
科学論文とは?
What●聡 the science?

そして,その■き方

IIow to write scientific paper?

V●I―
"llubeF l-2恥

神

轟 脇 躍 :畔R鶴場
饉 常 凛 記 駿 薔 晋

嘩 ｀
・

… … "‐ `i

激礫
驚鋼 臨 続 '・

‐4・
― ・ ■

・
■盤嘉驚諷譜

=璃
・ ̃'Ⅲ … Ⅲ瞥

避憮 申 性
貯調躍需晰蹴 謝t鍛場…

Ⅲ堕

総 9癬蹴 譜 轟 嗜

腔 酔 馴;霊盟叶 ……砲

露生0̃'… …
̃・ ̃嘔

齢 二識

…

霊 …・
憲証褐卜・・“

絆ば
']」

■ヽ,電退畑

=営
温 満 誡,臓

…F瑞彗 調 轟 需 鍔

織 螂 嚇 孵
秘

岬

騨
納 ば 輛 響 語響 結

臨 儡■:費ま薩
̃‐― 崚̈

… 電

鵠轟藤↓臨 琴融≒

鞭 証 婦 響

笏
臨

洲 轟 嘔惚 咄
凱

認 ・` ̃'ⅢⅢ…“…… ⅢⅢ Ⅲ…警

霊抱
=竪

瀾響 ■■識曲轟 I普
=凛

般

二番目の綸文が私の投稿綸文です !
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第 1章 科学とはonatぉ the scおnceb?

我々は,これから r轟撃Jを し,「科学槍文」を書き,「彙裏」するために集つて

いる そこで, 最も薔本的なことを知つておこう 1

L科学の独立と科学者の目生

鋤m“哺(科学者)と いう言葉が自られたのは,1830年代であつた この頃,既にscience

という言葉もあつたが,pllilosopbyと 同薔語として使われており,「知的探求 〈暫学)Jと

その成果の一部としての知腱を意味していた 従つて,自然を対象とした知的裸求は言

学の一部としての自然暫学 (ma“ ral ph"osophy)と 呼ばれた しかし,1,世紀,phl10stlpLy

から,自然を対象とし実験や観察を方法とする固有の学臓分野としての sc"nce〈 科学)

が独立し,科学者ポE生 した

中世以来の伝餞を請るヨーロッパの大学では,(自儀)科学を歓え研究する部門はな

かったが,19世紀,自擦科学の機冑と研究が次第に広がり強化され,科学者が多く姜咸

された このようにして,人文的伝織を中心とした大学や知臓社会の中に,新 しく科学

的伝織ポ加わつた

その後,科学は新しい専円分野を切り臓き.勢力を拡大して,20世紀には技術と結び

つき. r科学技術Jと して社会に大きな影響を及ぼすことになつた

Ⅱ.科学とは何か?

我々が試みる作業は,勿曽「科学」であり,あ らねばならない では,科学とは何か?

r科学」という言葉を辞書でロペると,「ある対象を一定の目的,方法のもとに実験し,

その結果を体素的に組み立て,―級法則を見つけ出し,またその応用を考える学問で

あるJと ある

つまり,科学とは,ある凛彙に題屈をつける作彙である しかし,義急は科学によつ

て成り立つている訳ではなく,科学がなくても現象はある その綱象に理口をつけて舗

得のいく解釈をしたい それが我々人日の知性であろう

倒えば,ア リス トテレス等の学者は,大僣や菫二の
=■

について,薇密な敏学的手法

を用いて説明した その後,ガ リレイ等の学者は,それよりもっと富単に競明する手法

に気づいた アリス トテレス0と ガリレイ等の考え方の遺いは, 鴫 球が止まつている

か麟いているかJと いう観点の菫いにあつた く天■説と地助説) それらのどちらが正

しくて, どちらが日遭いかを,決定的に餞じる事はできない 何故なら,まだ蘊奥では

ない余地が残つているかも知れないからである



このように,実は,科学として今ある手法が最適かと云えば,そ うではない もつと

簡潔で,確からしい法則なり理腱がある書である 少なくとも屁史はそれを饉明してい

る_

歴史の中で,科学の pan彙
"rあ

る時代を車引するような、畑颯的考え方」は次々に

童親した その時代に最先端の知臓や技術はあつたが,それらは,次の時代の知識と技

術によって菫り書えられたりしている

ШL我々は,■学的な姿勢をもつぺ書である

「科学Jと いうものは,かつての人が割った土台を次の人が壊して, さらに次の新たな

ものを目指す, こうしたものが「科学Jであろう

議成の理油 (先人が創つた理■)に書づいて不可籠としている姿勢は,科学に目わろう

とする姿勢ではない 人の考えることなんてiそんなに腱かなものではない このよう
な前拠のもとで, 自然凛象と機して行くべきであり,それが識々のとるべき「科学的J

姿勢であると考える

第 2章 最近の事件から「科学Jと『科学綸文J

について知ろう I

STAP論文事件からみた「科学」と「化学J
rSrAP綱腱に壽が,た凛いヤツらJ小燿峰六

“

■ ,自社より

北大名警象観 魔日 ■■の考え方 :

■武田氏は,SrAP■文事件をどのように観たか :

日本の科学界に,現在着んでいる根本的な目■があるように思う

小保方が学んだ化学工学は,工学の中で,最も技術らしく,サイエンスという意味で

の科学から違いように思う 化学工学の対象は,化学反応を含む「枷作りJを理解しよ

うということにある ところが,その過程は非常に複雑で,いわゆる素轟颯 (薔本の過

程 :elementary proc")を取り出すことが非常に難しい そのため,その過程に日僚する

多くのパラメータ (その「系」の状●を決定する.僣々の費数の色)を どう口整すれば

どのような犠が出来るかということを,結果として,提示するのが日の山なのである

●プロセスには,さ はど重点を置かないて,出来上がった枷を「こんな枷が出来ました」

と報告する姿勢が強い どうして出来上がったのかということは,必ずしも追求しな

い 載いは,殆ど出来ない



このことは,小保方独特のあらゆる局面でω非科学的な饉リロで,なんとなく,説明

ぶつく

化学工学では,科学に最も重要な「何故?Jと いう内なる同いかけに,答えを見いだ

すことが,殆 ど困難である その結果,「何故夕」という質いかけすらしなくなり,た だ

0たすら実験を繰り返すことになる.恐 らく小保方は,そ のように学んできた0だ ろう

つまり,r何故,Jと いう問いかけをすることの重要性を学んでいない 小保方の言

い訳を日いていると,そ うとしか思えない 200日 も実現できるようになつていれは,

どういうパラメータの範日でそれが実ヨされるかを考える書だ 科学的な姿勢と発想

を持つていれば,「何故Jそ うなのかを,当然考えてしかるべきである

何故そうなるかを考えていれは,も っと自信をもって説明できるはずである 何も全

てを分かる必要はなく,分かることと分からないことが,は っきりしておれば良い

「技術者Jな ら,それても良いし,「何故」か

“

分からないとしても,薇奏に枷が作れれ

ば良いのである

Ⅱ 日本の科学の世界

今,日 本の科学の世界では,そ うした二潮が■菫しているようである 産業に結びつく

ための技術に僣したあたかも結果を即座に出せるかのような科学なのである そこに

は,利権と予算と拙逮主義●t同居して,あ盤的に今回のような rn文の握造事件Jが起

きてしまうのではないか,

=在
の化学は,既に科学としての役●は贅わつている つまり.理研ω トップの野依

氏は化学者であり,日 じ′―ベル化学費の自,Il,日 中,下村.鈴木・根洋の彙績も科学と

しての化学より化学技術に近い 凛在の化撃は,晟に轟撃としての役日を織7している

つまり,鐘金衛から始まつた場■の壼化の本質を知りたいという本来の科学として

の化学は,分子・ 鷹子の発見と,量子力学0完成によつて,究められてしまつた 現在の

4L学会はより応用の気配が強く,r科学を忘れた化学Jなのだ 襲在の理研は,科学を意

れた化学者のリー ドの下,科学を知らない若いエンジニア系の研究者が,ふんだんな責

金と自由さをもつて,生命科学の大きなテーマに取り組んで,今回の■鋤ポ起こつたの

である 今回の研究に連塵した研究者の発どポエ学出身者でバイオメディカル分野で

ある

今回は科学桑研究者と技術棗研究者の日いでもあつた

慕学と技術は,別 の文化で.科学者と技術者は異なる人種なのである 今回の層動の

本質は,技術者が技術研究のやり方で科学的発見をしたと主張したことにある

科学者と技鮨者がそれぞれの分をわきまえて,諸 りをもつて自分の役■を暴たすま

で日本人は未だ威熱していない



Щ.STAP瞼文,小保方間目の本質は,

本質的に相喜れない魚団

〈科学系と技術系、化学系と生命系)

(研究そのものに田心がある着手研究者と威果のみを求める官僚主義的管理者)

(京も大学と理研)など農菫にも■なつた菫目的にからんだ■珀なのである

Lま とめ

科学という学問,そ して研究は,従事する者に対して,情け害政ない青製な献身をもと

める 「地球は回る (地■脱)」 と云つたガリレオの時代から,身 を焼き尽くすような科

学への憧僚 (債れる気持ち)と 献身,自 己構性が,科学者の票光を保肛し,科学者の名を

歴史に劇んで来たのである 時代0壼遍の中,科学を忘れた化学者が m血smm〈主演濃)

に立つ事はなく,日違つても,技術者が科学者に咸り代わるような世は決して来ないし,

科学はそれを許さないであろう

技術者が自らの規範を越えて,r科学者」として,科学の世界に一歩でも足を踏み込ん

だら,その身分を越えた称号を勝手に名彙る者には手ひどい復書が待つているである

う

例えば,小保方は,科学を裏切つたのではない 科学が小保方を,その世界から放遷し,

罰したのである

第3車 科学論文を■くコツ

「自儀科学系の■文Jは,学精腱誌に発表する0ポ顧日である 研究は,発表してはじ

めて完颯する 研究者 (皆さん)は,自分の研究がまとすり,社会職いは学会に■献でき

ると信じられる新しい,播るrない麟果が得られたら,時童を失せずにこれを出文とし

て発表すべきである

rn文Jは,臓まれてはじめて役に立つ 従つて,わからないn文や餞みにくい●文は臓

んでもらえない その3には,由文書書くコツを知ることが■晏であろう

では、先ず,,文の種颯から知ろう :

L科学n文の種類

a鷹著腱文 (o●」mi鋤囀壼t paper3)

(我 々は, この議文を書くためにここで勉強している )

け短颯 (shortcomm血mms)

c.総説 (‐lew口仙 )

最近,oとoO中面にレター (lett腑 )と いう種類

“

できた。これは,朦■n文と同各



の内害を,発表を急ぐために極めて籠潔に く印日 4■以内)ま とめたもの (今回のSTA

"文
■■にも登場した).

3原著鍮文 :新 しい,新規性を有している (=o●Jnalな)研究を記述したもの.

従つて,饉者が追試を試みようとすると書,載は著者の口理を遭難しようとする

■に必要な情報を全てもれなく書いたものでなけれはならない.

h短報  :印用して 1■か 2■位の口事で,短報の中で最も重要なものは,速報(載

いは予報)である。これは特に亀いて発表する●償のある研究内害を,原暑油文

に先立って投精するものである

●総説 :特定ω主■について既に発嚢された情報を集めて分析・検討したもの (第一

組の研究者によつて書かれる〉ヨl用文麟は網目的でなけれはならない

■ ■文の oru■allsについて

原著論文で言う『新しい研究=o●gl■aIな Jと は,「未だ,確も公表していない」と云

う意味である.つまり,原著麟文の第一要件は,その主要な内暮が新しいことである.

しかし,著者自身ポ既に口■発表していても,それは鷹書餞文として公表して構わな

い

投積する時の注意事項として :

―農印刷公表された●文と同じ内書のものを4Lの学籠報誌に投稿したり,

実質的に同じ腱文書口時に 2つの雑誌に投稿することは辞されない.

但し,研究の要点を選報やレターとして印H公壼した後に,その鮮綱を燎暑綸文とし

て発表することは構わない (今回の STAP綸文も先にレターに投積していた:ただし,

可ectさ れていた).

ШL我々が目指す「自熱科学森の原薔n文」餞筆のコツ

原稿を書き始める苗に,十分な時日をかけて準僣すべきである。先ず,腱女に書くら

要のある情組は何と何かを洗い出すこと。次に,書くべ書内書をどんな瞑序に■ぺると

腱理的で筋が通るかを検離する このような準備載自の間に日や衰を串●してしまう.

腱文は,―餞に「衰題J「著者名J『所属研究機関J「英文抄餞 Abstrct』『本文 (緒言

lntrllduc● on・ 方法 Metllod・ 結果 Resul`・ 考察 Discuss“n)r謝辞 Acknow“ dttent(あれば)」

r弓1用文献 Rererence」 の順に構成される

V「表題」の書き方

「何を」研究したかを具体的に示すこと(どんな方法で研究したかも示せると良い〉良

い嚢日の条件は,r何』0豪凛の仕方が綸文ω内客にビッタリであるほど農い『嚢■Jと

云える。抽魚的で一般的過ぎる表題は好ましくない.

「衰菫Jは短いほど菫ましいが,■切に内害を示すことが第 10晏件である。



「抄録」の書き方 (英文で書くのが望ましい)

抄饉の使われ方は以下の2つである。

① 口じ専日ω研究者は,先ずこれに目を通して,その曲文ポ腱むべきものであ

るかどうかを網断する。

(リ ロ連分野の研究者は,これだけを臓んで要饉を得ようとするであるう.

‐  「本文」の書き方

■つかの「節』に分け,必要であれば節の中をさらに『小節1に分けて書くのも良い.

く緒言>書を出しの部分として,「縮言Jがなけれはならない。緒■の目的は,本研究

の目的と研究方法を明示することであるが,何故そのような研究を計口したかを

露述すべきである。そのために,その主目に目する従来の研究を「批判的Jに展望

する必要がある.しかし,この農菫は,自分の研究と直接に口係するものに臓り,

簡凛なものでなければならない.

『綺言」の中で,「こういう筋遭てこういう錯日に連した」という移で結臓ま

でを簡潔に示すと良い.

く方法>饒者が追試を試みる時,また著者の綸理を追離しようとするときに必要な情

報を全て洩れなく記述する必要がある.このことが出来ないなら,その研究を原

書餞文として投積することは諄めるべきである。 (小保方が正確に方法を出述せ

ずに投稿したため,今回の間目が生した)

く結果>n文は,その中に書かれた情報だけで著者の

“

述を全て理解できるように書

かねばならない。例えば,使用する●号には全て現朧な脱鵬をつけ,―■したロ

号を使わればならないし,も し,慣月以外の「言葉Jを使う場合は,明確に定義し

なけれはならない。データを示す場合,rど ぅぃぅ誤差がありうるか」 『データ
の輔度はどれくらいかJを明

“

すべきである 従つて,緒餞は rどんな条件のもと

で威り立つのか」を示して書かなけれはならない。

表は,正凛な情報を書き込むことが出来るし,日には非常に多くの情報を直観

的に理解しやすい形で表現できる しかし,同 じデータを表と日の両方で示すこ

とは許されない.

目や裏は,露則としてそれだけでわかる (本文書競まなくても日や表が何を示

しているかがわかる)ものでなければならない

く考察>考察には,研究儀暴の日述に餞いて,その結果を従来の研究結果と

比較して検鯖し,自分はそれについてどう考えるか,何を結

“

とするかを書

く



く抄録>抄鰊では,n文の r内喜」と r結

"Jを
簡潔に書き,“文中に含まれ

る全ての新しい情報に言及すべきである.従つて,表題を餞めばわかること

を0銀に書くら甕はない

抄鎌の書き出しては,「研究の主題」と「その取り級い方」(理鮨的な,実

験的な,定性的な,定量的な)などの言葉によつて,主日の取り撮い方を明確

にする

次に,実験,針算などの具体的なやり方を書く.特に,新 しい方法の場合は,

その原理,■用範日,輔農について言及すべきである。

抄録の長さは傷瞑されることが多いので,■密度で情報を■縮しなければ

ならない.

以下の事が守られるべきである.

■広く使われていない略記法,“号,述籠は,抄録の中で走●されない晨

り僕つてはいけない

L本文中の節,式,日,表などを,式(161.田 2,表 1と 云うようにヨl用 して

はいけない 式をヨi用するのであれは,式そのものを書けば良い。

●文慮は引用すべきではない.

く‖辞>露静とは,その研究や論文に日連した指導載いは援助に対する感腑

の言葉である。何について感‖するのかを明らかにし,本人の諫解を待て書

く (名歯をあげられた人は,その綸文またはその一部に対して多少の責任

を負うことになる).

く引用文献>理科系の口文の中に他人の報告,データなどをヨ1用する場合め

ず出所を明示しなければならない.

弓I用文献0示 し方は以下の通りである.

o番号方式 :小富
°によれば・・・ ,小富oによれば・・・ Jのよ

うに文書に出てくる順に番号をつける.同 じ文献を何日も引用する場合,

初出の時と同じ書号をつける

O BarVara方式 :r小宮o0151に よれば・・・」と云うように著者名と発表

0年 (同 じ著者が日じ年に発表した●つかの文献をヨl用するときには,

2015ら 2015b・ ・・・のようにする)

複数の著者の文献を引用する場合,初出の時にはなるだけ全著者の姓

を並べるが,2回 日以降は,小宮ら
つ のように書く。

文献は,出てくる順番に文書の最後に番号をつけて―■裏として書く.

著者名は,和文の場合,姓・名を書き,欧文の場合,名 は菫文字だけを書
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く。1つのヨ1用の中に 2つ以上の文菫を上げてはならない

難騰名は,和文誌の場合,■略せずに正式名称通りに書く は文彗誌
は,日臓規格に従つて略颯する。

コl用文献をどのように並べるか,どのようなスタイルで書くかは,各

雑誌ごとにやり方が決まつているので,「投積規定」を猥べて注意環くそ

れに従うべきである

Europeltn Joumal oropplled Pbysお logy cur J ApplPbぃ iODO例 を示 す

1)Boot AM.Bo■ quet■ de Rdder MAJ・ Kremmig Kll.●●Muin●k

KelzerSebttnla SMPll(19場 Determinants of bo● conlpOSuOlllllellSured

by dunl ene■yXトロy ab30rpllolll●り i腱 DutcL ch“ rell and ndolecem"ADJ

Clin NItr 66:232,38

o Komい S MunOk3Y.Zbang F・sM●Suan T(1992)A8-re10tea chO■ges in

body fat alstllbu● om m mindle aged and eltlerly Japanese J AnthHlp Soc

町 pOn 10tl:161‐ 169

3)小富秀―,薦野武慮,西書 弘 (19841コ ンピュータ晰層

`つ
崚によ

る体絆局薔臓臓組織量の測定.An田L Ph":ol Anthrop“ )207‐210

凛精ホの場合

1)東京都立大学体力諄串儘研究会 oOool麟日本人の体力

“

準■ 20叫

不昧彙出版 P23

第 4章 綸文を素早く薔き上げるessendal item
17世紀に顕微鏡を開発したAntont van Leeuwenhoekは ,観察した微生物のスケッチをロン

ドンエ立協会に書簡として送った 今でもNatureやScienceに Letterと いう形式があるのは,そ

の名残である その後 「学会iSocie″」がllZ成 され 学会が独自に「学会議 Jo■ rllal」 を発行す

るようになる

「自然科学系の論文Jは,学術雑誌に発表するのが原則である 研究は,発表してはじめて完結

する 研究者は,自分の研究がまとまり,社会威いは学会に■献できると僣じられる新しい,揺る

ぎない結果が得られたら,時宣を失せずにこれを論文として発表すべきである

「論文Jは,読まれてはじめて役に立つ 従つて,わからない論文や読みにくい論文は読んでも

らえない その為には,論文を書くコツを知ることが重要であろう

海外の大学で1ま,科学論文の書き方だけを教える講彗があるそうだが,国内では,そ うした講

義を受ける機会はほとんどない 私も48年間の学究生活の中で献行錯誤を繰り返し,査読を必要
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とする学会法に投稿したり,多 くの論文の査性をしてきた この勉強会の最初に行う小講曇は,

綸文作成の講義を受けたわけてはない私が,そのような試行鶴誤を通した経験から得た「論文執

筆のコツ」を講義するものである このことを通してbりnnerでぁる勉強会のlllelllberに役立て

て責えたら幸いである

■ 誤解しやすい3点

1.論文は 自由に個性的に書いた方が良い訳ではない 科学綸文には,「forlllat」 力`有る r緒

言:1■troduttonJで 書くべき内容はこれ,「結果 :Res■lt」 で書くべき内容はこれと,それぞ

れ決まつている 明確なForlltntが あるから,或る意味,科学論文は書きやすいし,読みやすい

のである 研究者の個性も重要ではあるが,それは形式ではなく中身で出せば良い

r綸言Jには何を■かねばならないかと云う具体的ForIIlatが ある これは 非常に忘れやすい

簡単に書けるつもりで書き始めたのに 非常に時間がかかる その原因は 「本研究の論旨」を忘

れたことによる場合が多い

2起承転結をつけて書くのが良いのは
'緒
言」の部分であり,論文全体が起承転結をつけ

て書けるものではない

良い科学論文は,「結言Jから r考察 :D“uttnJまで論旨が「―直線Jにつながつてい

なければならない

1)r緒書」で問題が提起され,解決への方向性が示されたら,

2)「方法Jでは,その方向性を具体的手順に展開する.

3)r結果Jではその具体的手順を適用した実例を客観的に示す,

o'考察」ではその客観的実例が「緒書」て提起したF・3題の解決になつていることを示す 従

って.起承転結にはなりようがない 綸旨の技分かれも起こりえない もし,どうしても技

分かれしてしまう場合,1つの論文に複数の主題が入り込んでいる可能性がある もし,そ

うであるならは1枝ごとの綸文に分けるべきである 綸文1つにつき.主題は1つである

3_得られたデータは,必要不可欠なデータだけを使う

自分の言いたいことに必要不可欠なデータ以外は ta対に使用してはならない 不必要な

da●を載せると,論旨が不明瞭になり,読者に冗長だと感じられ,本論文の価値を損ねる結

果になる

論文の命は,主張したいことであリデータではない データは主張を強く指示するためのも

のである

重要と思われる論文は,上の3つの条件を必ず備えている

II.科学綸文の基本構造

科学綸文には,fonll"が あることは上述した そのforlll“について実験系の科学論文を

傷に説明する



実験系の輸文は,

1)タ イトル●著者名):T地

2)甕納 :Abstract

3)|=■:lntrOdu価■

o方法:Method

め 機桑:Res● lt

o考察:Discusston

η まとめ:Concllsltlm

め 樹辞:Aclnowledgment

ヵ ウ考文献:References

から成る

これらの各部分には,それぞれ目的があり,書かねばならない不可欠事項が決まつている

例えば,Trleの 目的は,「読者の目を憲くことJにあり,Abstractは ,内容の新規性(Orun■lityp

を的確に伝える r魅力的なKew wordJが 不可欠事項である

Absmctの 目的は,日 をとめてくれた読者を「さらに読む気にさせることJである それ

て T機のKcy w∝dが.さ らに具体的なcatchpbF3Seと して農開される必要があり,魅力的な

内容であることを,かいつまんで主張する必要がある さらにその内容の持つ意彗が明確にさ

れなければならない

それで 緒言は,

(1)kel・ WOrdを展開したcatchpbrnse,

0)Ca“bphnseをsupporける事実.

6)研究の意義

が不可欠事項である

III綸文の基本構造の解説

1)T地は,店の看板である

2JAbstractは ,show mndowで ある

3)IntrOdu価 ■からののDiscuR31●■までが商品である

「主饉Jは通常 「この問題を,このように解決したJ,あるいは,'この問題を,こ の結果
で解決した」という形式をとる

緒書の目的は,

い)これから解決しようとする問題を読者に共通の問題と感じてもらうこと,

oその問題に対する著者のapprtlachの onghni町を811pealす ることである

このことによって,
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(1)本研究が解決しようとする問題が明示される

o鵞 つて,その問題に対して著者がとる

“

口

"野
が不可欠な事項になる

方法の目的

「緒言Jで示した

“

ntesを具体的な灘定 (実験)手順に従つて経開する 緒書て格げた問

題が,1つの実験で完全に解決されることもあるが,通常は,複数の測定 (実験)を組合わせて

解決されるので,

(1)Stntegyを 実験の種類ごとに展開する筋書き

この筋書きは,個々の実験につけた小●tleで明示することもできるし具体的手順に入る

前に,各実験の目的を短く書くことでも示せる

o)個々の測定 (実験)を ,具体的な手順で展開する筋書き

これらの筋書きは.当たり前のことであるが他の研究者がその手順を読んで,本実験を

再現できる程度に鮮しく,かつ手短に書くべきである

結果の目的

方法の順に得られた
'必
要不可欠な事実Jを,できるだけ客観的に記述する 従つて,本論

文に必要でないデータは記述しない

必要不可欠な事実とは,Mの 平均値が18 5kym2だ ったなどの生データではなく研究

の目的に則した定性的な事実のことである傷えば,「痩せ願望者のBMIは,対熙者のBMI

より明らかに低かつたJと いった内容になる

第5章 方法 (MethOd)と結果 ●・su10の書き方

並びに論文の■き方の基礎

原著論文は,新 しい ←
"電
halな :未だ誰も公表していないと云う意味)研究を記述するもの

である lHし 著者自身が既に口頭発表を行つていても (講演予稿が印刷配布されていても),そ

の内容を原著論文として公表しても差し支えない しかし 一度印刷公刊された論文と同じ内容

のものを他の学術雑誌などに投稿すること,また実質的に同じ論文を同時に2つの雑誌に投稿す

ることは許されない 但し研究の要点を速報又はletterと して印刷公刊した後に,その詳細を原

箸論文として発表しても構わない

I方法 OIethOdS)
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このs∝価 nを読むだけて,自分の行つた研究を他研究者が再現して妥当性を検証できるくら

いに,方法は辞機に述べる必要がある

く含めるべき項目>

Ⅲ研究用の被験者 (対象者・sIImple)を どのように準備したかを示す(過去形)

研究のために行つた作葉や行動を説明する :例えば被験者等との交渉や倫理委員

会の件など(過去形)

キ自分の論文で主に着目した新しい方法を説明する ,"un3■,の高い方法など

(現在形)

Ⅲ自分が綸文中it取 り上げたこと (翻壼内容と方法・灘定や実験の具体的な方法な

どを提示する(現在形)

「方法Jのまとめ方

「対象」のまとめ方 *研究の対象 (=児童、小学校、等の事傷)の情報を整理し要約

する (こ こでの「対象」とは,灘定の対象で研究対象)この情報は結果に猥連する情

報であり,結果に関連する限り必要な情報は載せておく

「方法」は 研究の手続きを隠さないてつまびらかにする (公開性 :手の内を明かにす

る)分析で用いる重要な構念・指標や調査方法・分析手法の提示をおこなう 他者が追

試できるように,再現できるように書く ただし,要点を述べ.く どくどと書かない方が

良い

■.結果〔疇ulo

このsectlonは ,綸文の中で最も重要な部分である 研究結果を●ppealす る場であり,次に続く

「考察」s∝6onの導入部でもある

ここでは,被験者や方法などに関する情報を含めてはならない それらは
'方
法」の動 ■に

書くべきである

く含めるべき壌日>

【回表】 結果を伝えるために回表を用いて,説明する

【発見】 観察結果.新たに発見したことを提示する

【関連】 既に,一般化されている関連事項を説明する

【注釈】 結綸に対する簡潔な説明をする

中調査した事実 計算結果はありのままに書く
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「結果Jのまとめ方

*結果は客観的に,都合の悪い結果を隠したりしないこと 事実を由げないこと

摯できるかぎり簡潔にまとめる 議論の筋立てに沿つて記述する 知つていることを

全て書く訳ではない

■ r結果Jとその解釈を混筒しない 「結果l(調査結果や分析結果)は 本来 鐵釈

′挿スする場所ではない 研究成果である特 諭″は 解敷′要する
`主

機が入る)の

で r考察Jにまわす  r艤果及び考察」と云う表現もあり得るが,て きる限り分離し

た方がよい

キ回表は,研究成果を含むものに限定すること むやみに回表を増やさない 研究成

果でない参考情報を目表4じする必要はない

*「盤墨」ヒと(主工劇定や分析の結果,調童の結果であって研究の
″
結論

″
ではない

lII.“文の書き方の基礎

r結言」に書いた目的は最低でも3回 は綸文中に登場する

1.「緒言!にきく 2.艦奥を示す時に書く (それが目的に対16した結果であることをきち

んとわかるように書く)a最 後のまとめて 目的が達成されたかどうかがはっきりわかる
ように書く

Ⅳ 文章の書き方の議礎 (1～ 7.ま で全て重要)

1.何の話をしているのか常に環確になるように書くこと

2 大きな話 (目的や結論)から書き,徐々に小さい話 (詳細な説明)に移行するのが原則.

3r事実Jを書き,次に
'考
察Jを書くのを繰り返すのが基本である

1)事実だか考察だかわからないような書き方は良くない

2)複数の事実を並べてから,それぞれの考察に入る場合には、各事実項目に番号をふつて,そ

れを]1用 しながら考察をすると分かりやすくなる

4.行間を読ませるような書き方は良くない 読者が何も考えなくても読むだけでわかるよう
に書くことが重要である

5.―段落に一話題が望ましい

1)596行から10行程度を一段落の目安にすると良い

2)1文で 1段落は良くない



6rそれJな どの指示代名詞は,原則として前文に
'そ
れJが指すものが明確にないと良く

ない.

ア 箇条書について

1)箇条書きは,短い文を列挙したい時に使う

2)箇条書は文章中で情報をまとめるためのものであり,あるse¨nが簡条書のみというこ

とは,綸文ではあり得ない

V文 の書き方の基礎 (1～ 10まで全て重要)

わかりやすく誤解の無い日本語を書くことに尽きる.

1 1つの文では1つの事柄にのみふれること(―文―義).

2主語と述語を甥確にする 主籍と述語が適切に対応していることを確認すること
3 受動態はあまり使わないこと 使う場合でも,1つの文中で能動態と受勁態を混ぜて使つて

はいけない。

X書椎動物は哺乳動物を食生、ヒトは脊権動物に含まれる。

o脊椎動物は哺乳動物を合み,脊椎動物はヒトを含む

4.修飾する格は,修飾される語のできるだけ近くにおくこと

Xr大きな論文の流れは以下の通りであるJ_ 「大きな論文Jの意味不明
O r綸文の大きな流れは以下の通りであるJ

51つの言葉に2つ修飾語が付くときには,短いほうを修飾される語に近付ける

X董いお腹の出た男性

oお腹の出た若い男性

`.句
読点 (く とうてん)は適切に使う言葉の修飾関係が明確になるように使うこと

7接続語,指示語は乱用しない 必要最小限にととめること ,(そ して,そ こで,しかし

これを,それは,… et● )

8 あいまいな表現が無いか十分気を付けること

Xr肥満度が大きくなることがわかるJ:因果関係が不明

0「口旺が大きくなるにつれて,肥満度が大きくなることがわかる」

Xr彼は最適な歩行パターンを選んでいることがわかる。J:どういう意味で最適か不明

01彼はエネルギー効率からみて最適な歩行パターンを選んでいることがわかる」

'理
系の学術箇文での旬読点は".儘点:と うてん) (旬魚 :く てん)" ではなく" ,ピ リ

オッド.コ ンマ"を使うことが多い

10その他

1)「は」に注意しながら主語を明確にする

(誤)尺度はBmを用いた (正)尺度にはBMIを用いた
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2)主籍のすぐ後に読点「,」 力`くるのはおかしい

輌 )被験者は,3MIについて → 被験者はBMIについて

3)能動と受動の区別を明確にする

(例)r逆上がりの韓書は開始から順観に進んだ」→ r順調に進められたJ

α )肥満の程度は00パーセント改善したJ→ r改善された」

の自動詞と他動詞の区別を明確に

(僚)(自動詞)ドアが開く(ひ らく)(他動詞)私はドアを開ける (あける)

o全角と半角の使い方に注意する

(全角)漢字.平仮名 カタカナ (半角〉数字 アルファベット,ギ リシヤ文字 (α βγδ)

o(漢宇・仮名)「MS明朝Jと「MSゴシックJが望ましい

(英数字)“Tinles NeT Rolllan" と 'Helved“ "が望ましい

つ 横書きの場合の旬節点は
',」

.「 Jを使う

8)漢字と平仮名の文字サイズは10 point美数字の文字サイズは1l pointが望ましい

場 半角の英数字(kg)と 全角文字(は)と の間には半角のスペースを入れる X kgは okこは

10)()を使う場合.全角文字ばかりが続く文では全角,半角の ()を使用する場合は,前後に半

角スペースを入れる

11)半角 r,J,「 .」  r:J 「:J 「」Jの後には半角スペースを入れる 直前にはスペース
を置かない

12)括弧のすぐ後にピリオド「.」 がくる場合には,半角の格弧を使 つて「・・・ lA)」 のよ

うに同延びを防ぐ

lo量を表す記号や変数また数式はitahc(斜体)にする 数式中で立体にすべきものは,演算記

号(log,h,sin,exp● ),Im,d(歓分)元素記号.単位である

lo単位記号と数値の間には半角スペースを入れる (佛)ω kg キログラムはKgではなくkg

である

loリ ットル 1には,1から 2●oint大 きくしたフォントを使うと良い

VL口豪の基礎

1.説明にはできるだけ図衰を利用すること

2.図表は無駄に多くしないこと,特に,潟定結果等で似たグラフが多く得られたような場

合は,1つのグラフにまとめたり平均値をグラフにしたり等の工夫をすること

3.回表はベージの上か下におき可能な恨り.文章中には挿入しないこと

回表は文の一部ではなく,説明のための補助であることに注意すること

4回表にはtideを つける.

18



1)回の説明 (tit:0は国の下につけ,文の最後に()をつける

2)表の説明 flltle)は 表の上につけ.Titleの最後には()はつけない

りntLには,その回表が何を示すものかを簡潔にまとめる

o細かい説明は■Jeの後に書き.本文を読まずに図表とそのmp●側働 明文)を見て,粗筋が

だいたい分かるようにすることが望ましい cttimに書く説明は,本文と多少重複しても

かまわないが,そのときは簡潔に要約する

S.その他

1)他の文献から回表を引用した場合は,必ず脚注に引用した文献を書くこと

例 :"著者名 (1998pょ リヨ:用 した"

η 本文に書く図表の説明は,以下の順が原則である.

①図表が何を表すものか の回表を見てわかること O結果が生した原因の推定

例):図 31こ トレーニング前後の体脂肪量を示す 実験終了時まで体脂肪量は下がつている

が. トレーニング終了3ヶ 月後には増加したことがわかる トレーニング中は,有酸素
運動による体1旨肪の燃焼によつて減少したと思われるが,体1旨肪の増加はトレーニン

グを中止したことが原因と考えられる

VII.グラフ作成の基礎

1)各軸のdtleと 単位を必ず書く

リ グラフの餞軸と横軸は,グラフの特徴を有効に示す範囲とする

の 複数のグラフを比較して記述する場合,それぞれの縦軸と横軸の範囲をそろえる方が良

い

VIIL略籠について

略語の使い方は,論文の最初にててきた箇所で正式名称を記載し,その後に略語を( )で く

くって定義する 同じ略語が異なる意味を持つこともあるからである

表題と抄録では略語の使用は避けるのが基本である 抄録で何力所かにててくるような場

合は,上述の要傾で初出に略語を定義づけて使用する ただし,抄録で略語を使つていても本

文の最初にててきた箇所で改めて正式名称を書いて ( )で略語を記載する必要がある

本文て一度略語を定義づけたら,槍文の最後まで餞当する用語はその略語で記述する

1,2回 と使用回数が少ない用語の場合は略語を使用せず,その都度spe1l outし た方が良い

国際単位記号 (System hternatl● mal unt,SI unOは略語をそのまま使用できる SI

unltとは,長さ (Im,Illlnな ど),質量 (■g,Illgな ど)体積 (lll,Inlな ど)時間 に

llli■,hな ど)と いつた計量を表す単位記号の国際統一規格である

英文の文頭に数量や単位記号が来る場合は,Mnety‐Flve mintnlllと ぃぅょうにfull spell



て記述しなければならない また.時間の単位
″
h″はよく使用される単位であるが,図表の中

では'lh・,"2b"と 略語で表せるが,本文および図表の説明では "l hour',・ 2 1ou爵"と記述

する

籍6章 文章の■き方の基礎

油文の書 き方の基礎

「緒言」に書いた目的は最低でも3回 は綸文中に登場する

1.「総言,に書く 2.館具を示す時に書く (それが目的に対応した結果であることをきちん

とわかるように書く)3.最後のまとめで 日||が達成されたかどうかがはつきりわかるよ

うに書く

I文章の書き方の基礎 (1.～ 7ま で全て重要 )

1.何の話をしているのか常に明確になるように書くこと

2.大きな話 (目 的や結論)から書き 徐々に小さい括 (詳細な説明)に移行するのが

原則.

3r事実」を書き,次に「考察Jを書くのを繰り返すのが基本である

1)事実だか考察だかわからないような書き方は良くない

2)複数の事案を■べてから,それぞれの考察に入る場合には、各事実現目に番号をふつて.

それを弓:用 しながら考察をすると分かりやすくなる.

4行間を読ませるような書き方は良くない 読者が何も考えなくても競むだけでわかるよう
に書くことが菫要である

'一
段落に一話目が望ましい.

1),6行から10行程度を一段落の目安にすると良い

2)1文で 1段落は農くない

6.「それJな どの指示代名詞は,原則として前文に rそれJが指すものが明確にないと良く

ない

7箇条書について

1)箇条書きは.短い文を列挙したい時に使う

2)箇条書は文章中で情報をまとめるためのものであり,あるscc“nが箇条書のみというこ

とは,論文ではあり得ない

11科学愴文の文書としてω特徴

1 科学論文では事実と意見だけを述べる それ以外のこと0●情的なことなど)は書かない

分かりやすく述べることが第一て,美文である必要はない

2事実と意見とは区別して書く



事実:3E拠て裏付けることのできるもの

意見:ある事についてある人がくだす判断

1)事実の記述は,名詞と動詞を主体にし,主観にもとづく修飾語は用いない

a事実と意見をゴチヤ混ぜにした文は書かない:論理の構成がくずれる

く傷 文>「被験者の中で,女子大学生の体脂肪率が最も高かつた この値からみても女子

大学生はかなりの肥満たと云える」

最初の文は事実といえるが,2番目の文はこれを書いた人の意見である このように事実

と意見を混合した文章を書かないようにする

3.そ の他の口童点―瞼文に特徴的な注意事項

III明快て簡潔な文章を書く

1)一文(センテンス)をできるだけ短く書く(～60文字程度)

こうすると複数の意味に解釈されることが少なくなり,一薔的な表現となる

2)あいまいな表現をせず.は つきり言いきる

そのためには能動態で書く方が良いが,すべてを能動態で書くと文章が硬くなる そこで

受け身の文章を少し混ぜると読みやすくなるが,受動態は意味が少しあいまいになるおそ

れがあるので,十分注意して用いること

り余計な修飾語は用いない

1.日本権の特徴

日本語は本来,あいまいというか含み(余韻)のある表現をする言語である これは日本人

の国民性にも表れているし,俳句や短歌が,た つた17や31文字で奥行きのある表現ができる

のも,日本語のあいまいさのためである それだけに科学論文では,意識して単純明快な表現

を心がける必要がある

2複数の意味に取られることのないために,一菫||な表現を心が!す る

1)幾通りの意味にも解釈できる文は書かない

らそのためには,きちんと句読点を入れること コンマ儀点)の打ち方によつて,大きく意味

が変わる文もある

く例文 1> 「論文を読んている小官:ま酒を飲みながら漫画を読んでいるZ木に声をか

けた 」

このままの文では,酒を飲んでいるのは小富か乙本かどちらか分からないが,コ ンマを入

れてみると 次 のようにはつきりする

rr盤文を読んでいるJヽ宮は,酒を飲みながら漫画を読んでいるZ木に声をかけた 」

3よ く見かけるあいまい表現

「体童の値はれB,CDの順に高くなつた●



この文では 体菫が重いのはAなのかDなのか判然としない そのため,前後の文章から推

察するしかない このような場合は,「体重の値は高い方から A,3,C,Dと なつた Jと い

うように表現を変える

4受け身に多いあいまい表現

1)曖昧な表現は最小限にする

和文は受動懇て書くと表現は柔らかくなるが,意味が少し曖昧になる

次のような表現はあまり使わない方が良い

「～と思われた ～と考えられる ～ではないかと思われる ～であろう 」

2)下記のように明快にはっきり言いきることが大切である

「～である ～だと思う ～だと考える 」

表現は能動態を主体にし,受身形を多用しないこと

Sばかし言葉

論文の記述は,あ くまで正確明快を旨とするため,下記のようなばかし言葉は最小限にす

ること

r約.ほぼ.ぐらい.程度.たぶん,ら しいJ

6.漢字は控えめに

かたい漢語やむずかしい漢字は必要最小限にし,ひ らがな主体で書く 大きな問題ではな

いが,濃字が多いと印81したときに紙面が黒くなり,読みにくくなる

7.文中に話し言葉を混ぜない

論文は書き言葉で続―し,途中に r～でぁります Jと いうような"話し言葉"を混ぜな

い 面者を混合すると文体がおかしくなる

&para"ph(段落)と は,全文章のなかでの一区切りをいい,ある1つの トピック(話題)につ

いて関連した文章の集まりをいう すなわち段落全体として1つのことについて述べ,関連

のない文章は入れないこと intrtl(■頭)の文がトピック・センテンスltqtt sentence:段 落

の主題を述べる文章)となることが多い 段落の長さは204H31111字 を目安とする

9動詞の「が ,はJは主語だけに限定して臓いる

「桃太郎」の冒頭の文章が,主語で使われる「が,はJの奥型的な用傷を示している

r昔むかし,あるところにお爺さんとお婆さんが,住んでいました お爺さんは山へしば刈リ

に,お婆さんは川へ洗濯に行きました 」

主語とはいえない語に rはJが使われていることがある

rこの颯合は,そのときは,実際はJな ど良く見かける記述例である これらは主語で1まな

い ので適切な表現とはいえない

このときには 「この場合には そのときには 実際には,実際ではJと いうように「に,



でJな どを間に入れて 主無ではないことを明確にするとよい

10 回表作成上の注意点

1)国のラインと文字は,印刷したときの縮小効果を考えて少し太く,大きく書くこと細いと

消えてし まう

2)表のよこ線は大きな露切りごとでよい 1行ごとには入れない

3)表のたて線は必要最小限に:不必要なことが多い

11最後に

書き上げた綸文は,その研究に直接携わつていない先輩などに読んでもらい.講評を受け

ることカマ望ましい 表現が悪いと,内容を知らない人には何のことか分からず,不適切な個所

を指摘してもらえる いるいろなアドバイスも期待できる 同じ仲間同士では内容が分かつ

ているだけに,文章表現が少しまずくても気がつかず.往々にして議み飛ばしてしまうこと

が多い

ル1文の書き方の基礎 (1～ 10まで全て重要)

わかりやすく誤解の無い日本語を書くことに尽きる

11つの文では1つの事柄にのみふれること(一文―義).

2 主語と述語を,確にする 主語と述語が適切に対応していることを確認すること

3 受勁態はあまり使わないこと使う場合でも,1つの文中で能勁態と受動態を混ぜて使つて

はいけない。

X讐椎動物は哺乳動物を含み、ヒトは普椎動物に含まれる。

o脊椎動物は哺乳動物を合み,脊椎動物はヒトを合む_

4修飾する語は,修飾される語のできるだけ近くにおくこと
X「大きな論文の流れは以下の通りである」 … 「大きな論文」の意味不明
O r論文の大きな流れは以下の通りであるo

5.1つの言葉に2つの修葡語が付くときには,短いほうを修飾される語に近付ける.

x若いお腹の出た男性

Oお腹の出た若い男性

6.旬続点 (く とうてん)は適切に使う 言葉の修飾関係が明確になるように使うこと

7 接続語.指示語は乱用しない 必要最小限にとどめること 例 (そ して そこで しかし

これを それは,_●●.)

8 あいまいな表現が無いか十分気を付けること

X「肥満度が大きくなることがわかるJ:困暴関係が不明

0「BMIが大きくなるにつれて,IE満度が大きくなることがわかる」
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Xr彼は最適な歩行パターンを選んでいることがわかる。1:どういう意味で最適か不明

0「彼はエネルギー効率からみて最適な歩行パターンを選んでいることがわかる」

9。 理系の学術論文での句観点は"、 輸 点:と うてん)。 (句点 :く てん)' ではなく" ,ピ

リオッド.コ ンマ"を使うことが多い。

10その他

1)「は1に注意しながら主語を明職にする

は )尺度はBMIを用いた (■)尺度にはBMIを用いた

2)主語のすぐ後に読点 r,Jがくるのはおかしい

(例)欄険者は,BMIについて → 被験者はBMIについて

め能動と受動の区別を明確にする

(傷 )「逆上がりの線習は開始から顧調に進んだ」→ r額調に進められたJ

(例)肥満の程度は00パーセント改善したJ→「改善されたJ

o自動詞と他勁詞の区別を明確に

(例)(自動欄)ドアが開く(ひらく)(他勤詢)私はドアを開ける (あける)

o全角と半角の使い方に注意する

(全角)漢字,平仮名 カタカナ (半角)数字,アルファベット.ギリシヤ文字 (α βγδ)

o(漢字・仮名)rMs明朝Jと「MSゴシックJが望ましい

(英数字)“Times New Roman" と "He市etica"が望ましい

つ 横書きの場合の句読点は r,」 ,「 Jを使う

3)漢字と平仮名の文字サイズは10p●int英数字の文字サイズは1l pointが 望ましい

"半
角の英数字(k」 と全角文字(は)との間には半角のスペースを入れる X kgは okg lま

1の ()を使う場合,全角文字ばかりが続く文では全角,半角の ()を使用する場合は,前後に半

角スペースを入れる

11)半角「,J,r 」,「 :」 ,「 :」 .r」 Jの後には半角スペースを入れる 直前にはスペース

を置かない

la括弧のすぐ後にピリオド「.」 力`くる場合には,半角の括弧を使 つて
'・

・・ (AI Jのよ

うに関延びを防ぐ

13)量 を表す記号や変数また数式はl●lic(斜体)にする 数式中で立体にすべきものは 演算記号

(Io8 1n,Sn,expo,1面 ,d(薇分〉元素記号,単位である

lo単位記号と数値の間には半角スペースを入れる

α )ω lg キログラムは穐 ではなくLgである

19リ ットル 2には,1から 2 poht大 きくしたフォントを使うと良い
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il71 *E(Abstract)r lt(Discussion;, ffi*(Conclusions),

t*(Acknowledgment)& dt*! fi lReferences)

の■き方の基礎

L要書体bstraCtl

Abstractは,論文の重要な情報をまとめたもの

簡潔かつ明瞭に書くこと(英文が望ましい)

平均2α卜2m語程度の長さが適当である

【要旨に含めるべき内容】

研究の目的KParpOS● OFthe research)

研究の背景oocLgrOund oFthe r“ ea“D
分野(舗ope:視野,範囲).結果lR●ultsl,錯諭(Conclusion9、 被験者や方法(Matemls

and■lethOdsl

II.考察 cDiscuSSiOn)

論文の最も本質的な部分であり.真価を簡われるところでもある 不要な記漆て論点をはか

すことなく,仮説の検証に焦点を絞つて理路整然と苺述すべきである

「考察Jは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であり,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

割を持つている

【考察】に含めるべき項目

【要点】 研究の重要性を論じる

【自分の研究】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

【間願】自分の研究の問題点を示す

【結論】結綸を示す

各セクションは次の3つの要素で構成される

1)要旨説明文

検証すべき仮説を再確認し,これから何を議論しようとするのか読者に宣書する
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2)議論の展開

「結果Jで示した事実it基づき.合理的に饉論を展開してゆく 必要に応して先行研究を

参照し,研究結果の一般性や特殊性に間して議論することも有益である 根拠に乏しい推論

は最小限に日あるべきであるが,今後の研究の方向性を指し示すものであれば記述する価値

がある 結果との関連がない単なる主張はけつして行つてはならない 「結果Jで示さなかつ

たデータが突然出てくることも好ましくない 予期どおりにならなかつた結果が得られたと

きには,その原因と自分の考えを述べて良い 議論の筋道に合わせた新たな図を示すことは

効果的であるが,そのもととなるデータの詳細については「結果Jで示しておくべきである。

3)締め括リ

要点を強調し,仮説の真偽について最終的な判断を下す

111結油(ConClusion9

導入部 (最小限の研究の要約)に弓|き続き,目的に対応した結論を簡潔かつ具体的に書く

目的と同様に箇条書きにすることも明快である 考察の各セクションの綺め括りと概ね―

致した文章になる筈であるが,序と結論だけを読んで内容を理解しようとする読者も多いこ

とから 繰り返しになるとしても正確に記述すべきである 勿論,一言―旬同じである必要は

ない

手法上の問題点や今後の課題を結論に含める場合があるが,これらは考察に含めるべきも

のであり.結論の章に記述するのは好ましくない

V謝 辞体ck■oWled"lllenう

感樹の表現方法は個人によつて好みが分かれるので,複数の例を参考にして最も気に入つ

た記述を手本にすればよい 投稿論文の場合は,資金を得た科研費や各種助威金の情報も記載

する

V参 考文献(ReFerences)

本論文で参考(言:用)に した論文をすべて挙げる

1)引用順に書く

2)掲載様式は学会議によって異なる

その雑誌の「投稿規定Jを多照すること

以上で,終わります この内容の多くが自分の「投稿と査競」の経験に基づいています 内容を

“鵜春み"にせずに,おかしいと思つた時は,適宣他の論文を参照して下さい とにかく―遍

出来るだけ早く投稿して経験を多く積むことが最大の武器です。頑張りましょう :
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rおわりに」

私の思師である『杉 靖三郎先生」 (東京改青大学名書敏慢 :東凛敏青大学体

青学部健康学科 :還勁生理学研究室)か ら示嗅され,今でも “肝に銘 している"

言葉 :

「学問,研究―何をどのように研究すべきか思い悩み困つたりすると云うが,固定されたもの

が先にあってこれでなければ駄目だと考えるから大変なので,自分の興味や関心,何故とかど

うしてとか不思議に感じて疑間を考えることから始めるんだから もうやることはそこいら中

に沢山あるんで,虹だつてその現象が先にあったからどうしてなのかと後から研究が始まり,

物理学的に解明されたのだし,先ず興味や関心が大切で,研究方法なんかは今までのことは全

部本にあるからもう簡単なんだよ いろんな現象で未だ理解できないもの わかつたようでも

まだ十分でないものや わかったと云ってもどうも怪しいもの等がもういつぱいあるんだか

ら・ ・ いるんなこと (現象)を注意して見ると やることはもうたくさんあるんだから大

文夫だよ・  」

もう一つ「科学するこころ」とは

「何ごとにも正面から立ち向かうと共に その裏や側面的なものにも配慮しながら物事を見

なければならない 」それが「科学するこころ」である
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