Emerald Literati Awards

受賞著者インタビュー

Journal of Property Investment & Finance 誌に掲載された "Market transparency and international
real estate investment" が 2020 年 、 Emerald Literati Awards 優 秀 論 文 に 選 ば れ ま し た 。 著 者 の 成 城 大
学経済学部 定行泰甫先生と明海大学不動産学部 原野啓先生に、英語で論文を発表することのメリットと、
これから論文投稿をお考えの方に向けてアドバイスをいただきました。 ( 文中敬称略 )

成城⼤学経済学部
定⾏泰甫先⽣

明海⼤学不動産学部
原野啓先⽣

1. 今回、なぜ英語論⽂を書こう
と考え、⽇本の出版社ではなく
海外の出版社へ論⽂投稿された
理由をお聞かせください。
（定⾏）英語で書いた⽅が読者
が多いので。より多くの⽇本⼈
に読んでもらいたいという特別
な事情がなければ、基本的に英
語で書くようにしています。
2. 論⽂を英語で執筆される場
合、どのような点に留意されま
すか？
（原野）英語で書くときは、読
者が世界中の⽅になりますの
で、論⽂のテーマはある程度普
遍性がある内容でなければなり
ません。また、議論をするとき
に、それがなぜ問題なのか、全
体の流れ、例えば我々がやって
いる都市経済学の流れの中で理
解できるような位置づけにしな
くてはいけません。

3. 今回の論⽂が完成するまでに
⼀番⼤変だったことをお聞かせ
ください。
（原野）私の担当はデーターベ
ースの整理でした。今回は40数
ケ国分のデータで、パネル分析
をしていますが、どこにどうい
うデータがあるのか調べ、それ
から分析ができるまでデータを
加⼯していく、そのデータの整
理に相当時間がかかりました。
（定⾏）私が⼀番時間を使った
作業は先⾏研究を⼀通り読ん
で、先⾏研究の⽂脈の中で我々
の研究がどこに位置するのか、
どこに独⾃性があるのかを整理
して、それを⽂章にしたところ
です。実際、先⾏研究は40から
50本読み、その中で半分から四
分の⼀程度を引⽤しました。最
も⼤変なデータ整理を原野さん
が担当してくださったので、デ
ータ分析はスムーズに実⾏でき
ました。

4. 投稿先のジャーナルはどのようにして決められましたか？
（定⾏）普段は経済学の雑誌に投稿することが多いのですが、今回の論⽂
は経済学的には弱い部分があり、経済学の雑誌に通すのはちょっと難しい
かなという感覚がありましたので、学際的なジャーナルはどんなものがあ
るのかなと⾒てみようということで検索しました。オーストラリアに
ABDC（Australian Business Deans Council）ランキングというのがあり
まして、今回の場合、Real Estate, Investment, Property, Economics,
Financeといったキーワードをもつ雑誌のなかでランクがB以上のものを
探しました。

5. ⽇本の⼤学ではジャーナル投
稿に関してインパクトファクタ
ーは⼤きな要因になりますか。
（原野）⼤学というより、学会
における研究者の中での評価に
おいて、重要だと考えています。
⼤学も評価の基準のひとつとし
て利⽤しているようですが、そ
こまでウェイトを置いているわ
けではないようです。
6. 今回の論⽂を書き終えられ
て、収穫はありましたでしょう
か。
（原野）収穫ということで申し上
げますと、私は⽇本国内における
社会問題‧不動産市場の問題につ
いて研究を続けているため、なか
なか英語の論⽂を書く機会があり
ません。今回共著で書きましたけ
れども、英語で論⽂を書く機会が
あったことは個⼈的に収穫でし
た。個⼈的にも、⼤学内でのプレ
ゼンスを上げるためにも、国際ジ
ャーナルに論⽂を掲載する必要が
あるので、Journal of Property
Investment & Finance誌に掲載
できたことは⼤きな収穫でした。
（定⾏）学際的なジャーナルとい
うことで、いつもより多くの⼈に
読んでもらっていることを実感し
ています。何しろ貴重な賞もいた
だけて⾃信になったというか、こ
れから研究成果をどんどん発表し
ていきたいなと、研究者としても
モチベーションが上がったと思い
ます。あと個⼈的には、我々の師
匠（故⼭崎福寿先⽣）と共同研究
で⼀緒に論⽂が書けたこと、それ
がやはり個⼈的には⼀番うれしか
ったですね。

7. 先⽣⽅の研究が、論⽂発表以外で社会にどのようなインパクトを与え
るとお考えでしょうか。
（原野）扱っている国の数が⾮常に多かったので、今後いろいろな国の
研究者が引⽤してくれるだろうという期待を持っていました。元々この
研究が始まった経緯は、アジアの中で、世界の中で、⽇本の不動産マー
ケットに関するプレゼンスをどうやって上げていくのかという課題があ
りました。投資環境の整備が必要であるという理解は⼀致していました
が、要素として何が⾜りてないか、⼀般論として何が必要なのか、とい
う点は研究レベルではまだ定義されていませんでした。データ提供元で
あるCushman & Wakefieldのように実務レベルでは、「感覚的にはこ
ういう要素が必要である」ということはわかっていたと思われますが、
研究者レベルとなると、まだ未着⼿でした。そういう状況下で、今回の
論⽂を掲載できたことは⼤事なことだと思います。
（定⾏）今回の場合ですと、こうしたエビデンスベースの科学的根拠が
蓄積されることで、政策当局としても「経済をよくするにはやっぱり市
場の透明性が⼤切なのだ」という認識が⾼まり、その整備に向けたプレ
ッシャーにもなっていくと思います。市場が整備されれば、取引がより
盛んになって、それで恩恵を受ける⼈も増えることになります。市場が
まだ整備されていない実態を明らかにし、もし整備されるとこんなにい
いことがあるのだという客観的エビデンスを蓄積して、上の⼈に政策で
⽣かしてもらうことが重要だと思います。
8. ゼミや授業で学⽣に英語論⽂を読むことを推奨されている教員も
いらっしゃいます。このような取り組みについてどのように思われま
すか？
（定⾏）論⽂の書き⽅とかは、⽇本語論⽂でも学べる気はします。確
かに情報を取ってくるという点では、英語論⽂からでないと取れない
重要な情報もたくさんありますので、必要な情報を収集するといった
英⽂読解⼒の習得は重要と思います。

9. 社会科学分野で⽇本からの英
語論⽂の投稿者を増やすには何
が必要と思われますか？
（原野）投稿者の数が伸びない
原因の⼀つは、利⽤できるデー
タに限りがあるからではないで
しょうか。また、国内のローカ
ルな研究テーマだと海外ではな
かなか評価してもらない、とい
う点も影響しているように思い
ます。利⽤できるデータに限り
があるのは、そもそも国内にお
いてデータの蓄積が少ないこ
と、利⽤上の制約が⼤きいこと
が挙げられます。こうした点
が、社会科学、少なくとも私の
専⾨分野である経済学では英語
の論⽂が増えない要因の⼀つだ
と考えられます。経済学の理論
系の論⽂にはデータが要らない
ため、⽇本⼈が執筆する論⽂は
理論ベースの論⽂が多くなり、
掲載数も多くなっているものと
思われます。
10. ⽇本特有の問題でもグロー
バルに発信するポイントは？
（定⾏）ストーリー性だと思い
ます。⽇本の特殊ケースを扱っ
た論⽂であっても、なんでそれ
を海外の⼈が読む価値があるの
か、その点を論⽂のイントロダ
クションでどう上⼿く伝えられ
るかだと思いますね。

11. 最後に、英語論⽂に初めて挑戦する、主に⼤学院⽣、若⼿研究者
向けにアドバイスをお願いします。
(定⾏)誰か英語で論⽂を書くことに慣れている⼈と⼀緒に書いてみる
ことで、要領をスムーズに習得できるかなと思います。論⽂は型が決
まっていますので、英語が別にできなくても外国⼈と会話するわけで
はないですし、型にはめて書いていけば書けるので。
型とは、イントロ、先⾏研究の紹介、データ分析、まとめといった
構成もそうですが、英⽂表現についても、データをここからとってき
ました、こういう分析でやりました、この表はこういう結果を表し
ていますとか、⾔い⽅が⼤体決まっているので、２つぐらい論⽂を書
いたら、感じが掴めると思います。
Message from Editorial and Advisory Board member
of Journal of Property Investment & Finance

Dr Masaki Mori 森政貴先⽣
Editorial and Advisory Board member
of Journal of Property Investment &
Finance
Associate Professor, École hôtelière
de Lausanne - Switzerland

Emerald Literati Awards 2020受賞おめでとうございます。国際的
な学術ジャーナルにおいて、⽇本⼈のみで構成された研究チームがこ
のような賞を受賞されたことは⼤変素晴らしいことだと思います。受
賞論⽂の特に優れた点は３点あると思います。まずは、トピックに関
する⽂献レビューが綿密に⾏われており、過去の⽂献の中での当該論
⽂の位置付けが明⽰されている点です。２点⽬は、定量分析におい
て、慎重により正しいモデルの選択がされている点です。３点⽬は、
結果の政策的な⽰唆が論じられているという点です。
受賞論⽂は、国際的なトピックに関する研究ですが、特に⽇本に関す
るトピックの論⽂を国際ジャーナルに投稿する際に、私が重要だと感
じるいくつかのポイントを⽰させていただきたいと思います。まず
は、研究トピックが、⽇本独⾃の特徴に⽬を向けつつ、他の国にも⽰
唆のあるものであることを明⽰することです。例えば、アメリカで既
に発表された研究の⼿法を、⽇本のデータに当てはめてみる、といっ
た研究が国際ジャーナルで受理されることは年々難しくなっていま
す。「当該研究を⽇本に注⽬して⾏う意味は何か」、また「研究結果
は⽇本以外の国に⽰唆を与えるか」という２点を慎重に考えてテーマ
選択をする必要があります。(次ページへ続く)

次に、定量分析を正しく実⾏する努⼒をするという点です。例えば、
本当に最⼩2乗回帰が最適なモデルなのか、操作変数を⽤いた２段階
最⼩２乗回帰は必要ではないか、変数の定義を少し変えた場合に結果
は⼤きく変わらないか、といった所謂「定番のツッコミどころ」に関
して、しっかり対処した、という努⼒の跡を⾒せることが重要です。
最後に、論⽂のタイトルと要旨を読んで、「この研究は何を⾏ってい
るのか」、「なぜユニークなのか」、「どのような⽰唆が得られるの
か」といった点がはっきりと理解できることが重要です。エディター
や査読者も⼈間ですので、第⼀印象でバイアスを持ってしまうことが
多々あります。特に英語で論⽂を書くことに慣れていない場合は、ジ
ャーナル投稿の前に、学術論⽂のためのコピー編集サービスを利⽤す
ることをお勧めします。
国際ジャーナルをターゲットにすることで、⾃然と研究のブラッシュ
アップになることがあると思います。また、国際的な査読者のコメン
トから学べることも多々あります。⽇本の若い研究者には積極的に国
際ジャーナルへの投稿をトライしてもらいたいと思います。
Useful links:
Journal of Property Investment & Finance
Journal of Property Investment & Finance - Literati Award Winners 2020
Market transparency and international real estate investment
(Taisuke Sadayuki, Kei Harano, Fukuju Yamazaki)

Emerald について

Emeraldは 50 年以上にわたって、新しい思
考の擁護を事業の中⼼ に据えてきました。
Emerald の中核精神は、違いを⽣み出すこと
により、学術界と各業界の⼈々が協⼒して実
世界で前向きな変化を起こせるようにするこ
とです。
私たちの出版物と出版サービスは、研究者が
有意義でタイムリーな形で⾃らのストーリー
を伝えることを⽀援し、インパクトのある研
究への⾃信と能⼒を⾼めるための⾰新的なツ
ールとサービスを提供します。
Join us in making a Real Impact.

How to guides:
Authoring, editing & reviewing

We've collated all our guidance on how to write
for, edit or review academic publications.
emeraldgrouppublishing.com/howto/authoring-editing-reviewing
Emerald とつながる

エメラルド‧ジャパン epjapan@emerald.com
Web サイト emeraldgrouppublishing.com

