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私のホームページの紹介

•Googleで九州大学 野村⼀也で検索するとトップに
ヒットします。

•ここでは「科学を学ぶ人のために」と題している
ページと「リンク集」のページを紹介したいと思い
ます。

• 2009年からはじめたホームページですが、Google検
索やり⽅や、英語のweb pageをポップアップ辞書を
使いながら読む⽅法、論⽂の書き⽅やレフリーのや
りかたなどのtipsなども紹介していますのでご参照く
ださい。

•今回の口演では、私のホームページに記載されてい
ることや、まだ載せていないtipsなどを紹介したいと
思います。

2



2017/12/10

2

Google検索のTips

•画像検索の活用がおすすめです。よくグラント申請のなどに、

ぽんち絵を描いてくれとか⾔われますが、あるテーマについて

図がのっている⽂献は様々なアイデアをわかりやすくまとめて

いるものが多いです。それでGoogleの画像検索を活用すれば、

セミナーの準備とか、新しい分野に参入するときにはとても役

⽴ちます。画像検索はアサガオやセミの絵をみるだけではない、

とてつもなく役⽴つツールです。

• Google検索にfiletype: pptとかfiletype: pdfとかいうオプション

があります。これをキーワードのあとに指定しておくと、検索

テーマに関するパワーポイントファイル（ppt)やpdfファイル

（pdf）が手に入ります。講義の前の勉強や発表前の勉強に効果

絶大です。この辺のテクニックは安藤進さんの「翻訳に役⽴つ

Google活用テクニック」(2003)という本で初めて学びました。
3

ブラウザで英語の資料を読んでいく

• 私は Firefoxを利⽤しています。

• FirefoxのアドオンであるLife Science Dictionary Toolは株式会社ビッツのご

尽⼒で新版のFirefox Quantum対応になっています。Life Science Dictionary 

Toolをインストールしておけば、英語でかかれたホームページ上のライフ

サイエンス系の単語にカーソルを合わせると、⽇本語訳や例⽂などがポッ

プアップします。また、Firefoxの内蔵ブラウザでpdfを開くようにしてお

けば、pdfファイルをFirefoxにドラッグアンドドロップして表示させると、

pdfの単語にカーソルを合わせると訳がポップアップします。インストー

ル時に辞書はダウンロードしていますので、オフラインでも使えます。

https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/life-science-dictionary-tool/

• Firefoxの利点は豊富なアドオンが利⽤できることでしたが、最新版の

Firefox 57（Firefox Quantum）以降は昔の豊富なアドオンの多くが利⽤で

きなくなっています。たとえばみているホームページをScrapbookという

アドオンをいれておいて、保存できましたが、この最新版用は開発中

‥‥（Web Scrapbook)。対策はFirefoxのESR版をインストールしてあと一

年くらい使い続けることです。そのうちFirefox Quantum 対応版ができる

かもしれません。 4
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ブラウザで英語の資料を読んでいく

• 私はウインドウズのOSを主に使っています。

• ブラウザはFirefoxよりChromeがいいという⽅には、Weblioポップアップ

英和辞典という機能拡張をChromeにインストールするのがおすすめです。

こちらはライフサイエンス系の辞書以外に様々な辞書を網羅していますの

で、どんな分野のホームページの閲覧にも役⽴ちます。使っているときに

ネット接続が必要です。LSDのChrome版も開発されました。pdfには対応

していないそうですので、論⽂閲覧用にだけFirefoxを使うのがよいかも。

• MacではLife Science Dictionaryは使えないのか？ 私はiPadも使って

います。ライフサイエンス辞書のEPWING版(EPWING ライフサイエンス

辞書 2017)を購入して EBPocketというアプリをインストールすればiPad

で使えます。web pageやpdfを閲覧中に単語を選択して共有を押して

EBPocketを選び、Postを押すとEBPocketに登録している辞書をひいてくれ

ます。英辞郎やその他のEPWING版辞書を購入するなどして登録しておけ

ばまとめて引いてくれて訳がポップアップするのでこれも重宝しています。5

• Springer-Natureではいろんな資料を探して読むことができます。

6

web pageやpdfファイルを実際読んでみましょう
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• Springer-Natureではいろんな資料を探して読むことができま
す。

7

web pageやpdfファイルを実際読んでみましょう

• Springer-Natureではいろんな資料を探して読むことができます。
所属機関の契約によって読めるものと読めないものがありま
すが、とりあえず有料のもののお金を払わない利用法です。

8

web pageやpdfファイルを実際読んでみましょう
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•Springer-Natureではいろんな資料を探して読むこと
ができます。所属機関の契約によって読めるもの
と読めないものがありますが、とりあえず有料の
もののお⾦を払わない利⽤法です。

•アブストラクトと引用文献、そして著者名や所属
がわかりますので、それらを参考に研究をすすめ
ることができます。これだけの情報でも結構研究
に役⽴つ貴重なデータベースになっています。

•Springer-NatureのLife Science関係、数理⽣物関係の
本の充実度ははんぱなものではないというのが実
感です。

9

web pageやpdfファイルを実際読んでみましょう
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web pageやpdfファイルを実際読んでみましょう

• Springerから公開されている無料本はSpringer Openから⾒られます。
これはDirectory of Open Access Booksというホームページの一部で、
Springer以外の出版社も含めて、Open Accessの本を集めているサイトです。

• https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1161&uiLanguage=en

https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&page=13&
pId=1161&uiLanguage=en%E3%80%80

11

web pageやpdfファイルを実際読んでみましょう

https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&page=13&pId=1161&uiLanguage=en%E3%80%80 12
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電子ブックのpdfファイルを読みながらポップ
アップ辞書をひく

• FirefoxにLife Science Dictionary Toolsをインストールし
ておいて、内蔵ブラウザでpdfを開くように設定します。
ツール→オプション→プログラムからpdf文書（PDF）
を選び、そこに取扱い方法がFirefoxでプレビュー表示
となっていればOKです。

•Adobe Readerに「Weblio英和辞典プラグイン」を組み込
めば、Adobe Readerでpdfを読んでいるときに単語に
カーソルをあわせたり、単語をハイライトすると、訳
がポップアップします。これもおすすめです。ネット
接続が必要なのは前に述べたとおりです。

13

The Gene Ontology HandbookのpdfをFirefoxで表示してLDSでよんでいるところ。

14https://ejje.weblio.jp/tips/guide/help/Adobe+Reader%E3%81%AB%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E7%B5%84%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%82%80
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英語の無料本の探し方

• CSHL Pressから最近発刊された糖鎖生物学の教科書
Essentials of Glycobiology 3rd edition
（https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310274/）などが無
料で読めるサイトがあります。
NCBI Bookshelfです。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
この中にはStryerのBiochemistryとか古いMol Biol of the Cell
とかいろいろアップロードされています。 Essentials of 
Glycobiologyの最新版が無料でよめるのは素晴らしいことで
す。editorのEscoさんの⼤学のサイトには低解像度版の図も
全部アップロードされていますので探してみてください。
これらもLSDなどポップアップ辞書で読めます。

• https://healthsciences.ucsd.edu/research/GRTC/education/Pages/Sl
ides.aspx

•その他の電子本はfiletype:pdfとかfiletype:epubとかで探せま
す。 15

https://ejje.weblio.jp/tips/guide/help/Adobe+Reader%E3%81%AB%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E6%A9%9F%E8%83%BD
%E3%82%92%E7%B5%84%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%82%80
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英語の無料本の探し方

• もう一つおすすめはInternet Archiveです。

https://archive.org/

いろいろなムービーや本、⾳楽などが探せます。本は以下から検索

します。https://archive.org/details/texts

• ⽇本語の翻訳では今でも高い値段で販売されている本が、英語（ド

イツ語、フランス語などの本もあります）では無料で読めてダウン

ロードも可能です。Faradayの⽇記だのロウソクの科学もよめます。

物理の本ではランダウの理論物理学教程とかもありますし、リーマ

ン全集だのエルミート全集なども読めます。⽂学も充実しており、

ハリーポッターもありますよ。さらに外国の図書館にある⽇本語の

本も読めます。Soseki NatsumeとかRyunosuke Akutagawa,

Torahiko Terada, Izumo Koizumiなどで検索すると全集も

ヒットしてきます。
17
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他の辞書のおすすめは？
• Weblioのホームページはすぐれた辞書としておすすめです。

• https://ejje.weblio.jp/ たとえば実験屋が⽣命倫理のテキストを読むときに

は、難解な法律⽤語がでてきてとまどいますが、weblioならいろんな辞書

からとった訳がでていますので、訳の下のほうをずーっと探していくと意

味がわかることも多いです。こういうときにはChrome の機能拡張Weblio

ポップアップ英和辞典やさきほど紹介したAcrobat readerにいれる「Weblio

英和辞典プラグイン」のプラグインが便利です。

• 紙の辞書は今は使っていなくて、iPadに辞書をいれて使っています。

• 英語の論⽂を読み書きするときには、Merriam-Webster Dictionaryがいち

ばんのお気に入りです。英英辞典ですが、ほかの辞書にのっていない意味

がちゃんとのってることがしばしばです。かならず無料版でお試ししてか

ら購入してください。英和辞書ではウイズダム２をよく使います。語法と

かがのっていて便利です。 19

論文の書き方

• Springerのauthor reviewer tutorialsが参考になります。
http://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials

• まず⽇本語で考えて⽇本語で書くのでOKです。論旨がちゃんととおっ
た⽂章を書くのに⺟国語以上のものはありません。⽇本語は論理的な
ので⽇本語で書いて、英語にあとで直していって問題はありません。
英⽂ではじめから書いていくと、私のようなものは⻑い論⽂になって
しまって苦労することが多いです。

• 書いているとき、⾃分の作った例⽂での語法が正しいかどうかをネッ
トでチェックできます。わからなければ⽇本語でそこだけ書いておい
てあとで英語にするときゆっくり調べて書けばいいでしょう。

• お薦めの本としてはJudy先生の英語科学論⽂の書き⽅ 増補改訂版
（講談社）があります。コンコーダンスプログラムやGoogle検索の活
用法などまとまっていてとても参考になります。

• 論⽂用の⾔いまわしを集めてあるサイトもあります。たとえば
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work/ マンチェス
ター大学のサイト。

20
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論文を書くときの英文チェックのやり方

• Google検索の利⽤。この場合は検索時にsite: nature.comなど検索

するサイトを限定するオプションをつけて検索する。有名雑誌の

本⽂だけを検索することで、誤った英⽂を避けることが重要。

•英文を書くときには、コンコーダンスソフト、LSD、Springer 

exemplar、 Ludwigなどを活用するとよい。https://ludwig.guru/

実は中学校などの英語の先生も生徒の英文添削に活用している

そうです。

•おまけ：

図やTableのキャプションとかを書くときにはJournal of Biological

ChemistryのサイトにあるAdvanced Searchがお薦め。

http://www.jbc.org/search Search Figures and Tables という検索窓

があり、ここからFigureやTableの説明⽂限定で検索できるので、

短く書かなくてはいけないTableや図のタイトルや説明を書くと

きには欠かせないサイトです。 21

コンコーダンスをコーパスから表示する

• AntConc (無料ソフト）をダウンロード。
http://www.laurenceanthony.net/software.html

• pdfファイルの場合、Acrobatなどでブレーンテキストファイル
にして適当なフォルダにテキストをあつめておく。

LSDのサイトでremainのコロケーションを表示させた例

22
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コロケーション コンコーダンス 共起表現を
調べるサイト

• SpringerにはSpringer exemplarというサイトがあります。

http://www.springerexemplar.com/ このサイトに自分がつくっている

⽂の⼀部をいれて検索すると、その⽂の⼀部を含む表現が⼀覧で表

⽰されますので、⾔葉の使い⽅がわかります。詳しい使い⽅の例は

http://togotv.dbcls.jp/20130920.html 統合TVにあります。

• コロケーション検索は、Life Science Dictionaryのサイトを使うのもお

すすめです。https://lsd-project.jp/cgi-bin/lsdproj/conc_home.pl で自分の

使いたい単語をいれると、その単語の前後を含む英文が表示されま

す。単語を修飾する単語や、前置詞などが検索できて、クリックす

るとPubMedのアブストラクトが表示されます。英作文に必須のサイ

トです。

• Weblioのホームページから使える辞書には共起表現や例⽂をみる機

能もあるので、これもおすすめです。
23

GPI-APをSpringer exemplarに入れた例

24
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英語の例文集の作り方

•多くの昔の先⽣たちは、論⽂を読んで抜き書きして論⽂に
使う英語の⽂例集をつくっておられました。今ではコン
コーダンスを調べるサイトを利⽤したり、⾃分でコロケー
ションファイルをパソコンで作って利⽤できます。

•フリーソフトであるAntConcをインストールして自分の使
いたい例⽂を含むテキストファイルを登録すれば、簡単に
共起表現の検索ができます。

•そのとき、introduction例⽂集、discussion例⽂集、results例
文集などとわけてつくっておくと、それぞれのパートを書
くとき便利です。

•これらを利⽤するときには、ワープロで例⽂を⾊付きで
ペースト、コピペであることを一目でわかるようにしてお
いてから、⾃分の⾔葉に変更していくと剽窃が防げます。

25

フリーソフトAntConcを使って共起表現集を
つくって利用する

• LSDのサイトでコロケーションを利⽤すると共起表現
（コンコーダンス）がみられます。これで英文をブ
ラッシュアップできます。

•レフリーの査読結果を書くとか、イントロを書くとか
に特化したコーパスを自分で用意しておいてつかうの
も便利そうですね。

•それにはフリーソフトAntConcが便利です。
http://www.laurenceanthony.net/software.html

•ダウンロードしてきてファイル本体をクリックしたら
即 起動します。コロケーションファイルとして、レ
フリーの査読結果の手紙を集めたテキストファイルを
用意しておけば、レフリーとしてコメントを書くとき
に役⽴ちます。 26
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レフリーをするときの例文集の作り方

• 論⽂の査読の依頼がきたとき、査読結果を英⽂で送らなくてはなりません。

そのとき、他の人が書いたレフリーのコメントがみられたらお手本になる

ので重宝しますよね。近年は査読過程のオープン化がすすんでいて いく

つかのjournalではレフリーのコメントが公開されています。EMBO journal

では著者がOKを出したものについては査読過程のファイルが読めますし、

eLife, EMBO reportsとかでも同様に査読経過の手紙が読めます。

• http://emboj.embopress.org/content/embojnl/36/22/3309.reviewer-

comments.pdf とか

• https://elifesciences.org/articles/28672 とかの例。読めない場合はオープン

アクセスの論⽂を探してみてください。

• これらをダウンロードして、例⽂集としてつかえるようにしておくのが便

利です。共起表現集をつくるのもフリーソフトAntConcを使えば簡単です。

テキストファイルとして⽂書を保存するか、pdfファイルをAdobe Acrobat

など適当なソフトでテキストファイルに変換して、保存します。そのテキ

ストファイルの入っているフォルダを選んでおくだけで、単語をいれれば

そのコンコーダンス（共起表現）が表示されます。 27

入手が難しい例文

•ただし、リジェクトせよとのコメントの例文集は作りにくいですよね。

I hope these authors will not submit their papers to this journal 
again.
などという例文はまずのっていませんから。

これはfake の論文をわざと投稿して、当該ジャーナルのレフ
リーを試しているかのような、ひどい内容の論文に遭遇したとき
の editorへ送ったコメントです。

28
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Nature Masterclassesにはレフリーが初めての人のためのトレーニングコース、
論文の書き方のコースなども無料で提供されているのを教えてもらいました。

29
https://masterclasses.nature.com/courses/205?utm_source=spingerLink&utm_medium=banner&utm_campaign=bann
erspingerLinkPeerReviewJapanNov17

レフリーのやり方の講座

30

https://masterclasses.nature.com/courses/205?utm_source=spingerLink&utm_medium=banner&utm_campaign=bann
erspingerLinkPeerReviewJapanNov17
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英文ポスターが集まっているサイト

• F1000Researchには以下のリンクにポスターがあつめら
れています。

https://f1000research.com/browse/posters

英文でポスターを作る人は、ほかの人が作ったポスター
がみられるこのサイトは重宝するでしょう。ダウンロー
ドも可能（透かし入り）ですので、ゆっくり学べます。

31

映像資料を活用しよう

• 統合TVはおすすめのサービスです。

http://togotv.dbcls.jp/

• 関連している教材としてはhttps://biosciencedbc.jp/human/human-

resources/workshop/h27などにLinux,シェルスクリプト、perl、python、Rなど

の入門講習会ビデオがあります。NGSデータ解析の入門がつづいています。

• YouTubeでの検索

• JoVEもよい。生命科学の実験ってどうやっているのかの現場を映像でみら

れるので、大学紹介の時、高校生にもみせています。Journal of visualized

experiments https://www.jove.com/ のサイトでOpen Accessのビデオをみるだけ

でも役⽴ちます。

例えばhttps://www.jove.com/video/4224/mass-spectrometric-analysis-of-

glycosphingolipid-antigens

32
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講演会のビデオを見よう（私は主にMPC-BE
というplayerで動画をみています）

•昔は講習会とか講演会には参加しなくては内容をみられませ
んでしたが、今ではほとんどの講習会などはビデオをネット
にアップロードしています。たとえばNGSの講習会では、
Linuxのコマンドの使い方からPython, Perl, Shell scriptの使い
方、Rによる統計処理やBioconductorによるNGSデータ解析な
どがじっくり学べます。

• NIHの講演会は最新のものがオンエアーされ、随時アップ
ロードされています。ハイビジョン画質のものもダウンロー
ド可能で通勤途中とかにゆっくりタブレットでみることも可
能です。
https://videocast.nih.gov/PastEvents.asp その後、YouTubeにで
るものも多いです。最新の学術講演会ですので参考になりま
す。

33

その他おすすめビデオいろいろ

•英国王⽴協会のYouTubeチャンネルとかThe Royal Society
チャンネルなどがおすすめ。
The Royal Institution 
https://www.youtube.com/user/TheRoyalInstitution
The Royal Societyチャンネルもおすすめ。

•最新の⼀般向け講演があつまっています。⽬で⾒て科学
を学ぶのに最適。新刊本の著者がその本について講演す
るという番組も多いです。
https://www.youtube.com/watch?v=PhPrirmk8F4にはNick
Laneの本「生命、エネルギー、進化」の内容紹介のビデ
オがあります。その他、マンモスの作り⽅とかいろいろ
ネット検索していくと⾯⽩いビデオが満載です。
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情報を横断検索できるサイトを活用しよう！

• PubMedは欠かせないツールですが、

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/ の検索ページは昔Entrezと

呼ばれていたページに相当する横断検索ツールです。Search 

NCBI databasesというページでPubMedをはじめ遺伝子情報、

本その他の情報を⼀挙に検索してくれます。

•糖鎖⽣物学の情報の横断検索には以下のページ（⽇本糖鎖科

学統合データベース)をどうぞ。私たちの作ったC. elegans

GlycoGene Databaseその他いろんな糖鎖生物学情報の横断検

索が可能です。http://jcggdb.jp/database.html

•実験プロトコルの横断検索というのもあります。

https://experiments.springernature.com/ これは

SpringerProtocols, Nature Methods, Nature Protocolsを横断検索し

ます。有料部分を除いても有⽤なプロトコル探しサイトと

なっています。 35

おわりに

•いろいろなサイトやソフトを紹介してきましたが、皆様の電子
資料活⽤の参考にしていただければ幸いです。

•素晴らしいソフト、ホームページなどを提供して下さっている
皆様にお礼申し上げます。

•なお今回の口演の内容は、私のホームページの「科学を学ぶ人
のために」でも紹介しておりますし、随時追加更新予定ですの
でご参照ください。

• http://seibutsu.biology.kyushu-
u.ac.jp/%7Enomura/diary/diary_index.htm
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