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はじめに ＆ 目標 
 
もっと効果的で簡単に英語で執筆するにはどうしたらいいでしょうか？ 
 
本ガイドの目標は、英語で効果的に書くためのお手伝いをすることです。そんなに簡単な 
事ではないって？よく分かっています！特に英語が母国語でない場合はそうですよね。 
だからこそ、私達がいるのです！ 
 
この ebook では、認知の観点から考え、効果的な書き方、研究結果としての可視性を 
高める方法について説明します。さらに、いくつかの規制とガイドライン、および秘訣や 
コツについてもカバーします。 
 
英語で効果的に書く術を学ぶことは、実践的なコミュニケーターになる事を学ぶことでも 
あります。文法や、その他すべてのルールを学ぶことでもありません。ライティングは 
持って生まれた才能ではなく、培うことのできるスキルなのです。このことを、心に 
留めておいてください。 
 
本ガイドは、シンプルな4つのパートで構成されています。先ず、可読性について学ぶ 
前に、学術論文の論理構造について説明します。次に、学術論文の適切な時制の使い方を 
確認した後、ライティングスキルについて説明します。 
 
私達の目標は、これらの簡単に使えるガイドで、あなたの出版のチャンスや研究インパクト 
を高めるお手伝いをすることです。 

 

1. 読者を理解する 
 
学術的ライティングは、他の非学術的なライティングとは異なり、他の人が読み、願わくは 
引用してもらうために書くのです。他の人から読まれない、引用されない論文を書いて 
しまうのは、一切書かないのと変わりません。目標は、他の人に読まれ、引用される論文を 
書くことです。そのためには、読者が鍵となる事を、覚えておいてください。 

 
著者は、学術ライターとして読者にアピールする必要があります。著者は、読者の興味を惹
きつけて放さず、論文の最後まで読み、考えてもらうために最善を尽くさなければいけませ
ん。そう思いませんか？これが、期待される正しい結果だと考えます。これについては、後
に詳しく説明します。 
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ちなみに英語を母国語としない読者について、面白い事実をご紹介します。最近、世界の 
多くの研究はアジアで行われており、日本や中国のような、英語が母国語でない国で 
行われています。ご存じでしたか？興味深いですね！ 

 

 
図 1. 学術ライティングおよび出版サイクルにおいて、最も重要なのは読者です。 
誰も読まない論文は、引用されません。 
 
 
また、研究を共有することを選択した理由について考える事も有益です。その学術論文の 
目的は何ですか。そもそも、なぜ書くのでしょうか。研究論文を書く目的は、読者がその 
内容を覚えて使えるようにするために、新しい情報を読者に説明する事です。そのために 
、あなたは読者にメッセージを伝えるのです。したがって、著者としてのあなたの目標は、 
読者があなたからの新しい知識を覚え、保持し、使用するために説明する事です。 
 
本ガイドの目標は、あなたがそれを英語で簡単かつ効果的に実施するためのお手伝いを 
する事です。これを読んでいるあなたの母国語は、恐らく英語ではないでしょう。 
安心してください、Edanz が付いています！ 
 
 

2. 認知学習：効果的なコミュニケーションの基礎  
 
効果的に書く事ができる著者は、3つの重要な学習原則を用い、読者を理解することが 
出来ます。ここでは、認知負荷理論、認知バイアス、読者の期待など、それぞれ順番に 
説明していきます。1番目の認知負荷理論は、読者が処理できる新しい情報の量を理解する 
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ことと関係がありますが、2番目の認知バイアスは、読者の知識が私達と同程度と 
勘違いしないための警告です（これについては、後ほど説明します）。  
 
最後に、読者に対して情報の論理的提示が重要となります。学術論文の読者は、非常に 
特異的な順序で情報を見て吸収することを期待しているからです。これが、学術論文の 
理論構造です。 
 

2.1 認知負荷理論：読者はどのくらいの情報を処理できるか 

ある研究では、人間の脳は一度に7から 9の新たな情報しか処理できない事を示している 
事を知っていましたか？これが、認知的負荷です。 
 
これは、文の構造と長さの理解に繋がります。したがって、長文ではなく短い文を 
使い書く事が最適だとわかります。実際に、長さが10ワードの文は、98％の確率で 
読者に思い出される傾向にあり、それが20ワードの文では、85％の確率になります。 
その後の下降は顕著で、30ワードの文で70％で思い出されますが、50ワードだと58％
しか思い出されません。 
 

 
図 2. 文の平均の長さと、読者が思い出す割合。これが認知的負荷理論です。 

 
これは何を意味するのでしょう。Edanz では、1文につき平均10-20 ワードを目標にする
ことを推奨しています。もちろん多少長い文や短い文があっても構いませんが、原則と 
して、難解な長い文より、短い文の方が適しています。 
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同時に、1文につきアイデアは1つだけを目標にします。これは、トピックセンテンスの 
概念です（本ガイドの後半で説明します）。文章内でセミコロンを使うのは必要な場合に 
限定し、読者にあなたのアイデアを明確かつ徹底的に説明するようにしてください。 
 
読者が処理できる情報量を示す認知的負荷理論には、アイデアに関係ない不要な単語の 
使用を避ける手法も含まれます。文章において従うべきルールは、文の意味を変えずに、 
単語を削除できるかどうかです。削除できる場合は、それらの不要な語句を削除します。 
 
この作業を行う際、最良の方法は、あなたの論文を声に出して読むことです。相手は誰でも 
いいのです、犬や猫などのペットに向かって読んでも構いません。論文を声に出して 
読むことで、文の意味に不必要な語句や、提示したアイデアに価値を付加しない単語を 
特定するのに役立ちます。 
 
 

 
図 3. 不要な単語を削除します。これらの単語を識別する最良の方法は、 
論文を声に出して読むことです。私は、鏡の前で読んでいます！ 

 
もう 1つの効果的なコツは、副詞に慣れ親しむことです。副詞は文章を編集する人に 
とって最良の友と言うべき存在です！副詞は文を短くし、意味を拡張する、素晴らしい 
役割を果たします。 
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図 4. 私が副詞を好きな理由はこれです！副詞は、文章を短くしたり、 

英語の文を明確かつ効果的にしたりするのに最適です。 

 

2.2 認知バイアス：読者を理解する 

 
認知バイアスは、特定の主題について、読者が専門家である研究者と同じ知識があると 
想定するバイアスを指します。当たり前のように聞こえますが、多くの学術論文がまさに 
これを行っていることに驚かされます。読者が持ち得ないレベルの知識を想定すると、 
彼らは混乱します。例として、私の甥の話をします。私が訪ねると、彼はいつも 
コンピューターゲームをしています。私は彼より少し年上ですが、彼は自分がゲームの 
話す内容を、私がすべて知っていることとして話しかけてくるのです。これが認知バイアス
です。読者の興味を失わないように、論文の内容を丁寧に、注意深く説明してください。 
 
あなたの興味は、非常に広範な研究分野から見れば、ごく小さな領域に集約されることを覚
えておいてください。科学は広範な学問で、難解なものです。読者が、あなたの研究につい
て、自分と同じようによく知っていると思わないようにしてください。あなたの新規の、重
要な情報を読者が理解するのに役立つ、背景となる情報を提供します。 
 
ジャーナルの編集者として学術論文を読むと、あらゆる箇所で認知バイアスに 
遭遇します。序論では、著者が自分の理論のアイデアを効果的に定義することなく、論文が 
述べるべき取り組もうとしている問題が何か、研究分野における問題について読者に 
説明していないことがあります。同様に、方法（Methods）で、研究がどのように 
行われたか、何が実施されたのか、どのように研究を再現できるかについて、著者が 
方法論やデータの重要性を定義していないこともあります。結論も同じく、研究の意味や 
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将来の方向性について、述べられていないのです。 
 
あなたのプロジェクトから生まれた、新たな仮説やアイデアは何か、他の研究者が 
引用せざるを得なくなるようにそのアイデアについて、論文の考察（discussion）と結論 
（conclusions）で説明するのです。彼らに、あなたの研究に基づいた、独自のアイデアを 
思いつかせるのではなく、あなたの研究を使わせるようにしなければいけません。 
そしてこれは、査読を通じてあなたの研究を成功させるための戦略としても重要です。 
 
論文の文章は、曖昧に書かないようにしてください。これまで説明してきたように、読者
にアイデアを明確に伝えることが重要です。これを念頭に置いて、「this」、「that」、
「these」、「those」、「they」および「it」などの不明瞭な語を使用しないようにしま
す。なぜなら、これらの単語は読者を混乱させる可能性があるからです。 
 

「…. 320 and 531 participants were randomly allocated into experimental 
and control groups. They were they ….」 

 
この文ではどの群か、治療法は何だったか紛らわしいですね。これは認知バイアスの例です
が、何を意味するか分かりますか（もちろん、あなたは分野の専門家ですが、読者も 
そうでしょうか。恐らくそうではありませんよね。）。この例では、「The participants 
were ….」と書き、理解に際し紛らわしくなる内容を回避する方が良いでしょう。 
 
同様に、定性的な語の問題について見ていきます。「some」、「most」、そして
「few」と言う単語が該当します。あなたが定量的であることを重んじる研究者であれば、
絶対的な表現をすべきです。その場合、あなたの論文にこれらの語を使う余地はありませ
ん。「Few of the participants experienced an issue in treatment」は何を 
意味していますか。「few」が差すものは何でしょうか。10%？5%？1% ..でしょうか。 
これは理解を損失しないために、読者に対し、どこで、なぜ、あなたのアイデアを明確に 
説明することが重要かを示す、もう1つの例です。「10 participants experienced  
adverse events out of a total sample of 2,000」と書く方が適切だと言えます。 
 
この文脈では、主観的な単語も問題になります。「surprisingly」、「strikingly」 
もしくは「interestingly」のような単語は、非公式な最上級を表す単語です。 
繰り返しますが、学術ライティングは主観的でなく客観的である必要があります。 
ですから、あなたの研究結果が本当に「surprising」もしくは「interesting」であるか 
考えてください。これらの単語を使用することは、少なくとも読者や査読者にとっては、 
知識の欠如と受け止められる恐れがあります。 
 
私の好きな主観的な言葉の1つに、「unexpectedly（予期せず）」があります。 
繋ぎ言葉として使うのに良い場合もありますが、文頭で使うことが多く、意味を考える事が 
重要で、削除することも可能です。「Unexpectedly, the results of this study imply 
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…」の方が、単に「The results of this study imply …」と書くより良いですね。 
よりシンプルに要領を得ることが大切です。 
 
過去に「Be that as it may, …」という言い回しを英語で多用するフランス人の研究者と 
共に働いたことがあります。繰り返しますが、これは主観的で不要な句です。すでに 
説明したように、論文を大きな声で読むことで、これらの問題点が浮き彫りになり、 
どの単語を選択し使うか明白になります。 

2.3 論理的情報の提示 

もしあなたが、学術論文、特にSTM科目の論文の形について詳しく知りたい場合は、 
このシリーズの「臨床医療論文ガイド＆テンプレート」ガイドブックをご覧ください。 
このコンパニオンガイドでは、研究論文の形について詳しく説明し、効果的（で簡単）な 
学術ライティングのテンプレートを提供しています。ここでは、英語での効果的な 
コミュニケーションについて説明します。 
 
効果的なコミュニケーションができる人は、効果的にガイドをする人であり、アイデア 
からアイデアへと読者を導きます。これは、あなたが論文内で目標にしていることと同じで 
す。あなたは読者に、論文を最後まで読んでもらい、「I agree, I expected that’. 
（同意します、期待通りでした）」、「I think the paper was well-written and  
engaging（この論文は良く書けており、魅力的だ。）」と思わせたいのです。 

読者があなたの論文に興味を持たなかったり、良く書けていると思えず、魅力を感じないの 
は、恐らくタイトルとアブストラクトを見たときに判断され、その場合論文は読まれない 
事を覚えておきましょう。 
 
学術論文は、探偵小説や映画の筋書きなど、他の種類の構造的な執筆と何ら変わりは 
ありません。読者が常に当事者である必要があり、自分がどこからきてどこに向かっている 
のか、知る必要があります。論文の構成は、読者のためのロードマップを作成したり、 
道標となる語句であるサインポストワードやフレーズを使うためのカギとなります。 
連携機能がある語句の使用は、期待されるアイデアを読者が素早く理解するのに 
役立ちます。  
 
Similarity Contrast Outcome/Result Addition 
In a similar way, 
In a similar 
fashion, 
Likewise, 
Similarly, 

Although 
Despite this,  
However, 
In contrast,  
Whereas  

As a result of  
Because of 
Consequently,  
Due to 
Owing to 

Additionally,  
Also,   
Furthermore, 
Moreover, 

 
図 5: 学術論文で一般的に使用される繋ぎ言葉の一覧。この種の単語は、1つの文を他の文に繋げます。 
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後に説明しますが、文の論理構造は段落の構造に組み込まれています。先ず文について 
見ると、トピックを最初に配置します。次に、文を次に繋げるために、文の終わりに 
置くべき最も重要なメッセージであるストレスポジションについて考えます。この 
ストレスポジションは、次の文に繋がるだけでなく、読者に次のトピックを提示します。 
これは、一般的に用いられる文章を書くための実用的な手法として重要で、重要な情報が 
最後にあり、次に来る文章にリンクし、移行します。この手法は「signposting（サイン 
ポスト、道標）」と呼ばれ、段落レベルでも機能します（文章に対するこのシンプルな 
アプローチに基づいて構築されています）。 
 
 
 

 
図 6: 適切に構成された段落の形は、適切に構成された文章に基づきます。文頭のトピックと、 

最後の重みに注意します。これは、論文をまとめる際、学術ライティングを構成するための良い手法です。 
1段落につき結果は1つ、1段落につきトピックも1つに限定します。 

 
 
このように、アイデアを説明し、それを発展させ、そしてそのテーマの重要性を向上させて 
読者にメッセージを伝えるために、文章を論理的に構造化することを検討してください。 
各章の最後は次の章に繋がるため、読者は次の句もしくは段落に何があるか知る事が 
出来ます。このシンプルなアプローチで、アイデアを中心にしながら、文章をより効果的に 
構成することが出来ます。これらが、テーマ、文章のトピックになります。論理的な構造で 
執筆することで読者を惹きつけ、理解を助けるようにしてください。 
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3. 執筆の論理構造 
 
文の構造が読者の解釈に影響を与える可能性があるのは、明らかです。ただし、これには 
仕掛けがあり、単語の配置と段落の構成が含まれます。これらのトピックについて、 
それぞれ順番に説明し、効果的なライティングを見ていきます。 
 

3.1 単語の配置 
動詞はアクションワード、何をするかを表す言葉、つまり動きを表す言葉です。読者は、 
動詞が文の主語に厳密に呼応することを期待します。したがって、主語が文の頭に 
配置され、動詞から離れている文は、主語と動詞が非常に近く配置されている文より 
理解し難い傾向にあります。 
 
次の例を見てみましょう。 
 

「The viral infection over five years as measured in our data had declined 
greatly within the Japanese population」 
 
「The viral infection had declined greatly over five years within the 
Japanese population」 

 
一般的なルール：読者が理解しやすいように、主語と行動を文頭に近い位置に配置して 
ください。 
 
文頭の単語は、文の途中にある単語より重みがある傾向にあります。したがって、 
主語と動作に加えて、重要な言葉も出来るだけ文頭に近い位置に配置する必要があります。 
 

「The conversion from one kind of engine to another, however, was more 
frequent after initial testing」 

 
それと比較して、次の文はどうでしょう。 
 

「However, the conversion from one kind of engine to another was more 
frequent after initial testing」 

 
2 番目の文の方が、読みやすいですね。 
 
同様に、メッセージを明確に伝えるために、否定を表す語は文頭に近いところに配置するこ
とも重要です。例を見てみましょう。  
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「We found evidence supporting the role of social programs in increasing 
wages was lacking」 

 
または、 
 

「We found no evidence supporting the role of social programs in 
increasing wages.」 

 

3.2 節の長さ 

「主」節と「従属」節の違いを知っていますか。主節は主語と目的語を含む文、または分の
一部で、従属節は単独では意味をなさない、文の断片の事です。なんだか、複雑に 
聞こえますね。従属節は短くても構いませんが、「but」や「however」、もしくは、 
私が個人的に好きな「but be that as it may」のように、もっと長くすることも 
出来ます。 
 
すでに説明したように、文の構成は読者の解釈に影響を及ぼすため、この文脈においては、 
句の長さを含めた、書き方を知ることは有用です。これが実際に意味することは、解釈に 
影響を与えるために、節の位置を使うことが出来るということです。 
 
この例はどうでしょう（論文の査読者になったつもりで読んでください）。 
 

「Although this paper is important, there are a number of issues including 
in the methods」 
 
「Although this paper is important, there are a number of issues including 
in the methods, the results, the data presentation, and in the figures」 

 
どちらの文章が、より否定的ですか？ 
 
文章に節を足すことで、要点を強調したり、意見を効果的に伝えたりすることが出来ます。 
編集者はこれを読む際、どう思うでしょうか。もしあなたが、自分の意見を書き、その 
視点を強化するためにすべての追加の条項を書くと、あなたのメッセージは読者に 
より明確に伝わります。既に述べましたが、査読対策にもなります。 
 

3.3 段落の構成 

あなたの特定の主題の分野は、科学の広い宇宙のような世界では、ほんの小さな点です。 
したがって、本ガイドで説明したように、あなたの文章に適用できるテクニックに 
取り組み、メッセージを出来るだけ明確かつ効果的に伝える事が重要です。これは、 
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読者がまずは幅広い分野に引き込まれ、あなたの研究の特定のトピックに確実に導かれる 
ように、学術論文を書く際にはガイドとなるべきだ、ということを意味しています。 
 
あなたの特定の主題の分野は、科学の広い宇宙のような世界では、ほんの小さな点です。 
したがって、本ガイドで説明したように、メッセージを出来るだけ明確かつ効果的に 
伝える事が重要です。これは、読者がまずは幅広い分野に引き込まれ、あなたの研究の 
特定のトピックに確実に導かれるように、学術論文を書く際にはガイドとなるべきだ、 
ということを意味しています。 
 
これは、あなた自身のリサーチクエスチョンの詳細な点の記載から論文を執筆し始める 
ことは、不味い考えだということを示しています。初めからこれを気にする人は、 
それほど多くいません。最初に、本ガイドで既に説明したように、読者になぜあなたの 
研究が重要か、理由を伝える必要があります。 
 
論文の序論から書き始め、広範に及ぶ質問、全体像について、広く説明します。あなたが 
土壌の重金属汚染に取り組んでいる生態学者だと仮定し、想像してみてください。 
クエスチョンの具体的で詳細な情報から論文を始めるのではなく、広い範囲の情報から 
提示し、読者があなたの研究の全体像を掴めるように伝える事から始めます。 
 

「Soil pollution is important globally 」à 「Within the soil heavy metals 
accumulate」à The aim of this paper is to …」のような構成でも良いです。 

 
学術論文はよく「hour glass（砂時計）」（またはエッグタイマー）の形に例えられます
が、理由はここにあります。 

 
図 7: 学術論文の形。エッグタイマーに例えた古典的な図。 

 


