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研究者の方から「どうやったら論文
が注目されるのか？」 という質問をい
ただいた．今の世のなかに合わせると
したら， ソーシャルメディア， SNS

云々と答えるのが優等生的な答えなの
だろうが， 私はまったくそのスキルを
もち合わせないので，むしろ古風な答
えをしたい．であるので， ここに書く
のは，現在の動向からすると， 必ずし
もベストなメソッドではないかもしれ
ない．
私は， グループ員などに「論文を出
すまでではなく，出した後こそ勝負の
時」と常々言っている．もちろん名の
通った雑誌に論文が出れば注目を浴び
るチャンスは増えるし，若手の場合は
キャリアアップのための業績（論文リ
スト） も重要である．しかし， どの雑
誌に論文を掲載したかということより
も，どのような研究の論文を発表した
かということが本質的には大切である
と考えているからである．なので，雑
誌名というクレジットを得て終わりな
のではなく，何の研究をしたのかを粘
り強く主張していく必要があると考え
ている．
とはいえ， インパクトファクターの
高い雑誌に掲載された論文は難関を乗
り切った論文とみなされるので，雑誌
のハクがついて注目も浴びやすい．ま
た，すぐに応用につながるような論文

も， プレスリリースなどの過程を経
て， 注目を浴びやすい．そうではない
論文，評判の高い雑誌には掲載されな
かったが，玄人好み，先進的すぎて万
人の理解は得にくい，そして自分が考
える一押しの論文に注目を集めるには
どうしたらいいのだろうか？
あまりにもベタな答えだが，効果的
な方法は学会発表である．自然に読ん
でもらうのを待たざるをえない論文発
表に対して，学会発表は自分の方から
研究の価値を投げかけられる能動的な
場である．その場を最大限に生かす．
たかが学会発表と考えず，一世一代の
発表の場と考えて， 工夫を凝らして，
聴衆の記憶に残る学会発表をする．一
回では諦めず， いろいろな学会で印象
深い発表して 「〇〇さんの△△に関す
る研究は面白いね」 と思ってもらう．
そうすると，論文を見てもらえるよう
になるし，次に発表する論文を気にし
てもらえる．
私が考えるもう一つの方法は，労力
はかかるがReview （総説） 論文にて自
分のコンセプトや研究をアピールする
ことである．Review論文に関しては，
考え違いをしている若手研究者も多い
のではないか．多くの研究事実をまと
め，過去の論文から図をコピーし，色
よくまとめたレポートをReview論文
としてまとめて，業績を稼ぐ風潮が蔓

どうやったら論文が
注目されるのか？

有賀先生への質問を現代化学編集室宛
（info@tkd–pbl.com）にお送りくださ
い．研究者に聞いてみたい素朴な疑問，
気になる化学の用語などについて，独
自の視点で答えてくれます．

延しているが， それは間違っている．
Reviewという自己主張をうまく組入
れられる場に戦略を持ち込むべきであ
る．いい Review 論文には， ストー
リーがあり，自己主張があり，魂があ
る （私が Editor–in–Chiefを務める日
本化学会の欧文誌 Bul l e t in  o f  t he 

Chemical. Society of JapanのReview/

Account論文を見てほしい， 文献①）．
そこに戦略があってもよい．
戦略の一つに，一般の人が注目する
ような研究内容のコンテクストをとり
つつ，そのなかに自分の研究論文の特
別な価値や先進性をうまく取入れると
いう方法がある．Review論文のなか
に，一般に受入れやすい側面と玄人好
みで特異的な側面を併せもたせるので
ある．甘い味の殻の内側に独自の主張
したいピリリとした風味を入れ込むと
考えたらいい．Review論文を書くの
にはたいへんな労力がいるが，それを
簡単に資料を集めて済ますのではな
く，戦略をもって自分の研究をアピー
ルする絶好の機会と考えて労をかける
べきである．
テクニカルなことをいうと，論文の
タイトルを極力工夫することが大切．
これだけ論文が乱立する状況では，一
般には論文はタイトルでしか見てもら
えない．多くのものから拾われて内容
を読んでもらうためには，タイトルで

「おっこれは何だ？」 と思わせること
が必要である．また，アブストラクト
に関連する一般性の高い言葉をうまく
入れておくことも重要である．いくつ
かの広く使われているデータベースで
は，アブストラクトにある言葉をキー
ワードとして検索している．検索され
やすいようにアブストラクトをちょっ
と工夫しておくことも， 論文を取上げ
て読んでもらうためにはいい方法かも
しれない．
さて， これはかなり個人的な感触に
なるが， どういう研究やそのスタイル
が注目されるかということには， 地域
差があるように思われる．それに従っ
て，学会発表の感じなども変えた方が
いいかも……．日本の学会はたいへん
真面目で「予想されうる延長線上の優
れたイノベーション」が評価されるよ
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延しているが， それは間違っている．
Reviewという自己主張をうまく組入
れられる場に戦略を持ち込むべきであ
る．いい Review 論文には， ストー
リーがあり，自己主張があり，魂があ
る （私が Editor–in–Chiefを務める日
本化学会の欧文誌 Bul l e t in  o f  t he 

Chemical. Society of JapanのReview/

Account論文を見てほしい， 文献①）．
そこに戦略があってもよい．
戦略の一つに，一般の人が注目する
ような研究内容のコンテクストをとり
つつ，そのなかに自分の研究論文の特
別な価値や先進性をうまく取入れると
いう方法がある．Review論文のなか
に，一般に受入れやすい側面と玄人好
みで特異的な側面を併せもたせるので
ある．甘い味の殻の内側に独自の主張
したいピリリとした風味を入れ込むと
考えたらいい．Review論文を書くの
にはたいへんな労力がいるが，それを
簡単に資料を集めて済ますのではな
く，戦略をもって自分の研究をアピー
ルする絶好の機会と考えて労をかける
べきである．
テクニカルなことをいうと，論文の
タイトルを極力工夫することが大切．
これだけ論文が乱立する状況では，一
般には論文はタイトルでしか見てもら
えない．多くのものから拾われて内容
を読んでもらうためには，タイトルで

「おっこれは何だ？」 と思わせること
が必要である．また，アブストラクト
に関連する一般性の高い言葉をうまく
入れておくことも重要である．いくつ
かの広く使われているデータベースで
は，アブストラクトにある言葉をキー
ワードとして検索している．検索され
やすいようにアブストラクトをちょっ
と工夫しておくことも， 論文を取上げ
て読んでもらうためにはいい方法かも
しれない．
さて， これはかなり個人的な感触に
なるが， どういう研究やそのスタイル
が注目されるかということには， 地域
差があるように思われる．それに従っ
て，学会発表の感じなども変えた方が
いいかも……．日本の学会はたいへん
真面目で「予想されうる延長線上の優
れたイノベーション」が評価されるよ

うな気がしている．これまでのきちん
としたバックグラウンドの延長上にイ
ノベーションを語る方がいい．欧米系
では，驚きやサプライズが容認される
ようなところがあり， 根本的に何かを
変えるような強い主張があると受ける
ように思われる．アジア系では， かな
り現実的で研究内容がどの論文に載っ
たかをスライドでわかりやすく示すと
気をひく．もちろん， これらはすべて
私の偏見である．
注意することは，国内で注目される
研究スタイルと海外に広く受けるもの
は必ずしも同じではないということで
ある．国内で幅広く研究していても， 
海外ではあまり知られていないという
ことも往々にしてある．国内の評価に
とらわれると世界的な認知を失うこと
になる．極端な言い方をすると， 国内

限定有名研究者ということにもなりか
ねない．逆に， 海外的な活動を中心に
やっていて，国内に対するアピールや
認知度向上を怠っていると， ファン
ディング （研究資金獲得） などで不利
になるかもしれない．ドライな言い方
をすると，「自分の研究や論文をわ
かってもらいたい， 注目を集めたい」
ことに対する努力をするうえで， 国内
を対象とするか海外を対象とするかと
いうスタンスや戦略をもっていた方が
いいと思う．自分はどんな研究者にな
りたいのか……ということである．

 （有賀克彦）

参考文献： ①Bull. Chem. Soc. Jpn.のウェ
ブサイト（https：//www.journal.csj. jp/jour-

nal/bcsj）
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