explained using inappropriate scientific principles.) 
【先行研究②】(The official cause of the Challenger …) 
【隙間②】(As a result, few people have read the report … confuse the 

general public with so-called ‘misinformation or ‘myths’ about the 
disaster.) 

 
第3段落：〈3〉本研究を紹介する 
【研究目的】（In this paper, we will explain four of the main causes…        

In particular, we will look at weather patterns…） 
【価値】 (By explaining the disaster … we hope that future scientists and 

engineers can understand the important role…) 24 



学術論文の結論（Conclusions） 
について考えてみよう！ 
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結論（Conclusions） 
含めるべき構成要素 
【要約】 自分の研究における主要な結果を要約する   
      （最終的に何が明らかになったのか） 
【課題】 自分の研究の問題点を示す 
【貢献】 自分の研究が自分の研究分野と社会に対 
      して果たす貢献を示す 
【展望】 今後どのような研究を行う必要があるかを説  
      明する 
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結論（Conclusions） 

Laurence Anthony（2011）の論文では、Discussionの 
中に結論が示されている。 
 
【練習】 
1． Laurence Anthony（2011）の論文のDiscussionを
読み、結論としてどの構成要素が含まれているか
確認しよう。（10分） 

2．終わったら、近くの人と答えあわせをしよう。 
3．結論の特徴について、気づいたことを話し合おう。 
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Discussion in Anthony Laurence (2011) 

第1段落： 
【結果】(The results of this study show that four main factors 

contributed to the Space Shuttle Challenger…) 
 
第2段落：結果に対する考察 
 
第3段落：結果に対する考察、今後の展望 
【展望】 (A greater focus on this disaster in other countries 

will hopefully lead to fewer deaths in the pursuit of …) 
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まとめ 

• 科学論文の書き方には様々な規則と特徴
がある。 

• 自分の研究分野における論文の全体構成
と各セクションの役割を理解することが大切
である。 

• 読み手を意識して論文を書くことが重要で
ある。 
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本日の振り返り 

□ 科学論文を書くための規則と構成を理解する 
 

□ 序論の役割を理解し、英語で序論が書ける 
 

□ 結論の役割を理解し、英語で結論が書ける 
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英語科学論文の書き方 
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タイトル

要旨

序論 

方法

結果

考察

結論 

参考文献

科学論文 

呼応する！ 



序論と結論の呼応 
序論【目的】 
This study aims to compare the effectiveness of model  
X with model Y in estimating the motions of machine Z. 
 
結論【要約】  
This study has found that model X was more effective  
than model Y in estimating the motions of machine Z.  
（呼応◎）  
This study has found that model X was easy to estimate  
the motions of machine Z.  
（呼応×）  34 



学術論文の序論を書いてみよう！ 

• 「光合成」に関する研究をもとに、ワークシートに日本
語または英語で記入しよう。（20分） 

• ワークシートをもとに、英語で序論を書いてみよう。 
  （25分） 
• 序論を書き終えたら、自分が書いた序論に8つの構成
要素が含まれているか確認しよう。 

• ペアになって文章を交換し、互いの文章を読み比べて
みよう。自分が書いた序論と似ている点、異なる点を
話し合おう。（5分） 
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学術論文の結論を書いてみよう！ 

• 「光合成」に関する研究をもとに、ワークシートに日本
語または英語で記入しよう。（15分） 

• ワークシートをもとに、英語で結論を書いてみよう。 
  （20分） 
• 結論を書き終えたら、自分が書いた結論に４つの構
成要素が含まれているか確認しよう。 

• 序論と結論が呼応しているか確認しよう。 
• ペアになって文章を交換し、互いの文章を読み比べて
みよう。自分が書いた結論と似ている点、異なる点を
話し合おう。（5分） 

 
36 



まとめ 

• 序論と結論のセクションには、含めるべき重
要な構成要素がある。 
 

• 序論と結論が呼応しているか確認することが
大切である。 
 

• 良い論文（文章）を書くためには、他者に文章
を読んでもらったり、何度も書き直したりする
ことが大切である。 
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御清聴ありがとうございました 
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１．学術論文の序論（Introduction）を書いてみよう！ 
 

表 1．学術論文の序論に含めるべき構成要素と例 

構成要素 役割と時制 例 

[1] 研究分野を設定する 

背景 
当該研究分野の重要性を示す 

（現在、現在完了） 

 

・Theory X is well known in considering Y phenomenon. 

・X and Y are very important issues in the field of Z systems. 

・Much research has been conducted on information technologies. 

・Recently, there had been intensive research on X, with a focus on Y. 

・Research in the field of X has progressed extensively over the past 2 decades. 
 

先行研究 
関連する先行研究を概観する 

（現在完了、過去、現在） 

 

・Some metals have been widely proposed as possible positive elements. 

・According to Kawasaki (2003), a number of numerical techniques have been introduced to model X. 

・Recently a new model of X was established by Researcher Y in the area of Z. 

・Extensive reviews are given by Suzuki (2000). 
 
 

[2] 隙間を特定する 

隙間 
先行研究における問題点やさらに研究

を進める必要性を示す（現在） 

・Little is known about X due to the limited number of research in this field. 

・However, a quantitative analysis is currently lacking for X due to the limited parameters. 

・The methodological procedures are not appropriate in the experiment conducted by Researcher X. 

・Therefore, a further modification to the performance of X necessitates the development of Y. 

・The use of methods to analyze X elements can be helpful to improve the quality of Y systems. 
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[3] 本研究を紹介する 

研究目的 
研究目的や概要を示す 

（過去、現在） 

・The purpose of this study was to investigate a mechanism of X. 

・This study aimed to compare a model X with a model Y.  

・In this paper, we present an original method for handling two-dimensional flows. 

・This paper intends to examine the previous model and propose an alternative model. 

方法 
方法を説明する 

（過去、現在完了） 

・In this study, we used X analysis to verify the effects of Y on Z phenomena. 

・In this work, we calculated the X impact and constructed Y model. 

・Our study examined the X element by using Y model. 

・In this work, X experiments have been performed and the variation of Y has been estimated. 

結果 
発見した事柄や成果を述べる 

（過去、現在） 

・The results showed that model X was not as effective as model Y. 

・The findings of the analysis revealed the existence of a new species of X in the site of waterfront. 

・It was found that X approach was effective to the X systems under the condition of Y. 

・This study indicates the effective approach to the X systems. 

価値 
研究価値を述べる  

（現在） 

・Our findings should enable the development of X in the new environmental context. 

・The results of this study seems useful to expand applications of X calculations in the real-life settings.  

・The invention of this device leads to the further development in information technologies. 

論文構成 論文構成を説明する 

・The paper consists of the following four sections, namely, methods, data analysis, findings and 
conclusions.   
・This paper introduces previous research in the field and details methodological procedures. Then, it 
shows findings from the survey followed by discussion. Applications of the findings are suggested. 
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練習１．あなたは「光合成」に関する研究について論文を書きます。今回は論文の序論（Introduction）を書いてみよう。スライド資料を参照して、以下

の 8つの事柄（背景、先行研究、隙間、研究目的、方法、結果、価値、論文構成）にあてはまる内容を日本語または英語で書いてみよう。（20分） 

構成要素 役割と時制 例 

[1] 研究分野を設定する 

背景 
当該研究分野の重要性を示す 

（現在、現在完了） 

 

 

 

 

 

 
 

先行研究 
関連する先行研究を概観する 

（現在完了、過去、現在） 

 

 

 

 

 

 

 
 

[2] 隙間を特定する 

隙間 
先行研究における問題点やさらに研究

を進める必要性を示す（現在）  
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[3] 本研究を紹介する 

研究目的 
研究目的や概要を示す 

（過去、現在）  

方法 
方法を説明する 

（過去、現在完了）  

結果 
発見した事柄や成果を述べる 

（過去、現在）  

価値 
研究価値を述べる  

（現在）  

論文構成 論文構成を説明する 
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練習２．自分が作った表と Laurence Anthony (2011)の論文を参照して、英語で論文の序論

（Introduction）を書いてみよう。（25 分） 

練習３．序論を書き終えたら、自分が書いた序論に８つの構成要素が含まれているか確認しよう。  

練習４．ペアになって文章を交換して、読み比べてみよう。自分が書いた序論と似ている点、異

なる点を話し合おう。（5 分）  

Introduction 
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２．学術論文の結論（Conclusions）を書いてみよう！ 
 
 

表 2．学術論文の結論に含めるべき構成要素と例 

構成要素 役割と時制 例 

要約 

自分の研究における主要な結

果を要約する（最終的に何が

明らかになったのか） 
 

（過去、現在完了、現在） 

・This study showed interesting behaviours of X creatures from an ecological point of view. 

・This study has observed interesting behaviours of X creatures and has shown that the behaviours 
were related to their sense of community in the nest. 

・This study has three main findings. First, …. Second,... Third,...  

・In summary, the new model X proposed in this study has a significant value in analyzing the 
mechanical structure of Y. 

課題 
自分の研究の問題点を示す 

（過去、現在） 

・This study did not verify the influential factor which enhanced the motions of X, due to the limited 
number of participants. 

・This study has limitations as follows.  

・There are three limitations acknowledged in the current study from methodological perspectives. 

貢献 

自分の研究が自分の研究分野

と社会に対して果たす貢献を

示す 

（現在完了、現在） 

・The findings of this study have contributed to a deeper understanding of X in the field in relation to 
theory Y. 

・The application of the new model seems effective in improving the quality of X mechanisms. 

・The findings can be applicable to operations of X in the sound systems. 

展望 

今後どのような研究を行う必

要があるかを説明する 

（現在） 

・We need to conduct further studies in order to develop the quality of X. 

・Further studies are needed to modify the current model from a wider perspective.  

・In future studies, more factors such as X and Y should be taken into consideration in analyzing the Z 
conditions. 

・The following two points need to be considered in our future work. 
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練習５．あなたは「光合成」に関する研究について論文を書きます。今回は論文の結論（Conclusions）を書いてみましょう。スライド資料を

参照して、以下の４つの事柄（要約、課題、貢献、展望）にあてはまる内容を日本語または英語で書いてみよう。（15分） 

構成要素 役割と時制 例 

要約 

自分の研究における主要な結

果を要約する（最終的に何が

明らかになったのか） 
 

（過去、現在完了、現在） 

 

課題 
自分の研究の問題点を示す 

（過去、現在） 

 
 
 
 
 
 
 

貢献 

自分の研究が自分の研究分野

と社会に対して果たす貢献を

示す 

（現在完了、現在） 

 
 
 
 
 
 
 

展望 

今後どのような研究を行う必

要があるかを説明する 

（現在） 
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練習６．自分が作った表と Laurence Anthony (2011)の論文を参照して、英語で論文の結論

（Conclusions）を書いてみよう。（20 分） 

 

練習７．結論を書き終えたら、自分が書いた結論に４つの構成要素が含まれているか確認しよう。    

序論と結論が呼応しているか確認しよう。 

 

練習８．ペアになって文章を交換して、読み比べてみよう。自分が書いた結論と似ている点、異

なる点を話し合おう。（5 分）  

Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



強光下での光合成の限定要因の解明 

1 



目次 

１．背景 
２．目的 
３．仮説と研究方法 
４．結果 
５．結論 
６．課題と展望 

2 



Grobbelaar, Johan U (2010) Microalgal biomass 
production: challenges and realities. 
Photosynthesis Research 106 : 135-144（改変） 

光強度 

光
合
成
速
度 

背景：光強度と光合成速度の関係 

光強度が低い時 
→光強度の増加に伴い光合 
  成速度が増加 
 
光強度が高い時（＝光飽和点） 
→光強度が増加しても光合成 
  速度は増加しない 

3 



先行研究： 
光飽和の原因は、光強度以外の“環境要因”
による光合成反応速度の制限であると考えら
れる。 

未解明： 
最も影響を与えている環境要因は何か？ 
 

CO2？ 温度？ 水？ 無機塩類？etc. 

4 



目的： 
光合成速度に影響を与えている環境要因の評価。 
 
方法： 
CO2ガスを通気した小部屋で、ホウレンソウ（生育温度
20oC）の葉に光を当てながら温度とCO2濃度を変化さ
せ、各光強度下でのみかけの光合成速度を調べた。 

CO2 → → CO2 + O2  

5 



結果1: 
温度と光合成速度の関係 

この条件下では温
度を最適にしても、
光合成速度は頭打
ちになる。 

CO2濃度= 300 ppm 

500   1000   1500   2000  2500  

6 



結果2: 
CO2濃度と光合成速度の関係 

CO2濃度が高くなる

と、光合成速度は
頭打ちにならない。 

温度20oC 

500   1000   1500   2000  2500  
7 



結論 
 
生育温度以下では、ホウレンソウの光合成速度の
限定要因となっているのはCO2濃度である。 
 
 
 

8 



課題と展望 

課題： 
本研究では、水（湿度）、O２濃度や無機塩類と
いった環境要因の影響が評価されていない。 
 
展望： 
CO2濃度は光合成の仕組みのどの部分にどう
影響を与えるのか更に調べる必要がある。 

9 



語句 
• 光合成 photosynthesis 
• みかけの光合成速度 
      apparent photosynthetic rate 
• 光強度 light intensity 
• 光飽和 light saturation 
• 強光  high light (⇔low light) 
• 小部屋 chamber 
• 限定要因 limiting factor 
• 反応速度 reaction velocity 
• 図  figure 
• （図中の） 

> 曲線 curve 
> 実線 continuous line 

> 点線 dotted line 
> 一点鎖線 dashed[chain] line 

• 無機塩類 mineral 
• 濃度  concentration 
• 通気する ventilate 
• 寄与する contribute 
• 評価する estimate 
• 研究する study 

 

10 



• 光合成  photosynthesis 

• 光強度  light intensity 

• 光飽和  light saturation 

• 強光  high light (⇔low light) 

• 小部屋  chamber 

• 限定要因 limiting factor 

• 反応速度 reaction velocity 

• 図  figure 

• （図中の） 

> 曲線  curve 

> 実線  continuous line 

> 点線  dotted line 

> 一点鎖線 dashed[chain] line 

• 無機塩類 mineral 

• 濃度  concentration 

• 通気する ventilate 

• 寄与する contribute 

• 評価する estimate 

• 研究する study 
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