
3 年 理科γ 

科学の対象と方法 

ねらい：科学で扱う問いとはどういうものか判別できる． 

 

「科学とは何か」 

次の主張は自然科学的方法で決着をつけるべきものか？ 理由は？ 

1. 「空気抵抗が無視できるとき，投射した物体の軌道は放物線を描く」 

2. 「7 億年前の地球は，地球表面が全て凍結するほどの激しい氷河時代だった」 

3. 「どんな化学反応であっても，その前後で物質の質量の和が変化することはない」 

4. 「ある自然数が，奇数桁の総和と偶数桁の総和の差をとったときに 11 の倍数ならば，その自然数は 11

の倍数である」 

5. 「二酸化炭素は地球温暖化を招くため，我々は二酸化炭素の排出量を縮減しなければならない」 

 

現在の自然科学界の大勢の理解においては自然科学的な主張とは： 

 現実世界で起こった事実をもとに，主張の信頼性が増す（ 検証 ）もしくは薄れる（ 反証 ）主張，
また現実世界で起こった事実と照合して是非が判断されるべき主張 

 人間社会に関する主張は，人間の意図との相互作用により極めて複雑であるため，多くの場合「社会科
学」として別枠で扱われる 

 事実（「 である 」論）に関する主張を扱い，価値判断を含む当為（「 べき 」論）は扱わない 

 

1～5 の主張はどうなる？ 迷うポイントは 

自分が迷うポイント 小集団での意見 
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より詳しく 

 一般論からたくさんの個別事例を導出する論理操作（ 演繹 ）： 絶対に正しいが情報量は増えない  

たくさんの個別事例から一般論を導出する論理操作（ 帰納 ）： 情報量が増えるが間違いうる  

「（数学的）法則は現実の事象について言及する限り不確実である．確実な法則は現実の事象のことは言及
してくれない．」by Albert Einstein 

 科学に関する主張は，様々な選択肢をとったときのそれぞれに想定される未来を予言してはくれるが，そ
のうちどの選択肢を取るべきかは 社会で議論して意思決定すべきこと  

 

Further Readings 

[1] 戸田山和久『科学哲学の冒険：サイエンスの目的と方法をさぐる』NHK 出版(2005) 

帰納と法則の間の「悩ましい問題」から始め，科学哲学の主要な問題へとセンセイと 2 人の学生間の対話
形式で入門させてくれる． 

[2] 伊勢田哲治『疑似科学と科学の哲学』名古屋大学出版会(2003) 

[1]よりは堅めの 1 冊だが，科学哲学の観点から科学とそうでないものの「線引き問題」に焦点を当てて論
じている． 

[3] W. Heydorn and S. Jesudason『TOK（知の理論）を解読する：教科を超えた知識の探究』Z 会(2016) 

国際的カリキュラムで採用されている，「我々はどのように知識を得ているのか」という「教科」の教科
書．自然科学以外にも，数学や人文学などの知識の獲得法を論じている． 

[4] 戸田山和久『「科学的思考」のレッスン 学校では教えてくれないサイエンス』NHK 出版(2011) 

[1]と同著者．前半ではやはり科学哲学について述べているが，後半で科学技術社会論についても述べてい
るあたりが 1 冊でお得かもしれない．東日本大震災の原発事故を踏まえ，間もなく書き下ろされている． 
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科学倫理 

ねらい：科学界での倫理規範を守って調査できる． 

 

大原則： 自身が行ったことと他者が行ったことを誠実に述べる （学問的誠実性） 

 

捏造(fabrication)・改竄(falsification)：自分がやってもいないことを，さもやったかのように標榜するこ
と．得られてもいないデータ（群）をさも得られたかのように標榜すること． 

例 

 

 

 

 

 

 

盗用（剽窃, plagiarism）：他者の表現（文章，図表など）やデータ，アイデアを，出典表記なしに用いるこ
と（※著作権を侵害していなくても盗用となりうる）． 

例 

 

 

 

 

 

 

※本授業の期末レポートで上記に該当する不正行為を行った場合，試験におけるカンニング等と同様に厳正に
対処します！！！ 

 

Further Readings 

[1] 黒木登志夫『研究不正：科学者の捏造，改竄，盗用』中央公論新社(2016) 

自然科学の研究を中心に，それ
以外の分野（旧石器捏造）や研
究以外（大阪地検特捜部）から
も豊富にこれらの不正事例を集
め，分析している．著者の専門
である医学系の専門用語が説明
なしに登場するが，分からない
部分は読み飛ばして良い． 

 

  

 出典：黒木登志夫「研究不正」日本学術振興会，https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/2015_3.pdf 

（2018. 4. 26 閲覧） 



3 年 理科γ 

論文の構成 

ねらい：科学論文では，どのような情報をどこに書くべきか説明できる． 

 

科学論文の構成： Introduction, Method, Result And Discussion (IMRAD)  

 

* 題目(Title)：当然必要．研究の内容を簡潔に要約する． 

※論文であればこの後に「要約」(Abstract)を記載することがほとんどである． 

1. 序論(Introduction)： 本研究で取り組む問いを立てる ．本研究の 意義 を説明するとともに，関連
する 先行研究 で得られた知見を説明する．他者のアイデア・表現を出典無しで用いた場合，盗用とな
る． 

※実験レポートの場合は単に「目的」(Purpose)とされる場合も多く，さらに場合によっては「原理」
(Theory)をこの後の節に分けて書くこともある． 

2. 方法(Method)：使用器具・材料や，行った調査方法を述べる． 読者が実験を再現できる ように書く．
実際に行っていない操作を書いた場合，捏造／改竄となる． 

※「器具」(Apparatus)や「材料」(Material)をこの前の節に分けて書くこともある．実験レポートの場合，指
示書を丸写しした場合は盗用となる． 

3. 結果(Result)：前節の方法で得られたデータおよび，そこから一般的に受け入れられている計算式等によ
り得られた結果を記載する．実際に得られたわけでもないデータを書いた場合，捏造／改竄となる．自ら
が得ていないデータを出典無しで用いた場合，盗用となる． 

4. 考察(Discussion)：前節の結果についての 自らの分析を述べ ， 立てた問いに答える ．今後の展望
についても述べる．他者のアイデア・表現や自らが得ていないデータを出典無しで用いた場合，盗用とな
る． 

※問いに対する答えを「結論」(Conclusion)としてこの後の節に分けて書くことも多い． 

* 参考文献(References)：文献リスト．番号は振らない． 

 

※  実際に自身が行った・得た事実 ⇒過去形 

 知られている or 自らが考察した科学としての一般論 ⇒現在形 

 

Further Readings 

[1] （各大学で行われている実験授業についてのレポートの書き方資料） 

実験レポートの書き方には様々なローカルルールがあるため，いくつか見てみること．本ハンドアウトで
はなるべく一般論を記したつもりである． 

[2] 酒井聡樹『これからレポート・卒論を書く若者のために』第 2 版，共立出版(2017) 

各節の役割について詳しく記載されており，かつ中高生にも読みやすい． 

[3] G. L. Squires，重川秀実ら・訳『いかにして実験をおこなうか：誤差の扱いから論文作成まで』丸善(2006) 

大学生向け．誤差論に関する章はやや難しいが，5KP で実験を行う際には参考にする価値はある． 
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科学の調査法 

ねらい：様々な科学の調査法の特性を説明できる． 

 

実験(Experiment)：「自然を拷問にかけて結果を引き出す」（伝・フランシス・ベーコン，17 世紀） 

 仮説検証 型……仮説「A のときに B が起こるはずだ」⇒ A の状況を実現させ ，その状況で 確かに B

が起こること を確かめる 

他にも数値測定型（物理的数値の測定），探索型（化学物質の合成）など〔分類は若杉による〕 

いずれも 再現性 が重要 

 

観察(Observation)：ありのままの自然の姿を見る……データそのものの再現可能性は低いが 類似の状況下
での観測 で類似の観察結果が得られることが期待される 

巨大観測装置での観察（天文学）はほぼ実験と大差ない……計器の改良が論文になる 

生物学・地球科学で特に重要なのが フィールド 調査……仮説検定型よりも探索型の方が多い 

 

理論研究(Theoretical Approach)：演繹型……既知の理論から演繹して 新たな現象を予言 or 今まで説明
できなかった現象を説明  

帰納型……既知のデータを説明する新たな理論を作る（極めて稀で画期的） 

その他，「物理的」ではないモデルを考えることも〔⇒それは本当に「科学」か？〕 

 

シミュレーション(Computational Approach)：既知の理論式もしくは妥当と思われるモデル式をコンピュ
ータに計算させて，新たな現象を予言する or 現実世界と比較する 

 

データ処理：生物学を中心に，大量の取得済データ（ゲノムなど）の分析のみを分業することも 

 

実験・観察は特に 安全第一  

高速，大重量，高温，高圧，高電圧，劇薬物，鋭利器具，危険生物，危険地形…… 

 

Further Readings 

[1] 岡本尚也『課題研究メソッド』啓林館(2017) 

自然科学だけでなく，人文・社会科学の調査法も，それぞれ簡潔に記してある．一般の流通ルートに載っ
ていないのが難点． 

[2] G. L. Squires，重川秀実ら・訳『いかにして実験をおこなうか：誤差の扱いから論文作成まで』丸善(2006) 

[3] 琉球大学化学安全教育プロジェクトスタッフ「化学実験の安全ガイドライン」(2007) http://chem.sci.u-

ryukyu.ac.jp/doc/guide.pdf （2018. 5. 7 閲覧） 

化学実験を行うなら一読すべき．有毒ガスや廃液処理など，中等生の意識にあまり登らない点こそ重要． 

[4] 立正大学地球科学部環境システム学科・編『環境のサイエンスを学ぼう：正しい実験・実習を行うため
に：野外調査／室内実験／機器分析／データ処理』丸善プラネット(2016) 

[5] T. Greenwood et al.，後藤太一郎・監訳『ワークブックで学ぶ生物学実験の基礎』オーム社(2014) 

[4][5]はフィールド系を中心として，若杉が語りきれない分野の補強に．  
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研究ノート 

ねらい：研究ノートに研究の過程を記録できる． 

 

研究ノートの役割： 

① 実際に行った方法・得た結果について記録し，証拠を残す （ ログブック ） 

② 研究中に行ったことや思いついたアイデアの整理に使う （ ラボノート ） 

知的財産の観点からは「いつアイデアを思いついたか」が重要になることも…… 

①と②の両立は基本的には難しい⇒以下主に①の観点から 

 

改竄をしていないことを証明するために…… 

 改竄不可能な筆記具で記載する（フリクションではないボールペ
ン，万年筆等），訂正は 二重線 で行う． 

 実験ごとに 実施日時 ・フィールド調査の場合 調査場所 を記
入する 

  ページ番号 を通し番号で記入する⇒中抜き・追加防止 

1. 方法 

 計画した実験方法をあらかじめ記入しておく．印刷物の貼付
可．計画と異なる操作を行った場合必ず 実際に行った方法へ
と訂正する ． 

 使用器具・材料やフィールド調査のルート等は必ず記載する． 

2. 結果 

 測定した全てのデータを漏らさず直ちに記入する．明らかな測定ミスがあった場合は 値を記入した
うえで測定ミスと判断した根拠を記載 ． 

 化学実験であれば 色の変化や気泡・沈澱の発生 など，観察された事実を可能な限り直ちに記載す
る．生物学・地球科学等で写真を撮影する場合も，その場で同時にスケッチを行う． 

 その他，気づいたこともその場で直ちに記載する． 

 

Question: 生のデータとは一体何か？実験者の解釈を含まないデータなど存在するのか？ 

 

本授業での実験ノートのルール：ルーズリーフ不可，ボールペン（フリクション不可）や万年筆などを使用する．何かを貼付
する際はテープではなく必ず糊を用いる．授業内での実験は，時限を記入することで時刻を代替可．実験後には若杉のサイン
を必ず受ける．共同実験においても，必ず全員が個人のノートに記入する．誰かが代表して測定を行った場合は，代表者が直
ちに実験ノートに記入するのは当然として，その後間を置かずに残りの班員もデータを自身のノートに記入すること． 

 

Further Readings 

[1] 黒木登志夫『研究不正：科学者の捏造，改竄，盗用』中央公論新社(2016) 

[2] 野島高彦『誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方：研究を成功させるための秘訣』化学同人(2017) 

本授業とは異なり，②のスタイルを推奨しているが，一読の価値あり．若杉は，①と②（もしくは実験レ
ポート）を両方作るのがよいと考えている． 

 〔出典：[1]〕 



3 年 理科γ 

データ処理① 

 

ねらい：多量のデータを図や統計量にまとめられる． 

実験データから理論パラメタを推定できる． 

 

1. 記述統計 

大前提： 情報量 と わかりやすさ とのトレードオフ 

原則： 生データから順番に情報量を減らしていく  

 

①  生のデータをそのまま眺める  

②  散布図 ， ヒストグラム などの図にまとめてみる 

③ データを要約するいくつかの 要約統計量 にまとめる 

 

代表的な統計量： 

データのおおよその大きさを示す統計量： 標本平均 ， 中央値 ， 最頻値  

データのおおよそのばらつきを示す統計量： 標本標準偏差 ， 四分位偏差  𝑁回の測定で 標本 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁が得られたとき，標本平均𝑚および標本標準偏差𝑠は 𝑚 = 1𝑁 (𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑁) 𝑠 = √ 1𝑁 − 1 {(𝑥1 −𝑚)2 + (𝑥2 −𝑚)2 +⋯+ (𝑥𝑁 −𝑚)2 

※𝑠2を 標本分散 という 数学の授業（および大学入試）と定義が異なるので注意 

 

2 種類のデータの関係性を表す統計量： 検証  

標本(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2),… , (𝑥𝑁, 𝑦𝑁)が得られ，𝑥の標本平均，標本標準偏差，𝑦の標本平均，標本標準偏差がそれぞ
れ𝑚𝑥, 𝑠𝑥, 𝑚𝑦, 𝑠𝑦であるとき，相関係数𝑐は 𝑠𝑥𝑦 = 1𝑁 − 1 {(𝑥1 −𝑚𝑥)(𝑦1 −𝑚𝑦) + ⋯+ (𝑥𝑁 −𝑚𝑥)(𝑦𝑁 −𝑚𝑦)} 𝑐 = 𝑠𝑥𝑦𝑠𝑥𝑠𝑦 

※𝑠𝑥𝑦を 標本共分散 という 数学の授業（および大学入試）と定義が異なるので注意 
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2. 点推定 

真の値が𝜇であるとき，測定により標本𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁が得られた ⇒ 𝜇は未知だが，標本平均𝑚を真の値に近いと 推定 するのは妥当 

理由：𝜇より離れた標本値ほど，そのデータが実験で得られる確率は低いはずである⇒標本の「中心」が𝜇 𝑑2 = (𝑥1 − 𝜇)2 + (𝑥2 − 𝜇)2 +⋯+ (𝑥𝑁 − 𝜇)2を最小にする𝜇は𝜇 = 𝑚である 

 

理論直線が𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏であると期待できるとき，𝑥を𝑥 = 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁と変化させて𝑦を測定すると，それぞれの𝑥
で𝑦 = 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑁が得られた．このとき𝑎, 𝑏を推定したい ⇒ 𝑥 = 𝑥𝑖のとき， 𝑎𝑥𝑖 + 𝑏 から離れた𝑦ほどそのデータが実験で得られる確率は低いはず 

⇒𝑑2 = (𝑎𝑥1 + 𝑏 − 𝑦1)2 +⋯+ (𝑎𝑥𝑁 + 𝑏 − 𝑦𝑁)2 を最小とするような𝑎, 𝑏を推定値とすれば良い 

 

 

 

 

Further Readings 

[1] 数学Ⅰ教科書・数学 B 教科書および各種参考書 

統計に関する図書は大抵，数学的予備知識を必要とするため，中高生向けに推薦できる図書は多くない． 

[2] 稲葉由之『プレステップ統計学Ｉ 記述統計学』(2012)『プレステップ統計学 II 推測統計学』(2013)ともに
弘文堂 

強いて言えば比較的読みやすいが，それでも数学Ⅱ・B 程度の予備知識はあるとよい． 

[3] 西原史暁「整然データとは何か」『情報の科学と技術』67(9), 448-453(2017) 

コンピュータが処理しやすい表計算のデータ形式についての解説．ウェブで公開されている． 
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データ処理② 

 

ねらい：標本平均のばらつきの幅を推定できる． 

    ある標本がある母集団から取り出されたか否かを判断できる． 

 

3. 区間推定 

標本平均𝑚を真の値𝜇に近いものと推定する ⇒ その誤差はどの程度と見積もれるだろうか？ 

 

 中心極限定理 ：ある種の条件を満たす 独立な 測定を𝑁回行い（𝑁は 十分大きい ），標本平均𝑚，標
本標準偏差𝑠が得られたとする．標本平均を求める操作を何セットか繰り返して標本平均のヒストグラムを書く
と，そのヒストグラムは「母平均 𝜇 ，母標準偏差 𝑒 の 正規分布 」の形状に近づくことが知られてい
る． 

※𝑒 = 𝑠/√𝑁 を 標準誤差 という． 

このとき，測定値を𝑚± 𝑒と誤差を含めて測定値を表現する． 

母平均𝜇，母標準偏差𝜎の正規分布の「ヒストグラム」を描く
と，𝜇 ± 𝜎の範囲内に 68%，𝜇 ± 2𝜎の範囲内に 95%，𝜇 ± 3𝜎の
範囲内に 99.7%が含まれていることが知られている． 

 

4. 仮説検定 

Question: 100 回振って 51 回表の出るコインがある．このコインは表が出やすいイカサマと言えるか？
1,000,000 回振って 510,000 回だったらどうか？ 

 

 仮説検定 の考え方：示したいのは「このコインは表の出る確率のほうが多いイカサマコインである」とい
う仮説（ 対立仮説 ）であるが，敢えて仮にその否定「このコインが表裏 1/2 ずつの確率で出る」という仮説
（ 帰無仮説 ）を信じる．そうしたときに，𝑁回振って𝑛回以上表が出る確率（ p 値 ）を計算してみる．
その現象が起こるのが奇跡と思えるほど確率が低かったとしたら，帰無仮説を信じるよりも，イカサマコイン
であると疑う＝「 有意 に表が出る確率が高い」と思うほうが適切だろう． 

⇒1/2 のコインを 100 回振って 51 回以上表の出る確率は 46%……こういうことが起きても全くおかしくはない 

 1,000,000 回振って 510,000 回以上表の出る確率は3 × 10−89……奇跡が起こったわけでもない限りイカサマ！ 

p 値が 0.05 以上であれば偶然起こっただけと考えられる場合がほとんど．0.05 未満のときに帰無仮説を否定する場合が多いが，よ
り「保守的」には 0.01 を判断基準とすることもある．素粒子物理学で新粒子を発見したと主張できる基準は非常に厳しく，3 ×10−7である． 

仮説検定の例： 

測定装置の信号は，予言されている素粒子が発見されたときに出る信号か，単なるランダムノイズか？ 

新薬候補を投与したラット群と偽薬を投与したラット群の平均余命の差は新薬の効果か偶然のどちらか？ 

Further Readings 

[1] 粕谷英一『生物学を学ぶ人のための統計のはなし―きみにも出せる有意差』文一総合出版(1998) 

実際の研究で溢れている不適切な検定の使い方について，確率の手計算を行いながら対話形式で例示して
いる．タイトルは皮肉である． 

正規分布の形状： 
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論文の文章 

 

ねらい：伝わりやすく誤解を生まないような文章を書ける． 

 

科学的コミュニケーションの大原則：ディスコミュニケーションの責任は 発信者  

…… 論文は伝わりやすく書くのが最優先  

Word 等ワープロソフトの自動校正機能を活用する 校正ツール『Tomarigi』も便利 

 

5. 単語 

多義的な一般語彙を避け，意味が制限された専門語彙を用いると文章が明確になる 

Question: 次の文中の「よい」をより適切に言い換えよう 

「炭酸水素ナトリウムの熱分解を行うとき，試験管の口の高さを加熱部より下げるとよい」 

 

「試験管の口についた液体には青色の塩化コバルト紙をつけるとよい」 

 

冗長な単語はなるべく省く（論文は Simple is best ） 

例：この測定を行ったことにより →  この測定により  

 

口語的な語彙はなるべく避ける 例：こんなふうに →  このように  

 

6. 文 

原則：一つの文には 一つの主張   

⇒ 長くて分かりにくい文は大抵複数に分けられる 例：～～だから，～～して，～～すると，～～となり… 

 

 修飾・被修飾 関係の曖昧さを排除する 

Question: 「黒い目のきれいな女の子」……「黒い」のは何？「きれい」なのは何？ 適切に言い換えてみよう 

 

 

 

 

 

 

 主述のねじれ に気をつける（特に主語が省略されている場合に注意する） 

例：「本研究の目的は，ジュールの法則を検証する．」 

 

 既知情報 を前に， 未知情報 を後に持ってくるのが原則 

ビーカーに塩酸を入れた．次に，水酸化ナトリウム水溶液をビーカー内の塩酸に滴下した． 

→ ビーカーに塩酸を入れた．次に，ビーカー内の塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を滴下した． 
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7. 段落 

原則：一つの段落には 一つの主題  

段落冒頭にはその段落で述べた内容を要約する トピック・センテンス を置く 

計測は次のように行った．電源装置の出⼒を上げ，電圧および電流が⼀定の値を取りながら温度計の温度が
安定して上昇するまで待った．出⼒が安定したら，ストップウォッチを⽤いて時間を計測し，60 s おきに
300 s 経過するまで温度計で水温を計 6 回計測した．この過程において，熱量計内の水は常に撹拌を続け，ま
た加熱中に電圧が変化した場合は電源装置の出⼒を調整することで電圧を元に戻した． 

 

段落内の各文は接続詞を用いなくても文同士の関係（論理関係，時系列 etc）が分かるように配列されているの
がベスト……それが難しい場合は接続詞を活用 

 逆接 の接続詞は多用注意（通常は 1 段落あたり 1 個までで十分のはず） 

 

8. 階層構造 

「章 → 節 → 項 → 段落 → 文」の順に階層構造 

Example: 『トランプタワーはどのように崩壊するか？』 

目次 

1 序論 

1.1 トランプタワーとは 

1.2 トランプタワーと静止摩擦 

1.3 先行研究 

1.4 本研究の目的 

1.5 本論文の構成 

2 床・トランプ間摩擦係数の影響の実験的検証 

2.1 目的 

2.2 方法 

2.3 結果 

2.4 考察 

3 トランプ・トランプ間摩擦係数の影響の実験的検証 

3.1 目的 

3.2 方法 

3.3 結果 

3.4 考察 

4 静止摩擦を含むローラー接合の理論的解析 

4.1 モデル 

4.2 理論解析 

4.3 考察 

5 結論 

5.1 本研究のまとめ 

5.2 今後の展望 

A 付録・トラスと不静定構造 

参考文献 

謝辞 

 

Further Readings 

[1] 木下是雄『理科系の作文技術』中央公論新社(1981) 

この種の書籍なら古典中の古典．KP で理科系の論文に取り組む場合は，必読と言って過言ではない． 

[2] 木下是雄・原作，久間月慧太郎・画『まんがでわかる 理科系の作文技術』中央公論新社(2018) 

[1]の発売から 37 年を経て，漫画版が出版された．とはいっても，かなり現代的に翻案はされている．読み
やすいことは読みやすいので，最初の一冊としてはおすすめする． 

[3] 酒井聡樹『これからレポート・卒論を書く若者のために』第 2 版，共立出版(2017) 

以前にも紹介したが，文章の書き方についても触れられている． 
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論文の図表 

 

ねらい：伝わりやすく誤解を生まないような図表を作れる． 

 

図表についても Simple is 

Best……「データ／インク比
を減らせ」E. Tufte 

 

図表は番号を振り，本文中で
参照する 

 

色は 3 次元のデータ量を持っ
ている 

（ 色相 ， 明度 ， 

 彩度 ） 

 

9. 表 

なるべく罫線は減らす 

（特に縦罫） 

センタリングは多用しない 

（原則左揃え，数値は 小数点揃え ） 

 

 

10. 図 

原則：情報を伝えるために残さなければならない情報はなにか？削ってよい情報はなにか？ 

（例：写真 ⇒ 実体配線図 ⇒ 回路図） 

 

模式図……なるべく直線を使用   鉄道路線図は好例 

写真 vs 線画  写真の情報量が常に必要か？ 

 

 

 
 

a) 簡単に描いた模式
図 

b) (a)をより可視性
が上がるよう修正し
た図 

図 2 模式図の例 
 

  

a) 実物の写真 b) (a)をトレースして構
造を抽出した線画 

図 3 写真と線画の対比 

 

  

 図 1 ナポレオンのロシア遠征の経路，人員，帰路の気温 

〔出典：V. Chevallier, "Notice nécrologique sur M. Minard, inspecteur général des ponts et chaussées, en 

retraite," Annales des ponts et chaussées, 2 (1871), 1-22.〕 

表 1 罫線の少ない表の例 

都市 最高気温 [℃] 最低気温 [℃] 

札幌 -2.3 -4.3 

東京 8.3 4.1 

那覇 20.1 15.0 

ウラジオストック -6.4 -10.4 

シンガポール 28.5 23.2 
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a) 不適切なグラフの例（Excel のデフォルト） b) (a)を適切に修正したグラフの例 

図 1 量を表すグラフの例 

  

a) 不適切なグラフの例（Excel のデフォルト） b) (a)を適切に修正したグラフの例 

図 2 比率を表すグラフの例 

11. グラフ 

軸名・目盛・単位は必須     3D グラフ は使わない 

尺度水準の考え方 

1.  名義尺度 ：数値の大小に意味のない尺度（例：クラス） 

2.  順序尺度 ：数値の大小比較はできるが差をとることに意味のない量（例：出席番号） 

3.  間隔尺度 ：数値の差はとれるが比をとることに意味のない量（例：摂氏温度） 

4.  比率尺度 ：比をとることに意味のある量（例：大抵の物理量） 

棒グラフ：棒の長さは 比率尺度 に対応させなければならない 

線グラフ：両軸の量は 間隔尺度 以上に対応させなければならない  理論曲線 vs 折れ線 

円グラフ：全体に対する割合を表現したいとき以外は使わない 

Further Readings 

[1] 東京大学 HWB プロジェクト「グラフを描く際の基本事項」https://hwb.ecc.u-tokyo.ac.jp/current/applications/sp
readsheet/basics_on_graph/ 
MS Excel を使った具体的なグラフの描き方を詳細に述べている． 
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文献の参照法 

 

ねらい：論文中で文献を正しく参照することができる． 

 

12. 文献情報の記載 

図書： 著者名／編者名，（訳者名，）書名，版番，出版社名，出版年  

例： 

清水明，『量子論の基礎：その本質のやさしい理解のために』，新版，サイエンス社(2004)． 

R. P. ファインマンほか，坪井忠二・訳，『ファインマン物理学 1 力学』，新装版，岩波書店(1986)． 

L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Mechanics, 3rd ed, Butterworth-Heinemann (1982). 
 

論文： 著者名，論文名，雑誌名，巻番，号番，ページ番，出版年  

例： 

J. D. Watson and F. H. C. Crick, “Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid”, Nature, 
171, 4356, 737-738 (1953). 
 

その他，ウェブサイトであれば URL・ 閲覧日 等を記載する 

特にオープンデータを用いる際は出典表記に注意 

 

13. 文献の参照・配列法 

自然科学であれば，バンクーバー方式（文献を 登場順 に並べ，登場順の番号で参照する）が多い 

DNA は二重螺旋構造をしていることが Watson らにより示された[1]．この DNA は複製の際，片側を鋳型に
してもう片側が合成される，半保存的複製をしていることが Meselson らにより示されている[2]． 

 
[1] J. D. Watson and F. H. C. Crick, “Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose 

Nucleic Acid”, Nature, 171, 4356, 737-738 (1953). 
[2] M. Meselson and F. W. Stahl, “The replication of DNA in Escherichia coli.”, Proc. Natl. Acad. Sci., 44, 7, 

671-682 (1958). 
 

そのほか，ハーバード方式（文献を著者順に並べ，著者名＋年号で参照する）が使われることも 

 

Further Readings 

[1] 科学技術振興機構『参考文献の役割と書き方：科学技術情報流通基準(SIST)の活用』(2011) http://jipsti.jst.g

o.jp/sist/pdf/SIST_booklet2011.pdf（2018. 7. 2 閲覧）． 

より詳しい参考文献の書き方はここを参照すればよい． 
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口頭・ポスター発表 

ねらい：聴衆に伝わるようにスライド・ポスターをデザインし，説明できる． 

14. スライドの作成法 

原則：1 スライドに 主題は 1 つ  各スライドには必ず タイトル  

（1 スライド 1 分程度が目安だが，優先度はこれより低い） 

あくまで口頭発表の補助資料……スライドには発表概要のメモ＋口頭で伝えにくい図表 

（ 話す内容をすべて書く必要はない ） 

 

冒頭にスライドの構成，発表の最後に発表のまとめ（「ご清聴」のみのスライドは不要） 

発表まとめ以降に質疑応答対応のスライドを用意 

 

原則発表中にスライドを戻らなくて済むようなスライド構成 

アニメーションは多用しない 読める文字サイズ フォントはゴシック体が基本（文章では明朝体） 

 

配色には理由が必要（背景色，文字色，強調色の 3 色が基本， カラーユニバーサルデザイン に配慮） 

 

15. ポスターの作成法 

ポスターの特徴：情報を 2 次元状 に配置できること ⇒ 論理構造と対応したレイアウト 

論文の章レベルに対応して紙面を小ブロックに分割 

 

ポスター発表の補助が口頭説明……スライドよりは細かく，でも箇条書き等を活用し文字数節約 

（論文では箇条書きは使わない） 

 

16. 口頭での話し方 

最重要： 時間を守る  口頭発表なら発表時間±5%が限度 

あらかじめ予想できる質疑応答への対応も 

慣れないうちは話す内容を整理するため，必ず原稿を書く ただし発表では原稿は読まない（確認は OK） 

原則 結論 ⇒ 理由 ， 概略 ⇒ 詳細 の順：聞き手が話題の焦点を合わせやすいように 

良い姿勢で明瞭に話す 話す際には必ず聞き手の様子を確認（慣れていない教育実習生の授業を思い出す！） 

 

ポスター発表の場合，5 分程度の説明＋1 分程度のダイジェストを用意しておく 

 

Further Readings 

[1] 高橋佑磨・片山なつ『伝わるデザインの基本：よい資料を作るためのレイアウトのルール』増補改訂版，
日本評論社(2016) 

前回の図表の配色とも併せて，デザインの基本について述べている．ウェブに簡易版も掲載されており，
どちらかは発表前に必読． 

[2] 宮野公樹『学生・研究者のための 使える!PowerPoint スライドデザイン 伝わるプレゼン 1 つの原理と 3 つ
の技術』(2009)，『学生・研究者のための伝わる! 学会ポスターのデザイン術』(2011)，ともに化学同人 
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