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担当LS：理学研究科 化学専攻 M2

科学英語論文の読み方入門
英語論文の読み方、基礎の基礎からお教えします!



本題の前に

なぜ英語論文を読む必要があるのか？

日本語の論文だけではだめなのか？

最新の研究成果は常に英語論文で公表される。
国際雑誌に掲載された論文は全世界の人が見る。

日本語の論文：基本的には日本人にしか読まれない。
成果が国際的に認められにくく、
研究分野に十分に参画できない。
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どのような情報が欲しいのか？

最先端の研究成果？

分野を一通り？ 実験の手法？

 膨大な数の論文から自分の目的に合ったものを探し出す
 論文中から自分の知りたい情報を得る

目標

雑誌会のテーマ？

論文の種類・内容は多種多様である
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アウトライン

学術論文の基礎知識

読み方のコツ

論文の基本的な構成

論文の探し方
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学術雑誌（ジャーナル）の種類
学会誌
学会が発行

商業誌
出版社が発行

大学出版局
大学が発行

基本的には区別して考えなくてよい

＊学会が大手出版社に
委託するケースも多い
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(例)

出版社：
Nature Publishing Group
雑誌：
Nature, 
Nature Genetics

出版社：
アメリカ化学会 (ACS)
雑誌：
JACS, ACS Chemical 
Biology

出版社：
オックスフォード大学出版局
雑誌：
Nucleic Acids Research



学術論文の種類

一般論文
Full paper, Article,
Original paper

速報
Communication, 
Letter

総説
Review

 特定の分野の研究を体系立ててまとめたもの
 分野全体の概要を知るうえで便利
 分量は多め

 新規性と独創性を早く確保するための論文
 通常よりも査読の期間が短い
 よりタイムリーな研究成果
 分量は少なめ

 独創性のある最新の研究成果を伝える論文
 厳格な査読システム
 信頼性が高い
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論文が出版されるまで

(編集者(editor)によるチェック)

レフリー(専門家)による査読
(peer review)

掲載許可
(accept)

reject

掲載拒否
(reject)

論文を投稿する(submit)

ジャーナルにふさわしい論文か？

具体的な内容の評価

要改定

改訂
(revise)

出版

学術論文には査読というプロセスが必須！
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論文が出版されるまで

論文が投稿されてから出版されるまでにかかる時間は
論文によって大きく異なる。

著者のホームページをみると、より最新の研究成果が
掲載されていることもある。 8

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2801-z

https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.09.017

ある論文では、、、

別のある論文では、、、



補足：インパクトファクター（IF）

あくまで目安！
分野間での数字の比較はあまり意味がないので注意！

A：n-1年に掲載された論文数
B：n-2年に掲載された論文数
C：n年にA,Bが引用された論文数

IF = 
C

A + B

雑誌の影響度(どのくらい引用されたか)を測る目安

9



補足：インパクトファクター（IF）

雑誌の影響度(どのくらい引用されたか)を測る目安
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Nature: 42.8 Science: 41.8 Cell: 41.8

Nature Cell Biology: 20.0

Nature Genetics: 27.6

Nature Plants: 13.2

Nature astronomy: 6.5

Science Advances: 13.1

Science Immunology: 13.4

Science Signaling: 6.5

Cancer Cell: 26.6

Cell Metabolism: 21.6

Cell Stem Cell: 20.9

研究者人口に大きく依存する



補足：オープンアクセス

プレプリント：査読を通過する前の論文

著者が論文投稿料を支払うことで、査読を通過した論文を
インターネット上で誰もが閲覧できる状態にすること

補足：プレプリントレポジトリ

成果を迅速に公開できるように、プレプリントを公開

論文を購入する必要がなく、阪大が契約していない
雑誌の論文も読むことができる。
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arXiv bioRxiv



アウトライン

学術論文の基礎知識

読み方のコツ

論文の基本的な構成

論文の探し方
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論文を探す

③ データベースを使う。

② 検索エンジンで調べる

ある程度の情報は手に入る
タイトルが分かっていればヒットする可能性がある

研究に本当に必要な情報や
研究分野の動向を知るうえで必須
雑誌会の論文を選ぶのにも便利

① 先輩や教員に紹介してもらう

※最近は、ブログ等で面白い論文を紹介している人もいる。
大学のプレスリリースも参考にするとよい。
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データベースを使ってみよう

Scopusより収録雑誌は少ない。
一定の水準に達したものを選定し
ている。

化学系

全般

全般

阪大の学生・教職員は学外か
らでも利用可
図書館Webサイト「キャンパス外から電
子リソースを使う」を参照
https://www.library.osaka-u.ac.jp/off_campus/

収録雑誌数が多い。日本語の
学術雑誌であってもヒットする。

全般

Googleが提供する無料のデータ
ベース。

生物医学系

生物医学研究に適した無料の
データベース。

化学を中心とした科学情報を扱
う（一部、医薬、生化学、物理
なども含む）。
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Scopus

Google Scholar

Web of Science

SciFinder

PubMed



論文が100%正しいとは限らない

研究成果は適宜更新される

対立意見を述べる論文

 分析方法の変更
 コンタミネーション
 実験精度の改善

等、研究が進んだことによって
以前論文で報告されていた内容
が誤りだと判明することもある。

Correction (訂正)

Retraction (撤回)

最新の情報をチェックしよう!
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論文に重要な誤り、捏造、改ざんがある場合は、、、



論文の内容が100%正しいとは限らない

(いわゆる)ハゲタカジャーナル
(Predatory Journal)

査読誌であることをうたいながら、著者から論文投稿料
を得ることのみを目的として、適切な査読を行わない
オープンアクセス誌

信憑性の低い論文
社会問題になっている

どうやって見分ければよい？

Web of Science や Scopus などのデータベースに
掲載されているか
ホワイトリストを参照する(https://doaj.org/)
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論文を手に入れる

① 電子ジャーナルで取り扱いあり（阪大と契約あり）

 ダウンロード

② 電子ジャーナルで取り扱いなし

※ Open Accessであれば契約していなくても
ダウンロード可

(③ 著者に直接問い合わせる)
参考：図書館Webサイト「学部４回生・
大学院生のためのフルテキストの入手法」

 阪大内の紙の雑誌を利用
 他機関から取り寄せ(ILL サービス)
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アウトライン

学術論文の基礎知識

読み方のコツ

論文の基本的な構成

論文の探し方
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論文の基本的な構成

1. Title (タイトル)

2. Authors (著者名)

3. Abstract (概要)

4. Introduction (イントロ)

5. Results (結果)

6. Discussion (考察)

7. Conclusion (結論)

8. Methods (方法)

9. Reference (引用文献)

Figure (図)

Table (表)
＋

もちろん、こうでない場合もある
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1. Title

3. Abstract

2. Authors

4. Introduction

20Haniff, H. S.; Tong, Y.; Liu, X.; Chen, J.; Suresh, B. M.; Andrews, R. J.; Peterson, J. M.; O’Leary, C. A.; Benhamou, R. I.; Moss, W. N.; Disney, M. D. 
Targeting the SARS-CoV-2 RNA genome with small molecule binders and ribonuclease targeting chimera (RIBOTAC) degraders. ACS Cent. Sci. 2020,

論文の主題が示されている。研究の範囲、
内容やキーワードが含まれている。

論文の著者が貢献度が高い順に書かれて
いる。
第一著者(first author)：研究を主に
行った者。
責任著者(corresponding author)：
論文の内容の責任者(名前に*がつく)

研究の目的や結果など、論文の内容が
簡潔にまとめられている。

研究の背景や先行研究、著者らがこの論
文で議論したことについてまとめられている。



5. Result
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6. Discussion

実験結果の解釈、考察が述べられている。

実験の結果が、図や表を用いて示されて
いる。



7. Conclusion

9. Reference
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論文全体のまとめ。研究の位置づけや波
及効果、今後の展望などが書かれている。

論文中で引用または参考にした文献
（論文や資料）が記載されている。
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8. Method

Supporting information

本文の理解を助ける補助的な情報が掲載されている。例えば、追加の表やデータ、

実験方法、動画や音声などが含まれる。

実験の手法やモデルの詳しい
説明が書かれている。



アウトライン

学術論文の基礎知識

読み方のコツ

論文の基本的な構成

論文の探し方
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おすすめの読み方

一度にすべてを理解できなくてもよい！

馴染みのない分野の論文を初見でスラスラ読むのはかなり難しい…
２周以上読むことを前提にする
雑誌会の論文を選ぶとき、タイトルだけで決めず一通り全体に目は通す

一周目 二周目以降

論文の骨組みをとらえる。
・研究の背景は?
・仮説は?
・実験手法は?
・何を明らかにした?

分からない部分は、「？」と書いて
おく程度でよい

論文を読み込んでいく。
分からない部分は調べていく。

25



おすすめの読み方

最初に最低限把握すべきこと

の研究において、 が問題になっ
ている。そこで を調べた。
手法は で、
結果は であった。
すなわち、 ということが明らかに
なった。

背景

対象

結論

実験・結果
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背景知識の取得

全体像をつかむ

主張を理解する

具体的な実験結果

Conclusionで著者の主張をつかむ

日本語総説

FigureやTableをざっと見る
(graphical)abstractやIntroductionで背景を理解する

ResultやDiscussionで詳細を把握する

おすすめの読み方（一例）
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前半

後半

中盤



おすすめの読み方

まずは母国語に頼る！
日本語の総説があれば先に読む

ある程度の専門用語や背景知識を取り込んでおく

日本語である程度語彙があると対応しやすくなる

辞書に載っていないような見慣れない単語が
使われていることも多い

国内の学会誌や会報を上手に使う。

図書館には過去のアーカイブがあるので参考にするとよい

背景知識の取得
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J-STAGE（日本の電子ジャーナルの公開システム）が
非常に便利



おすすめの読み方

グラフィカルアブストラクト
（無いこともある）

論文の内容を代表するような図

エッセンスが一枚に詰め込まれている

全体像をつかむ

例

Figure，Table

概念や実験内容、結果を視覚的に理解できる。

最初に軽く確認しておくとよい。

29http://dx.doi.org/10.1016/j.bcp.2009.09.004



おすすめの読み方

イントロ

研究の背景や目的、先行研究（どこまで明らかになって
いるか）が書かれている。

その研究を行う意義や新規な点を把握する。

全体像をつかむ
Graphical abstract, Abstract, 
Introduction

その論文のストーリーが簡潔に書かれている。

大まかな全体像を把握する。

アブストラクト
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おすすめの読み方

イントロと照らし合わせて読む。

その論文を通して著者が主張したかったことは何か。

今後の研究の展望や波及効果はなにか。

コンクルージョン

主張を理解する

コンクルージョンでの著者の主張を先に頭に留めておく。
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おすすめの読み方

リザルト
ディスカッション

実験の内容、結果をつかむ Result, Figure, Table

実験結果1 → 分かったこと1
実験結果2 → 分かったこと2
実験結果3 → 分かったこと3

コンクルージョンの内容と照らし合わせながら読む。

それぞれの実験結果は著者の主張をどのように裏付

けているのかをとらえる。

コンクルージョン
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もし余裕があれば、、、

参考文献から関連した論文を読む

論文やプレゼンで使えそうな表現・言い回しを
ピックアップしておく

独特の言い回しや決まり文句をストックしておくと
卒論などで文章を書くときに非常に便利

著者らが参考にした文献は、その研究領域における
著名な研究成果であることが多い。
そのためさらに読み進めると理解の幅が広がる。
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特に科学英語に苦戦している人
におすすめ！
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