
アカデミック
書き出し

書き出し - 導入
日本語 英語
このエッセイ／論文では、・・・・を調べた
／審査した／調査した。

In this essay/paper/thesis I shall
examine/investigate/evaluate/analyze…

論文やエッセイの一般的な書き出し

この質問に答えるために、・・・・を詳しく
見ていくことする。

To answer this question, we begin by taking a closer
look at…

テーマについて紹介するとき

問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り
上げられたかどうかだ。

The question, whether…has been preoccupying the
experts for some time.

主題を紹介する書き出し

これは周知の事実だが、・・・ It is a well-known fact that…
よく知られている話題を主題として紹介するとき

・・・・についてはこれまで何回も本に書か
れてきた。

A great deal is being written and said about…

主題を紹介する一般的な書き出し

・・・・と言われているが、・・・ It is generally agreed today that…
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し

・・・・という事実について検討すると、・
・・

We then review the factors…

論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時

・・・・を確認するためにこの調査を行った
。

We build on this analysis to identify…

論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時

・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。 A persistent theme in...is…
メインテーマを紹介する時

・・・・はたびたび報告されている。これは
経験に基づいた事実である。

As an empirical phenomenon, ... has been observed
repeatedly.

自分の専門の重要性を強調する時
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これを背景にして、この論文を書いている最
も大きな理由は・・・・

Against this background, the central question that
motivates this paper is: ...

大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章

・・・・の理由でこれの調査を行った。 This research explores the causes of…
調査の目的を表す文章

最近では・・・・と言われているが、 The authors of more recent studies have proposed
that…

選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時

私たちの目的は・・・・ Our purpose is to…
研究のおもな目的を表す時

実験的に・・・・を研究することで、・・・
・についてより深く理解したいと思っている
。

By empirically examining..., we hope to produce a more
complete understanding of…

研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義
日本語 英語
定義により、・・・・は・・・・を表す。 By definition… means…

特定の言葉を定義する

この論文の中では、・・・・という語句は・
・・・という意味で使われている。

For the purposes of this essay, the term… will be taken
to mean…

特定の言葉を定義する

・・・・の定義を明確にしておくことは重要
である。

It is important to be clear about the definition of…

特定の言葉を定義する

・・・・という語句は・・・・を参照してい
ただきたい。

The term… refers to…

特定の言葉を定義する

・・・・というのが一般的な見解ですが、・
・・・とも解釈できる。

The standard model suggests that… can be defined as…

すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
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・・・・によると、・・・・は・・・・とも
考えられる。

According to..., …is defined as…

すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時

・・・・は多くの意味に取ることができる。
・・・・を意味するとも言われている。

…may be defined in many ways. Some people argue that
the term denotes… 

すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時

・・・・は一般的に・・・・を意味する考え
られている。

…is commonly understood to mean…

すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時

・・・・について最初に思い浮かぶことは・
・・・である。

What we usually have in mind when we talk about… is…

すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時

２つの詳しい例がこの考えを明確なものにす
る。

Two brief examples might clarify this concept.

定義の例を説明する前に使う言葉

・・・・を強調することは重要である。 It is important to emphasize…
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉

私たちは・・・・に重点を置いている。 Our focus is on…
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉

最後に、・・・・の定義を明確にしておかな
ければいけない。

Finally, we should clarify our definition of…

段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉

私たちが意味しているのは・・・・ What we mean is that…
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合

複数の例が見受けられる。 Several explanations have been offered.
定義を詳しく説明する前に使う言葉

・・・・に起源を持つものとしてこれらの例
を明らかにすることができる。

We can characterize these explanations as being rooted
in…

定義の基本を明確にする時
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これらの例は互いに補足し合っていて、・・
・・という現象を明らかにする手がかりにな
る。

These explanations complement each other and help to
illuminate the phenomenon of…

２つの似ている例を挙げた後、それらを１つの言葉で定義する時

後に述べる・・・・について、専門家たちは
・・・・と議論している。

Following..., scholars have argued that …

自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説
日本語 英語
質問はこうである:・・・・がどのように・・
・・に影響しているのだろうか？

The central question then becomes: how might…
affect…?

主な仮説を述べる時

・・・・についての証拠を挙げると、・・・
・に影響を及ぼしている要素の調査は保証さ
れているように見える。

Given this evidence for..., an examination of the factors
that impact upon… seems warranted.

主な仮説を述べる時

１０年以上前に、・・・・と・・・・が、・
・・・かどうかということに関して議論を始
めた。

Over a decade ago, … and… started a debate centering
on this question: whether…

主な仮説を述べる時

この調査は、・・・・がどのように・・・・
に影響しているかという仮説を発展させるこ
とで・・・・という問題に対処している。

This research addresses… by developing and testing a
series of hypotheses indicating how… affects...

主な仮説を述べる時

・・・・によって説明される次の推論によっ
て、私たちは・・・・と仮説を立てる。

Thus, following the reasoning set forth by..., we
hypothesize that…

主な仮説を述べる時

・・・・によってこれらの中のいくつかの議
論が形式化されてきましたが、まだ一つも調
査されていない。

Some of these arguments have been formalized by...,
but none have been tested.

仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
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この研究の結果は・・・・に関係した様々な
事実を示している。

The evidence from these studies suggests a variety of
factors related to…

研究と仮説に関した事実を挙げる時

・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な
相互関係を発見した。

...found a significant correlation between… and…

自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時
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