
1．ま え が き

　皆さんは，すばらしい研究成果を出して期待に胸を
膨らませて国際会議や国際誌の舞台を踏んだことがな
いだろうか．そして，期待に反して自分の得た新しい
知見を欧米人に対してうまく表現できず悔しい思いを
したことがないだろうか．あるいは，海外のライバル
を差し押さえてわずかの差で自分の成果を正当にア
ピールしなければならないとき，英語という言語の壁
に阻まれいつの間にか口八丁手八丁のライバルに国際
学会での主導権を奪われてしまうといった経験はない
だろうか．
　本稿は，まだ英語で論文を書きなれない若手エンジ
ニア・研究者を対象として，国際の舞台で通用する英
語論文を書くための，国際経験豊かな筆者なりの入門
的ガイドラインを紹介する．ただし，英語表記に関す
る具体的なアドバイスを目的とするのではなく，技術
英語を書くための参考書を補完すると思われる基本的
考え方について，研究者の立場から，筆者の経験を交
じえてお話ししようと思う．

2．技術的内容が良くても評価されない ?

　日本は，技術立国を果たし，科学技術において名実
ともに世界トップクラスの座にあることは間違いない．
技術的報告内容も総じてトップクラスで日本人として
誇るに値する．にもかかわらず，実際の学会現場では，
その高い実力を十分に発揮できない「言語」という壁が
いまだにそそり立っているのも事実である．私は，日
本の一研究者として長年欧米コミュニティと交流を重
ねてきたが，英語のプロではない．それゆえに，その
つど日本と欧米の言語ギャップを痛感するとともに，欧
米の言語に対する価値観においてどのような英語表現

をすれば国際の舞台で対等に戦えるか切実に考えてき
た．
　そこで分かったのは，きちんとした英文で書かれた
論文は高く評価され，低質な英文で書かれた論文は，ど
んなに内容がすばらしくても低く評価されてしまうこ
とがあるということである．それが良いか悪いかは別
にしても，である．すなわち，日本人にとっては残念
だが，英語論文攻略に向けて最初に必要なのは，「欧米
では，技術的内容と同じくらい英文の体裁が評価の対
象になる」ということを肝に命じることである．
　では，ネイティブ並みの英文を書けないとぜんぜん
ダメなのかというと，そうではない．
　英語が苦手な日本人一般に対する特効薬はなく，私
たちは，ひたすら見よう見まねで英語のスキルを地道
に獲得していくほかはない．ところが，英語論文の書
き方に関する分厚い解説書・教科書は山ほどあるもの
の，貴重な研究の時間を割いてまでそれらをはじめか
ら最後までつぶさに読破・習得するのは相当難しい．
　一方で，現場のエンジニア・研究者と同じ目線で導
いてくれる書物がなかなか見当たらないのも事実であ
る．現実には，分厚い参考書を手引きとして携え，研
究活動をする中で個別に直面する英語の課題を一つひ
とつつぶして学習し積み上げていくことになろう．もっ
とも，そうして地道な努力をするにしても，採択され
る英語論文執筆に向け確実に成果を上げるには，それ
なりの効果的・効率的なガイドラインがあるはずであ
る．少なくとも私は，完璧な英文でなくても，ネイティ
ブの査読者を効率良く納得させる英文作法があると考
えている．
　そこで，私なりの英語論文攻略への手掛りを皆さん
と共有できればと考え，国際誌や国際会議へ向けた英
語による論文の執筆を始めてまだ日が浅い若手エンジ
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解説

ニア・研究者を対象にして，国際的に通用する英語論
文を書くための重要な基本的考え方についてお話しし
たい．何分私の力量は限られており，すべてを万人に
とってバランスよく網羅することは到底できない．英
作文・英文法のスキルは他の教科書に譲り，ここでは
国際学会で勝てる英語論文を書くにあたって重要かつ
基本的な私なりの考えを紹介し，皆さんの今後の一助
となれれば望外の幸せである．

3． 名詞の属性と文章構成─重要な，英文の暗
黙のルール─

　英語で論文を書くにあたって，認識すべき重要な英
語の暗黙のルールがある．それは，名詞の属性に関する，
日本語にはなじみの薄い概念である．エピソードをい
くつか紹介しよう．
　ひとつは，私が以前アメリカのボストンに滞在して
いたときのことである．ボストンは，東京ほどではな
いが高速道路や一般道が入り組み一方通行や左折禁止
（日本でいう右折禁止）が多く，標識も不親切で一度失
敗するとどこへ到着するか分からないという，運転す
るのが誠にやっかいな都市である．ある日，私は，所
用があって定刻までにボストンのダウンタウンに自動
車で向かう必要があった．ずいぶん昔のことなので
Storrow DriveかMemorial Driveのどちらか忘れたが，
とにかくチャールズ河沿いの道をダウンタウン方面に
行くと 3車線となる区間があって図 1のような光景に
出合ったのを覚えている．そこで問題だが，次の瞬間，
道路はどのように分岐するか．答えはもうお分かりと
思うが，“Left Lanes to Downtown”という標識の Lane

が複数形になっていることを見逃してはならない．
　念のため補足すると，3車線のうち左側の Lanesとい
うことは一意的に真ん中の Laneも Downtownへと分
岐することを暗示する．なお，この場合は一意的な解

釈しかできないので，正確な英語にするには The left 

lanes to downtownとして限定を表す theを付ける必要
があるが，標識なので省略されている．ちなみに，東
京の高速道路で「小松川方面右へ」のような標識があっ
ても 3車線の一番右にいなければ小松川へいけないの
か真ん中の車線でも良いのか分からずパニックになる
ことがある．
　次の話は，何年も会っていないアメリカの旧友から
ある日突然メールが届いたときのことである．「来週日
本に行く用事がある．せっかくだから会えないか？」と
いうものだった．ずいぶん会っていないので積もる話
もあるだろうから，何気ないつもりで，“Why don’t we 

get together and have a dinner?”という返事を送った．
すると，友人から “Yes, having dinner together would 

be great!”という回答が返ってきた．おや？　と思って，
辞書を調べると，dinner: 1．【U】 ［修飾語を伴い種類に
は 【C】］ ディナー , 正餐（せいさん），2．【C】 晩餐会（新
英和中辞典（第 6版），研究社，1967, 1994, 1998），とあっ
た．もちろん，旧友はきちんと意図を汲んでくれた．私
は彼のために盛大なパーティを企画するつもりなど微
塵もなかった．（余談だが，Emailのおかげでネイティ
ブの生きた英語にじっくり接することができるように
なった．口頭だと右から左へと聞き流してしまう細か
い表現を参考にできる．）

　

属性をもたない名詞はない！　属性は意味そのも
のさえも変えてしまう．

　
 　この二つ目のエピソードは単に私の無知を暴露して
いるにすぎないかもしれないが，ここで私が伝えたかっ
たのは，英語の名詞には，数えられる名詞（C）と数えら
れない名詞（U）があって，数えられる名詞には，必ず，
不定冠詞（a, an）が付くか複数形をとるか限定的な場合
は定冠詞（the）が付き，数えられない名詞の場合は，冠
詞が付かないか定冠詞が付くかのいずれかの場合しか
ない，ということである．言い換えると，英語の名詞
には，すべて「単数か複数か，数えられないものか」と，
「特定のものか，不特定のものか」という属性がある．す
べての名詞は必ずどれかに属する．
　そして，同じ名詞でも，その属性を数えられるとし
たときと数えられないとしたときでは，全く意味が異
なってくる．この属性は日本語にはないため，常に意
識して英語に取り組み，やがては体で覚え慣れていく
必要がある．実際，単語によって Uとして使うか Cと
して使うか，日本人の理解を超越したものが多々ある．
　例えば，informationは必ず Uである必要がある．図 1　チャールズ河沿いの道路にて．中央のレーンはどこへ ?
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equipmentや cooperationも同様．なぜ，これらの単語
が数えられないか，少なくとも私には理解できない．フ
ランス人やドイツ人の英文を見ても時々，informations

とか cooperationsという表記を見掛けるし，この間話
をしたインド人もこれらが数えられないのは理解でき
ないといっていた．
　このことを何人かのネイティブに，挑戦的に「英語で
はこれらの単語が数えられないとすることは事実とし
て認めるが，私には，明らかに数えられる．どういう
ことだ？」と質問したことがある．ある人は，「状態を漠
然と表すものだから数えられるわけないだろう？」と
いった．ある人は，「それは英語という言語は過去にい
ろいろな言語が流入し交ざり合ってでき上がったもの
でもはや論理では説明できないくらい入り組んでし
まった．だから理由などない．しきたりだ」という返事
であった．
　結局，私はひとりよがりな持論をあきらめ，とにかく，
「Uか Cかでは，想像できないくらい根本的な意味が変
わり，理屈で言い当てられるものではない」から，面倒
だがちょっとでも迷ったら必ず辞書を引く習慣をつけ
ることにした．
　次の例は，有名なミュージカル「コーラスライン」に
ついてである．原題は “A Chorus Line”である．日本
語には冠詞がないから「ア・コーラスライン」とすると
コメディのようで違和感が出るし，英語でもミュージ
カルのタイトルならば不定冠詞は省略して単に “Chorus 

Line”としても良かっただろうと思う．ところが，ミュー
ジカルの内容は，ブロードウェイでほんの数分の出番
しかない一つのコーラスラインの配役を決めるのに熾
烈なオーディションを繰り広げるという設定になって
いるので，たくさんあるうちの不特定な一つという意
味を強調してタイトルに不定冠詞を残したと推察でき
る．
　別の例を挙げると，数年前流行した日本のポップス
の歌詞に「ボーイ・ミーツ・ガール」というフレーズが
あった．私は，これを何度かラジオで聴いて，せっか
く日本人の英語が年々向上しているのにと，聞くたび
にがっかりしたのをよく覚えている．英語では，boyも
girlもあくまでも【C】なので，この歌の文脈では，“A 

boy meets a girl.”か，“Boys meet girls.”か，“The boy 

meets the girl.”のいずれかしかあり得ない．屁理屈を
いえば，ボーイという名の犬がガールという名の猿に
出会うというのならばよい．更に屁理屈をいうなら，【U】
として受け入れ，「少年」という形而上的な概念が「少女」
という形而上的な概念と融合するという不気味な意味
かもしれない．
　約 20年前にベストセラーとなったマーク・ピーター

セン著，『日本人の英語』（岩波新書 18，1988．ISBN4-00- 

430018- 5）は，名詞の属性などに関する日本人の英語に
関する無知が平易に説明されセンセーションを起こし
た．今思えば，当時の平均的日本の英語レベルは現在
に比べかなり低く，大声で日本人の英語の間違いを正
すにはかなりの勇気が必要だったように思う．

　
不定冠詞・無冠詞は新しい変数，定冠詞は定義済変数？

　さて，名詞の属性，特に，「特定か不特定か」について
考えてみよう．すなわち，名詞に theを付けるかどうか
である．この属性は，文脈の中でその名詞がどのよう
な論理的位置付けがあるかによって変化する．
　この詳細を議論するとそれだけで 1冊の本になるほ
どで，実際，原田豊太郎著，『技術英語の冠詞活用入門』
というすばらしい著書が既にある．したがって，ここ
では，詳細を同著に譲り，私なりの直感的な考え方を
紹介したい．
　今，私がある 1枚の絵をもっているとしよう．例えば，
図 2にある絵だ．この絵を一度も見たことのない友人
に，絵を全く見せずに文章だけの手紙でその内容を正
確に伝えたい．
　そこで，手紙の文章をどう組み立てるか考えてみよ
う．順序立てて，できるだけ効率的に伝えることを考え，
相手の混乱を招かぬよう余計な表現や記述を避けるだ
ろう．そのために，同じことを繰り返すことは避けた
方が無難である．同じことを繰り返さないように文章
を構成するには，情報をどういう順番で一つひとつ並
べていけばよいかをよく考え工夫する必要がある．実
は，英語では並べる情報の順番をきちんと意識しない
と，それぞれの名詞にどの属性を与えながら文章を構

図 2　りんごの静物画．内容を英文だけで友人に伝えるには？
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築してよいか分からなくなる．
　手紙の文章構成は，もちろん一意的ではないので，一
例を考えてみよう．最初にどういう主題の絵であるか
大まかな説明をした後に，相手が想像しやすいように
順序立てて細かい説明をするのが常套手段であろう．図
2の例では，「①これはりんごの静物画である．②小窓の
ある部屋の中央からやや左よりに置かれた小さい丸
テーブルの上にりんごが一つある．③テーブルの下に
もりんごが二つ転がっている．④テーブルの上のりん
ごは，赤く新鮮だが，テーブルの下のりんごは，茶色
染みて腐りかけている．⑤小窓はテーブルの右上に位
置していて，ここから外の風景が見える．⑥外には，広々
とした草原の丘の上に大きなりんごの木が 1本生えて
いて，そこに無数のりんごがなっている」というふうに
なろうか．
　次に，この手紙を受け取った友人の立場で考えてみ
よう．友人はその絵を一度も見たことがないので，手
紙を読み始めるときは白いキャンバスを思い描く．そ
して，文章を読むたびに得られる情報を解釈して，絵
の構成要素すなわちオブジェをそこに思い描いていく
ことになろう．その過程では，文脈から，初めて登場
するオブジェなのか既に説明に登場したオブジェなの
か分類しながら，文章を読むことになる．文脈の中で，
最初に登場するオブジェは不特定として扱い，既に登
場したオブジェを指し示すときは特定のものとなって
いれば，混乱が生じにくいし，単数か複数か不可算か
分かればより情景を描きやすい．もちろん，だれにとっ
ても明らかに特定のものとして登場するものは最初か
ら特定のものとして扱うだろう．そうしないと，かえっ
て混乱を招く．
　例えば，上の最初の文章①を，“This painting is a 

still life of apples.”と書くと，読み手は，この絵は複数
のりんごが描かれたある静物画であると受け取り，still 

lifeの前に不定冠詞の aがあるので，具体的にどのよう
な静物画かはその時点では分からなくてもよく，詳細
はその後に説明されるだろうと考える．また，apples

も定冠詞がなく不特定に表現されているので，同様に，
「どんなりんごか後で説明があるだろう」くらいの気持
ちで安心して読み飛ばせる．ところが，ここでいきな
り “This is the still life of the apples.”と切り出された
ら，事前に電話などで特別の事情を聞いていない限り，
「えっ？　どのりんごのどの静物画のことだって？？  

聞いていないよ」と戸惑うだろう．
　次に，文章②は，例えば，“There is an apple on the 

small round table placed on the left side of the center of 

a room with a small window.”となる．複数のりんごの
うち，ある一つが丸テーブルの上にあるのだから，an 

appleとする．placed以下の句がテーブルを修飾するこ
とを表し，また，部屋のやや左よりの中央に置かれた
テーブルは一つしかないことを暗示して，限定的に the 

tableとなっている．これが a tableだと，placed以下
の句がどこにかかるかすわりが悪くなるし，部屋の中
央にテーブルがいくつもあるような情景を描いてしま
う．もちろん部屋の中央は普通一意的なので the center

となり，その左側も一意的なので the left sideとなる．
部屋は初登場でここではどんな部屋か限定するつもり
がないので a roomを用いる．小窓も同様である．
　もっと丁寧に説明するなら，例えば，“A small round 

table is placed almost in the center of a room. The 

room has a small window on the wall behind the table. 

The table is slightly off to the left side from the center. 

There is an apple on the table.”とすればやや冗長には
なるがよりクリアになる．
　文章④では，りんごもテーブルも既に登場済なので，
定冠詞を用いて “The apple on the table appears to be 

red and fresh, while the two beneath the table are 

brownish and almost rotten.”と表現すれば，友人は，「あ
あ今説明したテーブルの上のりんごのことね．」とつじ
つまを合わせることになる．ここで，“An apple on a 

table appears to be red and fresh.”と表現してしまう
と，新たなりんごが登場したとも解釈でき，先に登場
したりんごとの関連が分からなくなり，論理的矛盾に
陥る．若しくは一般論として，「テーブルの上にあるり
んごは赤く新鮮なものだ」といわれたような気になり混
乱するだろう．
　このように，同じ appleという単語も，初登場のもの
か，既に登場済みのものか，書き手から読み手へのコ
ミュニケーションの過程における論理的位置付けに
よってその属性が変わる．コンピュータの高級言語に
たとえるなら，メモリ空間のアドレスとデータの関係
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にもちょっと似ている．新しい変数なのか既に定義済
の変数なのか，意識しないとプログラムはうまく動か
ない．同様に，英文では，すべての名詞にどの属性を
付けるかを書き手がはっきり意識しなければならない
のだ．
　以上，名詞の不特定・特定に関する属性の考え方の
基本は理解頂けただろうか．論理性が問われる英語論
文では非常に重要な基本ルールである．このように，文
章を組み立てる際，情報の流れを想定してそれを分か
りやすく相手に伝えるために，登場する名詞に属性の
使い分けをする．英語を読む人はこのルールを手掛り
に相手から伝わる情報を正確に論理構造の中に格納し
ていくのである．

　
名詞の属性を操ってライバルを抑えろ！

　論文もまさに，自分の考え・論理を読み手に正確に
伝え，自ら見出した新しい知見を開示する目的を全う
すべく伝えたい情報を名詞の属性を有効に活用しつつ
順序立てて文章を構成・推敲していかなければならな
い．言い換えると，読み手に伝えたい論理を名詞の属
性を補助として読み手のメモリ空間（論理）を「操作」す
る心がけが重要である．この操作は詰め将棋にも似て
いるかもしれない．「操作」にすきや誤謬があって核心
を貫いていないとすると，本当に世に知らしめたい論
文の主張が，意図的にもそうでなくても読み手から黙
殺され，一番おいしいクレジットをライバルにもって
行かれかねない．
　よく，英語は論理的で日本語は論理的でないという
コメントを聞くが，一つの背景として，英語では論理
的にきちんと順序立てて文章を構成しないと，名詞に
うまく属性を割り当てられなくなるからだろうと思う．
日本語を構成するにも同様の気配りは必要であって英
語に限った話ではないが，文法上英語には，情報が伝
える側から受け取る側へ流れることを意識したこのよ
うな名詞の属性が存在する．この暗黙のルールを守れ
ない著者に対するネイティブ査読者の反応は冷たい．な
ぜなら，論文という新しい知見を伝える真剣勝負の場
では，過去の情報と現在の情報，そして，論文によっ
て新たに切り開かれる新しい情報が著者によって整然
と順序立てて提示されないようでは話にならないから
だろう．
　英語論文における冠詞活用方法の詳細については，先
に紹介した原田豊太郎氏の著書「技術英語の冠詞活用入
門」を是非参考にして頂きたい．包括的に詳細に分かり
やすく冠詞の活用方法が記述されている．非常に示唆

に富んだ貴重な書であるといえる．
　ただ，私がこの書を読んだ感想を二つ挙げるなら，一
つは，冠詞の使い方の全体像がよく見え感心したこと
と，もう一つは，冠詞の使い方にはかなり慣用的な特
例があって一朝一夕では覚えきれない，ということで
ある．
　アメリカに滞在していたときに，私が「冠詞の使い方
はあいまいだ」とネイティブに言ったら，彼は，「冠詞の
使い方は，文脈が与えられれば厳密にかつ客観的に，一
意的に決定できて，俺は，絶対に間違えない自信がある」
と豪語した．そこで，私は，具体例をもち出して本来
どう考えても theが付くべきところに theが付いていな
いネイティブによる文章を見せ，「これはどうだ．これ
でも一意的か？　人によってばらつきがある」と挑戦し
た．すると，「あ，これは theがつくのが当たり前だから
省略しているだけ．実際には，theがあるものと思って
読めばよい．どちらでも大丈夫」と言った．
　現時点での私の結論として，とにかく自分の論理が
正確に読み手に伝わればまずはよいので，その点で重
要な箇所の冠詞は熟考が必要だが，それ以外は混乱を
招かない程度不正確であっても仕方がない．完璧を目
指すのは日本人でなくてもなかなか難しい．名詞の属
性が，文章構成上論理的矛盾をはらまないように気を
つけさえすればベースラインはクリアできる．更に正
確な冠詞の使い方を追求したければ，先に紹介した参
考書などを参照し個別に使い方を体得していけばよい
だろう．私自身はといえば，理屈では説明できても実
践となると正直かなり苦戦することは告白しておきた
い．あるイタリア人研究者と話したときも彼はそのよ
うな悩みを口にしていた．

4．構文の選び方─日本語と英語の文法の違い─

　私たち日本人は，英語で論文を書く際，意識的でも
無意識的でも日本語で文章構成を思い描き，英文に翻
訳せざるを得ない．英文を書きなれてくると日本語を
考えずに直接英文にしていくこともできるが，日本語
の影響を少なからず受ける．その結果，ネイティブに
とって読みにくい英文ができ上がることが多い．例え
ば，よく見る指摘として，「日本人の英文には受動態が
多いので，できるだけ能動態で書きましょう」というの
がある．ところが，ネイティブの英文を見ると，確か
に日本人の悪い例より少ないものの，意外に受動態は
よく使われる．私の知る範囲では，いろいろな英語の
参考書を見ても，どういう場合に受動態を避け，どう
いう場合に使うべきかについて統一的に分かりやすく
論じているものはあまり見ない．
　私は長い間，良い英文を書くには英文法の基礎を磨
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き，ネイティブの書く文章をたくさん読んで英語流の
表現を体得すればよいだろうと考えていた．もちろん
これは全く間違っていない．ところが，最近になって，
それだけでは不十分だということに気がついた．
　当たり前の話であるが，それは，「英語の癖を知りそ
れをまねることができても，頭のどこかで日本語で考
えている以上，日本語の癖も同じくらいよく知らなけ
れば，自分の悪い癖を正せない」ということである．ゴ
ルフにたとえていうと，タイガー・ウッズやアニカ・ソ
レンスタムのかっこいいフォームを見て真似しようと
しても，自分自身の体形やフォームも鏡やビデオでよ
く見て癖を認識し，両者を比較検討しなくては，到底
及ばないということだろう．
 

　
まず，己を知れ！　日本語の癖を理解しよう．

　では，英語の癖と日本語の癖とはどういうものかを
シンプルに考えてみよう．それぞれの言語の癖を考え
るには，文法の基礎を比較してみればよい．英語の文
法は，中学・高校で英語の 5文型というのを習った．い
わ ゆ る，S+V，S+V+C，S+V+O，S+V+O+O，
S+V+O+Cである．
　一方，日本語はというと，そういえば少なくとも私は，
文法体系を系統立てて習った覚えがない．そこで私は，
書店に出かけて行き日本語の文法に関する書物をいく
つか眺めて見た．そこで，興味深いことを知った．日
本語文法は，外国人向けにはいろいろ体系立ったカリ
キュラムがあるのだが，日本人対象には体系立った教
育がなされていないという指摘があることである．余
談だが，これで私自身の小学校のころからの国語の苦
手意識を説明できた．
　それはさておき，私は，日本語の癖を学ぶのに好適
な入門書を見つけた．それは，山崎紀美子著，『日本語
基礎講座』（ちくま新書，2003．ISBN4-480-06106-1）」で
ある．本稿ではそこからうかがえる，最も象徴的な事
柄について触れる．
　それは，日本語の特徴的な文法構造に，有名な「象は，
鼻が長い」という構文があることだ．上述のように，英
文ではあくまでも Sが主語であるが，この場合の主語
は，「象」か，「鼻」か，どちらか，という問題である．そ
の答えとそれにまつわる議論は，「日本語基礎講座」を参
照して頂ければ幸いである．
　ここで問題として取り上げたいのは，日本語の構造
は，英語流の S+V+…とは直接当てはまらないという
ことだ．すなわち，「象は，」の部分は，主題を表し，「鼻
が長い．」は，その説明・記述である．英語流の構文に

直接当てはめようとすると，“Speaking of an elephant, 

the nose is long.”となるだろうか．しかし，これも，文
脈的には間違いになる．この文の前に，例えば，キリ
ンの首の話をしていれば，自然な英文かもしれないが，
突然そういわれると英語的にはやや藪から棒だ．それ
ならば，“Let us talk about elephants. They have long 

noses.”ではどうか．仰々しくニュアンスがぜんぜん違っ
てしまう．
　逆に，「象は，鼻が長い」をより自然に英語の構文に当
てはめるには，「主題＋記述」という構文を，「S+V+…」
構文に変換してから英文に直す．例えば，① “The nose 

of an elephant is long.”と か， ② “An elephant has a 

long nose.”というように．もちろん，文脈によっては，
③ “As for an elephant, its nose is long.”でも完璧な英
文になる．
　では，日本語で，さらっと「象は，鼻が長い」と書い
てしまったものを英文に直すとき，上の三つの文章の
うちどれを選ぶか．答えは，文脈において，主張した
い「論理」が最もストレートに伝わるものを選ぶことに
尽きる．象全体よりも，象の鼻を問題にしているなら，
①が良いし，象のことを話していて，その特徴の一つ
として鼻の長さをいいたいなら②，いろいろな動物の
話をしていて，その中で，象のことを話題に挙げたい
なら③になるだろう．
　日本語にはいろいろな文型がある．もちろん，「S+V+

…」も可能である．「象の鼻は長い」とか，「象は長い鼻を
もつ」とか，「象についていえば，鼻は長い」は，直接英
語構文に当てはまるので問題ない．
　英語との対比で気をつけなければならないのは，「主
題＋記述」表現をとる場合だ．「象は，鼻が長い」構文に
限らず，広くいろいろな表現にも当てはまる．例えば，
「…であるが，…である」の「が」も，逆接とは限らず，最
初の節を後の節と対比することで主題を暗示する場合
にも使われるので，英文にするときは注意が必要であ
る．
　例えば，「ダイヤモンドは美しく宝石として珍重され
るが，硬度が高く熱伝導率が大きいという，物質とし
ても大変魅力的な特性をもっている」という文章では，
前半の「が，」までは，後半に対して論理的な関係はあま
りなく，主題を提示しているにすぎない．“Although 

diamond is ...”と書き出すなら，日本語の機微がぜんぜ
ん伝わらなくなってしまう．
　更に，「…すると，…になる」という表現も要注意であ
る．例えば，「温度を上げると，体積が増大する」のよう
に，「…すると」が状況を主題としてとらえた文章として
構成される．英語に直訳すると，“When we raise the 

temperature, the volume increases.”となる．しかし，
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本当にいいたいことは，“The volume increases with 

increasing temperature.”ではないか．この二つの英文
はどちらも間違いではないが，前者は，（私たちが実験
をしていて）温度を上げるとき（因果関係は不明だが），
体積が増大する（ことを見出した）というニュアンスを
含み論理的に不自然で，あまり科学的でない．後者は，
体積と温度との間に歴然とした正の相関関係があるこ
とを自然法則として述べるというニュアンスがある．
 

　
ポイントは二次元から一次元的発想への転換だ！

　このように，多くの日本語の基本構文ないし基本発
想は広い意味で「主題＋記述」であって，英語とは構造
的に異なる．そのことは日本人の，「まず枠をくくって，
それからその中身をじっくり詰めていく」という習性と
無関係ではないだろう．更に拡大解釈をするなら，核
心をさけ周辺を間接的に表現する習性とも関係がある．
一方，英語の思考回路は，むしろ「まず中身の重要なと
ころを一本通してから，周りを整えていく」という習性
がある．
　このことは，開拓・侵略の歴史を繰り返した実力淘
汰型の英語圏と，狭い土地において集団で稲作を営ん
できた共生型の日本との違いかもしれない．余談かも
しれないが，欧米では住所を決めるのに，まず通りに
名前を付けて番地を振っていくのに対して，日本では
まず区画を決めてから区画に番号を振っていくことに
も似ている．
　日本語で文章を組み立てるときも同様に，まず，枠
をいくつか定義してから，その中身を順番に説明して
いくアプローチになりがちだ．一方，英文では，伝え
たい情報を結論に向かって一直線に，一次元的に並べ
て順番に論理を積み上げていく．
　住所のアナロジーでは，通りに沿って番号順に歩い
ていけば必ずたどり着ける欧米に対して，日本型では，
なんとなくそのあたりまではたどり着けるがうろうろ
歩き回らないとその住所までたどり着けない．日本語
のような，枠を定義して（主題），その中身を議論する（記
述）二次元的とらえ方においては，先に説明したような
名詞の属性は必ずしも重要でない．一方，伝えたい情
報の中身を一次元的に並べる英語式思考では，名詞の
属性が至極重要になる．
　では，日本人が良い英語の文章を構成するにはどう
すればよいだろうか．一つのガイドラインとして，日
本語が「主題＋記述」の上に成り立っていることをよく
認識して，「S+V+…」構文に変換するよう心がける．そ
の際，上の例で見たように，この変換は一意的でない

ので，主張を最も正確に表す表現を選ぶようにする．ま
ず，何を英文の主語にするか．先の「象の鼻」の議論の
とおり，英語では，核心を最初に簡潔に突くことが好
まれるので，文章で伝えたい論理の主体を主語に据え
ることになる．そうすると，論理をずばりと端的に表
現できる．
　実は，英語の「S+V+…」構文とは，本来論理構造を
反映しやすい構文であるといえる．なぜなら，論理構
造とはおおむね二つの事象の因果関係を表し，英語の
構文は主語が目的語 /補語に対してどのような作用を
及ぼすかという構造になっているからである．
　このような考えに立つと，実は，受動態を使うべき
か能動態を使うべきか，ということも分かってくる．例
として，“We observed the quantum noise.”か，“The 

quantum noise was observed.”のどちらを使うべきか．
答えは，どちらが論理の主体かを考えれば明白である．
「我々が（世界で初めて）観測した」ことを論文の売りと
して主張したいなら前者で，「（観測した人物はどうでも
よく，既に引用文献にあるように）量子雑音が観測され
た」事実を言いたいなら受動態が適切となる．
　論理の主体を主語に据えるようにすると，必ずしも
人間や目に見える物が主語になるとは限らず動作や抽
象概念なども主語となる．例えば，“Incorporating Eq. 

1 into Eq. 2 yields the very useful equation as follows:”

とか，“The development of high-power semiconductor 

lasers has led to increased interest in using optical 

amplification for commercial systems.”と か，“Optical 

amplification entails the quantum noise.”などである．

5． 論文の全体構成─読みやすく力強い論文に
向けて─

　本章では，これまで述べてきたことを念頭においた
論文の全体構成と，一通り書き上がった論文を見直し
ブラッシュアップするガイドラインについて考えてみ
たい．目指すべき良い論文は，とりもなおさず論理的
に簡潔で完備であって，新規性・独創性があり有効性
があるものだろう．したがって，英語で論文を書くには，
極力「英語流の」論理的積み上げを行い自分たちの成果
をきちんと世に知らしめなければならない．
　日本語式論理構成方法では，まず，論文の構成を枠
組みから考えていくだろう．はじめにイントロダクショ
ンがあって，方式の説明，実験の詳細と結果，考察，結
論．そして，それぞれの節ごとに記述すべき主題の「枠」
を並べて，そして，あとは一つひとつの枠を文章で埋
める作業に入るだろう．埋める作業では，一文一文日
本語を英訳する作業に没頭する．
　しかし，こうすると本来論理的に対応関係をもたな

50 通信ソサイエティマガジン  NO. 4  春号  2008



解説

ければならない文章が，不本意にも一文一文ごとに相
関のない英文を作成しかねない．論文全体の自然な英
語の流れが悪くなる．特に，名詞の属性を意識するには，
話のはじめから最後まで流れるような論理展開が必要
だ．また，枠ありきで文章を並べていくと，枠から枠
へ移る際に生じる不必要な繰り返しや枠の設定をいち
いち説明する無駄な文章が増え，英語流読み手の思考
の妨害になる．
　同じ成果を論文にまとめるにしても，枠組みから入
ると，英文に直したときに枠を超えた文章間の整合が
見えにくくなり，価値は大きく謳ったものの実証した
内容が伴わないとか，代替案との決定的な有意差が考
察と結論でちぐはぐとか，論文全体の主張に対して個
別の英語表現が整合しなくなる危険性が高くなる．
　論文の全体構成を考える大きな流れは，言語によら
ず共通であるともいえるが，英語による思考回路では，
日本語に対して，本質的には全く逆の過程を踏む．先
に述べた「英語の論理は一次元的」という原則に則ると，
あらかじめ枠を決めてからその枠に従って中身を埋め
るという考え方はあまりそぐわない．
　むしろ，論文全体で読者に伝えたい主張を最も効率
良くストレートに表現する論理の連続的で一次元的な
「連鎖」を構築すべきである．章立てや枠組みは，文章
が完成した後で線引きを行うのである．イントロダク
ションから結論まで，英語の名詞の属性に関する精神
に則り，ストーリーを一本の線で，すなわち一次元的
かつ連続的に，展開する．話の順番が狂うと，名詞の
属性の割り当てが自然でなくなり読み手が混乱するし，
同じ議論が繰り返し登場するので流れが悪くなる．

　

勝ち筋を最短の一筆書きストーリーに展開し，論
文とせよ !

　
　このように，論文の全体構成は，枠組みから始める
のではなく，枠をすべて撤廃し枠の中身だけで「一筆書
きのストーリー展開」を作成し，論文で伝えたい核心を
ストレートに貫くことを念頭に行う．形式的には，結
局どちらも似たようなキーワードを箇条書きに並べる
ので枠組みも一筆書きも大きくは違わないだろうが，文
章構築における考え方としては決定的に異なる．考え
方の違いのイメージを図 3に示す．これで英語的に，論
文に一本明確な筋が通る．
　さて，とにかく英語で論文を一通り書いてみたとし
よう．これを見直して文章構成の質を向上するのにど
うするか．英文の文法チェックを行うとともに，これ
まで説明してきたことを見直せばよいのだが，更に，よ
り強い論文構成にするために，一文一文を読みながら
次のように分類するとよい．
　まず，論文で主張したい主題に照らし合わせて，肯
定的か，否定的か，中立的か，三つのグループに分け
てみよう．肯定的及び否定的な文章は，論文の主張に
対して緻密性をもって正確に表現されているか，チェッ
クしよう．オーバーステートメントやその逆はないか？   

相反する矛盾はないか ?　英語が分かりにくく大事な主
張であるにもかかわらず弱い表現になっていないか ?　
主張だけで論拠を伴わない文章はないか ?

　一方，中立的な文章についてはあまり神経を注がな
くてもよいだろうが，中立的であるということは文章

図 3　日本語の二次元的論理構成を，英語の一次元的な「一筆書き」論理構成に変換する．
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自体，論文における存在価値が薄いことになる．無意
味なステートメントは読み手の思考の雑音になるので，
極力削除したい．
　このことは，肯定的・否定的な文章を構成するフレー
ズにも当てはまる．言いたいことを表現するのに余分で
不必要なフレーズがあったら削除する．例えば，“It may be 

possible that ...”とか，“We might be able to conclude ...”

とか余分な，自ら論理性を否定する表記は避けるべき
である．
　競争の激しい分野では特に，査読者から揚げ足を取
られないよう注意が必要である．

6．む　す　び

　英語論文を書きなれない若手エンジニア・研究者の
方を対象とするつもりで，僭越であるが私なりの経験
的ガイドラインを紹介した．ここでは英語論文の書き
方すべてを網羅するつもりは毛頭ないものの，それに
しても抽象的で限定的な文章となってしまったのはひ
とえに私の力不足である．しかし，本稿は，私がかねて，
多くの日本人若手研究者・エンジニアの方たちと共有
し議論したいと思っていた内容である．
　具体的な英語論文執筆に関しては，餅は餅屋で，専
門家による教科書・参考書にお任せする次第である．望
むらくは，抽象論も暗中模索で実際の経験と照らし合
わせるうちに自分なりの活路を見出すきっかけにもな
ろう．現場のエンジニア・研究者として同じ目線，同
じ苦労をもつものとして，世にある参考書だけでは生
身の人間によって運営される国際誌・国際会議でのピ
ア・レビューを克服するための「スキル」はなかなか得
られないと感じる次第である．本稿がそのための一助
となれば望外の幸せである．

　最後に，私は，今回の執筆にあたって，研究者・エ
ンジニアの目線で書かれた英文論文の参考書を探した．
その結果，国際学会で勝てる英作文実現のために日本
人エンジニア・研究者に必要なこととして，日本人に
ありがちな誤った認識や具体的な間違いの傾向と対策
事例が良く書かれているものとして，以下のものを推
薦したい．すべて同一著者となってしまったのはやや
不本意ではある．
　一人でも多くの日本人研究者・エンジニアが本稿を
きっかけとして，これら参考図書を併用しながら，国
際の舞台で勝てる英語論文のスキルを獲得して頂けれ
ば幸いである．
 

　参考図書
 ・ 原田豊太郎， 理系のための英語論文執筆ガイド， ブ

ルーバックス， 講談社， 2002．ISBN4-06-257364-4
 ・ 原田豊太郎，技術英語の冠詞活用入門，日刊工業新聞

社，2000．ISBN4-526-04598-5
 ・ 原田豊太郎，間違いだらけの英語科学論文， ブルーバッ

クス，講談社，2004．ISBN4-06-257448-9
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