
 

 

「理科系の論文作法」練習問題の例解「理科系の論文作法」練習問題の例解「理科系の論文作法」練習問題の例解「理科系の論文作法」練習問題の例解    

    一般に，良い文章にも多くの変形が可能であり，解答はひとつには決まらない．以下に示すの

は解答例であり，それら以外にも正解があることを注意しておく．ここで紹介した解答例を見て，

よい文章をつくるための感覚を養ってほしい．そうすれば，これらの解答例と完全に一致しない

文章でも，正解かどうかの判断がつくようになるであろう． 

    
ⅡⅡⅡⅡ章章章章    練習問題練習問題練習問題練習問題    解答解答解答解答    

ⅡⅡⅡⅡ1111----1111．．．．        

(1) 適切．（キーワードを４，５個含んでいる）  

(2) 長すぎる．「新しい３次元画像解析技術を応用したＣＴ画像の表示法」がよい． 
(3) 長すぎる．「酸化チタンのコーティングによって金属板への気泡付着を排除する技術」がよい． 
(4) 「観察実験」はくどい．「加振した粒子液体混合系における流動化の観察」でよい． 
(5) 「について」は不要．例を４つも挙げるのは多すぎる．「ゾウリムシ，ボルボックスなどの教材用微生
物の飼育」でよい． 
(6) 「実験結果の報告」は不要．試作したら，実験し，報告するのは当然である．「高校の理科教育に適し
た水素酸素電池の試作」でよい． 
    
ⅡⅡⅡⅡ1111----2222．．．．        

(1) 「解を求める方法」は削除（一般的過ぎる）．「因数分解による方法」は「因数分解」とする．「解の多
重性の検討」は「貝の多重性」でよい．「無限大」は削除（一般的すぎる）．他はそのままでよい． 
(2) 「空気の屈折率」と「溶液の屈折率」の２つを入れるとくどくなる．「屈折率」だけでよい．「食塩水
によるモデル実験」は長すぎるので，「モデル実験」とする．他はそのままでよい． 
(3) 「ＤＮＡ」，「遺伝子解析」があるので，「遺伝子技術」は削除してよい．「植物の環境適用性」も長す
ぎるので，「環境適用性」とする．他はそのままでよい． 
(4) 「相互コミュニケーション方式」と「新しい集団行動」は長すぎるので，「コミュニケーション方式」
や「集団行動」とする．他はそのままでよい． 
(6) 数値地図による地形の推定，アメリカ地質調査所，国土地理院，ＣＤ-ＲＯＭ，解像度の影響 
 
ⅡⅡⅡⅡ1111----3333．．．．        

(1) 「測定することにした」は「測定した」とする．実験結果の報告なので，「減少によることがわかる」
は「減少によることがわかった」と，過去形にする．「また，個人差によるデータのばらつきがあり，それ

を解析する．」は冗長であるので，「個人差によるデータのばらつきの程度を解析した．」とする．図 3.4を
引用することは，要旨では不適切である．以上から，下記のように訂正するのがよい． 
「３０名のＪリーグサッカー選手について，ランニングマシン上で全力走行時における呼吸の換気係数の

値を，ブレス・バイ・ブレス方式により測定した．運動開始時の呼吸回数の急激な増加は，呼出時間の急

激な減少によることがわかった．個人差によるデータのばらつきの程度を解析した．この結果は，先行研

究の結果とほぼ一致する．」  
(2) 「ライデンフロスト効果」や「自励振動」の一般的な導入は，要旨ではなるべく簡潔に書くべきであ
る．一般的な用語の引用では，「呼ばれた」は不適切で，「呼ばれる」と書くべきである．「振動モードが現



 

 

れた機構」は，この現象が既知のものであることから，現在形に直す．「水滴と板の温度差が 150℃以上の
場合」は重要な結果なので，カッコに入れず述べる．理論解析の内容については，現在形で述べる．以上

から，下記のように訂正するのがよい． 
「過熱した平板上に１滴の水滴を置いたときに，蒸気の熱伝導導が悪いために蒸発速度が遅くなる，いわ

ゆるライデンフロスト効果が現れる．この水滴は，上から見ると多角形の対称性を持つような水平方向の

自励起動を始める．この振動モードが現れる機構を，流体力学の方程式を用いて理論的に解析する．その

結果，水滴と板の温度差が 150℃以上の場合は，自励振動が発生することが導かれる．」 
(3) 第 1 文と第２文は冗長であるので，なるべく簡潔にする．要旨では，なるべく数式を入れない．「フ
ィボナッチ数と・・・が示される．」の文は，かなり煩雑であり，難解である．文を 2 つにわける．また，
点を打っていく実験をしたようなので，その部分は過去形で述べる．以上から，下記のように訂正するの

がよい． 
「ひまわりの花の配列に多数のらせんが生まれる仕組みが昔から研究されている．らせんの本数は，フィ

ボナッチ数（1,2,3,5,8,13,21,34,55,．．．）のどれかになっている．フィボナッチ数と黄金比（1：1.618）に
は深い関係があることを考慮し，ひとつの実験をおこなった．ある中心のまわりに密に巻いたらせんを描

き，それに沿って一周の角度を黄金比に分割しながら点を打っていくと，ひまわりパターンが得られるこ

とが示された．」 
  

    

ⅡⅡⅡⅡ2222----1111．この練習問題で与えた課題については，それらに対する興味の持ち方，あるいは著者の予備知識

の深さによって序文の内容がかなり異なってくる．したがって，皆さんは，自分自身の理解に基づいて筋

道を組み立てていけばよい．ただし，平易で明快な文章を書き，読者を自然にそれらの課題に引き込んで

いくよう注意してほしい．以下の解答例の各段落に付加したカッコつきの語句は，段落の働きを示したも

のである．皆さんが解答を作る際にはつけなくてもよいが，各段落の役目を意識しながら解答を考えるこ

とは必要である． 

 (1) サイコロを振ると，1から 6までの目が等しい確率で出ることは既知の事実である．ところが，それ
らの確率が等しいとしても，実際にはサイコロの目は偶然に支配されて出てくる．したがって，サイコロ

を振って出る目の頻度は，必ずしも等しいとは限らず，ある程度のばらつきが伴っている．確率が等しい

こと，および頻度にばらつきがあることという，一見すると相反する事実はどのように理解したらよいで

あろうか．（この段落は問題点の提示） 
 従来の経験事実によれば，サイコロをふる回数が大きいほど，このばらつきが小さくなることが知られ

ている．したがって，この回数を大きくしていった極限として頻度のばらつきが０になることが予想され

る．この状態が，出る目の確率が等しいことに対応すると考えられる．しかし，この主張は単なる推定に

過ぎないので，なんらかの実験をして確かめる必要がある．（この段落は仮説の提示） 
 サイコロを無限の回数ふることは，実際には不可能である．しかしながら，サイコロをふる回数と，頻

度のばらつきの程度の関係を調べれば，回数を無限に多くしたときにばらつきの程度がどんな値に近づく

かわかるであろう．そこで，いくつかの回数についてばらつきの程度を求め，これらの関係を求めること

を本研究の目的とする．（仮説を検証する方針の提示．これが目的の提示になっている） 
 まず，サイコロをふる回数を 144とし，そのとき出る目の頻度分布を求める．その際，頻度のばらつき
の程度を数値的に表す方法を定義する．その後，回数をいろいろと変えて，回数とばらつきの程度のデー

タをグラフで表し，それらの間の関係を探ることにする．（具体的な方法の概略） 



 

 

  
(2) 私たちにとって，大気圧というものを実感することはまれである．私たちの体表は，もちろん大気圧
によって内側に向かって押されている．同時に，大気圧は私たちの体の内部にも及んでいて，それは皮膚

を内側から外に向かって押している．したがって，皮膚の内外の圧力はつりあっているので，皮膚の感覚

器官は刺激を受けない．これが，大気圧を実感しないことの理由である．（大気圧の性質の導入） 
 ところで，理科教育の現場においては，大気圧が存在することを生徒に納得させたいという希望が強い．

そのためには，大気圧があるために生じる現象をとりあげ，それに関する実験をおこなうのがよい．上に

述べたように，大気圧が物体の内部にも及んでいて内外の圧力がつりあっていると，大気圧の効果をはっ

きりと見ることができない．したがって，故意に圧力差を作ることが必要になる．その最も簡単な方法は，

中空の容器の内部を真空に近くすることである．（理科教育において大気圧を実感させる方法） 
 容器の内部を真空に近くする方法には，いくつかある．そのうちで，最も簡単であり，おおきな容器に

よって迫力をもつ方法は，次のものである．水を沸騰させて生じた水蒸気をドラムカンに満たし，ふたを

した後，ドラムカンに水をかけて冷やす．すると，中の水蒸気が液化して圧力が大きく下がり，大気圧に

よってドラムカンがつぶれる．本研究の目的は，この方法によってドラムカンのつぶれ具合を観察し，大

気圧がどの程度実感できるかを調べることである．（具体的方法の概略と，目的の提示） 
 
(3) 天気予報の的中率は，一昔前に比べてかなり上昇した．たとえば，雨が降る確率を数値で予報するよ
うになったことは，予報がきめ細かくなったことの証拠である．その原因は，気象衛星で上空から大気の

様子を直接観察できるようになったこと，コンピューターを用いて大気の状態の変化を詳細に計算できる

ようになったことであろう．では，現在，天気予報はどの程度的中しているのであろうか．天気予報に関

与していない者が，的中率に興味を持ったとき，どのような方法でそれを調べればよいであろうか．（問題

点の提示） 
 私たちが通常目にする天気予報のデータは，新聞やテレビにでてくる週間予報である．そこでは，6 日
間程度にわたって予報された天気が，晴れ，曇り，雨，雪などを示す記号で表示される．それらの的中率

を知るには，この予報が当たる確率を調べればよいであろう．すなわち，ひとつの週間予報について，何

日後の予報が当たったか外れたかを記録しておき，この記録を１週間ごとに求めて平均すると，何日先の

予報が何％当たるかを調べることができる．ここでは，新聞の週間予報を試料として採用する．（研究方法

の提示） 
 なお，的中したかどうかの判定には，いくつか問題点がある．ひとつは，ある地域の天気予報を問題に

するとき，その地域内でも実際の天気が場所によって異なる場合がある．また，たとえば，晴れと予報し

た日が晴れのち曇りであった場合，当たりとするか，はずれとするかも迷うところである．これらの問題

点は，以下の節で議論する．（方法の問題点の指摘） 
 
 
 



 

 

  
ⅡⅡⅡⅡ3333----1111．．．．    

    石，紙，はさみのどれかを出すことを，「手」と表現することにする．手が同じであることを，「あいこ」

と表現する．    

    

    

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ⅡⅡⅡⅡ3333----2222．．．．高校の数学では，この問題を解く場合，関数の値や微分係数の値（＋，－，0の違い）を表に書き

入れ，それから最大値を求める．しかし，ここでは，あくまで文章の形式で解法を説明することにしょう． 

    

 関数 f(x) が最大値を取るところでは，f(x)の微分係数が０になる．したがって，まずｄf(x)／ｄｘ＝0 

を満たす x の値を求める必要がある．与えられた f(x) を微分することにより，次式を得る． 

 

 3人でじゃんけんをする 

はじめ 

3人はあいこか？ 

3人の手は皆異なるか？ 

yes 

2種類の手の内，勝った手の者を残す 

残った者は 1人か？ 

yes 

yes 
残った者を選ぶ 

終り 
   2人でじゃんけんをする 

あいこか？ 
yes 

勝った者を選ぶ 

終り 

no 

no 

no 

no 
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(1)式は，ｘについての 2次方程式である．それを解くことにより， 

 

                 ,1=x
 

を得る． 

 ところで，微分係数が０であるとこ

るいは最大最小のどちらでもない場合

関数の挙動，すなわちｘの増加にとも

なければならない． 

 (1)式からわかるように，微分係数の

－１で負，－１＜ｘ＜１で正，１＜ｘ

り，ｘ＝１では最大値をとることがわ

 ｘ＝１を f(x) に代入することにより

              )1( =f

 

を得る． 

 以上から，関数 f(x) は，ｘ＝１で最

 

ⅡⅡⅡⅡ3333----3333．．．．屈折率と光の入射角や屈折角

文で与えられているとしよう。ここで

するか、過去形にするかということに

の面に垂直な方向と、入射光や屈折光

スに入射する場合に、屈折率ｎ、入射

れる関係である。 

 

 実験装置には、左側の図に示すよう

ができる平らな台を用いた。とくに、

底面が平らであること、および底面と

 実験方法は次のとおりである。ガラス

行線ア、イを台の上に引いた。線イの

ンを結んだ線が線イと交わる角度を、

に示すように、それらが重なって見え
1−=x                               (2) 

ろで関数値が必ずしも最大になるとは限らず，最小になる場合，あ

もある．そのことを判定するには，微分係数が 0になる点の前後で，

なって関数の値が増加しているか，あるいは減少しているかを調べ

符号は １－ｘ2 の符号によって決まる．この数式の符号は，ｘ＜

で負である．このことから，関数 f(x)は，ｘ＝－１では最小値をと

かる． 

， 

2
1

11
1

2 =
+

                   (3)  

大値 1/2 をとる． 

の定義、およびそれらの関係をあらわすスネルの法則は、すでに序

は、それに基いて装置と実験方法の説明に限る。説明文を現在形に

ついて、とくに注意してほしい。なお、入射角や屈折角は、ガラス

の方向の間の角度である。スネルの法則とは、光が空気中からガラ

角θｉ、屈折角θｒ の間に成り立ち、ｎ＝sinθｉ／sinθｒ で表さ

に、透明な直方体のガラス、４本のピン、およびピンを立てること

ガラスの相対する２つの面が平行であること、台に接するガラスの

これらの平行な面が垂直であることに注意した。 

を台の上におき、２つの平行な面と底面の交線にそって、2本の平

近くに２本のピンＣ、Ｄを台に垂直に立てた。その際、これらのピ

３０～６０度の間に選んだ。これらのピンを線アの側から見て、図

るよう視線を選んだ。その視線にそって、２本のピンＡ，Ｂを台に

または 



 

 

垂直に立てた。 

 右側の図に示すように、ピンＡ，Ｂの位置、およびピンＣ，Ｄの位置をそれぞれつないだ線を引き、そ

れぞれ線Ａ、線イとの交点を求めた。それらの交点において、入射角 1、屈折角１、入射角２、屈折角２が

図に示すように定義される。これらの角度を測定した。ガラスと空気の間の屈折率ｎは、 

 

    (入射角１)     (屈折角２)  
        ｎ＝    ， あるいは  ｎ＝      
   (屈折角１)     (入射角２) 

 

で与えられる。なお、これらの公式で、分数の分子にくる角度は、ガラスの内部に定義される角度である

ことに注意されたい。これら２つの公式によって求めたｎの値は、一致するはずである。しかし、角度の

測定に誤差があることが予想されるので、かならずしも一致すると葉限らない。そこで、これらの公式で

求めた２つのｎの値を平均して、ｎの測定値とした。 

 以上の操作を、ピンの位置を何通りか変えて繰り返した。こうして求めたｎの値をさらに平均し、最終

的なｎの測定値とした。 

 

ⅡⅡⅡⅡ3333----4444．．．．    

 高速道路を自動車が通過する時刻を、次のような装置によって測定した。この装置は、ボタンを押すと

パルス的な電気信号が出る発信器（自作），この電気信号を記録できるテープレコーダ（××社、製品規格

××），このテープを再生してパソコンに信号を送ることができるＡＤ変換器（××社、製品規格××），

およびパソコン（××社、製品規格××）からなる。この装置の概略を示すブロックダイヤグラムを、図

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パルス発信機が出力するパルスの幅は、次々に通過する自動車が区別できるように十分小さくなるよう

調整した。パルスの高さは、テープレコーダーに本来含まれるノイズがパルスに比べて十分弱くなるよう

に設定した。一般に、人間が何かを見てボタンを押すとき、0.1～0.2 秒の遅れがある。この遅れが常に均

一になるよう、あらかじめ訓練をおこなった。ここでは、遅れのばらつきが常に 0.05 秒以下になるように

した。××高速道路の高速バス××停留所を選び、通過する自動車がはっきり見える場所に座り、1時間ほ

ど継続して測定した。 

 測定終了後、テープレコーダーに記録したデータを AD 変換機をとおしてパソコンに取り込んだ。この２

値化されたデータから、以下のようないくつかの解析をおこなった。 

（問題には解析の詳細が与えられていないので、解答としては以上でおしまいになる。実際の論文では、

これに続けて解析の方法を述べなければならない。)

自動車のイラ

ストを入れる 

測定者

のイラ

スト 

パルス発信機 テープレコーダー 

 AD変換機  パソコン 

測定時 

テープレコーダー 

解析時 



 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ4444----1111．．．．  

 この表には、次のような欠陥がある。 

１．単位がすべての数値についている。これらは、上の欄に１回示すだけでよい。 

２．小数点の位置がそろっていない。 

３．左端の数値には、「×108」という係数が共通してついている。これも上の欄に移したほうがよい。 

４．質量に単位がない。どうやら、地球の質量に対する割合のようである。 

なお、不等号「<」の意味が説明されていない（これらの数より多いという意味）。ただし、表のキャプシ

ョンに述べてあればかまわない。 

 

 
      軌道長半径  赤道半径    衛星     質量    自転周期 
       ×108km    km        （地球を１とする）    日 
  
  水星   0.579     2440     0       0.05527      58.65  
  金星     1.082       6052     0       0.8150      253.02  
  地球     1.496       6378     1       1.0000        0.9973  
  火星     2.279        3397      2       0.1074       １.0260  
  木星     7.783      71492     28<    317.84          0.414   
  土星     14.294       60268     30<     95.16          0.444   
 

 

ⅡⅡⅡⅡ4444----2222．．．．  

  (1) 数学的処理の説明図           (2) 測定結果の表示 

      )( ii xFy =    )( 11 ++ = ii xFy  

      
 
            )(xFy =  
 
 
 
   (3) 測定結果の表示 
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  (4) 相関の表示 
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ⅡⅡⅡⅡ5555----1111．．．． アンダーラインをつけた欠陥部分について、カッコ内に欠陥を指摘し、訂正案を矢印の次に示す。 

 (1) ここで開発したロボットは，状況に応じて自分自身を作り変え，要求に応じて対応できる能力をも

つことが示される（過去形にするべき→「示された」）．これは，今までの機械にない性質であり，今後こ

れをどのように発展させるか楽しみである（主観的過ぎる→「ということについて、多くの可能性を秘め

ている」）．そのためには，ユニットの小型化，高性能化，アルゴリズムの改良．．．．(結論では文を飾るべ

きでない→「等」）、この膨大な（口語的である→「多くの」）自由度が今後の研究にとって莫大な発展性に

なる（大げさすぎる→「があることが、今後の研究の発展性を保障するであろう」）． 

(2) 日本に生息する 2種のイタチに関して，頭部の形に着目した比較によれば，頭骨のサイズ（これも形

態的特長のひとつである）（結論ではこの語句は不用。その前に述べてあるはずである→削除）が異なるこ

とが明確になる（過去形にするべき→「なった」）．すでに山田，高橋らの研究（1998）によりこれら 2 種

が異なる環境で生息しているという知見が得られていることを（結論では従来の研究を引用しなくてよい

→「従来の研究も併せて」）考慮すると，頭骨の形は生態的意味をもつかも知れない（結論ではもっと断定

的な表現にするべき→「と考えられる」）． 

(3) 伝統芸能である能の所作のＣＧ化は，将来のインタラクティヴＣＧ技術（難解な合成語である→「視

聴者と作者の間に双方向の影響を保障するような CG 技術」）の向上にとって大変有意義である．そのため

には（この接続詞は論理的におかしい→「今後は」）、さらに高度の技術力が要求される。たとえば，リア

リティー向上のためには（「リアリティー向上」は始めて出てきた語句のようである→削除），モーション

ピクチャーの利用が不可欠であろう．今後とも，読者からのご批判を仰ぎたい．（結論ではこの文は不用→

削除） 


