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【論　　文】

論文アブストラクトにおける
日本人学生のメタディスコース使用： 
英語圏研究者との比較に基づく考察

内　藤　麻　緒
小　林　　　薫
萩　原　明　子

1. 導入

　科学分野における日本の論文発表数は、『令和3年版科学技術・イノベー
ション白書』によると 1996年から 1998年には米国に次ぎ世界第 2位 （注
目度の高い論文数は第 4位） だったが、2016年から 2018年には中国、米
国、ドイツに次ぎ第 4位となった （注目度の高い論文数では第 9位）（文部
科学省 , 2021）。同白書では、論文発表数の順位の低下の理由として、若手
研究者の雇用が不安定であることや大学教員の研究時間の減少などなどが
挙げられているが、たとえ質の高い研究成果を出したとしても、科学分野
の共通言語が英語である以上、言語の障壁 （Woolston & Osorio, 2019） がゆ
えに、国際的に高い評価が得られないことも考えられる。今後、より多く
の論文が国際ジャーナルに掲載されるためには、英語を使い、より効果的
な方法で研究内容を伝えるスキルを身に付けることも、研究費を増やすこ
とや研究時間を増やすなどの対策を補完する上でも重要であろう。
　理系の学生の英語教育を担当する教員の務めの 1つは、大学入学時まで
に学生が学ぶ一般的な英語 （General English） と研究室配属後に使用する学
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術的な目的で用いられる英語 （Academic English） の橋渡しをすることであ
る。その方法として、論文中に頻用される文型や語彙を用いて英語論文の
書き方の基礎を教示することは、学生が研究室配属後に専門分野の論文を
効率的に読解するだけでなく、自分の研究成果をグローバルに発信するこ
とにつながると考えられる。
　本論では、大学の英語教員が日本の大学で生命科学を学ぶ学生に論文の
読み書きを教えることを念頭に、論文の中でも構成が明確な抄録（本論で
はアブストラクトと記載する）を対象とし、研究者と学生間、さらには大
学院生と学部生の間での言語表現の違いをメタディスコースマーカーの分
布を分析することにより明らかにした。本研究は、コーパス分析の手法を
用いたメタディスコースのより詳細な研究に向けて、定量的な方法によっ
て行った探索的研究である。

2.  背景 : アブストラクトとメタディスコース

2.1.  アブストラクト
　アブストラクトはその名が示す通り、本論の要約で、タイトルや著者名
同様、読者が最初に目にするものであり、インターネット上では、全ての
ジャーナルにおいて無料で公開されている。研究者が論文を検索する際に
利用するJSTORやPubMedなどのジャーナル検索エンジンでもアブストラ
クトのみが読めるようになっている。アブストラクトは、読者にとっては
その論文を読むかどうかを判断する指標となるものであり、著者にとって
は自分の研究成果の重要性を他の研究者にアピールする最初のステージと
なる。
　アブストラクトの目的は、論文の概要を伝えることと論文の読者を獲得す
ることの2つである （Hyland, 2000）。1つ目について、 例えばBhatia (1993) 
は、アブストラクトの目的は本論の内容を正確かつ簡潔に述べることであ
るとしている。生命科学分野のジャーナルの投稿規定もおおむね本論にあ
る要素 （背景、結果、結論など） を含め、語数については多いものでも 250
語以内とするように指示している。生命科学分野の名高いジャーナルであ
るPLOS Biologyの投稿規定では、アブストラクトは本論を簡潔に紹介する
ものであると定め、Scienceも 125語で研究の背景、研究の目的・手順、結
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果と結論を含むように指示している。
　アブストラクトの2つ目の目的は多くの読者に論文を読んでもらうよう、
著者が自分の論文を宣伝することである。アブストラクトは読者が本論を
読む前に読むものであり、読者が、当該論文が自身にとって必要な知見を
与えてくれるものかどうかを判断する材料となる（Gillaerts & Van de Velde, 
2010; Salager-Meyer, 1990）。そこで、著者はアブストラクトにおいて、投
稿規定による内容と語数の制約の中で自分の論文を読者に読んでもらうよ
う、働きかけなければならない。Cell、Nature、Scienceなどのトップジャー
ナルでは、研究結果がいかに意義深いかを示すよう、投稿規定の中で指示
しているほどである。
　アブストラクトは研究論文の各セクションの中でも内容の構成が比較的
明確である。これまでに提案されたモデルでは、Bhatia (1993) の研究目的
⇒手順⇒結果⇒結論の四部構成、Hyland (2000) の導入⇒研究目的⇒手順⇒
成果⇒結論の五部構成をはじめとして各研究分野のアブストラクトの構成
について研究されているが （Martín-Martín, 2003; Stoller & Robinson, 2013）、
このことは、アブストラクトの論旨展開に分野ごとにある程度決まった型
があることを示している。
　アブストラクトを執筆する際に、研究者はその研究分野での適切な型に
合うように内容（構成素）を構成すれば良いのだが、読み手に情報を正確
に伝えるためには、構成素を決まった展開パターンに従って並べるだけで
は不十分である。まず構成素を次の構成素とつなぐために適切な連結表現
を使用する必要がある。次に、結果についての考察や成果を読者に向かっ
てアピールしつつも受け入れてもらうために、適切な表現を用いて、主張
の度合いを強めたり弱めたりする必要がある。これらの表現（メタディス
コース）を駆使することはアブストラクトを書く上で重要なスキルとなる。

2.2. メタディスコース
　メタディスコースとはテクストが表す本質的な内容部分ではなく、論旨
の展開を示す道標および、書き手が読み手に自分の主張を伝える際に、読
み手の受け取り方に配慮しながら、主張の強さの度合いを示す機能表現で
ある。Hyland (2005) は、書くことは書き手と読み手が相互的に関わる中
で意思疎通を図る社会的活動であり、メタディスコースは、テクストをコ
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ンテクストの中で書き手と読み手の関わり合いを実現する表現であるとし
ている。メタディスコースはその機能によって、読み手の理解を促進する
ためにディスコース（談話）を整理する役割を担うインタラクティブメタ
ディスコース （interactive metadiscourse） と、書き手が、自分の主張が読み
手に受け入れられるよう、読み手の反応と自分の主張の強さとのバランス
をとるために使用するインタラクショナルメタディスコース （interactional 

表 1
MDMの分類（カッコ内はHyland (2005) による分類名）

MDMクラスとグループ 機能 MDMの種類 （例）

インタラクティブクラス 読み手のテクスト理解を
助け、解釈を導く 　

連結MDM
 (Transitions)

段落間、センテンス間、節・
句間の論理関係を示す 　

　
情報の付加を示す
比較を示す
結果を示す

付け足し
比較
結果

and; in addition; equally, 
but; by contrast; conversely
accordingly; because; result in

文構造MDM 
 (Frame markers) テクストの内部構造を示す　 　

　 順序を示す
段階を示す
目標を示す
話題転換を示す

順序
段階
目標表明
話題転換

first;	lastly;	then
at this point; in conclusion; in sum
aim; desire to; wish to
back to; digress; shift to

内部照応MDM
 (Endophoric markers)

情報がテクスト内の
どこにあるか示す In this section; Example X; Fig. X

引用MDM
 (Evidential markers) 引用を示す (to) cite; according to X

　例示・言い換えMDM 
(Code glosses) 例示や言い換えを示す as a matter of fact; for example; such 

as

インタラクショナルクラス テクストにおける読み手
と書き手の顕在化 　

譲歩MDM (Hedges) 語調をやわらげる might; perhaps; possible; about

強調MDM (Boosters) 評価などを強調する in	fact;	definitely;	it	is	clear	that

評価・態度MDM
 (Attitude markers)

書き手の評価や感情を
示す unfortunately; I agree; surprisingly

一人称MDM
 (Self mentions) 書き手自身に言及する I; we; my; me; mine; the author

　関与MDM
 (Engagement markers)

読み手に呼びかけたり、
読み手を談話の一部と
して関与させたりする

consider; note; you can see that

注．MDMの訳語と機能定義は小島 （2017） に基づく。
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metadiscourse） に分けられる （Hyland, 2005）。表1はHyland (2005) に基づ
きこれら二つのメタディスコース（本論ではこの大分類をクラスとする）
をそれぞれ 5つのグループに分類し、それぞれに含まれるメタディスコー
スマーカー （以下MDM） を例示したものである。
　本論では、個々のMDMを数える時は「and」と「but」など異なるMDM
をMDMの種類と呼び、それぞれのMDMが所属する範疇は適宜、グルー
プやクラスと呼ぶ。例えば、1つのテクストの中に「and」（連結MDM）、
「but」（連結MDM）、「first」（文構造MDM）、がそれぞれ 1回、「might」（譲
歩MDM）が 2回出現した場合は、「テクスト中に出現したMDMはインタ
ラクティブとインタラクショナルの両クラスにまたがり、インタラクティ
ブクラスでは連結と文構造の2グループにまたがる3種がそれぞれ1回、イ
ンタラクショナルクラスでは、譲歩のグループのMDMが1種、2回出現し
た。合計で、出現したMDMのクラスは2つ、グループは3つ、MDMの種
類は 4つ、出現数は 5だった」とする。
　メタディスコースの習得は、第二言語習得において不可欠なものとされ 
（Mauranen, 1993; Park & Oh, 2018; Salam El-Dakhs, 2020）、英語学習者を
対象にした研究が盛んである（Gholami, Nejad, & Pour, 2014; Kobayashi, 
2016; Ozdemir & Longo, 2014）。日本語話者の英語メタディスコース習得
については、学習者が使用するMDMはand、but、so、becauseなどの連結
MDM、first、second、thirdなどの文構造MDMなど限られていることを示
した研究や （小林 , 2010）、MDMの使用方法を授業の中で具体的に指導する
ことの効果を検証した研究がある（小島 , 2017）。近年、異なるディスコー
スコミュニティ（同一の専門分野・職業分野に属する人々の集団）におけ
るメタディスコースの違いが明らかになるにつれて、学習者の専門分野に
特化した英語教育を目的とした「特定の目的のための英語教育」（English 
for	specific	purposes,	ESP） においても研究が進んでいる（Al-Zubeiry, 2019; 
Hyland, 2004）。

3. 本研究 

3.1.  目的とリサーチクエスチョン 　
　分野の違いに関わらず、研究者は自分の専門分野の論文の読み書きがで
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きなければならない。生命科学分野の学生は生命科学分野の論文を流暢に
読み書きすることによってその分野の一員となることが可能である。言語
の使用はディスコースコミュニティによって異なるとされ （Pogner, 2003; 
Spack, 1988）、例えば、生命科学分野の論文には生命科学のディスコース
コミュニティの言語的特徴があり、学生はその特徴に慣れなければ「流暢
に」論文を読み書きすることは困難であると言える。言語的特徴の中には
専門用語 （chromosomeやmeiosisなど） や一般的に使用されるがその専門分
野において特徴的意味を持つ語（「培養」を意味するcultureや「塩基」を意
味するbaseなど）の他にメタディスコースも含まれることがこれまでの研
究によって明らかになっている（Cao & Hu, 2014; Hu & Cao, 2015; Hyland, 
2004; Hyland & Jiang, 2018）。
　MDMが適切に使用された文章は、そのディスコースコミュニティのメン
バーには読みやすいものであると考えられる。文章の読みやすさにおいて
は文章の構成、使用される語彙、文体など様々な要因が考えられるが、こ
れらすべてにおいて様々な種類のMDMがかかわっている。このため、生
命科学分野の学生が論文の読み書きをするには、生命科学分野のジャーナ
ルにおけるMDMの使用法の習得が専門分野の知識を得たり、英語に習熟
することと同様に重要なのである。ひいて言えばMDMの習得状況は科学
英語の習熟度の指標になるとも考えられる。
　MDMの習得には英語の習熟度やその分野の文献にどれだけ触れている
か、ディスコースコミュニティにおける経験の長さなど複数の要因が考えら
れる。本研究では、手法としては、まず、質的分析と定量分析が考えられ
るが、今回は一般的な傾向をみるために定量分析を用いた。コーパスの手
法を用いて、ディスコースコミュニティにおける経験の長さに焦点を絞っ
てMDMの習得の横断的な分析を試みた。方法として生命科学分野のディ
スコースコミュニティに所属する研究者のMDMの使用状況を学生が到達
するべきモデルとし、学生のMDM使用状況を照合することによって、論
文の執筆に必要なMDMの習得状況を調べた。アブストラクト（総語数は
130語程度）においてMDMの出現頻度は数回であるため、可能な限り多
くのサンプルを集めることにより、当該ディスコースコミュニティにおけ
る一般的な傾向を求めた。本研究のリサーチクエスチョンは以下の通りで
ある。
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1.  生命科学分野の研究者と学生のMDMの使用（種類と頻度）に差は
あるか。学生が過剰使用するもの、過小使用するものは何か。

2.  1で学生と研究者の間に有意差が出たMDMの使用について学部生
と院生の間で使用（種類と頻度）に差はあるか。学部生が過剰使用
するもの、過少使用するものは何か。

   学部生とは学部3年生で科学英語クラスを受講し、科学論文のアブ
ストラクトの構成をすでに学んでいる学生を指し、院生とは生命科
学関連の大学の博士前期課程1年の学生である。ともに授業の課題
として提出した生命科学の内容のアブストラクトをコーパスに使用
した。両者ともに明示的なアブストラクトのライティング指導を受
けた経験に差はあまり無い。両者の違いは科学論文を講読する経験
が院生の方が多いことである。

この研究を通して、学生のMDMの習得状況を知ることができ、生命科学
分野の学生の英語教育に貢献することが期待できる。

3.2. 本研究で使用したMDM
　本研究の中で調査の対象としたMDMは、表1に示されたグループのMDM
としてHyland (2005) の付録に掲載されたリストに含まれるものである。た
だし本研究では、研究目的に合わせてリストに2つの変更を加えた。1つ目
は、リストに含まれている関与MDMを対象外とした。関与MDMは、書
き手が読み手に対して自分の議論に注意を向けるように、あるいは議論に
加わるように呼びかける際に使用するMDMで、読み手との議論を想定し
たものであるが、本研究の対象であるアブストラクトは研究成果を簡潔に
伝えることが主な目的で、読者に対して話しかけたり、共通の認識を確認
したりするような文が現れることは考えにくいからである。実際、生命科
学分野のアブストラクトの研究においては（Hagiwara & Kobayashi, 2021）、
関与MDMは確認できなかった。2つ目として、リストにおいて、「so」の
ように複数のグループに分類されているものは、コンテクストを確認など
し、表 2に示す通りの分類とした。
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表 2
本研究におけるMDMの分類

複数のMDMに分類
されるアイテム Hylandの分類 本研究の分類

rather 連結MDM 譲歩MDM
連結MDMsince 連結MDM 文構造MDM

so 連結MDM 文構造MDM
(in) chapter X 文構造MDM 内部照応MDM

文構造MDM

(in) part X 文構造MDM 内部照応MDM
(in) section X 文構造MDM 内部照応MDM
(in) the X chapter 文構造MDM 内部照応MDM
(in) the X part 文構造MDM 内部照応MDM
(in) the X section 文構造MDM 内部照応MDM
on the whole 文構造MDM 譲歩MDM
assume 譲歩MDM 関与MDM

譲歩MDM
estimate 譲歩MDM 関与MDM
ought 譲歩MDM 関与MDM
should 譲歩MDM 関与MDM
demonstrate 強調MDM 関与MDM

強調MDM

find 強調MDM 関与MDM

in fact 強調MDM 例示・言い換え
MDM   

indeed 強調MDM 例示・言い換え
MDM   

must 強調MDM 関与MDM
show 強調MDM 関与MDM
essentially 評価・態度MDM 譲歩MDM 評価・態度MDM
our 一人称MDM 関与MDM

一人称MDMus 一人称MDM 関与MDM
we 一人称MDM 関与MDM

結果的に、本研究で用いたMDMのリスト（以下MDMリストと表記する）
は、インタラクティブクラスの 5つのグループに含まれる 168のMDMと
インタラクショナルクラスの 4つのグループに含まれる 196のMDMであ
る（表 3）。
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  表 3 
本研究で使用したMDMとその数

MDM 種類数
インタラクティブ 168
連結MDM 48
文構造MDM 69
内部照応MDM 20
引用MDM 7
例示・言い換えMDM 24

インタラクショナル 196
譲歩MDM 81
強調MDM 47
評価・態度MDM 57
一人称MDM 11

4. 手順

　本研究ではまず、生命科学分野の科学者と学生（学部生と院生）の使用
するMDMを比較した。使用したコーパスは、研究者コーパスと学生コー
パスの 2つで、研究者コーパスは、英語圏の研究機関に所属する研究者が
執筆した研究論文のアブストラクト1,900編（371,460語）を集めたもので、
学生コーパスは、2つのサブコーパスで構成されており、生命科学を専攻
する大学3年生 （学部生コーパス） と大学院1年生が授業の課題として書い
た論文のアブストラクト254編 （46,236語） である （表4）。ここでの課題は
科学実験（家庭で行った簡単なものから学生実習で行った実験、所属研究
室での研究）に基づくアブストラクトの執筆である。

表 4
コーパス

コーパス 論文数 論文あたりの語数 総語数 異なり語数 異なり語数 /総語数
学生 254 182.03 46,236 5,079 0.11
　学部生 186 186.69 34,725 3,740 0.11
　院生 68 169.27 11,511 2,515 0.22
研究者 1,900 195.51 371,460 24,453 0.07
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　それぞれのコーパスにおいて出現したMDM （表3） を抽出するために、ま
ず、学生と研究者のコーパスから、コーパス分析用ソフトウェア（WordSmith 
Tools v.7.0）を用いてワードリストを作成した。次に、WordSmith Toolsの
クラスター機能を用いて、2–4語の連語リストを作成した。作成したワー
ドリストは、MDMリストを元に、データベースソフト（Filemaker Pro 9.0）
を用いてグループ別に分類し、学生と研究者のそれぞれのコーパスにおけ
るMDMの出現数と種類の数、更に、クラスおよびグループごとの頻度の
合計、及び 10万語あたりの出現頻度を表示できるようにした。2つのコー
パス間の出現頻度の比較は、コーパスサイズが違う場合でも比較が可能と
されている対数尤度比を用いた（Rayson & Garside, 2000）。
　分析手順は、まず学生と研究者のMDMの使用に差があるかどうかを検
証するために、学生コーパスと研究者コーパスのそれぞれに出現した全て
のMDMの頻度をクラス別、グループ別、種類別に求めた。次に、学生コー
パス・研究者コーパス間で、出現したMDMをグループごとに集計し、対
数尤度比を用いて頻度を比較した。同時に、出現したMDMの種類の数の
比較を行い、両コーパスにおけるMDMの使用に差があるかをみた。その
後、個々のMDMの頻度を検定し学生が過剰使用、過少使用するものを抽
出した。尚、効果量はベイズ因子（BIC）を使用した。BICは、0-2は言及
するにとどめるレベル、2-6は帰無仮説を棄却する（差があると判断する）
正の証拠、6-10は帰無仮説を棄却する強い証拠、10より大きい場合は帰無
仮説を棄却する非常に強い証拠となる。BICが負の数値であると帰無仮説
を採択する（差が無いと判断する）ことになる（Rayson, n.d.）。
　次に、学生と研究者との間に有意な頻度差があったMDMのグループに
ついて、学生コーパスのサブコーパスである学部生サブコーパスと院生サ
ブコーパスを比較した。学生コーパス・研究者コーパス間の比較と同様に、
まず、それぞれのコーパスに出現したMDMの頻度をクラス別、グループ
別、種類別に求めた。次に、学部生サブコーパス・院生サブコーパス間で
出現したMDMをグループごとに集計し、対数尤度比を用いて頻度を比較
した。同時に、出現したMDMの種類の数の比較を行い、両コーパスにお
けるMDMの使用に差があるかをみた。
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5.  結果

5.1.  学生コーパスと研究者コーパスの比較
　2つのコーパスに出現した全てのMDMの種類と頻度を比較したものが表
5である。1アブストラクトあたりのMDMの頻度は、それぞれ、学生 9.1、
研究者6.8だった。総語数あたりのMDMの数に差があるかどうかを対数尤
度比で検定したところ、学生が有意に多かった（LL = 251.0, p < .001, BIC 
= 238.0）。

表 5
それぞれのコーパスのMDMの合計頻度　　

コーパス 総語数 MDMの
頻度の合計 種類 一論文当たりの

MDM頻度 LL BIC

学生 46,236 2,320 248 9.1
251.0*** 238.0

研究者 371,460 12,832 368 6.8

***p < .001

　MDMの頻度をクラスとグループごとに集計したものが表 6である。全
体としては、MDMの出現頻度は、学生コーパスの方が多かったが、クラ
スごとにみてみると、インタラクティブでは、学生コーパスの方が圧倒的
に頻度が多かった（LL = 201.74, p < .001, BIC = 188.8）。一方、インタラク
ショナルでは、研究者コーパスの方がMDMの出現頻度が多かった（LL = 
7.65, p < .01, BIC = -5.3）。
　グループ間を比較したところ、内部照応MDMと引用MDMは両コーパ
スに出現しなかった。有意差があったグループは、インタラクティブでは
3（連結MDM、文構造MDM、例示・言い換えMDM）、インタラクショナ
ルでは 2（譲歩MDM、一人称MDM）であった。その中で、譲歩MDMの
出現頻度は研究者コーパスが有意に高かったが、それ以外は学生コーパス
での出現頻度が有意に高かった。
　MDMをグループで集計したもの、及び学生のみが使用する種類と研究
者のみが使用している種類を表示したものが表 7である。2つのコーパス
中に 196種類のMDMが含まれていることがわかった。
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表 6
学生コーパスと研究者コーパスに出現したMDMの頻度

MDM
頻度 頻度 /10万語

LL BIC
学生 研究者 学生 研究者

インタラクティブ 994 4,722 5,561 1,271 201.74*** 188.8
連結MDM　 601 3,419 4,700 920 56.15*** 43.2
文構造MDM 306 977 670 263 166.61*** 153.7
内部照応MDM 0 0
引用MDM 0 0
例示・言い換えMDM 87 326 190 88 34.22*** 21.3
インタラクショナル 1,356 10,048 2,667 2,705 7.65** -5.3
譲歩MDM 273 3,524 629 949 65.34*** 52.4
強調MDM 356 2,855 770 769 0.00 -12.9
評価・態度MDM 104 873 225 235 0.18 -12.8
一人称MDM 623 2,796 1,042 753 152.19*** 139.3
合計 2,350 14,770 5,083 3,976 115.12*** 102.18
**p < .01　***p < .001
注  .   インタラクティブとインタラクショナルが10万語あたりの頻度数においてそれぞれ
の小項目の合計とならないのはそれぞれで小数点以下第二位にて四捨五入している
ため。

表 7
学生と研究者のコーパス内に出現したMDMの数の内訳 

MDMクラスとグループ
学生と
研究者
計

学生 研究者
両コー
パスに
出現

学生
のみ

研究者
のみ

クラス  インタラクティブ (168) 84 52 77 45 7 32
グループ 連結MDM (48) 44 28 42 26 2 16
　　　　 文構造MDM (69) 28 16 26 14 2 12
　　　　 例示・言い換えMDM (24) 12 8 9 5 3 4
クラス  インタラクショナル (196) 112 69 108 65 4 43
グループ 譲歩MDM (81) 54 37 52 35 2 17
　　　 　強調MDM (47) 28 17 27 16 1 11
　　　　 評価・態度MDM (57) 27 12 27 12 0 15
　　　　 一人称MDM (11) 3 3 2 2 1 0
合計 196 121 185 110 11 75
注 . (　) 内はMDMリストのMDMの数
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　出現した196のうち、両コーパスに共通しているものは110（56.1%）で
あった。譲歩MDM （出現数 54, 共通 35, 64.8%） と一人称MDM （出現数 3, 
共通 2, 66.7%） では共通するMDMの割合が比較的高く、例示・言い換え
MDM （出現数12, 共通5, 41.7%） 及び評価・態度MDM （出現数27, 共通12, 
44.4%） では、共通する割合は、比較的低かったMDMグループ間での共通
部分では、出現したMDMの種類でばらつきがみられた（66.7%–41.7%）。
　一方で、両コーパス間の相違点としては、以下の 2点があった。学生と
研究者コーパスでは、各々のコーパスにのみ出現したMDMの種類の数に
は大きな違いがあった（学生のみ11, 5.6%, 研究者のみが75, 38.2%）。特に
評価・態度MDMでは、研究者コーパスに出現した 15種類（55.6%）は学
生コーパスにはみられなかった。学生コーパスのみに含まれるMDMはな
かった。
　学生コーパスは、研究者コーパスと共通しているMDMの種類が占める
割合が高かった（出現したMDMの種類 121, 共通 110, 90.9%） ことに対し
て、研究者コーパス内で学生コーパスと共通して出現したMDMを占める
割合は低かった（出現したMDMの種類 185, 共通 110, 59.4%）。具体的な
MDMは表 12にまとめてある。

表 8
各MDMグループで学生及び研究者コーパス間に頻度の有意差があったMDMが
占める割合

MDM 有意差あり (%) 研究者>学生 学生>研究者
インタラクティブ (84)  46 (54.8)  20 (11)  26 (7)
　連結MDM (44)  23 (52.3)  13 (7)  10 (2)
　文構造MDM (28)  14 (50.0)  4 (2)  10 (2)
　例示・言い換えMDM (12)  9 (75.0)  3 (2)  6 (3)
インタラクショナル (112)  41 (35.7)  19 (9)  19 (4)
　譲歩MDM (54)  21 (36.8)  11 (5)  7 (2)
　強調MDM (28)  12 (42.9)  5 (2)  7 (1)
　評価・態度MDM (27)  5 (18.5)  3 (2)  2 (0)
　一人称MDM (3)  3 (100.0)  0 (0)  3 (1)
合計 (196)  87 (44.4)  39 (20)  45 (11)

注 1.   研究者>学生、学生>研究者の (　) はそれぞれが 0のもの
注 2.   「MDMクラスとグループ」の欄の (　) 内は学生及び研究者コーパスに出現した

MDMの数の合計数（表 7）
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　学生と研究者間で、それぞれのMDMの頻度の差を検定し、その結果、有
意差があったもの（p < .05）をグループごとにまとめ、内訳を示したもの
が表 8である。インタラクティブとインタラクショナルを比較すると、イ
ンタラクティブには有意差のあるものがより多く含まれ、特に、例示・言
い換えMDMに至っては、12種類のMDMのうち、9種類（75%）の使用
に差があった。　
　一方、インタラクショナルにおいては、一人称MDMに出現した 3つの
種類全ての使用に有意差がみられた。一人称MDMの使い方には大きな差
がある。一人称MDMはMDMリストの 11（表 3）のうち、3（I, my, we）
出現し、そのうち 2（I, we）は両コーパスに出現した。研究者コーパスで
はwe以外の一人称MDMはほとんど出現しなかった。

5.2.  学部生サブコーパスと院生サブコーパスの比較
　学部生サブコーパスと院生サブコーパスに出現したMDMの頻度の比較
を示したものが表 9である。MDMの頻度を 10万語あたりで比較すると、
院生の方が有意に多かった（LL = 44.8, p < .001）。
　クラスごとに比較すると、院生サブコーパスの方に、インタラクティブ、
インタラクショナルのMDMが多く含まれていた（インタラクティブ : LL 

表 9
学部生サブコーパスと院生サブコーパスに出現したMDMの頻度の比較（10万語
あたり）

MDM 頻度 頻度 /10万語 LL BIC学部生 院生 学部生 院生
インタラクティブ 695 308 2001.4 2675.7 17.3*** 6.5
　連結MDM 382 219 1100.1 1902.5 39.4*** 28.6
　文構造MDM 258 55 743.0 477.8 9.7** -1.1
　例示・言い換えMDM 55 34 154.8 295.4 7.7** -3.1
インタラクショナル 932 423 2683.9 3674.7 27.5*** 16.8
　譲歩MDM 166 106 478.0 920.9 26.1*** 15.4
　強調MDM 250 106 719.9 920.9 0.8 -6.4
　評価・態度MDM 74 30 213.1 260.6 0.18 -9.9
　一人称MDM 442 181 1272.9 1572.4 5.6* -5.2
合計 1,627 731 4,685.4 6,350.4 44.8*** 34.0
*p < .05　**p < .01　***p < .001
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= 17.3, p < .001、インタラクショナル : LL = 27.5, p < .001）。
　グループごとの比較では、院生サブコーパス中で、ほとんどのグループ
においてMDMの頻度がより多かった。しかし、評価・態度MDMでは有
意差はなく、文構造MDMでのみ学部生の方が有意に多かった（LL = 9.7, 
p < .01）。
　学部生と院生のコーパス内のMDMをグループで集計したもの、及び、学
部生のみが使用する種類と、院生のみが使用しているものを表示したもの
が表 10である。出現した 120のうち共通しているものは 68（56.7%）だっ
た。学部生サブコーパスの方により多くの種類のMDMが含まれているこ
とがわかった。評価・態度MDMでは、共通に出現した種類が少なかった
（appropriate, important, expect）。

表 10
学部生と院生のコーパス内のMDMの数の内訳

MDMクラスとグループ 学部生 
院生計 学部生 院生

両コー
パスに
出現

学部生 
のみ

院生 
のみ

クラス インタラクティブ (168) 51 44 40 33 11 8
グループ 連結MDM (48) 27 25 22 20 5 3
　　　　文構造MDM (69) 16 14 11 9 5 2
　　　　例示・言い換えMDM (24) 8 5 7 4 1 3
クラス インタラクショナル (196) 69 59 45 35 24 10
グループ 譲歩MDM (81) 37 30 24 17 13 7
　　　　強調MDM (47) 17 17 12 12 5 0
　　　　評価・態度MDM (57) 12 9 6 3 6 3
　　　　一人称MDM (11) 3 3 3 3 0 0
合計 120 103 85 68 35 18

注 .  「MDMクラスとグループ」の欄の (　) 内はMDMリストのMDMの数

　学部生サブコーパスと院生サブコーパス間で、それぞれのMDMの頻度
の差を検定し、その結果、有意差があったもの （p < .05） をグループごとに
まとめ、内訳を示したものが表 11である。インタラクショナルの方は 2つ
のコーパスで差異が少なかったが、インタラクティブの方に、有意差のあ
るMDMが多く含まれている傾向があった。文構造MDM以外、すべての
グループのMDMで院生サブコーパスの方が有意であった。
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表 11
MDMグループで学部生及び院生間に頻度の有意差があったMDMが占める割合
MDMクラスとグループ 有意差あり (%) 院生>学部生 学部生>院生
インタラクティブ (51) 14 (27.5) 8 (4) 6 (2)

　連結MDM (27) 7 (25.9) 6 (2) 1 (1)

　文構造MDM (16) 4 (25.0) 0 (0) 4 (1)

　例示・言い換えMDM (8) 3 (37.5) 2 (2) 1 (0)

インタラクショナル (112) 15 (13.4) 11 (3) 4 (3)

　譲歩MDM (54) 6 (11.1) 5 (2) 1 (1)

　強調MDM (28) 5 (17.9) 3 (0) 2 (1)

　評価・態度MDM (27) 3 (11.1) 2 (1) 1 (1)

　一人称MDM (3) 1 (33.3) 1 (0) 0 (0)

合計 (163) 29 (17.8) 19 (7) 10 (5)

注 1.  「MDMクラスとグループ」の欄の (　) 内は有意差があったMDMの合計数
注 2.   院生>学部生、学部生>院生の (　) はそれぞれが 0のもの 

　学生と研究者コーパス間で有意差があったMDM群に、新 JACET8000
（大学英語教育学会基本語改訂特別委員会 , 2016）の順位を示したものが表
12である。連語に関しては、含まれる語の順位の高いものを採用した。

表 12
学生と研究者間で有意差があったMDM群と新 JACET8000順位

研究者が有意に多いMDM 学生が有意に多いMDM
MDM 新 JACET 8000 MDM 新 JACET 8000

連結MDM
in addition 1267 but 19
moreover 1800 therefore 1483
thus 2339 again 120
although 1042 and 3
rather 1465 on the other hand 182
whereas 2371 further 2187
while 129 so 43
by contrast 1667 as a result 1071
hence 5748 since 189
in contrast 1667 because 80
result in 1071
yet 186
lead to 2953
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文構造MDM
overall 1694 finally 364
focus 1687 first 73
subsequently 4177 second 223
goal 591 then 57

would like to 64
first	of	all 73
third 324
purpose 650
next 140
aim 1892

例示・言い換えMDM
that is 12 such as 123
for example 558 specifically 2498
known as 52 i.e. unlisted

say 37
call 253
in other words 277

譲歩MDM
suggest 1563 mainly 1733
may 93 roughly 3332
might 1445 guess 673
typically 2509 suppose 1549
likely 1461 feel 219
indicate 2255 possible 1049
apparent 2682 seem 1452
largely 2800
possibly 2353
postulate unlisted
uncertain 3005

強調MDM
demonstrate 1950 clear 339
establish 1713 find 151
show 321 certain 1458
indeed 1480 really 110
evident 4171 prove 1664

actually 204
think 65

評価・態度MDM
essential 1650 even 97
dramatically 2736 appropriate 1584
importantly 2622

一人称MDM
my 45
we 21
I 8
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6. 考察

　生命科学分野では英語は共通語として使用され、科学者は自分の母語が
何語であっても英語で研究内容を発表するのが一般的である。生命科学を
学ぶ学生にとっては、英語で正確に論文を書く能力は必須のものと言えよ
う。本研究では、学部3年生、大学院生（博士課程前期1年）に研究論文の
アブストラクトを書いてもらい、研究者のアブストラクトと比較した。比
較する対象として、文法や語彙ではなく文章中の機能表現であるメタディ
スコースの表示マーカー（MDM）を使用した。その理由は、ディスコース
コミュニティによってメタディスコースの使用が異なるため、特定のディ
スコースコミュニティで意思の疎通を図るためには、そのディスコースコ
ミュニティで規範として使用されているメタディスコースの習得が重要だ
という点にある（Hyland, 2004）。生命科学専攻の学生にとって生命科学分
野に特徴的なメタディスコースをいち早く習得し、文献を正確に早く読ん
だり書いたりするスキルを身につけることが、大学での科学英語教育の目
的として相応しいであろう。科学英語教育への応用を念頭に入れて、本研
究では以下の 2つのリサーチクエスチョンを立て、研究者と学生のMDM
使用状況の差を調べた。

1.     研究者と学生のMDMの使用（種類と頻度）に差はあるか。学生が
過剰使用するもの、過少使用するものは何か。

2.     1で学生と研究者の間に有意差が出たMDMの使用について学部生
と院生の間で使用（種類と頻度）に差はあるか。学部生が過剰使
用するもの、過少使用するものは何か。

6.1.  学生コーパスと研究者コーパスの比較
　MDMを 10万語あたりの頻度で比較したところ、アブストラクト全体に
おけるMDMの占める割合が学生コーパスにおいて有意に大きい（表5、表
6）ことが明らかになった。語数制限のあるアブストラクトにおいては、命
題的内容を限られた字数で表すために、冗長な表現や不必要な接続表現を
なくし、最小限の機能表現で研究内容を効果的に示すことが必要である。
研究者コーパスでは、字数制限のためアブストラクトというジャンルに最
も必要な最小限のMDMのみが含まれると考えられる。一方、学生は、科
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学英語を特徴づけるMDMを多数使用し、論文らしい文を書こうと試みた
結果MDMの使用が増えた可能性が考えられる。以降、MDMのグループ
及び種類を分析することによって、学生の過剰使用の原因を探った。
　MDMは 2つのクラスに分かれているが（Hyland, 2005）、研究者、学生
それぞれのコーパスで共通に使用されたMDMの種類を比べたところ、全
体で196のうち110のみだった。学生のみが使用したMDMは11だったが、
研究者は学生が使用していないMDMを75使用していた（表7）。学生の使
用したMDMの多くは研究者が使うものであったことは、学生がアブスト
ラクトを書くときに科学英語らしい表現を意図的に使用していることが推
測できるが、一方で、MDMの種類が少ないことは、少数のMDMを過剰
使用していることを示している。
　それぞれのコーパスに出現するMDMの頻度を比較することで学生が過
剰、過少使用しているMDMを同定することができる。そのため研究者と
学生のMDMの頻度を比較したところ、大きな違いが見られたのはインタラ
クティブMDM （学生 5,561/10万語 , 研究者 1,271/10万語） の方だった。と
りわけ、連結MDMは、学生の方が研究者より5倍も多く （学生4,700/10万
語 , 研究者920/10万語） 使用していた （表6）。学生コーパスには連結MDM
であるand, but, soなどあらゆる文章で使用できる高頻度語彙が多く含まれ
ていた。これらの接続詞は、Salam El-Dakhs (2020) による日本人学習者を
対象としたエッセイ（自分の主張を述べるargumentative essay）中のメタ
ディスコースの研究でも初級レベルの学習者の傾向として報告されている
ものである。初歩的な連結MDMの過剰使用は第二言語学習者に見られる
一般的な現象 （小林 , 2010） であり、科学英語ライティングにおいてもその
特徴が確認できた。
　一方、連結MDM には rather, whereas, although, whileなど研究者コーパ
スに有意に多く含まれていたものもあった （表12）。実際に出版された論文
の内容は、学生が課題のテーマとして選んだものよりも複雑なため、rather
のような副詞を使って対比関係を示すことが必要だったことが考えられる。
英語で科学的な内容を記述するスキルを身につけるために、これら研究者
コーパスに多く含まれていたMDMの使用法を明示的に指導することは意
味があるだろう。
　インタラクティブに含まれるMDMグループの特徴は、研究者が多くの
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MDMを使い分けており、学生は少数のMDMを集中的に使用していたこと
である。文構造MDMを例に取ると、研究者は 26の文構造MDMを使い、
極端に使用頻度が多いfirst	（75.11/10万語） 以外は、MDMの使用頻度に偏
りがなかった。一方、学生は、MDMの種類も 16と少なく、更に、極端に
使用頻度の高いMDMが複数 （first,	162.21/10万語 , then, 147/10万語 , next, 
84.35/10万語） 含まれていた。そのため、これらのMDMの頻度は学生の方
が有意に多かった。反対に、overall （研究者 , 19.65/10万語 , 学生 , 2.16/10
万語） のような文構造MDMは学生のコーパス中には少なかった。学生が使
用している文構造MDMの多くは、新 JACET8000のレベル 1 （1–999）（表
12）に含まれる最高頻度語彙であり、学生がアブストラクトを書くときに、
使い慣れた語彙で構成されているMDMを過剰使用していることが考えら
れる。今後、これらのMDMの習得プロセスを研究することが必要である。
　文構造MDMの興味深い傾向として、aim （67.05/10万語）、 purpose 
（49.74/10万語） は学生が有意に多かったが、goal （研究者 , 7.8/10万語） は
学生は全く使用しなかった。新 JACET8000を使用して、語彙の難易度を確
認すると、aim （1892）、purpose （650）、 goal （591） のうち、goalは最も難
易度が低いが、研究者と比較すると、学生はaim、purposeを過剰使用し、
goalは過少使用をしていたと言える。その理由として、aim、purposeの訳
語が「目的」であり、研究の「目的」という意味で使用されるが、goalは
日本語のゴールの意味で使用することに馴染みがあり、研究の目的を意味
することに結びつかないことによると推測できる。日本語のゴールは、最
終地点、終着点の意味が強いため、研究の「目的」としてgoalを使用しな
かった可能性がある。これはMDMの使用における日本語からの転移を示
していると考えられる。
　インタラクショナルのMDMの頻度を検定すると研究者コーパスの方に
有意に多くMDMが含まれていることが判明した。MDMグループそれぞ
れの頻度をみたところ、その原因は譲歩MDMによることがわかった、強
調MDMと評価・態度MDMにおいては頻度に差はみられなかった。MDM
グループの中で研究者コーパスに出現するMDMが有意に多かったのは譲
歩MDMのみであった。全体では 54種類の譲歩MDMが検出され、そのう
ち学生は 37種類を使用していた。一方、研究者は 52種類を使用し、含ま
れなかった 2種類は、guessと supposeのみであった。譲歩MDMに関して
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は、研究者が使用する種類も頻度の合計（949/10万語）も、学生（629/10
万語）より多かった（表 6）。実際の研究では、結果を断定的に表せるよう
な結果は出にくく、譲歩的な表現を用いて研究の重要性をより正確に伝え
る必要性があるため、譲歩MDMが多く使われると考えられる。
　学生の譲歩MDMの出現頻度が少なかった理由として、アブストラクト
の内容による理由と言語的な理由があると考えられる。学生は、カリキュ
ラムの一貫として実習・研究を行い、それらの実験の結果をアブストラク
トの形式で書くのが課題だったが、多くの場合すでに結果が明確に現れて
いるものについて記述したものが学生コーパスに多く含まれていたため、
譲歩MDMを使用する必要性が低かったと推測できる。
　言語的な理由としては、法助動詞の使用法が難しいことが挙げられる。譲
歩MDMには法助動詞が含まれるが、法助動詞は使い方により様々なニュ
アンスが含まれる。アブストラクトでは、正確に確信の度合いを表したり、
可能性の程度を示したりするために使用されるが、第二言語学習者にとっ
ては習得が難しいとされている（Hyland & Milton, 1997）。今回のコーパス
では、would, might, may, shouldの頻度は統計的にも有意な差として表れて
おり、学生はこれらの表現を十分に使いこなせないため、使用を回避した
可能性が考えられる。その他、研究者が使用した譲歩MDMには、postulate
のようにアカデミックな文脈以外ではあまり使用されない低頻度語彙や、
typically, likely, largely, possiblyなどの副詞が含まれており、これらの語の
使用法を教えることも必要であろう。
　動詞で学生に過少使用が見られたものとしてsuggest （研究者228.29/10万
語 , 学生82.9/10万語）, indicate （研究者114.14/10万語 , 学生38.93/10万語）, 
results suggest that （28.81/10万語 , 学生は 8.65/10万語）, results indicate that 
（15.88/10万語 , 学生は0） が特徴的であった。研究者は、これらの表現を決
まり文句のようにアブストラクトの後半部分で多用している。学生は頻繁
にアブストラクトで使用される慣用表現をまだ使い慣れていないのであろ
う。譲歩MDMを使い研究結果を記述することは、正確な情報提供を行う
上で必須のスキルであり、意識的に使い分けられるように指導する必要が
ある。
　同様にインタラクショナルのグループに属する一人称MDMにも、特徴
的な違いがみられた。学生も研究者もweの使用頻度はとても多いが、比較
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をしてみると学生 （1042.48/10万語） の方が研究者（752.17/10万語） よりも
さらに多く使用していた （LL = 40.54, p < .001）。一人称のweは、論文でも
使用頻度が高くなっている傾向があり（福池 , 2019）、学生もその傾向に準
じていると考えられる。文法的な説明としては、能動態の方がセンテンス
を作成しやすいため、weまたは Iを主語に用いる動詞を多用して研究内容
を記述した可能性が考えられる。主格の Iに関しては、生命科学分野では、
グループで論文を執筆することが一般的なため、研究者はweを通常使用す
るが、学生は課題の特性上、I （291.98/10万語） を使用した可能性があるた
め、この違いはデータ収集方法に帰すると考えることも可能である。
　評価・態度MDMに関しては研究者及び学生コーパス間、学部生及び院生
サブコーパス間でそれぞれ比較したところ、頻度に有意差はみられなかっ
た。しかし、研究者が使用していたMDMの種類が 27に対して、学生は
12と大変少なく、学生が使用して、研究者が使用しなかったMDMは一つ
もなかった （表7）。評価・態度MDMの種類は、品詞も様々であり、且つ、
意味も否定から肯定的なものまで多岐にわたるため重複が少ないと考えら
れる。これは、研究者コーパス （1900編） に比べて、学部生 （186編） 及び
院生 （68編） サブコーパスのそれぞれのサイズが小さいことによるとも考
えられるが、他の理由としては、学生は研究者がよく使用する importantly, 
essentially, appropriately, dramatically, surprisingly, unfortunatelyなどの副詞
を使用しない、あるいは過少使用していた傾向が挙げられる。これらは
unfortunatelyを除いて、全て研究成果をアピールする時に用いる表現であ
るが、これらの表現を学生が使用していないのは、アブストラクトの目的
の 1つである自分の研究を宣伝することは（Hyland, 2005）、課題として書
くアブストラクトにおいて、目的ではなかったことが理由の 1つとして考
えられる。
　強調MDMにも研究成果をアピールするために使用されることの多い
MDMが多く含まれているが、研究者と学生コーパス間に頻度による差は
なかった。MDMを比較すると、研究者コーパスの方で頻度が高いものは、
demonstrate, establish, indeed, evidentなど複数のシラブルで構成されるや
や語彙レベルが高い語が多い一方で、学生コーパスにはより基本的な語彙 , 
clear,	find,	certain,	reallyなどが多く含まれていた。作文タスクにおいては
学生にとって難易度の高い語彙は意味がわかっていたとしても、使用する
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までにはかなりの訓練が必要なのかもしれない。
　このように、学生と研究者のコーパスを比較したところ、学生の過剰使
用気味のMDMが多いのに対して、研究者コーパスには出現したMDMの
種類は多く、集中的に頻度が高いものが少ないことが傾向として現れた。
学生コーパスには学部生の書いたアブストラクトと大学院生が書いたもの
が含まれるが、次項でそれらの違いを分析した。

6.2. 学部生サブコーパスと院生サブコーパスの比較
　院生サブコーパスは学部生サブコーパスよりも全体的なMDMの頻度が
多く、インタラクティブ、インタラクショナルのクラスにおいてもMDM
の使用頻度は学部生コーパスよりも多かった（学生 4,685.4/10万語 , 院生
6,350.4/10万語）。研究者と比較すると、学生はMDMを過剰使用していた
が、その原因の 1つとして、院生が過剰使用していた可能性は否めない。
特に、連結MDMでは、院生の方が学部生よりも有意に多く使用していた
（学部生1100.1/10万語 , 院生1902.5/10万語）。一人称MDMに関しても、同
様だった（学部生 1272.9/10万語 , 院生 1572.4/10万語）（表 9）。
　院生が研究者と似ている点を相対的にみてみると、以下のことが挙げら
れる。1つには、インタラクティブよりインタラクショナルのMDM使用頻
度が多く、中でも譲歩MDMの使用頻度が有意に多かった。MDMの種類
をみてみると、suggest, unclear, may, might, mainlyの5つは、院生の使用頻
度が有意に多かった。これら研究者が使用するMDMの種類の特徴として
挙げた法助動詞、動詞、副詞が、院生サブコーパスには含まれていた。前
項でも触れたが、results suggest thatの学生の使用の内訳は、すべて院生に
よるものであった。これらのことから、院生のMDMの使用は頻度及び種
類に関して、研究者に近づいていると言えなくもない。
　インタラクティブの中では、文構造MDMの使用頻度が少なかった（表
9）。更に、連結MDMで、院生が比較的よく使っているhowever, in addition, 
similarlyは、研究者がよく使うMDMであり、特に、in additionとsimilarly
は、学部生は使用していなかった。
　アブストラクトを書くにあたり、評価・態度MDMで研究者が最も頻繁に
使用するMDMは importantであるが、院生は学部生よりも、この important
を有意に多く使っていた（学部生 80.63/10万語 , 院生 173.75/10万語）。
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　これらのことから、院生のMDMの使用の特徴は、未熟な第二言語学習
者の特徴を備えており、研究者のMDMの使用とは差があるとはいえ、い
くつかのMDMの使用の中には、研究論文のアブストラクトらしい表現が
含まれていることがわかった。

6.3. まとめ
　学生のアブストラクトではMDMの出現頻度は多かったが、使用されて
いた種類が少なかった。内訳をみると学生は特に連結MDMを過剰使用し、
譲歩MDMを過少使用していた。研究者と学生のMDMの使用の違いをま
とめると、言語的な面においては、goalの過少使用にみられた母語干渉、
新 JACET8000における難易度の低いMDMの過剰使用、及び難易度の高い
MDMの過少使用、法助動詞や副詞の使い方にみられる高度な語用論的知
識が必要なMDMの過少使用が挙げられる。

7.  結論

　本研究では、生命科学分野の研究者と学生が書く英語論文のアブストラ
クトではメタディスコースの使用に差があることがわかった。生命科学の
共通語は英語である。ゆえに英語論文において適切なMDMが使用できな
いことは、読み手を混乱させることになり（Mauranen, 1993）、研究の成果
を正しく伝えることができない。そこで大学および大学院での英語教育の
中で、アブストラクトを書く目的とそこで使用されるMDMを明示的に教
える必要がある。本研究では、学生が過剰・過少使用するMDMを明らか
にしたが、このことは、大学・大学院英語教育の作文スキル向上のための
教育に貢献すると考える。
　今回はアブストラクトに限定してコーパス間の比較を行った。アブスト
ラクトは語数が少ないため、含まれるMDMの数にも種類にも限りがある。
本研究の目的である、生命科学分野の研究者と学生のMDMの使用頻度の
比較し、学生のMDM使用の不足分を同定するには、今後は、論文全体で
使用されるMDMの分析や、ジャンル分析の手法を用いての定性的研究が
必要となる。それにより、様々な視点から学生のMDMの習得を分析する
ことが可能となる。今回は学生コーパスを筆者らが担当する授業で出した
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課題で構築したため、数に限りがあったが、今後は比較するコーパスサイ
ズを揃えることも課題である。本研究の結果から、論文を講読する機会が
より多くてもMDM使用が、研究者に近くなるとは限らない。これは、論
文を読む目的は生命科学分野の知見を得ることであり、必ずしも言語習得
を目的とするものではないからである。論文講読の際にMDMに対する意
識を高めるような教育を行うとその習得につながる可能性がある。
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