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出典を示して文献を正しく

「引用」しよう

レポート・論文作成講座第3回

執筆編

本日の内容

•引用の必要性

•引用の作法
引用

•出典の書き方出典
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主張と根拠

レポート・論文では主張が大事
主張 = 自分の考え・文章
根拠 = データや他人の言説 = 引用
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1. スマートフォンの影響
• スマートフォンは，年々普及率を上げている（総務省
「通信利用動向調査」より）

• 一方で，子どものスマートフォン利用に関して問題も指
摘されるようになっている（教育心理学会2014年度公
開シンポジウムより）

文献を引用する

引
用

出
典

引用の必要性

• 自分の経験や主張だけ

• 思いついたことをそのまま

• →説得力なし
✕

• 関連文献の内容を引用

• →説得力○

5 主張と根拠

無根拠 スマートフォンは普及してきてい
る。

かなり
弱い根拠

私の周りを見るとスマートフォン
を持っている人が多く，スマート
フォンは普及してきている。

適切な
根拠

総務省の『通信利用動向調査』を
見ると，平成25年度は39.1%で
あったスマートフォンの保有率が
平成29年度には60.9%になってお
り，スマートフォンは普及してき
ている
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著作権法上の引用

（引用）

第三十二条 公表された著作物は、引用
して利用することができる。この場合に
おいて、その引用は、公正な慣行に合致
するものであり、かつ、報道、批評、研
究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない。
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⚫ 引用は著作権法で認められた行為
⚫ 適切な引用に許可は不要

⚫ 引用の条件を守る必要がある

引用の条件（文化庁）

ア 既に公表されている著作物であること

イ 「公正な慣行」に合致すること

ウ 報道、批評、研究などのための「正当な
範囲内」であること

エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関
係」が明確であること

オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確
になっていること

カ 引用を行う「必然性」があること

キ ｢出所の明示」が必要（コピー以外はそ
の慣行があるとき）
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文化庁 著作権なるほど質問箱 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html

不適切な引用

剽窃（ひょうせつ）・盗用
本文中で引用部分を示さず，出典を明ら
かにせずに他者の文章を利用すること
「コピペ」

孫引き（まごびき）
誰かが引用している内容について，元の
情報を確認せずに，引用すること
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朝日新聞（2010/11/01朝刊教育１）より

引用の方法

直接引用

•～は「・・・」と述べている。

間接引用

•～の論文では・・・であること

が示されている。
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直接引用

元の文章の表現をそのまま引用する

引用部分を「 」や” ”などで示し，文
献リストに出典を示す

引用の際，原則元の文章を一字一句す
べてそのまま引用
変更してはいけない
強調などを加えた場合はその旨を示す
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～は「・・・」と述べている。

直接引用の例

⚫「」で引用部を明確に

⚫引用部分のあとに引用番号をつける
⚫（著者名，出版年，ページ数）のような
書き方も
➔出典と対応させる
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橋元は日本での携帯電話の普及について，携
帯電話が，公共空間からたまり場を排除され
た「若者にバーチャルなたまり場を提供し、
親の束縛からの解放感をもたらした」 １）こと
を普及の要因に挙げた。
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長い直接引用の例

⚫前後を1行ずつ空ける

⚫左側を2文字下げる
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橋元はブログやYouTubeなどインターネット
発信の情報が利用者のアクセス数に基づいて
評価される現状に対してつぎのような課題を
示した。

新しいネット文化に求められるのは、一
つにその真贋や質を評価する新たなシス
テムの構築である。しかし、そのシステ
ムすら、（中略）重要課題であろう １）。

間接引用

元の文章を内容を自分の言葉で言い換
えて（要約して）引用する

内容を引用した部分，または引用した
文章の終わりに引用を示す印（文献番号，
著者名と出版年）などを入れ，文献リス
トに出典を示す
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～の論文では・・・であることが
述べられている。

間接引用の例

⚫言い換えの部分は地の文と同じ書き方

⚫引用部分のあとに引用番号をつける
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橋元は，ブログやYouTubeなどインターネッ
ト発信の情報が利用者のアクセス数に基づい
て評価される現状に対して，ネット上の情報
の質や真贋を評価する仕組みの構築，さらに
少数派を排除しない風土の再構築を重要課題
として挙げた１）。

引用事例の改善

引用例1
✕引用部分の明確化， ✕出典の明記

引用例2
✕長い直接引用→段落単位の引用（例4）

引用例3
間接引用に

引用例4
段落単位の引用，✕文がぶつ切れ

引用例5
妥当な引用
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引用の条件（文化庁）

ア 既に公表されている著作物であること

イ 「公正な慣行」に合致すること

ウ 報道、批評、研究などのための「正当な
範囲内」であること

エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関
係」が明確であること

オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確
になっていること

カ 引用を行う「必然性」があること

キ ｢出所の明示」が必要（コピー以外はそ
の慣行があるとき）
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文化庁 著作権なるほど質問箱 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html

正確に出典を書く意義

2. 参照文献の記述にあたっては，読者がそ
の参照文献にたどり着けるだけの十分な
書誌事項を示さなければならない。

3. 参照した文献を明示することは，著者と
読者が共に既存の論点を整理することを
助け，論文に示される新規性，独創性を
明らかにすることでもある。

4. 参照した文献を明示することにより，著
者側から読者に関連資料の存在を伝える
と同時に，読者側からはその研究分野の
動向を確認・評価することが可能になる。
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SIST02「１．３ 参照文献の役割と要件」より抜粋
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出典の書き方

まずは先生に聞いてみよう
指定がなければ標準的な書き方を参考に

標準的な出典の書き方の例
科学技術情報流通技術基準SIST02

『法律文献等の出典の表示方法』
シカゴスタイル（人文系）
シカゴ大学出版会の書式

APAスタイル（人文社会系）
アメリカ心理学会の書式

20 図書の記載方法

必要な項目
著者名．書名．版表示，出版社，出版年，
ページ．
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照明学会編. 照明ハンドブック. 第2版, 

オーム社,  2003, 573p．

※著者は個人でなく団体名の場合もある。

図書を他のスタイルで

APAスタイル
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照明学会 (編). (2003). 照明ハンドブック. 

第2版. 東京: オーム社.

照明学会編. 照明ハンドブック. 第2版. 東
京:オーム社, 2003.

•シカゴスタイル

雑誌記事・論文の記載方法

必要な項目
著者名．論文のタイトル．掲載雑誌名．
出版年，巻数，号数， はじめの頁－おわ
りの頁．
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西潔, 石原和弘. 火山地域における震源計
算についての提案. 火山. 2003, vol. 48, no. 

5, p. 407-413.

※2名以上の場合，先頭の1名を記述し，
その他の著者は，日本語では「ほか」，
欧文では「et al.」と省略可

雑誌論文を他のスタイルで

APAスタイル
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西潔, 石原和弘. (2003). 火山地域における
震源計算についての提案. 火山. 48(5), 

407-413.

西潔, 石原和弘. “火山地域における震源計
算についての提案.” 火山 48, no. 5 (2003): 

407-413.

•シカゴスタイル

ウェブサイトの記載方法

必要な項目
記事の著者名． “記事の題名”．ウェブサ
イトの名称． URL， (参照した日付)．
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厚生労働省. “次世代育成支援に関する当
面の取組方針―少子化対策推進閣僚会議
決定（平成15年3月14日）”. 厚生労働省. 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/se
isaku/syousika/0314-1.html, （参照2012-

11-06）.
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新聞記事の記載方法

SIST02では規定されていない

必要な項目
著者名（あれば）．記事のタイトル．新
聞名，掲載年月日，朝夕刊の別，掲載面．
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中島耕太郎. 放送後に無料ネット配信、
検討へ 民放５社合意、実現には課題. 

朝日新聞, 2014-9-19, 朝刊, 2社会.

OPACの検索結果の見方 27

著者名

書名

出版社

出版年

橋元良明. メディアと日本人：変わりゆ
く日常. 岩波書店, 2011, 195p., (岩波新書,

新赤版1298).

太字は必須

CiNiiの検索結果の見方 28

掲載雑誌名，巻（号），
掲載ページ，刊行年－月著者名

記事のタイトル

岡田知雄ほか. 子どもとICT(スマートフォ
ン・タブレット端末など)の問題について
の提言. 日本小児科学雑誌. 2015, vol. 119, 

no. 1, p. 1-4.

読売新聞記事DBの検索結果 29

ネット上のデマ 一目で 和歌山大院生
ら 拡散防止システム. 読売新聞, 2018-

10-4, 大阪朝刊，セ和歌.

記事のタイトル掲載年月日 朝/夕

掲載面

Wordによる自動作成

文献の登録
[参考資料]タブ→[資料文献の管理]

[作成]からリストに登録

引用文献の挿入
[引用文献の挿入]から文献を選択

文献目録の作成
[文献目録]から好みのスタイルを選択
[スタイル]から出典のスタイルを選択

※必ずしも正確ではないので注意が必要
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次回
仕上編

文章と書式を整えて
レポートを「仕上げ」よう


