
第１章　論文でよく使われる品詞の種類と使い方

自動詞の使い方
◆SVの文型に用いられる動詞＋前置詞 …………………………………………31
◆SVCの文型に用いられる動詞……………………………………………………32
他動詞の使い方
◆SVOの文型に受動態で用いられる動詞＋前置詞……………………………34
◆SVOの文型に能動態で用いられる動詞 ………………………………………35
◆受動態と能動態の両方で用いられる動詞：weを主語とする場合 ………36
◆受動態と能動態の両方で用いられる動詞：resultsを主語とする場合…37
◆受動態と能動態の両方で用いられる動詞：that節を伴う場合 …………37
◆受動態と能動態の両方で用いられる動詞：過去分詞＋that節の場合 …37
◆SVOOの文型に用いられる動詞…………………………………………………38
◆SVOCの文型に用いられる動詞 ………………………………………………39

他動詞にも自動詞にも使われる動詞
◆他動詞と自動詞の両方で用いられる動詞 ………………………………………40
句動詞の使い方
◆前置詞と組合わせて他動詞として用いられる自動詞（句動詞） …………42
◆前置詞と組合わせて特定の意味をもつ自動詞…………………………………42

名詞を修飾する形容詞
◆名詞を修飾する形容詞 …………………………………………………………… 44
◆名詞を修飾する形容詞molecularの用例 ……………………………………45

補語として用いられる形容詞
◆補語として用いられることが多い形容詞 ………………………………………46
副詞句（前置詞句）を伴う形容詞
◆形容詞＋前置詞の組合わせの頻度 ………………………………………………47

形容詞句としての用法（名詞＋形容詞＋前置詞）
◆形容詞＋前置詞で導かれる形容詞句…………………………………………… 48

◆論文でよく用いられる副詞 ……………………………………………………… 50

文中で用いられる副詞
◆副詞と組合わせて直後に用いられる用語……………………………………… 52

1

Ⅲ．副詞

4

3

2

1

Ⅱ．形容詞

4

3

2

1

Ⅰ．動詞

論文でよく使われる表現がわかる！

用例表タイトル一覧

10



文頭で用いられる副詞
◆文頭でよく用いられる副詞 ……………………………………………………… 53

名詞＋前置詞の使い方
◆よく使われる名詞＋前置詞 ……………………………………………………… 54

名詞＋現在分詞の使い方
◆よく使われる名詞＋現在分詞 …………………………………………………… 56

名詞＋過去分詞の使い方
◆よく使われる名詞＋過去分詞 …………………………………………………… 57

形容詞＋名詞の使い方
◆roleとともに用いられる形容詞………………………………………………… 59
◆mechanismとともに用いられる形容詞 …………………………………… 60
◆analysisとともに用いられる形容詞 ………………………………………… 60

前置詞句をつくる動名詞
◆ inに導かれる前置詞句 …………………………………………………………… 62
◆forに導かれる前置詞句…………………………………………………………… 63
◆byに導かれる前置詞句…………………………………………………………… 63
文頭で主語として用いられる動名詞
◆文頭で主語として用いられる動名詞…………………………………………… 64

◆論文でよく用いられる助動詞 …………………………………………………… 66

mayとmightの比較
◆mayを用いた代表的な表現……………………………………………………… 66
◆mightを用いた代表的な表現…………………………………………………… 68
canとcouldの比較
◆canを用いた代表的な表現 ……………………………………………………… 68
◆couldを用いた代表的な表現 …………………………………………………… 69
shouldとmustの比較
◆shouldを用いた代表的な表現 ………………………………………………… 70
◆mustを用いた代表的な表現 …………………………………………………… 70

◆論文で用いられる前置詞とその使用頻度……………………………………… 73
about
◆～について〔他動詞（過去分詞）＋about〕………………………………… 74

1

Ⅶ．前置詞の種類と用法

3

2

1

Ⅵ．助動詞

2

1

Ⅴ．動名詞

5

3

2

1

Ⅳ．名詞

2

11

用
例
表
タ
イ
ト
ル
一
覧 



◆～に関する（名詞＋about） …………………………………………………… 74
above
◆～を上回って（above＋名詞）………………………………………………… 74
◆～以上の/～より上の（名詞＋above）……………………………………… 75
across
◆～を越えて/～中に（過去分詞＋across）…………………………………… 75
◆～を越える（名詞＋across）…………………………………………………… 75
after
◆～のあと〔他動詞（過去分詞）＋after〕 …………………………………… 76
◆～のあと（名詞＋after）………………………………………………………… 76
◆～のあと（副詞＋after）………………………………………………………… 77
◆～後（after＋名詞句）…………………………………………………………… 77
against
◆～に対して〔他動詞（過去分詞）＋against〕……………………………… 78
◆～に対抗して（自動詞＋against）…………………………………………… 78
◆～に対する（名詞＋against） ………………………………………………… 78
◆～に対して/～に対抗して（形容詞＋against）…………………………… 79
along
◆～に沿って〔他動詞（過去分詞）＋along〕………………………………… 79
◆～に沿った（名詞＋along）……………………………………………………… 80
among
◆～の間に〔他動詞（過去分詞）＋among〕………………………………… 80
◆～のなかに（自動詞＋among）………………………………………………… 81
◆～の間の（名詞＋among）……………………………………………………… 81
◆～の間で（形容詞＋among）…………………………………………………… 81
around
◆～のあちこち/～のころに（around＋名詞句）……………………………… 82
as
◆～として〔他動詞（過去分詞）＋as〕………………………………………… 82
◆～として（自動詞＋as）………………………………………………………… 83
◆～されるように（as＋過去分詞）……………………………………………… 84
at
◆～において/～で〔他動詞（過去分詞）＋at〕……………………………… 85
◆～において（自動詞＋at） ……………………………………………………… 85
◆～における（名詞＋at）…………………………………………………………… 86
◆～において/～で（形容詞＋at）………………………………………………… 86
◆～において/～で（atに導かれる副詞句）…………………………………… 86
◆～で/～において〔atに導かれる副詞句（時間経過を示すもの）〕……… 87
before
◆～の前（名詞＋before）………………………………………………………… 87

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

12



◆～前（副詞＋before） …………………………………………………………… 88
below
◆～より下の（名詞＋below） …………………………………………………… 88
between
◆～の間に〔他動詞（過去分詞）＋between〕……………………………… 89
◆～の間で（自動詞＋between）………………………………………………… 89
◆～の間の（名詞＋between）…………………………………………………… 90
◆～の間で（形容詞＋between）………………………………………………… 90
by
◆～によって〔他動詞（過去分詞）＋by〕……………………………………… 91
◆～だけ〔他動詞（過去分詞）＋by〕…………………………………………… 91
◆～によって（形容詞＋by）……………………………………………………… 92
◆～による（名詞＋by） …………………………………………………………… 92

despite
◆～にもかかわらず〔despite（文頭）〕………………………………………… 93
during
◆～の間に〔他動詞（過去分詞）＋during〕…………………………………… 93
◆～の間に（自動詞＋during）…………………………………………………… 93
for
◆～のために〔他動詞（過去分詞）＋for〕 …………………………………… 94
◆～に対して〔他動詞（過去分詞）＋for〕 …………………………………… 94
◆～に関して〔他動詞（過去分詞）＋for〕 …………………………………… 95
◆～を（自動詞＋for） ……………………………………………………………… 95
◆～のための（名詞＋for）………………………………………………………… 96
◆～に対する（名詞＋for）………………………………………………………… 96
◆～の（名詞＋for） ………………………………………………………………… 97
◆～にとって/～のために（形容詞＋for）……………………………………… 98
◆～に対して（形容詞＋for）……………………………………………………… 98
◆～の間（for＋時間関連語句）…………………………………………………… 98
from
◆～から〔他動詞（過去分詞）＋from〕………………………………………… 99
◆～から（自動詞＋from）………………………………………………………… 100
◆～と（自動詞＋from）…………………………………………………………… 100
◆～からの（名詞＋from）………………………………………………………… 100
◆～と（形容詞＋from）…………………………………………………………… 101
◆～から（形容詞＋from）………………………………………………………… 101
in
◆～に〔他動詞（過去分詞）＋ in〕……………………………………………… 102
◆～において〔他動詞（過去分詞）＋ in〕 …………………………………… 102
◆～に（自動詞＋ in）……………………………………………………………… 103
◆～において（自動詞＋ in）……………………………………………………… 103

19

18

17

16

15

14

13

12

13

用
例
表
タ
イ
ト
ル
一
覧 



◆～の（名詞＋ in） ………………………………………………………………… 103
◆～における（名詞＋ in）………………………………………………………… 104
◆～において（形容詞＋ in）……………………………………………………… 104
◆～を（形容詞＋ in）……………………………………………………………… 105
into
◆～に〔他動詞（過去分詞）＋ into〕 ………………………………………… 105
◆～に（自動詞＋ into）…………………………………………………………… 106
◆～への（名詞＋ into）…………………………………………………………… 106
of
◆～の（名詞＋of）………………………………………………………………… 106
◆～に（形容詞＋of）……………………………………………………………… 107
名詞＋of＋名詞＋前置詞
◆～における（名詞＋of＋名詞＋at）………………………………………… 108
◆～による（名詞＋of＋名詞＋by）…………………………………………… 108
◆～に対する（名詞＋of＋名詞＋for）………………………………………… 108
◆～からの（名詞＋of＋名詞＋from）………………………………………… 109
◆～における（名詞＋of＋名詞＋ in）………………………………………… 109
◆～に対する（名詞＋of＋名詞＋on）………………………………………… 110
◆～における（名詞＋of＋名詞＋on）………………………………………… 110
◆～への（名詞＋of＋名詞＋to）……………………………………………… 110
◆～する（名詞＋of＋名詞＋to do） ………………………………………… 110
◆～による（名詞＋of＋名詞＋with）………………………………………… 111
◆～と（名詞＋of＋名詞＋with）……………………………………………… 111
on
◆～に対して〔他動詞（過去分詞）＋on〕…………………………………… 112
◆～に〔他動詞（過去分詞）＋on〕…………………………………………… 112
◆～において〔他動詞（過去分詞）＋on〕…………………………………… 112
◆～に（自動詞＋on）……………………………………………………………… 113
◆～に対する（名詞＋on）………………………………………………………… 113
◆～に関する（名詞＋on）………………………………………………………… 114
◆～上の（名詞＋on）……………………………………………………………… 114
◆～に/～において（形容詞＋on）……………………………………………… 114
onto
◆～の上に〔他動詞（過去分詞）＋onto〕…………………………………… 115
over
◆～の間に（over＋名詞句）……………………………………………………… 115
◆～以上（over＋名詞句）………………………………………………………… 116
◆～に対する（名詞＋over）……………………………………………………… 116
per
◆～につき/～あたり（名詞＋per） …………………………………………… 116
◆～につき（per＋名詞）………………………………………………………… 117

26

25

24

23

22

21

20

14



since
◆～以来（since＋～）…………………………………………………………… 117
through
◆～によって〔他動詞（過去分詞）＋through〕…………………………… 118
◆～によって（自動詞＋through）……………………………………………… 118
◆～を経て（自動詞＋through）………………………………………………… 118
◆～を経る（名詞＋through）…………………………………………………… 119
◆～によって（副詞＋through）………………………………………………… 119
throughout
◆～中に〔他動詞（過去分詞）＋throughout〕…………………………… 119
to
◆～と〔他動詞（過去分詞）＋to〕 …………………………………………… 120
◆～に〔他動詞（過去分詞）＋to〕 …………………………………………… 120
◆～に（自動詞＋to）……………………………………………………………… 121
◆～への（名詞＋to）……………………………………………………………… 121
◆～に対する（名詞＋to）………………………………………………………… 122
◆～に（形容詞＋to）……………………………………………………………… 122
to do（to不定詞）
◆～するために/～するように〔他動詞（過去分詞）＋to do〕………… 123
◆～すること〔他動詞（過去分詞）＋to do〕 ……………………………… 123
◆～するために/～するように（自動詞＋to do）…………………………… 124
◆～すること（自動詞＋to do）………………………………………………… 124
◆～する（名詞＋to do）………………………………………………………… 124
◆～すること（形容詞＋to do）………………………………………………… 125
◆～するのに（形容詞＋to do）………………………………………………… 125
toward/towards
◆～に〔他動詞（過去分詞）＋toward〕……………………………………… 125
◆～への（名詞＋toward） ……………………………………………………… 126
under
◆～下で（under＋名詞句）……………………………………………………… 126
until
◆～まで（until＋副詞/名詞）…………………………………………………… 127
upon
◆～するやいなや〔他動詞（過去分詞）＋upon〕 ………………………… 128
◆～に（自動詞＋upon） ………………………………………………………… 128
via
◆～によって〔他動詞（過去分詞）＋via〕…………………………………… 128
◆～を経て/～によって（自動詞＋via） ……………………………………… 129
with
◆～と〔他動詞（過去分詞）＋with〕………………………………………… 129

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

15

用
例
表
タ
イ
ト
ル
一
覧 



◆～によって〔他動詞（過去分詞）＋with〕………………………………… 130
◆～に〔他動詞（過去分詞）＋with〕………………………………………… 130
◆～を〔他動詞（過去分詞）＋with〕………………………………………… 131
◆～と（自動詞＋with）…………………………………………………………… 131
◆～の/～をもつ（名詞＋with）………………………………………………… 132
◆～との（名詞＋with）…………………………………………………………… 132
◆～による（名詞＋with）………………………………………………………… 132
◆～と（形容詞＋with）…………………………………………………………… 133
◆～に（形容詞＋with）…………………………………………………………… 133
within
◆～内に〔他動詞（過去分詞）＋within〕…………………………………… 134
◆～内の（名詞＋within）………………………………………………………… 134
◆～以内に（within＋名詞句）…………………………………………………… 134
without
◆～のない（名詞＋without）…………………………………………………… 135

他動詞（過去分詞）＋前置詞の使い分け
◆between，among，across
（～の間で/～を越えて）の使い分け ………………………………………… 137
◆to，into，toward（～に/～へ）の使い分け …………………………… 138
◆ in，into，on（～に）の使い分け …………………………………………… 140
◆by，with，through，via，using
（～によって/～を使って）の使い分け ……………………………………… 140
◆with，by〔～を（～によって）〕の使い分け……………………………… 142
◆to，with（～と）の使い分け ………………………………………………… 143

自動詞＋前置詞の使い分け
◆to，into，on，upon（～に）の使い分け………………………………… 144
◆through，via，by（～によって/～を経て）の使い分け ……………… 145
名詞＋前置詞の使い分け
◆on，for，to，against，over（～に対する）の使い分け …………… 146
◆about，on，of（～に関する）の使い分け ……………………………… 147
◆of，in，for，with（～の）の使い分け …………………………………… 148

形容詞＋前置詞の使い分け
◆among，between（～の間に）の使い分け……………………………… 150
◆for，against（～に対して）の使い分け ………………………………… 151
◆to，with（～に）の使い分け ………………………………………………… 151

期間や時を意味する前置詞の使い分け
◆during，over，in，within，throughout，at
（～間に/～において）の使い分け …………………………………………… 153

5

4

3

2

1

Ⅷ．意味の似た前置詞の使い分け

39

38

16



◆during，over，in，within，throughout，at，for
（～間に/～において）の使い分け …………………………………………… 153

等位接続詞
◆代表的な等位接続詞 ……………………………………………………………… 155
従位接続詞
◆副詞節を導く接続詞 ……………………………………………………………… 156
◆名詞節を導く接続詞 ……………………………………………………………… 157

関係代名詞
◆論文でよく使われる関係代名詞とその用例 ………………………………… 158
関係副詞
◆論文でよく使われる関係副詞とその用例 …………………………………… 160

第２章　論文らしい長い文の作り方

形容詞句
◆名詞＋形容詞句を導く前置詞の組合わせ ……………………………………163
◆名詞＋形容詞句を導く現在分詞の組合わせ ………………………………… 164
◆名詞＋形容詞句を導く過去分詞の組合わせ ………………………………… 166
◆名詞＋形容詞句を導くto不定詞の組合わせ ……………………………… 167

副詞句
◆過去分詞＋副詞句を導く前置詞の組合わせ ………………………………… 169
◆自動詞＋副詞句を導く前置詞の組合わせ …………………………………… 170
◆形容詞＋副詞句を導く前置詞の組合わせ …………………………………… 171
◆前置詞に導かれて文全体を修飾する副詞句 ………………………………… 173
◆現在分詞に導かれて文全体を修飾する副詞句……………………………… 174
◆過去分詞に導かれて文全体を修飾する副詞句……………………………… 174
◆to不定詞に導かれて文全体を修飾する副詞句………………………………175
名詞句
◆be動詞＋名詞句を導くto不定詞の組合わせ……………………………… 176
◆名詞句を導く動名詞 ……………………………………………………………… 176

等位節
◆代表的な等位接続詞 ……………………………………………………………… 178

1

Ⅱ．節の種類と用法

3

2

1

Ⅰ．句の種類と用法

2

1

Ⅹ．関係詞

2

1

Ⅸ．接続詞

17

用
例
表
タ
イ
ト
ル
一
覧 



主節および従位節
◆副詞節を導く従位接続詞………………………………………………………… 180
◆形容詞節を導く接続詞および関係詞 ………………………………………… 181
◆名詞節を導く接続詞および関係詞 …………………………………………… 182

同格のthat節の用法
◆同格のthat節を用いた代表的な表現………………………………………… 183
◆evidence that を用いた表現………………………………………………… 184
◆the hypothesis thatを用いた表現 ……………………………………… 184
◆the idea that/the notion that/the view thatを用いた表現 …… 184
◆the observation thatを用いた表現 ……………………………………… 185
◆the fact thatを用いた表現 ………………………………………………… 185
◆the possibility thatを用いた表現 ………………………………………… 186

前置詞＋whichの用法
◆ in whichを用いた表現 ………………………………………………………… 187
◆by whichを用いた表現………………………………………………………… 188
◆of whichを用いた表現 ………………………………………………………… 189
◆to whichを用いた表現 ………………………………………………………… 189
◆at whichを用いた表現 ………………………………………………………… 190
◆with whichを用いた表現……………………………………………………… 190
◆through whichを用いた表現………………………………………………… 191
◆関係詞＋whichを用いるその他のパターン ……………………………… 191

現在分詞を中心とする分詞構文
◆分詞構文を導く現在分詞（主節より前）………………………………………192
◆分詞構文を導く現在分詞（主節より後） …………………………………… 193
過去分詞を中心とする分詞構文
◆分詞構文を導く過去分詞 …………………………………………………………194

句と句の組合わせ
◆副詞句の中に形容詞句をもつ表現例 …………………………………………195
◆連続する副詞句の表現例………………………………………………………… 196
◆連続する形容詞句の表現例……………………………………………………… 196
◆形容詞句の中に形容詞句をもつ表現例 ……………………………………… 197

句と節の組合わせ
◆句の中に節をもつ表現例 …………………………………………………………198
◆節の中に句を含む表現例………………………………………………………… 198

2

1

Ⅳ．複数の句や節の組合わせ

2

1

Ⅲ．分詞構文の用法

4

3

2

18



第３章　論文によく用いられる重要表現

逆説
◆逆説的な意味をもつつなぎの副詞………………………………………………204
◆逆説的な意味をもつつなぎの副詞句 ………………………………………… 205

肯定/追加
◆肯定的な意味をもつつなぎの副詞：したがって/それによって ……… 206
◆肯定的な意味をもつつなぎの副詞：さらに ………………………………… 207
◆肯定的な意味をもつつなぎの副詞：同様に ………………………………… 208
◆肯定的な意味をもつつなぎの副詞：まとめると/実際に………………… 208
◆肯定的な意味をもつつなぎの副詞句 ………………………………………… 209

逆説
◆逆説的な意味をもつ副詞節を導く表現 ……………………………………… 210
◆逆説的な意味をもつ副詞句を導く表現 ……………………………………… 211

肯定/理由/結果
◆肯定/理由/結果を表す副詞節を導く表現 …………………………………… 212
◆肯定/理由/結果を表す副詞句を導く表現 …………………………………… 213
条件
◆条件を表す副詞節を導く表現 ………………………………………………… 214
◆条件を表す副詞句を導く表現 ………………………………………………… 215

thanを用いた比較表現
◆thanを用いた比較表現 ………………………………………………………… 216
compared/comparison/relativeを用いた比較表現
◆compared withを用いた比較表現 ………………………………………… 217
◆compared toを用いた比較表現 …………………………………………… 218
◆comparison withを用いた比較表現 ……………………………………… 219
◆comparison toを用いた比較表現 ………………………………………… 219
◆relative toを用いた比較表現………………………………………………… 219
程度の大きさを表す比較表現
◆～-fold＋名詞を用いた比較表現 ……………………………………………… 220
◆～％＋名詞を用いた比較表現 ………………………………………………… 220
◆動詞＋～-foldを用いた比較表現 ……………………………………………… 221
◆動詞＋～％を用いた比較表現 ………………………………………………… 221
◆動詞（過去分詞）＋by～-foldを用いた比較表現………………………… 221
◆動詞（過去分詞）＋by～％を用いた比較表現 …………………………… 221

3

2

1

Ⅲ．比較の表現

3

2

1

Ⅱ．節や句のつながり

2

1

Ⅰ．つなぎの表現

19

用
例
表
タ
イ
ト
ル
一
覧 



◆～-fold＋過去分詞を用いた比較表現………………………………………… 222
◆～-fold＋比較級を用いた比較表現…………………………………………… 222
◆～％＋比較級を用いた比較表現 ……………………………………………… 223
◆～orders of magnitude＋比較級を用いた比較表現…………………… 223
◆～times＋比較級を用いた比較表現………………………………………… 223
程度を強調する比較表現
◆extent/degreeを用いた比較表現 ………………………………………… 224
◆as～asを用いた比較表現 …………………………………………………… 225

◆推量表現に用いられる語句……………………………………………………… 227
推量を表す動詞
◆appearを用いた推量表現……………………………………………………… 228
◆seemを用いた推量表現 ……………………………………………………… 229
◆thinkを用いた推量表現………………………………………………………… 229
◆considerを用いた推量表現…………………………………………………… 230
◆assumeを用いた推量表現 …………………………………………………… 230
◆presumeを用いた推量表現…………………………………………………… 230
推量を表す形容詞/副詞
◆ likelyを用いた推量表現………………………………………………………… 231
◆probablyを用いた推量表現…………………………………………………… 232
◆presumablyを用いた推量表現 ……………………………………………… 233
◆perhapsを用いた推量表現 …………………………………………………… 233
◆possiblyを用いた推量表現 …………………………………………………… 233
推量を表す助動詞
◆mayを用いた推量表現 ………………………………………………………… 234
◆mightを用いた推量表現 ……………………………………………………… 234

現在完了
◆現在完了形でよく用いられる動詞 …………………………………………… 235

過去完了
◆過去完了形でよく用いられる動詞 …………………………………………… 237

コラム・付録
◆roleの用法と用いられる冠詞の組合わせ ……………………………………238
◆roleとともに用いられる動詞 ………………………………………………… 239
◆roleとともに用いられる形容詞 ……………………………………………… 240
◆定冠詞が用いられる表現例……………………………………………………… 242
◆無冠詞あるいは不定冠詞が用いられる表現例……………………………… 245
◆論文でよく用いられる熟語……………………………………………………… 271

2

1

Ⅴ．完了形の種類と用法

3

2

1

Ⅳ．推量の表現

4

20


