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タイトル

Title

要旨 Abstract

1. はじめに
Introduction

N. おわりに
Conclusion

２. ３. ... N-1.

参考文献 Reference 付録 Appendix

背景
問題設定

内容の概要
（実験結果の前まで）

目次 内容のまとめ
（実験結果，考察まで）

展望

1. はじめに ５. おわりに

１０ ： ８

先行研究・技術背景, 提案手法，評価実験，…

previous work, technical background, proposed method, evaluation experiment, …

論文の構成 Structure of Paper 

read: top-down write: bottom up

読むとき: トップダウン 書く時：ボトムアップ

3 ： 5 ：1~2 3            ： 2              

山崎研卒業研究I 中間発表のこなし方
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山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

I. はじめに Introduction

背景となる問題，ニーズ，問題設定，先行研究，提案，目次

background problem, problem setting, previous work, proposal, index

II. 技術背景 Technical background

先行技術，解決済みの問題 → 未解決の課題の提起

previous work, achieved task/result -> new task/problem

III. 提案手法 Proposed method

新提案の詳細（理論，アルゴリズム，手法，モデル，システム…) 

proposal detail (theory, algorithm, method, model system…)

IV. 評価実験 Evaluation experiment

実験環境，実験結果，従来手法との比較，評価

experiment environment, result, comparison, evaluation 

V. おわりに Conclusion

まとめ，展望（新たに拓かれる分野，応用）

summary, future perspective (open new field/application)
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例）一般的な論文の構成

前
期

後
期



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 「研究の内容、工夫、重要性」がわかる具体的なタイトルを！

 日本語で30ー40字程度（英単語15word程度）

 主要キーワードを網羅

例）

<悪い例> … 「ヒマワリの研究」， 「アイスクリームの研究」

<良い例> …

「超短期植物育成のための光源分光分布同定とそのヒマワリ大量生産への応用」(34文字)

「快食感・高保冷機能を有する氷結晶生成とそのアイスクリーム製造への応用」(34文字)

（べつに「~への応用」とつけろという意味ではありません）

 章や節の題名は、具体的内容がわかるように

 図や表についても同様

例）

×…「第４章 実験」「図３－５ システム構成」

◎…「第４章 ・・・データベースを用いた画像検索実験」

「図３－５CCDカメラとＰＣを用いた実時間データ収集システムの構成」
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タイトルの付け方/タイトルから読み取れる情報



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

1. はじめに

2. ※要素技術（必要があれば先行研究）

3. ※提案内容

4. ※実験

5. おわりに

※２,3,4章は自分の研究内容がよくわかる章題にすること

※一般的な論文の構成,タイトルの付け方（pp.4-5）も参照のこと

7/25

概要の章立て



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 提案 (理論，アルゴリズム，手法，モデル，システム，…)

What is proposed/presented? (theory, algorithm, method, model system…)

 何のために、何を問題として設定し、どんなことを提案・提示しているのか

 利点，新規性 (性能，コスト，速度，新しい応用，…)

What is the advantage/merit? (cost/performance, speed, new application…)

 提案・提示したことの新規性，独創性などのセールスポイント

 評価 (実験，比較，定量データ，…)

How to confirm? (experiment, comparison, quantitative data,… )

 有効性を確認する実験をどのような環境で行ったか

 実験結果が関連提案手法に比べどう違うのかの比較検討

 ニーズ，重要性 (応用の見通し，新分野/応用の開拓，…)

Why necessary/important? (perspective, open new field/application, …)

 展望，すなわちこの研究がどのように役立つのか

（展望であり課題ではないことに注意。課題がある→研究未了）

以上を字数に応じてまとめる。（初心者は４文。卒論概要はA4 １ページ750-800字程。）
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要旨(Abstract)の書き方
/要旨から読み取れる情報



山崎研卒業研究I 中間発表のこなし方

 評価 (実験，比較，定量データ，…)

How to confirm? (experiment, comparison, quantitative data,… )

 有効性を確認する実験をどのような環境で行ったか

 実験結果が関連提案手法に比べどう違うのかの比較検討

 評価のポイント

 一般的な性質を把握できているか …

 客観的であるか？ …定量的な評価を

 比較しているか？ …関連提案手法と比較

 再現性 …
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評価



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

1. 問題設定を明確に書く

2. 自分の仕事を中心に書く

3. 実験環境・手順を詳細に書く

4. 参考文献は引用する・長い引用は避ける

5. 目的を明確にして具体的な文章を書く

6. 主語と述語を対応させた簡潔な短文を心がける
 主述の対応，不要な複文や冗長表現を避ける，１文に１トピック

7. あいまいさ・多義性を排除し，意味が一つになるように

8. 主観を排除し、客観的な表現を用いる
 定性的表現（形容詞、副詞）を避け、定量的な表現を

9. 読んだ時に著者個人が特定できる表現は避ける

10. 敵を作る表現を避ける
10/25

技術文書を書くための10箇条

内
容

文
章
構
成

文
章
表
現



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 次の項目を順番にすべて示す

 自分の研究で

 どのような背景のもとに →

 何を問題として設定したのか →

 従来の取り組み → 

 自分たちが取り組む未解決の課題 →

 つまり

 中間発表用のテンプレートを漏れなく埋めたあと

漏れなく文章に起こせばOK
11/25

技術文書を書くための10箇条

その１.問題設定を明確に書く（１, ２章）

https://scrapbox.io/yamazakilab/%E4%B8%AD%E9%96%93%E7%99%BA%E8%A1%A8%E7%94%A8%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88


1. 問題設定の例）HEMSによる省エネ

 電力情報の可視化（数字・グラフ）

 情報提示により消費電力を5-15%削減 [S.Darby, 2006] 

nucleus [GE] Google PowerMeter



心理表出動作を用いた
定性表現

さりげない表出
親しみやすい情報提示

共感アンテナAHOGE

電力状況
（グラフ・数字）

評価

1. 問題設定の例）親しみやすい情報提示

13



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 この研究で

 どのような背景のもとに → 省エネを目的としたHEMSの普及

 何を問題として設定したのか → 電力情報提示による省エネ実現

 従来の取り組み → 数字やグラフによる電力情報提示

 自分たちが取り組む未解決の課題 → 普及につながる親しみやすい情報提示

 家庭環境における省エネルギーシステムとして家庭電力管理システム（HEMS）が普
及しつつある．HEMSではシステムが電力を制御するとともに，電力情報を人に提示
することが可能である．

電力の使用状況を人に提示することにより消費電力を5%から15%抑えることが可能
であり[1]，グラフ，数字といった定量的な情報を提示するアプリケーションが開発
されている[2,3]．

今後，幅広い層への効果的な情報伝達を実現するためには親しみやすい情報提示シス
テムが必要になる．

↓

親しみやすい共感アンテナAHOGEを用いた定量情報の定性表現を提案

14/25

技術文書を書くための10箇条

その１.問題設定を明確に書く



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 現在の自分の研究内容に一番多くの分量を割く

 自分の研究の説明は「現在形」で記述

 終わっていることは過去形ではなく「完了形」で

× … 「評価を行った」「確認した」

◯ … 「評価する」 「確認している」

 概要、１章、論文全体の全てにおいて

自分の提案内容よりも背景、先行研究の方が多く書かれてい

るのはNG

 「自分が知っている情報を全て書く」のではなく

「限られた紙面で読者に伝えるべき情報」を書く
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技術文書を書くための10箇条

その２. 自分の仕事を中心に書く



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 読者が比較再現実験ができるよう

実験環境・実験状況を必要な限り詳細に示す

技術文書を書くための10箇条

その３.実験環境・手順を詳細に書く
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山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 参考文献は全て本文中で引用すること

 引用されていない文献は参考文献として載せるべきではない

 長い引用文は避ける

 長くても３行程度にまとめる

※「盗用」に当たる例

 参考文献を載せない引用

 長すぎる引用
17/25

技術文書を書くための10箇条

その４.引用をきちんと書く・長い引用は避ける



18/25

図１ つい書いてしまいがちな文章

前提の記述はあるが，「その結果，何が必要になるか」に

関する記述が不足している。

図２ 技術文書に求められる文章

目的を具体的に示している。

ここでは，目的＝してもらいたいこと。

参考文献: あずまきよひこ，よつばと, 第13巻, pp. 50, KADOKAWA（ 2015 ）

山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

技術文書を書くための10箇条

その５. 目的を明確にして具体的な文章を書く

Point! 「せなかがかゆい」

だけでは読者の理解は得られません。

「せなかがかゆいです。場所は右上です。強めにかいてください。」

のように主張の目的を具体的に示してください。



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 主語と述語を明確に対応させる

 主語…「～が」「～は」

 使い分けに注意：「～は」は他と区別するときに用いる

 述語…動詞（ 「表す」「～する」など）

 不要な複文を避ける（複文：複数の節を持つ文）

千代田さんが 寝坊したので、吉田くんは 怒った。

例）

この研究はエージェントを長期利用した際に起きる“あざとさ”と“状況依存性”の二つが問題と

なり、五感刺激を組み合わせた空間に提示するシステムとロボットを組み合わせることで解決

へと繋いだ。

この研究ではエージェントを長期利用した際に起きる“あざとさ”と“状況依存性”の二つを問題

として設定している。これらを解決するため、五感刺激を組み合わせて空間に提示するシステ

ムとロボットを組み合わせた空気感エージェントを提案している。
19/25

主語 述語

節（主語と述語の組み合わせ）

技術文書を書くための10箇条

その６.主語と述語を対応させた簡潔な短文を心がける

主語 述語

節（主語と述語の組み合わせ）



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 冗長な表現（繰り返し表現）を避ける

テレプレゼンスロボットのアバターロボットを使用したロボ

ットではたらく障害者就労支援サービス『アバターギルド』

へのエントリーは年々増えており、アバターロボットを使っ

た職務の需要は近年増え続けている。

○テレプレゼンスロボットであるアバターロボットを用いて遠

隔ではたらく障害者就労支援サービス『アバターギルド』の

エントリー数は年々増えており、アバターロボットを使った

職種をさらに増やしていく必要がある。

20/25

技術文書を書くための10箇条

その６.主語と述語を対応させた簡潔な短文を心がける



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 1文１トピック

近年、高齢化社会が進み介護者や話し相手の不足が問題とさ

れている。

○高齢化が進み、介護者の不足が問題とされている昨今、ロボ

ットの介護分野への進出が課題となっている。

21/25

技術文書を書くための10箇条

その６. 主述を対応させた簡潔な短文を心がける



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 意味が一意（一つの意味）に定まる日本語表現を心が

ける

 技術系の文章では日本語の自然さよりも、一意になる

表現を優先する

22/25

技術文書を書くための10箇条

その７. あいまいさ・多義性を排除し意味が一つになるように



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 自分の研究内容を説明するときには

定性的表現（形容詞、副詞）を避け、定量的な表現を

心がける

× 良い、悪い、多様な、複雑な

◯ 認識率95%，基本６感情， 50項目

23/25

技術文書を書くための10箇条

その７.主観を排除し客観的な表現を用いる



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 例）

× 当研究室では今までに～といった研究に取り組んでいる

◯ ～[1]という研究が行われている

 先行研究は自分の研究でも引用し，他人ごとのよ

うに書くこと

24/25

技術文書を書くための10箇条

その９.読んだ時に著者個人が特定できる表現は避ける



山崎研卒研ゼミ 卒論のつくりかた

 先行研究を否定する表現を避ける。

 引用において、先行研究の成果を真っ向から否定する必要があるケ

ースは極めて稀である。

 先行研究の研究範囲と成果を明示し，その研究範囲外にもニーズが

あることを示す。

 また、 個人の学習に先に述べたようなアンドロイドを使用するには、威圧感や
圧迫感があり、幅を取ってしまうので、個人学習に向いていない。なので、威圧
感や圧迫感を与えないようにサイズを小さくする必要がある。

○ 近年、学習を支援するアプリケーション等が普及しており、集団授業に関しては
アンドロイド教師による遠隔授業支援の研究が行われている。一方、学習者の傍
らで個人学習を支援するロボットは、圧迫感を抑えるために小型である必要があ
る。
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技術文書を書くための10箇条

その１０.敵を作る表現を避ける
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 Google

 www.google.com

 http://scholar.google.com/

 IEEE Xplore

 http://ieeexplore.ieee.org

 ScienceDirect

 http://www.sciencedirect.com/

 SpringerLink

 http://www.springerlink.com/

 arXiv.org

 http://arXiv.org

[日本向け]

 CiNii

 http://ci.nii.ac.jp/

 J-STAGE

 http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja
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参考文献の検索先 Reference

http://www.google.com/
http://scholar.google.com/
http://ieeexplore.ieee.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
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