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はじめに

BLUEBACKS「研究者としてうまくやっていくには」の著者
東京大学長谷川修司教授による監修

この講座の内容

×

「研究者としてうまくやっていくには」の中の学会発表やプレゼンテーションの章を中心に、長谷川
先生のインタビューをメインにご紹介いたします。
「学会発表」にフォーカスして心得ておくべきことをお伝えしながら、研究者としてのステップアップに
欠かせないコツをご紹介しています。

この講座のTake away

• 研究者人生を歩む上で知っておくべきことがわかる
• 学会などプレゼンテーションの場で、聴衆の心をつかむ効果的な発表を行うコツがわかる
• 研究活動に必要な「作業」を効率的に行うための専門ツールを知ることができる



アジェンダ
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１）学会発表

２）学会発表－ポスドク・助教編

３）英語とつきあう



Insert footer
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１）学会発表

クイズ１：

学会発表をするタイミングはいつが適切でしょうか？（複数可）

・論文発表後
・新しい研究成果が出た時
・論文原稿がほぼ完成した時
・学会までに成果が見込まれる時

△
〇
◎
△
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長谷川 修司
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻修士課程修了。理学博士。
日立製作所基礎研究員、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻助手、同助教、同准
教授を経て、現在、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻教授。専門は表面物理学、
とくに固体表面およびナノスケール構造の物性。

１）学会発表
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１）学会発表

学会発表は、
・基本的に論文投稿前に新しい成果を発表すべき
・学会発表で他の研究者に「揉まれて」から論文にまとめるという手順

企業や他のグループとの共同研究では、秘密保持が求められる場合がある
→お互いの了承のもとに誠実に対応すべき
→特許が絡んでくる場合もあるので、関係者の了承を事前にとることが重要

ただし例外に注意！
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１）学会発表

JIF 38 or 8

ジャーナル・インパクトファクターとは？

✔『特定の一年間において、あるジャーナルに掲載された論文が平均何回引用されたのか』
を表す指標（論文ではなくジャーナルの指標、毎年更新）

✔ジャーナル・インパクトファクター（JIF)は分野によって水準が異なるため、分野内での位置
（四分位）を見ることも重要

最新のジャーナル・
インパクトファクターを

クリック

Web of Science
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コミュニティを活かす
学会発表＝学術コミュニティから見られること

１）学会発表
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ご自分の研究分野の中で論文数の多い機関や著者がわかります

研究分野の中で、論文数の多い機関・著者をみつける

１）学会発表

被引用数の推移から、インパクトの推移がわかります

Web of Science
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Publons：研究者の業績を包括的に管理/可視化する
「研究者プロファイリング」ツール

登録者数
1,800,000人以上

研究者所在地
200以上の国/地域

ジャーナル情報
26,000誌以上

もとは研究者の査読を可視化・定量化する査読者コミュニティとしてスタート

業績アピールの方法

研究者コミュニティツールを
活用

Web of Science
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聴衆の心をつかむよいプレゼン
素晴らしい学会講演は10分間のドラマ

１）学会発表
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聴衆の心をつかむよいプレゼン

①聴衆へ熱く訴えかける
聴衆に向かって、聴衆にわかってもらうように話す

スクリーンを見て話し続けてはいけない

②形式
起承転結の形式に則っていること

１）学会発表
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１）学会発表

聴衆の心をつかむよいプレゼン

②形式は「起承転結」を意識

起 研究の背景、自分の研究の着眼点
承 研究手法と結果
転 先行研究や別の観点からの比較検討など
結 最初に述べた目的に見合った結論

→この形式では決まっているので、オリジナリティは内容で発揮！

最初の狙いと
結論が噛み合っていること

長谷川先生のインタビュー動画はYoutubeに掲載！

https://youtu.be/qC_DzX17Vew

https://youtu.be/qC_DzX17Vew
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１）学会発表

聴衆の心をつかむよいプレゼン

初心者は特に台本を書いて練習する

声に出す 覚える 要点は
スライドに箇条書き

長谷川先生のインタビュー動画はYoutubeに掲載！

https://youtu.be/S-jcQIDHcpg

https://youtu.be/S-jcQIDHcpg


Insert footer
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難しい聴衆へのプレゼン

１）学会発表
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１）学会発表

(a) 同じ分野の研究者 一番簡単

(c) 一般市民や中学生・高校生 難しくない

(b) 専門が違う分野の研究者 難しい
人生を左右するような大事なプレゼンの場となることが多い

聞く人のことを考え、コンパクトに面白さ・重要点をまとめる。

ご注意！残念な発表とは
・自分の研究成果だけを話し続ける

全体の研究動向の中での自分の研究の位置付けがわかるようにすべき。
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大学院生の進路
企業への就職希望の場合でも、
学会発表にチャレンジすべき？

１）学会発表
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１）学会発表

企業に就職した場合も同様
面接の『あなたはどんな研究をやってきたんですか？』という質問

研究内容を知りたいのではない

聞く人（顧客）の立場にたった説明ができるか？

を見られている
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“質疑応答はボロがでる”
乗り切り方を知りたい

１）学会発表



講演者の実力がはっきりわかる場面

会話のキャッチボールで相手の真意を引き出す努力を！

④ 質問の意味がわ
からない

聞き返してわかりやすく伝
えてもらう、座長に聞いて
みる
それでもだめならわからな
いで構わない

② 質問の意図をく
み取れない

想像していたよりも初歩
的な質問であることが多
い、落ち着いて回答

③ 的を射た質問、
痛いところを突かれた
場合

ごまかそうとせず、検討
中や明確な回答がない
旨伝え、指摘へのお礼
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１）学会発表

① 質問の途中で
回答をはじめてしまう

早とちりせず、質問を最
後まで聞いて的確に回
答



アジェンダ
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１）学会発表

２）学会発表－ポスドク・助教編

３）英語とつきあう
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2）学会発表－ポスドク・助教編

「次のポジション獲得の下地作り場」であるということをシリアスに考える
大学院生では許されても、プロの研究者としては気を付けるべきこと

自分の研究が素晴らしいことを強調するために先行研究と比較する際は、
言い方に気を使う

期待されるレベル

●聞く側として

学生に対しては教育的な質問を、教授に対しては挑むような質問を

質問が出ないときこそ、簡単なことでもいいので質問する
（『あいつは空気が読める！！』）

●発表者として

学生を指導する立場であることを踏まえ、教育的な要素も含める

長谷川先生のインタビュー動画はYoutubeにアップ予定！
長谷川先生のインタビュー動画はYoutubeに掲載！

https://youtu.be/XFN-2Gp34hk

https://youtu.be/EnU2iHzM7ZA

https://youtu.be/XFN-2Gp34hk
https://youtu.be/EnU2iHzM7ZA
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キャリアアップの手段

2）学会発表－ポスドク・助教編－



26

2）学会発表－ポスドク・助教編－

得るものが多く、存在感をアピールできる絶好のチャンス

良い招待講演・レビュー論文は連鎖していく

●国際会議 ●招待講演
キャリアアップの際の重要な資料

●レビュー論文
自分の研究成果とその周辺動向を、教育的要素も含めてコンパクトにまとめる
過去の論文の内容を紹介するだけではなく、研究の流れ・学問体系の中での位置付けを示す
研究の手引書にもなるので、引用される機会も多くなる

キャリアアップの手段
セッションの司会や招待講演の誘い
その分野で一人前と認められステップアップの準備段階、ボランティア精神も重要
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レビュー論文を執筆する

2）学会発表－ポスドク・助教編－
Web of Science

• 過去の研究情報、
レビュー論文を
効率よく検索

• 膨大な引用文献を
ENDNoteで管理・
リストを自動作成

ホットペーパー・高被引用
文献もチェック！



28

このようなメールを受け取ったことはありませんか？

粗悪ジャーナル2）学会発表－ポスドク・助教編－
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粗悪ジャーナル

・ご自身の業績評価にマイナス ・所属機関のブランドを損なう
・支払いをめぐるトラブルの可能性 ・出版後の対応が保障がされない

・大量のスパムメールが送られてくる

※引用する場合も、粗悪ジャーナルには注意が必要

粗悪ジャーナルに論文が掲載されてしまうと…

2）学会発表－ポスドク・助教編－

オープンアクセス（OA）ジャーナルのビジネスモデルを悪用した学術誌

OA学術雑誌を名乗り、掲載料*を払えば まともな査読をせずに論文を掲載
*APC=Article Processing Charge（論文掲載料、論文処理費用）

粗悪ジャーナルとは？
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ジャーナルの
基本事項

⁃出版社について

⁃査読ポリシーなど

第一関門

編集内容

⁃学究的内容か

⁃出版頻度やボリューム

⁃英語のタイトルや抄録

⁃出版倫理 など

第二関門 詳細な評価

編集体制

⁃編集委員会の構成

⁃査読

⁃学術コミュニティの基
準を遵守

⁃適切な引用

⁃著者分布 など

引用

⁃ジャーナル全体の引用
分析

⁃著者の引用分析

⁃内容の重要性 など

Web of Scienceの収録基準

出版社ではない中立な立場で厳格な基準を満たした質の高いジャーナルのみを収録

質に関する基準 インパクトの基準

このすべてを満たしたジャーナルに

ジャーナル・インパクトファクターが付与*

*自然科学版と社会科学版のファイルに収録されたジャーナルが対象

通過率10%程度

Web of Science
2）学会発表－ポスドク・助教編－
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そのジャーナルは大丈夫ですか？投稿前に確認しましょう！
ジャーナルの信頼性＝粗悪ジャーナルでないものを確認する

●ホワイトリストの活用
DOAJ (Directory of Open Access Journals):

高品質な査読付きオープンアクセスジャーナルへのアクセスを
提供するオンラインディレクトリ

https://doaj.org/

COPE (Committee on Publication Ethics):
出版倫理委員会。学術論文の出版規範を議論・制定する
非営利組織
COPEメンバーの出版社、ジャーナルを確認できる

https://publicationethics.org/members

粗悪ジャーナル

●チェックリストの活用
Think Check Submit

http://thinkchecksubmit.org/check/
http://thinkchecksubmit.org/translations/japanese/

・あなたや同僚はそのジャーナルについて知っていますか？
・そのジャーナルに投稿された論文を読んだことはありますか？
・その出版社名、連絡先は明記され、連絡は可能ですか？
・どのような査読を行うか明白ですか？
・編集委員について聞いたことはありますか？
・編集委員はそのジャーナルについて、自身のウェブサイト等に

掲載していますか？
・その出版社は、出版・研究団体等に所属していますか？

（Think Check Submitよりクラリベイトが一部編集・抜粋）

2）学会発表－ポスドク・助教編－

https://doaj.org/
https://publicationethics.org/members
http://thinkchecksubmit.org/check/
http://thinkchecksubmit.org/translations/japanese/


アジェンダ
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１）学会発表

２）学会発表－ポスドク・助教編

３）英語とつきあう
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https://www.youtube.com/watch?v=7mvVd1Efy-c&t=258s

【第一線の研究者とコラボ】論文
作成に必要な研究メソッド〜
Web of Scienceを活用して〜

↓動画をチェック↓

Web of Science Training Japan 

3）英語とつきあう－論文
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英語の論文を書く・
英語で発表する

3）英語とつきあう－論文
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良いジャーナル・よく読まれている論文に載っている論文の言いまわしをまねるとよい

Web of Scienceでは良質なジャーナルに掲載されている英語のアブストラクトが読めます。
積極的に読んでみてください。

Web of Science
3）英語とつきあう－論文



よく読まれている論文を探す
方法

① 被引用数の多い論文から
読む

36

タイトルをクリック
してフルレコードへ

引用を多く集める論文
＝注目されている論文

Web of Science



② 高被引用論文・
ホットペーパーから読む

37

絞り込み
オプション

Web of Science

クリックして
詳細表示

よく読まれている論文を探す
方法
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被引用数は0だけれど

利用回数が高い論文
＝最新の注目論文

Web of Science

③ 利用回数で研究者の
興味が高い論文から読む

よく読まれている論文を探す
方法
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④ 推奨記事から読む 検索結果と同時に
読まれている論文を

表示

Web of Science
よく読まれている論文を探す
方法
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3）英語と付き合うー学会発表

国際会議での発表 トレーニング方法

・基本的な構造は国内と同じ
・英語の独特な表現に慣れる
・書き言葉ではなく、口語調の言い回しを使う

・国際会議にたくさん参加し、色んな人の講演を聞く
（慣れるしかない）

・普段から数値・数式部分は声に出して読む習慣を
（英語での３/４、1200℃、÷などの読み方）

英語での発表は

何をすればいいか

長谷川先生のインタビュー動画はYoutubeに掲載！

https://youtu.be/tTVwd1dlhlo

https://youtu.be/tTVwd1dlhlo


41

ユーイングリッシュの中山先生に英語論文の読み方・書き方のコツをわかりやすく解説いただいていますので、ご視聴ください！

https://www.youtube.com/watch?v=KhH7KAsK4U8

https://www.youtube.com/watch?v=3iVESJqdxD8

【研究生活でつまずかないために！第1弾】
あなたが『本当に読みたい』英語論文を早く的確に探す方法

【研究生活でつまずかないために！第2弾】
『伝わる英語論文を書くための英語のコツ』

動詞を活かしてシンプル明快に研究を説明しよう！

3）英語と付き合う

【研究生活でつまずかないために！第3弾】
『伝わる英語論文を書くための英語のコツ』

前置詞・冠詞・動名詞を活かして
読まれる論文タイトル・アブストラクトを書こう！

https://www.youtube.com/watch?v=rIR6hHoYlu8

https://www.youtube.com/watch?v=KhH7KAsK4U8
https://www.youtube.com/watch?v=3iVESJqdxD8
https://www.youtube.com/watch?v=rIR6hHoYlu8
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おわりに
本日のインタビューは

『研究者としてうまくやっていくには
組織の力を研究に活かす』

研究室のボスは、あなたの何を評価しているのか？
理系の若者にとって「研究者」は憧れの職業。先輩や教授といった
他人とうまく付き合い、研究室という組織の力を活かすのが、この職
業で成功するコツだ。本書は、「学生」「院生」「ポスドク」「グループ
リーダー」と段階を追いながら、それぞれのポジションでどう判断し、行
動すべきか、実例を交えて案内する。研究に行き詰まっている人も、
読めばきっとヤル気が出る！

本日ご紹介した内容の他にも参考になる情報が満載です。
是非ご一読ください。

東京大学長谷川修司教授の著作
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Web of Science
意義ある研究情報を見つけられる文献検索ツール

Journal Citation Reports
ジャーナル・インパクトファクターを調べる唯一のツール

Essential Science Indicators
高被引用論文・ランキングなど

EndNote
引用リスト自動作成・投稿ジャーナル推薦機能がある文献管理ツール

Publons
発表論文リスト＆査読のPRなど、研究者のためのコミュニティツール

おわりに 本日ご紹介したデータベース・ツール

●活用ガイド
「Web of Science必須ガイド」で検索

●Youtubeチャンネル
「Web of Science Training Japan」で検索
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【研究生活でつまずかないために！】本当にインパクトのある論文を
読んでいますか？（Web of Science初級編）

https://www.youtube.com/watch?v=2Le86icL_tU&t=43s

【知らないと損する！】ジャーナル・インパクトファクター活用術

https://www.youtube.com/watch?v=3pLx4eimREI&t=16s

もう手入力しない！引用文献リストをかんたん自動作成–
EndNoteオンライン

https://www.youtube.com/watch?v=uNeWc14OFls&t=13s

Publons(パブロンズ)で研究業績管理をはじめよう！

おわりに 本日ご紹介したデータベース・ツールの操作説明動画

https://www.youtube.com/watch?v=3pLx4eimREI&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=uNeWc14OFls&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=N3ClLx19nMs
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ご参加
ありがとうございました

クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社

サイエンス事業部


